




２人前\1,900Affettato Misto  アッフェタート ミスト

Terrina di Carne　 テッリーナ ディ カルネ　　

Burro di Prosciutto ブッロ ディ プロシュット

厚切り！！田舎風お肉のパテ。自家製ピクルスと共に。

自家製生ハムバター。焼きたてフォカッチャ添え。

チェザリ特選生ハムとサラミ・田舎風パテの盛り合わせ。

…こちらのマークは牧島おすすめ料理です。

\1,500Caprese alla CESARI  カプレーゼ アッラ チェザリ
空輸水牛モッツァレッラと２種のトマトを最高級アンチョビジェラートと。

チェザリ特選 生ハム。

＋季節のフルーツ。

＋真の水牛のモッツァレッラ。

\1,350Verdura al Vermicular  ヴェルドゥーラ アル バーミキュラ
いろんなお野菜をバーミキュラで蒸し焼きに。バーニャカウダソース添え。

\950

\950

\1,750

\1,950

チェザリ特選 ハム。

\950Fritto Misto di Napoli  フリット ミスト ディ ナポリ
ナポリの定番揚げ物４種盛り合わせ。

クロッケ＝じゃがいものコロッケパスタ巻き、アランチーニ＝お米のコロッケ

フリッタティーナ＝パスタとラグーソース・ベシャメル・グリーンピースのコロッケ

\1,050Parmigiana di Melanzane  パルミジャーナ ディ メランザーネ
茄子とモッツァレッラチーズの重ね焼き。

Ostriche alla“CESARI”　 オストリケ アッラ チェザリ　　 5個  \1,500
(税込￥1,650）

(税込￥1,045）

(税込￥1,045）

(税込￥1,045）

(税込￥1,925）

(税込￥2,145）

(税込￥1,155）

(税込￥2,090）

(税込￥1,650）

(税込￥880）

(税込￥1,155）

(税込￥1,485）

(税込￥1,485）

(税込￥1,045）

\1,050

\950

Antipasto di del giorno　アンティパスト デル ジョルノ
内容は日替わりメニューをご覧ください。

内容は日替わりメニューをご覧ください。

\ask

Calpaccio di Pesce  カルパッチョ ディ ペッシェ \ask

瞬間ハーフボイルした播磨灘産無菌牡蠣とリコッタチーズの前菜。

Antipasti アンティパスト

ナポリ･カセルタの家族経営生産者

『ポンティコルボ』より週３回空輸で

出来立てを取り寄せる、超新鮮な極上

水牛モッツァレッラを使用しています。

Piatti freddi

Piatti caldi 

アンティパスト

冷たい前菜

温かい前菜

…こちらのマークは、チェザリ!!名物料理です。

Prosciutto Crudo　プロシュット クルード　

＋Frutta フルッタ

＋Buffala ブッファラ

Prosciutto Cotto　プロシュット コット　

ご注文いただいてから、専用の手動式スライサーで極薄にスライスします。

ご注文いただいてから、専用の手動式スライサーで極薄にスライスします。

\800Minestrone del giorno ミネストローネ デル ジョルノ
1５品目のお野菜、穀物、豆類を使ったスープ。

本日の特選イカのセモリナ粉揚げ。

\1,350Calamari Fritto　カラマーリ フリット

Fritto Misto di Napoli

Parmigiana di Melanzane

Affettato Misto

Caprese alla CESARI

Ostriche alla CESARI







※写真はイメージです。

お祝い用花束ピッツァ
花束を渡すのは少しハードルが高い。けど感謝の気持ちを伝えたい。そんなあなたの為に

ピッツァの花束をご用意しました。サプライズにも是非！

Pizza per Regali

￥1,950(税込￥2,145）

マルゲリータ＋熟生ハム・ルッコラ＋リコッタ・特選ハムのリピエーノ

Pizza Buquet 



Pizza Capricciosa  ピッツァ カプリチョーザ
マルゲリータ＋チェザリ特選ハム・オリーブ

Pizza Massimo　ピッツァ マッシモ
牧島の大親友だった伝説のチーズ職人、故マッシモポンティコルボに捧ぐピッツァ
マルゲリータ＋水牛モッツァレラ・チェリートマト・最高級アンチョビジェラート

Pizza Pasquale ピッツァ パシュクアーレ
牧島の師匠パシュクアーレパルツィアーレ氏の名を冠したピッツァ。
プローヴォラ・フリアリエッリ（青菜）・サルシッチャ

Pizza Puｌcinella　ピッツァ プルチネッラ
チェザリ創業者お気に入りの一枚。
トリュフクリーム・フィオールディラッテ・ポルチーニ茸・プロシュットコット

当店はナポリのピッツェリアで

シェア７割以上の製粉会社

『アンティモ・カプート社』の

小麦粉を100％使用しています。

ナポリピッツァ

Pizza Pulcinella

Pizza Toto

Pizza Massimo

Pizza Napoletana ナポリピッツァ

…こちらのマークは牧島おすすめ料理です。 …こちらのマークは、チェザリ!!名物料理です。

Pizza Gaetano ピッツァ ガエターノ

Pizza Sofia　ピッツァ ソフィア
ナポリの大女優、故ソフィアローレンに捧ぐピッツア。
プローヴォラ・リコッタ・ズッキーニ・エビ・ボッタルガ（からすみ）

Pizza 4 Formaggi  ピッツァ クワトロフォルマッジ
フィオールディラッテ･リコッタ･パルミジャーノ･ゴルゴンゾーラ
                                                                       アカシアの蜂蜜

Pizza Prosciutto e Ruccola ピッツァ プロシュット エ ルーコラ
フィイオールディラッテ・チェザリ特選生ハム・ルッコラ

Pizza Siciliana　ピッツァ シシリアーナ
マリナーラ＋ブラックオリーブ・ケッパー・アンチョビ

牧島の師匠ガエターノ氏が住むイスキア島を模したピッツァ。
バーニャカウダソース・フィオールディラッテ・海老・ルッコラ

Pizza Stefano　ピッツァ ステファノ
当店の薪窯を作った名工 ステファノフェラーラ氏のピッツァ。
マルゲリータ＋プローヴォラ＋ブラックペッパー

Pizza Sergio　ピッツァ セルジョ
牧島のナポリの父セルジョミック会長（ナポリピッツァ職人協会）のピッツァ。
バーニャカウダソース・フィオールディラッテ・播磨灘産牡蠣・ルッコラ

Pizza Don Adolfo 　ピッツァ ドン アドルフォ
牧島の３人の師匠の中の一人。アドルフォマルレッタ氏のピッツァ。
玉ねぎとお肉のソース・じゃがいも・フィオールディラッテ・リコッタ

Ripieno al Forno リピエーノ アル フォルノ
トマトソース・バジル・リコッタ・フィオールディラッテ・ハム

\1,600

\1,600

\1,600

Pizza Rustica　ピッツァ ルスティカ
リコッタ・フィオールディラッテ・チェザリ特選ハム・バジル

\1,600

\1,950

\1,700

Pizza Maradona　ピッツァ マラドーナ
ナポリの神、故ディエゴマラドーナに捧ぐピッツァ。
水牛の角型包み焼ピッツァ。チェザリ特選生ハム・ルッコラ

\1,950

\1,950

\1，950

\1，950

\1,600

Pizza Antimo　ピッツァ アンティモ
牧島のナポリの兄。アンティモカプート（小麦粉メーカー社長）のピッツァ
マルゲリータ＋パルミジャーナメランザーネ（茄子とモッツァレラの重ね焼き）

\1,600

\1，950

\1，950

Pizza Toto　ピッツァ トト
牧島の人生の師匠にささげる一枚。
マルゲリータ＋チェザリ特選生ハム・リコッタ・卵黄・特選トマト・オリーブ

\1，950

Pizze Classice

Pizze Speciale

古典的ピッツァ

スペシャルピッツァ

Pizza Pasquale

Pizza Fritto

(税込￥1,760）

\1,600
(税込￥1,760）

(税込￥1,760）

(税込￥1，760）

(税込￥2,145）

\1,950
(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥2,145）

(税込￥1,760）

\1,300Pizza Fritta ピッツァ フリッタ
トマトソース･リコッタ･フィオールディラッテ･ハムの揚げピッツァ (税込￥1,430）

(税込￥1,760）

(税込￥1,760）

(税込￥1,870）









\1,600

\1,300

\1,200Salsiccia alla Brace  サルシッチャ アッラ ブラーチェ
サルシッチャ＝生ソーセージの薪火焼き。フリアリエッリ（青菜）添え。

Pollo allo Spiedo(Gillarosto)1/2　ポッロ アッロ スピェド 1/2
若鶏のジラロースト。薪火で仕上げます。

ハーブを巻きこんだ豚バラのジラロースト。薪火で仕上げます。

Secondo Piatto

Piatti  di Pesce

Contorni

メインのお料理

お魚料理

付け合せ

Porchetta(Gillarosto)　ポルケッタ

２人前～ \3,400～

２人前～ \4,800～

本日の特選牛の薪火焼き。スタッフにお尋ねください。

Manzo alla Brace　マンゾ アッラ ブラーチェ

２人前～ \2,400～

２人前 \2,600

２人前 \2,900

本日の特選豚の薪火焼き。スタッフにお尋ねください。

Maiale alla Brace　マイアーレ アッラ ブラーチェ

本日の特選仔羊の薪火焼き。スタッフにお尋ねください。
Agnello alla Brace　アニェッロ アッラ ブラーチェ

Piatti  di Carne お肉料理

…こちらのマークは牧島おすすめ料理です。

\1,700

\2,200

Calamari alla Brace　カラマーリ アッラ ブラーチェ
本日の特選イカの薪火焼き。

Acqua Pazza  アクアパッツァ 
本日の一本魚のアクアパッツァ。チェザリ特製バーミキュラ使用。

本日の一本魚といろんな海の幸のナポリ風漁師鍋。チェザリ特製バーミキュラ使用。

Zuppa di Pesce　ズッパ ディ ペッシェ

Frittura di Pesce  フリットゥーラ ディ ペッシェ
いろんな海の幸のセモリナ粉揚げ。

\600Patatine arrosto　パタティーネ アッロースト
じゃがいもの薪窯焼きロースト。

\700Insalata Verde  インサラータ ヴェルデ
自家製ドレッシングで和えたグリーンサラダ

\700Insalata Rucola インサラータ ルッコラ
セルバチコ（天然ルッコラ）とルッコラのサラダ。ＥＸＶＯオイルとお塩で。

\700Insalata Crescione インサラータ クレッショーネ
茎ごと丸かじり天然クレソンのサラダ。ＥＸＶＯオイルとお塩で。

\600

\600Cipolla arrosto　チポッラ アッロースト
玉ねぎの薪窯焼きロースト。

\700Grana Padano　グラナパダーノ
ロンバルディア州産　12ヶ月熟成のチーズ。

専用のスライサーで薄く削った優しい味わい。

メインのお料理

…こちらのマークは、チェザリ!!名物料理です。

ナポリの老舗薪窯メーカー。
ステファノフェラーラ氏は世界中から
絶大な信頼を得ている敏腕窯職人。
当店のピッツァ用薪窯を始め薪火焼き
グリル・フリット専用釜などキッチンの
機材を製作。

Verdure Sott'aceto  ヴェルドゥーレ ソッタチェート
自家製お野菜のピクルス。

(税込￥2,860）

(税込￥3,190）

(税込￥1,870）

(税込￥1,760）

(税込￥1,430）

(税込￥1,320）

(税込￥2,420）

(税込￥660）

(税込￥770）

(税込￥770）

(税込￥770）

(税込￥660）

(税込￥660）

(税込￥770）

(税込￥2,640～）

(税込￥3,740～）

(税込￥5,280～）

Zuppa di Pesce

Manzo alla Brace

Insalata Crescione

Salsiccia alla Brace

Frittura di Pesce





ALL-FREE                      オールフリー（瓶）

当店のお料理を美味しくお召し上がりいただく為に、
　イタリア産のお水を特別価格で提供いたします。

Coca cola  

Ginger ale 

Succo d'Arancia

Succo di Pompelmo

Succo di Pesca

Succo d'Arancia rossa

Caffe Freddo

Te Freddo

Te Oolong Freddo

コカ・コーラ

ジンジャーエール

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ピーチジュース

ブラッドオレンジジュース

アイスコーヒー

アイスティー

ウーロン茶

エスプレッソ

ダブル　エスプレッソ

コーヒー

カプチーノ

ストレートティー

≪ミルクティー・レモンティー≫

≪ミルクティー・レモンティー≫

Espresso

Espresso Doppio

Cappuccino

Caffe '

Caffe Macchiato '

Te'

 S.Pellegrino 1000ml  サンペレグリノ 大瓶

 Acqua Panna 1000ml  アクア パンナ 大瓶

￥400

￥50033cl

￥400

￥500

￥500

￥500

￥650

￥400

￥450

￥500

￥400

￥350

￥450

カッフェ マキアート ￥400

￥400

クックマLa Cuccuma ￥500

カッフェ・ラテCaffe Latte ' ￥450

￥500

￥450

￥500

 イタリアのロンバルディア州近郊で採水されたガス入りミネラルウォーター。 きめ細かな繊細な泡とほのかなミネラルのアロマが特徴。

イタリアのトスカーナ州近郊で採水されたミネラルウォーター。なめらかで軽くスムーズなのど越しが特徴。

≪ミネラルウォーター≫

≪ガス入り　ミネラルウォーター≫ 世界の多くの美食家達から

愛される最も有名なイタリア産

ナチュラルミネラルウォーター。

　

Bibite Analcoliche

ソフトドリンク

ソフトドリンク

Birra Analcolica ノンアルコールビール

Bevande Fredde 冷たいお飲み物

Bevande Calde 暖かいお飲み物

× CESARI!!

Napoli, 25 Novembre 2014
Ambasciatore del caffe Napoletano in Giappone

ピッツァ職人パシュクアーレ牧島ナポリのコーヒー文化を日本へ伝える 

　 カッフェナポレターノ大使に就任
  （2014年11月25日ナポリにて）

  （現地新聞記事）

Ambasciatore del 

      caffe Napoletana

アイスカッフェ・ラテCaffe Latte Freddo '

'

￥450

(税込￥440）

(税込￥440）

(税込￥550）

(税込￥550）

(税込￥550）

(税込￥715）

(税込￥440）

(税込￥495）

(税込￥495）

(税込￥550）

(税込￥440）

(税込￥550）

(税込￥385）

(税込￥495）

(税込￥440）

(税込￥440）

(税込￥550）

(税込￥495）

(税込￥550）

(税込￥495）

(税込￥550）

￥450(税込￥495）

￥450(税込￥495）

Coca Cola

Arancia Rosso

Espresso

La Cuccuma

Cappucino

















赤ワイン




