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【パーティーコースについて】

季節の前菜3種盛り合わせ
シーザーサラダ

季節のカルパッチョ
本日の肉料理

ピッツァ マルゲリータ
シェフのおすすめスパゲッティ

コースメニューは一例です。この他にも、ご予算お好みに応じていろいろご用意できますのでお気軽にお問い合わせください。

ナポリの下町食堂では、歓送迎会、忘・新年会、誕生日など様々なパーティーシーンでご利用いただけるプランをご用意しております。
ナポリの田舎を思わせるあたたかな空間で、食べて飲んで楽しいひとときをお過ごしください。

飲み放題メニュー

季節の前菜4種盛り合わせ
シーザーサラダ

季節のカルパッチョ
本日の肉料理

ピッツァ マルゲリータ
シェフのおすすめスパゲッティ

季節のデザート

季節の前菜5種盛り合わせ
シーザーサラダ

季節のカルパッチョ
本日の魚料理
本日の肉料理

ピッツァ カプリチョーザ
シェフのおすすめスパゲッティ

季節のデザート

気軽にリーズナブルに楽しむなら

!!

迷ったらこのコース！定番人気の

川崎店

ボリューム満点！しっかり満足！！

￥3,800￥3,000￥2,200

￥1,300

MENUMENU

ナポリの下町食堂 川崎店

お料理12品お料理10品お料理8品

 種各ルテクカ・  ルーボイハ・ ンイワスウハ・ ルービ生・
・ソフトドリンク各種

FREE  DRINK120分
飲み放題

神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 JR 川崎タワー 2F

OPEN 11:00〜23：00

・コースは2時間制とさせていただきます。
・季節により内容が異なる場合がございます。
・コース内容はご予算に応じてアレンジさせていただきますので、当日でもお気軽にお問い合わせください。
・表示価格は全て税込価格です。



Carpaccio of Seasonal Fresh Fish ¥1,280 Simple Green Salad ¥680

旬の鮮魚のカルパッチョ シンプルグリーンサラダ

三崎漁港直送の鮮魚を使用！ お野菜たっぷり！さっぱりとした自家製ドレッシング

Homemade pickles ¥480 Original Caesar Salad ¥780

彩り野菜の自家製ピクルス 定番シーザーサラダ

お酒がススム、定番の健康おつまみ 葉野菜と自家製クルトンにチーズたっぷり、濃厚サラダ

Chicken Liver Mousse ¥580 Italian Prosciutto ¥880

鶏のレバームース イタリア産生ハム

濃厚な味わいのレバームースとカリカリパン添え 自社輸入、自慢の熟成生ハムです。

Scapece of Whitefish ¥780 Assortment of Prosciutto & Salami ¥1,680

白身魚のスカペーチェ 生ハムとサラミの盛り合わせ

イタリアから自社輸入の5種ハム盛り合わせ

Assortment of Cheese and Dried Fruits ¥880 Antipasto Misto - 5 kinds of Today's Appetizers ¥1,480

チーズとドライフルーツの盛り合わせ 本日の前菜５種盛り合わせ

セミハードとゴルゴンゾーラ、ウォッシュの3種盛り マリネ系前菜やカルパッチョ、ハムなど盛りだくさんの内容

Homemade Focaccia ¥200 Napolitan Tripe Stew ¥530

自家製フォカッチャ ２ピース トリッパのトマト煮込み

ふんわり食感の自家製フォカッチャ。

Garlic Toast ¥280 Sautéed WhiteBait and Cabbage with Anchovies ¥580

ガーリックトースト　２ピース しらすとキャベツのアンチョビソテー

自家製フォカッチャを使用したガーリックトースト。

French fries with anchovy flavor ¥480 Shrimps and Vegetables Fritto ¥880

アンチョビ風味のフライドポテト プリプリ海老と野菜のフリット

spicy gnocchi frit ¥580 Marchi tuna and vegetable vapore ¥920

チリ風味のピリ辛ニョッキフリット カジキと野菜のヴァポーレ

Beef Cheek Meat Braised in Red Wine ¥1,080 Oven-Roasted Chicken and Potatoes ¥1,080

牛ほほ肉の赤ワイン煮込み

柔らかく煮込んだうま味たっぷり牛ほほ肉

Pork Porchetta and Sausages ¥1,880 Beef Loin Tagliata ¥2,280

豚肉のポルケッタとソーセージの盛り合わせ 牛ロース肉のタリアータ

イタリアの定番肉料理。バルサミのソースでお召し上がりください。イタリア版厚切りチャーシューのポルケッタと5種のソーセージ

鶏モモ肉とジャガイモのオーブン焼き

さっと強火で炒めたキャベツにしらすの塩気がベストマッチ

イタリア定番の郷土料理。ワインにもビールにも相性抜群

サクサク食感がやみつきに。秘密は衣にビールを使用しています！

ヴァポーレ＝蒸し焼き　たっぷりトマトのケッカソースと共に

肉料理

鶏モモ肉、ジャガイモ、ズッキーニをローズマリーと一緒にオーブンへ

ANTIPASTO＆SECONDO

香味野菜と衣をつけた鮮魚のイタリア版南蛮漬け。

もちもち触感の揚げニョッキ。※お子様には辛さ無しもできますよ

温前菜

冷前菜

ビールのあてに！とりあえずの一品

表示価格は全て税込価格です/All prices are tax included



　　Half & Half ¥1,780

　★ ピッツァ　ハーフ＆ハーフ

Marinara ¥880 Quattro Formaggi ¥1,580

マリナーラ クアトロフォルマッジ はちみつ添え

チーズを使用しない、トマトソースとニンニクのシンプルなピッツァ たっぷり4種のチーズ。お好みではちみつをかけて召し上がれ

Funghi ¥980 Prosciutto ¥1,580

フンギ きのこのピッツァ プロシュート 生ハムのピッツァ

Romana ¥1,180 Capricciosa ¥1,580

ロマーナ カプリチョーザ 具沢山ピッツァ

Diavola ¥1,380 Bismarck Prosciutto ¥1,780

ディアボラ ピリ辛ピッツァ ビスマルクプロシュート 半熟卵と生ハム

Margherita ¥1,380 Margherita with Piennolo Tomato ¥1,780

マルゲリータ ピエンノロトマトのマルゲリータ

定番人気ピッツァ！バジルとモッツァレラチーズのバランス◎ ナポリから届くピエンノロトマトのうま味が楽しめる渾身の一枚

Penne “Arrabbiata” ¥880 Spaghetti “Vongole Bianco” ¥1,380

アラビアータ ペンネ

イタリア産唐辛子を使った辛いトマトソース※激辛もできます！ アサリのパスタを白ワインソースで。

Spaghetti “Pomodoro” ¥980 Spaghetti - “Carbonara” ¥1,480

完熟トマトの"ポモドーロ" スパゲッティ  "カルボナーラ" スパゲッティ

トマトソースにバジリコのアクセントがきいたシンプルなパスタ。 たっぷりの卵と玉葱の甘みのきいた濃厚カルボナーラ。

Gnocchi “Gorgonzola sauce” ¥980 Spaghetti “Pescatore Rosso” ¥1,780

Spaghetti “Aglio e Olio” of Vegetables ¥1,180 Bucatini “Amatriciana”, Tomato Sauce with Pancetta ¥1,380

Spaghetti Slow-cooked Meat Sauce ¥1,280 Rigatoni with Pork Loin Simmered in White Wine ¥1,580

赤ワインを使い4～5時間煮込んだ自家製のミートソース。

パスタとご一緒にいかがですか？

自家製フォカッチャ　２ピース ¥200 ガーリックトースト　２ピース ¥280

とろけるまで白ワインで煮込んだお肉と玉葱の甘みのきいた白ワインソース。

豚肩ロースの白ワイン煮込みソース リガトーニ

PASTA  パスタ

じっくり煮込んだミートソース  スパゲッティ

南イタリアの名産“コラトゥーラ”（魚醤）で仕上げた、芳醇なガーリックソース。

PIZZA  ピッツァ

トマトとチーズのピッツァに自慢の生ハムをのせました

ゴルゴンゾーラソース　ニョッキ

イタリアの魚醤と旬菜の アーリオ・オーリオ スパゲッティ

アサリの"ボンゴレ ビアンコ" スパゲッティ

パンチェッタと玉葱のトマトソース ブッカティーニ

生ハム、オリーブ、オニオン、パプリカの具沢山ピッツァ

濃厚なチーズのソースがお酒にもよく合います。余ったソースはパンにつけても◎  『天使の海老』といろいろ魚介のペスカトーレ。

たっぷりきのことパンチェッタ＆チーズのピッツァ

ハーブの効いたマルゲリータにアンチョビの塩気がアクセント

辛口サラミを使ったピリッと刺激的な味わい♪ビールにもよく合う

真ん中空洞の太麺パスタ。食べごたえがあり、締めのパスタにおすすめです。

　　　　一番人気！　下記商品よりお好きな２種を組み合わせてお楽しみください！

半熟卵がとろ～り♪生ハムとトリュフの香りを添えて

たっぷり魚介の "ペスカトーレ ロッソ"  スパゲッティ

表示価格は全て税込価格です/All prices are tax included



Coda di Aragosta ¥680

ナポリ伝統スイーツ！コーダ ディ アラゴスタ
バリバリした軽い生地に自家製カスタードクリームを溢れんばかりにたっぷりと詰め込みました。バリとろ食感をお楽しみください！

Gelato ¥280 Delizia al Limone ¥580

ジェラート デリッツァリモーネ

内容はスタッフがご案内します。 レモン風味のカスタードとレモンクリームの爽やかなケーキです。

Panna Cotta ¥580 Today's Dolce ¥680

パンナコッタ 本日のドルチェ

ほどよい甘さがクセになる定番デザート 内容はスタッフがご案内します。

Torta Caprese ¥580

トルタ カプレーゼ

Tiramisu ¥580 Dolce Misto (Assortment of Dolce) ¥980

ティラミス ドルチェ ミスト

エスプレッソの苦味とマスカルポーネチーズの甘みが絶妙です。 ドルチェの盛り合わせ。内容はスタッフがご案内します。

Coffee　*おかわりOK ¥250 Coca Cola ¥400

ブレンドコーヒー （ホット・アイス） コカ・コーラ

Espresso ¥250 Ginger Ale ¥400

エスプレッソ ジンジャーエール

Espresso Doppio (Double) ¥400 Orange Juice ¥400

エスプレッソ ドッピオ （ダブル） オレンジジュース

Café Latte (Hot/Iced) ¥450 Grapefruit Juice ¥400

カフェラッテ （ホット・アイス） グレープフルーツジュース

Cappuccino ¥500 Blood Orange Juice ¥450

カプチーノ ブラッドオレンジジュース

Macchiato ¥450 Peach Nectar ¥400

マキアート ピーチネクター

Tea　*おかわりOK ¥350 Oolong Tea ¥400

烏龍茶

S. Pellegrino 500ml ¥600

サンペレグリノ 500ml

DOLCE  デザート

BEVANDE  ドリンク

カプリ島発祥のチョコレートケーキ。ヘーゼルナッツやアーモンドパウダーで仕上げました。

紅茶 （ホット・アイス） ストレート/レモン/ミルク

表示価格は全て税込価格です/All prices are tax included



Sapporo Draft Beer Kuro Label ¥580 Sapporo Premium Alcohol Free ¥500

生ビール サッポロ　黒ラベル サッポロ プレミアム アルコールフリー

Homemade Sangria ¥600 Lemon Squash ¥600

ナポリの下町食堂自慢のサングリア 大人のレモンスカッシュ

Highball ¥500 Fuzzy Navel ¥600

ハイボール ファジーネーブル

Ginger Ale Highball ¥500 Mimosa ¥600

ジンジャーハイボール ミモザ

Gin Tonic ¥600 Bellini ¥600

ジントニック ベリーニ

Moscow Mule ¥600 Kir ¥600

モスコミュール キール

Cassis Orange ¥600 Kitty ¥600

カシスオレンジ キティ

Spumoni ¥600 Kir Royale ¥600

スプモーニ キールロワイヤル

Jack Daniel's （Tennessee Whisky） ¥600 Glenfiddich 12 Year Old （Single Malt Whisky）¥800

ジャックダニエル グレンフィデック12年

Coca Cola ¥400 Ginger Ale ¥400

コカ・コーラ ジンジャーエール

Orange Juice ¥400 Blood Orange Juice ¥450

オレンジジュース ブラッドオレンジジュース

Peach Nectar ¥400 Grapefruit Juice ¥400

ピーチネクター グレープフルーツジュース

Oolong Tea ¥400 S. Pellegrino 500ml ¥600

烏龍茶 サンペレグリノ 500ml

SOFT DRINK　ソフトドリンク

ストレート、ロック、水割り、ソーダ割り　お好きな飲み方を指定下さい

BEER ビール

ORIGINAL COCKTAIL  オリジナルカクテル

WHISKY  ウィスキー

COCKTAIL  カクテル

表示価格は全て税込価格です/All prices are tax included



グラススパークリングワイン

PALADIN "プロセッコ" ミッレジマート DOC グラス ¥550

グラス白ワイン

FRENTANA テッレ ヴァルセ アブルッツォ ココッチオーラ DOC グラス ¥440 　デカンタ ¥1,760

グラスロゼワイン

FRENTANA テッレ ヴァルセ チェラスオーロ ダブルッツォ DOC グラス ¥440 　デカンタ ¥1,760

グラス赤ワイン

FRENTANA テッレ ヴァルセ モンテプルチアーノ ダブルッツォ DOC グラス ¥440 　デカンタ ¥1,760

【アブルッツォ州】モンテプルチアーノ100%　　凝縮したベリーやローストナッツの香り。凝縮感ある果実味豊かな味わい。

Carpi e Sorbara ランブルスコ ディ ソルバーラ DOP（赤泡） ボトル ¥2,640

PALADIN プロセッコ ミッレジマート DOC ボトル ¥2,980

【ヴェネト州】グレラ100％　　リンゴや洋梨の香り。適度な酸味とほのかな甘みのある、フルーティーでくせのない味わい。

PALADIN プロセッコ ロゼ　ミッレジマート DOC ボトル ¥3,500

【ヴェネト州】グレラ90％ ピノネロ10％　シャープな酸味にフレッシュでフローラルな香り

FRENTANA テッレ ヴァルセ チェラスオーロ ダブルッツォ DOC ボトル¥3,200

【アブルッツォ州】モンテプルチアーノ100%　　チェリー、ラズベリーの香り。柔らかな口当たりと穏やかな渋みが特徴。

LENOTTI　バルドリーノ キアレット DOC ボトル¥3,400

【ヴェネト州】コルヴィーナ40％、ロンディネッラ40％、モリナーラ20％　　フランボワーズやイチゴの香りとシャープな酸味

ROSATO ロゼ

SUPUMANTE スプマンテ

GLASS WINE   グラスワイン

【アブルッツォ州】モンテプルチアーノ100%　　チェリー、ラズベリーの香り。柔らかな口当たりと穏やかな渋みが特徴。

【ヴェネト州】グレラ100％　　リンゴや洋梨の香り。適度な酸味とほのかな甘みのある、フルーティーでくせのない味わい。

【アブルッツォ州】ココッチオーラ100%　　柑橘系に軽いスパイシーさを感じる香り。きりっとした酸味がありカジュアルに飲めます。

【エミリア・ロマーニャ州】ランブルスコ ディ ソルバーラ70%、ランブルスコ サラミーノ30%　　ラズベリー、レッドカラントの香り。柔らかな酸味、ミネラルを感じるエレガントな味わいの微発泡赤ワイン。

表示価格は全て税込価格です/All prices are tax included



PIERSANTI ポンテマーニョ　ビアンコ　マルケ IGT ¥2,420

FRENTANA テッレ ヴァルセ アブルッツォ ココッチオーラ DOC ¥2,500

FRENTANA ビオロジコ　ペコリーノ IGT ¥2,970

PALADIN シャルドネ パラディン ¥3,300

PIERSANTI "101％" ヴェルディッキオ クラッシコ スペリオーレ DOC ¥3,520

LENOTTI ソアーヴェ クラッシコ DOC ¥3,960

ALOIS "カウリーノ" ファランギーナ カンパニア IGT ¥4,290

ALOIS "カイアティ" パラグレッロ ビアンコ IGT ¥4,950

DEMARIE ロエロ アルネイス DOCG ¥5,400

PIERSANTI ポンテマーニョ　ヴィーノロッソ ¥2,420

FRENTANA テッレ ヴァルセ モンテプルチアーノ ダブルッツォ DOC ¥2,750

PALADIN カベルネ ヴェネト IGT ¥3,300

UGGIANO キアンティ DOCG ¥3,300

PALADIN シラー パラディン ¥3,520

PIERSANTI "１０１％" ロッソ コーネロ DOC ¥3,850

ALOIS "カンポーレ" アリアニコ カンパニア IGT ¥4,180

【カンパニア州】アリアニコ100%　　熟した果実とスパイシーな香り。アリアニコ特有の力強いタンニンが心地よい。

PALADIN ドラゴ ロッソ ¥4,510

UGGIANO キアンティクラッシコ DOCG ¥4,620

DEMARIE ランゲ ドルチェット DOC ¥4,730

【ヴェネト州】ガルガーネガ100%　　シトラス等、柑橘系の香り。クリアでシャープな酸味、軽いタンニン、イタリアを代表するワインの一つ

ROSSO  ボトル赤ワイン

【ヴェネト州】メルロー100%　　凝縮感のあるベリーの味わいと軽やかなタンニン。軽いスパイスのニュアンス。

【カンパニア州】ファランギーナ100％　　青リンゴや洋梨、ミネラルの香り。フルーティーな中にも、キレのある酸味とほのかな苦みが特徴。

BIANCO  ボトル白ワイン

【ピエモンテ州】アルネイス１００％　　酸味が穏やかでアプリコットや洋ナシ、桃のニュアンス。鶏肉料理によく合います

【ヴェネト州】カベルネ ソーヴィニヨン100%　　黒系果実やミントの香りが特徴。爽やかな酸味と後味にタンニンを感じる。

【トスカーナ州】サンジョベーゼ90% カナイオーロ10％　　甘酸っぱいブラックチェリーの香り、ドライな軽快な味わいに心地よい酸味。

【アブルッツォ州】　　どんな料理にも合わせやすく飲みやすい味わいの当店定番白ワイン

【アブルッツォ州】ココッチオーラ100%　　柑橘系に軽いスパイシーさを感じる香り。きりっとした酸味がありカジュアルに飲めます。

【アブルッツォ州】ペコリーノ100%　　軽やかで優しい酸味が特徴的な素朴な味わい

【ヴェネト州】シャルドネ100%　　柑橘や青リンゴの香り。産地が冷涼な気候のため、フレッシュでキレのある酸味が特徴。

【マルケ州】ヴェルデッキオ100％　　レモンや洋梨の香りに微かなアーモンド香も感じられる。

【トスカーナ州】サンジョベーゼ90% カナイオーロ10％　　大タル熟成による角の取れた柔らかな果実の風味とまろやかなタンニン

【ピエモンテ州】ドルチェット１００％　　ドライ＆フルーティーなドルチェット。特徴的なアーモンドとスミレの香りが楽しめます。

【マルケ州】モンテプルチアーノ85%、サンジョヴェーゼ15%　　ブルーベリー、スミレの香りとコクのある果実味。タンニンと酸が最高のバランス。

【ヴェネト州】シラー100%　　スパイシーな香りに果実の凝縮感。高いアルコールから甘みを感じる。

【ヴェネト州】ガルガーネガ90％、その他10％　　爽やかな香りにエキス感のあるしっとりした果実味、上質なミネラルと酸を感じる。

【アブルッツォ州】　　どんな料理にも合わせやすく飲みやすい味わいの当店定番赤ワイン

【アブルッツォ州】モンテプルチアーノ100%　　凝縮したベリーやローストナッツの香り。凝縮感ある果実味豊かな味わい。

表示価格は全て税込価格です/All prices are tax included


