
バゲット 

税抜￥230(税込 248.4) 

 
北海道産小麦１００％使用

で新しくなりました！ 

バタール 

税抜￥260(税込 280.8) 

 
北海道産小麦１００％使用

で新しくなりました！ 

クロワッサン 

税抜￥160(税込 172.8) 

 

山型食パン 

税抜￥270(税込 291.6) 

 

カイザーセンメル 

税抜￥80(税込 86.4) 

 
ｷｭﾝﾒﾙｻﾞﾙﾂ･青ｹｼ・白ｺﾞﾏ 

ホシノロール 

税抜￥70(税込 75.6) 

 
※５個 300 円 

ロッケンセンメル 

税抜￥80(税込 86.4) 

 

シュバイツァーブロート 

税抜￥210(税込 226.8) 

 

バゲットクラシック 

税抜￥240(税込 259.2) 

 
国産小麦使用！ 

ホシノドッグ 

税抜￥70(税込 75.6) 

 
※５個 300 円 

パン・ド・カンパーニュ 

税抜￥340(税込 367.2) 

 
ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320 ラ

イ麦 10％入り。 

アルト ドイチェス バウア

ン ブロート 

税抜￥300(税込 324.0) 

 
ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸ入りライ麦パン。ラ

イ麦 35％入り。 

ベーコンエピ 

税抜￥160(税込 172.8) 

 
ベーコン入りフランス。 

クロワッサン・オ・ザマン

ド 

税抜￥260(税込 280.8) 

 
ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞｼﾞｬﾑ・ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰ

ﾑ。※ｼﾞｬﾑは他のｼﾞｬﾑの場合

もあります！ 
パン・オ・ショコラ 

税抜￥180(税込 194.4) 

 
ﾁｮｺ入りクロワッサン 

ラウゲンケーゼ 

税抜￥150(税込 162.0) 

 
金土日のみ販売。ﾌﾞﾚｰﾂｪﾙ生

地＋ﾁｰｽﾞ 

ブレーツェル 

税抜￥140(税込 151.2) 

 
金土日のみ販売。 

チョコスコーン 

税抜￥190(税込 205.2) 

 
ﾁｮｺが新しくなってさらに

美味しくなりました。 

チーズスティック 

税抜￥150(税込 162.0) 

 

ヴルスト 

税抜￥180(税込 194.4) 

 
粒ﾏｽﾀｰﾄﾞ・ｿｰｾｰｼﾞ 

もちもちクランベリー 

税抜￥160(税込 172.8) 

 
偶数日販売。クランベリー

入り(発酵後に下茹でした

生地) 

コリンテンヴァルヌス 

税抜￥360(税込 388.8) 

 
偶数日のみ販売。ﾊｰﾌｻｲｽﾞ

￥180。ｶﾚﾝｽﾞ・ｸﾙﾐ・ｺｰﾝｸﾞ

ﾘｯﾂ 

Ｄ・Ｆ・Ｏ 

税抜￥260(税込 280.8) 

 
人気商品！ﾃﾞｰﾂ（ﾅﾂﾒﾔｼ）・

いちじく・ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ 

プレーンブリオッシュ 

税抜￥80(税込 86.4) 

 
不定期販売。３個￥210. 

たらもサラダ 

税抜￥180(税込 194.4) 

 
ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾁｰ

ｽﾞ・ﾊﾟｾﾘ 

キルシュ 

税抜￥260(税込 280.8) 

 
ﾄﾞﾗｲﾁｪﾘｰ・くるみ 

バジルフランス 

税抜￥170(税込 183.6) 

 
ﾊﾞｼﾞﾙソース 

ブリオッシュあんぱん 

税抜￥170(税込 183.6) 

 
自家製つぶあん入り 

もちもちクリームチーズ 

税抜￥150(税込 162.0) 

 
奇数日のみ販売。ｸﾘｰﾑﾁｰ

ｽﾞ・ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ 

ガーリックフランス 

税抜￥170(税込 183.6) 

 

ベリーのガレット(ホール) 

税抜￥280(税込 302.4) 

 
ﾊｰﾌ\140。ｸﾞﾛｾﾞｲﾕ・ｶｼｽ・ﾌﾞ

ﾗｯｸﾍﾞﾘｰ・ﾁｪﾘｰ・ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ・

ﾏｶﾛﾝ生地 

バゲットかのこ 

税抜￥280(税込 302.4) 

 
ハーフ￥150。かのこ豆入り

フランス！ 

ラウゲンセンメル 

税抜￥110(税込 118.8) 

 
金土日のみ販売。ﾌﾞﾚｰﾂｪﾙ生

地のドックバージョン！ 

レーズン･ブレッド(ハー

フ) 

税抜￥310(税込 334.8) 

 
偶数日販売。レーズンたっ

ぷりの山型パン。 

ドライチェリートマトとカ

シューナッツのライ麦パン 

税抜￥350(税込 378.0) 

 
奇数日のみ販売。ハーフ

￥175。ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ、ｶｼｭｰﾅｯﾂ

入り 
コテージ 

税抜￥300(税込 324.0) 

 
ｶﾝﾊﾟｰﾆｭにウスターミー

ト・マッシュポテト・チー

ズ。 

タルト・ポティロン 

税抜￥280(税込 302.4) 

 
ｷｬﾗﾒﾘｾﾞかぼちゃ・ｱｰﾓﾝﾄﾞｸ

ﾘｰﾑ・かぼちゃの種 

トマテ 

税抜￥360(税込 388.8) 

 
奇数日のみ販売。トマト風

味の食事パン。 

トマトボール 

税抜￥70(税込 75.6) 

 
トマテの小さいサイズ。5

個入り￥300. 

マスカット 

税抜￥230(税込 248.4) 

 
ﾏｽｶｯﾄとﾋﾟｰｶﾝﾅｯﾂ、ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟ

ｰﾙ入り。 

クリームパン 

税抜￥180(税込 194.4) 

 
カスタードクリーム入りブ

リオッシュ。 

明太バゲット 

税抜￥250(税込 270.0) 

 
明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ入りﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ。 

くるみとチョコチップのパ

ン 

税抜￥180(税込 194.4) 

 
くるみとチョコチップの入

ったﾊﾞｹﾞｯﾄｸﾗｼｯｸ生地のパ

ン。 

クロワッサン・オ・フロマ

ージュ 

税抜￥180(税込 194.4) 

 
クロワッサンにグリュイエ

ールチーズ。 

オレンジピールのスコーン 

税抜￥200(税込 216.0) 

 
オレンジピールたっぷりス

コーン。 

バナナのパイ 

税抜￥200(税込 216.0) 

 
バナナとアーモンドクリー

ムのパイ。 

ツヴェッチゲンクーヘン 

税抜￥250(税込 270.0) 

 
ﾌﾟﾗﾑたっぷりのﾀﾙﾄ。 

ゴーダチーズのパン 

税抜￥90(税込 97.2) 

 
ゴーダチーズをのせて焼い

たカイザー。 

キッシュ 

税抜￥220(税込 237.6) 

 
パンチェッタ玉ねぎのソテ

ー入りのキッシュ。 



ミックスサンド 

税抜￥340(税込 367.2) 

 
玉子ｻﾗﾀﾞ・ｻﾆｰﾚﾀｽ・ﾂﾅｻﾗﾀﾞ・

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ﾃﾞﾋﾞﾙｷﾁﾝ・ﾄﾏﾄ･

ﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝ・ｻﾗﾀﾞ菜・ｾﾐﾄﾞﾗｲ

ﾄﾏﾄ・ﾊﾞﾀ ・ー辛子ﾏﾖﾈｰｽ ・゙塩・

ｺｼｮｳ・ﾊﾟｾﾘ 

ｱﾎﾞｶﾄﾞﾊﾞｼﾞﾙﾁｷﾝときゅうり

&ﾁｰｽﾞのサンド 

税抜￥370(税込 399.6) 

 
ｱﾎﾞｶﾄﾞ・ﾊﾞｼﾞﾙﾁｷﾝ・ｻﾆｰﾚﾀｽ・

きゅうり・ﾄﾏﾄ・ﾁｰｽﾞ・辛子

ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾊﾞﾀｰ 

ブリーチーズのカイザーサ

ンド 

税抜￥260(税込 280.8) 

 
ﾌﾞﾘｰﾁｰｽﾞ・ｾﾐﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ・くる

み・ﾙｯｺﾗ・ﾊﾞﾀｰ・ｺｼｮｳ 

フルーツサンド 

税抜￥(税込 0.0) 

 
不定期販売。価格はフルー

ツによって変わります。ﾌﾞﾘ

ｵｯｼｭに季節のフルーツの生

クリーム＆ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑのサ

ンド。 

モルタデラスライスのカイ

ザーサンド 

税抜￥240(税込 259.2) 

 
白ごまカイザーにサラダ

菜、モルタデラスライスソ

ーセージ、チーズ、バター 

カイザーサラミサンド 

税抜￥200(税込 216.0) 

 
ｻﾗﾐﾊﾑ・ｻﾆｰﾚﾀｽ・バター 

カンパーニュサンド 

税抜￥380(税込 410.4) 

 
ﾊﾟｽﾄﾗﾐﾋﾞｰﾌ・ゆで卵・辛子

ﾏﾖ、ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ、ｻﾗﾀﾞ菜、ｽﾓ

ｰｸｻｰﾓﾝ、ｹｰﾊﾟｰ、ﾊﾞﾀｰ 

デビルドチキンカイザーサ

ンド 

税抜￥270(税込 291.6) 

 
ｶｲｻﾞｰにデビルスパイス漬

けﾁｷﾝ、ｻﾆｰﾚﾀｽ、ﾄﾏﾄ、辛子

ﾏﾖﾈｰｽﾞ 

ミックスサンド(赤) 

税抜￥370(税込 399.6) 

 
玉子サラダ、きゅうりとク

リームチーズのトマテのサ

ンド。販売不定期。 

サンマサンド 

税抜￥380(税込 410.4) 

 
自家製ｻﾝﾏのｵｲﾙ煮、ﾄﾏﾄｿｰｽ、

ﾙｯｺﾗ、ﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝ、ﾊﾟｾﾘ、ｾﾐ

ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ、胡椒、辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ 

ローストビーフサンド 

税抜￥380(税込 410.4) 

 
自家製ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ、ﾊﾞﾙｻﾐｺｿｰ

ｽ、胡椒、ｻﾗﾀﾞ菜、赤玉葱、

辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ。 

スペシャルサンド 

税抜￥(税込 0.0) 

 
内容によって値段が変わり

ます！ 

揚げ野菜マリネのバゲット

サンド 

税抜￥340(税込 367.2) 

 
さつまいも、れんこん、ご

ぼう、ししとう、にんじん、

ﾊﾟﾚﾙﾓの素揚げのﾊﾞﾙｻﾐｺ酢ﾏ

ﾘﾈとﾌﾗｲﾄﾞｵﾆｵﾝ、ﾃﾞﾄﾛｲﾄ入

り。 

合鴨のリエット 

税抜￥200(税込 216.0) 

 
自家製の合鴨のリエット入

り。 

プロヴァンス風タマゴサン

ド 

税抜￥220(税込 237.6) 

 
玉子サラダにタプナード

(ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞとｱﾝﾁｮﾋﾞ、ｹｲﾊﾟ

ｰのﾍﾟｰｽﾄ)のｶｲｻﾞｰｻﾝﾄﾞ。 

えだ豆コロッケバーガー 

税抜￥240(税込 259.2) 

 
日野産のジャガイモで作っ

たえだ豆ｺﾛｯｹを挟んでいま

す！ 

ロースハムとブリーチーズ

のカイザーサンド 

税抜￥280(税込 302.4) 

 
ﾛｰｽﾊﾑ・ﾌﾞﾘｰﾁｰｽﾞ・バジルの

カイザーサンド。 

ラスク 

税抜￥220(税込 237.6) 

 
シュガー・ﾁｰｽﾞ各種 

バニレ・キプフェル 

税抜￥300(税込 324.0) 

 
三日月形のｱｰﾓﾝﾄﾞｸｯｷｰ粉糖

たっぷり！ 

ザントクーヘン 

税抜￥630(税込 680.4) 

 
ﾊﾞﾆﾗとレモン風味のパウン

ドケーキ。 

無塩ほねぱん 

税抜￥200(税込 216.0) 

 
塩が入っていない骨型ﾊﾟﾝ。

ワンちゃんやお子様に！ 

プルーンのジャム 

税抜￥150(税込 162.0) 

 
青森産プルーンのジャム 


