クロワッサン

山型食パン

ホシノロール

シュバイツァーブロート

バゲットクラシック

ホシノドッグ

パン・ド・カンパーニュ

税抜￥160(税込 172.8)

税抜￥270(税込 291.6)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥210(税込 226.8)

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥340(税込 367.2)

国産小麦使用！

※５個 300 円

ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

※５個 300 円
角ブリオッシュ(ハーフ)

角ブリオッシュ(ホール)

税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥520(税込 561.6)

角ブリオッシュ(3 枚スライ アルト ドイチェス バウア クロワッサン・オ・ザマンド ラウゲンケーゼ
ス)
ン ブロート
税抜￥260(税込 280.8) 税抜￥150(税込 162.0)

ラ

ブレーツェル

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥130(税込 140.4)

税抜￥300(税込 324.0)

ﾌﾞﾘｵｯｼｭの角型ﾊｰﾌ。3 枚入り ﾌﾞﾘｵｯｼｭの角型ﾎｰﾙ。
￥130､ﾎｰﾙ￥520。

ﾌﾞﾘｵｯｼｭのｽﾗｲｽ 3 枚入り。

ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞｼﾞｬﾑ・ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰ ﾌﾞﾚｰﾂｪﾙ生地＋ﾁｰｽﾞ
ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸ入りライ麦パン。ラ ﾑ。※ｼﾞｬﾑは他のｼﾞｬﾑの場合
イ麦 35％入り。
もあります！

チョコスコーン

チーズスティック

もちもちクランベリー

ブリオッシュアテート

コリンテンヴァルヌス

Ｄ・Ｆ・Ｏ

たらもサラダ

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥160(税込 172.8)

税抜￥90(税込 97.2)

税抜￥360(税込 388.8)

税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥180(税込 194.4)

キルシュ

バジルフランス

偶数日販売。クランベリー ５個税抜￥300。
入り(発酵後に下茹でした
生地)
ブリオッシュあんぱん
もちもちクリームチーズ

偶数日のみ販売。ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 人気商品！ﾃﾞｰﾂ（ﾅﾂﾒﾔｼ）
・い ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾁｰ
￥180。ｶﾚﾝｽﾞ・ｸﾙﾐ・ｺｰﾝｸﾞﾘ ちじく・ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ
ｽﾞ・ﾊﾟｾﾘ
ｯﾂ
ガーリックフランス
ジャーマンドッグ
マロンフランス

税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥170(税込 183.6)

ﾄﾞﾗｲﾁｪﾘｰ・くるみ

ﾊﾞｼﾞﾙソース

自家製つぶあん入り

奇数日のみ販売。ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ・
ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ

ラウゲンセンメル

アールグレイスコーン

税抜￥110(税込 118.8)

税抜￥190(税込 205.2)

レ ー ズ ン ･ ブ レ ッ ド ( ハ ー トマテ
フ)
税抜￥360(税込 388.8)

ﾁｮｺが新しくなってさらに
美味しくなりました。

税抜￥220(税込 237.6)

税抜￥190(税込 205.2)

ｿｰｾｰｼﾞ・炒めｻﾞﾜｰｸﾗｳﾄ・ﾏｽﾀ マロングラッセ入り
ｰﾄﾞ・ﾊﾟｾﾘ
トマトボール

平焼きアップルパイ

マサラスコーン

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥300(税込 324.0)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥310(税込 334.8)

ﾌﾞﾚｰﾂｪﾙ生地のドックバー アールグレイ茶葉入り。
ジョン！

奇数日のみ販売。トマト風 トマテの小さいサイズ。5 個 パイ生地にｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ、紅 ス パ イ ス の 入 っ た ス コ ー
偶数日販売。レーズンたっ 味の食事パン。
入り￥300.
玉ﾘﾝｺﾞ、ｼﾅﾓﾝｼｭｶﾞｰ、ｶﾙｳﾞｧ ン。
ぷりの山型パン。
ﾄﾞｽ。不定期販売。

ラズベリーモッズ

マスカット

グリュイエール

クリームパン

明太バゲット

キュルビス・ロレ

税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥180(税込 194.4)

税抜￥250(税込 270.0)

税抜￥170(税込 183.6)

さといもときのこのタルテ
ィーヌ

税抜￥230(税込 248.4)

ラズベリージャムを挟み、 ﾏｽｶｯﾄとﾋﾟｰｶﾝﾅｯﾂ、ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰ ｸﾞﾘｭｲｴｰﾙﾁｰｽﾞ入りﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ
ピスタチオｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰﾑをの ﾙ入り。
せて焼き上げました！

カスタードクリーム入りブ 明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ入りﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ。
リオッシュ。

ベリーベリークリームチー レーズンボール
ズ
税抜￥70(税込 75.6)

スパイシーベーコンパン

ペッパーマカダミア

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥160(税込 172.8)

税抜￥300(税込 324.0)

かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ・ｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰ
ﾑ・ｼﾅﾓﾝ・表面ｶﾎﾞﾁｬの種
さといも、きのこのソテー、
トマトソース＆マスカルポ
ーネ、チーズのタルティー
ヌ。

サワーチェリーとカシスの ガレット・デ・ロワ・ジャポ ラ・フランスのタルト
ガレット
ネ 1/4cut
税抜￥250(税込 270.0)

税抜￥280(税込 302.4)

税抜￥400(税込 432.0)

ﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾚｯﾄﾞのﾃｰﾌﾞﾙﾛｰﾙ版。 ベーコン＆ブラックペッパ ブラックペッパー＋マカダ
ラ・フランスとアーモンド
奇数日のみ販売。ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰ ５個税抜￥300。
ー た っ ぷ り の フ ラ ン ス パ ミアンナッツ入り。
サワーチェリー＆カシス、 抹茶風味アーモンドクリー クリームのタルト。
ｽﾞ・ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ・ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ
ン。
マカロン生地をのせたブリ ム、かのこ大納言が入った
オッシュ。
パイです。ホール\1500

ミックスサンド

カンパーニュサンド

ミックスサンド(赤)

ローストビーフサンド

スペシャルサンド

税抜￥340(税込 367.2)

税抜￥380(税込 410.4)

税抜￥370(税込 399.6)

税抜￥380(税込 410.4)

税抜￥(税込 0.0)

ｷｬﾛｯﾄﾗﾍﾟﾁｷﾝときゅうり＆ﾁ ソフトサラミのブレーツェ
ｰｽﾞのサンド
ルサンド

税抜￥370(税込 399.6)

税抜￥240(税込 259.2)

玉子ｻﾗﾀﾞ・ｻﾆｰﾚﾀｽ・ﾂﾅｻﾗﾀﾞ・ ﾊﾟｽﾄﾗﾐﾋﾞｰﾌ・ゆで卵・辛子ﾏ 玉子サラダ、きゅうりとク 自家製ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ、ﾊﾞﾙｻﾐｺｿｰ 内容によって値段が変わり
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ・ﾄﾏﾄ･ ﾖ、サラダ菜、ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ、ｽﾓ リームチーズのトマテのサ ｽ、胡椒、ｻﾗﾀﾞ菜、赤玉葱、 ます！
ｷｬﾛｯﾄﾗﾍﾟﾁｷﾝときゅうり＆ﾄ サラダ菜、ソフトサラミ、ﾁ
ﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝ・ｻﾗﾀﾞ菜・ｾﾐﾄﾞﾗｲﾄ ｰｸｻｰﾓﾝ、ﾊﾟｾﾘ、ﾊﾞﾀｰ
ンド。販売不定期。
辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ。
ﾏﾄ＆ﾁｰｽﾞのｱﾙﾄﾄﾞｲﾁｪｽﾊﾞｳｱﾝ ｰｽﾞを挟んだﾌﾞﾚｰﾂｪﾙのｻﾝ
ﾏﾄ・ﾊﾞﾀｰ・辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ・塩・
ﾌﾞﾛｰﾄのサンド。
ﾄﾞ。
ｺｼｮｳ・ﾊﾟｾﾘ
カレーコロッケサンド

税抜￥230(税込 248.4)

タ ン ド リ ー チ キ ン サ ン ド 合鴨のリエットバゲットサ ロースハムとチーズのバゲ バニレ・キプフェル
(ホシノ)
ンド
ットサンド
税抜￥300(税込 324.0)

税抜￥280(税込 302.4)

自家製ｶﾚｰｺﾛｯｹ入りドック。

税抜￥280(税込 302.4)

キャロットケーキ(1/8Cut)

無塩ほねぱん

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥320(税込 345.6)

三日月形のｱｰﾓﾝﾄﾞｸｯｷｰ粉糖 にんじん・くるみ、ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟ 塩が入っていない骨型ﾊﾟﾝ。
自家製ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ、サラダ 自家製合鴨のリエット、マ ロースハム、ルッコラ。チー たっぷり！
ｰﾙ、ｱﾌﾟﾘｺｯﾄのたっぷり入っ ワンちゃんやお子様に！は
菜、ﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝ、トマト、辛子 スタード、ピクルスを挟ん ズ入りバゲットサンド。
たｲｷﾞﾘｽのﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ。
ちみつ入り。
マヨネーズ。
だバゲットサンド。

