山型食パン

ホシノロール

ロールパン 5 個

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￥270(税込 291.6)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥300(税込 324.0)

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)

※５個 300 円

※５個 300 円

国産小麦使用！

※５個 300 円

ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

セサミロール

ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭ(ハーフ)

ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭ(ホール)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥280(税込 302.4)

税抜￥560(税込 604.8)

パン・ド・カンパーニュ(ハ パン・ド・カンパーニュ(ホ アルト ドイチェス バウア ごまパン
ーフ)
ール)
ン ブロート
税抜￥320(税込 345.6)

税抜￥660(税込 712.8)

ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

ラ

税 抜 ￥ 1320( 税 込 税抜￥300(税込 324.0)
1425.6)

ラ
ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸ入りライ麦パン。ラ
ラ イ麦 35％入り。

ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭ(3 枚スライ クロワッサン
ス)
税抜￥140(税込 151.2)

ゴマ入り。偶数日のみ販売。 ゴマ入り。偶数日のみ販売。 ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭの角型ﾊｰﾌ。 ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭの角型ﾎｰﾙ。
5 個税抜\300
3 枚入り￥130､ﾎｰﾙ￥520。

クロワッサン・オ・ザマンド ラウゲンケーゼ

ブレーツェル

チョコスコーン

チーズスティック

税抜￥240(税込 259.2)

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥140(税込 151.2)

ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭの角型のｽﾗ
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
ﾑ。※ｼﾞｬﾑは他のｼﾞｬﾑの場合
もあります！

ﾁｮｺが新しくなってさらに
美味しくなりました。

抹茶スコーン

たらもサラダ

税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥180(税込 194.4)

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

税抜￥160(税込 172.8)

税抜￥90(税込 97.2)

税抜￥360(税込 388.8)

コリンテンヴァルヌス(ﾊｰ Ｄ・Ｆ・Ｏ
ﾌ)
税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥180(税込 194.4)

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)

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 抹茶入りの生地・大納言
￥180。ｶﾚﾝｽﾞ・ｸﾙﾐ・ｺｰﾝｸﾞﾘ 偶数日のみ販売。ﾊｰﾌｻｲｽﾞ ちじく・ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ
ｯﾂ
￥180。ｶﾚﾝｽﾞ・ｸﾙﾐ・ｺｰﾝｸﾞﾘ
ｯﾂ

ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ・明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾁｰ
ｽﾞ・ﾊﾟｾﾘ

ツィトローネ

キルシュ

バジルフランス

もちもちクリームチーズ

ガーリックフランス

玉露

ずんだあんぱん

税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥180(税込 194.4)

レモンクリーム

ﾄﾞﾗｲﾁｪﾘｰ・くるみ

ﾊﾞｼﾞﾙソース

奇数日のみ販売。ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ・
ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ

ベリーのガレット(ハーフ)

ベリーのガレット(ホール)

イタリアンホシノ

アールグレイスコーン

フラムクーヘン

トマテ

トマトボール

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥280(税込 302.4)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥210(税込 226.8)

税抜￥360(税込 388.8)

税抜￥70(税込 75.6)

玉露茶葉入りあん・大納言・ ずんだあん・ぎゅうひ入り。
しんびき粉
表面黒ｺﾞﾏ

エラー!エラー!

フ
ァイル名が指定されて
いません。
ｻﾜｰｸﾘｰﾑにｵﾆｵﾝとﾍﾞｰｺﾝ。

ハーフサイズ。ｸﾞﾛｾﾞｲﾕ・ｶｼ ﾊｰﾌ\140。ｸﾞﾛｾﾞｲﾕ・ｶｼｽ・ﾌﾞ ホシノロールの中に２種類 アールグレイ茶葉入り。
ｽ・ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ・ﾁｪﾘｰ・ﾗｽﾞﾍﾞ ﾗｯｸﾍﾞﾘｰ・ﾁｪﾘｰ・ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ・ﾏ のオリーブとｾﾐﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ。５
ﾘｰ・ﾏｶﾛﾝ生地
ｶﾛﾝ生地
個税抜￥300。
マスカット

明太バゲット

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥250(税込 270.0)

釜揚げシラスと大葉のタル スパイシーベーコンパン
ティーヌ
税抜￥230(税込 248.4)

奇数日のみ販売。トマト風 トマテの小さいサイズ。5 個
味の食事パン。
入り￥300.

ラウゲンベーグル

ゴマチーズ

ジェノベーゼ

税抜￥110(税込 118.8)

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥280(税込 302.4)

ﾏｽｶｯﾄとﾋﾟｰｶﾝﾅｯﾂ、ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰ 明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ入りﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ。
ﾙ入り。

ベーコン＆ブラックペッパ ブレーツェル生地のベーグ セサミロールにチーズ。偶
ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝにﾄﾏﾄｿｰｽ、ﾁｰｽﾞ、釜 ー た っ ぷ り の フ ラ ン ス パ ルバージョン
数日のみ販売。
揚げシラス、大葉とｱｰﾓﾝﾄﾞｽ ン。
ﾗｲｽ。

ピザ

大納言

チリドッグ

チョコマカダミアン

ミックスサンド

カンパーニュサンド

ミックスサンド(赤)

税抜￥450(税込 486.0)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥220(税込 237.6)

税抜￥180(税込 194.4)

税抜￥340(税込 367.2)

税抜￥380(税込 410.4)

税抜￥370(税込 399.6)

クワトロフォルマッジ、マ 大納言鹿の子入りフランス 自家製チリビーンズ！
ルゲリータ 2 種
パン。

フランスにチョコとﾏｶﾀﾞﾐｱ 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
ﾅｯﾂ。奇数日のみ販売。
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
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。
ﾏﾄ・ﾊﾞﾀｰ・辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ・塩・
ｺｼｮｳ・ﾊﾟｾﾘ

ブリーチーズとルッコラの ローストビーフサンド
バゲットサンド
税抜￥380(税込 410.4)

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 タ ン ド リ ー チ キ ン サ ン ド ロースハムとチーズのバゲ サーモンハラスのサンド
ｰｽﾞのサンド
ルサンド
(ホシノ)
ットサンド
税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥320(税込 345.6)

税抜￥370(税込 399.6)

税抜￥240(税込 259.2)

税抜￥280(税込 302.4)

税抜￥320(税込 345.6)

自家製ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ、ﾊﾞﾙｻﾐｺｿｰ
ｻｰﾓﾝﾊﾗｽの燻製、ﾚﾓﾝ、ｻﾗﾀﾞ
ﾌﾞﾘｰﾁｰｽﾞ、ﾙｯｺﾗ。くるみ、ｾ ｽ、胡椒、ｻﾗﾀﾞ菜、赤玉葱、 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 自家製ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ、サラダ ロースハム、ルッコラ。チー 菜、ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ、ｵﾆｵﾝﾏﾘﾈのｻﾝ
ﾐﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ入りﾊﾞｹﾞｯﾄサン 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 菜、ﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝ、トマト、辛子 ズ入りバゲットサンド。
ﾄﾞ
ド。不定期販売。
ﾌﾞﾛｰﾄのサンド。
ﾄﾞ。
マヨネーズ。

コーンコロッケサンド

税抜￥200(税込 216.0)

きのこのﾊﾞﾙｻﾐｺﾏﾘﾈと蒸し れんこんと枝豆のサラダの いわしのマリネサンド
鶏のサンド
サンド
税抜￥240(税込 259.2)

税抜￥230(税込 248.4)

ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｵｯｼｭｻﾝﾄﾞ

バニレ・キプフェル

無塩ほねぱん

税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥300(税込 324.0)

税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥230(税込 248.4)

自家製コーンコロッケ入
イワシの素揚げﾏﾘﾈ、ｷｬﾛｯﾄﾗ ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌﾞﾘｯｼｭにﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈ 三日月形のｱｰﾓﾝﾄﾞｸｯｷｰ粉糖 塩が入っていない骨型ﾊﾟﾝ。
り！
ﾊﾞﾙｻﾐｺﾏﾘﾈとﾎﾞｲﾙﾁｷﾝのサン ﾚﾝｺﾝと枝豆のサラダとゆで ﾍﾟのサンド。
生 ク リ ー ム ＋ オ レ ン ジ 風 たっぷり！
ワンちゃんやお子様に！は
ド。
卵、もしくはロースハムのｻ
味。
ちみつ入り。
ﾝﾄﾞ。
ビュントナーヌストルテ

100 円ジュース

110 円ジュース

マリネ

税抜￥250(税込 270.0)

税抜￥100(税込 108.0)

税抜￥110(税込 118.8)

税抜￥100(税込 108.0)

ナッツたっぷり。ヌガーの
タルト。

マリネのおつまみ。

