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

はいがパン

バゲットクラシック

ホシノドッグ

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￥340(税込 367.2)

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥70(税込 75.6)

※５個 300 円

※５個 300 円

パン・ド・カンパーニュ

税抜￥340(税込 367.2)

パン・ド・カンパーニュ(ハ パン・ド・カンパーニュ(ホ 角ブリオッシュ(ハーフ)
ーフ)
ール)
税抜￥260(税込 280.8)

税抜￥660(税込 712.8)

ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

奇 数 日 の み 販 売 。 は ち み 国産小麦使用！
つ・ﾊﾞﾀｰ入り

税抜￥520(税込 561.6)

税 抜 ￥ 1320( 税 込
1425.6)

ラ
ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

角ブリオッシュ(ホール)

ラ
ﾊｰﾌ￥660 ﾎｰﾙ￥1320
イ麦 10％入り。

※５個 300 円

角ブリオッシュ(3 枚スライ アルト ドイチェス バウア
ス)
ン ブロート

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 ﾌﾞﾘｵｯｼｭの角型ﾎｰﾙ。
り￥130､ﾎｰﾙ￥520。

ﾌﾞﾘｵｯｼｭのｽﾗｲｽ 3 枚入り。

ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸ入りライ麦パン。ラ
イ麦 35％入り。

ラ

ごまパン

セサミロール

はいがロール

ラウゲンケーゼ

ブレーツェル

クランベリースコーン

チョコスコーン

税抜￥320(税込 345.6)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥340(税込 367.2)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥190(税込 205.2)

ゴマ入り。偶数日のみ販売。 ゴマ入り。偶数日のみ販売。 奇数日のみ販売。5 個税抜 ﾌﾞﾚｰﾂｪﾙ生地＋ﾁｰｽﾞ
\300
5 個税抜\300
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

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)

ﾁｮｺが新しくなってさらに
美味しくなりました。
コリンテンヴァルヌス(ﾊｰ Ｄ・Ｆ・Ｏ
ﾌ)
税抜￥260(税込 280.8)

キルシュ

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）・ ﾄﾞﾗｲﾁｪﾘｰ・くるみ
￥180。ｶﾚﾝｽﾞ・ｸﾙﾐ・ｺｰﾝｸﾞ 偶数日のみ販売。ﾊｰﾌｻｲｽﾞ いちじく・ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ
ﾘｯﾂ
￥180。ｶﾚﾝｽﾞ・ｸﾙﾐ・ｺｰﾝｸﾞ
ﾘｯﾂ

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

ジャーマンドッグ

ブリオッシュＳＡＫＵＲＡ

ベリーのガレット(ハーフ)

ベリーのガレット(ホール)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥150(税込 162.0)

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥240(税込 259.2)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥140(税込 151.2)

税抜￥280(税込 302.4)

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

バゲットかのこ

イタリアンホシノ

フラムクーヘン

チョココロネ

平焼きアップルパイ

キッシュロレーヌ

きのこのタルティーヌ

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥70(税込 75.6)

税抜￥210(税込 226.8)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥300(税込 324.0)

税抜￥190(税込 205.2)

税抜￥250(税込 270.0)

かのこ豆入りフランス！

ホシノロールの中に２種類 ｻﾜｰｸﾘｰﾑにｵﾆｵﾝとﾍﾞｰｺﾝ。
のオリーブとｾﾐﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ。５
個税抜￥300。

チョコレート入りカスター パイ生地にｱｰﾓﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ、紅 ベーコン、オニオンの入っ きのこソテー、ﾄﾏﾄｿｰｽ、ﾎﾜｲ
ドクリーム入りコロネ。
玉ﾘﾝｺﾞ、ｼﾅﾓﾝｼｭｶﾞｰ、ｶﾙｳﾞｧ たキッシュ。
ﾄｿｰｽ、ﾁｰｽﾞ、ｵﾆｵﾝ入りﾀﾙﾃｨ
ﾄﾞｽ。不定期販売。
ｰﾇ。

マスカット

明太バゲット

スパイシーベーコンパン

マロンスコーン

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥250(税込 270.0)

税抜￥230(税込 248.4)

税抜￥200(税込 216.0)

ｿｰｾｰｼﾞ・炒めｻﾞﾜｰｸﾗｳﾄ・ﾏｽ 桜あん・桜の塩漬け・しん 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
ﾀｰﾄﾞ・ﾊﾟｾﾘ
びき粉
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・
ﾘｰ・ﾏｶﾛﾝ生地
ﾏｶﾛﾝ生地

ラウゲンベーグル(ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ くるみパン（ホール）
ｼｰﾄﾞ)
税抜￥340(税込 367.2)

くるみパン（ハーフ）

税抜￥170(税込 183.6)

税抜￥120(税込 129.6)

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

ベーコン＆ブラックペッパ マロングラッセ入りｽｺｰﾝ。
ーたっぷりのフランスパ
ン。

かぼちゃの種付き。

アマレットに漬けたくるみ アマレットに漬けたくるみ
をたくさん入れたライ麦パ をたくさん入れたライ麦パ
ン。ワインのおともに。
ン。ワインのおともに。

セミドライトマトのミック ビーフシチューパン
スピザ
税抜￥250(税込 270.0)

ナン

チーズナン

オレンジトースト

ミックスサンド

カンパーニュサンド

税抜￥180(税込 194.4)

税抜￥220(税込 237.6)

税抜￥130(税込 140.4)

税抜￥340(税込 367.2)

税抜￥380(税込 410.4)

税抜￥550(税込 594.0)

ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ、アーモンドクリー 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
ム、ピスタチオ
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ・ﾃﾞﾋﾞﾙﾄﾞﾁｷﾝ・ﾄﾏ ﾏﾖ、サラダ菜、ｻﾜｰｸﾘｰﾑﾞ、
ﾄ･ﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝ・ｻﾗﾀﾞ菜・ｾﾐﾄﾞ ｲﾜｼと玉ねぎのﾏﾘﾈ、ｷｬﾛｯﾄﾗ
ﾗｲﾄﾏﾄ・ﾊﾞﾀｰ・辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ ﾍﾟ、ﾊﾟｾﾘ、ﾊﾞﾀｰ
塩・ｺｼｮｳ・ﾊﾟｾﾘ

自家製ビーフシチュー入
自家製セミドライトマト、 り。
オリーブ、チーズ、ピーマ
ン、パレルモ。

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 いわしのマリネサンド
ｰｽﾞのサンド
ルサンド
税抜￥240(税込 259.2)

税抜￥370(税込 399.6)

チキン南蛮サンド

税抜￥290(税込 313.2)

税抜￥240(税込 259.2)

自家製ロースハムとチーズ デビルドチキンサンド
のサンド
税抜￥280(税込 302.4)

ギモーヴ

税抜￥300(税込 324.0)

税抜￥390(税込 421.2)

イワシの素揚げﾏﾘﾈ、ｷｬﾛｯﾄﾗ 不定期販売です。
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、 ﾍﾟのサンド。
ﾏﾄ＆ﾁｰｽﾞのｱﾙﾄﾄﾞｲﾁｪｽﾊﾞｳｱﾝ ﾁｰｽﾞを挟んだﾌﾞﾚｰﾂｪﾙのｻﾝ
ﾌﾞﾛｰﾄのサンド。
ﾄﾞ。

ﾃﾞﾋﾞﾙﾄﾞﾁｷﾝ、ｻﾗﾀﾞ菜、ﾄﾏﾄ、 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ＆ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ
自家製のロースハム、チー 辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ、ﾊﾞﾀｰ
ズ、マスタードのシンプル
ｻﾝﾄﾞ。

無塩ほねぱん

サブレナンテ

レーリュッケン

税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥150(税込 162.0)

あまおうのオムレットケー エクレア
キ
税抜￥200(税込 216.0)

税抜￥300(税込 324.0)

塩が入っていない骨型ﾊﾟﾝ。 マジパン入りのクッキー。
ワンちゃんやお子様に！は
ちみつ入り。

ザントゲベック(チョコが シュヴァイネオーレン
け)
税抜￥100(税込 108.0)

税抜￥200(税込 216.0)

不定期販売です。
あまおういちご、ｶｽﾀｰﾄﾞ入
り生クリームのオムレット
ケーキ。不定期販売。

税抜￥250(税込 270.0)

他

オーストリアのお菓子でア
豚の耳のイメージのパイ。
ーモンド粉末がたっぷり焼 絞り出しクッキーチョコが チョコがけしています。
き菓子にチョコ。
け。

