ドイツパンの店
ベッカライカフェ・リンデ

リンデメニューカタログ
写真

ライ麦100%

商品名

原材料

ロッゲンフォルコンブロート
お客さまのご要望にお答え
してﾘﾝﾃﾞオリジナルのライ麦
全粒粉のブロートをまたご
提供いたします。

ライ麦粗挽全粒粉、ラ
イ麦全粒粉、塩、イー
スト、ライ麦粉、作業
工程上小麦粉を含む
１７９Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

ロッゲンザフトブロート
ライ麦粉１００％。中身も
皮部もやわらかく、しっとりし
ています。

ライ麦粉、イースト、
塩、ライ麦全粒粉、作
業工程上小麦粉を含
む
１９０Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

ライ麦100%

ライ麦100%

マンデルロッゲンフォルコンブ
ロート
リ
ンデで人気の100％全粒粉
ライ麦パン ロッゲンフォルコ
ンに、アーモンドの粒、くる
み、そしてココアを加えて大
変食べやすくいたしました。

ライ麦粗挽全粒粉、アー
モンド、ライ麦全粒粉、ク
ルミ、ココア、塩、ライ麦
粉、イースト、作業工程
上小麦粉を含む。
258Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
くるみ、小麦

ワリサーブロート
粗引きのライ麦粉が入って
いて、やや酸味がある。歯ご
たえがあり、新鮮な野菜との
サンドがよく合います。

ライ麦全粒粉、小麦
粉、イースト、塩、ライ
麦粉
１９４Ｋカロリー・100ｇ

ライ麦90%

ライ麦82%

ライ麦82%

ライ麦70%

ライ麦７０%

ライ麦５５%

ライ麦粉､小麦粉､イー
スト､塩、ライ麦全粒粉
２０６Ｋカロリー・100ｇ

コサッケンブロート
各シチューやスープにおすす
め。ローストビーフや焼肉と
野菜のサンドなど、お肉料
理によく合い、赤ワインとの
相性がよく、ディナーにお勧
めのライ麦パン。

ライ麦粉、小麦粉、
イースト、塩、ライ麦全
粒粉
２０６Ｋカロリー・100ｇ

キュンメルロッゲンブロート
キャラウｴイシード（ドイツ語
でキュンメル)と香料をたっぷ
り含んだライ麦７０％のリン
デライ麦パンです。

ライ麦全粒粉、小麦粉、
イースト、塩、キャラウェ
イパウダー、キャラウェイ
シード、ライ麦粉、シナモ
ン、アニス
１９３Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦

ライ麦4８%
ライ麦２５%
ライ麦４２%
ライ麦７０%
ライ麦５2%
ライ麦33%
ライ麦30%

【アレルギー表示】
小麦

ライ麦粉、小麦粉、
イースト、塩、ライ麦全
粒粉
２０８Ｋカロリー・100ｇ

ミューズリーブロート
穀物（オートミール、ひまわり
の種、ゴマなど）がたっぷり
入ったライ麦パン。酸味も控
えめで、レーズンの甘さが人
気です。

ライ麦全粒粉、小麦粗挽全
粒粉、ライ麦粉、小麦粉、
レーズン、クルミ、白ゴマ、
オートミール、向日葵の種、
イースト、黒ゴマ、塩、ライ押
し麦
２２１Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・くるみ・ごま

ハルブバイスブロート
ライ麦と小麦が半々のライ
麦パン。酸味も控えめで、
いろいろな食材にあう食べ
やすいライ麦パン。

ライ麦粉、小麦粉、
イースト、塩、ライ麦全
粒粉
２０７Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

ツビーベルブロート
ローストしたオニオンをたっぷ
り練りこんだ、香ばしいライ
麦パン。酸味もやや強めで
すが、スープメニューに良く
合います。
（土曜日限定商品）

原材料

ライ麦46%

アルペンブロートは、南ドイ
ツ、スイス地方で有名なライ
麦パンです。非常に豊富な
種が含まれております。チー
ズをライ麦に混ぜて食べや
すく工夫しております。

小麦粉、ライ麦粉、南瓜の
種、プロセスチーズ（乳化
剤、セルロース）、向日葵の
種、ライ麦粗挽全粒粉、ライ
押し麦、オートミール、イース
ト、塩、ライ麦全粒粉
258 Kカロリー・100g 【アレル
ギー表示】小麦・乳

ミュンヘンランドブロート
名前通り南ドイツで食べら
れているライ麦パンです。
オート麦を生地に入れたラ
イ麦パン。

小麦粉、ライ麦粉、ライ麦
粗挽全粒粉、ライ押し
麦、オートミール、イース
ト、塩、ライ麦全粒粉
193Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小
麦

ライ麦４２%

¥648

（月曜日限定商品）

¥584
ライ麦33%

¥584
ライ麦30%

¥584
ライ麦30%

¥648

ライ麦３０%

¥648
ライ麦30%

¥584
ライ麦2８%

¥648
ライ麦２５%
ライ麦１５%
ライ麦33%
ライ麦２５%

\648
(6月～
9月休
止）

¥584

小麦粉、ライ麦全粒粉、ライ麦全
粒、大豆、ライ麦粗挽全粒粉、ラ
イ押し麦、向日葵の種、オートミー
ル、コーングリッツ、南瓜の種、黒
ゴマ、脱脂粉乳、白ゴマ、イース
ト、塩、ライ麦粉
２１４Ｋカロリー/100g
【アレルギー表示】
小麦・乳・大豆・ごま

スパイス ブロート
ドイツにあるスパイスを少し利か
せたライ麦パンです。 パンの中
に、干したイチジク、プルーン、
干し葡萄、更にヘーゼルナッツ
を加えました。大人の味が楽し
めるリンデのドイツパンです。

小麦粉、ライ麦粉、レーズン、白ゴ
マ、干し無花果、プルーン、ヘー
ゼルナッツ、ラード、グラニュー
糖、イースト、塩、ライ麦全粒粉、
シナモン、アニス、酸化防止剤（ト
コフェロール）、シリコーン、（原材
料に豚脂を含む）
２７８Ｋカロリー/100g
【アレルギー表示】
小麦・ごま・豚脂

バウエルンブロート
酸味が弱く、中身はふっくら
して初めての方におすすめ
です。※製造工程において
パン中に気泡が入る場合が
ありますが品質に問題はご
ざいません。

小麦粉、ライ麦粉、
イースト、塩、ライ麦全
粒粉
２１４Ｋカロリー・100ｇ

ゾンネンブルーメンブロート
ひまわりの種がたくさん入っ
たライ麦パン。酸味は控え
めです。軽くトーストするとバ
ターとよく合います。

小麦粉、向日葵の種、
ライ麦粉、イースト、
塩、ライ麦全粒粉
２９１Ｋカロリー・100ｇ

ヌスブロート
香ばしいヘーゼルナッツとク
ルミがたくさん練りこまれたラ
イ麦パン。軽くトーストすると
バターとよく合います。

小麦粉、ライ麦粉、
ヘーゼルナッツ、クル
ミ、イースト、塩、ライ
麦全粒粉
３０４Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦・くるみ

¥843

ドライコーンブロート
３つの穀物（小麦、ライ麦、
オートミール（燕麦））にゴ
マ、ひまわりの種が入って香
ばしく、酸味は控えめです。

小麦粉、ライ麦粉、ラ
イ麦粗挽全粒粉、向
日葵の種、オートミー
ル、白ゴマ、イースト、
塩、ライ麦全粒粉
２２９Ｋカロロー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦・ごま

¥648

ライ麦3０%

¥584

税込
価格

ケルネブロート
ライ麦３３％のブロートにまさ
に豊穣な穀類をしかもふん
だんに含んだドイツパンで
す。
ライ麦33%

【アレルギー表示】
小麦

小麦粉、ライ麦粉、フ
ライドオニオン（菜種
油）、イースト、塩、ラ
イ麦全粒粉
２４３Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

商品名

¥584

【アレルギー表示】
小麦

ロッゲンミッシュブロート
ドイツで好まれる伝統的ライ
麦パン。酸味とライ麦がほど
よい割合で含まれていま
す。ドイツの食卓では日常
的に出てくるライ麦パンのひ
とつです。

写真

¥584

【アレルギー表示】
小麦

ロッゲンブロート
コサッケンブロートと同じ生
地で酸味が強く、やや固め
のパン。オープンサンドでジャ
ムとバターがよくあいます。

ライ麦５０%

税込
価格

（日曜日限定商品）

￥648
（6月～
9月休
止）

¥648

¥584

【アレルギー表示】
小麦

¥648

【アレルギー表示】
小麦

ネッツブロート
生地に水分がたっぷり含まれ
もっちりとした歯ごたえのあるライ
麦パン。容量は800ｇ。お買い
得です。※製造工程において
パン中に気泡が入る場合があ
りますが品質に問題ございませ
ん。

小麦粉、ライ麦粉、
イースト、塩、ライ麦全
粒粉
２０２Ｋカロリー・100ｇ

カルトフェルブロート
じゃがいもを練りこんだライ
麦パン。素朴な香りと、きめ
の細かい生地ですが、しっか
りした食べごたえのあるお食
事向けのパンです。

小麦粉、牛乳、ライ麦粉、
粉末馬鈴薯(乳化剤、ピ
ロリン酸ナトリウム、クエ
ン酸）、イースト、塩、ライ
麦全粒粉
２３６Ｋカロリー・１００ｇ

ライ麦食パン（６枚切り）
ライ麦粉とライ麦全粒粉が
生地に練りこまれたやわらか
い食パン。チーズを載せた
トーストがリンデスタッフおす
すめ。

小麦粉、ライ麦粗挽全粒
粉、ライ麦全粒粉、脱脂
粉乳、バター、グラニュー
糖、ライ麦粉、イースト、
塩、乳化剤、Ｖ．Ｃ
２２４Ｋカロリー・１００ｇ

¥648

【アレルギー表示】
小麦

¥584

【アレルギー表示】小麦・乳

【アレルギー表示】
小麦・乳

¥465

ライ麦２５%

ライ麦２５%

ビアーブロート
ブロートの上部にビールで仕
込んだライ麦の生地をトッピ
ング。きめの細かい、やわら
かな生地ですが、しっかりし
た食べ応えのあるパンです。

小麦粉、ライ麦粉、
ビール、ライ麦全粒
粉、イースト、粉末馬
鈴薯、塩、乳化剤、ピ
ロリン酸Nａ、クエン酸
214Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

ラインサメンブロート
珍しい亜麻の実とライ全粒
粉を使ったライ麦パン。亜麻
の実の香ばしさがスモークチ
キンのサンドにピッタリです。

小麦粉、亜麻の実、ラ
イ麦粉、ライ麦粗挽全
粒粉、白ゴマ、イース
ト、塩、ライ麦全粒粉
２４５Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

（木曜日限定商品）

ヴァイツェンフォルコンブロート
石臼で挽いた小麦全粒粉
と、国産小麦シリアルの、小
麦全粒粉100％なのに、と
てもソフトで食べやすいブ
ロートです。

小麦粗挽全粒粉、国
産小麦全粒粉、イース
ト、塩、乳化剤、Ｖ．Ｃ
１８４Ｋカロリー・100ｇ
¥584
【アレルギー表示】
小麦

フルヒテブロート
レーズンとオレンジピールの香り
と甘さがお子様に人気です。フ
レッシュバターをたっぷり使ったや
わらかいパンです。
（水曜日限定商品）

小麦粉、牛乳、レーズン、バター、
オレンジフィリング（伊予カン、
ネーブルオレンジ、バレンシアオ
レンジ）、グラニュー糖、卵、イー
スト、塩、香料、洋酒、酸味料、乳
化剤、Ｖ．Ｃ
３０２Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・オレンジ

２６３Ｋカロリー/100g
【アレルギー表示】
小麦

小麦粉、南瓜、ライ麦
粉、南瓜の種、イース
ト、白ゴマ、塩、ライ麦
全粒粉 ２３８Ｋカロ
リー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・ごま

イクサブロート
「えごま」を地方によっては、
「イクサ」と呼びます。「イク
サ」の実を練り込んだライ麦
20％の柔らかいライ麦パン。

小麦粉、ライ麦全粒粉、
いくさ、ライ麦粉、イース
ト、塩、ショートニング、グ
ラニュー糖、乳化剤、Ｖ． ￥692
Ｃ、酸化防止剤（トコフェ 夏季限
ロール） 221Ｋカロリー・
定
100ｇ
【アレルギー表示】
小麦

キュービスブロート
たっぷりのかぼちゃをマッシュ
して生地に練り込みました。
ほんのり甘くてやわらかい生
地のパン。

小麦粉、南瓜、バ
ター、グラニュー糖、
卵、イースト、塩、乳化
剤、Ｖ．Ｃ
２４９Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵

ゲンマイブロート
ライ麦全粒粉が入った、玄
米パンです。砂糖は一切使
用していません。

小麦粉、玄米（食用植物
油脂、醸造酢）、ライ麦全
粒粉、ライ麦粉、酵母、
塩、イーストフード、乳化
剤、増粘剤（グァーガ
ム）、V．C
213Ｋカロリー・100ｇ
【アレルギー表示】
小麦・大豆

バケット
外はパリッと中は真っ白ふっ
くら。食べやすい大きさにカッ
トしてください。オリーブオイ
ルとよくあいます。

小麦粉、イースト、塩、
乳化剤 Ｖ．Ｃ
２２３Ｋカロリー・100ｇ

ロッゲンブローティヘン
（キャラウェイ）
しっかりした歯ごたえと酸味
が特徴のプチサイズライ麦パ
ン。キャラウェイシードがアク
セントです。

ライ麦粉、小麦粉、イー
スト、塩、キャラウェイ
シード、キャラウェイパウ
ダー、ライ麦全粒粉、乳
化剤、Ｖ．Ｃ
１７９Ｋカロリー・１個当た
り【アレルギー表示】
小麦

エピ
外はパリッと中は真っ白ふっ
くら。食べやすい大きさに分
けられる穂の形が特徴で
す。オリーブオイルとよくあい
ます。

小麦粉、イースト、塩、
乳化剤、 V．C

ミューズリーブローティヘン
ヘーゼルナッツやクルミを始
めさまざまな穀類が入ってい
ます。ドイツでは昔から食べ
られているライ麦パンです。

小麦粉、ライ麦粉、クル
ミ、ヘーゼルナッツ、イー
スト、塩、ライ押し麦、白
ゴマ、オートミール、向日
葵の種、黒ゴマ、ライ麦
全粒粉 314Ｋカロリー・１
個当たり
【ア
レルギー表示】 小麦・くる
み・ごま

ブレッツェル
ドイツの代表的なブレッツェ
ルを本場の味でお届けしま
す。香ばしい香りと独特な
歯ごたえ、美味しいお塩の
ハーモニーはクセになりま
す。

小麦粉、ラード、イース
ト、塩、酸化防止剤（トコ
フェロール）、シリコーン、
増粘剤（グァーガム）、乳
化剤、イーストフード、V．
C、（原材料に豚脂、大豆
を含む） １４７Ｋカロ
リー・１個当たり
【アレルギー表示】小麦・
大豆

ミューズリーベッケン
ライ麦にゴマやオートミール、
ひまわりなど穀物がたっぷり
は入っています。はちみつと
レーズンでほんのり甘いプチ
サイズのライ麦パンです。

小麦粉、レーズン、ライ押し麦、ラ
イ麦全粒粉、ライ麦粗挽全粒粉、
クルミ、向日葵の種、白ゴマ、ライ
麦粉、蜂蜜、ショートニング、イー
スト、塩、オートミール、黒ゴマ、
塩、乳化剤、酸化防止剤（トコフェ
ロール、V.C）
210Ｋカロリー・１個当たり

変わった形のブレッツェル
リンデ人気のブレッツェルを
食べやすい形にまとめまし
た。サンドイッチにもぴったり
です。

小麦粉、塩、イースト、
ショートニング、乳化剤、
酸化防止剤（ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ）、
V．C
１６５Ｋカロリー・１個当た
り
【アレルギー表示】
小麦・大豆

モルゲンブローティヘン
名前から朝食のパンとしては最
適ですが、もちろん昼食や夕食
にもお料理にぴったりのライ麦パ
ンです。お一つ８０ｇです。

小麦粉、ライ麦全粒粉、脱脂
粉乳、グラニュー糖、バ
ター、ライ麦粉、イースト、
塩、イーストフード、乳化剤、
増粘剤（グァーガム）V．C
191Kカロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦、乳、大豆

ラオゲンクロワッサン
サックリしたクロワッサンにラオ
ゲンのコーティング。ラオゲン
の香ばしさがおいしさの秘密
の人気商品です。

小麦粉、バター、脱脂粉
乳、卵、イースト、白ゴ
マ、塩、グラニュー糖、乳
化剤、Ｖ.Ｃ
１６６Ｋカロリー・１個当た
り
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・ごま

ビアリー
おいしい塩と小麦粉の美味
しさが特徴のバケット風パ
ン。外はパリッと、中はふっく
らやわらかく、シチューによく
あいます。

小麦粉、イースト、塩、
乳化剤、 V．C
２３１Ｋカロリー・１個
当たり
【アレルギー表示】
小麦

バタークロワッサン
ドイツパンにもクロワッサンの
製造は昔からあります。新
鮮な野菜とハムのサンドによ
くあいます。

小麦粉、バター、卵、脱
脂粉乳、イースト、塩、グ
ラニュー糖、乳化剤、Ｖ．
Ｃ
１６５Ｋカロリー・１個当た
り
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵

ライ麦30%

ライ麦２５%

ライ麦２５%

小麦粉、アーモンド、国
産小麦全粒粉、人参、
イースト、塩

【アレルギー表示】
小麦・乳

キュービスルスティコブロート
かぼちゃのペーストと種が
たっぷり入った、ほんのり甘
いライ麦パン。やわらかく、ベ
リー系のジャムとよくあいま
す。

ライ麦17%

ライ麦２５%

マンデルケルネブロート
アーモンドの食感と国産小麦全粒
粉からくるｿﾌﾄな食感がからみあった
リッチなブロートです。人参と小麦が
特に合います。ブロートの外側も
たっぷりとアーモンドが塗られていま
す。重量は600ｇ。ミニは200ｇ。
（火曜日限定商品）

210Ｋカロリー/100g

小麦粉、ドライバナナ、ライ
麦全粒粉、生バナナ、クラン
ベリー、ライ麦粉、パン酵
母、塩、ショートニング、グラ
ニュー糖、乳化剤、酸化防止
剤（亜硫酸塩、トコフェロー
ル、V．C ） 207Ｋカロリー・
100ｇ
【アレルギー表示】
小麦・バナナ

ライ麦２０%

ライ麦５2%

¥767

ライ麦15%

小麦粉、ライ麦粉、イー
スト、塩、生乳

バナーネンブロート
バナナを生地に練り込ん
だ、軽い甘さのライ麦パン。
クランベリー入り。

ライ麦２０%

ライ麦２０%

￥584
夏季限
定

バウアーンシュタンゲ
ドイツの田舎で食べられている食事
用のパンです。このパンはバターミル
クを使って味を仕上げています。こ
のバターミルクは牛乳からバターを作
るときに生成されるものでまさにミル
クの風味を強めます。
（金曜日限定商品）

¥540

¥648

¥540

¥173

¥227

¥260

【アレルギー表示】
小麦・くるみ・ごま・大豆

¥125

¥173

【アレルギー表示】
小麦

２２３Ｋカロリー・100ｇ

¥648

ホール
\1080 ミ
ニ\411
（6～9月
休止）

¥756

¥324

¥303

¥303

【アレルギー表示】
小麦

¥152

¥152

¥173

¥173

ケーゼベッケン
カイザーの生地に、チーズを
たっぷりトッピングしました。
パリッとした食感、チーズの
香り、ふっくらの生地。あたた
めてお召し上がりください。

小麦粉、ナチュラルチー
ズ、イースト、ショートニン
グ、塩、セルロース、乳化
剤、酸化防止剤（ﾄｺﾌｪﾛｰ
ﾙ）、Ｖ．Ｃ
149Ｋカロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・大豆

パーティーシュタンゲ
人気のブレッツェル生地にひ
まわり、白けし、黒けし、白
ごま、チーズの5種類のトッピ
ングで食べやすいスティック
サイズ。

小麦粉、ラード、イースト、塩、酸
化防止剤（トコフェロール）、シリ
コーン、増粘剤（グァーガム）、セ
ルロース、乳化剤、イーストフー
ド、V．C、（原材料に豚脂、大豆を
含む) ※トッピング（白ゴマ、黒け
し、白けし、向日葵の種、チー
ズ）、
１６１

バニラブレッツェル
シナモン風味の生地を、
ブレッツェル型に成形し
て、カスタードクリームを載
せました。女性に大人気
のパンです。

ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ、小麦粉、
ﾏｰｶﾞﾘﾝ、杏ジャム、砂
糖、水飴、脱脂粉乳、ｲｰ
ｽﾄ、塩、ｼﾅﾓﾝ、乳化剤、
Ｖ．Ｃ、香料、増粘剤（加
工澱粉、ｱﾙｷﾞﾝ酸Ｎａ）、
酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、増
粘多糖類、酸味料、着色
料（ｶﾛﾁﾝ、紅花、紅麹）、
214Ｋｶﾛﾘｰ・１個当たり
【ｱﾚﾙｷﾞｰ表示】小麦・乳

【ｱﾚﾙｷﾞｰ表示】
小麦・乳・大豆・ごま・乳（ﾁｰｽﾞ）

アッフェルベルリーナ
ベルリンで生まれた揚げパン
のベルリーナはとても有名で
す。ベルリーナ生地を使った
美味しいパンが色々ありま
すが、今期は新鮮な林檎を
ベルリーナに使いました。

小麦粉、リンゴ、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖、卵、
マーガリン、植物油脂、イースト、
脱脂粉乳、粉糖、塩、シナモン、
ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、乳化剤、Ｖ．Ｃ、酸化
防止剤（トコフェロール）、シリコー
ン、増粘剤（ｸﾞｧｰｶﾞﾑ）、（原材料の
一部に大豆を含む）
206Ｋカロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・りんご・大豆

ミッチェレ
バターの香りのドイツ風テー
ブルロール。おちゃめな形と、
やわらかでプレーンな生地
が、お子様にも人気のパン
です。

小麦粉、バター、卵、
脱脂粉乳、イースト、
塩、グラニュー糖、乳
化剤、V．C
１７８Ｋカロリー・１個
当たり
【アレルギー表示】
小麦・卵・乳

ベルリーナ（カスタード）
ドイツの人達に愛され、どこのパ
ン屋さんでも１年中食べられる
揚げ菓子です。リンデのマイス
ターから本場のベルリーナをお
届けします。フィリングには、カス
タードクリームをたっぷり詰めまし
た。ﾈｯﾄ販売はありません。

小麦粉、ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑﾐｯｸｽ、ｸﾞﾗ
ﾆｭ糖、卵、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、植物油脂、ｲｰ
ｽﾄ、脱脂粉乳、粉糖、塩、ｼﾅﾓﾝ、
ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、乳化剤、増粘剤（加工
澱粉、ｱﾙｷﾞﾝ酸Ｎａ、ｸﾞｧｰｶﾞﾑ）、香
料、酸化防止剤（ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ）、シリ
コーン、着色料（ｶﾛﾁﾝ）、V.C、（原
材料の一部に大豆を含む）２７２Ｋ
カロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・大豆

カイザー
ドイツやオーストリアで親しま
れるお食事パン。ひまわり、
白ごま、白けし、黒けしの４
種からお選びください。

小麦粉、イースト、ショートニ
ング、塩、乳化剤、酸化防止
剤（トコフェロール）、V．C※
トッピング（黒けし、白けし、
白ごま、ひまわり） 黒けし
１７５Ｋカロリー
白ケシ
１７６Ｋカロリー 白ゴマ １
８４Ｋカロリー ひまわり １
９９Ｋカロリー
【ｱﾚﾙｷﾞｰ表示】小麦・ごま・
大豆

ベルリーナ（ラズベリージャム）
ドイツの人達に愛され、どこのパ
ン屋さんでも１年中食べられる揚
げ菓子です。リンデのマイスター
から本場のベルリーナをお届け
します。フィリングには、ラズベ
リージャムをたっぷり詰めまし
た。ﾈｯﾄ販売はありません。

小麦粉、ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ、グラ
ニュー糖、卵、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、植物油
脂、ｲｰｽﾄ、脱脂粉乳、粉糖、塩、
ｼﾅﾓﾝ、ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ、乳化剤、ｹﾞﾙ化
剤（増粘多糖類）、酸味料、酸化
防止剤（ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ）、ｼﾘｺｰﾝ、着色
料（紅麹）、増粘剤（ｸﾞｧｰｶﾞﾑ）、Ｖ．
Ｃ、（原材料の一部に大豆を含む）２８１
Ｋカロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・大豆

プレーンカイザー
ドイツやオーストリアで親しま
れるお食事パンのカイザー。
シンプルで飽きのこないおい
しさが、サンドにおすすめで
す。

小麦粉、イースト、ショー
トニング、塩、乳化剤、酸
化防止剤（トコフェロー
ル）、V．C
１６５Ｋカロリー・１個当た
り
【アレルギー表示】
小麦・大豆

ヌスシュネッケン
ヌスフィリング（クルミ、ヘー
ゼルナッツ）を巻き込みま
した。ちょっとビターで独特
な甘さが特徴です。

小麦粉、油脂、砂糖、杏ｼﾞｬﾑ、水
飴、クルミ、ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ、ﾍｰｾﾞﾙ
ﾅｯﾂ、脱脂粉乳、ｲｰｽﾄ、塩、シナ
モン、香料、乳化剤、Ｖ．Ｃ、増粘
剤（加工澱粉、ｱﾙｷﾞﾝ酸Nａ）、増
粘多糖類、酸味料、着色料（ｶﾛﾁ
ﾝ、紅花、紅麹、） 260Ｋカロリー・
１個当たり【アレルギー表示】小
麦・乳・くるみ

ケーゼツビーベルベーコン
スモークベーコンとオニオンソ
テーの上にたっぷりチーズを
トッピングして焼き上げまし
た。あたためてお召し上がり
ください。

小麦粉、ナチュラルチー
ズ、ベーコン、玉葱、バ
ター、脱脂粉乳、イース
ト、塩、グラニュ糖、セル
ロース、乳化剤、香辛
料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、
発色剤、（亜硝酸Na・硝
酸K）ﾋﾞﾀﾐﾝB１、リン酸塩
（Na）、（原材料の一部に
豚肉を含む） 219Ｋカロ
リー・１個当たり【ｱﾚﾙｷﾞｰ
表示】小麦・乳、豚肉

カイザークラーゲン
クラーゲンとは襟をドイツ語で意
味し、その皇帝の襟をチョコレー
トの一部コーティングで表しまし
た。デニッシュ生地の中には、ク
リーミーなチョコレートが入ってい
ます。コーヒーや紅茶のお供に
ぴったり合います。

小麦粉、ﾁｮｺﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽ
ﾄ、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、ﾁｮｺﾚｰﾄ、砂
糖、脱脂粉乳、イースト、
塩、加工澱粉、乳化剤、
香料、カラメル色素、増
粘多糖類、保存料、（ｿﾙ
ﾋﾞﾝ酸）、酸味料、V,C、リ
ン酸塩（Na）、（原材料に
卵・大豆を含む） 326Ｋカ
ロリー・１個当たり【アレ
ルギー表示】 小麦・乳・
卵・大豆

ベーコンブリューゲル
しっかりスモークした厚切り
ベーコンがたっぷり入ったブ
リーゲル。軽めのお食事パン
として人気です。

小麦粉、ベーコン、塩、
イースト、白ゴマ、乳化
剤、香辛料、酸化防止剤
（V．C）、乳化剤、発色剤
（亜硝酸Na・硝酸K）、ビタ
ミンB1、リン酸塩（Na)（原
材料の一部に豚肉含む）
V．C ２０５Ｋカロリー・１
個当たり【アレルギー】小
麦・豚肉・ごま

モーンシュネッケン
モーンとはドイツ語でケシの
実のこと。黒ケシを甘く煮た
フィリングを巻き込んだ、デ
ニッシュ風のパンです。

小麦粉、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、ｸﾞﾗﾆｭｰ
糖、黒ｹｼ、杏ｼﾞｬﾑ、脱脂
粉乳、ｲｰｽﾄ、卵、塩、水
飴、香料、増粘多糖類、
乳化剤、V．C、酸味料、
着色料（紅花、紅麹）
223Ｋカロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵

ブリューゲル
歯ごたえのしっかりした、噛
むほどに味のするドイツの独
特なパン。キャラウェイシード
のトッピングがアクセントで
す。

小麦粉、塩、イースト、
キャラウェイシード、乳化
剤 、V．C
１８６Ｋカロリー・１個当た
り
【アレルギー表示】
小麦

ロシアンブレッツェル
ブレッツェルの形に香ばしい
ローストアーモンドをトッピン
グしてアイシングしました。
さっくり感があるおいしいパン
です。

小麦粉、、マーガリン、アーモン
ド、グラニュー糖、杏ジャム、水
飴、脱脂粉乳、イースト、塩、シナ
モン、乳化剤、V．C、香料、増粘
多糖類、酸味料、着色料（紅花、
紅麹）
165Ｋカロリー・１個当
たり【アレルギー表示】
小麦・乳

アッフェルシュトルーデル
シナモン風味のリンゴとレー
ズンのフィリングをスポンジ
ケーキと一緒にさっくりパイに
包んで焼き上げました。

リンゴプレザーブ、小麦、油脂、
卵、砂糖、レーズン、カスタードク
リーム、杏ジャム、コーンスター
チ、水飴、塩、シナモン、酸味料、
増粘剤（加工澱粉、アルギン酸N
ａ）、増粘多糖類、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃａ、香料、着色料
（カロチン、紅花、紅麹）、（原材料
に乳）
341Ｋカロ
リー・１個当たり
【アレルギー表示】
りんご、小麦、乳、卵

シュトロイゼルシュネッケン
クッキークランチのようなシュ
トライゼルをトッピング、アイ
シングをしました。シナモンと
レーズンがアクセントのシュ
ネッケンシリーズです。

小麦粉、グラニュー糖、
マーガリン、レーズン、杏
ジャム、バター、水飴、脱
脂粉乳、イースト、塩、 シ
ナモン、乳化剤、Ｖ．Ｃ、
増粘多糖類、酸味料、着
色料（紅花、紅麹）、香料
１９７Ｋカロリー・１個当た
り【アレルギー表示】
小麦・乳

キルシュタッシェン
カスタードと大粒のダークチェ
リーを ぎっしり詰めたパイ。
（まれに果物の種が入ってい
る場合がございますので、ご
留意ください。）

ﾀﾞｰｸﾁｪﾘｰ、小麦粉、ﾏｰｶﾞﾘ
ﾝ、ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ、杏ｼﾞｬﾑ、グ
ラニュー糖、塩、水飴、ｼﾅﾓ
ﾝ、調整澱粉、増粘剤（加工
澱粉、ｱﾙｷﾞﾝ酸Ｎａ）、増粘多
糖類、酸味料、香料、着色料
（ｶﾛﾁﾝ、紅花、紅麹）283Ｋカ
ロリー・１個当たり 【アレル
ギー表示】小麦・乳

フラクスビッケル
卵のあまい香りがほんのりす
るパン。食感はメロンパンに
似て、お子様に人気です。

小麦粉、バター、卵、
グラニュー糖、イース
ト、脱脂粉乳、塩、香
料、乳化剤、V．C
２０９Ｋカロリー・１個
当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵

¥152

¥152

Ｋ～１８６Ｋカロリー・１個当たり

¥152

¥152

¥152

¥260

¥195

¥152

¥368

¥346

¥260

¥216

¥216

¥216

¥216

¥216

¥173

¥173

¥173

¥173

リンツァートルテ
オーストリア・リンツァー地方
の焼き菓子。シナモンの香り
たっぷりの生地に甘酸っぱい
ラズベリージャムが上品な甘
さです。
※焼き日：木曜日

小麦粉、ラズベリージャム、
バター、グラニュー糖、ヘー
ゼルナッツ、卵、杏ジャム、
牛乳、シナモン、膨張剤、ゲ
ル化剤（増粘多糖類）、増粘
剤(ペクチン：オレンジ由
来）、酸味料、着色料（紅麹）
３９８Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・オレンジ

ヌストルテ
カラメル風味のヌガーと、香
ばしい大粒のクルミのフィリン
グ。良質なバターの豊かな
味わいを楽しめます。
※焼き日：水曜日

小麦粉、バター、クル
ミ、グラニュー糖、粉
糖、卵、牛乳、蜂蜜、
香料

ビアブレッツェル（５個入り）
こうばしい香りと独特な歯ご
たえが美味しさの特徴。塩
味のハーモニーはちょっぴり
大人の味！ビールにぴったり
です。

小麦粉、ショートニング、
塩、イースト、脱脂粉乳、
グラニュー糖、乳化剤、
酸化防止剤(トコフェロー
ル）、Ｖ．Ｃ
１１４Ｋカロリー/１個当た
り
【アレルギー表示】
小麦・乳・大豆

バウムクーヘン
ドイツの有名なお菓子で
あるバウムクーヘン。リン
デのバウムクーヘンは平
らに重ねて作ります。美
味しさは抜群です。

卵、杏ジャム、グラニュ
糖、バター、小麦粉、アー
モンドペースト、コーンス
ターチ、チョコレート、水
飴、洋酒、乳化剤、膨張
剤、増粘多糖類、酸味
料、香料、ソルビトール、
着色料（紅花・紅麹）、
（原材料に大豆を含む）２
４８Ｋカロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・大豆

ヌスエッケン
ドイツの焼き菓子の一種で
す。ヘーゼルナッツがふんだ
んに入っており、チョコレート
の風味とナッツがとてもマッチ
します。お食事の後のデ
ザートや昼のお茶のお供に
最適です。

ヘーゼルナッツ、マーガリ
ン、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖、小麦粉、
チュコレート、卵、杏ジャ
ム、膨張剤、乳化剤（大
豆由来）、香料、増粘多
糖類、酸味料、着色料
（紅花・紅麹）、(原材料に
乳を含む）
385Ｋ
カロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・大豆

クリストシュトーレン
最もポピュラーなシュトーレン
です。ラム酒漬したレーズ
ン、オレンジピール、レモン
ピール、アーモンドを練りこみ
風味を増しております。

小麦粉、サルタナレーズ
ン、バター、牛乳、グラ
220ｇ
ニュー糖、ラム酒、オレン
ジピール、レモンピール、 ￥1188
400g
アーモンド、イースト、粉
糖、アーモンドペースト、 ￥1600
750g
塩、香料、ｐｈ調整剤、漂
白剤（亜硫酸塩）
￥3000
270Ｋカロリー・100ｇ
（10月～
【アレルギー表示】
12月）
小麦、乳、オレンジ

モーンシュトーレン
黒ケシの種できれいな模様
にしました。このシュトーレン
はラム酒を使っておりませ
ん。

小麦粉、牛乳、バター、
グラニュー糖、黒ケシ、粉
400g
糖、イースト、アーモン
￥1600
ド、アーモンドペースト、
750g
塩、香料
302Ｋカロリー・100ｇ
￥3000
【アレルギー表示】
（12月）
小麦、乳

¥2,376

¥2,592

514Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・クルミ

¥648

¥368

¥335

[ご注文について] ①ご注文はお届け日の４日前までに御願いします。焼菓
子は焼日にご留意ください。 ②FAXでのご注文は２４時間承ります。 ③
上記商品の取扱、価格、及び包装、原材料は予告なく中止、または変更す
る場合があります。④青の星印はクール便対象商品です。６月１日より９月
末をクール便の目安としています。

アッフェルヌスブロート
新鮮なリンゴを生地に練りこ
みました。干しいちじくやレー
ズン、クルミがたっぷりの焼き
菓子です。
※焼き日：火曜日

りんご、小麦粉、グラ
ニュー糖、干し無花果、ク
ルミ、レーズン、ラム酒、
ココア、コーンスターチ、
塩、シナモン、膨張剤
２５８Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・りんご・クルミ

アッフェルブロート
新鮮なリンゴを生地に練りこ
みました。干しいちじくやレー
ズン、クルミがたっぷりの焼き
菓子です。
※焼き日：火曜日

りんご、小麦粉、グラ
ニュー糖、干し無花果、ク
ルミ、レーズン、ラム酒、
ココア、コーンスターチ、
塩、シナモン、膨張剤
２５８Ｋカロリー・１００ｇ
【アレルギー表示】
小麦・りんご・クルミ

リンデ・クッキー
ドイツのレシピで焼き上げ
た、フレッシュバターのサックリ
クッキー。クランベリー、ナッ
ツ、チョコマーブルなど、５種
類をパックにしました。
※焼き日：月曜日

小麦粉、バター、粉糖、
卵、ヘーゼルナッツ、アー
モンド、クランベリー、
レーズン、ココア、塩、膨
張剤、香料
２２８Ｋカロリー・1パック
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵

ミューズリーリーゲル
白ごまやかぼちゃの種、アー
モンド、ナッツをカラメルで固
めた焼き菓子です。ティータ
イムやお子様のおやつにも
ぴったりです。
※焼き日：月曜日

アーモンド、オートミール、向
日葵の種、南瓜の種、白ゴ
マ、クルミ、レーズン、砂糖、
水飴、加工油脂、全乳粉、乳
化剤、増粘剤（ペクチン）、着
色料（カラメル）、香料、（原
材料に小麦、乳、大豆を含
む）
２３６Ｋカ
ロリー・１個当たり
【アレルギー表示】
小麦・乳・クルミ・大豆・ごま

ビアシュタンゲル
さっくり生地に、キャラウェイ
シードと岩塩のトッピング。
ビールのスナックや、お菓子
にオススメ。
（３本入り） ﾈｯﾄ販売はし
ておりません。

小麦粉、ショートニング、
卵、塩、イースト、脱脂粉
乳、キャラウェイシード、
グラニュー糖、キャラウェ
イパウダー、乳化剤、酸
化防止剤（トコフェロー
ル）、Ｖ．Ｃ
１１８Ｋカロリー・１本
【アレルギー表示】
小麦・乳・卵・大豆

フォルコンシュトーレン
ラム酒漬した、レーズン、
ヘーゼルナッツ、アーモンド
ホールを小麦全粒粉の生
地に練り込んだ、大人の
シュトーレンです。

小麦粗挽全粒粉、サルタ
ナレーズン、バター、ラム
酒、グラニュー糖、ヘーゼ
400g
ルナッツ、アーモンド、オ
レンジピール、レモンピー ￥1600
750g
ル、イースト、粉糖、塩、
香料、ｐｈ調整剤、漂白剤 ￥3000
（亜硫酸塩）
（10月～
280Ｋカロリー・100ｇ
12月）
【アレルギー表示】
小麦、乳、オレンジ

[お問い合わせ] ドイツパンの店リンデ
〒１８１－００１３ 東京都三鷹市下連雀６－１－７
工房・配送センター
電話（0422-40-9927）FAX（0422-76-4581)
インターネットショッピング

http://www.lindtraud.com

◎保存方法
ライ麦パンを1週間以上保存する場合は、全部をカットせずに必要な分をスライス、あるいはブロッ
クに切ってから冷凍してください。冷凍したライ麦パンは、1ヶ月以上持ちますので安心してお召し
あがりになれます。1週間以内に召し上がる場合は、気候や保管場所にもよりますが、ビニール袋
よりも紙袋に入れると通気性が良く長持ちします。ただし小麦のパンにつきましては、冷蔵庫また
は常温でも、１、２日を目安にお召し上がり下さい。（※高温、多湿での保存は避けてください。）

ライ麦パンの賞味期限の目安

夏季：常温1日 冷蔵庫3日

冬季：常温３日 冷蔵庫５日

ホール
\2592
ハーフ
\1296

¥1,080

¥324

¥346

¥260

