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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
１８９Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】小麦

¥594

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
241 Kカロリー/100g
【アレルゲン】小麦・乳

\729
(6月～
9月休
止）

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
１８５Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】小麦

¥594

　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。
（月曜日限定商品）

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
210Ｋカロリー/１００ｇ
【アレルゲン】     小麦

¥594

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。
250Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦・クルミ・アーモンド

¥729

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。

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

２４３Ｋカロリー/100g
【アレルゲン】
小麦・乳・大豆・ゴマ

￥729
（6月～
9月休
止）

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
199Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥594

　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、調製ラード、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）

３０6Ｋカロリー/100g
【アレルゲン】   小麦・ゴマ

¥729

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。

ライ麦粉､小麦粉､イー
スト､塩、ライ麦全粒粉
２０５Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥594

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

【アレルゲン】
小麦

¥594

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
２０９Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥594

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
２８５Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥648

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
２０７Ｋカロリー/１００ｇ
【アレルゲン】
小麦

¥648

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
２９３Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦・クルミ

¥864

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。

ライ麦粉、小麦粉、
イースト、塩、ライ麦全
粒粉
２０５Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥594

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。
（日曜日限定商品）

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
２２７Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】 小麦・ゴ
マ

¥648

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
２３９Ｋカロリー/１００ｇ
【アレルゲン】
小麦・クルミ・ゴマ

¥702

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
１９７Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥648

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
２０３Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦

¥594

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
２０１Ｋカロリー/１００ｇ
【アレルゲン】小麦・乳

¥648

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）

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
２３２Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦

¥648

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
２２２Ｋカロリー/１００ｇ
【アレルゲン】

小麦・乳

¥486

ドイツパンの店
ベッカライカフェ・リンデ
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