
ビアブロート
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
204Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦

休止中

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）

小麦粉、ライ麦粉、
イースト、塩、生乳
207Ｋカロリー/100g

【アレルゲン】小麦・乳 ¥648

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。
（木曜日限定商品）

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
２３０Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】 小麦・ゴ
マ

¥783

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）

小麦粉、アーモンド、
国産小麦全粒粉、人
参、イースト、塩

２５4Ｋカロリー/100g
【アレルゲン】
小麦・アーモンド
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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。

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
）　246Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】小麦・バナ
ナ

¥540

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、国産小麦の粗挽全粒
粉のパン。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
１８７Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦

¥594

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。

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　　２３４Ｋカロ
リー/１００ｇ
【アレルゲン】
小麦・ゴマ

¥648

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、酸味
料、乳化剤、Ｖ．Ｃ
３１２Ｋカロリー/１００ｇ
【アレルゲン】
小麦・乳・卵・オレンジ

¥810

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．
Ｃ、酸化防止剤（トコフェ
ロール）　242Ｋカロリー
/100ｇ
【アレルゲン】小麦

休止中

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
２５２Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦・乳・卵

¥324

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
211Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦・大豆

¥648

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
２２０Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥324

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
２０４Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】小麦・大豆

¥189

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

２２４Ｋカロリー/100ｇ

【アレルゲン】
小麦

¥324

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３０８Ｋカロリー
/100ｇ
【アレルゲン】
小麦・クルミ・ゴマ

¥297

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、調製ラード、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）
１４９Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】小麦・大豆

¥189

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）
205Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・クルミ・ゴマ

¥270

か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
１６４Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦 ¥162

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
190Kカロリー/１個
【アレルゲン】小麦・乳・大
豆

休止中

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
１６３Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・乳・卵・ゴマ

¥216
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