
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
167Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・乳

¥189

　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）
236Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・乳・卵・リンゴ・大豆

¥297

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、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）、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）、
１６６Ｋ～１８４Ｋカロリー/１
個
【ｱﾚﾙゲン】
小麦・大豆・ゴマ・乳（ﾁｰｽﾞ）

¥162

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）
２７９Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】小麦・乳・卵・大豆

¥270

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
１７４Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・卵・乳

¥189

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N
ａ）、増粘多糖類、酸味料、着色
料（ｶﾛﾁﾝ、紅花、紅麹、）
251Ｋカロリー/１個【アレルゲ
ン】小麦・乳・卵・クルミ

¥243

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181Kカロリー/1個
白けし181Kカロリー/1個
白ごま184Kカロリー/1個
ひまわり199Kカロリー/1個
【アレルゲン】小麦・ゴマ

¥162

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）　321Ｋ
カロリー/１個【アレルゲン】
小麦・乳・卵・大豆

¥270

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
１６4Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦

¥162

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）　　　　　　　　221Ｋ
カロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・乳・卵

¥243

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）　243Ｋカロ
リー/１個【ｱﾚﾙｹﾞﾝ】小
麦・乳、豚肉

¥297

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）
233Ｋカロリー/１個　【アレル
ゲン】小麦・乳・アーモンド

¥243

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　２１８Ｋカロリー/１
個【アレルゲン】小麦・ゴ
マ・豚肉

¥216

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　　　　２４３Ｋカロ
リー/１個　　【アレルゲン】小
麦・乳

¥189

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
１７５Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦

¥162

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
２０７Ｋカロリー/１個当たり
【アレルゲン】
小麦・乳・卵

¥216

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
２２４Ｋカロリー/100ｇ
【アレルゲン】
小麦

¥189

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Nａ）、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）
358Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】小麦・乳・卵・リン
ゴ

¥432

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
１６１Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】
小麦・乳・卵

¥216

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）
281Ｋカロリー/１個
【アレルゲン】小麦・乳・卵

¥432


