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Plain bread Rice flour bread baguette Campagne Croissant Milk bread

（米粉30％） クロワッサン （6個入）

トースト食パン 米粉の食パン バケット ロデブ 発酵バターの パンラテ

小麦の風味UP！ しっとり食パン 生地を使用 長時間発酵のカンパーニュ 発酵バター使用 ミルク風味のロールパン

トーストすると クルミ入りで、 低温で長時間熟成させた しっとり、もっちりとした 香り高い、ベルギー産 しっとりとした、

¥420 ¥480 ¥340 ¥500 (1/2 \250) ¥240 ¥360

フォカッチャ フォカッチャ ブレッド＆バター イチジクと グリ・ゴル・クリ パンプキンシード
Focaccia Olive focaccia Butter bread Fig, walnut and rais ins Gruyere, Gorgonzola and cream cheese Pumpkin Seeds　bread

イタリア定番！ アンチョビ入りの バターを巻き込んだ ぎっしり、ずっしり！ グリュイエール、ゴルゴン カボチャの種とヒマワリの種

（オリーブ） レーズンとクルミ ブレッド

食感がクセになる一品！

小型の食パンに焼きました グリーンオリーブ使用 ふわパン ゾーラ、クリームチーズ がたっぷり入った、香ばし

Cheese focaccia Rock salt focaccia Gorgonzola and honey Herb sausage and ratatouille Marinated onions Mentaiko and cream cheese

\380 (1/2 \190) \420 (1/2 \210) \680 (1/2 \340) \1,200 (1/2 \600) \1,200 (1/2 \600) ￥720（1/2 ￥360）

フォカッチャ とラタトゥイユ チャバッタ クリームチーズ

チーズの 塩フォカッチャ ハニーゴルゴン ハーブソーセージ 玉葱マリネの 明太子と

フォカッチャ ぷりかかったフォカッチャ たまらない！ マジュラムの効いた マリネした玉葱を使用 ニンニクを使用

チーズ入りのモチモチ 塩入りオリーブオイルのたっ ゴルゴンゾーラ好きには じっくり煮込んだ野菜と オリーブオイルと岩塩で 明太子とフランス産

ラズベリー風味、

粗挽きウインナー カシューナッツ

ソーセージ

\480 (1/2 \240) ¥160 ¥340 ¥340 ¥320 ¥320

Dry salt bacon Bacon epi Celery and wiener Pancetta　cashew nut Pain au chocolat Pain au chocolat raspberry

（ラズベリー）

乾塩ベーコン ベーコンエピ セロリラブラぺと パンチェッタと パン・オ・ショコラ  パン・オ・ショコラ

レーズン入り

¥320 ¥280 ¥340 ¥320 ¥300 ¥300

ベーコン使用 お食事、おつまみパン トレードチョコレート使用

うまみたっぷりの 乾塩ベーコン ウインナーのドックパン ナッツの甘味、食感も楽しい トレードチョコレート使用 オーガニック、フェア

乾塩法で作られたお肉の プロヴァンスハーブ香る 根セロリの酢漬けと 生ベーコンの塩味とカシュー オーガニック、フェア
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ブリオッシュ・ ブリオッシュ 山の根あんぱん クロワッサン・ダマンド・ クロワッサン・ダマンド・ チョコバナナの
custard cream brioche anpan yamanone anpan Cinnamon cream croissant Pistachio cream croissant Chocolate banana babka

相模原の平飼い卵の オーガニック粒あん使用 オーガニックこしあんと シナモンのアーモンド ピスタチオのアーモンド 生バナナ、シナモンクリーム

クレーム あんぱん シナモン ピスタチオ バブカ

のせました のせました 手土産にもどうぞ！

カスタードクリーム入り ローストクルミ使用 クリームをクロワッサンに クリームをクロワッサンに 、オーガニックチョコ

Pistachio Babka Chestnut babka Milk cream Ganache brioche cinnamon roll Mini Croissant

¥220 ¥220 ¥240 ¥340 ¥340 \1,200 (1/2 \600)

ガナッシュ （５コ入り）

ガニックのホワイトチョコ オーガニックチョコ 使った、濃厚な 濃厚で、ビターな味わいが

ピスタチオの 渋皮栗のバブカ ミルクフランス ブリオッシュ・ シナモンロール プチクロ

\1,200 (1/2 \600) \1,000 (1/2 \500) ¥240 ¥320 ¥320 ¥360

しっとり洋菓子みたい！ 季節限定かも！ ミルククリームです 大人… レンチンしても美味しい！ 小腹が空いたときに！

レーズン食パン 全粒粉の食パン
Raisin bread Whole grain bread

　曜日限定メニュー

チーズクリーム ５個セットです。おやつに

ピスタチオクリームにオー 渋皮栗を使ったクリーム、 発酵バターと北のミルクを オーガニックチョコレート シナモンクリームと 甘くて小さなクロワッサン

バブカ

シナモン風味のレーズン しっとりと香ばしい食パン

※木,土,月のみ発売 ※木,土,月のみ発売

¥500 ¥420

sweets

パンプレッソのパンをご自宅にいながらお求め頂けます。

パン職人として長年の経験を持つ店主が作り出す、素材にこだわり

美味しさを追求したパン。是非ご賞味くださいませ！

＊また、上記のもの以外の商品もございます。お近くにお越しの際は、是非店頭でご覧下さい＊

（焼菓子、オーガニックドリンク各種）

※ご注文は 2日前（配送日を除く）までにお願い致します。

※￥１５００以上のご注文でご利用いただけます

< 定休日：火、水 >

逗子市山の根1-2-33GAビル1階

☎ 046-845-9781

ご注文は、コミュニティーデリバリー逗子（コーデリ逗子）で承ります。

☎ 050-5357-7764
営業時間：年中無休 10時〜20時（ラストオーダー 19時30分）


