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　富士山の溶岩を使用した石窯でパンを焼いている。
遠赤外線効果が高く、ふっくらもっちりとしたおいしさ
が人気。香りのよい国産小麦を使用し、ハード系食パ
ン、黒五穀食パンからお惣菜パンまで種類が豊富。

西宮市小曽根町3-8-24
営／火～金　9時～19時
　　土・日・祝8時～19時
月曜定休
20798-47-8787
http://www.pannomi.jp/

富士山の溶岩釜で焼いた
もっちり＆しっとりした春を満喫するパン

吟醸・小麦ん棒　391円
西宮市認定のおみやげ。酒粕入り
ラスクの外はパリッ、中はしっとりの
新食感。

西宮市甲子園網引町2-19
営／8時～19時
日曜定休
20798-48-3066

富士山の溶岩窯の店
Season factory パンの実
〈シーズンファクトリー パンノミ〉

　長時間発酵させてサンドイッチに
合う自家製パンを使ったサンドイッチ
カフェ。トーストしたパンはサクサク香
ばしく、焼かないパンはふんわりした
食感。1日限定50食でオーダー後に
作るので、できたてが味わえる。

西宮市南越木岩町7-26 ファストリバー１Ｆ
営／11時～18時（L.O.）（売切れ次第終了）
火曜・第3月曜（祝日の場合営業）
20798-74-6461　http://saavourer.net

こだわりの食パンと
茶美豚を使った
ボリュームたっぷりカツサンド

SANDWICH CAFE Savourer
〈サンドイッチ カフェ サヴーレ〉

　赤いテントが目印の可愛いお店で、パンを作る様子
が見える。「お子さんから年配の方までパンを食べてほ
しい」とハード系からおやつ系まで、毎日100種類が店
内に並ぶ。オリジナリティあふれるパンが地元で好評。

芦屋市打出町1-6
営／7時半～18時半
日曜・第1・3月曜定休
20797-34-8804

西宮市川添町4-2 1F
営／金：9時～18時　土日：7時～18時
月～木曜定休
20798-42-8544
http://encore-un-matin.com

100種類以上が並ぶ
地元に愛されるお店の春の新作パン

Boulangerie Les Mieux〈ブーランジェリー レ・ミュウ〉

　オーナーの片山さんが愛情をたっぷり注いで焼
き上げているパン屋さん。食パンやハードトース
ト、フランスパン、おやつパンまでたくさんの種類を
少しずつ用意しているので早い者勝ち。デニッシュ
も人気あり。

女性オーナーが
丁寧に焼きあげる
愛情たっぷり春のパン

パン工房 Coppe〈パンコウボウ コッペ〉

　店主のペゲロさんはフランスのブルゴーニュ地方出
身のパン職人。“フランスのパン屋をそのままに”をコン
セプトに、本場の味が楽しめる。バゲットやカラクロ、デ
ニッシュ系のほか、フランス菓子も豊富。

フランス人パン職人のこだわりが光る
フランスの春を感じるパン

Encore un matin〈オンコー アン マタン〉

神奈川県産関山桜の花の塩漬けをあしらったエピ。もっちりと
したパンと春の香りが好相性。

［1］桜花エピ…150円

［2］いちごとベリーの溶岩ピザ…150円
ヘルシーな豆乳ソースの上にいちごとベリーをあしらった甘いピ
ザ。甘酸っぱさがたまらない。

［3］パン・ス・プディング…各150円
ふんわりとした食感と甘さ、各素材との組み合わせが絶妙。
（上）新玉ネギ（下）うぐいす豆。

ムラングコロレ　379円
カラフルな彩りが可愛い、大粒のメレンゲ
のお菓子。おもたせにも喜ばれそう。

卵は新鮮な京都産の「京た
まご茶乃月」を使用。口どけ
のよいフワフワのパンと卵と
ハムのコラボを楽しんで。

卵とハムのミックスサンド
900円

ジューシーであっさりして臭みがない茶美豚のヘレカツを使用。
トーストした自家製パンと絶妙な美味しさ。

かつサンドイッチ 950円

　ホシノ天然酵母と国産小麦を使っ
た自家製パンのメニューが充実。ベー
グルはノンオイルで焼き上げ、皮はパ
リッと中はやわらかめ。サンドウィッチ
に合うようにこだわられている。メニュ
ーも豊富で選ぶのも楽しい。

西宮市田代町19-6 コボリマンション北口101号
営／12時～19時（L.O.18時）　水曜定休　20798-65-1605

サンドウィッチに合う
外はパリッ、中はソフトな
ベーグルとチキンが◎

Sabio Cafe〈サビオ カフェ〉

看板ネコ“トンちゃん”をかた
どったクッキーや肉球サブ
レが可愛いパフェ。濃厚な
アイスも店長の手作り。

チョコレートンパフェ
900円

濃厚なクリームソースと絡めたチキンは期間限定。ポタージュ＋ドリン
ク＋特製ケーキのお得なセット。

チキンのフリカッセ風ベーグル Cセット 1,200円

　SPACE Rはカフェ、雑貨、ギャラリ
ー、多目的スタジオ等が備わる素敵
な空間。暮らしを彩るものづくりを大
切にした商品やメニューがそろう。カ
フェでは芦屋の人気店のパンを使っ
たメニューやコーヒーも楽しめる。

芦屋市茶屋之町1-12 スペースR 1F
営／11時～22時（L.O.21時）
年中無休　20797-32-5226　http://www.ryu-ryu.com

寛ぎやつながりを大切に
芦屋のお店とコラボした
メニューが魅力

SPACE R〈スペース アール〉

Riosのミルクパンをクルミ
バタートーストに。バニラア
イスやメープルクルミなどを
トッピング。

クルミキャラメルの
おやつトースト 626円

季節の野菜とふんわり焼き立てのオムレツをサンド。Pan 
TimeのパンとTORREFAZIONE RIOのコーヒーと一緒に。

オムレツサンドセット 1,004円

　自家製酵母を使った体に優しいパ
ン作りで全国的に話題のパン屋さん。
パンや丹波篠山産を中心に自然農・
有機・無農薬の野菜を使用したカフェ
メニューも充実。暖かい日はリニュー
アルしたオープンテラスもおすすめ。

西宮市若松町6-18 ヴィラドコアン　１Ｆ
営／9時半～18時、（ランチL.O.）15時半、（売切れ次第終了）
月曜、第1・3日曜定休　P1台
20798-70-8485　http://ameensoven.com

無農薬野菜と
自家製酵母のパンの
マリアージュを堪能

ameen’s oven〈アミーンズ オーブン〉

有機のナッツがたっぷり入
ったブラウニーは3/15まで
期間限定。無農薬のコー
ヒーor紅茶のセット。

ナッツいっぱい
ブラウニーセット 820円

味の濃い有機野菜のマリネやグリルをシンプルなパンと一緒に。特製
ソースとのバランスが抜群で美味。

旬の野菜のタルティーヌ 788円

● 応募方法：ホームページの応募フォームからご応募ください。
● シティライフ「阪神版 おいしいパンをめぐる プレゼント係」
● ホームページでのご応募…http://citylife-new.com　
● 締め切り…3/25（金）必着
※2は店頭でのお渡しとなります　※応募は2/26以降から可能になります

※個人情報は弊社にて厳重に管
理し、プレゼント商品の発送以外
には使用いたしません。

まろやかプリン　230円
生クリーム仕立ての上品なプリン。
なめらかな舌触りとキャラメルを楽し
んで。

［1］ローズマリーのフォカッチャ…171円
ローズマリーとフランス産ゲランドの塩を散りばめたふんわり
したフォカッチャ。優しい香りのパン。

［2］生ハムとカマンベールの
　  サンドウィッチ…539円
イタリア産生ハムとフランス産カマンベールを挟んだリッチ
で春を楽しめるサンドウィッチ。

［3］サーモンとほうれん草のキッシュ…423円
スモークサーモンとほうれん草が春らしい。カラクロの生地を
ベースに使ったキッシュ。

［1］チーズ入りウインナーと
　春野菜のピザ…300円
新じゃがと春キャベツにたっぷりのチーズを使って焼き上げたピ
ザ。アクセントのカレーが◎。

［2］苺あんキューブ…250円
苺のシロップ漬けと白あんを合わせたあんをクロワッサン生地に
巻き込んだキュートなお菓子パン。

［1］菜の花のフォカッチャ…220円
湯引きした菜の花のほろ苦さと濃厚なモッツァレラチーズを混
ぜて焼き上げたフォカッチャ。

［2］桜あんバターフランス…200円
桜あんとバターをサンドしたフランスパン。無添加の桜あんは春
を感じさせる甘さ。

マフィン　各200円
風味豊かでしっとりリッチな
味。（左）ドライフルーツとナ
ッツ（右）チョコとピーナッツ。

朝食やランチ、おやつ、ディナーと毎日の暮らしに欠かせないパン。
日本でも有数のパンの街・阪神間で春限定パンやカフェのパンメニューを探しました。

パンのお供におすすめのチーズやお惣菜もご紹介します。

ameen’s oven　お買い物券（1,000円分）...................................................3名
Sabio Cafe 　パティシエ特製焼菓子（1,000円相当）...............................3名
SPACE R　リュリュオリジナルステーショナリー（1,000円相当）..........3名
Le Petit Comptoir　チーズ3種セットお食事券（1,000円相当）..............3名
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芦屋市東山町6-6
営／10時半～20時　日・祝は18時まで　不定休
P8台　20797-35-2020
http://grand-food-hall.com

ひと工夫で絶品に
パンとチーズの美味しいいただき方

Le Petit Comptoir〈ル・プティ・コントワール〉

パンと相性抜群のお惣菜で
贅沢なサンドウィッチを

【オススメの食べ方】

【オススメの食べ方】

GRAND・FOOD・HALL ! 
〈グランドフードホール〉

［4］レーズンやナッツ、果物等の入ったパンに
バター or ジャム or はちみつと合わせて。

［5］シンプルなバゲットやハード系のパンに、少
しずつ塗るだけで香りを満喫できる。

［6］ライ麦パン等酸味のあるパンに。リンゴのス
ライスと一緒に食べるとまろやか。

［7］薄くカットしてパンに乗せてトーストすると、と
ろっとしてより香りが広がる。

［1］ハード系のパンにマスタードを塗ってから盛
り付ければ贅沢なサンドウィッチに。

［2］コクのあるチキンには、ライ麦のバゲットなど
酸味のあるパンに合わせて。

［3］バゲットやライ麦パン等をトーストして。スパ
イシー&香ばしさが食欲をそそる。

［1］グリル野菜とローストビーフ
 100g 864円

お肉の味を楽しめる塩味のローストビーフとジャガイモ、カリフラ
ワー、カボチャ等のグリルと一緒に。

［2］ローストチキンとセロリのサラダ
 100g 518円

しっとりと焼き上げたローストチキンをほぐして、セロリ、粒マスタ
ード、テンサイシロップで和えたサラダ。

［3］奧丹波鶏のスパイシーチキン
 100g 324円

奧丹波鶏をケイジャンスパイスで味付けして焼き上げた一品。
胸身のさっぱり感とスパイスが絶妙。

［4］ブルー・ドーヴェルニュ・レクリュ 100g 1,123円
無殺菌乳（レクリュ）から作られるブルーチーズ。クリーミーな生
地に味わい深い青カビがアクセント。

［5］モン・ドール 100g 1,998円　ホール 3,985円
やわらかいチーズ。若い頃は優しい香りで熟成されるほど濃厚
な香りに。毎年3月中旬までしか生産されない。

［6］カマンベール・ド・ノルマンディ 100g 1,058円
本家本元のカマンベール。無殺菌乳を決められたルールを守っ
て作られる。潮の風味が力強い味わい。

［7］栃木産 今牧場 りんどう　100g 1,080円
今牧場のウォッシュタイプのチーズ。軽やかで食べやすく、口の
中でキャラメルのような風味が広がる。

芦屋市大原町4-12 ビューコート芦屋 1F
営／11時～24時　祝日は15時～　日曜定休
20797-26-7855　http://www.le-petit-comptoir.net


