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今月のフルーツ

Monthly Fruits

巨峰アイスティー

〈今月のジュース〉Juice

巨峰＆ジン

〈今月のカクテル〉Cocktail

巨峰（レギュラー）

〈今月のフルーツ〉Fruits

Kyoho Ice Tea

Kyoho & Gin

Kyoho grape（ regular）

巨峰（スモール）
Kyoho grape（small）

650

350

1,200

1,400

秋のフルーツの代表格「巨峰」に

ラスイートオリジナルアールグレイティーを合わせ

巨峰のジューシーな甘い香りと、

アールグレイの優しい上品な香りが絶妙なバランスで

さっぱりと飲みやすい口当たりに仕上げました。

旬の巨峰に白ブドウの原酒から作られたジンを使い

スタンダードカクテルのGin&Appleをリメイクし、

飲みやすくフルティーな味わいに仕上げました。

ポリフェノールが豊富な巨峰は夏の紫外線で疲れた肌や夏バテ、

熱中症予防にも効果的でこの時期にぴったりなカクテルです。

テイクアウトでもご注文いただけますのでスタッフにお申し付けください。お席までお持ちいたします。

日本一のぶどう生産地、山梨県産の巨峰は、山々に囲まれて昼夜の温度格
差が大きい気候の寒暖差が、美味しいぶどう栽培にぴったりの産地です。
ぶどうの甘みはブドウ糖と果糖によるもので、食後速やかに分解・吸収
されるため、身体を動かす前や勉強や仕事で頭を働かせる前に、良質の
エネルギー源としておすすめです。
巨峰は一番喜ばれる人気のあるぶどうで「ブドウの王様」とも広く賞賛され
ています。







ル・パン特製サンドウィッチ
Sandwich

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。 ※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us. The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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淡路牛100%パティ、チェダーチーズ、
グリーンリーフ、トマト、ディジョンマスタード、
オニオンピクルス、ラ・スイート特製オーロラソースを
少し甘めのル・パン特製ミルクフランスパンで挟んだ
プレミアムバーガー。

LE PANでは、小麦本来の味わいや、ひとつひとつのパンの食感をより愉しんでいただけるよう原材料にもとことんこだわります。
石臼挽きのフランス産オーガニック小麦、カナダ産小麦、ドイツ産ライ麦、兵庫県小麦、パンの種類によって果実や穀物からおこした、
2種類の自家培養天然酵母種を使用しております。 

あ わ じ

あ わ じ ぎ ゅ う

1 ル・パン特製バンズ使用 プレミアム淡路牛１００％のスモーキーチーズバーガーと
淡路たまねぎと自家製ベーコンの
ジャーマンポテト

ル・パン神戸北野 ブーランジェのこだわり

Cheeseburger with Awaji beef

+600ランチ&ディナーセット

1,200

ぜんりゅうふん ばんしゅう  ひゃくにち

播州百日どりのもも肉ローストをメインに
大山ベーコンと七福卵、新鮮野菜を全粒粉のパンでサンド。

2 全粒粉パンと“播州百日どり”の
クラブハウス サンドウィッチ 
Clubhouse sandwich 

+600ランチ&ディナーセット

950

500

淡路島の釜炊き塩、自凝雫塩と旨みが強く脂身の少ない、
国産ポークのモモ肉ミルフィーユカツをサンドしました。
間に挟んだ葱とエキストラバージンオイルマリネがアクセント。

3“自凝雫塩”のミルフィーユカツサンドウィッチ
Mille-feuille style pork cutlet sandwich

+600ランチ&ディナーセット

950

絶妙なコンビネーションがたまらない“自凝雫塩”の
ミルフィーユカツサンドウィッチと“七福卵”の玉子サンドウィッチ。

4 湯種食パンと夢前町産“七福卵”の玉子＆“自凝雫塩”の
ミルフィーユカツのコンビネーションサンドウィッチ
Egg sandwich & Mille-feuille style pork cutlet sandwich

+600ランチ&ディナーセット

750

おのころしずくしお

全粒粉のパン使用

パン・ド・ミ食パン使用

六甲山麓ミルクパン使用

ゆだね ゆめさきちょう しちふくらん おのころしずくしお

湯種食パン使用

オープニングキャンペーン
〈今だけ〉ドリンクセット

が無料！+350

+350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

無着色 無香料 保存料なしパン生地／

パン・ド・ミ食パン使用

あります
サイズ
ハーフ

あります
サイズ
ハーフ

あります
サイズ
ハーフ

ハーフ
サイズ

500ハーフ
サイズ

400ハーフ
サイズ



ル・パン特製サンドウィッチ
Sandwich
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湯種食パンと夢前町産“七福卵”の玉子＆全粒粉パンと
“播州百日どり”のクラブハウスのコンビネーションサンドウィッチ

ランチ&ディナーセット Lunch & Dinner Set〈+600〉
●兵庫県玉葱協会公認 淡路たまねぎスープ

●ラ・スイート特製シャルキュトリ
　丹波黒豆味噌とモチ豚のソーセージ

●地元野菜使用の
　ミニサラダ

●セットドリンク
ラ・スイート特製
シャルキュトリ

淡路たまねぎ
スープ

あわじ

たんば 　 　くろまめみそ

Awaji island onion soup

Original charcuterie Tamba blackbeans miso and pork sousage

Small salad

Set drink

6

湯種食パンと夢前町産“七福卵”の玉子＆湯種食パンと熟成大山ハム&
2種のチーズ［モッツァレラチーズ・チェダーチーズ］のコンビネーションサンドウィッチ

7

5

湯種食パンと夢前町産“七福卵”の玉子サンドウィッチ
（淡路たまねぎのタルタルと合わせて）

8

ゆだね じゅくせい だいせん

オープニングキャンペーン
〈今だけ〉ドリンクセット

が無料！+350

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。 ※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us. The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.

ばんしゅうひゃくにち

人気の“七福卵”の玉子サンドウィッチとクラブハウスサンドウィッチの
コンビネーションサンドウィッチ。2種類のパンで食べ比べも愉しめます。

Egg sandwich & Clubhouse sandwich

750 +350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+600ランチ&ディナーセット

750 +350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+600ランチ&ディナーセット

ゆだね ゆめさきちょう しちふくらん ぜんりゅうふん

湯種食パン使用

全粒粉のパン使用

シンプルだからこそのおいしさが愉しめる2つのコンビネーションサンドウィッチ。
どちらも素材だけで充分においしいサンドウィッチです。

Egg sandwich & Ham & cheese sandwich

650 +350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+600ランチ&ディナーセット

ゆだね ゆだねゆめさきちょう しちふくらん

湯種食パン使用

ゆだね ゆめさきちょう しち ふくらん

兵庫県夢前町産“七福卵”を淡路たまねぎ使用のタルタルソースで合わせ、
もっちりやわらかい湯種食パンでサンド。

Egg sandwich

550 +350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

+600ランチ&ディナーセット

あ わじ 湯種食パン使用

芳醇な熟成香と豊かな旨みでしっかり残る肉の食感が特徴の熟成大山ハムを
使用したサンドウィッチ。2種のチーズの香りとバランスも絶妙です。

湯種食パンと熟成大山ハム&2種のチーズ［モッツァレラチーズ・チェダーチーズ］の
サンドウィッチ
Ham & cheese sandwich

湯種食パン使用

じゅくせい だいせん

400ハーフ
サイズ

350ハーフ
サイズ

300ハーフ
サイズ

あります
サイズ
ハーフ

あります
サイズ
ハーフ

あります
サイズ
ハーフ



アラカルト
à la Carte

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。 ※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us. The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.

た ん ば

あ さ く ら さ ん し ょ

500〈1本〉 800〈2本〉
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800

スパイスやハチミツ、カシューナッツで風味をつけた兵庫県丹波地鶏の
しっかりとした肉質のもも肉を低温でじっくりローストしました。

1,000丹波地鶏もも肉の低温ロースト
カシューナッツ風味
Roasted Tamba chicken

1,000

兵庫県丹波産黒豆で作る味噌とモチ豚のソーセージ。
コクがあり後味にハーブが香ります。

ラ・スイート特製シャルキュトリ
丹波黒豆味噌とモチ豚のソーセージ
Original charcuterie Tamba blackbeans miso and pork sousage

日本を代表する神戸牛をしっとりとしたテリーヌに仕立てました。
爽やかな香りの兵庫県養父市特産の朝倉山椒と一緒に
召し上がっていただきます。

神戸牛のフレッシュテリーヌ
朝倉山椒と共に
Kobe beef terrine

30日間低温熟成させた自家製のベーコンを
厚切りステーキにしました。

30日熟成淡路産モチ豚ベーコンステーキ
Aged bacon of Awaji Mochi Pork

た ん ば

あ わ じ

く ろ ま め み そ

フランス料理の食文化の中で生まれた肉のお惣菜の魅力にとりつかれ
シャルキュトリの本場フランスを毎年訪れ、技術を取得。
豊富な食材を使用し、さまざまな調理方法で生み出す自家製シャルキュトリは発酵や熟成、
燻製などの豊富なバリエーションが特徴。自家製のシャルキュトリは10種類以上にわたる。

シャルキュティエ 長岡 綾
ながおか りょう

自家製シャルキュトリ

自家製シャルキュトリ

自家製シャルキュトリ

自家製シャルキュトリ



アラカルト
à la Carte

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。 ※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us. The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.

あ わ じ せ と う ち
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歯ごたえを残すように茹であげた蛸と、甘みある淡路産たまねぎを
爽やかな香りのするハーブのディルとビネガーでさっぱりとマリネしました。

カマンベール、ゴルゴンゾーラ、グリエールのチーズ3種を
ハーブやオリーブ、ガーリックで漬け込んであります。

800蛸と淡路産たまねぎの瀬戸内マリネ
ディルの香り
Marinated octopus and onion

チェリーのような一口サイズのモッツァレラチーズと旨みがたっぷりの
ドライトマトを兵庫県産バジルと共にイタリア・カプリ風サラダ「カプレーゼ」に
仕立てました。

イタリア産チェリーモッツァレラとドライトマト、
兵庫バジルのカプレーゼ
Caprese-dried tomatoes with Italian mozzarella cherries and basil

800

800

甘みが強いジャガイモ「インカのめざめ」と淡路たまねぎ、
自家製ベーコンを香ばしくソテー。
ビールやハンバーガーのお供にもよく合います。

淡路たまねぎと自家製ベーコンの
ジャーマンポテト
German fried potatoes and Awaji onions

800

三種チーズとオリーブのハーブマリネ
Marinated three kinds of cheese and olive

あ わ じ

800

添加物を使わず焼きあげられたル・パン特製のパン・ド・カンパーニュに
自家製スパイシートマトソースを塗りイタリア産の生ハムをのせた
オープンサンドです。

ル・パン特製無添加パン・ド・カンパーニュと
イタリア産プロシュートのクロスティーニ
Open-faced prosciutto sandwich



サラダ
Salad

※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。 ※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us. The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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ばんしゅう ひゃくにち

ささやま

上質なイタリア産生ハムとまろやか味でたっぷり食べられる、
採れたて野菜の特製シーザーサラダ。

イタリアマンドーヴァ産の生ハムと
採れたて野菜のシーザーサラダ
Caesar salad of prosciutto and fresh vegetable

980

国産もも肉を低温調理し柔らかく仕上げたローストビーフサラダ。
色々な食感を愉しめる新鮮野菜と、
オレガノ、バジル、タイム、マジョラムなどのハーブを、
白醤油のドレッシングとともにご賞味ください。

ラ・スイート特選ローストビーフサラダ
白醤油ドレッシング
Roasted beef salad

980

全国銘柄鶏好感度コンテストで優秀賞に輝いた
「播州百日どり」の照り焼きや
丹波篠山市で取れた白大豆をはじめ、
たくさんの食材が入った栄養面でも優秀なヘルシーサラダ。

播州百日どりの照り焼きと
篠山産白大豆サラダ 塩ドレッシング
White soy bean and chicken salad

780

アルファルファは栄養のバランスがよく、『野菜の王様』とも
呼ばれています。ぱりぱりとして水 し々い食感が特徴の
栄養値の高いさっぱりしたベジタブルサラダ。

採れたて新鮮野菜と
アルファルファのベジタブルサラダ
Alfalfa salad

680



※アレルギーや苦手な食材がある場合はお気軽にお申し付けください。 ※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
If you have any allergy in food or you do not eat, please kindly inform us. The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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350

蓮オリジナル 丹波篠山産 黒大豆甘煮

蓮オリジナル
丹波篠山産 黒大豆甘煮

あ り ま さ ん し ょ うせ と う ち

た ん ば さ さ や ま く ろ だ い ず あ ま に

1,500

3,000

内容量 290g

［2個入り］
（固形150g）

お土産やギフトに人気の高い、蓮オリジナルの商品を店頭にて販売しております。

黒豆特有のモチモチとした食感は、
幅広い世代の方にお召し上がりい
ただけます。

総料理長手仕込み
瀬戸内産ちりめん有馬山椒

1,000内容量 75g

やわらかく味にも定評のある瀬戸内産
のちりめんを使用。有馬山椒と小豆
島産特選醤油で炊き上げました。

総料理長手仕込み
六甲みそ 鯛味噌

1,000内容量 100g

白味噌・赤つぶ味噌・田舎つぶ味噌
の3種でじっくり練り込んだ一品を
お愉しみください。

神戸ビーフジャーキー

1,350内容量 20g

熟練した職人が風味・食感を最大限
に引き出すため、すじ・脂を丁寧に
カット。「ひと口」で「肉の違い」を存分
にご堪能いただけます。

ギフトにも最適

スピードメニュー

Speed Menu

黒豆の中では最高級品といわれる兵庫県丹波篠山産の中でも
大粒だけを当店の職人が素材を吟味しています。

350

総料理長手仕込み 瀬戸内産ちりめん有馬山椒
「神戸みなと温泉 蓮」総料理長の島武行が手掛ける日本料理の伝統の技、有馬山椒。
瀬戸内産のちりめんをふっくらと炊き上げました。

350

総料理長手仕込み 六甲みそ 鯛味噌
総料理長が手掛ける秘伝の合わせ味噌。
六甲みその3種の味噌と、職人の技と心を国産真鯛でお作りしました。

1,350

神戸ビーフジャーキー
ひと口召し上がるだけで「肉の違い」を存分に感じる、
ジューシーで柔らかな神戸牛100％のビーフジャーキー。
その霜降りの多さゆえ、表面はしっとり、食感もソフトに仕上がっており、
お酒にもぴったりです。

350

ミックスナッツ
数種類の厳選ナッツを一緒に愉しめるミックスナッツ。
お酒のおつまみだけでなく、不飽和脂肪酸・ビタミン・ミネラルといった、
不足しがちな栄養素を手軽に補えるのが魅力です。

ろ っ こう

神戸みなと温泉 蓮

神戸みなと温泉 蓮

神戸みなと温泉 蓮



クロワッサン オ ブール 六甲山麓ミルクフランス

※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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※上記商品は季節・仕入れ状況により売り切れの場合がございます。ご迷惑をお掛けしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

フランス産発酵バター
メロンパン

ル・パン 神戸北野特製パンメニュー

260

アレルギー表示

七福卵、六甲山麓牛乳で練りあげた特製ブリオ
ッシュパンをフランス産イズニーバターとオーガ
ニックシュガーの生地で包みこみ、風味豊かに
焼き上げました。

パン オ ノア レザン

300

アレルギー表示

パン ド カンパーニュの生地にオーガニックレー
ズン、クルミを入れた田舎パン。酸味があり従来
の天然酵母パンに比べ食べやすいのが特徴。
赤ワインや濃厚なチーズとご一緒にどうぞ。

パン オ ノア フリュイ

300

アレルギー表示

パン ド カンパーニュの生地にセミドライのフルー
ツとクルミを入れた田舎パン。
ほのかな果実の風味とコクが愉しめます。
赤ワインや濃厚なチーズとご一緒にどうぞ。

あらびきポークと淡路産
玉葱パン

あわじ

あ わ じ お の こ ろし ずくし お

ろ っ こうさ ん ろく

だ い せん ぼくじょうた ん ば だ い な ご ん

250

アレルギー表示

フランスパンの生地にマスタードを塗り、グリル
した大山ハムのあらびきポークウインナーとフレ
ッシュな淡路玉葱を包みました。オリーブオイル
とうすくち醤油を塗り、香り豊かに仕上げました。

ル・パンの
かわいいクリームパン

250

夢前町の「七福卵」を使用したブリオッシュ生地
にバニラビーンズを使用したカスタードクリーム
をたっぷり包みキノコのような可愛い型に焼き上
げたル・パンオリジナルのクリームパンです。

トロワ フロマージュ

280

アレルギー表示

アレルギー表示

アレルギー表示

トマトとクリームチーズの
カンパーニュ

360

旬のフルーツから作った果実種で発酵させた
カンパーニュ生地に、ブラックオリーブを練り込
み、フランス産クリームチーズとセミドライトマト
をのせて焼き上げました。香り高い逸品です。
アレルギー表示

淡路産自凝雫塩パン

280

米粉をブレンドした生地に、発酵バターを巻き
込み、杉樽で熟成したこだわりの「自凝雫塩」を
トッピングしてサックリと焼き上げたル・パンオリ
ジナルのやさしい味わいの「塩パン」です。
アレルギー表示

240

フレッシュバターの風味が香るル・パン一押し
の口どけの良いクロワッサン。
高温・短時間で焼き上げるため、表面はサクサク
で、中はもっちりとした食感が愉しめます。

アレルギー表示

スパイシー ベーコン

330

スモーク薫るベーコンとゴーダチーズを包んで
おり、どれをとっても間違いなく美味しい一品
です。
※お子様や辛い物が苦手な方はご遠慮ください。

アレルギー表示

240

ソフトフランス生地に、自家製ミルククリームを
挟みました。濃厚なのに後味がすっきりしたミル
ククリームの優しい味わいは女性やお子さまに
もおすすめです。

歯切れよく軽いバケットレジェの生地に3種の
チーズをあわせ焼き上げ、ミックススパイスを
トッピングしました。お子様から大人までお召し
上がりいただけるチーズのパンです。

大山牧場の
パニーニベーコンチーズ

290

アレルギー表示

兵庫県高本農場の米粉使用した、もっちりパン
に大山牧場乾塩ベーコンとスイス産グリエール
チーズをはさみグリルしたイタリアのサンドパン
です。

丹波大納言
あんバターコッペ

370

アレルギー表示

10 0％六甲山麓牛乳で練りあげた、ほのかに
甘いソフトフランスパンに丹波小豆粒あんと、
フランス産イズニーバターをサンドしました。

ラ・スイート特製カレーパン

380

アレルギー表示

赤ワインと香味野菜で煮込んだ国産特選牛を
風味豊かなカレーに閉じ込めました。噛むほどに
広がる肉の旨味と野菜の程よい甘みとスパイス
の余韻を残す、味わい深い一品です。

パン ド カンパーニュ

320

アレルギー表示

旬の果物から作った果実種で発酵させたカン
パーニュ（仏語で田舎）。
ほのかな果実の風味が愉しめます。
程よい酸味のため食べやすいのが特徴。
トーストすると香りがさらに引き立ちます。

テイクアウトまたは店内でお召し上がりのお客様は、スタッフにご注文ください。お席までお持ちいたします。

ル・パン神戸北野 ブーランジェのこだわり パン生地／ 無着色 無香料 保存料なし



※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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デザート
Dessert

「ル・パン神戸北野」の特製ケーキとお飲物を
お愉しみいただけます。
季節限定のケーキやル・パン定番のケーキなど、
日替りでご用意いたしております。
詳細はスタッフまでお尋ねください。 

 Cake with Coffee or Tea

ル・パン神戸北野
特製ケーキセット

ふんわりもっちりとした食感ながら、
口どけの良いスポンジに仕上げ、
たっぷりのイチゴと甘さ控えめの
生クリームをサンドしました。

ガトー・ル・パン

［日替り］ル・パン神戸北野特製ケーキメニュー

540 アレルギー表示

フランスの伝統菓子「サントノーレ」を
ル･パン風にアレンジした一品です。
甘酸っぱいあんずと紫蘇の風味の
爽やかなマリアージュをお愉しみください。

あんずと紫蘇のサントノーレ

560 アレルギー表示

チョコレートとオレンジのムースと、
少し苦みのあるオレンジの
マーマレードジャムを
ムースの中にとじ込めました。

ショコラ・オランジュ

560 アレルギー表示

期間限定 夏フェア商品

ミルクチョコレートのガナッシュを入れた
サクサクのタルトの上に、
パッションフルーツのムースをのせました。
ココナッツの香りを忍ばせた、
チョコレートスイーツです。

パッションココ

540 アレルギー表示

期間限定 夏フェア商品

ライチのムースの中に爽やかな
グレープフルーツのジュレを閉じ込め、
アールグレイのブリュレで香りと
コクを演出しています。
見た目に夏らしく、食べ応えのある一品です。

ピンクグレープフルーツと
ライチのムース

540 アレルギー表示

期間限定 夏フェア商品

桃のムースと杏仁のムースをあわせ、
旬の桃のコンポートを贅沢にのせて
仕上げました。
ジューシーな果肉となめらかなムースの
ハーモニーをお愉しみください。

桃と杏仁のムース

580 アレルギー表示

期間限定 夏フェア商品

日替り

オープニングキャンペーン
〈今だけ〉ドリンクセット

が無料！+350

+350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン



※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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デザート
Dessert

ル･パン神戸北野の新商品「とろけるジュレゼリー」の
瀬戸内レモンと清涼感のある洋梨のコンポートを
贅沢に使ったデザート。
瀬戸内産レモン果汁をたっぷり使用し、
神戸ウォーター六甲布引の水を使用した、
やわらかな酸味と香りを洋梨の果実感とともに
お愉しみいただけます。

Compotes de Poire & Gelée de Lemon

洋梨のコンポート
瀬戸内レモンのジュレ添え

700

オープニングキャンペーン
〈今だけ〉ドリンクセット

が無料！+350

+350ドリンクセット 無料！
オープニングキャンペーンオープニングキャンペーン

日本一の酒処の灘五郷を代表する銘酒のひとつ
「福寿」の純米吟醸を使用した
ちょっと大人なゼリー。

FUKUJU & YASUTOMI YUZU

〈ル・パンのとろけるジュレゼリー〉

「福寿」純米吟醸と安富ゆず

瀬戸内産レモン果汁をたっぷり使用した贅沢なゼリー。
環境省の「名水百選」にも選ばれ、
究極のミネラルバランスを保持している
六甲山系布引渓流の水を使うことで、
優しい甘さのある味わいを引き出しています。

SETOUCHI LEMON
瀬戸内レモン

ル・パン ギフト新商品

7602個セット 1,0903個セット 2,1806個セット 4,21012個セット

ギフトにも最適！

環境省の「名水百選」にも選ばれた、究極のミネラルバランスを保持している六甲山系布引渓流の水を使うことで、
優しい甘さのある味わいを引き出しています。



※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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お土産やギフトに人気の高い、最高品質の豆を使用した
「ラ・スイート神戸 オリジナルブレンドコーヒー」や、
ティーアドバイザー厳選の「ラ・スイート神戸 オリジナルティー」は店頭にて販売しております。

900●オリジナルブレンドコーヒー〈２００g〉 900●オリジナルティー〈２０ Tea bags〉

LA SUITE Tea Selection
ラ・スイート ティーセレクション

nash Organic herbal tea
nashオーガニックハーブティー

Ronnefeldt Tea Selection
ロンネフェルト ティーセレクション

コーヒー
Coffee

Tea

Coffee（Hot or Iced）
炭焼きコーヒー（Hot or Iced） 500

Café au lait（Hot or Iced）
カフェオレ（Hot or Iced） 600

Caffé latte（Hot or Iced）
カフェラテ（Hot or Iced） 600

Cappuccino
カプチーノ 600

Espresso
エスプレッソ 〈single〉

〈double〉
400
600

ティー

Breakfast Darjeeling（Hot）
〈ブレックファーストダージリン〉（Hot） 600

Assam Bari（Hot）
〈アッサム・バリ〉（Hot） 700

Mint（Iced）
〈ミント〉 700

Camomile（Iced）
〈カモミール〉 700

Rooibos（Iced）
〈ルイボス〉 700

English breakfast（Hot）
〈イングリッシュブレックファースト〉（Hot） 700

Camomile（Hot）

Rooibos cream orange（Hot）

〈カモミール〉（Hot） 700

〈ルイボスクリームオレンジ〉（Hot） 700

Premium Earl Grey（Hot or Iced）
〈プレミアム アールグレイ〉（Hot or Iced） 600

（Iced）

（Iced）

（Iced）



※表示価格は「日本円」となり、別途消費税を申し受けます。
The prices above are in Japanese yen, and tax will be added to the prices.
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Orange Juice

Grapefruit Juice

Coca-Cola 

Ginger Ale

Melon Soda

Calpis ・ Calpis Soda

Oolong Tea

Milk

オレンジジュース 

グレープフルーツジュース

コカ・コーラ 

ジンジャーエール 

メロンソーダ 

カルピス・カルピスソーダ 

ウーロン茶 

六甲山麓牛乳

500

500

500

500

500

500

500

500

ソフトドリンク
Soft Drinks

ろっこうさんろく

マンゴージュース
Mango Juice

600

アサイージュース
Acai Juice

600

ノンアルコール・シードル

Cidle Juice
〈ル・ポルミエ・ペピネル ロゼ〉

人参ジュース
Carrot Juice

リンゴ汁
じる

Apple Juice
ゴールデンパイナップル
ジュース
Pineapple Juice

純トマトジュース
Tomato Juice

クランベリージュース
Cranberry Juice

900

600

600
600

600

600
果実味たっぷりのリンゴに花々を
ブレンドした華やかな香りたちのロゼ。

果実をまるごと搾ったクランベリーの
味・香りがそのまま味わえるジュース。

甘みが強く、酸味が少ない品種。
フレッシュパインをほおばっているよう。

国産人参だけではなく驚くほど甘い
ニュージーランド産人参を
絶妙のバランスでブレンド。

甘味や酸味がないあっさりとした風味。
奥深い味わいのなかにあるほのかな
渋みはアントシアニンに由来しています。

信州で穫れたふじりんごを
そのまますりおろしたストレート果汁。

国内産の桃太郎種トマト。
塩を少し加えることで、
トマトの甘味を引き立たせています。

果肉感たっぷり、甘さとうまさが
凝縮された青臭さのない、
完熟マンゴの美味しさに満たされます。


