
朝食
Breakfast



※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. 

ばんしゅう  ひゃくにちぜんりゅうふん

ばんしゅう ひゃくにち

おのころしずくしお

Awaji island onion soup

Original charcuterie Tamba blackbeans miso and pork sousage with sauerkraut

A 兵庫県玉葱協会公認 淡路たまねぎスープ付

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
シュークルート添え付

たまねぎきょうか い    こうに んひょうご けん

た ん ば 　   　くろ ま め み そ

あわじ

B

Plus One オススメ追加サイドメニューPlus OnePlus One

しちふくらんゆめさきちょう

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

Boiled egg
夢前町産“七福卵”のゆで卵

“播州百日どり”の
クラブハウスサンドウィッチ 
Clubhouse sandwich 

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セット
Clubhouse sandwich 

950

1

しちふくらんゆめさきちょう

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

Boiled egg
夢前町産“七福卵”のゆで卵

“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

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

2

淡路たまねぎ
スープ

ラ・スイート特製
シャルキュトリ

兵庫県玉葱協会
竹原 正記氏

おのころしずくしお

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶〈Hot・Ice〉

Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶〈Hot・Ice〉

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

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）

1,250（税込 1,375） （税込 1,045）

950
ハーフサイズ

1,250（税込 1,375） （税込 1,045）

+200

+150（税込 165）

（税込 220）



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］のサンドウィッチセット
Ham & cheese sandwich

5

しちふくらんゆめさきちょう

Boiled egg
夢前町産“七福卵”のゆで卵

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

のコンビネーションサンドウィッチ
Combination sandwich

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セット

Egg sandwich & Clubhouse sandwich

3

ゆだ ね

ゆ だ ね じ ゅくせ い だ い せ ん

ば んしゅうひ ゃくに ち

ゆ め さきちょう しちふくらん ぜんりゅうふん

& 71

しちふくらんゆめさきちょう

Boiled egg
夢前町産“七福卵”のゆで卵

おのころしずくし お

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

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セット

Egg sandwich &
Mille-feuille style pork cutlet sandwich

4

Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶

ゆだ ね ゆ め さきちょう しち ふくらん

のコンビネーションサンドウィッチ
Combination sandwich

& 72

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈Hot・Ice〉

〈Hot・Ice〉
Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶

しちふくらんゆめさきちょう

Boiled egg
夢前町産“七福卵”のゆで卵

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

〈Hot・Ice〉
Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶

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

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）750
ハーフサイズ

1,050（税込 1,155） （税込 825）

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）7501,050（税込 1,155） （税込 825）

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）7501,050（税込 1,155） （税込 825）



パン3種類（日替わり）
Bread

Boiled egg

Small salad

Coffee or Tea〈Hot・Ice〉

“朝ごはんフェスティバル日本一”のル・パン朝食セット
Continental breakfast

500

8

夢前町産“七福卵”のゆで卵

地元野菜使用のミニサラダ

コーヒー又は紅茶

ゆだ ね

ゆ だ ね

しちふくらんゆめさきちょう

しちふくらん

ゆ め さ き ち ょう

ひ めじ し ゆめさきちょう

しち ふくらん

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

姫路市夢前町産“七福卵”の
玉子サンドウィッチ
Egg sandwich

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

Egg sandwich breakfast

7

じゅくせ い だ い せ ん

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
サンドウィッチセット
Egg sandwich & Ham & cheese sandwich

ゆ め さき ちょう しち ふくら ん ゆ だ ね

数量限定 30セット

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈写真はオススメ追加サイドメニュー のセットです〉A B

〈Hot・Ice〉

Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶〈Hot・Ice〉

6

しちふくらんゆめさきちょう

Boiled egg
夢前町産“七福卵”のゆで卵

Small salad
地元野菜使用のミニサラダ

のコンビネーションサンドウィッチ
Combination sandwich

& 75

〈Hot・Ice〉
Coffee or Tea〈Hot・Ice〉
コーヒー又は紅茶

あります
サイズ
ハーフ

あります
サイズ
ハーフ

テイクアウト
あります

日本一の朝食パン
ミニセット
（パン3種）

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）

+150

+200

Plus OnePlus OnePlus One
オススメ追加サイドメニュー
スープ

ソーセージ

（税込 165）

（税込 220）

650
ハーフサイズ

950（税込 1,045） （税込 715）

550
ハーフサイズ

850（税込 935）

（税込 550）

（税込 605）



※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. 

Awaji island onion soup
兵庫県玉葱協会公認 淡路たまねぎスープ

Original charcuterie Tamba blackbeans miso and pork sousage with sauerkraut

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
シュークルート添え

ドリンクメニュー
Drink Menu

たまねぎきょうかい  　   こうにんひょうご けん あ わじ

た ん ば  　  く ろ ま め み そ

兵庫県玉葱協会
竹原 正記氏

淡路たまねぎスープ ラ・スイート特製
シャルキュトリ

Side Menu
サイドメニュー

Coffee
ラ・スイート神戸 オリジナルブレンドコーヒー〈Hot・Ice〉

ろっこうさん ろく

Tea
ラ・スイート神戸 オリジナルティー〈Hot・Ice〉

Orange juice

Grapefruit juice

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

Coca-Cola
コカ・コーラ

Ginger ale
ジンジャーエール

※朝食のセットドリンクはコーヒー又は紅茶からお選びください
※●マークの商品はプラス350円（税込 385円）で2杯目以降追加注文いただけます。

Oolong tea

Mineral water

Milk

ウーロン茶

ミネラルウォーター〈Still or Sparkling〉

六甲山麓牛乳

A

B

1,500
Moёt & Chandon Brut Imperial

〈シャンパン〉
モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル［グラス（120ml）］

1,400
2019 Bourgogne Pinot Noir / Olivier Leflaive

〈ワイン〉

［グラス（120ml）］

［グラス（120ml）］

ブルゴーニュ ピノノワール／
オリヴィエ・ルフレーヴ（赤ワイン）

ブルゴーニュ シャルドネ／
オリヴィエ・ルフレーヴ（白ワイン）
2019 Bourgogne Chardonnay / Olivier Leflaive

（税込 1,650）

（税込 1,540）

1,400
（税込 1,540）

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。

〈２００g〉 900［オリジナルブレンドコーヒー］ 〈２０ Tea bags〉 900［オリジナルティー］
（税込 972） （税込 972）

+200

+150
（税込 165）

（税込 220）


