
Hotel La Suite Kobe Harborland is the first hotel in Japan to receive entry into the
Small Luxury Hotels of the World.

空港初のオーセンティックバーを
お愉しみください。



港町神戸のジャジーな大人の社交場
世界に91台しか存在しない「最高のピアノ」

ヘンリー・Z.スタインウェイ記念限定モデルが奏でるジャズに包まれながら

優雅なひとときをお過ごしいただけます。
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今月のフルーツ

Monthly Fruits

イチゴとオレンジのスムージー

〈今月のジュース〉Juice

いちごのフローズンマティーニ

〈今月のカクテル〉Cocktail

朝採り完熟いちご（レギュラー）

〈今月のフルーツ〉Fruits

Strawberry & Orange smoothie

Strawberry frozen martini

Strawberry（ regular）

朝採り完熟いちご（スモール）
Strawberry（small）

800

400

1,200

いちごをオレンジジュース、ピーチネクターと合わせ、

女性やお子様にも飲みやすいスムージーに仕上げました。

ビタミンCたっぷりで、美肌効果、疲労回復、

風邪予防といった効果が期待できます。

いちごをそのままブレンダーにかけているので

ゴロゴロとした果肉をお愉しみいただけます。

もっとも甘くて香りもよく、

しっかりと熟した旬を迎えたいちごの酸味に、

サザンカンフォートというピーチやオレンジを使った

フルーツフレーバーリキュールを加えバランスよく整えました。

女性でも飲みやすい甘めのカクテルです。

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。

子供から大人まで人気のいちごは、
おいしいだけでなく、ビタミンCが豊富に含まれていて、
2粒でレモン1個分、5～6粒食べれば1日に必要なビタミンCを
摂ることができます。
免疫機能を向上させるので、ウイルスへの抵抗力がUPし、
風邪の予防に効果的です。
また、コラーゲン生成効果によって肌にハリが出る、
メラニン色素が薄くなりシミ・ソバカスが防げる、といった
美容効果も期待できます。

子供から大人まで人気のいちごは、
おいしいだけでなく、ビタミンCが豊富に含まれていて、
2粒でレモン1個分、5～6粒食べれば1日に必要なビタミンCを
摂ることができます。
免疫機能を向上させるので、ウイルスへの抵抗力がUPし、
風邪の予防に効果的です。
また、コラーゲン生成効果によって肌にハリが出る、
メラニン色素が薄くなりシミ・ソバカスが防げる、といった
美容効果も期待できます。

（税込 440）

（税込 880）

（税込 1,320）

1,400（税込 1,540）

※マンスリードリンクの価格は、
　スムージー 1200円、カクテル1400円で固定！
　今後も変更なし。



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

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

Melon Soda

Calpis

メロンソーダ
カルピス

Oolong teaウーロン茶
Milk六甲山麓牛乳

セットドリンク Drink ドリンクセットのドリンクをこちらよりお選びいただけます。

ろっこうさんろく

●関西限定 国産牛すじ煮込みカレー

●地元野菜使用のミニサラダ

●ライス又はル・パン特製ナン2個

Original beef tendon curry

Small salad

Rice or Indian bread

関西限定 国産牛すじ煮込みカレーセット
Original beef tendon curry

C

※本日のおすすめパン2個付※ライス付

※ル・パン特製ナン2個付※ライス付

［ライス又はル・パン特製ナン2個］

●ラ・スイート神戸の特製ビーフシチュー

●地元野菜使用のミニサラダ

●ライス又は本日のおすすめパン2個

Original beef stew

Small salad

Rice or Today’s bread

ラ・スイート神戸のビーフシチューセット
Original beef stew LA SUITE KOBE style

B

1,850 1,450〈単品〉

［ライス又は本日のおすすめパン2個］
こうべ

か んさい げ ん て い こくさん ぎゅう に  こ

シェフ・ド・キュイジーヌ 小笠原 靖彦
単身フランス・アルザス地方に渡り経験を積み、帰国後、東京・恵比寿「ジョエル・ロブション」を経て「ひらまつ」に移籍。
再びパリに渡りミシュラン一ツ星の「ひらまつ パリ」で腕をふるう。帰国後、東京・広尾「ひらまつ（本店）」で料理長に就任。
料理著書の出版、メニュー開発など幅広く活躍し、数々のメディアからも取り上げられ、テレビ・雑誌・メディア出演などで注目を
集める。2015年より「ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン」の料理長として就任。
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セットメニュー［ランチ&ディナー］
Set Menu［Lunch & Dinner］

※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.

（税込 2,035） （税込 1,595）

1,500 1,100〈単品〉（税込 1,650） +250（税込 275）

牛すじ煮込みカレー
大盛り

+150
ライス大盛り

（税込 165）

（税込 1,210）

Original charcuterie Tamba blackbeans miso
and pork sousage

+300

Boiled egg
+100夢前町産“七福卵”のゆで卵

しちふくらんゆめさきちょう ひょうごけん

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
たん ば 　 くろまめ み そ Indian bread

+200
Awaji island onion soup

+300兵庫県玉葱協会公認 淡路たまねぎスープ

ル・パン特製ナン

Today’s bread
+200本日のおすすめパン

たまねぎきょうかい こうにん あわじ

（税込 110）

（税込 330）

（税込 330）

（税込 220）

（税込 220）

Plus
One
Plus
One
Plus
One
トッピング
メニュー
Topping Menu

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+450（税込 495）

ビーフシチュー大盛り

+150
ライス大盛り

（税込 165）

［本日のおすすめパン2個］

1,000〈単品〉 （税込 1,100）

●モッツアレラ in ハンバーグと旬野菜 オニオンソース仕立て

●地元野菜使用のミニサラダ　●本日のおすすめパン2個
Cream stew with cabbage Rolls

Small salad

モッツアレラ in ハンバーグと旬野菜 オニオンソース仕立て
Mozzarella cheese stuffed hamburg steak with onion sauce

A

※本日のおすすめパン2個付

1,250（税込 1,375）

●モッツアレラ in ハンバーグと旬野菜 オニオンソース仕立てのみ

Today’s bread

おすすめ
NEW
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ひ めじさん

ひょうご けん のうか つく とりにく ぶ た にく ふうみ

お が わ のうえ ん しょうひん とうしつこめ こ しゅげんりょう

ひ めじさん お が わ のうえ ん しょうひん とうしつこめ こ しゅげんりょう

せ と な い か い ぞひ る あ み ちょくそう

セットメニュー［ランチ&ディナー］
Set Menu［Lunch & Dinner］

※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.

● 糖質オフパスタ 兵庫県農家の作る
　鶏肉と豚肉のスパイス風味ラグーソース

Low carb pasta with chicken and pork in spicy ragu sauce

●地元野菜使用のミニサラダ
Small salad

●本日のおすすめパン2個
Today’s bread

●ラ･スイート特製チキンティッカ マサラカレー

●地元野菜使用のミニサラダ

●ライス又はル・パン特製ナン2個

Chicken tikka masala Curry

Small salad

Rice or Indian bread

ラ･スイート特製チキンティッカ マサラカレーセット
Chicken tikka masala curry

D ［ライス又はル・パン特製ナン2個］

兵庫県農家の作る鶏肉と豚肉のスパイス風味ラグーソースセット
姫路産米粉が主原料の小川農園とのコラボレーション商品 糖質オフパスタ

姫路産米粉が主原料の小川農園とのコラボレーション商品 糖質オフパスタ

Low carb pasta with chicken and pork in spicy ragu sauce

F

瀬戸内海の昼網直送スルメイカのブイヤベースパスタ アンチョビクリーム添えセット
Low carb pasta with squid in bouillabaisse sauce

G

とくせ い

ひ めじさん

じ か せ い きの こ

お が わ のうえ ん しょうひん とうしつこめ こ しゅげんりょう

ラ・スイート自家製ベーコンと茸のパスタセット
姫路産米粉が主原料の小川農園とのコラボレーション商品 糖質オフパスタ

Low carb pasta with homemade bacon and mushroom

E

※ル・パン特製ナン2個付

※本日のおすすめパン2個付

※本日のおすすめパン2個付

※本日のおすすめパン2個付

※ライス付

1,450 1,050〈単品〉

+250マサラカレー大盛り +150ライス大盛り

（税込 1,595）

（税込 275） （税込 165）

（税込 1,155）

● 糖質オフパスタ ラ・スイート自家製ベーコンと茸のパスタ

●地元野菜使用のミニサラダ

●本日のおすすめパン2個

Low carb pasta with homemade bacon and mushroom

Small salad

Today’s bread

1,400 1,000〈単品〉（税込 1,540） （税込 1,100）

1,500 1,100〈単品〉（税込 1,650） （税込 1,210）

1,500 1,100〈単品〉（税込 1,650） （税込 1,210）

● 糖質オフパスタ 瀬戸内海の昼網直送スルメイカの
　ブイヤベースソースパスタ アンチョビクリーム添え

Low carb pasta with squid in bouillabaisse sauce

●地元野菜使用のミニサラダ
Small salad

●本日のおすすめパン2個
Today’s bread

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）



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.
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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 

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

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

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

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

ハーフサイズ

（税込 1,320）

（税込 660）

+600ランチ&ディナーセット

1,000（税込 1,100） 550（税込 605）

ハーフサイズ1,000（税込 1,100） 550（税込 605）

（税込 660）

+600ランチ&ディナーセット （税込 660）

+600ランチ&ディナーセット

800（税込 880）

（税込 660）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）



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

●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

※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

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

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

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

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

あります
サイズ
ハーフ

ハーフサイズ

+600ランチ&ディナーセット

800（税込 880）

800（税込 880）

400（税込 440）

（税込 660）

+600ランチ&ディナーセット

700（税込 770）

（税込 660）

ハーフサイズ

+600ランチ&ディナーセット

600（税込 660） 350（税込 385）

（税込 660）

+600ランチ&ディナーセット （税込 660）

あります
サイズ
ハーフ

〈+600　　〉（税込 660）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）

+350ドリンクセット （税込 385）



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.

た ん ば

500〈1本〉

800〈2本〉
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旨味豊かな丹波地鶏の胸肉を高品質のアールグレイの茶葉で風味をつけ、
ハムに仕立てました。
同じくアールグレイでマリネにしたミニトマトと共にお召し上がりください。

800丹波地鶏胸肉のハム仕立て
プレミアムアールグレイの香り
ミニトマトのマリネと共に
Chicken breast Hams from Tamba
and marinated tomatoes with f lavor of premium earl grey

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 sausage

た ん ば く ろ ま め み そ

自家製シャルキュトリ

自家製シャルキュトリ

（税込 880）

あ さ く ら さ ん し ょ う

1,000

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
お召し上がりください。

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

自家製シャルキュトリ

（税込 1,100）

（税込 550）

（税込 880）

おすすめ
NEW

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 with Awaji onions

あ わ じ

800（税込 880）



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.
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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 of dried tomatoes with Italian mozzarella cherries and basil

800（税込 880）

抗酸化作用の強い彩り豊かな野菜を
兵庫県播磨の地養卵の黄身だけを使った
旨みの強いこだわりマヨネーズでお召し上がりください。

彩り抗酸化サラダ
播磨地養卵のマヨネーズソース
Colorful vegetables salad with mayonnaise sauce

550
は り ま じ よ う ら ん

（税込 605）

国産の真蛸とヒイカをレモンと塩でスパニッシュなマリネに。
サッパリとした味わいに、パクチーとハラペーニョで
インパクトを加えました。

国産真蛸とヒイカのセビーチェ
パクチー&ハラペーニョ
Octopus and Squid Ceviche

おすすめ
NEW

550（税込 605）

おすすめ
NEW



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.
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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

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

（税込 1,078）

（税込 858）

（税込 748）



※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.
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ゆ め さ き ち ょ う

スピードメニュー

Speed Menu

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。

（税込 385）

400

7種彩野菜の塩麹ピクルス

野菜のうまみを引き出すために
塩麹でやさしい塩味に仕上げました。

（税込 440）

400（税込 440）

豆腐のコンフィと
夢前町七福卵のスモークエッグ

レモン、ニンニク、バジルでマリネし、
あっさりとしたフレッシュチーズのような味わいの豆腐のコンフィと、
ハーブや白醤油、スモークオイルで漬け込み、
燻製卵に仕上げた七福卵を合わせました。

300

神戸牛のリエット

神戸牛のすね肉を丹波黒豆味噌で調理し
リエットに仕上げました。

（税込 330）

Mixed Nuts

Vegetables with salted rice malt

Smoked egg with tofu confit

Rillettes of Kobe Beef



※表示価格は「日本円」となります。
The prices above are in Japanese yen.
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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。

ル・パン 神戸北野特製パンメニュー

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

至福のクロワッサン 六甲山麓ミルクフランス

フランス産発酵バター
メロンパン

280

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

330

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

330

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

280

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

280

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

トマトとクリームチーズの
カンパーニュ

380

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。

淡路産自凝雫塩パン

300

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。

350

フランス産小麦粉、七福卵を練り込んだ生地
に、パリの国際展示会で金メダルを受賞した、
フランス・シャラント地方最高品質のレスキュール
バターを贅沢に折り込み焼きあげたリッチな
クロワッサンです。

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。

大山ハムの
パニーニベーコンチーズ

320

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。

ラ・スイート特製カレーパン

360

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。

フランス産「カカオバリー」の
ショコラ塩パン

320

ル・パンで人気の塩パンにココアを練り込み、
フランス産「カカオバリー」のショコラやイズニー
社のA.O.P.認定発酵バターと共に巻き込み、
淡路産自凝雫塩をふりかけ焼きあげました。
塩味とショコラの甘さが絶妙な一品です。

（税込 308）

（税込 363）

（税込 308）

（税込 418）

（税込 352）

（税込 385） （税込 264）

（税込 330） （税込 396）

（税込 363） （税込 308）

（税込 308） （税込 352）

だい せん

大山ハムのクロックムッシュ

380

北野食パンのスライスにベシャメルソースと
熟成ロースハムをサンドし、グリエールチーズ
とパルメザンチーズをのせて焼き上げました。

（税込 418）



※表示価格は「日本円」となります。
The prices above are in Japanese yen.
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デザート
Dessert

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

620

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

620

ドリンクメニューは裏面をご覧ください。

（税込 682） （税込 682）

希少な灘五郷「福寿」の酒粕を贅沢に使用し、豊かな香りとコク深い味わいが特徴。
日本酒に漬け込んだレーズンがアクセントとなった、大人向けのベイクドチーズケーキです。

日本一の酒どころ
「灘五郷」の酒粕ベイクドチーズケーキ

（税込 385）+350ドリンクセット （税込 385）+350ドリンクセット

750（税込 825） （税込 385）+350ドリンクセット

+350ドリンクセット （税込 385）

伊丹空港店
限定

「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

［日替り］ル・パン神戸北野特製ケーキメニュー

日替り

サクサクのタルトの中に、
トンカ豆のクレームブリュレと
イチゴのジュレを詰め、
香ばしいピスタチオのムースを
乗せました。
見た目にも春らしい一品を
是非お召し上がりください。

フレーズ ピスターシュ
期間限定 春フェア商品

期間限定 春フェア商品 期間限定 春フェア商品

期間限定 春フェア商品

中国十大銘茶「鉄観音茶」の
クレームブリュレと、
二種の杏の種から抽出した
杏仁豆腐風のパンナコッタ、
赤ワインでコンポートしたベリーと
クランベリーの葛ゼリーを合わせました。
絶妙な口溶けと香りの余韻をお愉しみください。

鉄観音茶と杏仁のヴェリーヌ

キャラメル風味の
ブロンドチョコレートのムースの中に、
アプリコットのジュレと
紅茶のクリームを詰めました。
チョコレートの甘味と
アプリコットの酸味が相性抜群の一品です。

ブロンドチョコレートと
アプリコットのムース 桜の香りの

ホワイトチョコレートのムースに、
抹茶のクリームを合わせました。
グリオットチェリーの酸味をアクセントに、
春を感じる味わいをお愉しみください。

桜と抹茶のガトー

（税込 385）+350ドリンクセット600（税込 660） （税込 385）+350ドリンクセット650（税込 715）

（税込 385）+350ドリンクセット650（税込 715）

（税込 385）+350ドリンクセット620（税込 682）



※表示価格は「日本円」となります。
The prices above are in Japanese yen.
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ドリンクセット
Drink Set

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

Calpis

Milk

カルピス

六甲山麓牛乳

Oolong tea
ウーロン茶

Melon Soda
メロンソーダ

ドリンクセットのドリンクをこちらよりお選びいただけます。

2杯目以降は350円（税込 385円）

お土産やギフトに人気の高い、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。

〈２０ Tea bags〉900［オリジナルティー］ （税込 990）



※表示価格は「日本円」となります。
The prices above are in Japanese yen.
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お土産やギフトに人気の高い、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〉
500
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）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 660）

（税込 660）

（税込 660）

（税込 660）

（税込 990）

（税込 660）

（税込 660）

（税込 770）

（税込 770）

（税込 770）

（税込 770）

（税込 770）

（税込 770）

（税込 770）



※表示価格は「日本円」となります。
The prices above are in Japanese yen.
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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

ノンアルコール・シードル〈ル・ポルミエ・ペピネル ロゼ〉 Cidle Juice

じる

900
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です。

（税込 990）

クランベリージュース Cranberry Juice 600
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です。

（税込 660）

リンゴ汁 Apple Juice 600
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です。

（税込 660）

ゴールデンパイナップルジュース Pineapple Juice 600
甘みが強く、酸味が少ない品種。まるでフレッシュパインをほおばっているようなジュースです。

（税込 660）

純トマトジュース Tomato Juice 600
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。

（税込 660）

人参ジュース Carrot Juice 600
国産人参と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しました。

（税込 660）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 550）

（税込 550）

LE PAN Original Fresh Lemonade（Hot or Cold）

LE PAN特製
フレッシュレモネード（Hot or Cold）

ル・パン神戸北野特製ドリンク
LE PAN Drink Selection
フレッシュなレモンを使用したル・パン神戸北野特製のドリンク。

レモンにはシミやそばかすを予防し、ハリのある若 し々い肌を保つビタミンCや
疲労回復やストレス緩和にも効果的なクエン酸が含まれています。

700（税込 770 ・テイクアウト税込 756）

おすすめ
NEW Take

Out
可能

LE PAN Original Fresh Lemon Squash

LE PAN特製
フレッシュレモンスカッシュ

750（税込 825 ・テイクアウト税込 810）

おすすめ
NEW Take

Out
可能

LE PAN Original Fresh Lemon Sour

900（税込 990 ・テイクアウト税込 972）

おすすめ
NEW Take

Out
可能

LE PAN特製
フレッシュレモンサワー アルコール

ALCOHOL


