
www.theloaf.jp

〒560-0041 大阪府豊中市清風荘2-4-23
店内約110席 / テラス約100席
駐車場 / 店舗併設9台、第2駐車場5台

＊価格、席数、営業時間については予告なく変更になる場合があります。
＊写真は全て参考画像です。

Facebook & Instagramに
最新情報配信中!
「The LOAF Cafe」で検索！

TEL.06-6842-2218

OPEN 8:00 - CLOSE 20:00

ローフ ベーカリー
LOAF Bakery

大阪国際（伊丹）空港より車で約4分 / 阪急宝塚線石橋駅より徒歩約7分
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OPEN 11:00 - CLOSE 23:00

TEL.06-6842-2217

LUNCH 11:00 - 15:00 l.o.
DINNER 17:00 - 22:00 l.o.
CAFE 11:00 - 22:30 l.o.
＊Sun. / CLOSE 22:00 （ DINNER & CAFE 21:00 l.o.）
＊テラスのみラストオーダーおよびCLOSE時間が異なります。

ザ ローフ カフェ
The LOAF Café
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ザ ローフ カフェのもう一つの特徴、それはとにかく“気持ちのい
い”テラス！ 1Fも2Fもとっても開放感あふれ、外で食べるゴハン
はまた格別の味です！ 新緑の季節が始まり、緑が輝くテラスで、
ランチ、またはライトアップされたまるで異国の地のようなディ
ナータイムをぜひお楽しみください！

いよいよテラスが
“気持ちいい”季節がやってくる！

テラスは
近郊の皆様のご協力により成り立ってます。

CAUTION!

近隣の他店舗様への駐車は
大変ご迷惑となりますので
絶対にお控えくださいますよう
よろしくお願いします

ご注意ください!

第2駐車場のご案内

＊番号のある駐車場が
　提携駐車場です。
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ザ  ロ ーフ  タイム ス

サービス
スタッフ

北山

テラス約100席

TERRACE SEASON

COMING!

TOPIC 01

定期開催のクッキングイベント、始まる！
パン・スイーツ教室にお料理も！

TOPIC 02 TOPIC 03

3、4月限定の春薫る、
パン&スイーツたち！

家族やご友人との集まりに！
お得なパーティプランが登場！

《 中面へGO! 》 《 中面へGO! 》 《 中面へGO! 》

テラス利用のお客様へのお願い

BE QUIET,PLEASE

The LOAF Café

zzz...

近隣の方々のご迷惑となりますので
夜間は静かにお願います。

隔月で発行される「LOAF Bakery（ロームベー
カリー）」や「The LOAF Café（ローフカフェ）」
の“ちょっと先”をお届けする情報紙です。季節
を感じる新商品、シェフのおすすめ料理、ときに
は開催したイベントの模様をお伝えします！

ザ ローフ タイムスとは...



TOPIC 01 COOKING EVENT!

Teppei
MATSUSAKA

定期開催のクッキングイベント、始まる！
パン・スイーツ教室にお料理も！

ご参加いただいた方に突撃！

第1回クッキングイベント、ちぎりパンとクッキー教室が2月26日に
開催されました。生地とこねこね、好きな具材をつめてつくるちぎ
りパン。発酵させている間にはクッキーづくり。たっぷりバターの

しっとりクッキーを、みんな、うさぎや猫、はたまたおばけなど、思
い思いのカタチに！ 最後はパンは松阪、クッキーは寺下が仕上
げ、パクパク試食して、思わず親御様に止められる一コマも！

TOPIC 03 PARTY PLAN!

＊17:00-21:00（日曜日に限り20:00まで）にご予約いただけるプランです。

LOAF PLAN お一人様（税込） / 2300

家族やご友人との集まりに！
お得なパーティプランが登場！

ママ会、女子会にも！
ランチでパーティ！

ザ ローフ カフェの楽しみ方、
教えます！

TOPIC 02 SPRING ITEMS!

3、4月限定の春薫る、
パン&スイーツたち！

ホワイトデーのお返しは決まりましたか？
おすすめマカロン5コセット［1000（税別）］!

ローフ ベーカリーから春の便り！ まだまだ寒い日もありますが、一足

先に春を感じるパン&スイーツたちのご提案。桜の薫る、アンパンやモ

ンブラン。旬の食材、桜海老を練りこんだバゲットに、イチゴをたっぷ

りつかったミルフィーユなどなど、どれもオススメです！

ホワイトデーのお返しにぴったりのマカロン！ 各フレーバー、塩バニ

ラ、チョコ、抹茶、レモン、イチゴの5種類をご用意しました。見た目に

もかわいい、カラフルなマカロン。やさしい甘さとサクッとした食感が

絶妙です。パティシエ、ごだわりの一品です。

NEXT SCHEDULE
INTERVIEW

家でパンやお菓子作りをしようと思っても一か
ら材料を用意したり、小さな子供がいるので家
でするという事が大変なイメージで今まであま
りした事がありませんでした。
本格的に生地作りも一から教えて下さる教室
は行ったことがなかったので参加してとても楽
しかったです。家でも作ってみたいですが、ここ
の教室がある時にまた参加したいです。

〈お料理教室〉 先着5名様  各回16:00-17:30／¥3000
3/27［月］ 春キャベツと桜海老のオイルスパゲッティ
4/17［月］ ベーコンと新玉ネギのトマトソーススパゲッティ
5/14［日］ 自家製ジャガイモニョッキ ゴルゴンゾーラのソース
6/19［月］ 豚ロースのオーブンパン粉焼き 季節の野菜添え

■ LOAFボード前菜盛り合わせ
　 ハムや惣菜、フリットなど6種！
■ 自家製ベーコンのシーザーサラダ
■ 鶏もも肉のインボルティー二、ジャガイモのロースト
■ パン食べ放題 & ソフトドリンク飲み放題！ ▲ POINT!!
■ デザート

焼きたてパンが食べ放題！ お気軽プラン!

/ お一人様（税込）

〈パン・スイーツ教室〉 各回14:00-17:00／¥2500（大人） ¥2000（小学生）

ご予約はお電話で！ （担当：北山・杉本）

3/16［木］ 手作りクリームパンとシュークリーム（好評につき満員）
4/9［日］ オリジナルちぎりパン＆クッキー教室（好評につき満員）
5/21［日］ 手作りクリームパンとシュークリーム（先着10名様）
6/20［火］ フランスパン＆ティラミス（先着10名様）＊10歳以上対象

お料理教室は
ザ ローフ カフェの

シェフ竹井が担当！

どれも
パティシエ寺下の

おすすめです！

春の季節限定！ チェリームースと
桜葉のクリームに桜あんクリーム
でモンブラン仕立てに！

桜のモンブラン
420（税別）

2/26 TEACHER!

パン職人  /  松阪  鉄平

LUNCH PARTY PLAN!!

¥2000
ソフトドリンク飲み放題90min.込
（アルコール飲み放題90min.は+1000で承ります！）

STANDARD PLAN お一人様（税込） / 2800

■ イタリアサラミ、ハムの3種盛り合わせ
■ マグロとアボガドのサラダ ワサビドレッシングで
■ エビと季節野菜のフリットミスト
■ カスクルートサンド（生ハムとカマンベール）
■ ペンネアラビアータ（唐辛子抜き、スパゲッティ変更OK）
■ 優味（ゆうみ）豚のグリル 粒マスタードソース
■ デザート
■ コーヒー又は紅茶

名物、プルアパードブレッドにグリルミストなど、
お料理豪華プラン!

DELUXE PLAN お一人様（税込） / 3500

飲み放題90min.は+1500で承ります!

店長ヤスオが

たっぷりおもてなし！

楽しいパーティ、

間違いなしです！

＊パーティプランは4名様から、前日までにご予約お願いします。＊パーティプランの価格は全てお一人様、税込の金額となります。＊写真は全て参考画像です。WHITE DAY RECCOMEND!

上西 知恵 さま
上西 優奈 ちゃん

TEL.06-6842-2217

＊11:00-13:00のにご予約いただけるプランです。

ザ ローフ カフェにはなんと卓球台が！ もともとは貴族がディ

ナー後の遊びとして広まった卓球、お食事後のひとときを卓

球で過ごしてみても！ 家族で、はたまたご友人たちの集まり

に、卓球大会をメインにした貸切パーティにもご対応。場合

によってはご利用いただけないときもあるため、事前にお問

い合わせください！（06-6842-2217）

定番のミルフィーユに旬のイ
チゴをふんだんに！

イチゴのミルフィーユ
400（税別）

オススメ！

桜海老をふんだんに練り込
んだ海老の香ばしい香りがた
まらないフランスパン。

桜海老バゲット
200（税別）

＊エプロンはご持参ください。＊お料理教室は高校生以上、パンスイーツ教室は小学生以上が対象となります。

桜の葉を練りこんだフランスパン生
地に道明寺粉入りのアンを包んだも
ちもちとしたアンパン。

桜アンパン
160（税別）

サクサクのタルト生地に甘い
苺をたっぷり敷きつめた贅沢
なタルト！

苺のタルト
（直径18cm）
3200（税別）


