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ザ  ロ ーフ  タイム ス

隔月で発行される「LOAF Bak-
ery（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...

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8台、提携駐車場3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にて
最新情報配信中!
「The LOAF Cafe」で検索！
「LOAF Bakery」も！

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

違法駐車はお控えください。

お車でお越しのお客様へローフからのお願い

提携駐車場のご案内
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ローフのおいしいところがギュッと詰まった、
デザートビュッフェ、スタート! 新作スイーツも続々! 

がんこ寿司様駐車場

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。

店舗併設は8台、提携駐車場、がんこ寿司様駐車場は3台となり、

向いの三井のリパーク様においては、

レストラン¥2,000利用で1時間無料、

ベーカリー¥1,000利用で100円チケットを配布しております。

またau様の駐車場を平日に限り4台分ご利用いただけます。

詳しくはお電話でお問い合わせください（06-6842-2217）

NEW EVENT START!

平川の ご近所めぐり vol.1
ローフベーカリー店長

記念すべき第一回目にお邪魔させて頂いたお店は、石橋駅東
改札より徒歩1分の場所に店を構える民芸そば処「一花」さんで
す。お兄さん、お姉さん、妹さん、お母様で経営されており、創業
なんと30年の老舗なのです。会社員や主婦の方、学生など幅広
い客層に愛されるお店です。

［蕎麦のこだわりポイント］
妹さんが打つ蕎麦は、毎日変化する気圧や湿度をしっかりチェッ
クし、最適な配合や水分量で打っています。使用する材料は天
然素材のみ安心安全なおいしい蕎麦を作り続けています。 お話伺った板倉香織さん

［人気メニュー］

天ぷら蕎麦／オーダー
が入ってから作られる
プリプリの海老天が絶
品。外国の方にも大人
気の商品です。

カツ丼／学生に大人気のカツ丼。阪大の人
気劇団「六風館」のみなさんは打ち上げでこ
のカツ丼を「カッツどーん！！」の掛け声ととも
に食べるという伝統行事もあるとか。とても
ジューシーでボリューム満点の一品でした。

今回ワガママを言って、一花さんに人気のカツ丼セットを特別価格でご用意していただきました！ 
ローフタイムス持参でなんとカツ丼セット８００円を７００円に！ 一花さんありがとうござ
います。また、ツイッターにもお得情報が更新されるとの事なのでこちらも要チェックです！

お得情報 !

SHOP INFO ： 民芸 そば処 一花さん｜池田市石橋2丁目2-3 サンビル1F｜TEL.072-761-0368｜twitterをCheck! 「@ichihanasoba」



TOPIC 04 COOKING EVENT

定期開催のクッキングイベント、予約受付中！
毎月開催しているローフベーカリーのパン&スイーツ教室。パンの
世界に踏み込んだフランスパンやローフでも人気のティラミスづく

りになどにも挑戦。そして大人気ちぎりパンとスイーツのゼリー教室
などなどをお子様限定でも開催!! 

TOPIC 01 DESSERT BUFFET

新作スイーツも、パンも、サラダも、パスタも!
ローフ、おいしいとこどりのデザートビュッフェ！
「ザ ローフ カフェ」、「ローフ ベーカリー」共同開催のデザート
ビュッフェ！ パティシエが腕をよりにかけたスイーツたちがズラリ。
パン部門も負けておられぬと焼きたてパンもたっぷりご用意。
「ザ ローフ カフェ」のシェフ竹井からは、新鮮カスタムサラダとパ
スタでおもてなし。おいしいがギュッと詰まった“デザートビュッ
フェ”、ぜひ機会をお見逃しなく！

「ザ ローフ カフェ」がディナーメニューを一新！ ベーカリーとのコ
ラボレーションで生まれたBLTサンド、バーガーなど、パンメ
ニューも充実。さらにはチーズたっぷりのグラタンや、オムレツな
ど、みんなに楽しんでもらえるものをと、シェフ竹井がご用意！

TOPIC 03 DINNER SET

ザ ローフ カフェのおすすめ！
ディナーセットがお得！
お腹いっぱい食べたい！ を叶える、「ザ ローフ カフェ」おすすめのディナーセット。たっぷ
り前菜とベーカリーのパン、そして選べるパスタ、またはメインのお得なセットメニュー
［¥1500（税別）］。自分好みにカスタマイズできます。さらに＋¥300（税別）でドルチェ、
ドリンクを追加できます！

〈パン・スイーツ教室〉 各回参加費 ¥3000
9/26［火］ 14：00ー16：30 ケーキ教室「ホールケーキ作り（大人向け）」
9/28［木］ 15：00ー18：00 パン教室「フランスパン作り」
10/16［月］ 15：00ー18：00 パン教室「ハロウィン企画：パンプキンパン（仮）」
10/17［火］ 14：00ー16：30 パン教室「ハロウィン企画：かぼちゃプリン」

NEXT SCHEDULE

ご予約はお電話で！ TEL.06-6842-2218
＊エプロンはご持参ください。＊パンスイーツ教室は小学生以上が対象となります。

自慢のビーフ100%の特
製ハンバーガー！ お野菜
もたっぷりはさんで豪快
に！ チーズやフライドエッ
グ、アボガドなどお好みの
トッピングも！

LOAFバーガー
980（税別）

丸茄子とボロネーゼ、ンドゥイヤのグラタン
700（税別）

スモークサーモンオムレツ
ゴルゴンゾーラソースン
880（税別）

タコのピリ辛
トマト煮
チーズ焼き
680（税別）

自家焙煎コーヒーで抽出
したエスプレッソを使用。
チョコレートタルトとエス
プレッソムース。

ローフ
¥480（税別）

洋なしの赤ワイン煮をデ
ニッシュにのせました。目
を引くデニッシュです。

洋なしの赤ワイン煮
デニッシュ
¥280（税別）

シェフ竹井

NEXT SCHEDULE

〈デザートビュッフェ〉 各回15:30-17:30
¥1800（大人） ¥1000（小学生以下）

完全予約制 TEL 06-6842-2217
9/29［金］・9/30［土］

TOPIC 02 NEW ITEM

食欲の秋、いま食べてほしい、
スイーツ＆パン!
実る秋、キノコ、さつまいも、マスカット、この季節に食べてほしい
旬の食材をたっぷりつかった新作スイーツ&パンたち！ さらに髙
村武志牧場「山吹色のジャージー牛乳」をつかったミニョンがい
まおすすめ！ 濃厚なミルクの味わいをお楽しみいただけます。

フランス語で「可愛らしい」という意味のミニョ
ン。ふわふわで口の中でとけてしまうその食感は
一度食べたら忘れられません。手間と時間をか
けてゆっくりと処理した髙村武志牧場「山吹色
のジャージー牛乳」の、濃厚なコクとクリーミーさ
を感じていただけます。手土産にもどうぞ！

ミニョン ¥1500（税別）

Mignon

ザクザクタルトの上に
絞った濃厚な紅はるかの
焼芋クリーム。

焼いもんぶらん
¥460（税別）

かぼちゃ、鶏肉、ニンジ
ン、ブロッコリーをふんだ
んに入れたパンです。

秋のシチューパン
¥250（税別）皮まで美味しいシャイン

マスカットを贅沢使用し
た期間限定タルト。

シャインマスカット
¥630（税別）

お店で焼いた焼芋がゴ
ロゴロ入っています。

ねじり焼芋
デニッシュ
¥200（税別）

ＬＯＡＦディナーパスタセット 1500

前菜プレート ［ 生ハムとサラミ・冷菜２種・温菜１種・サラダ ］

パン ［ バゲット・フォカッチャ ］

パスタ 
● トマトとモッツアレラチーズ
● 釡揚げシラスの冷製大葉ジェノベーゼ
● せせりと伏見唐辛子のアーリオオーリオ
● 淡路産牛ボロネーゼ
● 自家製ベーコンのカルボナーラ

＊下記より１品お選びいただけます

＋

＋

ＬＯＡＦディナーメインセット 1500

前菜プレート ［ 生ハムとサラミ・冷菜２種・温菜１種・サラダ ］

パン ［ バゲット・フォカッチャ ］

メイン 
● 奥丹波どりのグリル～BBQソース～
● 優味豚のグリル～粒マスタードソース～
● US産のプライム牛肩ロースステーキ（+300）

＊下記より１品お選びいただけます

＋

＋

NEW DINNER MENU

＊季節によって食材などの変更があります。

＊価格は税込の表記となります。


