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　とろとろの2 種

類のチーズが癖

になり、パルメザンのカリカリチーズの焦

げた香りが食欲をそそります。とろけ出す

表面のパルメザン

チーズのサクサク感

がとにかく絶品ポイン

トです!!
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　岐阜、長良川沿い

の古い町並み通称川

原町（カワラマチ）に、

築約１４０年の古民家を改装して５

月末にオープンしたばかりの赴きあ

る店舗です。

　バゲットを1/3本たっぷり使用し

て、ベーコン・レタス・トマト・エッ

グをバゲットに挟んだＢＬＴＥサン

ド。ジャンボでボリュームたっぷり、

食べごたえもあり満足感十分です。 
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　西尾ナポリタンのソースは

日本一を誇る三河湾産あさ

り、西尾産トマトとえびせん

べい使用が原則の今話

題のソース。

　そのパスタの前菜とし

て 3 種盛りは、手作り

のソースを具材と絡め見

た目も素敵。

　具材とソースをベースのパンに添えて一緒にいた

だきます。あさりのダシ、本来はパスタに使用す

るソースをアレンジ。それぞ

れのソースがパンに染みて最

後まで楽しめます。
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　外はサクサク、中はもっちり、全粒食パン

でしか出せない食感。見た目はこってりしてい

ますが、表面にかかったコーンフレークで

サクサクした軽い食感が特長です。

　珈琲は光サイフォンを使用して、１杯ずつ

大切に入れています。
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　６月１５日からスタートした人気のランチ

は、メインの日替わりパスタに小鉢が二つ

セット、野菜たっぷりでとってもヘルシー。

パーネットも2枚ついてボリューム大満足。

　食後はジェラートで、お口サッパリ！！
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サンドウイッチランチ

（本日のサンドウイッチ、スープ、サラダ、ドリンク）
サンドウイッチランチ

（本日のサンドウイッチ、スープ、サラダ、ドリンク）

980円 ( 税別 )980円 ( 税別 )

スペシャルモーニング

オリジナルフレンチトースト
スペシャルモーニング

オリジナルフレンチトースト

※アルコール類のお供にご注文されるお客様もみえます。
　食事よりも軽いので少しだけ食べたい方にもおすすめです。  

※アルコール類のお供にご注文されるお客様もみえます。
　食事よりも軽いので少しだけ食べたい方にもおすすめです。  
ディナーセット780円ディナーセット780円

ディナーセット前菜３種   
（サラダ、スープ、パン、コーヒー/紅茶）

ディナーセット前菜３種   
（サラダ、スープ、パン、コーヒー/紅茶）

beatnik cafe （ビートニックカフェ）beatnik cafe （ビートニックカフェ）

Tel : 052-726-6729

名古屋市名東区八前2-1608

営業時間 : 8:00～18:00

定休日：木曜日

モーニング : 8:00～11:00

ランチ : 11:30～14:30

カフェ　エナカフェ　エナ
Tel : 0563-77-0805

西尾市一色町味浜上長割５４－１
営業時間 : 8:00～20:00

定休日：月曜日、第１,第３火曜日

café de Ra Ra (カフェド ララ)café de Ra Ra (カフェド ララ)

Tel : 0566－91－1515
愛知県刈谷市高須町1－2－4

駐車場 5台

営業時間 : 8:30～17:00 / 定休日：月曜日

モーニング : 8:30～11:00

café & wine池戸café & wine池戸
Tel : 058－214－8136

岐阜市玉井町36－1
営業時間 : 9:00～22:00

定休日：不定休

シャロームシャローム
tel : 052-899-3231

名古屋市緑区大形山309-1



株式会社

IKKIN-KUN

SERVICE

STAMP

CARD
c morimoto kirin 
c morimoto kirin 

GET!!

イッキンくんスタンプカード!!

※工場直販ご利用のお客様に、直販受付にて 
「サービススタンプカード」を配布しています。
・お買い上げ500円毎に1ポイント
・ポイントゴールで500円分のサービス

今すぐ直販受付で
株式会社株式会社
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tel. 052-400-1251   fax. 052-409-5300
 愛知県清須市春日社子地62番地〒452-0962

mail@acebaking.jp
URL : http://acebaking.jp/

「おいしい」へ、ひたむきに。「ありがとう」へ、ひたむきに。

第0031号初版 / 2015年  8月  15日発行 オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

　今年も恒例の「がんばれ !! イッキンくん・ぬりえコンテスト

2015」を開催中です。小学生以下を対象に夏休みのお楽しみ。

　応募用紙は本社・各営業所受付にて無料配布中。ウエブサ

イトでもダウンロードできます。どしどしご応募ください。

富良野メロンクリームデニッシュ

★北海道富良野のメロンの、みずみずしく

甘さある味を引き出したクリームを、当社自

慢のやわらかデニッシュ生地に巻き上げて焼

き上げた一品です。午後のおやつとして、

紅茶と一緒にお勧めしたい逸品です。　　 1袋5個入1袋5個入
(税込)(税込)
円円350350

今だけの美味しさをお届けします !!限定プレミアム商品のご案内

・７月から発売の期間限定・数量限定販売商品です。・お渡し確実２営業日前までにご予約を!!

・お問合せ・ご予約はお気軽にお電話ください。 ご予約 tel. 052-400-1251

フレッシュバナナのローフパン

★さわやかなバナナの味のクリームを、食パ

ン生地と合わせて焼き上げました。

　いよいよ本格的な夏の暑さの中でも、み

んな大好きなバナナの風味で、さっぱりと食

べられるおすすめパンです。 1本1本
(税込)(税込)
円円450450

トロピカルパインのスイートパン

★甘さの中にほのかで独特の酸味があるトロ

ピカルパイン。(*́ ∪` *):+。..*・

　そのトロピカルパインのジャムを、軽くス

イートなパン生地に乗せてソフトに焼き上げ

た一品です。 1袋5個入1袋5個入
(税込)(税込)
円円350350

information!!!information!!!information!!! 掲載記事募集のお知らせ掲載記事募集のお知らせ掲載記事募集のお知らせ

　みなさんの身の回りで開催される、さまざまなイベントや催し物・新し

く開店されるお店のご紹介など、エースベーキングでは地域に根付いて

活動されるみなさんの情報発信の応援をしています。

　掲載記事は随時募集しております。本社受付までお

気軽にご相談・お問合せください。

ウエブサイトからもお問い合わせいただけます。

本社お問合せ窓口 : tel.052-400-1251
メールでお問合せ   : mail@acebaking.jp

大人気!!今年も「ぬりえコンテスト2015」好評開催中です!!大人気!!今年も「ぬりえコンテスト2015」好評開催中です!!


