
　東海地方には、全国でも話題の喫茶店のモーニングメ
ニューや、贅沢な素材を使ったニューがたくさんあります。
　今回のこんがりニュースは、おすすめしたい逸品メニュー
をドドーンとご紹介します (*Θ_Θ*)/
　まずは三河地域を中心に当社担当者が地域で見つけた、
ついつい食べたくなるメニュー、独断と偏見でセレクトし
たおすすめの逸品を特別編集でお届けいたします。
　お近くにお越しの際はぜひ一度、お立ち寄りいただき、
自慢の逸品メニューをお試しください。
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Café E'na( カフェ エナ)

西尾市一色町味浜上長割 54-1

tel. （0563）77-0805

営業時間 ： 8：30～20：00

定休日：木曜日、第一・第三金曜日

駐車場 : 10 台

カフェ・スクルージ

額田郡幸田町芦谷伯楽 5-8

tel.（0564）62-5494

営業時間 ：8：00～19：00

定休日：日曜日午後、月曜日

駐車場 : 8 台

Café Style( カフェ スタイル)

西尾市今川町大城 43-2

tel. （0563）54-8317

営業時間 ：8：30～22：00

定休日 ：水曜日 / 駐車場 : 17台

咲ら珈琲

岡崎市井田南町 9-1 

tel. （0564）64-7646

営業時間 ：7：30～24：00

定休日 ：無休 / 駐車場 : 有

　白い洋風の建物、咲ら珈琲さんは周りを芝

生に囲まれた緑の多い店舗です。店内は木目

を多く使用した内装で落ち着いた雰囲気。優

しい季節の風が心地よい日には、テラス席も

あるので、こちらもおすすめです。

　咲ら珈琲さんのパンメニューの中でも人気の

メニュー咲らドッグは、お好みのドリンクと、

ホットドッグ、サラダに自家製のポテトチップ

がワンポイント。ソーセージのボリューム感抜

群、冷えてシャキシャキのサラダに、クルトンの歯応

えがアクセント。特にソーセー

ジの加熱具合が絶妙でとっても

ジューシーなホットドッグです。

　そして、他にもデニッシュ食

　カフェ・スタイルさんの

モーニングセットは、ピザトーストセット、トースト

セット、フレンチトーストセットの各トーストをメイン

に、サラダ、アイスクリーム、ヨーグルトなどが付

いてきます。中でもフレンチトーストはフレンチ液に

しっかり浸かり、生地の中がムースの様な食感で、�

フチかり中トロが最高です。そして西尾市の特産を

活かして、トッピングは西尾産の抹茶なのです。

　お店の方に、バケット使用のピザトースト、フレン

チトーストは、食パンよりも

咲らドッグ 530円(税別)

ドリンク代+540円

ピザトーストセット フレンチトーストセット

ドリンク代+350円

使い勝手がよく美味しい食感に仕上がるため、バッ

ケットでなくてはダメと、こだわりを教えて頂きまし

た。どのセットも丁寧に盛り付けしてありどれを選ん

でも目も満足、

ボリュームも

あってお腹も

満足です。

日替りおやつ
小倉のホットサンドセット

ドリンク込み 700円

ブランチセット

ドリンク代+450円
　エーゲ海のカフェをイメージした店舗の外

観が目を引くカフェ・エナさん。

　メインのパンメニューと、スープ、サラダ、

卵料理、デザートをベースにコーヒーのおかわ

りもあってお得感 MAXのプレミアムモーニング。

パンは厚切りトースト、アンチョビトースト、日替りサンドから選べます。

　プレミアムを謳うだけあってかなりのボリューム。今回の卵料理は目玉焼

き、スープはマスターが材料から仕込んだ自家製のミネストローネです。

　デザートも日替りで楽め、厚切りトーストもバケットもひと手間加えたこ

だわりの焼き方でとてもおいしくいただけます。

　ボリュームがあるので常連さんのご年配のご夫婦は、いつもふたりでシェ

アされています。世代に関わらず軽くすま

せたい方には、ご夫婦やお友達でシェアし

てもちょうど良い量のようです。シェアの

オーダーもOKの納得メニューです。

　カフェ・スクルージさんは住宅

街に建つガレージ風の造りで、店

内は大きな窓から自然の光が差し

込みとても明るい店舗で、とても

ゆっくりとくつろげる感じがします。

　ご紹介するメニューは、ブランチ

セットと、日替りおやつのセットで

す。それぞれのトーストセットによってサラダ

の内容や、付け合わせが変わります。

　ブランチセットはカンパーニュ食パンを薄

めにスライスして焼き上げることで、サクサ

クの食感が楽しめます。また、スープは時

間を掛けて煮込まれて、野菜が舌の上で溶けていく、と

ても柔らかい食感が楽しめます。シフォンケーキも添えら

れていて見た目以上の食べ応えがあります。

　今回の日替りおやつは、小倉のホットサンドとアイスク

リームが付いています。熱々のホットサンドに添えられた

アイスクリームを、一

緒に食べると口の中

で、熱さと冷たさが

混ざりあい、絶妙な

温度の触感です。
  

パンの中の生地をくり貫いて、サイコロ状にしたハニー

トーストも大人気のメニューでおすすめ。

　モーニング以外のパンメニューには自家製のポテト

チップが添えられています。揚げたてを提供されるの

で、市販のポテトチップでは味わえない食感が楽しめ

ます。ぜひ一度お試し下さい(*́ ∪` *):+。..*・

↑

↑

プレミアムモーニング
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Café E'na(カフェ エナ)Café E'na(カフェ エナ)

咲ら珈琲咲ら珈琲

Café Style(カフェ スタイル)Café Style(カフェ スタイル)

カフェ・スクルージカフェ・スクルージ



株式会社株式会社

こんがり
イッキンくんのイッキンくんのイッキンくんの

こんがりこんがり!!!
イッキンくんの

NEWSNEWS

パンでつながる情報案内パンでつながる情報案内

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/

第0040号初版 / 2017年   9月  1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。

株式会社

IKKIN-KUN

SERVICE

STAMP

CARD
c morimoto kirin 
c morimoto kirin 

無料配布

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 GET!!

ニコカフェ安城店

安城市三河安城南町1-4-8 

ピアゴ三河安城店 2F

tel.（0566）72-6901

営業時間 ：7：00～19：00

定休日：無休（年 2回ピアゴ休業同様）

駐車場 : あり

ESPRIT( エスプリ)

西尾市室町波落 31

tel.（0563）52-2958

営業時間 ：9：00～21：00

定休日：木曜日定休

駐車場 : 20 台

クォーターズ（Ｂritish ＰＵＢ）

岡崎市明大寺本町4-29

名鉄本線東岡崎駅より徒歩約2 分

tel. 0564-64-3680

営業時間 ：17：00～深夜 2：00

定休日：月曜 / 駐車場 : 無し（近隣にＰ有）

日替りおやつセット
ドリンク代込み 490円

ドリンク込み 700円

　がっつり食べたい時は、クォーターズのオリ

ジナルバーガー(写真)とクラブハウスサンド。

　オリジナルバーガーのパティ(ハンバーグ)は120ｇも

あり、付け合せのフライドポテトも合わせ満腹。こだわ

りのスライスチーズ、特製ドレッシング、大きめのピク

ルス完熟トマトで味の深みも抜群です。

　クオーターズさんは英国のＰＵＢ風の外観、内装も

とってもオシャレで落ち着いた空間です。カウンター席

が充実していて、一人でふらりと立ち寄って気楽に一杯

だけでも利用できるお店です。

　また、結婚式の二次会などリーズナブルに出来てお

　支留比亜珈琲店・豊明インター店さんの今回ご紹介

するパンメニューは日替りおやつセットです。

　ハーフシートにアイスクリームを乗せ、フルーツでデ

コレーションしたパンスイーツです。ハーフシートは焼

いて暖かく、冷たいアイスクリームとよく合うので、溶

けたアイスがよく絡んでより美味しくいただけます。最

近マストの冷たいと温かいが同時に楽しめる逸品です。

　今回はハーフシートでしたが、日替わりのため毎日内

容が変わります。おやつメニューなのにボリュームも満

足でき、かなりのお得感があるメニューです。

　ほかにも、当社デニッシュ D を使用したサンドのメ

ニューも大人気。そしてパンメニューではありませんが、

昔ながらの鉄板ナ

ポリタンが、これま

たボリュームと懐か

しい味でとっても美

味しくおすすめです。

　ニコカフェ安城店は、女性好みのワッフルやパンメ

ニューが充実しています。その中でも定番中の定番メ

ニュー小倉トーストセットは、厚切りトーストを使用し

て、とってもボリューム感があります。メープルシロッ

プをたっぷり掛けてから食べるのがおすすめ。トロー

リ溶けたマーガリンの程よい塩味が絡み合って、ジュ

ーシーで絶妙な甘さがたまりません。

　女性のお客様のオーダーが多いようですが、ボリュ

支留比亜珈琲店・豊明インター店

豊明市栄町元屋敷 55

スパークシティーポルト1F

tel.（0562）98-1600

営業時間 ：平日7：00～19：00

定休日：年中無休

駐車場 : あり( 他のテナント共同 )

すすめです。本格的な英国料理から、親しみ

のある居酒屋メニューまで充実していて、「砂

肝のペッパーソテー」が絶品。「ローストビー

フ＆マッシュ」が一押しメニューです。

ーム感もありますので、

男性にもぜひ味わって

頂きたいメニューです

(*́ ∪` *):+。..*・

　店舗はピアゴ安城店

２Fにあり、隣りに本屋

さんがあるので、本を購

入されたお客様がゆったりとに読書をしながら、コ

ーヒーを楽しんでいらっし

ゃいます。人気メニューは,

昔ながらの熱々の鉄板に

溶き卵を流し込んだ鉄板

ナポリタン。愛知県という

土地柄欠かせないマストメ

ニューです(・ω・)ノ

オリジナルバーガー 880円

クラブハウスサンド 980円

　エスプリさんの店舗は、クリーム色の洋風な外壁

に、レンガの柱が特徴の建物です。夜になるとグリー

ンのライトに外観が照らされて、暗闇に浮かび上がっ

て見えてとっても幻想的になります。広めの店内は、

二手に分かれていて上手く活用されています。

　おすすめのモーニングセットは、充実した盛り合わ

せ多品目で納得の満足感です。メインはチーズトース

ト。コーンポタージュ、サラダ、たまごの定番に加え、

ハッシュポテトに唐揚げとバラエティー豊富。

　パンメニュー意

外では、毎週金曜日に、ケーキセッ

トが、通常ドリンク代＋280 円が

120 円引きの＋160 円で利用出来

て、女性のお客様に大好評です。

エスプリモーニングセット
ドリンク代+ 340円
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