イッキンくんの
くんの

域のおすすめトースト特集です。
エースベーキングのスタッフが見つ
けたバリエーション豊かなトーストの
数々をご紹介します。気になるトース

パンでつながる情報案内
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今回のこんがりニュースは、東海地

ースト特集
おすすめト

かりです。ちょっと足を伸ばしてみては
いかがですか ?(^ ー ^*)

加熱して両面を軽く焼くこと。
また，その焼いたパンのことである。

NEWS vol.

the Toast

トがあれば、今食べにいけるお店ば

トーストとは、食パンを薄くスライスし、

ザ・トースト

きんぎょ茶屋

きんぎょ特製小倉トースト

深めのカットを入れたトーストに
ユートピア

たっぷりのあんこ、バニラアイス、

自家製あんの厚切り小倉トースト

生クリームがドーンと乗っていてとて

税込み単品700円

もボリュームがあり食べ応え十分で

セット700円+(ドリンク代金-100円)

す。甘さ控えめのあんこは冷たいア
イスとマッチして、桜花粉を混ぜた粉糖とフルーツで見た目にもさわやかで清
涼感も漂わせる一品です。特に女性のお客様に大人気のメニューです。
お店の外装は黒塗り、入り口はオーナーのこだわりで店名にちなんで鮮やか
な赤色。店内は木調で落ち着いています。
税込み 420 円

きんぎょ茶屋
多治見市光ヶ丘 3−46−1
tel. 0572−23−8787
営業時間：9:00 〜 18:00
定休日 ：金曜日 / 駐車場 : 有

極厚切りトーストの上に、北海道
産の大納言小豆を使用した自慢の自
家製あんこと、ふわふわ生クリーム

まず最初に目が奪われるのは、

をトッピング、おまけにお腹も満足

何と言ってもトーストの高さです。3

なフライドポテト付きです。

斤食パンを 1/4 も使ったスーパー

あんこもたっぷり乗っているので、

インパクト !!! 上からかかったはち

とてもボリュームがあり食べ応え十分

とと丸水産

みつとアイスクリームの甘味、バター

です。あんこは甘さを控えめにして

ハニー＆バターブレッド

の塩味が絶妙に絡んで最高 !

いるので、多いかなっと思える量で

トーストの温かさにアイスクリー

もペロリと食べられます。
オアシス

オープン厚焼たまごトースト

ユートピア
岐阜県関市円保通り 1−3−16
tel. 0575−23−2596
営業時間：7:00 〜 17:00
定休日 ：月曜日 / 駐車場 : 25 台

海鮮うまいもんや とと丸水産
愛知県岡崎市上六名町字林 20-1
tel. 0564-83-6007
営業時間：月〜金 17:00 〜 23:00
土日祝 16:00 〜 23:00
定休日：年中無休 / 席数 : 140 席
駐車場 : コムタウン共同駐車場

480円

ムが溶け込み、生地が程よく柔らくなりス
イーツ感も演出。パンとスイーツのふたつを
楽しめちゃうお得なメニューです。
一人では食べ切れないので取り分けても
十分な量です。居酒屋さんで、この感じの
メニューはホント珍しいです(*Θ_Θ*)/
ブラウン珈琲

アーモンドトーストセット

最近ちまたで注目されている
アーモンドを使った、香りがとても

食パンの上にふんわり感のある玉子焼きがのせ

豊かで甘さもほどよい、見た目も

てあり、ケチャップの酸味と塩味のアクセント。

豪華なトーストです。これから流

玉子のジューシー感が良く食べ応えもあります。

行するメニュー間違いなしっ!

厚焼き玉子の中にからしを入れて焼いてあるの
で、この 刺 激
と風味で大人が
ついつい癖にな
る味です。

オアシス
名古屋市南区寺崎町 3-9
tel. 052-821-9505
営業時間：7:00 〜 19:00
定休日 ：無休 / 駐車場 : 30 台

ドリンク代金+90円(ゆで玉子付き)
写真のセット490円

お店は平和堂の中にある喫茶店
で、木造風で暖かみのある雰囲気で居心地
がとてもよく、入り口にはケーキも売ってお
りきらびやかで入店するのがワクワクするよう
なお店です。パンケーキもおすすめです。

ブラウン珈琲 平和堂グリーンプラザ店
愛知県名古屋市緑区篠の風 2-251
tel. 052-838-8365
営業時間：8:15 〜 20:30
定休日 ：年中無休 / 駐車場 : 有

「パンと納豆は合うのか？ 合わないの

パピヨン

なっトーストセット

か？」その答えがこのメニュー !
納豆好きが一度は試してみたい組み合
せ。納豆の好きな方にオーダーしてもら
えるメニューはないかと納豆好きのご夫
婦が考案しました。納豆そのものの味を
消さないようシンプルに、あえて調味料

ドリンク込み

450円

見た目も豪華!! 金箔がちりばめられて
いてゴージャスな盛り付け。秘伝の独自

はマヨネーズと油のみにしてあります。
CAFE Suginoki

抹茶小倉フレンチトースト

製法で作ったフレンチトースト液に浸し、
オーブンんで焼き上げてあるので表面は
パリッとして中はふわっと柔らかです。小
倉と抹茶の組み合わせもよく合います。
グラスには、これまたおしゃれな盛り

880円

つけの抹茶アイスがついています。

トースト特集なのですが、ぜひ紹介

CAFE Suginoki

したい逸品。一見カレーグラタンです

カレーパングラタン

が、チーズとカレーの隙間からバケッ
トがちらり。オーブンで焼き上げてあ
るので、焼き加減も抜群。
スパイスの配合もオリジナルのこだ
わりカレールーが、バゲットに染み込

880円

んでしっとり。女性のお客様にも好評
で人気メニューのひとつです。

パピヨン
半田市洲の崎町 2-141
tel. 0569-29-2100 / 駐車場 : 12 台

CAFE Suginoki
営業時間：8:00 〜 19:00
岡崎市牧御堂町炭焼 24 席数 : 39 席 ( 貸切可 )
tel. 0564-83-8815 定休日：水曜日 / 駐車場 : 14 台

工場直販のお知らせ

ご注文・お問合せ・お渡し場所

9:00〜17:00(水・日曜を除く)
本

社

清洲市春日社子寺62番地

052- 400-1251
イッキンくん スタンプカード!!

岐阜営業所

岐阜県岐阜市東明見町7-2

058-274-2381
南営業所

名古屋市南区鶴田町1-8-8

お客様のご要望にお応えできるよう、数量
限定・ご予約にてご購入いただける、一般販
売窓口をご用意させていただいております。

無料配布中!!
※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

「工場直販窓口」までお気軽にお電話下さい。

イッキンくんの
くんの

パンでつながる情報案内

こんがり !
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052-822-0991
岡崎営業所

岡崎市大樹寺1-1-23

0564-24- 4416

株式会社
〒452-0962 愛知県清須市春日社子地62番地

tel. 052-400 -1251 fax. 052-409-5300
URL : http://acebaking.jp/
mail@acebaking.jp

オフィシャルウエブサイトもどうぞご覧ください。

