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暑さも和らぎ、風も秋の気配を感じられるよう
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になってきました。そんな秋に食べたい東海地域のおすすめほかほか温っかメ

ー特集
秋のあったかメニュ

肉汁がしたたり、ペアロー
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ほっかほか。

ニュー特集です。今回も気になるメニューは、今すぐに食べにいけるお店ば
かりです。今あなたが食べてみたい一品は、どのメニューですか ?

ルからはみ出る大きな自家製

自家焙煎珈琲ごりら

自家製ソーセージのホットドック

ソーセージは、スーパービッ
グインパクト。野菜スープと
サラダもついて 600 円は、お

支留比亜珈琲 蓮華北方店

得感も申し分なし。食欲の秋、

鉄板ふれんちとーすと

ボリューミーで熱々のホットドッ
クは、軽食に、コーヒーのお

野菜スープ、サラダ、ホットドック

供に最高の一品です。

600円

そしてそのコーヒーといえば、
自家焙煎の豆を注文を受けてか
ら抽出する香り豊かな自慢の一杯。アイスコー
税込み

880円

フライパンに盛りつけされて、雰囲気も満点の
焼きたてじゅわとろフレンチトースト。3 種のミック

ヒーも手間ひま掛けて作られています。

自家焙煎珈琲ごりら
愛知県東海市大田町寺下 93-1
tel. 090-9935-1381
営業時間 : 07:00 〜 19:00
定休日 : 水曜日、不定休 / 駐車場 :5 台

アポイント

Mixピザ

アポイント (Appoint)
愛知県西尾市法光寺町五反田 33-2
tel. 0563-54-7788
営業時間 : 8:00 〜 20:00
定休日 : 水曜日 / 駐車場 : 20 台

スベリーがふんだんにトッピングされて、甘さと酸
味がベストマッチしています。フレンチトーストは
濃厚なのにベリーの酸味でさっぱりとした味わい
です。冷たいアイスとホイップクリームが、見た目
だけじゃない、お口へもアクセントを添えてくれて
います。熱つ熱つと冷え冷えの波状攻撃。最高の
支留比亜珈琲 蓮華北方店
岐阜県本巣郡北方町高屋白木 3-87
tel. 058-322-3655
営業時間 : 6:48 〜 18:00
定休日 : 水曜日 / 駐車場 : 20 台
席 数 : 店内全席禁煙

980円

おいしさをぜ
ひ一度味わって

トロ〜リとしたチーズとたっぷりの具材

み て 下 さ い。

を、どう食べようか悩むくらいてんこ盛り。

(`・ω・´)ゝ ”

オーブンで焼き上げているので、安定の
熱々ピザです。ベースにピザパンを使用し
てあり、ふっくらやわらかで女性でも気軽にまるまる1 枚食べられそうです。

パピヨン

ひとくちトーストセット

お店は洋風な外観で道から入りやすい店舗です。店内はカウンター席、テー
ブル席、２階にはカラオケルームがあり憩いの場所として親しまれています。

ひと口サイズのサイコロ状にカットした食パンを鉄板に乗せて、ミートソース、
ホワイトソースとチーズで焼き上げたグラタンのようなメニューです。オーブン
で焼き上げているので、めっちゃ熱々！！油断す

680円
ミートソース 650円

ホワイトソース

ると口の中をやけどします( 笑 )。
一般的なペンネやマカロニなどのパスタを使っ
たグラタンほど重くなくて、サックリ食べられて

パピヨン
愛知県半田市州の崎町 2-141
tel. 0569-29-2100
営業時間 : 不定期
駐車場 : 15 台
ＪＲ武豊線亀崎駅 徒歩 19 分

しかも満足感のあるこのメニュー。ぜひ一度試し
てみて下さい。(*´∪｀*):+。..*・
お店はクリーム色の外観に瓦屋根が特徴
の店舗で、店内は昔ながらの喫茶店といった
趣です。手作りのハンバーグも逸品です。

あらびきウインナーのプチプチし

やまざき珈琲店

チーズの旨みたっぷり

た歯ごたえと、シャキシャキピーマ

あつあつピザドッグ

ンがふわとろチーズと絡み満足感十
ピザドッグセット

プレーン
チ

リ

ピリ辛チリ
ハムカツ
(税込み)

単品

430円
450円
500円
450円
500円

分。秋にピッタリのできたて熱々ドッ
グを、どうぞお召し上がり下さい。
やまざき珈琲店
岐阜県岐阜市三田洞８９８−１
tel. 058-237-2301
営業時間 : 7:30 〜 19:00
モーニングサービス : 7:30〜11:30
定休日 : 水曜日 ( 祝祭日営業 )
駐車場 : 30 台

パニーニクッカーを使用したパンは温か
いのに表面がカリカリにならず、野菜もシャ

珈琲家牧歌 美合店

キシャキでフレッシュ、チーズも入って味の

厚切りBLTサンドセット

バランスも絶妙。14 時までのモーニングも
豊富なメニューでおすすめです。
珈琲家牧歌 美合店
岡崎市美合町入込 8-2
tel. 0564-58-7867
営業時間 : 8:00 〜 22:00
定休日 : 無休 / 駐車場 : 共同駐車場

600円
支留比亜珈琲 名東若葉台店

ハンバーガー

特大バンズは存在感メガマックス !! 牛肉 100%
のハンバーグは、注文を受けてから焼いているの
で、食べた瞬間に肉汁が溢れ出すほど、旨味が
凝 縮されていて
とってもジュー

600円
支留比亜珈琲 名東若葉台店
名古屋市名東区若葉台 1524
tel. 052-774-6699
営業時間 : 7:00〜21:30（LO.21:00）
定休日 : 年中無休 / 駐車場 : 25 台

シー。野菜をた
テリタマバーガー
610円
ローストチキンバーガー
630円

工場直販のお知らせ

くさん使用して、
女性にも好評で
ヘルシーに仕上
げてあります。

ご注文・お問合せ・お渡し場所
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

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

052-822-0991

用意させていただいております。

岡崎営業所

「工場直販窓口」までお気軽にお電話下さい。

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

名古屋市南区鶴田町1-8-8

お問い合わせ : 9:00〜17:00(水・日曜を除く)

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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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。

