奈良から三田の自然の中へ︒
人気パン処がうれしいお引っ越し︒

家族で移住して来た櫻井さん。季節やその日の気候
と相談しながら、
一番いい状態の窯でパンを焼く。

ドイツ産ライ麦を66％使ったライ麦パン440円。黒米やきび、粟
ゴマの香ばしさがたまらな
がたっぷり入った雑穀ライ麦700円。
（いずれも1/2カットの価格）
。
どの
いフロッケンセサム800円など
パンも中身がぎゅっと詰まり、
トングで取ると重量感にビックリ。

永澤寺
そば道場

パン工房
のら
49

広野駅
三田西IC

3

（※）
平成24〜26年平均／総務省統計局発表より

新三田駅

相野駅 有馬富士公園口

パン工房のら

いらっしゃい︑
ごちそうパン︒

176

舞鶴若狭
自動車道

福知山線

J
R

取材・文／杉田裕路子 野上知子 牧野しのぶ

「パン優先の環境です」
と言う工房、
カフェが1つになった空間。遠方か
らわざわざと言う来客も絶え間ない。

撮影／青木 崇 沖本 明 前田博史 丸子哲央

たパンを外のベンチで食べても

らうよう な 青 空 営 業でした

や来客がある人気店に︒
﹁買っ

︵笑︶
︒念願の屋根付きのカフ

1 世帯あたりのパン支出額

庫 県 ︒町に根 付 くパン屋さん

じめ︑
パンに親しむ人の多い兵

ェを 叶 えたくて ﹂︒その新 天

が全 国1 位︵ ※ ︶
の神 戸 をは

の充 実に加えて︑わざわざ訪

地が三田の山 中 ︑吹きガラス

合ったという元鉄工所の建物︒

作 家である 奥 さまの縁で 出

丁 寧に時 間をかけてハードブ

登場していて︑心が高鳴る︒

三田市の自然の中︑天然酵

ねたくなる話題の店も続々と

母を使った生 地を手 ごねし︑

し︑焼き立てを味わえるカウ

大きなパン窯を再度手づくり

ンターやソファ席も実現︒櫻井

レッドを 焼 き 上 げるための ︑

良の大 宇 陀から 昨 年工房 を

自ら手づくりした窯で焼くパ

移転させた︒かつては自宅のパ

素朴で野性味あふれる味わい

さんの情熱そのもののような︑

ン職 人・櫻 井 直 樹 さんは︑奈

たが︑
口コミで評判が広がり︑

を訪ねて行こう︒

ン窯で受 注 分だけを焼いてい

たちまち 全 国 各 地から 注 文

オープンの午前11時。パン窯が一番熱い時間に焼き上がるのは、皮
パリッ、
生地はもっちりしたリュスティックや、
カンパーニュなどのハード系
パン。午後1時前にライ麦パン、午後のおやつの頃には季節のタルト
やケーキが焼き立て。ハード系1つ440円、
リュスティック1つ330円前
後。
カフェではカットしたパン、
タルトやピッツァを、地元・母子
（もうし）
や
奈良・月ヶ瀬の紅茶と。

三田市

u三田市永沢寺16 2079‐506‐4951
金・土・日・月曜と祝日の午前11時〜午後5時のみ営業
Ⓟ5台 道案内／電車→JR宝塚線三田駅から神姫バ
ス、永沢寺下車徒歩約5分（本数少）、
またはタクシー
約40分 車→中国自動車道神戸三田ICからJR新三
田方面へ。有馬富士公園口交差点から県道49号線
を北へ。
［永澤寺］
東側の道を北へ。ICから約50分

2

ネーブルオーブン

2階のカフェでは、ベーグル
にクリームチーズを添えて
ドリンクとともに。チーズケ
ーキなどスイーツも楽しみ。

熱愛！

ベーグルが
おもしろい︒

元町の人気ベーグル専門店が、磯
上エリアへ移転。毎朝、約25種のベ
ーグルが登場し、昨年、2階に広いカ
フェスペースを設けるなど規模を拡大。
「専門店だからこそできるフレーバー
の豊富さを楽しんでもらいたくて」
と、
製造担当の松浪文子さん。明太子
やカレーなどの総菜と組み合わせた
〈おかず系ベーグル〉
や、
クッキー生地
をかぶせた
〈お菓子系ベーグル〉
など
オリジナルの味わいにワクワクする。

中央区

ベーグル
︵下︶
はくるみといちぢく︑
チョコ＆チョコなど全 種︒もっちもちの食感に驚く蒸しパン
︵上︶
は黒糖き
自然に近い素材選びも丁寧︒
いずれも1つ130 〜170 円︒
なこ︑
抹茶など全7 種のフレーバーがそろい︑

色とりどりの
フレーバー。

10

古いビルをリノベーションした店内はアメリカンジャンクな雑貨や家具が並
ぶ、
カジュアルな雰囲気。店内ではジャムやピクルスなどパンのお供も販売。

阪急神戸
三宮駅

阪神神戸
三宮駅
そごう

マルイ
国際会館

2

地下鉄三宮・
花時計前駅

u神戸市中央区御幸通6‐1‐1 パンニャンビ
ル
2078‐251‐3337
午前10時〜売り切れまで 月・火・水曜休 Ⓟ
なし 道案内／電車→各線三宮駅から南東
へ徒歩約3分 車→阪神高速神戸線京橋出
口から北へ約3分

ネーブルオーブン

ニューヨーカーの朝の定 番 とし

て人気が高まり︑日本でも専門店

が増えたベーグル︒重みのあるもっ

ちりした生地は食べごたえ抜群︒

を塗ったり︑具だくさんのサンドに

クリームチーズやピーナッツバター

ザ・ビッグ篠山店

したり︑生 地のフレーバーも 豊 富

5

77

はなとね

で楽しい︒﹇はなとね﹈
では米 粉と

篠山城跡
ヤマダ電機

u篠山市西町55 2079‐550‐4598 午前
11時〜午後2時、午後6時〜午後9時30分
（土・日・祝はカフェタイム午後2時〜午後6時
も営業。いずれもラストオーダー） 月・火曜
休
（祝日は営業） Ⓟ3台
（市営西町駐車場）
道案内／電車→JR福知山線篠山口駅から
神姫バス、
西町下車徒歩約1分 車→舞鶴若
狭自動車道丹南篠山口ICから県道299号線
〜県道36号線を経て北東へ約10分

豆乳を使った生地を蒸し上げる︑

西町

リチャードさんと浩仁さん
の頭文字から
［RH Bagel
s ］。ディナーは2,000円、
3,000円のお任せコース
がお薦め
（税別）
。

オリジナルのスチームベーグルも好

篠山
郵便局

篠山市

ひろひと

古き良き篠山城下町で、前川浩仁
さんがご実家の古民家を改装して昨
秋オープンしたのは、
ニューヨークスタ
イルのベーグル店。長めの発酵で生
地を大きく膨らませたベーグルは、14
年来の友人、
ニューヨーク出身のリチ
ャードさんとの交流が原点という本場
感だ。人気は自家農園の野菜をふん
だんに使ったベーグルサンドのランチ
ボックス。
「ヘルシーに、
おなかいっぱ
いに」
という優しさもたっぷりと。

RH Bagels

ランチボックスはベーグル3種から。写真はエビとワカモレのベーグル。
トウモロ
ピッツァ職人歴20年
コシチップス、
サルサ、
スープ、
ドリンクが付いて1,100円。
の前川さんが生地からこねる薄焼きピッツァも外せない。いずれも持ち帰り可。

アールエイチ ベーグル

評︒趣向を変えて食事におやつに

RH Bagels

味わいたい魅力がたくさん！

What s bagels?
発酵させてリング状にした生地を、
軽くゆでてから焼き上げる。生地
が締まるため、中身が詰まった独特のもっちりした食感に。卵や牛
乳、
バターを使わず、
脂肪分やコレステロールの低さも魅力！

ランチボックスで
大満足。

蒸しベーグルと
新しい出合い。
営業は土・日曜︒﹁子どもとの生活を考えて﹂村上さんが移り住んだ古民家は︑
気持ちの良い座敷を開放︒新緑の季節は縁側や芝生の庭でくつろいで︒畑の
野菜︑
車麩を挟んだベーグルサンド500円︒自家焙煎コーヒー450 円と︒

上から時計回りにクリームチーズを生地に巻き込みクッキー生地で包んだチーズ
ケーキベーグル230円、
キャラメルチョコクッキーベーグル250円、
木の実のベー
桜あんベーグル230円
（春限定）
、
ベジチーズソルトベーグル230円。
グル190円、

ポートライナー

地下鉄三宮駅 JR三ノ宮駅

北区
かや ぶ

築 260 年の見事な茅葺き屋根の
あつ お
母屋が、
村上敦隆さん、
紀子さん夫妻
のベーグル工房。国産小麦と天然酵
母でつくるベーグル、
米粉の風味が豊
かな
〈スチームベーグル〉
こと蒸しパン
が愛らしく並ぶ。小麦、
卵、
バター、
ミル
クを使わない蒸しパンは、
「おいしいも
のを普通に、
アレルギーの方も食べら
れることが素敵」
と考える村上さんの
想いの結晶。昔話のような風景によく
似合う、
素朴な味わいをほおばりたい。

八雲神社

はなとね

506

金比羅
神社
弓ノ木
38

西畑

五社出口方面

u神戸市北区淡河町神田143‐2
2090‐5672‐3438
土・日曜の午前10時〜午後4時のみ営業
Ⓟ2台 道案内／電車→神戸電鉄岡場駅
から神姫バス、弓の木下車徒歩約10分
（本数少）、
またはタクシー約20分 車→
阪神高速北神戸線五社出口から県道506
号線〜県道38号線を経て北西へ約20分。
弓ノ木交差点を右手へ、
1本目を右折

4

フクスケ亭

洲本オリオン

7

洲本市役所
洲本郵便局

新感覚の
サンドイッチが続々︒

76
イオン
栄町2東

具だくさんでおなかも満 足する
︿ 食 事パン﹀
の代 表で︑ご飯 党という人の中にも

アイデア光る
コッペパンサンド

トースター

洲本市

u洲本市本町5‐4‐12
2050‐7119‐2491
モーニング午前7時〜午前9時、午
前11時〜午後5時 火曜休
（祝日の
場合営業） Ⓟなし 道案内／電車
→JR神戸線舞子駅から高速バス、洲
本バスターミナル下車徒歩約5分
車→神戸淡路鳴門自動車道洲本IC
から国道28号線で東へ約10分

中央区

ふわっと軽い食感のコッペパンにサ
ンドされた色とりどりの具材。ぽってりと
した可愛い形も魅力的だが、パンと具
材のこだわりもとびきりだ。大阪の人気
ブーランジュリー
［パンデュース］
が特別
に焼いているというパンは、
「 具材と一
体になるよう、
食感と小麦の風味にこだ
わりました」
と店主さん。具は神戸洋食
の名店
［グリル一平］
仕込みのハンバー
グ、本格インドカレーなど、
スペシャルな
味わいばかり。大きな口でパクッとほお
張れば、
きっと幸せになるはず。

きゅうりとパルミジャーノのサンド300円は、
シンプルな具だからこそ、
素材の味が光る隠
れ人気メニュー。
「南あわじの農家・原田さんのミカンを生しぼりするジュース
（250円）
もぜひ一緒に」
と向井さん。同じ通りにある
［こみち食堂］
の名物すじこんを使ったすじ
こんチーズのホットサンド400円。お店でのイートインはもちろん持ち帰りもOK。

神戸布引ロープウェイ

洲本
図書館

洲本
IC

洲本バス
ターミナル

〈チョコ〉
コッペパンサンドは手前から、
ヘーゼルナッツ入りの板チョコを豪快に1枚サンドした
380円。コクのあるソー
スとジューシーなお肉の
〈ハンバーグ〉
［ナビン］
のカレーを使った
〈カレー〉
430円。大阪の人気インド料理店
400円。

ローストビーフがパンからあふれんばかりのサンドイッチは、
その名も
〈ローストビーフがひたすらたっぷり入ったサン
ド〉
！ 600円。蒸し鶏やフレッシュ野菜、
そして
［北坂養鶏場］
の卵をサンドした具だくさんなクラブハウスサンド550円。

淡路島の食材をふんだんに使った
サンドイッチ専門店が、昨年末に
［洲
本レトロこみち］
に登場。淡路市［北
坂養鶏場］
の卵、
地元産の野菜・フル
ーツなど、
つくり手が丹誠込めた食材
をサンドイッチで楽しめる。
「具材をしっ
かり味わってほしいのでパンも薄めな
まさ ひで
んですよ」
と店主の向井真英さん。野
菜のポタージュやフルーツボウルなど
凝ったサイドメニューも多いので、
その
日の気分でサンドイッチと組み合わせ
て、
島の恵みをまるごと味わいたい。

28

ど味わいは無限大で︑
パンをよりおいしく食べるヒントがあふれているようだ︒
ユニ

フクスケ亭

ファンが多いのがサンドイッチ︒
パンの種類︑食材の組み合わせや︑調味料の工夫な

ークな具も楽しみな︑
サンドイッチを看板にするカフェやベーカリーが大集合︒

淡路島の食材が
大活躍！

駅
幹線
新神戸
山陽新
新神戸
オリエンタル
アベニュー トースター
布引

30

新神戸駅
神戸芸術
地下鉄
西神・山手線 センター
中央
小学校

u神戸市中央区熊内町4‐8‐8
2090‐6063‐1486
午前9時30分〜午後4時30分 日・
月曜休 Ⓟなし 道案内／電車→地
下鉄西神・山手線新神戸駅から東へ
徒歩約3分 車→阪神高速神戸線生
田川出口から北西へ約5分

お店は新神戸駅に近い生田川沿いにあり、
「大きなガラス窓から陽光が降り注ぐ、
とっ
ても気持ちのいい空間ですよ」。棚に並んだカップから好みのものを選べるのも、喫茶
店のようで楽しい。
コッペパンサンドと並んで人気の高い
〈アーモンドごろごろトースト〉
250円。厚めのトーストに、粒感がしっかり楽しめるアーモンドバターがたっぷり！

6

オーボン・サンドウィッチ

ビゴ

芦屋市

芦屋から全国へ、
フランスパンの味
わいを広めたパン職人のフィリップ・ビ
ゴさんが、
「フレッシュな食材をパンに
挟んで、一番いい状態で提供したい」
と2007 年に開いたサンドイッチ専門
店。看板のバゲットを中心に、
ミルク
パン、
グラハムパン、
クロワッサンなど
多彩なパンに合わせたごちそうな具が
いろいろと。
ビゴさんのパンのおいしい
食べ方が、
ショーケースに満載！

!
!
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生ハムとポテト

ラタトゥユのチャパタ

南仏風野菜煮込み料理ラタトゥユと、
オリーブオイ
ルを練り込んだイタリア風パン・チャパタとの出合
い。
あふれんばかりの具でボリュームあり。432円。

ミルクで練った軽くやわらかい生地のパン・ビエノワ
で、生ハム、
ポテトサラダ、野菜をサンド。彩りよく振
ったパプリカがアクセント。432円。

定番メニューに加え、
全粒粉パンなど、
こだ
わりのパンを使った限定ランチもある。
スー
プや人気のパフェなどもセッ
トで1,706円。

明太子とごぼうサラダのサンド

ハニーマスタードチキンのサンド

ゴボウをピリ辛の特製ダレで炒め、明太子を絡めた
オリジナルの具材入り。
シャキシャキとしたゴボウの
食感と明太子の風味がクセになる。540円。

自家製蒸し鶏を主役に、
チェダーチーズとトマトをサ
ンド。ハニーマスタードソースが加わることで、鶏肉
の旨みがさらにリッチな味わいに。734円。

クリームチーズとさつまいものサンド

ベーコン・エッグ・
レタス・
トマトのサンド

クリームチーズとサツマイモの相性の良さを再発見
する一品。ほっくりとしたサツマイモの甘さをクリー
ムチーズの酸味が引き立ててくれる。756円。

サンドイッチの定番メニューながら、生クリームを加
えた卵がたっぷり入り、
まろやかさがアップ。
ジェノ
ベーゼソースを隠し味に。626円。

サンドイッチカフェ

うみねこ 加古川市

白を基調としたお店。テーブルやテラス席
でイートイン可。午前 7 時からの営業ゆえ
「朝食に買って行く方も」
と店員さん。

パストラミとチーズのカスクート

L

スパイスで味付けして燻製にしたポークパストラミと、
厚切りのチェダーチーズ、
野菜を挟んだぜいたく感。
シンプルな味わいのバゲットとマッチ。432円。

オーボン・サンドウィッチ

ビゴ

ラポルテ ホテル竹園芦屋
本館
大丸 JR神戸線

芦屋駅

鶏肉のレモン漬けサンド

155円（税別）。毎週土・

日曜のみ販 売し、午 前
11時ごろ焼き上がり。カ
リカリのバゲットに、
「サン
ドと言うより、中身が見え
るように」つくりたての鶏
肉のレモン漬けをどっさ
りと。
「地元のみんながな
じんだ味。人気なので早
めの時間に」
と鈴木さん。

u芦屋市大原町12‐28
20797‐34‐1268
午前7時〜午後7時30分
月曜（祝日の場合は翌日）
休 Ⓟなし 道案内／電車
→JR神戸線芦屋駅から北
へ徒歩約1分 車→阪神高
速神戸線芦屋出口から北
西へ約5分

ニシソワーズ

ニシソワーズはニース風サラダのこと。アンチョビ、
オリーブ、
カットゆで卵がマヨネーズと絡んで美味。
ゴマたっぷりのソフトなフランスパンで。432円。

ガラス張りの工房。
シェフの田戸 仁
さんらの手で次々とサンドイッチがつ
くられ、新鮮そのもの。マヨネーズや
ドレッシングも自家製。
ショーケース
はお昼前の品ぞろえが一番充実。

山陽新幹線

別府駅
山陽電車
ダイキ
イトー
ヨーカドー
別府 129
718

サンドイッチカフェ

うみねこ
別府
小学校

u加古川市別府町本町1‐43
2079‐436‐0105
午前8時30分〜午後6時（金・土・日
曜は午後9時まで） 月曜休
（祝日の
場合は午後6時まで営業、翌日休）
Ⓟ7台 道案内／電車→山陽電車
別府駅から南西へ徒歩約5分 車
→加古川バイパス加古川東ランプ
から県道383号線で南西へ約10分

店内はモダンな空間ながら、
子ども用に絵本なども用意。
「食事として満足感がある
ようボリュームも重視してい
ますよ」
と宗佐さん。

まだまだあるよ！

あこうぱん

旅する雑貨屋 itsumo いつも

赤穂市

もとは地元の定時制高校の生徒が
発案し、
〈 赤穂義士祭〉
で発表された創
作サンドイッチ。
そのアドバイザーだった
［あこうぱん］
の鈴木誠さんが、
「 卒業後
もいつでも楽しめるように」
とレギュラー
商品化した。具の
〈鶏肉のレモン漬け〉
は赤穂の学校給食で長年愛される定番
料理。
レモンを利かせた甘辛いタレで鶏
の唐揚げをあえ、
バゲットでサンド。
u赤穂市加里屋中洲6‐24
20791‐42‐3565
午前6時〜午後6時30分（土・日曜、祝日は午
前7時〜午後6時） 火・第3月曜休 Ⓟ9台 道
案内／電車→JR赤穂線播州赤穂駅から南へ
徒歩約10分 車→山陽自動車道赤穂ICから
国道250号線〜県道32号線で南東へ約5分

播州赤穂駅 JR赤穂線
赤穂市役所

アグロ
ガーデン

花岳寺

主婦の店

赤穂
大石神社

32

250

赤穂大橋

あこうぱん

姫路市

姫路の山吹にあった人気雑貨店が
昨年9月に移転。店主の森原由香さん
が世界中を旅して集めた雑貨や作家作
品を販売する雑貨スペースの横に、新
たに食堂を併設した。ランチメニューの
〈バインミー〉
は、
ベトナムの屋台サンド。
地元で採れた野菜がたっぷり入ったヘ
ルシーなおいしさ。のんびりとした田舎の
風景を眺めて、
旅気分で味わいたい。

お客さんが絶え間なく訪れ
る。店の奥には、買ったパ
ンを食べられるベンチが。

中広

9

定番だけでも30 種類以上。
どれも
そう さ
に店主の宗佐信彦さんのアイデアが
光るオリジナルサンドイッチがそろう。
「サンドイッチは素材やソースの組み
合わせで、味わいがグンと広がります。
それぞれの出合いを楽しんでもらえた
ら」
と宗佐さん。具材やソースももちろ
ん手づくり、
自家製。豆からこだわる自
慢の自家焙煎コーヒー
（ 486円）
と一
緒にぜひ味わってほしい。

夢前町産の米粉を使ったサックリ食感のパンとニョクマム
入りの酢漬け野菜の相性が抜群。月ごとに具が変わり、
写
真は車麩のカツ。
スープセット900円
（単品700円）
。

u姫路市夢前町芦田198
2079‐335‐0533
午前11時〜午後4時30分（ランチは午後2時
まで。ラストオーダー） 火・水・土曜休 Ⓟ8台
道案内／電車→JR神戸線・山陽電車姫路駅か
ら神姫バス、
芦田橋下車徒歩約3分 車→山陽
自動車道山陽姫路西ICから県道411号線を経
て北東へ約25分。菅野中学校北側を右折

眺望のいい場所にあり、
山里の風景も目にごちそう。
庭にはヤギのクミンも！
旅する雑貨屋 itsumo
29 上菅小学校
菅野
護塚橋北詰 中学校
413

太市駅

80
411

山陽
自動車道
山陽姫路西IC
JR姫新線

8

新しい形でパンを楽しめるお店、
個性が光るパン職人が次々登場し、
たちまち親しまれているのは
さすがパン好きの多い兵庫。
いま注目の
〈パンの動き〉
を
「パン新聞」
で案内！

カラフル食パンが
楽しいパン屋が、
垂水に。 幸せのパン屋 サンテ

霧のように現れる?!
天然酵母パンが、
篠山に。 ノウムベーカリー

小麦から育てる
パン職人が、
パン屋 小麦生活
神戸に。

トーストを自分で
焼けるカフェが、
姫路に。
ル アン ブール

デロンギやラッセル・ホブス

12

など︑店内にずらりとディス

プレイされた 種のトースタ

トーストすることができる︒

ーから好みを選んで︑自分で

ッと香 ばしくて︑
ふわふわ︒

﹁ 焼き立てのトーストはカリ

そのおいしさを味わってもら

ゆ み こ

由 弥 子 さん︒朝のお薦めは

いたくて﹂とオーナーの大岡

ミニグラタンや卵 料 理 など

がセットになった
︿グランドモ

ーニング﹀︒テーブルのトース

香りが漂い︑焼き上がるまで

ターからはパンが焼ける甘い

も幸せな時間が待っている︒

﹁自分でつくった小麦は︑
仕

入れた小麦とは甘みと香り

が違います﹂と話す加古隆一

組む異色のパン職人︒小麦の

さんは︑小麦づくりから取り

地 産 地 消 を 目 指 して ︑
2
0 0 8 年から独 学で 小 麦

栽 培を始め︑現 在は自 家 製

全粒粉を使ったフランスパン︑

20

国 産 小 麦とブレンドした総

菜パンや菓子パンなどの 種

を 地 域の楽 農 市 場﹇ きらめ

製 粉 機を導 入するなど︑自

き神出 ﹈
で直売︒この春には

目指し︑
日々着実に進化中︒

家 製 小 麦100％のパンを

年 間の気 温 差 も 昼 夜の

温度差も大きく︑秋には
︿丹

波 霧 ﹀と呼ばれる濃 霧が現

と豊かな土 壌に恵まれたこ

れる篠山︒
﹁厳しい自然環境

く さん︒だからこそ 地 元の

の場所にはおいしい食材がた

たかと

食 材 を 大 切にしたい﹂と 語

篠山産野菜を使った天然酵

る佐野貴人さんと智子さん︒

売などで提供していたが︑今

月 ︑自 然の中に小さな

2

母パンをイベントや 出 張 販

年

直 売 所 をオープン︒季 節の

〜 種楽しめるように︒

14

食 材 を 使ったパンが常 設で

東 京の人 気ベーカリーで

経験を積んだ菅長美由紀さ

んが︑昨年末に地元でオープ

ンさせたお店は色 とりどり

毎朝食べる人が多いので︑
い

の食パンが人 気 ︒
﹁ 食パンは

もらいたくて﹂と菅 長さん︒

ろいろ な 味 わいで 楽しんで

ほうれん草やトマト︑豆乳な

食材の味が際立つよう︑
すべ

ど現在7 種類ある食パンは︑

て生 地の仕 込みから変えて

く︑
口に含んだ瞬間 ︑
やわら

いるのだとか︒見た目も楽し

ものの風味が広がる︒

かな食感とともに素材その

10

兵 庫 パ ン 新 報。〈最新号〉

気になる！

グランドモーニングはドリンク代
にプラス300 円。光サイフォン
で淹れるまろやかな味わいのコ
ーヒー480円と一緒に。ディナ
ーはパンと具がお替わり自由の
チーズフォンデュ1人1,200円
〜が人気。

「トマトの食パンはチーズと一緒に。ほうれん草はオリーブ
オイル」
と食べ方も多彩。食パンは2 〜 3 枚切りで1 袋
110〜150円。お店は住宅街にあるため、子どもや年配
の方に好まれるやさしい食感のパンを心がけているそう。

朝霧
郵便局

朝霧駅

矢元台公園
明舞幼稚園
487

幸せのパン屋
サンテ
JR神戸線

2

11

山陽電車

u神戸市垂水区西舞子8‐11‐13
2078‐785‐2439
午前7時〜午後6時30分 月曜
（祝日の場
合は翌日）
休 Ⓟ1台 道案内／電車→JR
神戸線朝霧駅から北東へ徒歩約15分 車
→第二神明道路高丸ICから西へ約10分

三本峠

ノウム
ベーカリー

JR福知山線
141

相野駅

75

舞鶴若狭自動車道
三田西IC
テクノパーク前

［直売所］u篠山市今田町釜屋29‐2 ［一
眞坊］
駐車場内
2090‐7348‐1657 水〜日曜の午前11
時30分〜午後3時のみ販売 Ⓟあり
※宝塚［ソリオ宝塚］
（ 毎月最終土曜）、篠
山
［カフェ ココロノツキ］
（毎週土・日曜）
で
も販売 道案内／電車→JR福知山線相野
駅からタクシー約15分 車→舞鶴若狭自
動車道三田西ICから県道141号線で北西
へ約20分

175

老ノ口
兵庫楽農生活
センター内
175

パン屋
小麦生活

西神中央駅
地下鉄西神・山手線

神戸電鉄粟生線
緑が丘駅

朝霧公園

神出町内にある小麦畑は今後も広がる予定。低温長時
間発酵で小麦の旨みをじっくり引き出したバゲット280円
やブール432円など定番商品のほか、
バゲット生地のレ
ーズンクリームチーズ151円など創作系も人気。

そば処
［一眞坊］
の駐車場にある小屋で水〜日曜に出
店。右は篠山の玄米を使った玄米パンのデカンショネギ
みそパン230円。左の篠山産黒豆ときなこを混ぜたクリ
ームをほうじ茶生地でサンドした黒豆きなこちゃん180円。

u神戸市西区神出町小束野30‐17 兵庫
楽農生活センター 楽農市場内
2078‐965‐3228 パンは午前10時〜午
後3時30分頃販売
（木曜は対面販売） 水
曜休 Ⓟ200台 ※西区
［六甲のめぐみ］
［JAピカリショップ］、東灘区［六甲の懸け
橋］、伊丹［スマイル阪神］などでも販売
道案内／電車→地下鉄西神・山手線西神
中央駅から神姫バス、老ノ口下車徒歩約
15分 車→第二神明道路玉津ICから国道
175号線を経て北へ約20分

店内に並んだカラフルなトース
ターからセレクトでき、
トーストは
ランチでも食べられる。他にエッ
グベネディクトやパンケーキも。
店内にはゆったりとしたソファ
席もある。

ル アン ブール 姫路城
市之橋

三の丸
好古園 広場

景福寺公園

姫路城前
姫路聴覚
白鷺
特別支援 白鷺 中学校
学校
小学校
2
白鷺橋

姫路駅

u姫路市岡町5 OSSビル1F
2079‐292‐6346 午前8時30分〜午後
8時
（モーニングは午前11時30分まで。ラ
ンチは午前11時30分〜午後2時30分。デ
ザートタイムは午後2時30分〜午後5時
30分ディナーは午後5時30分から。木曜
は午後5時30分まで。ラストオーダー）
無休 Ⓟ10台 道案内／電車→JR神戸線・
山陽電車姫路駅から神姫バス、市之橋文
学館前下車すぐ 車→姫路バイパス姫路
南ランプから県道62号線で北へ約10分

10

