LOAF 卓球ナイト
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Vol.2

この星（LOAF ）の一等賞になりたい人、集まれ！

ですか？ 初めて対面する対戦者、
サバイバル！ 頂点に立たなけれ
ば、
見えない風景…あると思います！
（笑）

参 加 資 格 / ワンオーダーご注文のお客さま

対 戦 方 法 / ダブルスマッチ
初戦・準決勝は1セット7点マッチ
決勝は1セット11点マッチ
参加チーム / 最大8チーム（ペア・16名様）
優 勝 賞 品 / ディナーお食事券5000円分

06-6842-2217（担当：三並）

▲

お車でお越しのお客様へローフからのお願い
近隣の他店舗様への駐車は大変ご迷惑となりますので、
絶対にお控えくださいますよう、よろしくお願いします。
店舗併設は8台、提携駐車場、がんこ寿司様駐車場は3台となり、
向いの三井のリパーク様においては、
レストラン¥2,000利用で1時間無料、
ベーカリー¥1,000利用で100円チケットを配布しております。
またau様の駐車場を一部ご利用いただけます。
詳しくはお電話でお問い合わせください（06-6842-2217）

違 法 駐 車 はお控えください。

The LOAF Café

ザ ローフ カフェ
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LUNCH 11:00 - 15:00 l.o.
DINNER 17:00 - 22:00 l.o.
CAFE
11:00 - 22:30 l.o.

＊ Sun. / CLOSE 22:00（ DINNER & CAFE 21:00 l.o.）
＊テラスのみラストオーダーおよびCLOSE時間が異なります。

TEL.06-6842-2217

LOAF Bakery

ローフ ベーカリー

OPEN 8 : 00 - CLOSE 20 : 00
ローソン様

TEL.06-6842-2218

176

石橋南小学校

ザ ローフ タイムスとは...

圓照寺

中 国自

動車道

大阪国際
（伊丹）空港より車で約4分 / 阪急宝塚線石橋駅より徒歩約7分

隔月で発行される
「LOAF Bakery（ロームベーカリー）」や「The
LOAF Café（ローフカフェ）」の
“ちょっと先”をお届けする情報
紙です。季節を感じる新商品、
シ
ェフのおすすめ料理、
ときには開
催したイベントの模様をお伝え
します！

〒560-0041 大阪府豊中市清風荘2-4-23
店内約110席 / テラス約100席
駐車場 / 店舗併設8台、提携駐車場3台

www.theloaf.jp
Facebook & Instagramに
最新情報配信中!
「The LOAF Cafe」で検索！
＊価格、席数、営業時間については予告なく変更になる場合があります。
＊写真は全て参考画像です。

ザ ローフ カフェの バーベキュー プ ラン がス タート ！

日曜の夜、
ディナーをしながら卓球に興じる、
そんなひと時いかが

提携駐車場のご案内

NEWS
2017.05.03

5/28［日］18：00〜（受付17：30〜）

ご予約受付中

ロ ーフ タイム ス

TERRACE de

BBQ!
www.theloaf.jp

TOPIC 02

CREPE START

ローフ ベーカリーに
クレープ&カフェが登場！
ローフベーカリーのクレープ職人平川のクレープ&自家焙煎
コーヒーをテイクアウトできちゃいます
（イートインもOK）!!

CREPE

■ シュガーバター

¥200（税別）

■ いちごカスタード

¥400（税別）

■ ハニー&チーズ

¥400（税別）

■ チョコバナナ

■ キャラメルナッツ
■ 季節のクレープ

CAFE

¥400（税別）
¥400（税別）
¥450（税別）
...and more!

■ ローフオリジナルブレンドコーヒー ¥320（税別）
■ 水出しアイスコーヒー

■ シングルオリジンコーヒー

¥320（税別）
ask
...and more!

TOPIC 01

BBQ PLAN

TOPIC 03

NEW ITEM

開放感あふれるテラスで
バーベキュー！

初夏を感じる食材の
スイーツ&パン！

緑いっぱい、気持ちの良いテラスでバーベキューはいかがですか？ ザ

爽やかなレモンスイーツと抹茶、
よもぎを使った和のベーカリー商

ローフ カフェの新たなイチオシプラン。
たっぷりお肉にお野菜、
ご家族や、

品。
そして5月14日は母の日!! ローフベーカリーでは母の日のプレ

ご友人たちと、ぜひお楽しみください！

ゼントの定番カーネーションをなんとケーキに!! 日頃の感謝の気

＊BBQプランは3日前までに要予約、4名様より承ります。＊お時間は11：00〜15:00最終受付、17:00完了と限ります。

持ちをケーキにして送ってみてはどうでしょう。

BASIC BBQ

お一人様（税込）/

母の日に！

3500

FOR MOTHER’S DAY

予約受付中

■ 自家製スモークチキンのチョップドサラダ
■ フライドポテト&ポップコーン

■ 焼き野菜（玉ねぎ、ミニトマト、じゃがいも、コーン）

■ お肉盛り合わせ (ソーセージ、豚スペアリブ、豚バラ、牛ミスジ、骨つき牛ショートリブ)

レモンタルト
400（税別）
国産レモンをまるごと使用したレ
モンカード。これからの 季 節に
ぴったりの爽やかな味わい

カウンター席から見えるパン工房。生地をこねたり、焼き上
がりを確認したりと、
とっても真剣な職人たちですが、声をか

抹茶クグロフ
640（税別）

けてもらえると嬉しいそうです。

フランスの地方菓子クグ
ロフに抹茶を練りこみまし
た。ホワイトチョコと抹茶
の相性も抜群！！

■ 魚介 (有頭エビ、片貝ホタテ)
■ 〆タコライス

■ アイス or 焼きマシュマロチョコバナナ

PREMIUM BBQ

お一人様（税込）/

4800

よもぎバゲット 260（税別）

母の日デコレーションケーキ
4号2200（税別）/ 5号2800（税別）

■ 自家製スモークチキンのチョップドサラダ
■ フライドポテト&ポップコーン

よもぎと黒豆をふんだんに使った和の
フランスパン。

■ 焼き野菜 (玉ねぎ、コーン、アスパラ、原木しいたけ)
■ お肉盛り合わせ

(ソーセージ、豚スペアリブ、牛三角バラ、
牛かたまり肉、牛ミスジ )

■ 魚介 (有頭エビ、片貝ホタテ、イカ一夜干し、サザエ)

■ カマンベールチーズフォンデュ or ホットカプレーゼ
■ 〆タコライス

TOPIC 04

■ アイス or 焼きマシュマロチョコバナナ

+¥1,500で飲み放題90min.付! + ¥800でソフトドリンクのみもOK!

週替わりメインランチ

1150（税込）
鶏もも肉の香草パン粉焼きなど
がっつりメニューが登場！

毎週のお楽しみ！ シェフの
「週替わりメインランチ」
が登場！ チキ
以上に、
スタッフもワクワク
（笑）。
お気軽にスタッフまでお尋ねくだ
さいね。

人気のローフボードランチもさらにアップグレードし、旬の食材や
生ハム、
フリットなど、
盛りだくさんの内容に！

ＬＯＡＦボードランチ［スープ付＋パン食べ放題］ 1300（税込）

定期開催のクッキングイベント。3月27日にはザ ローフ カフェの

教室。6月はいつもよりパンの世界に踏み込んだフランスパンと

シェフ、竹井が春キャベツと桜海老のオイルスパゲッティ教室でパ

ローフでも人気のティラミスづくりに挑戦。
そして8月には大人気ち

スタの茹で加減、
ソースと和えるタイミングなどを伝授。
プロの技を

ぎりパンと夏スイーツのゼリー教室をお子様限定で開催!! 夏休み

披露しました。毎月開催しているローフベーカリーのパン&スイーツ

の思い出づくりに、
是非ご参加お待ちしております!!

Weekly Main Lunch

ン・ポーク・ハンバーグ…今週のメインランチは何かな〜？ お客様

ボリュームたっぷり、
ステーキランチも仲間入り。がっつりお肉と

定期開催のクッキングイベント、予約受付中！

［スープ付＋パン食べ放題］

NEW LUNCH
たっぷりソースで大満足。

COOKING EVENT

ステーキランチ
［スープ付＋パン食べ放題］

Staek Lunch

1680（税込）

NEXT SCHEDULE
〈パン・スイーツ教室〉各回14:00-17:00／¥2500（大人）¥2000（小学生）
5/21［日］
6/20［火］
7/25［火］
8/7［月］

手作りクリームパンとシュークリーム（好評につき満員）
フランスパン＆ティラミス（先着10名様）＊10歳以上対象
ちぎりパンとゼリー（キッズ限定・先着10名様）＊親御さん付き添いOK
フランスパン＆ティラミス（先着10名様）＊10歳以上対象

ご予約はお電話で！

TEL.06-6842-2218（担当：杉本）

＊エプロンはご持参ください。＊パンスイーツ教室は小学生以上が対象となります。

新商品
、
ご来店お 続々！
待
していま ち
す！
エ寺下
パティシ

