
分　類 商　　品　　名 売値（税込） 特　　長

1 菓子ぱん ・つぶあんぱん 184 粒あんたっぷりの王道ぱん

2 菓子ぱん ・こしあんぱん 184 甘さ控えめこしあんたっぷりの王道ぱん

3 菓子ぱん ・ジャムパン 184 フレッシュ苺ジャムがたっぷり

4 菓子ぱん ・カスタードクリームパン 184 自家製のカスタードクリームをこれでもかと詰めました

5 菓子ぱん ・よもぎあんぱん 184 よもぎ生地にごま餡が入った一品

6 菓子ぱん ・タンチョウぱん（販売休止） 216 チョコ・カスタードを挟み込んだタンチョウをイメージ

7 菓子ぱん ・メロンパン 184 クッキー生地がサクサク

8 菓子ぱん ・チョココロネ 184 ビターチョコぎっしりの大人のおやつ

9 菓子ぱん ・トリプルチョコ 184 チョコ+チョコクリームのチョコ祭り

10 菓子ぱん ・豆乳クリームパン 184 豆乳の香りと甘さがたまらない

11 菓子ぱん ・ミニメロンパン 119 小さくなってもサクサク

12 菓子ぱん ・バターロール（3個入り） 152 フレッシュバターを沢山使ったふわふわロール

13 菓子ぱん ・ソフトフランスのピーナッツバターサンド 152 クセになるピーナッツバターをたっぷり挟めました

14 菓子ぱん ・発酵バタークロワッサン 216 天然酵母を使用したサクサクふわふわ

15 菓子ぱん ・チョコクロワッサン 195 チョコを包み込んだサクサクふわふわ

16 菓子ぱん ・チーズベーコンクロワッサン 195 チーズとベーコンの相性がバツグン

17 菓子ぱん ・あんクロワッサン 195 クロワッサン生地でこしあんを包み上げ

18 菓子ぱん ・シナモンロール 195 レーズンとシナモンの融合でたまらない一品

19 菓子ぱん ・コーヒーロール 195 ビターチョコとコーヒーの組み合わせ

20 菓子ぱん ・アップルデニッシュ 216 りんごとサクサクの生地が絶品

21 菓子ぱん ・ブルーベリーデニッシュ 216 ブルーベリージャムが生地の上で絶妙にマッチ

22 菓子ぱん ・豆パン 130 甘納豆の風味豊かな素朴な味

23 菓子ぱん ・くるみぱん 162 くるみの風味豊かな素朴な味

24 菓子ぱん ・プチハート（チョコ） 184 職人とスタッフの愛が詰まったぱん

25 菓子ぱん ・プチハート（カスタード） 184 職人とスタッフの愛が詰まったぱん

26 菓子ぱん ・チョコバンズ 108 チョコのマーブル模様が綺麗なぱん

27 菓子ぱん ・ミルクバンズ 108 ピーナツが乗った甘くてふわふわなぱん

28 菓子ぱん ・チョコツイスト 184 ボリューム満点、食べごたえあり

29 菓子ぱん ・ミルクツイスト 184 ピーナツが乗った甘くておいしいぱん

30 菓子ぱん ・ソフトフランス 130 天然酵母の優しいぱん

31 菓子ぱん ・塩パン 162 甘塩とイスラエルの塩をトッピング

32 菓子ぱん ・チーズ塩パン 184 塩パンにチーズをブレンド

33 菓子ぱん ・アップルパイ（1切れ） 324 シャキシャキリンゴとたっぷりレーズン

34 菓子ぱん ・ミルクフワラー（1本） 454 ミルクをサンドした柔らかな甘み

35 菓子ぱん ・ミルクフワラー（ハーフ） 227 ミルクをサンドした柔らかな甘み
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36 菓子ぱん ・チョコフワラー （1本） 454 チョコをサンドしたマーブル模様

37 菓子ぱん ・チョコフワラー （ハーフ） 227 チョコをサンドしたマーブル模様

38 菓子ぱん ・クリームチーズあんぱん 195 飽きを知らないやみつきな味

39 菓子ぱん ・ピスタチオコロネ 184 綺麗な緑が食欲をそそるピスタチオクリーム

40 菓子ぱん ・ミニクロワッサン 152 小さくなってもサクッと甘い

41 菓子ぱん ・マフィン（プレーン） 152 もっちり、しっとり食感

42 菓子ぱん ・マフィン（ココア） 152 もっちり、しっとり食感

43 菓子ぱん ・マフィン（ミックスフルーツ） 173 もっちり、しっとり食感

44 調理ぱん ・焼きそばぱん 184 焼きそばの上にたこ焼きをトッピング

45 調理ぱん ・クリームチーズのベーコンパン 184 陽風堂の売れ筋！チーズとベーコンのぱん

46 調理ぱん ・ちくわごぼう 206 陽風堂ならではの新食感

47 調理ぱん ・ごぼうパン 206 シャキシャキごぼうをふんだんに使用

48 調理ぱん ・トリプルチーズ 184 チーズにチーズにチーズ

49 調理ぱん ・コッペDEからし明太 184 からし明太子がたっぷり

50 調理ぱん ・豆腐ハンバーグ 184 豆腐ハンバーグにチーズのコラボ

51 調理ぱん ・ぶたぱん 184 ぶたまんの具がぱんとも相性抜群

52 調理ぱん ・ジャーマンポテトパン 184 ピリ辛の炭水化物コラボレーション

53 調理ぱん ・ピザ 292 玉葱、ピーマン、ウィンナー、ベーコン、チーズたっぷり

54 調理ぱん ・ハンバーグ 184 ハンバーグ入りの食べ切サイズ

55 調理ぱん ・明太子ジャーマンポテト 216 ジャーマンポテトに明太子をトッピング

56 調理ぱん ・あらびきフランク 216 ピザソースとマスタードがぴったり

57 調理ぱん ・ピザパン 206 人気のピザをおひとり様サイズに

58 ドーナツ ・あんドーナツ 162 濃厚な甘みのあるあんこがたっぷり

59 ドーナツ ・リングドーナツ 119 秘伝の粉でふたふた仕上げ

60 ドーナツ ・ツイストドーナツ 119 秘伝の粉でふたふたくるくる仕上げ

61 ドーナツ ・シナモンドーナツ 119 ふわふわドーナツとシナモンの香りが相性抜群

62 ドーナツ ・チョコリングドーナツ 162 甘さをおさえたチョコとふわふわドーナツ

63 ドーナツ ・ソーセージドーナツ 184 魚肉ソーセージとカレー粉のコラボレーション

64 ドーナツ ・月見カレードーナツ 216 割ると綺麗なお月様！カレードーナツです

65 ドーナツ ・クリームドーナツ 184 ミルクが薫るクリーム in ドーナツ

66 食ぱん ・天然酵母食パン　2斤 584 もちもち食感と天然酵母の香り

67 食ぱん ・天然酵母食パン　1斤 292 もちもち食感と天然酵母の香り

68 食ぱん ・天然酵母食パン（大豆ピューレ入り）　2斤 販売休止 大豆ピューレでさらにもちもち食感

69 食ぱん ・天然酵母食パン（大豆ピューレ入り）　1斤 販売休止 大豆ピューレでさらにもちもち食感

70 食ぱん ・ゆめちから天然酵母食パン　2斤 670 道産のゆめちからを使用した食パン
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71 食ぱん ・ゆめちから天然酵母食パン　1斤 335 道産のゆめちからを使用した食パン

72 食ぱん ・ゆめちから天然酵母食パン（大豆ピューレ入り）　2斤 販売休止 ゆめちから＋大豆の香りと食感の技！

73 食ぱん ・ゆめちから天然酵母食パン（大豆ピューレ入り）　1斤 販売休止 ゆめちから＋大豆の香りと食感の技！

74 食ぱん ・トーストブレット　2斤 497 安く、美味しく。それが結構難しい

75 食ぱん ・トーストブレット　1斤 249 安く、美味しく。それが結構難しい

76 食ぱん ・紅麹食パン（大豆ピューレ入り）　2斤 販売休止 血圧・コレステロールを抑え、健康志向のぱん

77 食ぱん ・紅麹食パン（大豆ピューレ入り）　1斤 販売休止 血圧・コレステロールを抑え、健康志向のぱん

78 食ぱん ・黒五食パン（大豆ピューレ入り）　2斤 販売休止 黒ゴマ、黒大豆、黒松実、黒カリン、黒米の5種ブレンド

79 食ぱん ・黒五食パン（大豆ピューレ入り）　1斤 販売休止 黒ゴマ、黒大豆、黒松実、黒カリン、黒米の5種ブレンド

80 食ぱん ・リッチ食パン（大豆ピューレ入り）　2斤 販売休止 生クリームを使った甘い高級食パン

81 食ぱん ・リッチ食パン（大豆ピューレ入り）　1斤 販売休止 生クリームを使った甘い高級食パン

82 食ぱん ・いなかぱん 292 香り豊な素朴な味

83 食ぱん ・いなかぱん（大豆ピューレ入り） 販売休止 大豆ピューレでさらに香り豊な素朴な味

84 食ぱん ・ゆめちからいなかぱん 346 道産小麦ゆめちからを使った弾力あるぱん

85 食ぱん ・ゆめちからいなかぱん（大豆ピューレ入り） 販売休止 ゆめちから＋大豆の香りと食感の技！

86 食ぱん ・大きな六穀入り丸もっちー 346 黒米、ハト麦、玄米、ライ麦、大麦、黒ゴマ、6つの穀物入り

87 食ぱん ・チョコキング　1本 519 陽風堂のチョコの王様、濃厚チョコ風味

88 食ぱん ・チョコキング　1/3カット 173 陽風堂のチョコの王様、濃厚チョコ風味

89 食ぱん ・豆王　1本 497 陽風堂の豆の王様、5種の豆で贅沢なぱん

90 食ぱん ・豆王　ハーフ 249 陽風堂の豆の王様、5種の豆で贅沢なぱん

91 食ぱん ・枝豆チーズ食パン　1本 843 枝豆とプロセスチーズがごろごろ

92 食ぱん ・枝豆チーズ食パン　2枚入り 141 枝豆とプロセスチーズがごろごろ

93 食ぱん ・レーズンブレット　1本 454 ラム酒に漬けたレーズンがいっぱい

94 食ぱん ・レーズンブレット　ハーフ 227 ラム酒に漬けたレーズンがいっぱい

95 フランスぱん ・バケット 281 定番のフランスぱん、何を乗せても絶品

96 フランスぱん ・ベーコンエピ 216 ベーコンと黒コショウの風味豊かな一品

97 フランスぱん ・ウインナーエピ 216 ウインナーソーセージが入ったぱん

98 フランスぱん ・ダッチ 216 発酵させた米粉でコーティング、カリカリ仕上げ

99 フランスぱん ・ミニダッチ 130 発酵させた米粉でコーティング、カリカリ仕上げ

100 フランスぱん ・豆ダッチ 184 十勝しぐれ甘納豆がたっぷり入った一品

101 フランスぱん ・チーズベーコンダッチ 184 しょっぱさがクセになる絶品

102 フランスぱん ・レーズンバケット 238 ラム酒に漬けたレーズンがいっぱい

103 フランスぱん ・チーズバケット 238 角切りチーズがたくさん

104 シフォン ・米粉シフォン 454 新潟産の米粉でもちもち

105 シフォン ・かぼちゃシフォン（期間限定） 508 道産かぼちゃを使ったまめらかな仕上がり
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106 シフォン ・コーヒーシフォン 508 ほのかに香るコーヒーの香りがたまらない

107 シフォン ・抹茶シフォン 508 抹茶の風味が絶妙の一品

108 シフォン ・白桃シフォン（販売終了） しつこくない甘さがクセになる


