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香り豊かなドリップコーヒーはいかがですか？

あじさいパン＆
スイーツカタログ

▲ショップあじさいの自慢は、あじさいブレンドコーヒー。全国的にも有名な

茨城県の名店「サザコーヒー」の豆を使用し、お客様から注文があるごと

に曳き、ハンドドリップでていねいに抽出します。苦みを抑えた贅沢な香り
のコーヒーは、専門店にも負けない美味しさです。

◀あじさいブレンドコーヒー

（型抜きクッキー２個付）285 円

▲明るく静かな雰囲気の店内。焼きた

▲あじさいブレンド珈琲豆

（200g）1,200 円

▲ご予算に合わ せて、各種製品を
詰め合わせたギフトボックスもご用

てパンを店内でお召し上がりいただくこ

ともできます。

意しています。

▶ショップあじさいのメンバー
一同、皆様のご来店を心か

▲ショップあじさいの外観（駐車場完備）

らお待ちしております。
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茨城県古河市鴻巣１１１１
TEL: 0280-48-0431（代）
FAX: 0280 -48-0433
（営業時間）8 : 30〜17 : 00
（休業日） 日曜・祝祭日

社会福祉法人共生社

あじさい学園

あじさい独自の味わいを生み出しています。
ハーモニーを奏でるような連携作業が
利用者たちが１つひとつていねいに担当します。
パンの成形やクッキーの型抜きも
材料を計量し、生地をつくって、発酵する。
基本的にすべて手作業。
あじさい学園のパン・クッキーづくりは、

定番の菓子パンから、惣菜パン、スイーツまで。さまざまな味をお楽しみください。

（価格は、すべて消費税込）

※季節により、商品のラインアップは変わります。あらかじめ、ご了承ください。

①こしあんパン 140 円

②クリームパン 140 円

③ジャムパン 140 円

④にっこりチョコパン 140 円

⑤ごまあんパン 140 円

⑥うぐいすパン 140 円

⑦メロンパン 140 円

⑧ココアメロンパン 140 円

⑨カフェラテロール 140 円

⑩チョココルネ 140 円

⑪テリ焼きチキンパン 170 円

⑫きんぴらごぼうパン 170 円

⑬ウインナーパン 230 円

⑭こだわりカレーパン 170 円

⑮ツナマヨチーズパン 170 円

⑯ハムチーズパン 170 円

ツナマヨとチーズの相性バッチリ。
ブラックペッパーがスパイシーです

ハムとチーズの王道コンビ。
ちぎって食べやすい

⑰野沢菜パン 170 円

⑱明太子チーズフランスパン 170 円

⑲ジャーマンポテトパン 170 円

⑳カマンベールブレッド 170 円（2 個入）

㉑ベーコン・エピ 170 円

㉒豆乳ホワイトパン 100 円（2 個入）
フワフワもちもちの柔らかパン。
お食事にもどうぞ

食べきりサイズの小さな食パン。
バターをつけて焼いても美味しい

㉓ソフトブレッド 270 円

㉔イチジク＆クルミブレッド 270 円

㉗㉘ミニクロワッサン 110 円（2 個入）
270円（5 個入）

㉙原宿ドッグ 250 円（2 個入）

㉚ソフトチョコパイ 130 円（3 個入）

㉛ソフトクリームパイ 130 円（3 個入）

㉜フレッシュアップルパイ 130 円

㊱型抜きクッキー（ミックス）200 円

㊲型抜きクッキー（プレーン）200 円

㊳型抜きクッキー（ココア）200 円

㊹スコーン 250 円

桜の花の塩味が、
餡の甘さを引き立てます

外はさっくり、中はしっとり。
定番のメロンパンです

ジューシーなウインナーを
一本丸ごと挟んだので、食べ応え充分

ガーリックの風味が効いたポテトが
ハード系のパンの中に入っています

㉕㉖ロールパン

1 10 円（2 個入）
270 円（5 個入）

シンプルなクリームが入った
懐かしい味わい

メロンパンの生地を
ココア味にしてみました

ノンフライなのでカロリー控えめ。
さっくり焼きあげました

カマンベールチーズが美味しい。
夏限定で枝豆をのせました

フレッシュなイチゴジャムの
甘酸っぱさが魅力

ビターなカフェラテクリームと
香ばしいクルミの組み合わせ

粗挽きマスタードをきかせた
ベーコンとパンとの相性バッチリ

塩味の効いたチーズと
少し甘めの生地とのコラボレーション

米パフやコーンフレークが混ざった
サクサク感あるチョコレートクリーム

くるくる巻いたパン生地に
チョコレートを入れました

柔らかなパイ生地に
チョコを練り込みました

黒胡麻が香ばしく、
美容と健康に最適です

ごろっとした照り焼きチキンを
たっぷりパンにのせました

まるで「おやき」のようなパン。
野沢菜の具もたっぷり

柔らかなパイ生地に
クリームを練り込みました

きれいな渦巻きを描いて
うぐいすあんを巻き込みました

味がしっかり染み込んだきんぴらが
たっぷり。七味も効いています

カリッとしたフランスパンと
明太子、チーズ、海苔の組み合わせ

一度食べたらクセになるかも。
イチジクの甘さとクルミの香ばしさ

甘く煮たリンゴとカスタードクリーム、
サクサクのパイ生地がベストマッチ

あじさいの定番商品。
シンプルな優しい甘さが特色です

ほんのり甘い、
可愛いサイズのクロワッサン

㉝ストロベリーミルクパイ 130 円

㉞リモーネパイ 130 円

㉟栗の実パイ 130 円

イチゴミルクの香りが
春の到来を感じさせてくれます

爽やかなレモンクリームを
包んだ夏期限定のパイ

大きな栗の実が丸ごと一つ。
カスタードクリームとの相性もグッド

㊴シュガーラスク 130 円

㊵メロンパンラスク 130 円

㊶ガーリックラスク 130 円

㊷イチジク＆クルミラスク 130 円

㊸ドロップクッキー 250 円

チョコチップとクルミがたっぷり。
女性に人気のクッキー

素朴な優しい甘さです。
ジャムや蜂蜜を添えても OK

㊺アーモンドココアクッキー 120 円

㊻ごまクッキー 180 円

㊼あじさいコーヒークッキー 180 円

㊽パウンドケーキ（プレーン）450 円

㊾パウンドケーキ（マーブル）450 円

㊿パウンドケーキ（フルーツ） 450 円

（ 1 〜 3月限 定 ）

シンプルな定番の味。
サクッと軽い口当たりが人気です

アーモンドが丸ごと一粒のった、
甘さ控えめのクッキーです

（ 7 〜 8月限 定 ）

みんなが大好きな
メロンパンをラスクにしました

香ばしい黒ごまが
たっぷり入っています

（ 9 〜 1 1月限 定 ）

ガーリックを効かせた
スナック感覚のラスクです

珈琲豆のカタチが可愛い。
ちょっとビターな大人の味

甘さ控えめの型抜きクッキーは
お子様から大人まで大人気

イチジクとクルミの香ばしさが
そのまま活きています

ふんわりラム酒が香る、
上品なケーキです

あじさい定番のシンプルクッキー。
控えめな甘さが特色です

プレーンとココア生地の
2 つの味わいをお楽しみください

人気のココア味だけを
抜き出した型抜きクッキー

オレンジピール、レーズン、チェリーなどの
ドライフルーツがたっぷり

