




1,030

500

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4,815

700
1,510
2,140

2,735

1,835
3,416

1,600
550

3,250

4,8505,295

3,280

2,950

3,131

2,270

1,420

2,300

1,223

円

円

円

円

円

円



Dressing　　　　　　　　 ドレッシング
各120㎖

各155㎖

■ごま

■イタリアンハーブ

■フレンチガーリック

■ゆずしょうゆ
　●旬の限定品につきましてはお問い合わせください。

各195㎖
■ごま

■イタリアンハーブ

Premium Dressing プレミアムドレッシング

■にんにくバジル

■たまねぎ黒酢醤油

Fruit Sauce   フルーツソース
レギュラーサイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600円

■ストロベリー

■トロピカル　

■マンゴー

■パイナップル＆ナタデココ（春夏限定）

■アップル＆シナモン（秋冬限定）
630円

■フルーツミックス

■ミックスグレープフルーツ

お徳用サイズ

■フルーツミックス

■ブルーベリー

　　　　　　　　　　　　390円

■和風しょうゆ

■ガーリックチーズ

■オニオンハーブ

　 500円

■和風しょうゆ

650円

■わさび醤油

■ブルーベリー

■アロエ＆レモン

■柚子みかん

■キウイバナナ

　　　　　　　　　　　　950円

■ストロベリー

■ミックスグレープフルーツ

Mayonnaise Type  マヨネーズタイプ
各160g

■アボカドわさびマヨネーズ

■バジルマヨネーズ

■マッシュポテトツナサラダ

Pasta Sauce パスタソース＆オイルソース
■軽井沢サルサ　　　　　　　 

■ジェノバ風ソース（冷蔵品） 850円

■チーズオリーブオイル漬　　　 750円

■バーニャカウダ　　　　　　　 600円

Gumayo  具マヨ
各160g
■メンタイ高菜

■おかかツナチーズ

Mixed Rice　 　　　　　　　　　　　 混ぜご飯の素

■野沢菜ちりめんご飯 400円 　■ホタテゆずご飯　 450円

■生姜あさりご飯　 400円

Pickles　 　　 おかずピクルス
　各230g　　　　　　　　　　　　　　 600円

■きゅうり　 　　　　　　　　■セロリ＆大根

550円

580円

■アンチョビマヨネーズ

■マッシュポテトコンビーフサラダ

 

650円700円

650円

■青しそツナチーズ

●季節限定品も各種取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

●季節限定品も各種取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

●季節限定品も各種取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

■ブルーベリー　　 650円

■りんご　　　　　 550円

■オレンジマーマレード550円

■ラ・フランス　　　　550円

■黒ごまバター　 600円

　700円

　163円

 

　420円

　400円
　500円

■イエローフルーツ

■ピンクグレープフルーツ＆西洋梨

■パールフラワー

Jam & Butter 　　　　ジャム＆バター
各140g
■いちご　　　　 550円

■あんず　　　　　 650円

■巨峰　　　　　 　600円

■いちじく　　　 　550円

■くるみバター　 　600円

Jumbo Kuchen　　　 ジャンボクーヘン
各1個
■バニラ　　　■ココア

■ジャンボクーヘン　ギフト箱入り  800円

■ジャンボクーヘン２個セット  1,550円

Mini Kuchen 　　　　ミニクーヘン
各1個
■バニラ　　　■チョコ　　　■抹茶　　　■パンプキン

■ミニクーヘン1２個セット 2,306円

■ミニクーヘン18個セット　　　　　　　　　　　3,284円

Rask ラスク
各1袋
■メイプル　　　■ミルク　　　　■ガーリック

■ラスク3個セット　　　　　　　 　　　 1,410円

Roll Cake 　 　　　ロールケーキ
各1袋
■峠の古木　　　■信州 りんごのロールケーキ　　　

Sweet Cheeseburger マドレーヌチーズバーガー
　

400円　
■チーズバーガー3個セット 1,350円

■チーズバーガー6個セット 2,550円 

Rare Cheese cake　 　レアチーズケーキ
■軽井沢レアチーズケーキ　　　　   　 300円

Jelly & Mousse 　ゼリー＆ムース

各125g
■レッドベリー

■グリーンストライプ

■ミックスジュエリー

Otsukemono　　　 軽井沢サラダ漬（要冷蔵）

■野沢菜昆布 530円

■野沢菜昆布わさび風味 530円

■大根昆布うめ味 530円

■野沢菜うすしお味 440円

■野沢菜わさび風味 440円

■高原セロリ和風醤油味 630円

■大根ゆずしそ味 530円

■山芋わさび風味 650円

Daily Dishes 　　　　　　　　洋風惣菜

■サラダにんにくバジル風味　 瓶/700円 袋/650円

■サラダにんにくフレンチ風味 　 瓶/700円 袋/650円

■サラダにんにくジンジャー風味　 瓶/700円 袋/650円

■ピリ辛エリンギ黒胡椒風味 瓶/750円 袋/650円

■ピリ辛エリンギ一味風味 瓶/750円 袋/650円

■ピリ辛メンマ黒胡椒風味 （瓶入）650円

■ピリ辛メンマ一味風味  （瓶入）650円

■サラダ菜の花バジル風味　 （季節限定品2～4月・瓶入）700円

Tsuke.Ni.Sou　　　　 漬煮惣・和風惣菜（瓶入）

■ふき味噌 450円 ■ねぎ味噌　 450円

■にんにく味噌 450円

■生姜味噌　　　　 　450円 ■しその実味噌　　　 450円

■青唐辛子味噌 450円 ■青唐辛子醤油漬  　531円

■野沢菜油炒め  450円

■本場野沢菜ラー油 450円 ■本場野沢菜生姜ラー油 450円

■国産にんにくラー油  550円

■焼きにんにくなめ茸  450円

■ピリ辛なめ茸なめこ  450円

■ねぎザーサイ  450円

■刻み生姜とカリカリ梅  531円

■生姜の佃煮  　450円

Exquisite Cake 　 　　　軽井沢絶品ケーキ
■軽井沢絶品アップルパイ
■軽井沢絶品チーズケーキ

  　  1,450円
1,450円

■マドレーヌチーズバーガー

550円

Juice & Drink　 ジュース＆ドリンク
各180 ㎖
■りんご　　 （果汁100％）

■もも 　　　　　  （果汁50％）

各1
■りんご 1,050円

Dolce a La carte　 　ドルチェアラカルト

■パレットクレープクッキー　　　　　　 750円

■大人のフルーツジュエル　　　　　　　 650円

　　　　　　　　　　　　350円

■ラ・フランス　　　 （果汁100％）

■マンゴー 　 （果汁50％）

■ブルーベリー　　　　　　 1,500円

各180㎖ 　　　　　　　　　　　　380円

ℓ
■ブルーベリー （果汁50％）

■みかん　　　　　  （果汁100％）




