
 
 

ブーランジュリー・ウィンザー 商品のご案内 

Boulangerie Windsor Product List 
 
 

●北海道産小麦粉を使用した香り豊かなフランスパン Aromatic French Bread 

1. baguette バゲット ¥290 ＜小麦＞ 

2. baguette 1/2 バゲット ハーフ   ¥150 ＜小麦＞ 

3. petit pain プティパン （食べきりサイズ） ¥120 ＜小麦＞ 

4. petit pain pavot プティパンパヴォ （ケシの実プティパン） ¥140 ＜小麦＞ 

5. petit pain sesame プティパンセサミ （ゴマプティパン） ¥140 ＜ゴマ 小麦＞ 

 

 

●北海道産ライ麦を使用したパン Rye Bread 

1. seigle nature セーグル ナチュール  ¥370 ＜乳 小麦＞ 

2. seigle currants セーグル カレンツ （レーズンたっぷりのパン） ¥560 ＜乳 洋酒 小麦＞ 

3. seigle fruit セーグル フリュイ （ドライフルーツとナッツのパン） ¥630 ＜乳 洋酒 ナッツ 小麦＞ 

4. petit seigle noix プティ セーグル ノア （クルミのパン） ¥250 ＜乳 ナッツ 小麦＞ 

 

 

●本格クロワッサンやデニッシュ、パイ Croissant & Danish 

1. croissant クロワッサン ¥190 ＜乳 卵 小麦＞ 

2. petit croissant プティクロワッサン   ¥130 ＜乳 卵 小麦＞ 

3. pain au chocolat パン オ ショコラ   ¥230 ＜乳 卵 ナッツ 小麦＞ 

4. petit pain au chocolat プティ パン オ ショコラ  ¥160 ＜乳 卵 小麦＞ 

5. pain aux raisins パン オ レザン （レーズンデニッシュパン） ¥230 ＜乳 卵 洋酒 小麦 ナッツ＞ 

6. chausson pommes ショソン ポム （果肉入りのりんごのデニッシュ） ¥360 ＜乳 卵 小麦＞ 

7. croissant amande クロワッサン アマンド （アーモンドクリーム入り） ¥350 ＜卵 洋酒 ナッツ 小麦＞ 

8. chocolat amande ショコラ アマンド （アーモンドクリーム入り） ¥360  

   ＜乳 卵 洋酒 ナッツ 小麦＞ 

 

 

●北海道産バターと洞爺の自然海塩を使用したオリジナル塩パン Sea-Salt Bread 

1. pain sale de Toya S  洞爺の塩パン S ¥120 ＜乳 小麦＞ 

2. pain sale de Toya M  洞爺の塩パン M ¥160 ＜乳 小麦＞ 

 



●オリーブオイルを使用したモチモチとした柔らかいパン Ciabatta 

1. ciabatta チャバタ ¥250 ＜小麦＞ 

2. petit ciabatta プティ チャバタ   ¥120 ＜小麦＞ 

3. ciabatta olive チャバタ オリーブ   ¥280 ＜小麦＞ 

3. petit ciabatta olive プティ チャバタ オリーブ ¥140 ＜小麦＞ 

4. ciabatta tomato & fromage チャバタ トマト&フロマージュ ¥250 ＜乳 小麦＞ 

 

 

●北海道の牛乳を使用したほんのり甘く柔らかいパン Pain au Lait 

1. pain au lait パン オ レ ¥190 ＜乳 卵 小麦＞ 

2. pain au lait chocolat パン オ レ ショコラ   ¥240 ＜乳 卵 小麦＞ 

3. petit pain au lait プティ パン オ レ  ¥120 ＜乳 卵 小麦＞ 

4. petit pain au lait chocolat プティ パン オ レ ショコラ ¥170 ＜乳 卵 小麦＞ 

 

 

●小麦の香り豊かな食パン Bread Loaf 

1. pain de mie legère パン ド ミ レジェール ¥670 ＜乳 小麦＞ 

 （生クリーム入りでほんのり甘くてリッチ） 

 

 

●バターの風味豊かに仕上げた伝統的なスコーン                       Scone 

1. scone  スコーン ¥240 ＜乳 卵 小麦＞ 

 

 

●人気のラインナップを集めたお得なパンセット Popular Bread Set 

1. Windsor Set ウィンザー セット ¥2,500  ＜乳 卵 洋酒 ナッツ 小麦＞ 

 ・バゲット 1/2 ・セーグル フリュイ ・チャバタ オリーブ ・スコーン ・塩パンM 

 ・クロワッサン×2 ・パン オ ショコラ ・パン オ レザン ・パン ド ミ レジェール 

 

2. Petit Pain Set プティ パン セット ¥1,500  ＜乳 卵 洋酒 ナッツ 小麦＞ 

 ・バゲット 1/2 ・プティ チャバタ オリーブ ・スコーン ・塩パンM 

 ・クロワッサン×2 ・パン オ ショコラ ・パン オ レザン ・プティ パン オ レ ショコラ 

 

☆ 地方発送承っております。詳しくはお問い合わせください ☆ 

仕入状況により、食材の産地、メニュー内容が変わる場合がございます。料金に、別途消費税 8%を申し受けます。 

Menu contents may vary due to daily availability of ingredients. Prices are subject to 8% consumption tax. 


