
平素より進々堂をご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、営業時間の変更及び一部店舗にてメニューの
提供を休止をさせて頂きます。また、安心してご利用頂けますよう、店内のサービス
や衛生面における対策に取り組んでおります。
お客様には、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。皆さまのご健康と、通常営業できる日が 1日でも
早く訪れますよう、心よりお祈り申し上げます。
今後も状況をふまえ、営業時間を変更する場合がございます。変更時は改めてご案内いたします。

お客様各位

お問い合わせ　直営店部　075-256-2828
株式会社 進々堂

通常営業の再開については順次、【進々堂HP】【進々堂 Facebook】にてお知らせいたします。
また【進々堂メールマガジン】にご登録をいただきますと最新の情報をいち早くお届けいたします。

メニューの提供休止 営業時間変更のお知らせ

※青文字をクリックしていただくと該当ページへ移動します。

http://www.shinshindo.jp/
https://www.facebook.com/shinshindo1913/
https://shinshindo.shop-pro.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01085148


¥360
Yogurt with muesli ,raisin and honey
レーズンとミューズリーのヨーグルト

¥360
Small salad
赤野菜とグリーンの小さなサラダ

Minestrone
ミネストローネ

Clam chowder
クラムチャウダー

À la carte

   選べる

ドリンク付
※右�記黒枠の中より

お選びください。

Sweets ※セットのドリンクは右�記

黒枠の中よりお選びください。

洋梨のタルトセット
Tarte aux poires with drink

（ドリンク付） ¥750

ガトーショコラセット
Gateau au chocolat with drink

（ドリンク付） ¥700

Canelé with drink
カヌレ・ド・ボルドーセット （ドリンク付） ¥560

チーズケーキセット
Tarte au fromage with drink

（ドリンク付） ¥700

バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

¥340

Tarte aux marrons with drink　
渋皮マロンのタルトセット ¥800（ドリンク付）

（ドリンク付） ¥800焼き込みいちごのタルトセット
Tarte aux spring strawberry with drink

Plate set プレートセット

with drinkTartine ドリンク付

カプレーゼ風
Tartine "Caprese"

¥1,000

エッグサラダ
＆パストラミビーフ
Tartine 
"Egg salad & pastrami beef " 

¥970

Set menu ・当店はセルフサービスとなっておりますので、ご注文はレジにて承ります。
・パン売り場でお買い上げの商品を店内でお召し上がりの際は､ワンドリンク
　のご注文を頂いております。

ラタトュイユと
ベシャメルソース
Tartine "Ratatouille"

¥890

¥980

ほうれん草とベーコンの
カルボナーラ
Spaghetti Carbonara 
(Spinach and bacon.)

モッツァレラチーズと
トマトソース
Spaghetti Tomato sauce 
and mozzarella cheese ¥980

with garlictoast ＆ salad ＆ drinkPasta ミニバタートースト＆ミニサラダ&ドリンク付

with drinkSandwich ドリンク付

¥950

パン・ド・カンパーニュの
クロックマドモアゼル
Pan de campagne Quotidien 
" Croquemademoiselle ”

パン・ド・カンパーニュの
クロックムッシュ

¥820Pain de campagne 
"Croque monsieur"

Drink

※価格は全て税込です。※写真は全てイメージです。

アップルタイザー
Sparkling Apple juice

カプチーノ
Cafe cappuccino (Hot/Iced) 

ザクロジュース
Pomegranate juice

カフェ･ラテ (ホット・アイス)

 (ホット・アイス)

 (ホット・アイス)

 (ホット・アイス)

 (ホット・アイス)

 (ホット)

Cafe latte (Hot/Iced) 
カフェ･オレ
Cafe au lait (Hot) 

辻利 抹茶ラテ
Green tea latte (Hot/Iced) 

ヴァンホーテンココア

Cocoa(Hot/Iced) 

カフェ･モカ 
Cafe mocha (Hot/Iced) 

 (ホット・アイス)

 (ホット・アイス)

Royal milk tea(Hot/Iced) 

ロイヤルミルクティー

Fruit tea  

フルーツティー

11:00 〜 L.O.17:00

¥950
クスクスと彩り野菜のサラダセット
Salad set （Couscous and vegetables with drink）

（ドリンク付） ¥1,100
雑穀生活のせのせプレート
Plate set with drink(Multi cereal bread）

（ドリンク付）

NEW

(カップ) ¥360
¥354

(ボウル) ¥520

(カップ) ¥390
¥383

(ボウル) ¥550

紅茶 (ホット・アイス)

Tea (Hot/Iced) 

トマトジュース
Tomato juice

ミルク (ホット・アイス)
Milk (Hot/Iced) 

グレープフルーツジュース
Grapefruits juice

オレンジジュース
Orange juice

コーヒー (ホット・アイス)
Coffee (Hot/Iced) 

セットメニューのドリンクはこちらから
お選びください。

※ ¥430のドリンクは＋¥50でセットドリンクにできます。

¥360　/　　 ¥354

¥350　/　　 ¥344

¥430　/　　 ¥422

¥460 ¥452/

¥500 ¥491/

・　　　こちらのマークがついているメニューはお持ち帰りいただけます。

※トーストには無塩バターを塗っております。※トーストには無塩バターを塗っております。

¥950

ほうれん草、ベーコンとポテトの
キッシュのプレート
Quiche plate with drink & 2 kinds bread

（ドリンク付）
¥950

3種デリプレートセット
3 kinds of side dishes plate with drink

（ドリンク付）
※トーストには無塩バターを塗っております。

NEW

カプレーゼの3種デリ

キャロットラぺ
マスタードポテトサラダ

たまごサラダ　など

パストラミビーフ
アボカドのディップ

ホットコーヒーは
＋150円でおかわ
りできます。
マグカップをレジ
カウンターまで
お持ちください。

A refill on the Hot 
Coffee is150 yen. 
Please bring your 
coffee mug to a 
staff member
at the counter.

アフタヌーンティーセット
Afternoon tea set

※メニューの内容が変更になる場合がございますので
     詳しくはスタッフにお尋ねください

ミックスサンド・スコーン・マカロン・タルト・フルーツ
¥1,200（ドリンク付）

14：00～17：00 限定


