
株式会社バルニバービ
2017年1月20日

報道関係者各位

PRESS RELEASE

バルニバービグループは、大阪府豊中市にある2階建てのロードサイド店舗をリノベーションし、ベーカリー「LOAF Bakery」とカフェレストラ
ン「The LOAF Café」の2店舗複合型店舗を2月6日（月）に出店致します。
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パン職人とパティシエが生地から作り方を伝授！パン＆スイーツ教室

関西初上陸！初体験！初売り！

2月6日（月）大阪府豊中市に誕生する約210席のベーカリー＆カフェレストラン

「LOAF Bakery」 「The LOAF Café」がお届けするお福分け！
ザ ローフ カフェローフ ベーカリー

初体験

OPEN前に誰よりも早く！「ローフ ベーカリー」「ザ ローフ カフェ」を体験！
2月4日（土）12:00～15:00 お披露目会に抽選で50組100名様ご招待！

お披露目会では、シェフ自慢の料理やパン、スイーツをいち早く楽しめる！
さらにオルガネット生演奏や手品でお披露目会を盛り上げます！

「ユニコ」は昨年11月に誕生40周年を迎え、2017年10月末まで

アニバーサリー期間中です！

手塚治虫プロフィール：http://tezukaosamu.net/jp/about/

公式Twitter：https://twitter.com/unicoclub ＠UNICOclub

スペシャルサイト： http://tezukaosamu.net/jp/unico/

コミックスの中のユニコが故郷を訪ねるエピソード“ふるさとをたずね
て”に登場する丸い色とりどりの果物をタピオカで表現し、ピンク系の
エディブルフラワーを中心とした、可愛い雰囲気のフラワーババロア。

■販売期間：2月6日（月）より200個限定販売
「ユニコが見つけた花のババロア第5章より」¥2,300(税抜)

※入荷した花により価格は変動します。

関西
初上陸

今しか
手に入れられない

限定BOX!!

@TezukaProductions

豊中生まれの手塚治虫氏と夢のコラボ！

手塚治虫の最後の少女漫画作品「ユニコ」と
「花のババロア」とのコラボスイーツを限定販売！

初売り

2月6日(月)～8日(水)の3日間 OPENキャンペーン！

パン職人が作る美味しいパン！とパティシエによる
美味しいスイーツをお得にお試しあれ！

BREADS

生クリーム・ヨーグルト・はちみつの
味わい豊かなイチオシ食パン

豊中ハニーコロン
通常（1本）¥800

通常（ハーフ）¥420

アーモンドをたっぷり使用した
生地にコーヒー味のバターク
リームとチョコレートを何層に
も重ねたフランス発祥のケーキ

オペラ 通常 ¥420

一日先着50名様へ
ハーフサイズ
プレゼント！

SWEETS

◆豊中ハニーコロン（ハーフ）
一日限定50個 ¥420→¥210

◆ＬＯＡＦブレッド【角】
一日限定100個 ¥240→¥120

◆パン職人自慢のバゲット
一日限定100本 ¥280→¥140

◆自家製カスタードクリームパン
一日限定200個 ¥160→¥80

◆クロワッサン
一日限定200個 ¥160→¥80

半額セール！

◆イナロクプリン
一日限定200個 ¥180→¥120

◆オペラ
一日限定200個 ¥420→¥300

◆ガトーフレーズ
一日限定200個 ¥420→¥300

◆レアチーズケーキ
一日限定200個 ¥380→¥260

◆おすすめ焼菓子セット
一日限定200セット ¥500→¥350

特別価格！

※パン、スイーツ共にオープン特価商品は、お一人様全て各2個まで。

世界に1つだけのスイーツ花のババロアhavaro：http://www.hana-no-babaroa.com/

※豊中ハニーコロンプレゼントは、ローフ ベーカリーご利用の方に限ります。

ご応募はLOAF Bakery／ The LOAF Café HP http://www.theloaf.jp
又はFacebookで、1月25日（水）20:00まで受付中！

※表記価格は税抜です。価格や内容は変更になる場合がございます。

【3月16日（木）13:00～16:00】

パティシエが作る本格クリームとパン職人とのコラボ！
手づくりクリームパン＆シュークリーム教室

【4月9日（日）14:00～17:00】

お子様も一緒に！
オリジナルちぎりパン＆クッキー教室

＊オープン記念参加料金：1回¥2,000(税込) ･小学生¥1,500(税込)(材料費込･レシピ付)
＊各回共にパンとスイーツ2種類お作り頂けます。
＊各教室定員10名 ※参加可能年齢は小学生以上となります。

【ご予約･お問い合わせ先：080-3501-1296】

2月開催
満員御礼

http://tezukaosamu.net/jp/about/
https://twitter.com/unicoclub
http://tezukaosamu.net/jp/unico/
http://www.hana-no-babaroa.com/
http://www.theloaf.jp/
https://www.facebook.com/The-LOAF-cafeLOAF-Bakery-1235239693224356/
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淡路島の新鮮野菜をたっぷり使ったサラダに、ステーキや煮込み料
理など焼きたてパンに合うフレンチ＆イタリアンメニューの数々を
ご用意！
レストランのシェフがつくるグルメなパンも楽しめます。

シナモンモンキー
ブレッド ¥900

一口サイズのデニッシュ生地
を山型に積み重ね、焼き立て
のほんのり温かい状態にアイ
スクリームをトッピング！
みんなでシェアして楽しめる
デザートパン

①LOAFプレートランチ（スープ付） ¥1,300(税込)

サラダ、惣菜、メインのワンプレートにスープと焼き立て
パン食べ放題が付いた贅沢ランチ

ローフ ベーカリーのパティシエが作る約20種のケーキや
イートイン限定のスイーツメニューなど様々なスイーツを
自家焙煎のオリジナルLOAFコーヒーと共に楽しめます。

ランチは、ローフ ベーカリーで焼いた自家製
の焼き立てパン食べ放題！焼き立てパンに合う
メニューの数々をご用意！

MEATプレート ¥2,600
厳選した兵庫の奥丹波鶏、淡路
牛、群馬の優味豚をグリルした
贅沢な逸品

DINNER 17:00~22:00L.O.（テラス&Sun 21:00L.O.)

LUNCH 11:00~15:00L.O.

CAFÉ 11:00~22:30L.O.

（テラス 21:30L.O. ／Sun 21:00L.O.)

※表記価格は税抜です。価格や内容は変更になる場合がございます。

LOAFボード ¥1,200
自家製オイルサーディン、たことセロリとドライトマト、イタリア
産生ハム、キャラメルオニオンのクロスティーニ、ナゲット、野菜
ピクルスが全部一緒に楽しめるお酒の肴にピッタリな前菜ボード

カリフラワーとラクレットチーズの
オーブン焼き ¥820
カリフラワーにたっぷりラクレットチーズ
をのせてオーブンで焼き上げたシンプルな
オーブン焼き

プルアパートブレッド
チーズやバジル、ガーリックをたっぷり
挟み込んだ、ちぎってみんなでシェアす
るパン。他にもトマト×バジルなど様々
なタイプを考案中！¥2800(税込)~の
パーティプランで楽しめます。

ランチ
全７種

②ローストビーフランチ（スープ付）¥1,400(税込)

③LOAFハンバーガーランチ（スープ・ポテトフライ付）

※ハンバーガーにはパン食べ放題は付いていません。 ¥980(税込)

④日替りパスタランチ（スープ付） ¥950(税込)

⑤ランチサラダ ¥400(税込)

自家焙煎の
オリジナルLOAFコーヒー
豆本来の味わい、風味、豆の特徴
を最大限に生かした自家焙煎の
コーヒーを提供。
ご自宅でもお楽しみ頂ける様に豆
も販売予定。 ※写真はイメージです。

①

②
③ ④

「The LOAF Café」MENU

※写真はイメージです。

自家製の
焼き立てパン
食べ放題！

⑤

サラダニソワーズLOAFスタイル ¥980
トマト、ブロッコリー、インゲン豆、ジャガイモ、
オリーブなど新鮮野菜をたっぷり使ったニース風
サラダ

ローストビーフとクレソンのサラダ ¥950



LOAF Bakery ／ The LOAF Café ～ ローフ ベーカリー ／ ザ ローフ カフェ ～

■業 態 ： ベーカリー&カフェレストラン

■住 所 ： 大阪府豊中市清風荘2-4-23

■営業時間 ： LOAF Bakery OPEN8:00~CLOSE20:00

The LOAF Café OPEN11:00~CLOSE23:00

LUNCH

DINNER 

CAFÉ

※Sun.

※テラスのみラストオーダーおよびCLOSE時間が異なります。

■Ｔ Ｅ Ｌ ： LOAF Bakery     06-6842-2218 1月26日開通予定

The LOAF Café 06-6842-2217 1月26日開通予定

(店舗固定電話開通前お問い合わせ先 )

LOAF Bakery 090-9148-1527

The LOAF Café  080-3501-1296

■席 数： 店内約110席、テラス約100席

■敷地面積： 約870㎡

■ＯＰＥＮ： 2月6日（月）

LOAF Bakery 9:00 ※オープン日のみ通常とオープン時間が異なります。

The LOAF Café 11:00 OPEN
■U R L  :  http://www.theloaf.jp
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SHOP INFORMATION

【本リリースに関するお問い合わせ】

会社名： 株式会社バルニバービ

担当者： 大阪本部 川田（カワタ） 東京本部 福地（フクチ）

連絡先： 川田 06-4390-6599 kawata@garb.co.jp

福地 080-3782-3685 fukuchi@garb.co.jp

会社名：株式会社バルニバービ

代表者：代表取締役社長 佐藤 裕久

設立年月日： 1991年9月

資本金： 4億77万円（2016年12月31日現在）

所在地：【大阪本部】大阪市西区南堀江1-14-26 中澤唐木ビル 6F

【東京本部】東京都台東区蔵前2-15-5 MIRRORビル 6F

事業内容： 飲食店の経営／飲食店の運営企画

企業ＨＰ： http://www.balnibarbi.com/

阪急宝塚線石橋駅より徒歩7分

【 株式会社バルニバービ 会社概要 】

駐車場を緑あふれる大型ガーデンテラスに！
さえぎるものが何もなく、開放感あふれるテラスで食事を楽しめる。

※イメージパース

大阪の閑静な住宅街、豊中市にあるロードサイド店舗を丸ごとリノベーション！
2階建て一軒家のベーカリー&カフェレストランに生まれ変わります！

※イメージパース

11:00~15:00L.O.

17:00~22:00L.O.

11:00~22:30L.O. 

CLOSE 22:00

(DINNER&CAFÉ 21:00L.O.)

http://www.theloaf.jp/
mailto:kawata@garb.co.jp
mailto:fukuchi@garb.co.jp
http://www.balnibarbi.com/

