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Bread Sweets Sandwiches and more . . . . . . . . .

Delivery
Menu

配達は平日のみ（火～金）
＜Bread ＋ Sandwich＞ am10:30～pm6:00
＜Café＞ am10:30～pm４:00（オーダーストップ）
定休日：月曜日（臨時休業はホームページのカレンダーにて案内します）

［本店］奈良市勝南院町2 TEL/FAX 0742-27-0038
［椿井店］奈良市椿井町48

ミアズブレッド
http://miasbread.com

Tel.0742-27-0038
order@miasbread.com
http://miasbread.com

営業時間

定休日

Tost Sand

Muffin Sand

Nontost Sand

季節の野菜をたっぷり使った月替わりサンドイッチ三種（スライスパンで作ったサンドイッチ、網焼きパ
ニーニで作ったサンドイッチ、ピタパンで作ったサンドイッチ）と月替わりスコーンのセット。三種のサンド
イッチの味とバランスを考えた一期一会のサンドイッチです。

※セット内容はホームページのマンスリーニュースで確認出来ます
※表示価格は税込価格です

月替わりSand Box サンドボックス・・・・・・・・・・配達価格1,300円（サンドのみ1,200円）
スライス: 1ピース／パニーニ: 1ピース／ピタ: 1ピース／スコーン: 1個

月替わりSelect Box<A> セレクトボックス＜A＞・・配達価格1,000円（サンドのみ900円）
月替わりの三種のサンドイッチの中から２種（スライスパンサンドとパニーニサンド）と月替わりスコーンのセットです。
スライス: 1ピース／パニーニ: 1ピース／スコーン: 1個

月替わりSelect Box<B> セレクトボックス＜B＞・・配達価格1,000円（サンドのみ900円）
月替わりの三種のサンドイッチの中から２種（パニーニサンドとピタサンド）と月替わりスコーンのセットです。
パニーニ: 1ピース／ピタ: 1ピース／スコーン: 1個

月替わりSelect Box<C> セレクトボックス＜C＞・・配達価格1,000円（サンドのみ900円）
月替わりの三種のサンドイッチの中から２種（スライスパンサンドとピタサンド）と月替わりスコーンのセットです。
スライス: 1ピース／ピタ: 1ピース／スコーン: 1個

月替わりMuffin Box マフィンボックス・・・・・・・・配達価格800円（サンドのみ700円）
マフィン:1ピース／スコーン:1個

Kids Box（子供サンド）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格700円
ウインナーのドックサンド／卵のミニピタサンド／ハムのミニピタサンド／クッキー：2個（形は選べません）

Kids Twins Box（2人分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格900円
ウインナーのドックサンド×２／卵のミニピタサンド×２／クッキー２個×２（形は選べません）

Kids Triple Box（3人分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格1,300円
ウインナーのドックサンド×3／卵のミニピタサンド×3／クッキー２個×3（形は選べません）

BLTA・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格950円（２ピース)グラハムは50円アップ（網焼き）
＜アボカド、ベーコン、レタス、トマト＞アボカド、ベーコン、レタス、トマトの定番の組み合わせとたっぷり野菜を
網焼きトーストでサンドしてあります。

HLT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格950円（２ピース)グラハムは50円アップ（網焼き）
＜ハム、チーズ、トマト＞ハム、チーズ、トマト、とたっぷり野菜を網焼きトーストでサンドしてあります。

CLT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格1,000円（２ピース)グラハムは50円アップ（網焼き）
＜チキン、レタス、トマト＞ハーブとレモンでマリネして焼いたローストチキンをたっぷり野菜を網焼きトーストでサンドしてあります。

ELT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格1,000円（２ピース)グラハムは50円アップ（網焼き）
＜エッグ、レタス、トマト＞バジルチーズオムレツとトマト、たっぷり野菜を網焼きトーストでサンドしてあります。

All Vege・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格950円（２ピース)グラハムは50円アップ（網焼き）
＜野菜サンド＞アボカドをベースにいろいろ野菜たっぷりを網焼きトーストでサンドしてあります。
※マヨネーズを使うのでVegan（純菜食主義）ではありません。

Ebi Avo エビアボ・・・・・・・・・・・・配達価格1,000円（２ピース)グラハムは50円アップ（網焼き）
＜エビ、アボカド＞ボイルした大きめエビとアボカドとたっぷり野菜を網焼きトーストでサンドしてあります。

８枚切り厚さのパンを網焼きトーストして香ばしさをプラスしたサンドイッチ
パンはブルマンブレッド（白）とグラハムイギリスパンのどちらかを選んでいただけます。

Cream Cheese & Ham Vege クリームチーズ&ハムベジ・・・・配達価格950円（２ピース)
クリームチーズをベースにハムとたっぷり野菜をサンドしてあります。

Cream Cheese & Egg Vege クリームチーズ&卵ベジ・・・・・・配達価格950円（２ピース)
クリームチーズをベースに卵とたっぷり野菜をサンドしてあります。

Cream Cheese & Avocado Vegeクリームチーズ&アボカドベジ・・・・配達価格950円（２ピース)
クリームチーズをベースにアボカドとたっぷり野菜をサンドしてあります。

焼かずにサンドしてあるので、ブルマンブレッドの柔らかく弾力のあるパンの食感を楽しめるサンドイッチです。

Pita BES ピタBES・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格750円（２ピース)
＜卵、ベーコン、ほうれん草＞ マッシュした卵とカリッと焼いたベーコン、人参サラダ、ほうれん草のサンドイッチです。

Pita BLTA ピタBLTA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格800円（２ピース)
＜ベーコン、レタス、トマト、アボカド＞ アボカドとベーコン、レタスの定番の組み合わせに人参サラダを合わせたサンドイッチです。

Pita Combi ピタコンビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格800円（２ピース)
＜２種サンド＞ ピタBESとピタBLTAが一切れずつの組み合わせのサンドイッチです。

Pita Ebi Avocado ピタエビアボカド・・・・・・・・・・・・・・・配達価格850円（２ピース)
＜エビ、アボカド、野菜＞ボイルしたエビとアボカドと人参、スプラウトのサンドイッチです。

Pita CLT ピタCLT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格950円（２ピース)
＜ローストチキン、トマト＞ ハーブとレモンでマリネして焼いた鳥の胸肉と人参サラダ、キャベツ、トマトをたっぷりつめたサンドイッチです。

ピタパン（ポケットブレッド）に具材がたっぷり入ったサラダ感覚のサンドイッチです。

Sunny-side Up サニーサイドアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格700円
＜ハム、エッグ、チーズ＞ 半熟に焼いたハムエッグ（目玉焼き）の上にチェダーチーズがとろり！ たっぷり野菜と一緒に
断面を網焼きした天然酵母のイングリッシュマフィンでサンドしてあります。

Chicken Cheese チキンチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格800円
＜ローストチキン、チーズ＞ ハーブとレモンでマリネして焼いたチキンとチーズとたっぷり野菜を断面を網焼きし天然酵母のイングリッシュマフィンでサンドしてあります。

Avocado Cheese Vege アボカド・チーズベジ・・・・・・・・・・・・・・配達価格700円
＜アボカド、チーズ＞ フレッシュなアボカドとチーズとたっぷり野菜を断面を網焼きした天然酵母のイングリッシュマフィンでサンドしてあります。

コーンミールの香りと軽やかでしっとりとした食感のイングリッシュマフィのサンドイッチです。

トーストサンド

マフィンサンド

Bagel Sand ベーグルサンド

Sweet Sand スイートサンド

ノントーストサンド

Pita Sand ピタサンド

セット（ボックス）

Bagel BLTA ベーグルBLTA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格650円
＜アボカド、ベーコン、レタス、トマト＞ アボカド、ベーコン、レタス、トマトの定番の組み合わせとたっぷり野菜を
断面を網焼きしたベーグルにサンドしてあります。

Bagel Ebi Avocado ベーグルエビアボカド・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格700円
＜エビ、アボカド＞ ボイルした大きめエビとアボカドとたっぷり野菜を、断面を網焼きしたベーグルにサンドしてあります。

Bagel Cream Cheese Ham ベーグルクリームチーズ・ハム・・・・・・・配達価格600円
＜クリームチーズ、ハム＞ ベーグルと相性がいいクリームチーズをベースにハムとたっぷり野菜をベーグルにサンドしてあります。

Bagel Cream Cheese Egg ベーグルクリームチーズ・卵・・・・・・・・・配達価格600円
＜クリームチーズ、ハム＞ ベーグルと相性がいいクリームチーズをベースに卵とたっぷり野菜をベーグルにサンドしてあります。

ゆでてから焼く穴あきパン（ベーグル）の断面を網焼きしてサンドイッチにしてあります。
ブレンドベーグル希望は５０円アップでご用意します。

Sweet Sand Bagel スイートサンドベーグル・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格480円
クリームチーズと季節のジャムの組み合わせのサンドイッチです。 ジャムはデルベア製、内容は毎月かわります。

Chocolate Cream Bagel チョコクリームベーグル・・・・・・・・・・・配達価格480円
チョコクリーム&ピーナツバターまたはチョコクリーム&季節のジャム

Special Combi Bagel スペシャルコンビベーグル・・・・・・・・・・・・・配達価格480円
＜2種類のサンドイッチをハーフずつ組み合わせ＞ クリームチーズ&季節のジャムのハーフ＋ピーナツバター&ラムレーズンシナモンのハーフの組み合わせです。 

クリームチーズやピーナツバター、ジャム等、おやつ感覚のサンドイッチ。
ジャムはデルベア製の季節のジャムを使っています。（冷凍保存もできます）

Something Sweets スイーツ

Scone スコーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格150円
毎月ブレンドが変わります。それぞれの表情、味をお楽しみください。

MB Sablé MBサブレ8枚入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格600円
アーモンド粉使用、甘さ控えめの分厚いサクサククッキー。子供にも大人にも人気。毎月変わる形も楽しめます。

Peanut Butter Sand Cookie ピーナツバターサンドクッキー（1枚）・・・・・・配達価格240円
無添加無糖のピーナツバターをサブレでサンドしたクッキー。コーヒーにとっても合います。

Chocolate Nuts Sablé チョコナッツサブレ（1枚）・・・・・・・・・・・・配達価格240円
分厚いサブレのまわりにチョコとナッツをたっぷり！ 冷やして食べるのも美味しいです。

Granola グラノーラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格550円
オーガニックオートミール、ココナッツ、アーモンド、パンプキンシード、ドライフルーツ、メイプルシロップ、はちみつ。 食物繊維、ミネラルたっぷり！ ヨーグルトにとても合います。

Tarte 季節のおまかせタルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・配達価格600円～
季節のフルーツをサワークリーム入りの特製アーモンドクリームで焼き込みました。自然の甘さで朝食にも美味しいタルトです。

甘味、油を極力抑え、子供からお年寄りまで安心して召し上がれるスイーツです。

Set Box

配達可能エリア
奈良市内（山間部は除く）／京都府南部（高の原周辺、州見台、光台）
配達料金
表示価格は税込み価格です。奈良市内、京都府南部は5,000円以上、郡山、生駒方面はご相談ください。
注文金額が5,000円以下の場合は配達料500円（税別）でお届けします。
ご注文方法
前日までに電話（0742-27-0038）、メール（order@miasbread.com）、ホームページ（miasbread.com）で
ご予約ください。予約が多い時はご希望の時間にお届けできなくなりますので早めにご予約ください。 （1ヶ月前から予
約受付、10セット以上は2ヶ月前から受け付けています）
※大量注文の場合は3ヶ月前から受け付けています。 当日予約、キャンセルはお電話でのみ受け付けています。
※予約が埋まってしまい、お断りする場合もありますのでご了承ください。
お支払い
代金は配達時に現金でお支払いください。

●

●

●

●

ミアズブレッドのサンドイッチをエリア限定で配達いたします

グラハムは50円アップグラハムは50円アップ

グラハムは50円アップグラハムは50円アップ

グラハムは50円アップグラハムは50円アップ


