
 

価格 
生菓子 ホール：1,0 0 0 円～1,2 0 0 円 

ﾎ゚ ｼーｮﾝ：12 0 円～3 0 0 円 

焼菓子 

12 0 円～15 0 円 

生菓子 
ショートケーキ( 12 cm ﾎー ﾙ/ﾎ゚ ｼーｮﾝ） 

ロールケーキ( 18 cm 1 本/ｶｯﾄ)  

タルト・アプリ コ( 1５cm ﾎー ﾙ)  

プリ ン／シュー・ア・ラ・クレーム 

フロマージュ・クリ ュ 

 

焼菓子 
マドレーヌ／抹茶のフィナンシェ 

ティフィン／フール・オ・ショコラ 

ブルーベリ ークランブルタルト 

月・火・水  ※テイクアウトのみ 

4 月 12 日( 月) 、13 日( 火) 、14 日( 水)  

１９日( 月) 、２０日( 火) 、２１日( 水)  

２６日( 月) 、２７日( 火) 、2 8 日( 水)  
 

5 月 １０日( 月) 、１１日( 火) 、１２日( 水)  

１７日( 月) 、１８日( 火) 、１９日( 水)  

２４日( 月) 、２５日( 火) 、２６日( 水)  

３１日( 月)  
 

M EN U  

水・木 ※イートイン/テイクアウトドリ ンクあり ます 

4 月 
14 日( 水) 、１５日( 木) 、２１日( 水) 、２２日( 木)  

2 8 日( 水) 、２９日( 木)  

・ガトー・オ・フリ ュイ         ３５０円    ・ドリ ンク    各種 ３００円 

・ガトーショコラクラシック      3 ５０円 

・トマトバジルのフレンチトースト【スープ付き】  ４００円 

5 月  １２日( 水)  

13 日( 木) 、１９日( 水) 、２０日( 木)  

２６日( 水) 、２７日( 木)  
5 月 

・ガトー・オ・フレーズ          ３５０円 

・ミ ルフィーユ               ３５０円 

・クロック・ムッシュ【サラダ付き】   ４００円   ・ドリ ンク    各種 ３００円 

6 月 2 日( 水) 、3 日( 木)  

【営業時間について】 ※無くなり次第販売終了となります 

洋菓子 １３：3０より販売を開始致します。 

テイクアウトのみ（閉店 15:30） 

 

カフェ １3：3０より開始致します。イートイン/テイクアウトドリンク 

（ラストオーダー１4：45 閉店１５：15） 

※急遽予定が変更になる場合がございます。 

6 月 １日( 火) 、２日( 水)  



 
 
 
  

金  ※テイクアウトのみ 

4 月 １６日( 金) 、２３日( 金) 、３０日( 金)  5 月 １４日( 金) 、２１日( 金) 、２８日( 金)  

・どら焼き 

・わらび餅 

・たまごボーロ 
 ( ５枚入り )  

木  ※テイクアウトのみ 

・オニオンブレッド 

・ウインナーロール 

・トマトブレッド 

・ハムエッグロール 

・セザムフロマージュ 

・あんぱん 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・クロワッサン 

●苺大福 

●桜餅 

●薯蕷饅頭 

・どら焼き 

・黒蜜わらび餅 

・たまごボーロ 
 ( ５枚入り )  

●抹茶大福 

●錦玉羹 

●外郎 

●…期間限定商品 

・フランスパン 枝豆チーズ 

・明太フランス 

・ソーセージフランス 

・カレーチーズフランス 

・ダッチロール 餡 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・フランスパン 

・クロワッサン 

・抹茶食パン 

・クリ ームパン 

・チョココルネ 

・クルミ パン 

・チーズフランス 

・メロンパン 

・あんぱん 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・フランスパン 

・クロワッサン 

・抹茶食パン 

４/8（木） ４/15（木） ４/22（木） 

・カンパーニュ 

（ブルーベリ ー、紅茶、 

 オレンジ、フィグ） 

・プレミ アムチョコパン 

・あんぱん 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・フランスパン 

・クロワッサン 

・抹茶食パン 

・レザン クロワッサン 

・パン・オ・ショ コラ 

・黒豆( ダッチロール)  

・クルミ 食パン( 1.5 斤)  

・ベーグルサンド 

・あんぱん 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・フランスパン 

・クロワッサン 

・抹茶食パン 

5/13（木） 

・シナモンロール 

・ブリ オッシュオレンジ 

・ブリ オッシュ食パン 

・焼きカレーパン 

・メロンパン 

・あんぱん 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・フランスパン 

・クロワッサン 

・抹茶食パン 

5/20（木） 

・ダッチロール 

（チーズ、コーン 

オリ ーブ＆ドライトマト、） 

・デニッシュ 

（フルーツ、マンゴー） 

・あんぱん 

・ホワイト・パン・ブレッド 

・フランスパン 

・クロワッサン 

・抹茶食パン 

5/27（木） 

1 個 １５０〜３００円 

   京都市新型コロナ 

あんしん追跡サービス 
施設名 

T's Miyabi＜ティーズ ミヤビ＞ 

（京都製菓製パン技術専門学校）  

【営業時間について】 

和菓子 パン  テイクアウトのみ 

１３：３０より販売を開始致します。（閉店１５：３０） 

※無くなり次第販売終了となります ※急遽予定が変更になる場合がございます。 

1 個 

１００〜２５０円 

4/29(木) 


