シュラーク・ティルさん

毎週

18セッ
ト
限定

自然栽培小麦使用

Bio-land
パンセット 1月分

「ピュアブロート」、
「有機スペルト小麦の田舎パン」と「自然栽培小麦のバケット」は
シンプルな味わいの食事パン。噛めば噛むほどに小麦本来の芳醇な香りが楽しめます。
軽くトーストしてお好みのディップや具をのせてどうぞ。贅沢にクルミとレーズンを生
地に練り込んだ「クルミとレーズンのライ麦パン」。そのままでももちろんクリームチ
ーズを付けてお茶と一緒にいただくと、ちょっとしたティータイムになりそうです。

「プレッツェルの丸パン」や「有機カムット小麦のプチパン」は軽食にちょうどいいサ
イズ。卵・ハム・野菜など、お好みの具を挟んでサンドイッチに。

寒い日にはミネストローネやクラムチャウダーなど温かいスープと一緒に、薄くスラ

税込
価格
お
届
け
日

1セット 3,240円（常温便）

※別途送料が発生します。発送地域により送料が
異なります。
裏面の配送料金表をご確認ください。

1月 20 日（木）
1月 27 日（木）
発送日を入れて 5 日間

賞味
（冷暗所で保管）
期限

冷凍保管だと約1ヵ月 保存可能

イスしたパンをカリッと焼いて食べるのがおすすめです。身体も心もほっと一息つける、
滋味深い味わいのパンをお楽しみください。
商品名

商品説明

大きさ
（単位cm）

原材料

ピュアブロート 1

きめ細かい生地と弾力が特徴の、
重すぎず軽すぎない全粒粉入り食
事パンです。オリーブオイルとハ
ーブソルトを合わせたものを付け
ていただくのがおすすめです。

縦20 横9 高さ6
約270g

強力粉★・全粒粉★・自家製
小麦サワー種・ゲランドの塩

有機スペルト
小麦の田舎パン 1

スペルト小麦の風味を生かした食
べ応えのあるパンです。噛むほど
に小麦の香ばしさと甘みが広がり
ます。バター・ジャム・卵・ハム
など何にでも合います。

縦16 横11 高さ5
約210g

強力粉★・スペルト小麦全粒
粉★・自家製スペルト小麦サ
ワー種・ゲランドの塩

自然栽培小麦の
バケット 1

小麦の美味しさが感じられ、中はも
ちっとした食感です。うすくカット
して表面をカリッとトーストしたら
具をのせてカナッペ風にしても◎
石窯オーブンで焼いています。

縦25 横6.5 高さ5
約210g

強力粉＊・自家製小麦サワー
種・全粒粉★・ライ麦全粒粉
＊・スペルト小麦全粒粉＊・
ゲランドの塩

クルミとレーズンの
ライ麦プチパン 1

クルミとレーズンがぎっしり詰まっ
たパンです。クルミの香ばしさとレ
ーズンの甘みの相性が抜群です！
石窯オーブンで焼くことでより噛み
応えある食感になっています。

直径7 高さ4
約70g

強力粉＊・ライ麦全粒粉＊・
自家製小麦サワー種・ウォー
ルナッツ＊・レーズン＊・ゲ
ランドの塩

プレッツェルの
丸パン 1

プレッツェルを丸く焼いたパン。きれ
いな煉瓦色の焼き目が香ばしく、弾力
のある生地は黒糖のようなコクが感じ
られます。トースターで焼き戻してあ
つあつをお召し上がりください。ココ
ナッツオイルをつけたり、お好みの具
をサンドするのがおすすめ。

直径7 高さ4
約65g

強力粉 ＊・自家製小麦サワー
種・ス ペ ルト小 麦 全 粒 粉
★・菜種油・豆乳＊・アガベ
シロップ＊・ゲランドの塩・
重曹

有機カムット小麦の
プチパン 1

みっちりと詰まった生地に、しっと
りとした食感のプチパンです。小麦
の甘さをしっかりと感じられます。
お好みの具を挟んで軽食にどうぞ。

直径8 高さ4
約60g

強力粉★・カムット小麦全粒
粉★・自家製小麦サワー種・
ゲランドの塩

●自然栽培原材料には「★」、有機栽培原材料もしくは有機認証取得商品には「＊」を記載しています。
●全粒粉は、自然栽培小麦をBio-landで自家製粉しています。
●自家製小麦サワー種は、自然栽培小麦からおこしています。
●ゲランドの塩は、
フランス・ブルターニュ半島ゲランドの塩田で塩職人が伝統製法で手づくりした天日海塩です。

ご注文は裏面の にて
「 直 送 専 門 注 文用 紙 」

Bio-landパンセット

ご送付枚数
ご送付用紙が 2 枚以上
の際ご記入ください。

直送専門
注文用紙 1月分

枚目

/

した。現在は、長野県山形村の自宅兼工房で日夜美味しいパ

Bio-land のパンは、ドイツの伝統的な手法でサワー種を

ンづくりに励んでいます。

約 3 日間かけて、ゆっくりと低温で熟成醗酵させて麦の旨みを

シュラークさんの焼くパンは、主原料となる小麦粉・全粒粉・

引き出して焼いています。材料を厳選して、出来る限り自然の

サワー種に自然栽培小麦を使用した「ナチュラル・ハーモニー

摂理の中で育てられたものを使用しています。

の宅配 オリジナルのパンセット」。一つひとつ手づくりのため、

子供の頃から玄米と味噌汁で育ったドイツ人のシュラーク・
ティルさん。大人になり日本への興味が高まり、ついには日本

毎週 18 セット限定販売となります。酸みが少なく食べごた

に移住することを決断します。しかし日本では本来のドイツパ

えがあり、小麦の美味しさをたっぷり味わえる Bio-land の

ンが手に入りづらく、それならばと自分でつくることを決心しま

パンをお楽しみください。

○ご登録のお名前

○ご登録のお電話番号

□1月20日
（木） □1月27日
（木）

○ご希望の
お届け日

枚中

※ご希望のお届け日にチェックしてください。 ※北海道・九州・沖縄へのお届けは金曜日以降となります。
（離島の場合、さらに日数がかかる可能性があります） ※締切日は、お届け予定日の6日前17時までです。

○ご希望のお届け時間帯

午前

/

14-16時

/

16-18時

/

18-20時

/

19-21時

※ご希望のお届け時間帯に○をつけてください。
※中国・四国・東北の一部地域で、14時以降や18時以降に時間指定が制限される場合があります。

□ ご登録のご住所

○お届け先

記
入
欄

○ご住所

□ その他のご住所（以下 ご記入をお願いします）

〒

○お届け先様のお名前

○お届け先様のお電話番号
○ご注文内容

Bio-land パンセット
1月分
￥3,240（常温便）

①パンセット

地域
本州・四国
北海道・九州
沖縄

ご注文は
こちらから
24 時間受付

事務使用欄

1 セット

2 セット以上

￥1,078

￥1,298

￥682

￥1,210

￥902

￥1,782

￥3,240×

数量

1セット

￥

該当する送料に
チェックして下さい。

2セット以上

（本州・四国） （北海道・九州） （沖縄）

□￥902 □￥1,298 □￥1,782

（本州・四国） （北海道・九州） （沖縄）

①+ ② 合計金額

￥

●毎週18セット限定販売・先着順での受付となります。
●ご登録のお届け日に関わらずお届けいたします。ご請求はパンセットお届け後
直近の定期宅配に合算いたします。
●メーカーよりヤマト運輸にて直送のため、定期宅配とは別送となります。
●夏期（6〜9月）以外は常温便でお届けいたします。
●価格はすべて税込金額です。

FAX：043-440-8577
請求日

＝ 小計金額

□￥682 □￥1,078 □￥1,210

②送料

別途送料が発生します。発送地域に
よって送料が異なります。下記の配
送料金表をご確認ください。

配
送
料
金
表

内容と送料および合計金額をご記入ください。

請求額

入力

TEL：043-440-8566

(10：00〜17：00 土曜留守番電話対応 )
ナチュラル・ハーモニーの宅配 お客様サポート 行

