
【【【【No.44No.44No.44No.44】】】】大田区大田区大田区大田区パンパンパンパン教室教室教室教室conemaruconemaruconemaruconemaru
馬込駅徒歩2分、大森駅徒歩15分。朝夜レッスンもあります。具材がたくさん入った贅沢パンをつ
くりましょう。

★通常の1dayレッスンの初回1回を300円引き

【No.44】大田区パン教室conemaru
TEL 080-3171-9611
〒143-0025 東京都大田区南馬込1-6-18-2F
http://conemaru.jimdo.com/

【【【【No.43No.43No.43No.43】】】】粉門屋仔猫粉門屋仔猫粉門屋仔猫粉門屋仔猫
1級パンシェルジュが作るパンを食べられるカフェ。リノベーションされた癒しの空間。こたつ席
が人気です。

★ランチセットご注文の方、10％Off！

【No.43】粉門屋仔猫
TEL 090-2175-2020
〒380-0831 長野県長野市東町207-1 KANEMATSU
http://konakoneko.naganoblog.jp/

オフィシャルサポーター店一覧

【【【【No.42No.42No.42No.42】】】】グロワールグロワールグロワールグロワール
天然酵母のパン、食パン、ハード系、ミニパンなどグロワールの店長が心をこめて焼いています。
ネット販売も！

★1,000円以上お買い上げの方にラスク1袋プレゼント！

【No.42】グロワール
TEL 06-6951-7314
〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮3-18-21
http://www.gloire.biz/

【【【【No.41No.41No.41No.41】】】】hareirohareirohareirohareiro
パンシェルジュ1級の働くお店。北海道産小麦粉を使った自家製パンとムレスナティtea cafeです。

★店内でご飲食された方にプチパンサービス

【No.41】hareiro
TEL 06-6310-1630
〒564-0061 大阪府吹田市円山町6-30
http://hareiro8016.web.fc2.com/



【【【【No.40No.40No.40No.40】】】】boulangerie JOEboulangerie JOEboulangerie JOEboulangerie JOE
バゲット・カンパーニュを初めとするハード系のパンと、昭和の香り漂う惣菜パンや菓子パンをアットホームにご
提供しています。

★お会計から5％Off
【No.40】boulangerie JOE
TEL 03-5667-5490
〒134-0085 東京都江戸川区南葛西2-23-10 ｶｰｻﾃﾞｨｽﾍﾟﾗﾝｻ1F
http://locoplace.jp/t000098048/

【【【【No.39No.39No.39No.39】】】】手手手手づくりパンづくりパンづくりパンづくりパン教室教室教室教室GURIGURIGURIGURI----GURAGURAGURAGURA
2人までの少人数制で、ゆったり学べます。入会金なし、1回完結式。1レッスン3,500円！

★ご予約メールに「パンシェルジュのページを見て」と書いていただけたら、レッスン料500円引き
（おひとり様1回のみ）
【No.39】手づくりパン教室GURI-GURA
TEL 06-7173-6751
〒550-0024 大阪府大阪市西区境川1丁目
http://guri-gura902.com/top.html

【【【【No.38No.38No.38No.38】】】】boulangerie fete du painboulangerie fete du painboulangerie fete du painboulangerie fete du pain
フェテ・ド・パン(fete du pain)とはフランス語で「パンのお祭り」と言う意味です。パンのある生活を楽しんでいた
だくために、様々なご提案をさせていただきます。

★500円以上のお買物でオリジナル焼き菓子プレゼント！
【No.38】boulangerie fete du pain
TEL 096-288-2657
〒861-1112 熊本県合志市幾久富1909-524
http://www.fete.co.jp/

【【【【No.37No.37No.37No.37】】】】ドーラドーラドーラドーラ
パンの生地を仕込む際、たまごを一切使用していません。どなたにも、美味しいパンをお届けします。

★お会計から10％Off！

↓ネット販売もしています。
【No.37】ドーラ
TEL 027-321-7193
〒370-0871 群馬県高崎市上豊岡町553-15
http://www.dora-b.jp/



【【【【No.20No.20No.20No.20】】】】BoulangerieBoulangerieBoulangerieBoulangerie LableLableLableLable
粉から焼き上げまでお店で心を込めて作るオールスクラッチ製法にこだわったパンは、どれも自慢でオススメ
です！

★お会計より5％Off
※パンシェルジュの方！一緒にパンを作りませんか？
スタッフ募集中！お気軽にお電話ください！！

【No.20】Boulangerie Lable
TEL 03-5547-2250
〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-16 トリトン内1F

【【【【No.12No.12No.12No.12】】】】シニフィアン・シニフィエシニフィアン・シニフィエシニフィアン・シニフィエシニフィアン・シニフィエ

厳選された材料と丁寧に時間をかけた製造方法で心をこめて作り続けています。

★1,000円以上のお買い上げ時、焼き菓子プレゼント
（世田谷本店のみ）

※2012年8月1日(水)開催
第1回パンシェルジュセミナー特別講師

【No.12】シニフィアン・シニフィエ
TEL 03-3422-0030 
〒154-0002 東京都世田谷区下馬2-43-11-1F
http://www.artandcraft.jp/ss/top.htmlhttp://www.artandcraft.jp/ss/top.html

【【【【No.36No.36No.36No.36】】】】うたしうたしうたしうたし パンパンパンパン教室教室教室教室

お子様連れOK。駐車場2台あり。時間･曜日は応相談。予約制で少人数制。多数の口座から選んで受講で
きます！

★初回レッスン料1,000円off！
【No.36】うたし パン教室
TEL 052-704-3100 
〒465-0058 愛知県名古屋市名東区
http://ameblo.jp/utashi-pankyousitu/

【【【【No.35No.35No.35No.35】】】】パリス・ブレストパリス・ブレストパリス・ブレストパリス・ブレスト

笑いがいっぱいの教室です。”楽しみながらスキルアップ！”がコンセプト。手づくりで笑顔を♪

★ご入会の皆様に、丸いキャラメル包みのウエルカム・ブレッドをプレゼント！
【No.35】パリス・ブレスト
TEL 0476-92-5834 
〒286-0201 千葉県富里市日吉台4-18-16
http://parisbrest.web.fc2.com/top.html



【【【【No.34No.34No.34No.34】】】】木間暮木間暮木間暮木間暮((((キマグレキマグレキマグレキマグレ))))
石窯と囲炉裏とオープンカフェ。石窯で焼くピザ付きの、おまかせAコース2,000円がオススメです。

★おまかせAコース 100円引き！
【No.34】木間暮(キマグレ)
TEL 0736-34-2871
〒648-0042 和歌山県橋本市西畑489-1
http://www.konomise.com/hashimoto/kimagure/

【【【【No.33No.33No.33No.33】】】】CoCoCoCoCoCoCoCoパンパンパンパン教室教室教室教室
菓子パン惣菜パンから自家製天然酵母パンまで
バラエティ豊かなパンづくりを体験できます。

★レッスン料300円Off！
【No.33】CoCoパン教室
TEL 0958437109
〒852-8052 長崎県長崎市西北町13-13
http://cocologpan.at.webry.info/

【【【【No.32No.32No.32No.32】】】】手手手手づくりパンづくりパンづくりパンづくりパン教室佐々木教室佐々木教室佐々木教室佐々木【【【【No.32No.32No.32No.32】】】】手手手手づくりパンづくりパンづくりパンづくりパン教室佐々木教室佐々木教室佐々木教室佐々木
ご自分の都合に合わせてレッスン日を決められる、国産小麦粉使用のイースト＆天然酵母の小さなパン教室
です。

★ご入会された方に国産小麦粉プレゼント♪
【No.32】手づくりパン教室佐々木
TEL 027-232-0373
〒371-0055 群馬県前橋市北代田町78-18

【【【【No.31No.31No.31No.31】】】】パンパンパンパン工房工房工房工房ゆずゆずゆずゆず
パン作りを学んでいたときの初心を忘れずに、いつもパンを焼いています。

★お買い上げ時、お好きなパン1個プレゼント！
【No.31】パン工房ゆず
TEL 0545-72-0287
〒419-0205 静岡県富士市天間704-2-2



【【【【No.30No.30No.30No.30】】】】ｆｆｆｆ・・・・ＤｉｊｏｎＤｉｊｏｎＤｉｊｏｎＤｉｊｏｎ
スペイン製石窯、ドイツ製・日本製のオーブンの3台を使い分け100種類のパンを焼き上げています。

★1,000円以上のお買い上げで、300円サービス券プレゼント！
【No.30】ｆ・Ｄｉｊｏｎ
TEL 027-289-8851
〒371-0831 群馬県前橋市小相木町660-2
http://www.dan-b.com/f-dijon/top.html

【【【【No.29No.29No.29No.29】】】】Baker House RYUHEI Baker House RYUHEI Baker House RYUHEI Baker House RYUHEI 阪急南茨木店阪急南茨木店阪急南茨木店阪急南茨木店
スイーツ感覚で楽しめるパンや食卓パン、サンドイッチなど幅広い種類の焼きたてパンがリーズナブルです♪

★お会計から5％off！
【No.29】Baker House RYUHEI 阪急南茨木店
TEL 072-622-5846
〒567-0876 大阪府茨木市天王2-5-10 阪急ｸﾞﾘﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F

【【【【No.28No.28No.28No.28】】】】Baker House RYUHEI JRBaker House RYUHEI JRBaker House RYUHEI JRBaker House RYUHEI JR茨木店茨木店茨木店茨木店
スイーツ感覚で楽しめるパンや食卓パン、サンドイッチなど幅広い種類の焼きたてパンがリーズナブルです♪

★お会計から5％off！
【No.28】Baker House RYUHEI JR茨木店
TEL 072-622-3749
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前6-22 浦野ﾋﾞﾙ1F

【【【【No.27No.27No.27No.27】】】】Bakery&CafeBakery&CafeBakery&CafeBakery&Cafe BaguetteBaguetteBaguetteBaguette
その名のとおり、バゲットがオススメ！是非お越しください。

★お会計から10％off
【No.27】Bakery&Cafe Baguette
TEL 027-226-6801
〒371-0841 群馬県前橋市石倉町5-10-10
http://bakery-baguette.com/



【【【【No.26No.26No.26No.26】】】】BoulangerieBoulangerieBoulangerieBoulangerie curonocuronocuronocurono
自家製自然酵母で長時間発酵。噛みしめるほどに旨味を感じるパンに焼きあがります♪冷凍保存も得意な
パンです。
ネット販売
★購入金額の総額から10％Off
※購入画面で、備考欄に「パンシェルジュであること」と「合格認定番号」を
ご記入ください。
【No.26】Boulangerie curono
TEL 03-5672-3488
〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩7-11-9
http://www.curono.net/

【【【【No.25No.25No.25No.25】】】】あずきあずきあずきあずき 蒲田店蒲田店蒲田店蒲田店
パスタ、ピザ、ワイン好きの方は必見！！豊富なワインは他店にも負けません。お好みのパンに合うワインを見
つけてみては？

お食事をされた方に、以下のいずれかをサービス♪
★グラスワイン1杯（ご同伴の方にも！）
★4名様以上のお食事で、ハウスワインボトル1本
★8名様以上のパーティ（要予約）で、1名様分無料に
【No.25】あずき 蒲田店
TEL 03-3730-0888
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-8-4 ｸｽﾐﾋﾞﾙ5Ｆ

【【【【No.24No.24No.24No.24】】】】AzukiAzukiAzukiAzuki 海海海海
ワインと鮮魚のお店です。新鮮なお魚を使ったメニューは自慢の品です。豪快な鮮魚洋食をパンとともにお楽
しみください。

お食事をされた方に、以下のいずれかをサービス♪
★グラスワイン1杯（ご同伴の方にも！）
★4名様以上のお食事で、ハウスワインボトル1本
★8名様以上のパーティ（要予約）で、1名様分無料に
【No.24】Azuki 海
TEL 03-3492-8778
〒144-0031 東京都品川区西五反田2-26-3 桔梗ﾊｲﾂ1F

【【【【No.23No.23No.23No.23】】】】あずきあずきあずきあずき 渋谷店渋谷店渋谷店渋谷店
渋谷でリーズナブルなイタリアンならココ！VIPルームもご用意していますのでパーティにもご利用いただけます。

お食事をされた方に、以下のいずれかをサービス♪
★グラスワイン1杯（ご同伴の方にも！）
★4名様以上のお食事で、ハウスワインボトル1本
★8名様以上のパーティ（要予約）で、1名様分無料に
【No.23】あずき 渋谷店
TEL 03-5489-9711
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-2 渋専ﾋﾞﾙ2F



【【【【No.22No.22No.22No.22】】】】ラグーラグーラグーラグー青山青山青山青山
こだわりのビーフシチューをはじめとした煮込み料理や、多彩なお料理をご用意しています♪パンとともにお楽
しみください♪

お食事をされた方に、以下のいずれかをサービス♪
★グラスワイン1杯（ご同伴の方にも！）
★4名様以上のお食事で、ハウスワインボトル1本
★8名様以上のパーティ（要予約）で、1名様分無料に
【No.22】ラグー青山
TEL 03-6406-8880
〒107-0062 東京都港区南青山2-27-18 ﾊﾟｻｰｼﾞｭ青山1F
http://www.kensaku-pr.jp/ragout-aoyama/

【【【【No.21No.21No.21No.21】】】】あずきあずきあずきあずき 五反田駅前店五反田駅前店五反田駅前店五反田駅前店
カーテンで仕切られた半個室もあり、女性に大人気！こだわりの手作りイタリアンがとってもリーズナブル♪パ
ンとともにお楽しみください。

お食事をされた方に、以下のいずれかをサービス♪
★グラスワイン1杯（ご同伴の方にも！）
★4名様以上のお食事で、ハウスワインボトル1本
★8名様以上のパーティ（要予約）で、1名様分無料に
【No.21】あずき 五反田駅前店
TEL 03-3779-0881TEL 03-3779-0881
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-7-1
リビオ五反田プラグマGタワー2F

【【【【No.19No.19No.19No.19】】】】Sugar Spoon Sugar Spoon Sugar Spoon Sugar Spoon muromachimuromachimuromachimuromachi
三浦の有機野菜を使ったイタリア料理を中心にご提供！手作りにこだわった料理はパンやワインと相性抜群
です！
★お食事をされた方に、姉妹店ブーランジェリーラブレの
パン盛り合わせをサービス！
【No.19】Sugar Spoon muromachi
TEL 03-6265-1725
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-4-16 日本橋内山ﾋﾞﾙB1F

【【【【No.18No.18No.18No.18】】】】Sugar SpoonSugar SpoonSugar SpoonSugar Spoon
三浦の有機野菜を使ったイタリア料理をご提供！手作りにこだわった料理はパンやワインと相性抜群です！

★お食事をされた方に、姉妹店ブーランジェリーラブレの
パン盛り合わせをサービス！
【No.18】Sugar Spoon
TEL 03-3516-8660
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-10 くりはらﾋﾞﾙ地下1F



【【【【No.17No.17No.17No.17】】】】秀緑舎秀緑舎秀緑舎秀緑舎
小さな家の小さなキッチンで手作りパンの素晴らしさをご紹介しています。ご一緒に焼きたてを楽しみません
か？

★ご入会の方にプレゼントをご用意しています。
【No.17】秀緑舎
TEL 080-1216-2865
〒370-3531 群馬県高崎市足門町637-78

【【【【No.16No.16No.16No.16】】】】竹下手作竹下手作竹下手作竹下手作りりりり教室教室教室教室
生徒さんの都合にあわせ、パン・ケーキ・和菓子など、ご希望のコースを開催します。

★ご入会の方にプレゼントをご用意しています。
【No.16】竹下手作り教室
TEL 027-285-3984
〒371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面130-6

【【【【No.15No.15No.15No.15】】】】手手手手づくりバザールづくりバザールづくりバザールづくりバザール ぱんどらのぱんどらのぱんどらのぱんどらの匣匣匣匣（（（（はこはこはこはこ））））
天然酵母のパンとカフェでくつろぎのひとときを。
手づくり雑貨の委託販売もしております♪

★1,000円以上お買い上げの方に、手づくりお菓子のプレゼント！★1,000円以上お買い上げの方に、手づくりお菓子のプレゼント！
【No.15】手づくりバザール ぱんどらの匣（はこ）
TEL 0274-50-9210
〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡3122-12

【【【【No.14No.14No.14No.14】】】】キッチンゆあさキッチンゆあさキッチンゆあさキッチンゆあさ
国産小麦粉を使用した安心・安全なパン教室です。
ご都合に合わせてレッスン日を決められます♪

★ご入会の方に、小麦粉1袋プレゼント！
【No.14】キッチンゆあさ
TEL 027-363-4470
〒370-0005 群馬県高崎市浜尻町214-1

【【【【No.11No.11No.11No.11】】】】ラ・ヴェールラ・ヴェールラ・ヴェールラ・ヴェール 矢口渡店矢口渡店矢口渡店矢口渡店
できる限り添加物を使用していない材料を使い、愛情をこめて手づくりしています。

★800円以上のお買い上げ時、人気の食パン3枚入り
（トマト・シリアル・全粒粉・食パン4種のいずれか)プレゼント
【No.11】ラ・ヴェール 矢口渡店
TEL 03-5732-3568
〒146-0095 東京都大田区多摩川1-26-1



【【【【No.10No.10No.10No.10】】】】C&CC&CC&CC&C KOBEKOBEKOBEKOBE
手づくりお菓子の器具、材料を販売しています。
少人数制でパン・洋菓子・和菓子の教室も開催しています！
★店頭商品10％Off！ （一部除外品あり）
【No.10】C&C KOBE
TEL 078-341-7666
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区本町通6-2-35
http://www.osakaya-shoji.co.jp/

【【【【No.9No.9No.9No.9】】】】ambread ambread ambread ambread 新鎌新鎌新鎌新鎌ヶヶヶヶ谷店谷店谷店谷店
パンと意外な食材との組み合わせなど、ちょっとしたサプライズにも挑戦しています！
★購入金額から5％off！

ご購入いただいたパンへのご意見ご感想お寄せください。
【No.9】ambread 新鎌ヶ谷店
TEL 047-402-3691
〒273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-12-1
アクロスモール新鎌ヶ谷1F
http://www.ceres-j.com/ambread/shinkamagaya.html

【【【【No.8No.8No.8No.8】】】】Pain Tapas Pain Tapas Pain Tapas Pain Tapas 水戸内原店水戸内原店水戸内原店水戸内原店
不動の人気商品はフリュヒテブロート！その他本格的なこだわりのハード系から幅広くそろえています。不動の人気商品はフリュヒテブロート！その他本格的なこだわりのハード系から幅広くそろえています。
★購入金額から5％off！

ご購入いただいたパンへのご意見ご感想お寄せください。
【No.8】Pain Tapas 水戸内原店
TEL 029-259-1145
〒319-0305 茨城県水戸市中原町字西135
イオンモール水戸内原SC1F
http://www.ceres-j.com/paintapas/mitouchihara.html

【【【【No.7No.7No.7No.7】】】】Pain Tapas Pain Tapas Pain Tapas Pain Tapas 千種店千種店千種店千種店
ブリティッシュ風の洒落た店内にはオリジナルパン100種類がずらり♪
★購入金額から5％Off！

ご購入いただいたパンへのご意見ご感想お寄せください。
【No.7】Pain Tapas 千種店
TEL 052-734-5224
〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-16-13
イオンタウン千種SC1F
http://www.ceres-j.com/paintapas/chikusa.html



【【【【No.6No.6No.6No.6】】】】Pain Tapas Pain Tapas Pain Tapas Pain Tapas 浜松店浜松店浜松店浜松店
定番のパンから斬新なパンまで多種多様の、地域情熱No.1店を目指しています！
★購入金額から5％off！

ご購入いただいたパンへのご意見ご感想お寄せください。
【No.6】Pain Tapas 浜松店
TEL 053-415-1198
〒432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町5605
イオンモール浜松志都SC1F
http://www.ceres-j.com/paintapas/hamamatsu.html

【【【【No.5No.5No.5No.5】】】】Le Bon Pain Le Bon Pain Le Bon Pain Le Bon Pain 横浜店横浜店横浜店横浜店
自由な発想でバリエーション豊かな個性ある商品を取り揃えております。
★ご購入金額から5％Off

ご購入いただいたパンへのご意見ご感想お寄せください。
【No.5】Le Bon Pain 横浜店
TEL 045-222-2107
〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1
横浜ワールドポーターズ1F
http://www.ceres-j.com/lebonpain/yokohama.html

【【【【No.4No.4No.4No.4】】】】パンパンパンパン工房工房工房工房 シエルシエルシエルシエル
お客様の生活の中にシエルがあることを目標にしています。

★★★★500円以上お買い上げ時、焼き菓子(粗品)プレゼント！
【No.4】パン工房 シエル
TEL 0273605531
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町321-24
http://www.ciel-pan.com/

【【【【No.3No.3No.3No.3】】】】Sand Kitchen Sand Kitchen Sand Kitchen Sand Kitchen RoRoRoRoRoRoRoRo
パンからサンドの具まで手づくり。野菜たっぷりのヘルシーサンドイッチをご提供いたします。

★★★★ラスク210円を50円引きでお求めいただけます♪
【No.3】Sand Kitchen RoRo
TEL 059-356-5353
〒510-0085 三重県四日市市諏訪町3-6
http://sand-kitchen-roro.com/



【【【【No.2No.2No.2No.2】】】】気気気気まぐれパンまぐれパンまぐれパンまぐれパン屋屋屋屋さんさんさんさん
気まぐれに美味しいパンを時々作ります♪
★★★★3個以上のお買い上げで1個おまけ！
【No.2】気まぐれパン屋さん
TEL 0332761888
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-4 サンリッチ本社ビル1F

【【【【No.1No.1No.1No.1】】】】手手手手づくりパンづくりパンづくりパンづくりパン工房工房工房工房 まるさんかくしかくまるさんかくしかくまるさんかくしかくまるさんかくしかく
添加物や保存料を一切使用せず、各々のパンに合った生地作りに努め、安心安全を追求し焼成しています！
★★★★800円以上のお買い上げで信楽焼の小物1個プレゼント♪
【No.1】手づくりパン工房 まるさんかくしかく
TEL 0748-82-4113
〒529-1812 滋賀県甲賀郡信楽町神山597-1



サポーターのお店では、ポスターやパンフレットなどを店内に設置し、パンシェルジュ検定を応援し てくれて
います。

SWEET SWEET SWEET SWEET HOUSEHOUSEHOUSEHOUSE
商品は業務スーパー二本松にて販売しております。教室も随時行っております。TEL 0243-23-2845
〒969-1404 福島県二本松市油井谷地87-5

手手手手づくりパンづくりパンづくりパンづくりパン教室教室教室教室 たかはしたかはしたかはしたかはし
ピンクのかわいいパン専用教室で教えています。生徒さんと楽しくパン作りをしています♪TEL 0126-62-
5728
〒072-0013 北海道美唄市東二条南6丁目2-11

Bakery Cafe COPPETBakery Cafe COPPETBakery Cafe COPPETBakery Cafe COPPET
焼きたてのパンを店内のカフェスペースでお召し上がりになれます。11：30頃に惣菜パンが焼き立てですヨ
TEL 045-983-5176
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-29-3
http://www.coppet-nyon.com/

PocoPocoPocoPoco a a a a PocoPocoPocoPoco

サポーター店一覧

PocoPocoPocoPoco a a a a PocoPocoPocoPoco
皆様のご来店お待ちしております。TEL 055-972-3456
〒411-0022 静岡県三島市川原ヶ谷緑ヶ丘250-6

わがままパンわがままパンわがままパンわがままパン屋屋屋屋さんさんさんさん
ホームメイド協会で免許を取り、パン屋さんを始めて10年目！楽しくパンを焼いています♪TEL 0547-35-
5787
〒427-0019 静岡県島田市道悦5-12-24

パンのパンのパンのパンの店店店店 ジョコンダジョコンダジョコンダジョコンダ
シネマタウン岡南への沿線上にあり、ドライブ客のテイクアウトグルメとしても人気♪焼きたてパンをどうぞ。
TEL 086-262-0787
〒702-8057 岡山県岡山市南区あけぼの町4-7

IZUKAWAIZUKAWAIZUKAWAIZUKAWA教室教室教室教室
少人数でも大丈夫！和気あいあいと楽しいお教室です♪TEL 055-926-7391
〒410-0022 静岡県沼津市大岡1973-7



ベカリーベカリーベカリーベカリー ハナワハナワハナワハナワ
素材の良さとしっかり製法で食パンとメロンパンが不動の人気！冬は季節限定のカレーパンが連日品切れ
デス！TEL 0294-72-2937
〒313-0012 茨城県常陸太田市三才町70-2

アミラのアミラのアミラのアミラの店店店店
素材にこだわった手作りのパン屋です。TEL 027-322-8762
〒370-0861 群馬県高崎市石原町3227

天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン教室教室教室教室 る・くりまる・くりまる・くりまる・くりま
白神こだま天然酵母を使い、国産小麦粉と安心な材料にこだわり、手捏ねをしっかりと学べる教室です。
TEL 080-5074-5356
〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2-26-5-101

はっぴぃたいむはっぴぃたいむはっぴぃたいむはっぴぃたいむ
授業は少人数制でアットホームな雰囲気です。手づくりの美味しさと、楽しさを伝えられるよう心がけていま
す。TEL 043-275-5022
〒261-0013 千葉県美浜区打瀬2-1-1公園東の街2-203

手手手手づくりパンづくりパンづくりパンづくりパン教室教室教室教室 ひまわりひまわりひまわりひまわり
少人数制なので、気軽にパン作りをはじめてみませんか？天然酵母パンも美味しいですよ
♪TEL 08010775220
〒372-0802 群馬県伊勢崎市田中島町1424-14

La La La La pense'epense'epense'epense'e
手づくりパンとお菓子のお店です。ガレットデロワが一番のおすすめ♪週替わりのケーキも楽しみですよ
♪TEL 075-708-7206
〒606-8241 京都府京都市左京区田中西高原町19-2
http://lapensee.org/

パシフィックパシフィックパシフィックパシフィック洋行株式会社洋行株式会社洋行株式会社洋行株式会社
食材・機材・食型など取り扱いしています。TEL 0356426081
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-7-6
http://www.pacificyoko.com/

シュヴァインシュヴァインシュヴァインシュヴァイン
ちっちゃなかわいい手づくりパンの店。素朴でかたくて重くて噛めば噛むほど美味しいドイツパン。カフェコー
ナーもあります。TEL 0273538575
〒370-0852 群馬県高崎市中居町1-7-5



マルコマルコマルコマルコ
パンを焼く、ケーキを作る、そんな時はマルコの出番です。ネットショップもよろしくお願いします。
TEL 0888820151
〒780-0822 高知県高知市はりまや町2-11-8
http://www.maruco-marusan.com/

山梨山梨山梨山梨パンパンパンパン工房工房工房工房 モンマーロモンマーロモンマーロモンマーロ
もっと喜ばれる、もっと美味しい♪モンマーロがあってよかったな～。そんな店作りを目指しています。
TEL 0553226338
〒405-0005 山梨県山梨市小原東248
http://mlpl.jp/montmarlo

パンパンパンパン屋屋屋屋 すずすずすずすず
国産小麦、ホシノ天然酵母、白神こだま酵母を使い、パンを製造・販売しています！TEL 0425591516
〒197-0814 東京都あきる野市二宮1156-19

パンドールパンドールパンドールパンドール
さまざまなジャンルのパンをご提供。地域密着型のパン屋です！TEL 0592285746
〒514-0032 三重県津市中央2-4


