
けやき庵けやき庵
F-1

●チョコパンマン…絶品チョコク
リーム、アンパンマンもびっくり！
●東京クリームパン…自家製カス
タードクリームがおいしいサクサク
新食感●田舎パン…小麦、塩、砂糖
だけを使った天然酵母パンの王様
     阿佐谷南 3-1-22 　ＪＲ阿佐ケ谷
駅南口徒歩４分 、東京メトロ丸ノ内
線南阿佐ケ谷駅徒歩 2分    03-6276
-9313　  8：00 ～ 20：00     なし　  
　http://www.keyakiantokyo.com

F-2
boulangerie ECLINboulangerie ECLIN
ブーランジェリー　エクラン

●アンチョビトースト…おつまみに
最高。リピーター続出、売り切れ必
至●すっごいコーンパン…粉 100g
にコーン 100g 入ったすっごい !!
コーンパン●塩バターロール…国
産小麦に焙焼粗挽全粒粉にお米を
入れたかなりこだわった塩パン
　高円寺南 2-21-9
　東京メトロ丸ノ内線新高円寺駅
徒歩 5分　03-6383-2185
　9：00 ～ 20：00　月曜

F-3
いっ久家いっ久家

●いっ久ドーナツ…青大豆の豆乳
とおからのドーナツ　
　上荻 1-6-4　
 　ＪＲ荻窪駅北口徒歩 1分　　　
　03-3220-1072
　10：00 ～ 22：00
　不定休　　　　　　　　    
　http://www.ikkyudonut.com　

F-11
ぶどうの木＆鎌倉座ぶどうの木＆鎌倉座

●東京ばな奈詰め合わせ！買った人
は、おみくじチャレンジ！ 大吉が出
たら東京ばな奈グッズをプレゼン
ト！！★杉並フェスタ特別限定販売
★６種類の東京ばな奈が勢ぞろい！ 
　 阿佐谷南 1-33-2      ＪＲ阿佐ケ谷
駅南口徒歩５分 　　 03-5378-1122
　 10：00 ～ 20：00      水曜 ( 不定期）
　 http://www.grapestone.co.jp

F-4
Honey's BagelHoney's Bagel
ハニーズベーグル

●モッツァレラ＆クリームチーズ…生
地にクリームチーズを巻き込みベーグ
ルトップにモッツァレラチーズをタッ
プリのせました●ロングソーセージ　
●ブルーベリー＆クランベリー…ベ
リーの甘さと酸味がほどよく、とって
も食べやすいベーグルです　久我山
2-12-8 京王井の頭線久我山駅徒
歩 5分　03-5941-8288　8：00 ～
20：00（なくなり次第終了）　月曜
　　http://www.honeysbagel.com
　

F-5( 北 )
あおぞらあおぞら

●ミルク食パン…しっとり甘いミル
クの香りの大人気食パンです●フレ
ンチトースト…自慢のバケットで
作ったじゅわ＆かりっ！●ゆずこ
しょうフランス…ゆずこしょうの香
りとピリッとした辛さがあとをひく
大人のパン　  阿佐谷北 1-9-2-102 
　　ＪＲ阿佐ケ谷駅北口徒歩 5分    
　   050-1317-0394　  8：30 ～ 19：
00　( 売り切れ次第終了 )　   火曜                        

F-5( 南 )土曜
Su＿旬色彩＋ナチュラル
酵母パン
Su＿旬色彩＋ナチュラル
酵母パン

●天然酵母パン…天然酵母、国産
小麦、無添加
●コンフィチュール…無添加無農薬
　西荻南 1-18-11
　JR西荻窪駅南口から徒歩 7分
　 080-4003-1509
     9：30 ～ 19：00
     火・水曜日　

Boulangerie  ル・リアンBoulangerie  ル・リアン
ブーランジェリー　ル・リアン　F-5( 南 )日曜

●とろけるクリームパン…ふわふ
わの生地に生クリームとカスター
ドが入ったパンです●とろける
チョコパン…ふわふわの生地に
チョコクリームをたっぷりと入れ
たパンです●パイ（アップル・さ
つまいも）…サクサクの食感です       
高円寺南 3-21-14 1   東京メトロ

丸ノ内線新高円寺駅徒歩 3分　　 
03-3315-5567     10：00 ～ 19：00
　   水曜、第 3火曜

F-12
パティスリー　ドゥ　ラベイユパティスリー　ドゥ　ラベイユ

●ショーソンオポム…当店人気No.1 の
アップルパイ●フィナンシェ…ラベイユのは
ちみつを使ったフィナンシェ●ガトーミエ
ル…ラベイユのはちみつを使った焼き菓子　
　 天沼 3-6-25     JR 荻窪駅北口徒歩
6分　03-3392-8022　10：00 ～
19：00　 不定休  [ 荻窪本店 ]      天沼
3-27-9     JR 荻窪駅北口徒歩５分    
03-3398-1778　10：00 ～ 19：00　 
不定休  [ 荻窪店 ]  　上荻 1-7-1 ルミネ
荻窪店１F 　JR荻窪駅西口、北口直通
　 03-3393-3817 　10：00 ～ 21 ：
00     不定休 　 http://www.labeille.jp
　                       

F-13
MACARON  ET CHOCOLATMACARON  ET CHOCOLAT
マカロン エ ショコラ

●マカロンボーロ…色によって６
種類のフレーバーが楽しめる
●マカロンラスク…ザクザク食感・
アーモンド　  　西荻南 2-6-4   
     ＪＲ西荻窪駅南口徒歩 8分　    
03-5941-6648  　

      11：00～ 19：00      
      月曜 ※月曜が祝祭日は翌平日　   
http://www.macaron-et-chocol

at.jimdo.com
　

F-7
石窯パン　ふじみ石窯パン　ふじみ

●クリームパン…元気な鶏が生む自然
卵で職人が毎日炊くカスタードがたっぷ
り●ロングエピ…ちょい辛のウインナー
を入れたフランスパンをエピに仕立て
ました●自家製天然酵母パン…フルー
ツやナッツを入れた風味豊かなパン
[ 本店 ]　和田 3-10-3　東京メトロ丸ノ
内線東高円寺駅徒歩 10 分     03-3383　
-1856     9：00 ～ 20 ：00  [ 東高円寺店 ]     
和田 3-56-13　東京メトロ丸ノ内線東高
円寺駅徒歩 1分    03-3311-0310　8：00
～ 20：00   [ 方南町店 ]     堀ノ内 1-5-6　
東京メトロ丸ノ内線方南町駅徒歩 3分　 
03-3317-7715　9：30 ～ 20：00  [ 新高円
寺店 ]　 高円寺南 2-20-7　東京メトロ
丸ノ内線新高円寺駅徒歩 1分     03-3318     
-1588　 10：00 ～ 20：00　  全店とも火曜
　 http://www.ishigama-fujimi.com
　

　

聖庵　聖庵　
ひじりあん F－1

●チョコパンマン…絶品チョコク
リーム、アンパンマンもびっくり！
●東京クリームパン…自家製カス
タードクリームがおいしいサクサク
新食感●田舎パン…小麦、塩、砂糖
だけを使った天然酵母パンの王様
     阿佐谷南 3-1-22 　丸の内線南阿
佐ヶ谷駅徒歩 2分 　 03-6276-9313
　  8：00 ～ 20：00 　なし　　　
　 http://www.hijiriantokyo.co.jp

F－2
ANSENANSEN
アンセン

●食パン…香りが強い。様々な雑誌
に取り上げて頂いています　●チョ
コマーブル…各パン祭りにて好評　
●デ二ッシュ…フレッシュバター
100％ 
　西荻北 3-25-1　ＪＲ西荻窪駅北
口徒歩 5分　  03-5382-8660
　平日 9：00 ～ 19：00、土日祝 
祭日 9：00 ～ 19：00　なし

F－３
石窯パン　ふじみ石窯パン　ふじみ

●クリームパン…自然卵使用、手作り
カスタード●あんぱん…北海道産小倉
あん使用●メロンパン…レモンの皮
をすりおろし、ほんのりレモン風味　
[ 妙法寺東店 ]　和田 2-40-8　東高円
寺駅徒歩 10 分　03-3383-1856　8～
20　[ 東高円寺店 ]　和田 3-56-13　
東高円寺駅徒歩 1分　03-3311-0310
　8 ～ 20　[ 方南町店 ]　堀ノ内 1-5-6
　方南町駅徒歩 3分　03-3317-7715
　9:30～ 20　[ 阿佐ヶ谷店 ]　阿佐谷
北 1-3-7　JR 阿佐ヶ谷駅北口徒歩 3分
　 03-3330-6330　10 ～ 20、日曜
10 ～ 18 [ 新高円寺店 ]　 高円寺南
2-20-7　新高円寺駅徒歩 1分　
03-3318-1588　10 ～ 20　  新高円
寺店は第三火曜日、他店は不定休  
http://ishigama-fujimi.com　

　

F－11
ぶどうの木＆鎌倉座ぶどうの木＆鎌倉座

●東京ばな奈詰め合わせ！買った人
は、おみくじチャレンジ！大吉が出
たら東京ばな奈グッズをプレゼン
ト！！★杉並フェスタ特別限定販売
★６種類の東京ばな奈が勢ぞろい！ 
　 阿佐谷南 1-33-2      ＪＲ阿佐ヶ谷
駅南口徒歩５分 　　 03-5378-1122
　 10:00～ 20:00         水曜 (不定期）
　 http://www.grapestone.co.jp

F－4
エディーズ ブレッド
阿佐ヶ谷店
エディーズ ブレッド
阿佐ヶ谷店

●エディーズブレッド･･･人気 No.１の
食パン●クリームパン･･･人気 No.１
の菓子パン（どちらも、なみすけの
焼印をつけてイベント限定販売）　
　 阿佐谷南 3-36-1　
　   ＪＲ阿佐ヶ谷駅 Beans　（ビーンズ）内
　  03-5327-6531
　  7：30 ～ 22：00　    不定休　 　
　 http://www.foods.metropolitan.
jp/

　
　
                                 

F－5
boulangerie brunboulangerie brun
ブーランジェリー　ブリュン

●小麦や酵母をはじめ、素材にこ
だわり、粉から手作りで焼き上げ
るパンが 60 種類以上！
本格ハード系～惣菜、菓子パンま
でバリエーション豊かにお手頃価
格で販売しております。
　荻窪 4-13-16-103
　ＪＲ荻窪駅南口徒歩４分
　03-6279-9085
　10：00 ～ 20：00 
 　日曜

F－7

Honey's BagelHoney's Bagel
ハニーズベーグル

●モッツァレラ＆クリームチーズ…生
地にクリームチーズを巻き込みベー
グルトップにモッツァレラチーズを
タップリのせました　●ロングソー
セージ　●ブルーベリー＆クランベ
リー…ベリーの甘さと酸味がほどよ
く、とっても食べやすいベーグルです
　久我山 2-12-8 京王井の頭線
久我山駅徒歩 5分　03-5941-8288
　8:00 ～ 20:00  ( なくなり次第終了）
　月曜　　http://honeysbagel.com
　

F－8
boulangerie ECLINboulangerie ECLIN
ブーランジェリー　エクラン

●アンチョビトースト…おつまみに
最高。リピーター続出、売り切れ必
至●すっごいコーンパン…粉 100g
にコーン 100g 入ったすっごい !!
コーンパン●塩バターロール…国
産小麦に焙焼粗挽全粒粉にお米を
入れたかなりこだわった塩パン
　高円寺南 2-21-9
　丸の内線新高円寺駅徒歩 5分
　03-6383-2185
　9：00 ～ 20：00　月曜

F－12
MACARON  ET CHOCOLATMACARON  ET CHOCOLAT
マカロン エ ショコラ

●マカロンボーロ…マカロン生地
を味つけし、色によって全て味が
異なるサクッとした食感の焼き菓
子●マカロンラスク…マカロンの皮
をそのまま焼きあげたサクサク食感
のアーモンド味　     西荻南 2-6-4
 　ＪＲ西荻窪駅南口徒歩 8 分　    
03-5941-6648　11：00 ～ 19：

00      月曜※月曜が祝祭日は翌平日　   
http://macaron-et-chocolat.

jimdo.com

F－13

タルト専門店
アングレーズ
タルト専門店
アングレーズ

●パウンドケーキ
●スコーン
●タルト
    西荻北 2-2-17 
　ＪＲ西荻窪駅北口徒歩 3分　      
　 03-6913-7366
　11：00 ～ 19：00
　月･火曜 　※祝日が重なる場合、
変動あり     twitter   @anglaise1220
　
　

F－9
いっ久家いっ久家

●いっ久どーなつ…青大豆の豆乳
とおからのドーナツ　
　上荻 1-6-4　
 　ＪＲ荻窪駅北口徒歩 1分　　　
　03-3220-1072
　10：00 ～ 20：00
　不定休　　　　　　　　    
　http://www.ikkyudonut.com　

F－10

天然酵母のパンＺermatt天然酵母のパンＺermatt
ツェルマット

●天然酵母とこだわりの素材を厳
選した長時間発酵による風味豊か
なもちもちパンがズラリ。オスス
メは、ベーグル、クロワッサン！
スパイシーロングは、人気No.1!!
　  荻窪 3-8-6　ＪＲ荻窪駅南口
「シャレール荻窪」行きバスで約7分。
終点より徒歩 1分 
　03-3392-0667
　10：00 ～ 19：00　なし
http://zermatt-ogikubo.sakura.

ne.jp　　

F－14 日
えび寿ベーグルえび寿ベーグル

●プレーンべーグル
●全粒粉べーグル
●チーズベーグル
　梅里 2-6-3 維新マンション１F　
 　丸の内線新高円寺徒歩 5分　　
　 070-6517-7738
　11：00 ～ 19：00
　木曜
　　https://ja-jp.facebook.com/
     ebisubagei/　　　　　　    

F－14
SU＿旬色彩＋
ナチュラル酵母パン
SU＿旬色彩＋
ナチュラル酵母パン

●天然酵母パン…天然酵母、国産
小麦、無添加
●コンフィチュール…無添加無農薬
　西荻南 1-18-11
　JR西荻窪駅南口から徒歩 7分
　 080-4003-1509
     9:30 ～ 19:00
     火・水曜日　

F－14 土

本場ヨーロッパの材料を使用した高
品質なフランス菓子●リンゴのパイ
●ミルリトン　ド　ルーアン
●マカロン　ア　ランシエンヌ
 　 阿佐谷北 1-33-5 
      JR 阿佐ヶ谷駅北口徒歩 4分
      03-5364-9306      11:00 ～ 20:00
月曜は 13~17 時、焼き菓子のみ　　不定休
      http://www.tatsuya-sasaki.com
　　 

パティスリータツヤササキ 
阿佐ヶ谷店
パティスリータツヤササキ 
阿佐ヶ谷店

F-8
boulangerie brunboulangerie brun
ブーランジェリー　ブリュン

●菓子パン…小ぶりでお値ごろ●
食パン…国産小麦使用●コッペパ
ン…スイーツ系～惣菜系各種
[ 本店 ] 　 荻窪 4-13-16　ＪＲ荻窪
駅南口徒歩４分　 03-6279-9085
　 10：00 ～ 20：00  　日曜
[petit brun（プティ ブリュン）]      荻
窪 3-48-7    ＪＲ荻窪駅南口徒歩 5分        
03-5335-7187     月～金 8：00 ～

19：00、土 9：00 ～ 20：00      日曜
　

F-9
ANSENANSEN
アンセン

●食パン…雑誌掲載多数の看板商
品●チョコマーブル…各イベント
にて即完売●デニッシュ…マーガ
リン・ショートニング不使用。フ
レッシュバター 100％ 
　西荻北 3-25-1　
    ＪＲ西荻窪駅北口徒歩 5分
      03-5382-8660　 9：00 ～ 19：
00      第 2 または第 3水曜　

F-10
天然酵母のパンＺermatt天然酵母のパンＺermatt
ツェルマット

●天然酵母とこだわりの素材を厳
選した長時間発酵による風味豊か
なもちもちパンがズラリ。オスス
メは、ベーグル、クロワッサン！
スパイシーロングは、人気No.1!!
　  荻窪 3-8-6　ＪＲ荻窪駅南口
「シャレール荻窪」行きバスで約7分。
終点より徒歩 1分 
　03-3392-0667
　10：00 ～ 19：00　なし
http://www.zermatt-ogikubo.sa

kura.ne.jp                                         
Instagramアカウント zermatt.pan

F-14
タルト専門店
アングレーズ
タルト専門店
アングレーズ

●アップルパイ…リンゴをパイで
包み焼いた物●スコーン…サクサ
クの食感●タルト菓子…アマンド
生地とフルーツを焼いた物
    西荻北 2-2-17 　ＪＲ西荻窪駅北
口徒歩 3分　　 03-6913-7366
　11：00 ～ 19：00
　月･火曜 　※祝日が重なる場合、
変動あり     twitter   @anglaise1220
　
　

F-15( 北 )

●ソテーリンゴのパイ…酸味ある
紅玉のサクサクのパイ●ファーブ
ルトン…プルーン入りのプリンの
ようなブルターニュ菓子●たっ
ちゃん芳酵バタークッキー…フラ
ンス産発酵バター 100％で作るバ
タークッキー 　 阿佐谷北 1-33-5     
　JR 阿佐ケ谷駅北口徒歩 5分     
03-5364-9306      火曜～土曜 11：
00 ～ 20：00、日曜・祝日は 11：
00 ～ 18：00、月曜は 13：00 ～
17：00（タルト類はお休み）＊月
曜が祝日の場合は通常営業し、タ
ルト類も販売　  不定休
      http://www.tatsuya-sasaki.com

パティスリータツヤササキ 
阿佐ヶ谷店
パティスリータツヤササキ 
阿佐ヶ谷店


