
聖庵　阿佐ヶ谷店聖庵　阿佐ヶ谷店
ひじりあん Ｇ－７

●田舎パン…塩・小麦・砂糖だけ
の天然素材　●クルミとイチジク
のパン…天然酵母パンの代表作  
　阿佐谷南 3-1-22 　
　ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口徒歩 5分 　
　03-6276-9313 
　8：00 ～ 20：00 
　なし　　　　　　　　　　
http://www.hijirian.co.jp/

Ｇ－8
ANSENANSEN
アンセン

●食パン…風味・香りにこだわりが
ある方に　●チョコマーブル…ナッツ
入りチョコレートたっぷり　●クロ
ワッサン…バターと粉の香りが非常
に強い　西荻北 3-25-1　ＪＲ西荻
窪駅北口徒歩 5分　  03-5382-8660
　平日 9：00 ～ 20：00、土日祝 
祭日 9：00 ～ 19：00　なし
http://www18.ocn.ne.jp/~ansen/

Ｇ－9

はちみつ専門店
ラベイユ
はちみつ専門店
ラベイユ

●海外のはちみつ…こだわりの養蜂
家様から仕入れた濃厚な味わいの
はちみつ　●国内のはちみつ…国内
産の希少なはちみつは、まろやかで
ゆたかな和の味わい　●はちみつ使
用の加工品（ドリンク、キャンディ－、
ジャム）…はちみつ使用のドリンク
は身体のあたためにもオススメです
　天沼 3-27-9　ＪＲ荻窪駅北口徒
歩 5分　03-3398-1778
　10：00 ～ 19：00　なし　
      http://www.labeille.jp/

H－1

天然酵母のパンＺermatt天然酵母のパンＺermatt
ツェルマット

●クロワッサン…ライ種入りで風味
豊かなさくさく感ともっちり中味
●バゲット…皮はバリっと中はもっ
ちり。粉の味がします　●スパイシー
ロング…本物の腸詰の歯ごたえの良い
ソーセージとフランスパンのコラボ
　荻窪 3-8-6　ＪＲ荻窪駅南口
「シャレール荻窪」行きバス 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/　　

H－2
いっ久家いっ久家

●いっ久ドーナツ…豆乳とおから
のドーナツ　
●青い粒の雫…青大豆の生豆乳 
　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/　

H－３
石窯パン　ふじみ石窯パン　ふじみ

●フランスパン…外はカリッと中はモチッと
した焼き上がりの石窯焼きのフランスパン
●天然酵母パン…自家製酵母でつくるカンパー
ニュやフルーツ入りパン　●クリームパン…毎日職
人が手作りする自慢のカスタードクリームが
おいしい　[ 妙法寺店 ]　和田 2-40-8　東高円
寺駅徒歩 10 分　3383-1856　8～ 20　[ 本
郷通り店 ]　和田 1-14-3　中野富士見町駅
徒歩 3分　3381-4916　10～ 18　[ 成田東
店 ]　成田東 1-34-10　関東ﾊﾞｽ和田堀公園
入口ﾊﾞｽ停徒歩 2分　5377-3846　10～ 18
[ 永福町店 ]　永福 2-51-10　永福町駅南口
徒歩 1分　3325-1866　10～ 20( 日は～ 19）
[ 新高円寺店 ]　 高円寺南 2-20-7　新高円
寺駅徒歩 1分　3318-1588　10～ 21　[ 東
高円寺店 ]　和田 3-56-13　東高円寺駅徒
歩 1分　3311-0310　8～ 20:30　[ 方南町
店 ]　堀ノ内 1-1-5-6　方南町駅徒歩 3分
　3317-7715　9:30～ 20　  各店とも不定       
http://ishigama-fujimi.com/　

H－4

パン工房 かむかむ　hyggeパン工房 かむかむ　hygge
かむかむヒュゲ

●天然酵母クロワッサン…かむほどに
うまみの出る味、もちもちの触感　●
ナッツベリー…水分の多い生地にこり
こりのナッツとグランベリー　●ゆず
こしょうエビ…ピリッとした辛みの
ゆずこしょうがアクセント　西荻南
3-17-4　ＪＲ西荻窪駅南口徒歩 2分
　03-5370-5539　11：00 ～ 19：00
　月曜　http://comecomehygge.
 blog.fc2.com/

H－５

Honey's BagelHoney's Bagel
ハニーズベーグル

●モッツァレア＆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アチーズを
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 Base]　久我山 2-12-8　  
久我山駅徒歩 5分　5941-8288
　9～ 20　月　[ 井荻 Base]　井草
3-2-4　井荻駅北口徒歩 1分　  
5382-0777　9～ 20　月曜　　

　http://honeysbagel.com/

H－6
藤の木藤の木

●チーズフォンデュ…自慢のチャバ
タにチーズとハム、ドライトマトを
はさみました　●ラスク…人気のこが
しバターの他、各種ご用意します
　西荻北 3-16-3　
　ＪＲ西荻窪駅北口徒歩 3分　　
　03-3390-1576　
　8：30 ～ 19：00　日曜・祝祭日
　　https://ja-jp.facebook.com/
fujinokipan　

H－7
Ruffy TuffyRuffy Tuffy
 ラフィータフィー

●天然酵母のワッフル…天然酵母
独特のもっちりした食感と味わい
●いちじくとクルミのカンパーニュ
…ドライいちじくとクルミをたっぷ
りと巻き込んだぜいたくなカンパー
ニュ。国産小麦 100％、添加物不使
用の天然酵母パン　梅里 2-20-1
　丸の内線新高円寺駅徒歩 6分　   
03-5929-7724　11：00 ～ 17：00
　月・火・水曜 https://www.
facebook.com/pages/Ruffy-Tuffy/
203945569800709

H－7
Pomme de terre Pomme de terre 
ポム・ド・テール

●キャラメルチョコベーグル…自家製
キャラメル生地にキャラメルチョコ
チップを巻き込みました　●抹茶ガ
ナッシュと小倉あんベーグル…抹茶
と小倉あんとホワイトチョコ。和と
洋の組み合わせが美味　●プレーン
べーグル…シンプルなベーグル。サ
ンドにどうぞ　西荻北 4-8-2
　ＪＲ西荻窪駅北口徒歩 6分
03-5382-2611　10：30 ～ 20：00
　火・水曜、臨時休業あり　
http://www.pomme-de-terre.net/

H－８
エディーズ ブレッドエディーズ ブレッド

●電車パン…電車型のパン　
●Suica ペンギンパン　
●調理パン
　阿佐谷南 3-36-1　
ＪＲ阿佐ヶ谷駅 Dila 阿佐ヶ谷内
　03-5327-6531
　7：30 ～ 22：00　
不定休　
http://www.foods.metropolitan.

jp/delica_bakery/

H－９
ママンママン

●パン、焼き菓子　
●フランスパン　
●カンパーニュ　
●食パン
　西荻北 4-35-6
　西荻窪駅北口徒歩 9分
　03-3394-6645
　11：00 ～ 19：00
　月曜
　http://www.m-soleil.jp/

H－９
リスドオル・ミツリスドオル・ミツ

●ラスク　
●メロンパン　
●おためしセット…当店のおすすめ
パンのセット
　西荻南 3-8-7
　ＪＲ西荻窪駅南口徒歩 2分
　03-3332-9683
　10：00 ～ 19：00
　日曜
　http://lisdor-mitsu.com/

H－10
boulangerie ECLINboulangerie ECLIN
ブーランジェリー　エクラン

●バケット…フランス産小麦、フ
ランスの塩を使った自慢の作品　
●ラム…ラムレーズン餡の入った
あんぱん　●いちじくとクリーム
チーズ…ライ麦パンにいちじく・
クリームチーズがたっぷり
　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

H－11
ブランジェ浅野屋ブランジェ浅野屋

●トマト＆モッツァレラ…菓子パンで
一番人気商品。プチトマト、モッツァ
レラチーズを包んで揚げています　●
アップルパイ…長野県産のリンゴを
使用したアップルパイ。季節限定商品
です　●ハーベスト…栗、さつまいも、
クリームチーズを使用し、馬蹄型にした
季節限定商品です　西荻南 3-25-1
　ＪＲ西荻窪駅 Dila 西荻内　03-
3395-7130　月～金曜 7:00～ 22:00、
土日祝祭 8:00 ～ 20:30　なし　
http://b-asanoya.com/

H－12

ｂａｋｅｒｙ＋ｃａｆｅ
ｆｕｎ!! ｈｏｕｓｅ
ｂａｋｅｒｙ＋ｃａｆｅ
ｆｕｎ!! ｈｏｕｓｅ
ファンハウス

●あんバナーヌ…つぶあんとバナナ
のデニッシュ  ●ドラえもん…自家
製チョコカスタードクリームパン  
●羽根付クロワッサン…アーモン
ドクッキーをのせたクロワッサン
　西荻北 2-9-9
　ＪＲ西荻窪駅北口徒歩 5分
　03-6794-7956
　11：30 ～ 21：00
　日・月曜・祝祭日
http://www.bc-funhouse.com


