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けやき庵

F-6

●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！●カ
スタードにゃん…甘さをセーブし
た自家製カスタードクリームがおい
しい●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

麻布十番モンタボー
ビーンズ阿佐ヶ谷店

F-10

●北海道牛乳パン…ふわっと溶け
るまろやかで深い味わい ●銘水食
パン吟屋久島…世界遺産屋久島の
縄文水を使用 まろやかでなめら
かな口どけを実現した究極の食パ
ン●サフジュ…サクッ フワッ ジュワ
３つの食感が楽しめる食事パン
阿佐谷南 3-36-1 ＪＲ阿佐ケ
谷駅ビーンズ阿佐ヶ谷内
03- 5356-6865 8:00 〜 21:00
1 月 1 日、その他年 1 回
https://mont-thabor.jp/

天然酵母のパンＺermatt
ツェルマット

F-1 土曜

いっ久家

F-2

エディーズ
ブレッド
石窯パン ふじみ
F−4
阿佐ヶ谷店
F-3

boulangerie brun

ブーランジェリー ブリュン

F−5
F-4

祭日 9：00 〜 19：00

なし

Honey's
Melon
deBagel
melon 新高円寺店
ハニーズベーグル
F−7
F-5 ( 北 ) 土曜、F-1
日曜

●クリームパン…元気な鶏が生む自
●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 〜 18:00（土曜のみ 19:00）
なし
http://www.zermatt-ogikubo.sa
kura.ne.jp
Instagram アカウント zermatt.pan

あおぞら

F-7 ( 北 )

●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

Su＿旬色彩＋ナチュラル
F-7 ( 南 ) 土曜
酵母パン

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
●エディーズブレッド･･･人気
風味豊かなパン
[ 本店 ] No.１の
和田
食パン●クリームパン･･･人気
No.１
3-10-3
東京メトロ丸ノ内線東高
円寺駅徒歩
10 分 03-3383-1856
の菓子パン（どちらも、なみすけの
9:00
〜 20:00 [ 東高円寺店 ] 和田
焼印をつけてイベント限定販売）
3-56-13
東京メトロ丸ノ内線東高
阿佐谷南
3-36-1
円寺駅徒歩
03-3311-0310
ＪＲ阿 佐1ヶ分谷 駅
Beans （ビ ー ン ズ）内
9:00 〜 20:30 [ 方南町店 ] 堀ノ内
03-5327-6531
1-5-6 東京メトロ丸ノ内線方南町
7：30
不定休9:00
駅徒歩
3 分〜 22：00
03-3317-7715
http://www.foods.metropolitan.
〜 20:00
全店とも火曜
jp/https://ishigama-fujimi.com

いっ久家 ル・リアン
Boulangerie

ブーランジェリー ル・リアン

F−9

F-7 ( 南 ) 日曜

●クリームチーズ…国産小麦、天

●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！
●じゃがいもフォカッチャ…薄切り
じゃがいもをふんだんにのせたイ
ベント限定のパンです
阿佐谷
北 1-9-2-102
ＪＲ阿佐ケ谷駅
北口徒歩 5 分
050-1317-0394
10:00 〜 19:00 ( 売り切れ次第
終了 )
月曜・火曜

ぶどうの木＆鎌倉座

F-11

●東京ばな奈詰め合わせ！ 買った人

は、くじびきチャレンジ！ 当たりが
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
★５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）
https://www.grapestone.co.jp

●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
火曜・水曜

MACARON ET CHOCOLAT
マカロン エ ショコラ

F-12

●マカロンボーロ…色によって

7

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
https://macaron-et-chocolat.
jimdo.com

然酵母、ライ麦使用。20 時間以上
熟成させて作った人気のパン
●食パン類…ふんわりやわらか食
感のホテルパン、北海道産バター
●いっ久どーなつ…青大豆の豆乳
と生クリームを使った角食、長時
とおからのドーナツ
間発酵させて作ったハード型山
上荻 1-6-4
高円
食、どれも人気商品です
ＪＲ荻窪駅北口徒歩
1分
寺南
3-21-14
東京メトロ丸ノ
内線新高円寺駅徒歩
3分
03-3220-1072
03-3315-5567
10：00 〜 20：0010:00 〜 19:00
水曜、第
不定休 3 火曜
https://www.facebook.com/
http://www.ikkyudonut.com
BoulangerieLelien/

パティスリー タツヤ ササキ
F-13 ( 北 )
阿佐ヶ谷店

「フランスの焼き菓子専門店」
●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 阿佐ケ谷駅北口徒歩 5 分
03-5364-9306
火曜〜土曜 11:00 〜 20:00
日曜・祝日 11:00 〜 18:00
月曜
https://www.tatsuya-sasaki.com

●
菓子パン…小ぶりでお値ごろ
●小麦や酵母をはじめ、素材にこ

●
食パン…国産小麦使用●コッペ
だわり、粉から手作りで焼き上げ

るパンが 60 種類以上！
パン…スイーツ系〜惣菜系各種
[本格ハード系〜惣菜、菓子パンま
本店 ] 荻窪 4-13-16 ＪＲ荻窪
でバリエーション豊かにお手頃価
駅南口徒歩４分
03-6279-9085
格で販売しております。
10:00
〜 20:00
日曜 [ petit
荻窪 4-13-16-103
brun（プティ
ブリュン）]
荻窪 3-48-7
ＪＲ荻窪駅南口徒歩４分
ＪＲ荻窪駅南口徒歩
5分
0303-6279-9085
10：00 〜 月曜〜金曜
20：00
5335-7187
8:00 〜
日曜 曜 9:00 〜 20:00 日曜
19:00、土

天然酵母のパンECLIN
Ｚermatt
boulangerie

ツェルマット
ブーランジェリー
エクラン

F−10
F-8

●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
●アンチョビトースト…おつまみに
メは、ベーグル、クロワッサン！
最高。リピーター続出、売り切れ必
スパイシーロングは、人気
No.1!!
●すっごいコーンパン…粉 100g
至
荻
窪
3-8-6
ＪＲ荻
窪
駅
にコーン 100g 入ったすっごい南
!! 口
コーンパン●しろくまアイス風ドー
「シャレール荻窪」
行きバスで約 7 分。
ナツ…夏限定の超人気パンをお持
終点より徒歩 1 分
ちします
03-3392-0667
高円寺南 2-21-9
10：00 〜 19：00 なし
東京メトロ丸ノ内線新高円寺駅
徒歩http://zermatt-ogikubo.sakura.
5分
03-6383-2185
ne.jp
9:00 〜 20:00
月曜

ラポム

●モッツァレラ＆クリームチーズ…生
●メロンパン…プレーン・いちご・
地にクリームチーズを巻き込みベー
チョコ等の素材にこだわったメロ
グルトップにモッツァレラチーズを
ンパンです
タップリのせました
●ロングソー
●ラスク…メロンパンをじっくり
セージ
●ブルーベリー＆クランベ
高温で焼き上げたラスクです
リー…ベリーの甘さと酸味がほどよ
高円寺南 2-20-9 東京メトロ
く、とっても食べやすいベーグルです
丸ノ内線新高円寺駅徒歩２分
久我山
2-12-8 京王井の頭線
03-6876-0979
久我山駅徒歩
5 分 03-5941-8288
10:00 〜 20:00
なし
8:00
〜
20:00
( なくなり次第終了）
https://www.facebook.com/
月曜
http://honeysbagel.com
melon.shinkoenji/

えび寿ベーグル
ANSEN
アンセン

F−14
F-9日

●プレーンべーグル
●全粒粉べーグル
マーガリン・ショートニング不使
●チーズベーグル
用。フレッシュバター 100％ に
梅里 2-6-3 維新マンション１F
こだわった生地で作っています
丸の内線新高円寺徒歩 5 分
●食パン…雑誌掲載多数の看板商品
070-6517-7738
●チョコマーブル…各イベントに
11：00 〜 19：00
て即完売
西荻北 3-25-1
木曜
ＪＲ西荻窪駅北口徒歩 5 分
https://ja-jp.facebook.com/
03-5382-8660
9:00 〜 19:00
ebisubagei/
第 2 水曜または第 3 水曜

タルト専門店
F-13（ 南 ）

●マフィン…ラポムの看板スイーツ！
●フルーツパイ…季節の果物と自家

製カスタードのパイ●ブランパン…
低糖質でおいしい自信作です
阿佐谷南 3-38-37 ＪＲ阿佐ケ
谷駅南口徒歩３分
03-6383-5813
12:00〜16:00、18:00〜22:00
水曜
https://m.facebook.
com/cafekitchenlapomme8/

アングレーズ

F-14

●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
月曜･火曜
※祝日が重なる場合、変動あり
twitter @anglaise1220

