
パンシェルジュ　オフィシャルサポーター店
パンシェルジュオフィシャルサポーターのお店では、【パンシェルジュ検定合格認定証】（またはバッジ）の提示で 
うれしいサービスが受けられます。
※オフィシャルサポーター店・サポーター店は予告なく変更になる可能性がございます。

Boulangerie Lafi
十勝産の小麦を使用し、ゆっくりパンと向き合いながら石窯でひとつひとつ丁寧に焼き上げており
ます。

★1,000円以上のお買い上げでパン1つプレゼント！

Boulangerie Lafi
TEL 0167-23-4505
〒076-0006 北海道富良野市字西扇山2

SWEET HOUSE
パン・菓子を中心にいろいろ取り揃えております！

★お買い上げ商品10％Off

SWEET HOUSE
TEL 0243-23-2845
〒969-1404 福島県二本松市油井谷地87-5

ｆ・Ｄｉｊｏｎ
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！

ｆ・Ｄｉｊｏｎ
TEL 027-289-8851
〒371-0831 群馬県前橋市小相木町660-2

手づくりバザール　ぱんどらの匣（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！

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

パン工房　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！

パン工房　シエル
TEL 0273605531
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町321-24

ambread 新鎌ヶ谷店
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！

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

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！

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

https://ja-jp.facebook.com/BoulangerieLafi
http://www.asahi-net.or.jp/~mh4s-askw/
http://www.f-dijon.jp/
https://panndoranohako.jimdo.com/
https://www.ciel-pan.com/61539/
http://www.ceres-j.com/ambread/shinkamagaya.html
http://parisbrest.web.fc2.com/top.html


ブーランジェリーアツシ
卵、乳製品のアレルギーの方でも食べられる米粉食パンをはじめこだわりの商品を取り揃えており
ます。

★店内販売しているラスク
　（お好きなもの）1個プレゼント

ブーランジェリーアツシ
TEL 042-682-3378
〒192-0373 東京都八王子市上柚木２－１１２－９

Boulangerie　curono
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。

Boulangerie　curono
TEL 03-5672-3488
〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩7-11-9

boulangerie 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

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

NEIGHBORS BRUMCH
「近所にあって嬉しいお店」
食材を厳選・製造工程で工夫し、新しい「食」と「ライフスタイル」を提供するのを目指しています。

★ホットコーヒーご注文の方、おかわり自由

NEIGHBROS BRUNCH
TEL 042-595-6868
〒190-0022 東京都立川市錦町1-9-14
公式ＨＰ：neighbros-brunch.com

ボンジュール・ボン吉祥寺店
「パンスタ」が選定する　パン・オブ・ザ・イヤー2015のメロンパン部門の金賞を受賞したメイプルメロ
ンパンをはじめ、ハード系、食事系、スイーツ系まで幅広い品揃えが自慢です。

★店頭のパンを10％off

ボンジュール・ボン吉祥寺店
TEL 042-223-8275
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－７－７

ブーランジェリー　ルレイ

原材料は食品添加物、生地改良剤など使用せず酵母菌の使用量も最小限にしてゆっくりと時間を
かけ発酵させパン生地の会話を楽しみながら焼きあげております。
食パンやフランスパンなどシンプルな食事パンは特におススメです。

★お買い上げ金額500円ごとに50円引き

ブーランジェリー　ルレイ
TEL 045-362-5345
〒241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘249－7　アルメリア1F

粉門屋仔猫
2019年8月1日パン屋になって移転リニューアルOPEN！自家培養の天然酵母を使って焼くパンの
ラインナップも販売数も多くなりました。

★お買い上げ総額より5%OFF！

粉門屋仔猫
TEL 090-2175-2020
〒380-0824 長野県長野市南石堂町　1279-6

http://www.boulangerie-atsushi.com/
http://www.curono.net/
http://www.panportal.jp/joe/
https://neighbors-brunch.com/
http://bonjourbon.com/
http://konakoneko.naganoblog.jp/


Café&Bakery グルッペ
第3回、第4回日本全国ご当地パン祭り　2年連続優勝店。箱根西麓野菜原料のパン、国産小麦の
究極の熟成食パンを販売。

★ミニワッフルかラスク1枚プレゼント

Café&Bakery グルッペ
TEL 055-979-3300
〒411-0855 静岡県三島市本町2-27

Pain Tapas 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1店を目指しています！

★購入金額から5％off！

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

くれえぷリン
1980年創業から　30年になろうとしています。
食べログでは、皆様のおかげで、パンサンドイッチ愛知県2位にしていただきました。

★1,000円以上の購入でクロワッサン（80円）を一つプレゼント

くれえぷリン
TEL 052-353-6339
〒454-0852 愛知県名古屋市中川区昭和橋通１－１６

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！

グロワール
TEL 06-6951-7314
〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮3-18-21

hareiro
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

hareiro
TEL 06-6310-1630
〒564-0061 大阪府吹田市円山町6-30

C&C　KOBE
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！

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）

C&C　KOBE
TEL 078-341-7666
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区本町通6-2-35

木間暮(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！

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://gruppe-ishiwata.com/
http://www.ceres-j.com/paintapas/hamamatsu.html
http://www.gloire.biz/
https://tabelog.com/osaka/A2706/A270602/27067230/
http://www.konomise.com/hashimoto/kimagure/


Sun Morute
＜おいしい＞は、当たり前！
その先の感動を提供できるように、日々心を込めてパンを作らさせて頂いております。
Sun Moruteの自慢は添加物や保存料を使わない、健康・安全を追及したパンです。自然な味わい
をお楽しみください！

★コーヒー1杯プレゼント！

Sun Morute
TEL 0848-25-3511
〒722-0035 広島県尾道市土堂２－７－１６

boulangerie 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！

boulangerie fete du pain
TEL 096-288-2657
〒861-1112 熊本県合志市幾久富1909-524

http://www.sunmorute.jp/
https://www.fete.co.jp/


パンシェルジュ　サポーター店

※パンシェルジュ合格者への特典はございません。

ベーカリー　ペニーレイン
那須本店をはじめ県内外4店舗を展開する人気ベーカリー。常時60種類以上のパンが並ぶ。

TEL 0287-76-1960
〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本656-2

アミラの店
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

シュヴァイン

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。 

ネモ・ベーカリー＆カフェ
クロワッサンやバゲッドなど、根本シェフの「こだわり」がつまったパンがたくさんあります。

TEL 03-3786-2617
〒142-0062 東京都品川区小山4-3-12TK武蔵小山ビル1F

パン屋　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 04-2559-1516
〒197-0814 東京都あきる野市二宮1156-19

トライベッカベーカリー
1個あたり糖質20ｇ以下をコンセプトにした低糖質の大豆パンがおすすめです。

TEL 042-370-8862
〒206-0801 東京都稲城市大丸1387番1号

AFFIDAMENTO BAGEL

TEL 042-373-2222
〒206-0042　東京都多摩市山王下1-12-12 2F

アンテンドゥ　アトレ吉祥寺
東京都内を中心に30店舗展開している地域密着型ベーカリーです。「美味しさ」と「お客様の健康」をめざして毎日職人が手作りしています。

TEL0422-22-1479
〒180-0003 　東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24

麦音
“麦”の“音”が聞こえるお店
使用する小麦は十勝産100％。十勝でしか作ることができない「十勝パン」を目指して、日々パン作りに励んでいます。

TEL 0155-67-4659
〒080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１６－４３

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

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

http://pennylane.company/
http://www.nemo-bakery.jp/
http://www.tribecabakery.com/
http://bagel.affidamento.jp/
http://www.antendo.com/
https://www.masuyapan.com/shop/


Poco a Poco
皆様のご来店お待ちしております。

〒411-0022 静岡県三島市川原ヶ谷緑ヶ丘250-6

わがままパン屋さん
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

ぱん兄弟
だれもが楽しめるよう、ハード系とソフト系を半々に。こだわりのハード系パン、フルーツサンドやマフィン、キッシュやタルト、昔懐かしの
クリームパンやあんぱんまで常時80種類以上のラインナップでお待ちしています。

TEL 052-770-6322
〒468-0001　愛知県名古屋市天白区植田山3-1705-3

米屋が作る米粉パンはしっとりもちもち食感が特徴です。グルテンフリーのパン・歌詞の販売もしています。是非ご賞味ください！

TEL 042-629-9400
〒193-0832　東京都八王子散田町3-1-7

満寿屋商店
十勝産小麦100%使用のファーマーズベーカリー

TEL03-6421-2604
〒152-0023 東京都目黒区八雲1-12-8　鶴田ビル1階

マルニチガイ・丁字
石窯で焼いたコッペパンみたいな柔らかいどっしりと麦の重みを感じるパンです。原材料には牛乳・卵・バターを使用していません！

TEL0256-73-3777
〒953-0053 　新潟県新潟市西蒲区巻東町128-1

ブレドール葉山
葉山にあるパンとカフェの店です。季節の果物や鎌倉野菜など素材や製法にこだわり、ティールームでは焼き立てパンの食べ放題も
行っております。

TEL　046-875-4548
〒240-0111　神奈川県三浦郡葉山町一色657-1

セモア！
生地作りに2日間かけて、無添加で仕込んでいます。温めるとさらに生地の美味しさが体験できます。

TEL　042-860-7900
〒194-0044　東京都町田市成瀬7-1-3

ル ビアン
フランス ブルターニュに三代続く職人技。
本物のフランスパンをまごころ込めてお届けします。

TEL　03-5621-6931
〒135-0024　東京都江東区清澄1丁目8-10

石窯パン　ふじみ
当店のパンは保存料やその他添加物を一切使用せず、すべてのパンをオールスクラッチ製法で作っています。

TEL　03-3383-1856
〒166-0012　東京都杉並区和田3-10-3

ブーランジェリー ア・ラ・ドゥマンド
ベーシックなハード系からビストロ併設の店舗ならではのオリジナリティー溢れるパンが魅力です。

TEL 03-6435-1098
〒108-0023 東京都港区芝浦2-16-11オアーゼ芝浦 1F

Bakery Cafe COPPET
クロワッサンやバゲッドなど、根本シェフの「こだわり」がつまったパンがたくさんあります。

TEL 03-3786-2617
〒142-0062 東京都品川区小山4-3-12TK武蔵小山ビル1F

MAGOME

代官山シェ リュイ

TEL 03-3462-8800
〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西1-33-14代官山齋金ビル3F

http://www.masuyapan.com/
https://www.facebook.com/maruni.chigaichouji/
https://frizza.jp/
http://www.lebihan.jp/
https://ishigama-fujimi.com/
http://bistrotalademande.com/
http://okome-pan.com/
http://www.chez-lui.com/


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 08-8882-0151
〒780-0822 高知県高知市はりまや町2-11-8

coco bagel
雑誌や百貨店で紹介されている、イベントでも1番人気のベーグルに白玉が粒状で入った白玉シリーズは必見

TEL098-995-7868
〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-22-10

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 05-9228-5746
〒514-0032 三重県津市中央2-4

La pense'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

パンドール

http://cocobagel.ocnk.net/

