
【くるみ大収穫祭 2022】参加店舗・対象商品 こちら

参加社名・店舗名 販売地域 商品名 参加社名・店舗名 販売地域 商品名

敷島製パン（Pasco） 全国
※地域により一部販売していない場合あり

●くるみ カンパーニュ  5枚入
●しっとりくるみ蒸しパン  2個入

コーナーポケット 山梨県

●くるみパン
●ヴァン・ビジュー
●メープルナッツクーヘン
●ルボワ
●リンゴハース
●100%全粒粉 ハースブレッド
●富士山酵母くるみチーズ
●富士山酵母いちじくクルミ
●黒糖クルミ
●クルミ 入ったクリームレーズン
●クルミハーフ食パン
●クルミロール
●キャラメルナッツバブカ
●ダブルナッツキャラメル

フジパン
全国
※北海道・沖縄県を除く
※地域により一部販売していない場合あり

●くるみあん ん

伊藤製パン 関東エリア
※地域により一部販売していない場合あり

●くるみ蒸しパン  2個入

タカキベーカリー

西日本エリア
※沖縄県を除く
※地域により一部販売していない場合あり

●くるみロール  6個入

全国
※北海道・東北・信越・沖縄県を除く
※地域により一部販売していない場合あり

●石窯くるみパン

ヤタロー 静岡県・愛知県・東京都
※地域により一部販売していない場合あり

●胡桃あん ん

ポンパドウル

全国
※店舗により一部販売していない場合あり

＜キャンペーン期間＞
10月1日〜10月11日 み実施

●クルミパンミニ
●クルミロール
●クルミパン
●ジャンボウォルナッツ

麦音 北海道 ●麦音たっぷりクルミパン

石窯パン工房ドゥマン 岐阜県
●くるみパン
●クルチョコダマンド
●メープルウォルナッツ

ムジカブラン 北海道

●くるみあん ん
●くるみスィート
●くるみおさつ
●くるみチーズ
●くるみカマンベール
●天然酵母くるみぶどう

ブーランジェリー  ルーク 京都府

●カリフォルニア宇治
●ポルカ・オ・ノア
●シナモンアップル
●ノア・クーロンヌ

雨 日も風 日も
京都府

●上弦 月
●クルクルセイバリー
●くるみ バゲット

LE・MONDE 宮城県

●クルミシナモン
●くるみ
●赤ワインクルミカマンベール
●クルミりんご

BreadCraft オオウラ 大阪府

●もちもちくるみパン
●パンオノア
●デーツとくるみ フランスパン
●いちじくとクルミ フランスパン

ファミーユ・マルイ 徳島県
●くるみパン
●くるみあん ん
●クルミミルク

地 んgood -TOTSZEN terroir- 山形

●月山ワイン パン・オ・ヴァン　
●トライアングル
●ノアレザン
●パン・オ・ノア
●クロカン・ノア
●塩バターくるみ

▼京都伊三郎製 ん  ※店舗・地域により一部販売していない場合あり

京都伊三郎製 ん亀岡店 京都府
●くるみ ん

●くるみあん ん

●くるみレーズン ちみつ風味

●くるみバターシュガー

●チーズクリームとりんご くるみ ん

●くるみ ミルククリーム

●さつまいもとくるみハニーブレッド

●くるみバターロール

●塩チョコくるみスティック

京都伊三郎製 ん八尾店

大阪府
京都伊三郎製 んカフェ高槻松坂屋店

くtoPan 茨城県 ●シナモンデニッシュ 京都伊三郎製 ん高槻松坂屋店

大正屋Boulangerie 埼玉県 ●大正屋くるみ食パン 京都伊三郎製 ん住吉店

BAKER'S PLACE 千葉県

●くるみ リュスティック
●シナモンくるみトースト
●ノア
●レザンノア
●くるみクッペ
●ライフィグナッツ
●チーズとくるみ スペシャル

京都伊三郎製 ん JB那珂川店

福岡県

京都伊三郎製 ん宮田店

京都伊三郎製 ん長門石店

京都伊三郎製 ん和白店

京都伊三郎製 ん福津店

京都伊三郎製 んくりえいと宗像

京都伊三郎製 ん太宰府店

Boule Beurre Boulangerie 東京都
●キャラメルブリオッシュ
●フリュイ
●カネル

京都伊三郎製 ん飯塚秋松店

京都伊三郎製 ん七隈店

京都伊三郎製 ん苅田店

BOULANGERIE AMONNIER 東京都
●黒糖くるみカンパーニュ
●ノア   
●豆乳とくるみ ミニ食パン

京都伊三郎製 ん志免店

京都伊三郎製 ん新飯塚店

京都伊三郎製 ん八女店

ヌエットアンアン 東京都
●くるみパン
●ノア
●レザンクーヘン

京都伊三郎製 ん大野城店

京都伊三郎製 んフードウェイ中間店

京都伊三郎製 ん伊都店

クラウンベーカリー立川店 東京都 ●カリホクッ！くるみとさつまいも エピ 京都伊三郎製 ん諸富店

佐賀県

Point et Ligne 東京都

●ピヨトル
●ノワ
●グランノワ
●ハニーナッツトースト

京都伊三郎製 んクラフトワン武雄店

京都伊三郎製 ん
まいづる本店  ショッピングプラザ

京都伊三郎製 んフードウェイ佐賀大和店

京都伊三郎製 んハイマート松浦店
長崎県

パーネエオリオ 東京都
●ゴルゴンゾーラと胡桃とハチミツ フォカッチャ
●胡桃 パン
●りんごと胡桃とジンジャー パネトーネ

京都伊三郎製 ん大村市松原店

京都伊三郎製 ん植木店

熊本県

京都伊三郎製 ん田井島店

onkä 東京都 ●くるみとメープルミルク 京都伊三郎製 ん菊陽店

LA VIGNE AKIKO 東京都
●くるみ生食
●くるみシナモンロール
●ザ・くるみ

京都伊三郎製 ん山鹿店

京都伊三郎製 ん松橋店

京都伊三郎製 ん八代店

ポワンタージュ 東京都

●ロデヴ レッドチェダーチーズとクルミ
●スコーン  メイプルくるみ
●パンオノア
●パンドロデヴ  くるみ
●ロデヴ 愛媛県産ブラッドオレンジ
●クルミあん ん
●ホワイトチョコとマカダミアナッツ
●くるみブレッド

京都伊三郎製 ん玉名店

京都伊三郎製 ん宇佐店

大分県

京都伊三郎製 ん西大分店

京都伊三郎製 ん日田店

京都伊三郎製 ん大分花高松店

京都伊三郎製 ん挾間店

京都伊三郎製 ん大分光吉インター店

京都伊三郎製 ん宮崎店

宮崎県
パンドール 富山県

●モルトくるみパン
●フルーツカンパーニュ

京都伊三郎製 ん都城店

京都伊三郎製 ん小林店

Hanapanda 山梨県
●くるみ食パン
●クルミカンパーニュ
●イチジククルミカンパーニュ

京都伊三郎製 ん霧島店

鹿児島県

京都伊三郎製 ん鹿児島中山店

● 店舗・地域によって一部販売していない場合もございます。　 ● 店舗により、取り扱い ない場合がございます。
● 品切れ 場合 ご了承くださいませ。　　　　　　　　　　    ● 一部ネット販売 商品もございます。
● 応募シール・応募カード 配布予定数に達し次第終了いたします。



【くるみ大収穫祭 2022】参加店舗・対象商品はこちら

参加社名・店舗名 販売地域 商品名 参加社名・店舗名 販売地域 商品名

▼サンジェルマン  ※店舗・地域により一部販売していない場合あり  ▼リョーユーパン  ※店舗・地域により一部販売していない場合あり

サンジェルマン札幌店
北海道 ●くるみパン

●エイトグレイン（ウォルナッツ入り）

●セーグルフリュイ

●くるみチーズ

●クランベリーとくるみのリュスティック

●クルミと五穀の田舎パン

●いちじくと北海道クリームチーズ

ブレッドハウス徳山店

山口県

●くるみパン

●くるみあんぱん

●クルミカマンベール

●レーズンクイーン

●くるみるく

●くるみレーズン

カフェ サンジェルマン札幌店 パン工場ビッグ防府東店

サンジェルマン宇都宮店 栃木県 ブレッドハウス岩国店

サンジェルマン高崎店 群馬県 パン工場ビッグ萩店

サンジェルマン西川口店

埼玉県

パン工場直方店

福岡県

サンジェルマン浦和店 パン工場福津店

サンジェルマンエキア志木店 ブレッドハウス曽根店

サンジェルマンココネ上福岡店 ブレッドハウス貴船店

サンジェルマン我孫子店

千葉県

ブレッドハウス木屋瀬店

サンジェルマン市川店 パン工場岡垣店

サンジェルマン柏店 ブレッドハウス西小倉店

サンジェルマン稲毛店 ブレッドハウス深町店

サンジェルマンおおたかの森店 ブレッドハウス直方店

サンジェルマン高田馬場店

東京都

パン工場大木店

サンジェルマン神楽坂店 パン工場大牟田店

サンジェルマン都立大学店 ブレッドハウス大牟田店

サンジェルマン大森店 パン工場筑紫野店

サンジェルマン蒲田店 パン工場福岡伊都店

サンジェルマン池上店 パン工場福岡店

サンジェルマン品川店 パン工場小郡店

サンジェルマン月島店 プルネール春日店

サンジェルマン等々力店 パン工場福岡ショッパーズ店

サンジェルマン三軒茶屋店 ブレッドハウス南長住店

サンジェルマン用賀店 プルネール天神店

サンジェルマン阿佐ヶ谷店 プルネール穂波店

サンジェルマン荻窪店 ブレッドハウス那の川店

サンジェルマン西荻窪店 ブレッドハウス飯倉店

サンジェルマン曳舟店 プルネール原店

サンジェルマン西新井店 ブレッドハウス朝倉街道店

サンジェルマンあきる野店 パン工場志摩店

サンジェルマン河辺店 パン工場伊万里マックスバリュ店

佐賀県サンジェルマン西国分寺店 パン工場ビッグ唐津店

サンジェルマン立川店 パン工場佐賀大和店

サンジェルマン永山店 ワンミリオンベーカリー早岐店

長崎県

サンジェルマン保谷店 プルネールさせぼ五番街店

サンジェルマン府中店 プルネール長崎店

サンジェルマン町田店 ブレッドハウス南長崎店

サンジェルマン吉祥寺店 ブレッドハウス浜口店

プルミエ  サンジェルマン新宿タカシマヤ店 ブレッドハウス相浦店

プルミエ  サンジェルマン中野店 ブレッドハウス大野店

フラマンドール田園調布店 パン工場熊本店
熊本県

フラマンドール下高井戸店 ワンミリオンベーカリー錦町店

サンジェルマン横浜店

神奈川県

ブレッドハウスわさだ店

大分県

サンジェルマンみなとみらい店 ブレッドハウス春日浦店

サンジェルマン新杉田店 ブレッドハウスアクロス店

サンジェルマン菊名店 トキハベーカリー

サンジェルマン港南台店 プルネール別府店

サンジェルマンエトモ市が尾店 ブレッドハウス高田店

サンジェルマン藤が丘店 ワンミリオンベーカリー桜坂店

サンジェルマン橋本店 ベルボアーズ延岡店

宮崎県サンジェルマン横須賀店 パン工場宮崎店

サンジェルマン大船ルミネ店 ワンミリオンベーカリー五十市店

サンジェルマン鎌倉店 パン工場鹿児島店
鹿児島県

プルミエ  サンジェルマン日吉店 ワンミリオンベーカリー国分店

プルミエ  サンジェルマン新横浜店 ▼松月堂製パン  ※地域により一部販売していない場合あり

プルミエ  サンジェルマン上大岡店 カトルセゾン大丸店

山口県

●くるみパン

●ノアレザン

●くるみあんぱん

●メープルウォルナッツ

●くるみカマンベール

●クルミあんバター

●くるみミルク

プルミエ  サンジェルマンたまプラーザ店 レコパン下松店

プルミエ  サンジェルマン青葉台店 レコパン長府店

プルミエ  サンジェルマン平塚店 ラファリーヌ安岡店

フラマンドールサウスウッド店 カナルド萩店

サンジェルマン北長野店

長野県

サンプランセス山口

サンジェルマン岡谷店 ドロシー新下関店

プルミエ  サンジェルマン長野店 ドロシー小倉店

サンジェルマン豊橋店 愛知県

● 店舗・地域によって一部販売していない場合もございます。　 ● 店舗により、取り扱いのない場合がございます。　 ● 品切れの場合はご了承くださいませ。
● 一部ネット販売の商品もございます。　 ● 応募シール・応募カードは配布予定数に達し次第終了いたします。


