
【くるみ大収穫祭 2021】参加店舗・対象商品 こちら

地域 参加社名・店舗名 商品名 地域 参加社名・店舗名 商品名

全国（※） 敷島製パン（Pasco）
しっとりくるみ蒸しパン  2個入　

山梨県 丸十山梨製パン株式会社  本店

クルミフラワー

ビターコーヒー＆くるみデニッシュ クルミシュガー

全国（※） フジパン くるみあん ん もっちりクルミ食パン

関東エリア（※） 伊藤製パン くるみ蒸しパン  2個入　

山梨県 コーナーポケット

キャラメルナッツバブカ

静岡県（※） ヤタロー 胡桃あん ん 富士山酵母くるみチーズ

全国（※）

ポンパドウル

＜キャンペーン期間＞
10月1日～10月11日 み
実施となります。

ジャンボウォルナッツ 富士山酵母いちじくクルミ

クルミロール        黒糖クルミパン

くるみカマンベールスティック  クルミ 入ったクリームレーズン

北海道 ブレッドミュージアム京田屋

くるみパン リンゴハースブレッド

クルミとチーズ スイートパン クルミハーフ食パン

山形県 地 んgood-TOTSZEN terroir-

塩バター胡桃 メープルナッツクーヘン

パンオノア

山梨県 な んだ

くるみ食パン

ノアレザン クルミカンパーニュ

茨城県 く to Pan シナモンデニッシュ シナモンロールクルミ入り

埼玉県 すず ん

クルミ そ 粉ロデヴ クルミアーモンド

クルミジンジャーフランス クルミラスク

クルミゆべし風パン ミックスラスク

千葉県 おおみやパンカフェ チョコくるみ

愛知県 パンベル

くるみパン

千葉県 BAKER'S PLACE

ノア オレンジとくるみ バトン

レザンノア チョコとくるみ マフィン

リュスティック  ノア パン ド セーグル  くるみレーズン

チーズとくるみ スペシャル キャラメルナッツクーヘン  

シナモンくるみトースト

京都府 大正製パン所

クルミフランス

くるみクッペ クルミメープルデニッシュ

ノアミルクコッペ

京都府 ルパンベーカーズ

上弦 月くるみ クロワッサン

ライフィグナッツ 木 実 デニッシュ

ゴルゴンゾーラ

京都府 雨 日も風 日も

クルクルセイバリー

くるみ 黒糖ケーキ 上弦 月

東京都 boule beurre boulangerie
クルミコショウ くるみ バゲット

フリュイ イチジクとくるみ

東京都 LA VIGNE AKIKO

クルミフランス 吟醸食パンくるみ

くるみメロンパン

京都府 ブーランジェリールーク

カリフォルニア宇治

クルミベーグル ポルカ オ ノア

塩バタークルミ シナモンアップル

東京都 ヌエットアンアン

クルミパン くるみパン

クルミクーヘン アルブル  ノア

東京都 ななキッチン

クルミパン クーロンヌ

いちじくとくるみパン クルミあんフランス

東京都 BOULANGERIEAMONNIER

黒糖くるみカンパーニュ ●（※）地域によって一部販売していない商品もございます。
● 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。

くるみパン

ノア

神奈川県 ムール ア・ラ ムール

クルミブレッド

くるみ プチパン

ノワレザン

ノワフィグ

晩柑ノワ

りんごとクルミとホワイトチョコ コラボ

デーツとクルミとブルーチーズ パン

クルミ カンパーニュ



【くるみ大収穫祭 2021】参加店舗・対象商品はこちら

地域 参加社名・店舗名 商品名 地域 参加社名・店舗名 商品名

 ▼コープベーカリー  小麦の森   ▼リョーユーパン

関西エリア 兵庫県
シーア店

クルミロール  4個入

クルミブレッド

くるみミルク

クルミフランス

もちもちくるみ

もちもちくるみミルク

レザン・ノア

レザン・ノア・カマン

レザンノア・ショコラ

リュスティックノア

パン・オ・フリュイ

黒糖くるみあんぱん

中国エリア 山口県
岩国ブレッドハウス

レーズンクイーン

くるみパン

クルミ＆イチジク

クルミあんぱん

くるみカマンベール

くるみチーズ

クルミロール

クルミミルク

クルミバンズ

クルミブレッド         

芦屋店 ビッグ防府東パン工場

神戸北町店 徳山ブレッドハウス

豊岡店
九州エリア 福岡県

大木パン工場

仁川店 春日プルネール

西宮店 穂波プルネール

西宮東店 那の川ブレッドハウス

苦楽園店 福岡パン工場

めふ店 福岡伊都パン工場

神戸西店 天神プルネール

稲美店 筑紫野パン工場

尼崎近松店 南長住ブレッドハウス

高砂店 小郡パン工場

垂水店 S福岡パン工場

加西店 直方パン工場

西神南店 八幡東パン工場

新多聞店 曽根ブレッドハウス

深江店 福津パン工場

志染店
佐賀県

巨勢プルネール

姫路砥堀店 北山ベルボアーズ

福田店
長崎県

長崎プルネール

神吉店 S東美プルネール

西宮南店 佐世保プルネール

姫路田寺店 早岐ワンミリオン

播磨店
熊本県

熊本パン工場

大阪府
蛍池店

大分県
トキハベーカリー

桜塚店 アクロスブレッドハウス

●（※）地域によって一部販売していない商品もございます。
● 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。

わさだブレッドハウス

春日浦ブレッドハウス

宮崎県
宮崎パン工場

五十市ワンミリオン

延岡ベルボアーズ

鹿児島県
鹿児島パン工場

　


