
※数に限りがございます。万一品切れの際はご容赦くださいませ。 ※お買上げの個数を制限させていただく場合がございます。
※状況に応じて当日整理券を配布する場合がございます。※諸事情等により、商品の入荷が遅れる場合や、販売を中止する場合がございます。
※出店メーカーが変更になる場合がございます。※商品のご予約、お取置きはご容赦くださいませ。 ※詳細は売場係員におたずねください。  

!話題のベーカリーの入荷情報を発信

友だち
募集中。

 

京都・八幡「ベーカリーあたか」
あたかの山型食パン

「パントタビスル」
   下記をご参照ください

兵庫・神戸「カフェ・ド・パリ」
チョコカヌレ

大阪「鳴門屋」
東大阪ラグカレー

大阪・東大阪「ベーカーズショップ パピオ」
牛すじカレーパン

10月7日（水）-〉13日（火）

EVENT 1

EVENT 2

EVENT 3

EVENT 4

EVENT 5

 

大阪・大和田「食パン専門店きく松」
菊松食パン・宝石物語（5種類のドライフルーツ使用）食パン

兵庫・園田「バックハウスイリエ」
クリームパン

「パントタビスル」
   下記をご参照ください

兵庫・尼崎「モンパルナス」
ピロシキ

兵庫・雲雀丘花屋敷「ブーランジェリー餡」
花屋敷ブレッド

EVENT 1

EVENT 2

EVENT 3

EVENT 4

EVENT 5

10月14日（水）-〉20日（火）

 

東京「銀座に志かわ」
食パン

「パントタビスル」
   下記をご参照ください

奈良・大和郡山「イチバンヤフルーツカフェ」
フルーツサンド

大阪・豊中「 Tetu & Sun」
ぼうしパン

大阪・堺「泉北堂」
食パン

10月21日（水）-〉27日（火）

EVENT 1

EVENT 2

EVENT 3

EVENT 4

EVENT 5

 

東京「銀座に志かわ」
食パン

「パントタビスル」
   下記をご参照ください

京都・城陽「OHSHIMA」
サンドイッチ、タルト

大阪・豊中「ルフラン」
生食パンとっておき

北海道・札幌「ラ・パナデリーア」
ブレッツェル

EVENT 1

EVENT 2

EVENT 3

EVENT 4

EVENT 5

10月28日（水）-〉11月3日（火・祝）

パンのセレクトショップ「パントタビスル」
パンシェルジュの榎友寿さんが選び抜いたとっておきのパンが登場します
※出店メーカーが変更になる場合がございます。※諸事情等により、商品の入荷が遅れる場合や、販売を中止する場合がございます。

■パトリエフクモリ ■ベーカリー エンドレスロード ■シープ・シープ   ■ブーランジェリトラム  
■ブーランジュリーグウ  ■ NijiPAN    ■レパンファボリ ■ブーランジェリーミヤタ ■パンや 麦道   
■ブーランジェリーココロ    ■ R.NOGUCHI  ■オッティモマッシモ ■キルシュブリューテ ■ルパンドゥ 
■パネポルチーニ   ■原パン工房  ■パリゴ  ■マルルー   ■パリジーノアンドアトリエドゥママン
■ブーランジェリーカワ   ■ぱん工房ラパン ■ブーランジェリー餡  ■ぶたぶたベーカリー  ■メルク
■ヨシヒロイケダ ■ルート271 ■パン処太陽 ■ル・パン・サクレ ■ベッカライ ビス・バルト  など                

EVENT 5 10月7日（水）-〉11月3日（火・祝）

10月のパンワールドご案内
11月3日（火・祝）まで



「食パンセレクトショップ」10月スケジュール 数量限定販売

※数に限りがございます。万一品切れの際はご容赦くださいませ。 ※ご購入はお一人さま各ベーカリー3本までとさせていただきます。 ※状況に応じて当日整理券を配布する場合がございます。 
※食パンスライスのサービスはございません。 ※諸事情等により、商品の入荷が遅れる場合や、販売開始時間を変更、販売を中止する場合がございます。 ※出店メーカーが変更になる場合がございます。 
※商品のご予約、お取置きはご容赦くださいませ。  ※詳細は売場係員におたずねください。※Webサイトでの予約については阪神梅田本店オンラインショッピングでご確認ください。  

のマークの曜日、時間に販売予定です。 のマークはWebサイトで予約ができます。

時間 ショップ名 商品名 入荷日
水 木 金 土 日 月 火

開
店
時

正
午

午
後
1
時

午
後
2
時

午
後
3
時

午後4時

午後6時

大阪「帝塚山ぱん士郎」 本食ぱん角型
大阪「食パン工房 春日」 食パン

大阪「一本堂 四條畷駅前店」
ホテル食パン
低糖質食パン
たっぷりれーずん

大阪「カモセベーカリー」 食パン

大阪「フェルディナンド」
パン・ド・ミー
レーズン角食
大和茶食パン

大阪「パン屋のグロワール」
パン・ド・グロワール
くるみとイチジクのパン・ド・グロワール
アールグレイとレモンのパン・ド・グロワール

大阪「ベーカーズショップ パピオ」 極上食パン

大阪「クックハウス」 北海道食パン

大阪「YOSHIHIRO IKEDA」 食パン
レーズン食パン

大阪「パンチキチキ」 グラハムブレッド
パン・ド・ミ

大阪「上町トースト倶楽部」
上町トースト
玄米
オレンジ食パン

大阪「パン工房 角屋」 角屋みっちり食パン
紅麹みっちり食パン

兵庫「熟成純生食パン専門店 本多」 雅食パン
兵庫「bakery点心」 食パン

兵庫「食パン工房 あんじゅ」 食パン
あんこ食パン

奈良「夢飛行」
食パン
くるみ食パン
紅茶の食パン

兵庫「パンの実」 もっちりフランス食パン
ブレッドパンの実

「麺麭食礼賛 by recette」 姫様の生食パン
富山「食パン専門店５」 山食パン
大阪「レアリッチ」 生食パン
大阪「Bakery&Cafeもんあたっしぇ」 酒種の食パン
大阪「桃 KIMURAYA」 りんご種のパン・ド・ミ

プレミアム食パン
京都「ブルージュ洛北」
兵庫「Panya芦屋」

洛北食パン

京都「ベーカリーあたか」 あたかの山型食パン
あたかのレーズン食パン

大阪「成り松」 食パン
大阪「パンクラブ」 あんことくるみ食パン

大阪「食パン工房 むぎ」 食パン
あん食パン

大阪「カラビナ ブレッド スタンド」 食パン
黒ごま食パン

東京「ぶどうぱんの店 舞い鶴」 巨峰のぶどうパン

大阪「髙匠」 食パン
あんこ食パン

兵庫「がじゅまる」
丹波黒豆食パン
つきたてのお餅のような食パン

兵庫「ブーランジェリー レコルト」 食パン

兵庫「ブーランジュリーグルマン」 春よ恋全粒粉入りトーストブレッド
オレンジブレッド

兵庫「メゾン ムラタ」 食パン
兵庫「ブーランジェリーフリアンド」 パン・ド・ミ
兵庫「トミーズ」 あん食

京都「ベッカライペルケオ」 ドイツパン専門店のトーストブロート
ディンケルカステン

京都「ベークハウスメール」 もっちり自家製天然酵母Méreトースト
京都「ゲベッケン」 ダイアナソフトブレッド
京都「Bakery Ordinary day」 京都・亀岡 霧の食パン
京都「パンスケープ」 全粒粉 100％食パン
京都「ポシェット」 食パン生クリーム

京都「Pan de Simple」 プレミアムハニー
シンプル

京都「パン処 太陽」 食パン
キャラメルマーブル食パン

山口「米粉パン工房ゴルマール」 ノングルテン米粉食パン

大阪「帝塚山ぱん士郎」 本食ぱん角型
本食ぱん山型

大阪「食パン工房ラミ」 食パン

19日のぞく

19日のぞく

13日のぞく

2日のぞく

13日のぞく

2日のぞく1日のぞく

3日のぞく


