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PRESS RELEASE 

第４回パンマルシェ＠KUZUHA MALL開催！ 

4日間のパンマルシェ・大阪や京都から人気店が 1７店舗大集合！ 
 

株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締

役社長：松下靖）が運営する KUZUHA MALL にて、11月 14日

(土)・15日(日)、21日(土)・22日(日)に、「第４回パンマルシェ＠

KUZUHA MALL」を開催いたします。 

 

４回目の開催となる今回は、京都や大阪、地元枚方、八幡で人気

のベーカリーなど 17店舗が出店。大人気の食パンやベーグル、フルーツ

サンドなどがずらっと並びます。 

 

今回はパンだけではなく、パンと合うジャムやコーヒー、木工のお皿など

の雑貨店も加えて、パンとの組み合わせも楽しんでいただけるパンマルシ

ェを 4日間に渡って展開します。 

 

さらに、11月 22日（日）には、今までになかった新しいイベントとして、アーティスト知路 雅文さんによるライブペイン

ティングを実施。パンマルシェとライブペインティングで、食欲・芸術の秋を満喫していただけるよう 2本立てでお届けしま

す。 

 

TOPICS                                                            

▷大阪・京都の人気ベーカリーが大集合！パンマルシェ 

2018年 10月に初開催してから今回で第 4回目となるパンマルシェ。 

 

くずはモールに店舗を構える「メルカートピッコロ」からは毎回催事で大人気のフルーツサンド、「食パン工房春日」からはフ

レッシュバターと最高級生クリームを贅沢に使用した食パンが登場！地元八幡市で人気の「べーぐる屋 自家製酵母ぱ

ん roll」のベーグルや、テレビでも紹介された大人気「ゲベッケン」の京都ご当地パン´京・だし巻食堂´、お子さんから年

配の方まで楽しく美味しくお召し上がりいただける「パンと和菓子のお店 mochiri」の動物パンや和菓子など、今回も魅

力的なお店が勢揃いします。 

また、枚方市で人気の手作りの木工雑貨のお店「LAR5（ラルゴ）」による木工のカッティングボードはリーズナブルな価

格で温かみのあるテーブルコーディネートを楽しめ、パンのある生活をおしゃれに彩ります。 

珈琲鑑定士が焙煎する「カフェサボローゾ」のコーヒーもぜひパンと合わせてお楽しみください！ 

 

【開催期間】2020年 11月 14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日） 

【時間】10：00～18：00 

【場所】KUZUHA MALL本館ハナノモール 1F・本館ミドリノモール 1F 
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出店者一覧（食物販店舗）                                                            

▷11月 14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日）4日間出店 

ゲベッケン 

看板商品でケンミンショーで

も取材された京都のご当地

パン「京・だし巻食堂」のほ

か、やざく切りのフジリンゴ

をたっぷり使用した「アップルカスタードパイ」もおすすめです。 

【MENU】食パン 540円、京・だし巻食堂<プレミアム>220円、半

熟風たまご入りカレーパン 280円、京都生まれのニューバード

250円など （※税込価格） 

Pande シャンボール 

Pande シャンボールのパンは、

生地にこだわりが。 栄養価の高

い玄米を、生地に練り込んでお

り、ビタミン・ミネラル・食物繊維

を取り込めるパンになっていま

す。 

【MENU】食パン 500円 焼きパン 150円〜200円 サンドイッチ

250円〜300円 （※税抜価格） 

メルカートピッコロ 

ALL国産ジャム＆ナチュラル

フードのメルカートピッコロで

す。ジャムは、すべての原料

を国産にして、ペクチンやゲ

ル化剤を使わず、素材そのも

のの美味しさを感じていただ

けます。【MENU】ジャム 600円～ フルーツサンド 未定 

（種類により設定） （※税抜価格） 

ベークハウスメール 

ハード系から食パンまで食卓を

彩る本格的パンを体験くださ

い！ 

【MENU】もっちり湯種のメール

トースト 270円 第３のメロンパ

ン 270円 マロンマロン 250円 

など (※税込価格) 

bagel cafe piggy 

一昨年、京阪中書島

駅近くにオープン。自

家製あんこと、大山

乳業のミルキーなバ

ターを挟んだ“あんバ

ター”が 1番人気。 

【MENU】ベーグルプレーン 150円 抹茶 180円 ほうじ茶 200円  

アップルシナモン 200円 ピザ類 270円 （※税抜価格） 

Bird Bakery 

京阪香里園駅前にある、もち

もち玄米パンのお店 

『Bird Bakery』です。玄米入

りのもちもち生地を是非お召

し上がりください。 

【MENU】玄米食パン 300円 角食パン 300円 塩パン 150円 

あん塩パン 200円 など（※税込価格） 

食パン工房春日 

通常食パンの 1.5斤はあ

る、春日定番の食パン。 

フレッシュバターと乳脂肪

の濃い高級生クリームを贅

沢に使い、季節やその日

の湿度に応じて細かな調整を行う事で小麦本来のうま味を大切

にするこだわりの製法で、１本１本丁寧に焼き上げています。  

【MENU】春日の食パン 1.5斤 650円 （※税込価格） 

パイ and サンドイッチ京都 ohshima 

今が旬のイチジクを使ったいちじ

くパイやいちじくフルーツサンド、 

その他特製ビーフカレーパン、岩

メロン、クリームパン、 

あんぱんなど。 

【MENU】パイ 500円 カレーパン

250円 岩メロン 200円 フルー

ツサンド 420円 エッグベジタブルサンド 480円 （※税抜価格） 
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▷11月 14日(土)・11月 15日(日)2日間出店 

ブーランジェリー ドゥソレイユ 

枚方・津田でお店を

始めて、１１年目の

お店。 

【MENU】抹茶食パ

ン 250円 オレンジ

食パン 250円 紅茶

とブルーベリー食パン 250円 ピスタッチオとチェダーチーズ食パ

ン 350円 （※税込価格） 

LOVES BAGEL 

京都下鴨のベーグ

ルパン専門店。  

しっとりもっちりソフト

な食感のベーグル

パン約２０種類とベ

ーグルラスクとマフィ

ンもオススメです。 

【MENU】ベーグルパン 170～240円 ベーグルラスク 400円 

 マフィン 300円 （※税抜価格） 

エーアイ 

あげぱん専門店。 

さとう、きなこなどを

まぶしたタイプや 

手作りのお惣菜が入

った具入りタイプが

あり、どれも油の回らない口当たりの軽いパンです。 

【MENU】たまころ 216円 きなこ 130円など （※税込価格） 

アルフェ 

当店の食パンは国産

バターを 100％使用

し、価格以上においしく

て、安全なパンづくりを

こころがけています。 

【MENU】ふんわりはち

みつ食パン 300円 クルミ食パン 350円 和栗入り食パン 420円 

レーズン食パン 380円など （※税込価格） 

カフェサボローゾ 

珈琲鑑定士＆焙煎士が美味しい!＆楽しい♪スペシャリティーコーヒーの世界を皆さまにお届け致

します。 色々な種類のパンにぴったり合うコーヒーをご用意しています。 

【MENU】ライブブレンドコーヒー400円 アイスコーヒー400円 カフェ・オ・豆乳 400円 

コーヒーソーダ 400円 メープルシロップコーヒーソーダ 450円 カカお！ドリンク 500円 

カフェ・オ・豆乳 Ｗｉｔｈ発酵ハチミツ 550円 など （※税込価格） 

▷11月 15日(日) 単日出店 

パンと和菓子のお店 mochiri 

見ても楽しい食べても美味しい、ワクワクさせるをコンセプトにした 

パンと和菓子のお店です。 

可愛い動物パン、クッキー、和菓子から定番商品まで幅広く取り揃えています。 

【MENU】動物パン 200円～ その他のパン 150円～ 

和菓子 200円～ 焼き菓子 200円～ （※税抜価格） 
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▷11月 15日(日)・11月 21日(土) 2日間出店 

べーぐる屋自家製酵母ぱん roll 

国産小麦と自家製酵母でベーグルを焼いています。 

「もっちり」と「しっかり」の 2種類の食感があり、季節に応じた様々な種類のベーグルをお楽しみくだ

さい。 

【MENU】ベーグル・200〜400円 （※税込価格） 

▷11月 21日(土)・11月 22日(日) 2日間出店 

ベーカリーあたか 

八幡市男山でおかげさまで 40年以上小さなパン屋を営んでいます。 

「あたか」オリジナルの商品が多数ございますので、是非一度ご賞味ください。 

【MENU】食パン 270～630円 菓子パン、調理パン、デニッシュ、クロワッサン類 110円～230円  

焼き菓子類 170～190円 （※税抜価格） 

 

 

出店者一覧（物販店舗）                                                            

▷11月 21日(土)・11月 22日(日) 2日間出店 

LAR5 

木のぬくもりをお届けするお店、LAR5です。  

銘木職人の父が厳選した天然木を使用し、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。  

【MENU】カッティングボード 1,000円〜 他 （※税抜価格） 

 

 

 

TOPICS                                                            

▷芸術の秋！ライブペインティングのパフォーマンス 

11月 22日（日）本館ダイニングストリートにて、知路 雅文様によるライブペインティングを行います。迫力のあるパフォ

ーマンスを間近で観られる貴重な機会！今回初の取り組みとなるライブペインティング。お客様には臨場感と迫力あふれ

るライブパフォーマンスを間近で観て楽しんでいただき、芸術の秋を満喫していただきます 
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▷出 演 者：知路 雅文 1976年生まれ 

「アートをもっと身近に！」をコンセプトに関西を中心にマルチに活動。2002年初個展より絵画、 

壁画アート、シャッターアート、看板アート、文字アート、アーティストの育成など幅広く活動。 

【開催期間】2020年 11月 22日（日） 

【時間】11：00～15：00 

【場所】KUZUHA MALL 本館ダイニングストリート１F 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みについて 

KUZUHA MALL では以下のとおり新型コロナウイルス感染症拡大予防を行っております。 

➣国や自治体の方針に合わせ対策をしております為、状況に応じて営業時間短縮や臨時閉店をする場合がございます。 

➣各施設の入館制限をする場合がございます。また、店舗により入店制限をしております。 

➣トイレのハンドドライヤーを使用禁止としております。  ➣館内の休憩用のベンチを一部撤去しております。 

➣館内の喫煙専用室は一部利用制限をしております。 

➣従業員の検温・マスク着用での接客・手洗い・うがいを励行いたします。 

➣従業員がマスクやフェイスシールドを着用して接客をさせていただきます。 

➣接触をさけるため、コイントレーでの現金受渡や必要最低限の会話やサービスに限らせていただく場合があり、接客対応や 

サービス水準が従来とは異なる場合がございます。 

➣営業時間中に館内の清掃や換気を適宜実施しております。 

➣当社社員と従業員に対して、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を促進しております。 

 

■会社概要 

商 号：株式会社 京阪流通システムズ 

代 表 者：代表取締役社長 松下 靖 

本 社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1 番 1 号 KEIHAN CITY MALL 3F 

     TEL：06-6944-3087 FAX:06-6944-3047 

設 立：2002 年 8 月 8 日 

事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業 

資 本 金：100 百万円 

U R L：http://www.mall-keihan.co.jp/ 

■各店舗情報 

・KUZUHA MALL TEL: 072-866-3300 (代表) 〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 

アクセス：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ 

     駐車場 約 3,000 台（有料、お買い物での優待あり） 

営業面積：約 72,000 ㎡ 店舗数：約 240 店舗 

U R L：http://kuzuha-mall.com 

以上 

 

■本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします■ 

株式会社 京阪流通システムズ くずは事業部 安田・中西 

ＴＥＬ：072-866-3300 (代表) 

ＭＡＩＬ：nakanishi-k@mall-keihan.co.jp 

http://www.mall-keihan.co.jp/
mailto:nakanishi-k@mall-keihan.co.jp

