
 

２０１９年４月 18 号 

今月のイベント出店情報 

 
 
 
  

日付 
イベント 

（開催場所） 
営業時間 

4/6（土） 

-4/7（日） 

パンのマルシェ 

（広島テレビ住宅展示場

住宅宣言ふくやま・吉島） 

10:00-16:00 

オンワード樫山 

春のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

4/7（日） 
代官山朝市 

（代官山 t-site） 
07：00-11：30 

4/11（木） 

-4/14（日） 

春のパンフェスティバル 

（京王百貨店新宿） 
10：00-20：30 

4/20（土） 

-4/21（日） 

オンワード樫山 

春のファミリーセール 

（オンワード樫山芝浦本社） 

09:00-18:00 

初日-19:00 

最終日-17:00 

パンタスティック!! 

（埼玉コクーンシティコクーン２） 
10:00-21:00 

4/21（日） 
代官山朝市 

（代官山 t-site） 
07：00-11：30 

4/28（土） 

-5/6（月祝） 

パンタスティック!! 

（埼玉コクーンシティコクーン２） 
10:00-21:00 

【カフェ・プラネット・ショコラ HP  

大幅リニューアル！英語 Ver.も新設しました】 
お店の顔とも言えるホームページが大幅にリニューアルしま

す。今まで以上に分かりやすく見やすいデザインに一新。プラ

ネット号、銀座店の魅力がより伝わる可愛いホームページが

出来ました。また多くの外国人向けに【English ver.】も新設し

ました。オススメメニュー紹介など情報満載です。新しくなっ

たホームページを是非ご覧くださいませ。 

http://planetechocolat.jp/english/ 

 

 

【初出店！パンマルシェ

in ジャズドリーム長島】 
 
 
 
 
３月２４日（日）三井アウトレットパークジャズドリ

ーム長島にて 【パンマルシェ】 が開催されまし

た。 

 

 この施設は長島スパーランドと併設していま

す。多くのスパ帰りのお客様も来店いただきまし

た。今回のイベントは何と入場料無料！都内だ

と中々２０店舗以上参加する屋外イベントで無

料入場のイベントは少ないです。また三重県外

のパン屋さんの出店も多くとても賑やかなイベン

トでした。 

 

 【カフェ・プラネット・ショコラ】 としては中京地

区では初出店でした。 【バターインブレッツエ

ル３５０円】 【マカロン５００円】 は早々になくな

り他の商品もほとんど売り切れる大盛況でし

た！中京地区でもブレッツエルの人気はすごい

です。そして今回はかわいい４歳の子ども店長

さんが頑張って手伝ってくれました。 

 

また機会がありましたら参加予定ですので、三

重県を始め中京地区の皆さん是非足を運んで

くださいませ。 

 

http://planetechocolat.jp/english/


【初出店！ 

春のパンフェスティバル 

in 京王百貨店新宿】 
 

 

京王百貨店新宿店では４月１日（月）から４月１７日（水）ま

で 【春のパンフェスティバル】 が開催されます。 

前半（１日～１０日）はご当地パンがメインです。関西方面

パン屋さん、世界のパン屋さんが勢揃いします。 

ここでしか出会えないパンが買えちゃうかもしれませんよ。 

 

後半（１１日～１７日）から 【カフェ・プラネット・ショコラ（４/

１１～４/１４）】 も出店いたします。今回も人気商品の 【ブ

レッツエル３００円】 【ミニカヌレ３個入５００円】 も販売予

定です！他にも多くの有名店が出店予定ですよ。 

新宿駅直結ですのでぜひ通勤、通学の帰りに覗いてくださ

いませ。美味しいパンの誘惑が待っています。 

住所：〒160-8321 

東京都新宿区西新宿 1-1-4  

TEL 03（3342）2111 中地階エキサイティングスポット 

特設ページ
https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/panfes2019.htm
l 
 
 

  

埼玉コクーンシティで 

【パンタスティック 】

 
４月１９日（金）～５月６日（月）埼玉コクーン

シティコクーン２の１階いろどりマルシェ内にて

【パンタスティック!!】 が開催されます。 

 

今回で３回目となる開催で、埼玉県内をはじ

め日本各地から人気のパン屋さんが日替わ

りで参加します。またパンにまつわるグロッサ

リーやインテリア、雑貨、ファッションまでが揃

うまさに【パンタスティック!!】なイベントです。 

 

【カフェ・プラネット・ショコラ】 は初出店です。

人気の 【あんこクロワッサン２５０円】 など販

売予定です。そして今回パンの販売だけでは

なく 【ティーインストラクターによるワークショ

ップ（４/２８）】 を行う予定です。紅茶の美味

しい入れ方などこのワークショップに参加す

れば紅茶の基礎が学べちゃいます。 

詳しくはコクーンシティホームページをご覧く

ださいませ。 

コクーンシティ HP： 

https://www.cocooncity.jp/ 

 

パンの販売以外にもキッチンカーの相談、冷凍パン生地の卸売、独立開業のサポートなどを承って

おります。ご遠慮なくお問い合わせください。 
カフェ・プラネット・ショコラ 有楽町店 
〠100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 交通会館ピロティ 1F 
カフェ・プラネット・ショコラ 銀座店 
〠104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 OGURA ビル 1F XOCO 株式会社 
TEL：03-6264-3722  FAX： 03-6264-3723 
HP：http://planetechocolat.jp 

Facebook: ＠CafePlaneteChocola @XOCOInc 

https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/panfes2019.html
https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/panfes2019.html
https://www.cocooncity.jp/
http://planetechocolat.jp/
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