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サンリオの大人気キャラクター × 高級クリーミー生食パン
「マイメロディ」×「ラ・パン」初めてのコラボレーション

「マイメロディ×ラ・パン焼印付き生食パン・エコバッグセット」
11/15（月）より全国 45 店舗にて限定発売

この度、株式会社あすなろ舎（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：石川浩三）は、株式会社サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」と、
株式会社LA・PAN（本社：東京都港区、代表取締役：野田潤）が展開している高級生食パン専門店「LA・PAN」がコラボした『マイメロディ×ラ・パン
焼印付き生食パン・エコバッグセット』を、11月15日（月）より全国のLA・PAN45店舗にて、数量限定発売いたします。
LA・PANが発売する高級クリーミー生食パン「ラ・パン」は、卵やイーストフードを使わず、世界中から厳選した小麦粉と数種類の乳製品、ハチミツ
を使用した生食パンです。生で食べても美味しく、耳まで柔らかく、それでいて腰折れもしない絶妙なバランスで焼き上げており、シルクのような口
どけとクリーミーな甘さが特徴です。 今回この生食パン「ラ・パン」とコラボするのは、「2021年サンリオキャラクター大賞」では4位にランクインした、
ずきんがトレードマークの人気キャラクター「マイメロディ」です。
コラボセットはS、M、Lの3種類あり、「オリジナルエコバッグ」と各サイズの生食パン（1斤、1.5斤、2斤）がセットになっています。
オリジナルエコバッグは、ピアノの鍵盤をモチーフにしたシンプルなデザインとピンクを基調にし、「マイメロディ」とLA・PANオリジナルキャラクター
「うさぎのラ・パン」が描かれています。 カラーは2色あり、深みのあるフレンチピンクカラーは、マイメロディとうさぎのラ・パン、そしてそれぞれのロゴ
が控えめにデザインされていて大人っぽい印象に。柔らかく可愛らしいキュートピンクカラーは、バッグ全体にキャラクターやロゴが大胆にデザイン
されていてガーリーでキュートな印象に。それぞれエコバッグの中に入る生食パンには、このコラボの為に特別にデザインされた「マイメロディ」の
焼印が押されています。
「マイメロディ×ラ・パン 焼印付き生食パン・エコバッグセット」は、全国のLA・PAN45店舗にて、11月15日（月）より数量限定発売となります。
（※規定販売数量に達し次第終了）
■商品概要
（1）発売開始：2021年11月15日（月）〜 各店舗オープン時間より
※店舗により販売時間が異なる場合がございます
（2）発売店舗：別紙参照ください
（3）発売アイテム・価格：マイメロディ×ラ・パン焼印付き生食パン・エコバッグセット：Sサイズ（生食パン1斤） 1,640円（税込）
マイメロディ×ラ・パン焼印付き生食パン・エコバッグセット：Mサイズ（生食パン1.5斤） 1,860円（税込）
マイメロディ×ラ・パン焼印付き生食パン・エコバッグセット：Lサイズ（生食パン2斤） 2,080円（税込）
※エコバッグは「フレンチピンクカラー」か「キュートピンクカラー」をお選びいただけます
（4）お問合せ先： 株式会社あすなろ舎 フリーダイヤル TEL.0120-334-337 （10：00〜17：00 土日祝日を除く）
■商品

■発売店舗
ラ・パン 札幌本店

〒003-0822

北海道札幌市白石区菊水元町二条3-4-18

TEL.011-598-6106

ラ・パン デュオ1新札幌店

〒004-0052

北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2 新さっぽろアークシティ デュオ1 B1F

ラ・パン＆トルチェ仙台本店

〒983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1 アゼリアヒルズ1F

ラ・パン 仙台西口店

〒980-0021

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10

ラ・パン 泉大沢店

〒981-3137

宮城県仙台市泉区大沢1-5-1 イオンタウン仙台泉大沢内1F

ラ・パン 戸越銀座店

〒142-0041

東京都品川区戸越1-19-16 コアビル戸越銀座通り1階

ラ・パン 大井町店

〒140-0011

東京都品川区東大井5-15-2

ラ・パン 中目黒店

〒153-0051

東京都目黒区上目黒1-16-9 NEO中目黒1F

ラ・パン 自由が丘店

〒152-0035

東京都目黒区自由が丘1-30-1

TEL.022-762-9389

TEL.022-724-7990
TEL.022-341-4430
TEL.03-6426-1278

TEL.03-6426-2615
TEL.03-6303-2180

TEL.03-5726-9432

ラ・パン 千歳烏山店

〒157-0062

東京都世田谷区南烏山6-1-1

TEL.03-5315-9518

ラ・パン 喜多見店

〒157-0067

東京都世田谷区喜多見8-18-15

平山ビルA 1F

ラ・パン 大泉学園店

〒178-0063

東京都練馬区東大泉1-26-11

ラ・パン 光が丘店

〒179-0072

東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA中央館2F

ラ・パン 大森店

〒143-0016

東京都大田区大森北1-9-8

ラ・パン 蒲田店

〒144-0051

東京都大田区西蒲田7-48-15

TEL.03-6411-1817

TEL.03-5935-7310
TEL.03-6915-6707

TEL.03-6404-8716
TEL.03-6428-6077

ラ・パン 中野ショップ

〒164-0001

東京都中野区中野3-34-28 中野マルイ1F正面入口

ラ・パン 成増店

〒175-0094

東京都板橋区成増2-21-5 ヤナセビル1F

ラ・パン ひばりヶ丘店

〒188-0001

東京都西東京市谷戸町3-27-24 ひばりヶ丘プラザ1F

ラ・パン 武蔵境店

〒180-0022

東京都武蔵野市境1-3-1

ラ・パン 吉祥寺店

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺A館地下1階

ラ・パン 武蔵小金井店

〒184-0004

東京都小金井市本町6丁目14-29 nonowa武蔵小金井EAST

ラ・パン 聖蹟桜ヶ丘店

〒206-0011

東京都多摩市関戸1-11-1 聖蹟桜ヶ丘バス降り場前

ラ・パン 府中店

〒183-0056

東京都府中市寿町1-1-32 しみずビル1F

ラ・パン 八王子店

〒192-0081

東京都八王子市横山町12-1 YOビル1F

TEL.03-6382-7150

TEL.03-6904-3374
TEL.042-439-6789

TEL.0422-38-5579
TEL.0422-27-2267
TEL.042-316-4015

TEL.042-319-3235

TEL.042-319-1678
TEL.042-686-3818

ラ・パン 海老名ビナウォーク店

〒243-0432

神奈川県海老名市中央1丁目4-1 海老名ビナウォーク5番館1F

ラ・パン 大和店

〒242-0021

神奈川県大和市中央2-7-2

ラ・パン 武蔵小杉店

〒211-0061

神奈川県川崎市中原区小杉町3-20 光ビル20

ラ・パン 武蔵新城店

〒211-0044

神奈川県川崎市中原区新城3-1-5

ラ・パン 二俣川店

〒241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川1-3 二俣川駅北口共同ビル2F

TEL.046-200-7083

TEL.046-204-8680
TEL.044-322-9525

TEL.044-948-7847

ラ・パン 関目店

〒536-0008

大阪府大阪市城東区関目3丁目4-4 塩山ビル

ラ・パン 大正店

〒551-0002

大阪府大阪市大正区三軒家東1-3-10

ラ・パン 九条店

〒550-0027

大阪府大阪市西区九条1-13-8

ラ・パン 空掘店

〒542-0012

大阪府大阪市中央区谷町7-2-2 空掘商店街内

ラ・パン 福島店

〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島8-16-10 ルミエール福島1F

ラ・パン ぷららてんま店

〒530-0033

大阪府大阪市北区池田町3-1

TEL.045-442-5446

TEL.06-6180-7837

TEL.06-7178-3160

TEL.06-6583-9292

ぷららてんま1F

TEL.06-4304-6565
TEL.06-6131-4828

TEL.06-6335-9229

ラ・パン 出町柳店

〒602-0822

京都府京都市上京区青龍町249 Coto Glance鴨川別邸1階

ラ・パン 三条店

〒604-8332

京都府京都市中京区橋西町655

ラ・パン 東雲店

〒734-0021

TEL.075-754-8038

TEL.075-406-7759

広島県広島市南区上東雲町33-16 村木ビル1F

TEL.082-890-8655

ラ・パン アーバイン広島エグゼクティブ店

〒732-0053

ラ・パン 佐賀大和店

〒840-0201

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535 イオンモール佐賀大和店1F

ラ・パン 大橋店

〒815-0035

福岡県福岡市南区向野2-4-8 ビエラコート大橋1F

TEL.092-408-9120

ラ・パン＆トルチェ香椎千早店

〒813-0044

福岡県福岡市東区千早5-13-38 LeLien香椎参道1F

TEL.092-663-1771

ラ・パン 筑紫野店

〒818-0024

福岡県筑紫野市大字原田836-1他 シュロアモール筑紫野W棟

ラ・パン 朝倉街道店

〒818-0083

福岡県筑紫野市針摺中央2丁目3-5

ラ・パン リバーウォーク北九州店 〒803-0812

TEL.011-896-0409

広島県広島市東区若草町16-13 アーバイン広島エグゼクティブ1F

TEL.082-567-6602

TEL.0952-97-7732

TEL.092-926-7212

TEL.092-928-6098

福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州1階

TEL.093-967-2900

本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先
株式会社あすなろ舎
TEL. 046-275-2293

FAX.046-276-5285

〒252-0002 神奈川県座間市小松原 2-23-30

担当／広報、黒田 亜紅
e-mail;

kuroda@asunaro-co.com

ご当地キティのあすなろ舎

http://gotochikitty.com

