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〜毎日の食パンもう飽きちゃった。というあなたに！〜
もっと楽しく、もっと美味しく。生食感の丸い食パン『なちゅる』誕生。
麻布十番モンタボーから日本の食卓に新たなパンのご提案です。

株式会社スイートスタイル(本社：東京都中央区、代表取締役社長：遠藤 久)の展開する麻布十番モンタボーは、
創業 42 年、麻布十番に本店を構え、全国で約 70 店舗を展開し美味しいパンのある豊かな食卓をご提案している
独自のベーカリーチェーンです。
この度、弊社は「毎日飽きない、美味しい、楽しい」をコンセプトに、日本の食卓における新しいパンの食べ方
をご提案する新商品を開発しました。円柱形の「丸太のようなスタイル」と「ナチュラル」から名付けた新ジャン
ルの食パン「バウムブレッド『なちゅる』
」を発売いたします。
麻布十番モンタボー： http://mont-thabor.jp/
【
「楽しいおいしいバウムブレッド『なちゅる』
」のご紹介】
麻布十番モンタボーが新たに提案する食事パン。丸太をイメージした円柱型のパン「バウムブレッド」。形と素材
を活かして食べ方のアレンジもしやすく、毎日の食卓を「楽しく、おいしく」演出してくれるパン。そのまま焼か
ずに生で食べてもしっとりおいしく、みみまでやわらかな食感。素材の味わいをそのまま感じて欲しいというメッ
セージを込めて、ナチュラルから『なちゅる』と名付けました。
１、
「生食」という食感…柔らかくふっくらした食感、店舗製造を活かした鮮度。
２、
「丸型」でユニークな形の食パン。切り方ひとつで楽しい食べ方自由自在。
３、
「調理」そのまま食べても、トーストやサンドイッチ、オープンサンド、チョコペンでイラストを描いたり。
毎日の食パンに飽きたという方、お子様に楽しく食べていただきたい方等々、アイデアで食べ方が広がる「バウム
ブレッド『なちゅる』
」を是非、ご賞味ください。
なお、麻布十番モンタボーの一部店舗で先行販売を実施いたします。また、当社が展開するもう一つの事業「元町
珈琲」では、この『なちゅる』を使用したオリジナルメニュー『フレンチトーストモーニング』
『切り株ふれんち』
等を 3 月 15 日より直営店舗にて販売いたします。ご来店を心よりお待ちしております。
【
「楽しいおいしいバウムブレッド『なちゅる』
」の概要】
名称

： 楽しいおいしいバウムブレッド『なちゅる』

販売価格：

598 円(税込)/1 本

サイズ

： 縦 10cm×横 27cm×高さ 10cm

販売店

： 麻布十番モンタボー一部店舗にて先行販売

【
「楽しいおいしいバウムブレッド『なちゅる』
」の先行発売記念イベント】
① イベント内容：おいしさ体感イベント大試食会
開催日

：3 月 17 日(土)・18 日(日)

開催時間：15：00～
内容

：限定 30 名様にスライス 1 枚プレゼント

開催店舗：下記先行店舗（新店を除く）12 店舗
② イベント内容：楽しさ体感イベント
開催日：3 月 17 日(土)・18 日(日)
開催時間：16：00～
内容

：限定 20 名様にお絵かき用チョコクリーム 1 袋プレゼント

対象年齢：3 歳～小学生以下
開催店舗：下記先行店舗（新店を除く）12 店舗
【
「楽しいおいしいバウムブレッド『なちゅる』
」の先行販売 13 店舗】
●麻布十番本店
東京都港区麻布十番 2-3-3/03-3455-7296

●東京江東店
江東区木場 1-5-10 深川ギャザリア

プラザ棟 1Ｆ/03-5857-6330

●埼玉アリオ鷲宮店
埼玉県久喜市久本寺谷田 7-1 /0480-31-7744

●湘南モールフィル店
神奈川県藤沢市辻堂新町 4-1-1 /0466-47-9505

●ビビット南船橋店
千葉県船橋市浜町 2-2-7 ビビット南船橋 1F/047-406-5330

●ユアエルム八千代台店
千葉県八千代市八千代台東 1-1-10 ユアエルム八千代 1F/047-409-6507

●愛知稲沢店
愛知県稲沢市天池五反田町 1 アピタ稲沢店内/0587-23-2339

●愛知豊橋店
愛知県豊橋市向山町中畑 1-1 アピタ向山店内/0532-56-5758

●三重津城山店
三重県津市久居小野辺町 1130-7 イオンタウン津城山店内 1 階/059-253-7080

●三重桑名店
三重県桑名市中央町 3-21 アピタ桑名店内/0594-27-0073

●アリオ八尾店
大阪府八尾市光町 2-3 アリオ八尾店/072-920-4180

●札幌手稲店
北海道札幌市手稲区前田一条 11-1-1 西友手稲店内/011-699-2044

●新店

ココリア多摩センター店

【新店 OPEN 情報

「3 月 20 日(火) 麻布十番モンタボー ココリア多摩センター店 グランドオープン」
】

OPEN 日：3 月 20 日(火)
店舗名

：麻布十番モンタボー ココリア多摩センター店

住所

：東京都多摩市落合 1-46-1 ココリア多摩センター店内Ｂ1F

ＴＥＬ

：042-319-3610

営業時間：10:00～20:00
ＵＲＬ

：http://mont-thabor.jp/news/?p=4008

また、同時期に全国のモンタボーにてサフジュ 800 万個販売記念として、特別セット発売やサフジュの新フレー
バー「サフジュイタリアンハーブ」の発売をいたします！！
【
「サフジュ８００万個販売記念」の概要】
モンタボーの豊かな食卓の提案型食事パン「Safuju サフジュ」がこの度、販売累計 800 万個を突破しました。800
万個突破を記念いたしまして、特別食べ比べセットの販売と、新フレーバー「サフジュイタリアンハーブ」を発売
いたします。
●特別食べ比べセット
・3 個入り食べ比べセット 500 円(税込)
（サフジュ 1 個・サフジュチーズ 1 個・サフジュイタリアンハーブ 1 個）
・4 個入り食べ比べセット 630 円(税込)
（サフジュ 2 個・サフジュチーズ 1 個・サフジュイタリアンハーブ 1 個）
※店舗により扱うセットが異なります。
●新フレーバー「サフジュイタリアンハーブ」
名称

： サフジュイタリアンハーブ

発売日

： 2018 年 3 月 9 日(金)

販売価格：
サイズ

172 円(税込)

： 縦 15cm×横 6.5cm×高さ 4.5cm

販売店

： 麻布十番モンタボー全店舗にて販売

URL

： http://mont-thabor.jp/limit/2018/safuju_itarian/

【会社概要】
商号

： 株式会社スイートスタイル

代表者

： 代表取締役社長

所在地

： 〒103-0024

設立

： 1984 年 7 月

遠藤 久

東京都中央区日本橋小舟町 7 番 2 号 ヤクシビル 3 階

資本金

： 1 億円

URL

： http://www.sweetstyle.co.jp/

事業内容：・「麻布十番モンタボー」ブランドのベーカリーチェーン
パンの専門店として“パンの楽しみ方”“おいしい食べ方”を発信し
お客様が HAPPY になれる、豊かな食卓を提案します。
・
「元町珈琲」ブランドのカフェチェーン
和と洋が調和されたゆとりある空間で、美味しい珈琲を提供いたします。
【本商品、イベントに関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社スイートスタイル
Tel：03-3662-2582

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社スイートスタイル

マーケティング戦略部

担当： 林、朝倉
Tel： 03-3662-2582
E-Mail： info@mont-thabor.jp

