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東日本旅客鉄道株式会社八王子支社 

株式会社 JR中央線コミュニティデザイン 

 “中央線パンまつり 2022”を開催します！ 

～中央線沿線のベーカリーが大集合！おいしさも楽しさもテイクアウトしよう～ 

 

●地元でおなじみのあのお店から行ってみたかった名店まで、中央線沿線のベーカリーが

一同に集まる「中央線パンまつり」を今年も開催します。 

●4 回目となる今回は、中央線沿線のベーカリーを中心に、ジャムや焼き菓子、キッチンカ

ーなど約 30店舗が日替わりで出店します。 

●駅間を回遊しながら楽しめる「中央線パンまつりラリー」を実施します。 

●イベント当日に会場で受け取れる、中央線沿線のおすすめパンを詰め合わせた 

「中央線パンセット」の JRE MALL 予約販売（11 月 7 日～21日）を実施します。 

●「中央線と暮らす」アプリ※にて「沿線の魅力再発見！まちなかのパン屋さんを巡ろう！」

キャンペーン（11 月 7 日～25 日）も実施します。中央線のパンとともに食欲の秋をお

楽しみください。 

 

1. 開催概要 

■開催日時：2022年 11 月 26 日（土）、27 日（日）10:00～17:00 

※小雨決行、荒天中止 

■開催内容：①中央線沿線のベーカリー等による物販「中央線パンまつり」 

      ②駅間回遊ラリー「中央線パンまつりラリー」 

■開催場所：武蔵境駅～武蔵小金井駅間高架下などの 3会場 

      およびラリースポット 

①【販売メイン会場】 

・武蔵境 nonowa Terrace  

・武蔵境ぽっぽ公園  

・コミュニティステーション東小金井 

②【ラリースポット】 

・コウカシタびらき（PO-TO、MA-TO） 

・中央ラインハウス小金井 ナレッジルーム 

・キィニョン武蔵小金井ののみち店横広場 

■入 場 料：無料 

■公 式 ペ ー ジ：https://chuosuki.jp/event2/chuo_pan/ 

 

 

 

※「中央線と暮らす」アプリについては後述 

https://chuosuki.jp/event2/chuo_pan/


2. 中央線パンまつりをもっと楽しむ！「中央線パンまつりラリー」 

メイン会場とラリースポットを巡ってオリジナルシールをゲットする 
「中央線パンまつりラリー」を実施します。 

  
■参加方法：①「中央線と暮らす」アプリ内の「中央線パンまつりペー 

ジ」を開き、各会場及び各ラリースポットにて配置された 
2 次元コードを読み取り、スタンプを取得します。 

②「メイン会場から 1 箇所」「ラリースポットから 2 箇所」 
 の合計 3箇所にてスタンプを集めて、アプリ上のスタンプ 
カード画面を各販売メイン会場の駅員さんに提示すると各 
日先着 800 名に中央線パンまつり 2022 オリジナルシー 
ルをプレゼントします！ 

■参加料：無料 
 

 
ラリースポットではショップによるサービスやワークショップも開催します 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 事前予約限定！JRE MALL にて「中央線パンセット」を販売 

「あのパン屋さんのパンが購入したかったのに買えなかった…」「並ばずにパンをゲッ

トしたい」そんなお客さまのご期待にお応えし、中央線パンまつりイチオシ店舗の各種

おすすめパンをセットにして事前予約いただけます。 

 

■発売期間：2022年 11 月 7 日（月）14:00～11 月 21日（月）18:00 まで 

         ※販売状況により、期間前に販売終了することがございます。 

■発売箇所：JRE MALL 内『中央線パンまつり 2022』 

※受取日により、パンの種類は異なります。 

■内  容：沿線ショップの各種おすすめパンと中央線パンまつり 

2022 オリジナル紙袋付 

     （もぐもぐベーカリー、クラウンベーカリー武蔵境店、 

      桜天然酵母パンびおりーの、baai no kazu、 

      ハースブラウン武蔵境店、トーホーベーカリー など） 

■販売価格：税込 1,800円/1 セット 

■販売個数：限定 600セット（各日 300セット） 

■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.jreastmall.com/shop/c/c79/ 

■受取方法：当日受付（武蔵境 nonowa Terrace）にて購入画面をご提示ください。 

      ※受付時間：各日 13:00～17:00 

コウカシタびらき 

高架下シェア施設 PO-TO、MA-

TO に店を構える、フード、雑貨、

サロンなど数多くのショップが一斉

にオープンします。 

中央ラインハウス小金井ナレッジルーム 

羊毛フェルトを使った「食べられないパ

ン」ワークショップを開催します。 
（開催時間：11:00～16:00/最終受付：15:00） 

※混雑状況によりご利用頂けない場合がございます。 

 

 

キィニョン武蔵小金井ののみち店 

ラリー参加者を対象に、店内商品す

べてを 5%オフにてご提供します。 
※11 月 26 日、27 日イベント当日限り 

https://www.jreastmall.com/shop/c/c79/


マスキングテープ 

4. 「沿線の魅力再発見！まちなかのパン屋さんを巡ろう！」キャンペーン  

  「中央線と暮らす」アプリをダウンロードした方限定のお得なキャン

ペーンを実施します。まちなかのパン屋さんで使用できるお得なクー

ポンをもらえるほか、スタンプを 1 つ以上取得するとオリジナルグッ

ズもプレゼントします！ 

 

■実施期間：2022年 11 月 7 日（月）～11 月 25 日（金） 

■参加方法：①アプリをダウンロードすると、各参加店舗で使える 

クーポンがもらえます。 

②各参加店舗に行き、店内に設置された 2 次元コー 

ドをアプリで読み取るとスタンプを取得します。 

③各販売メイン会場の受付でスタンプカード画面を駅員さんに 

ご提示いただくと、各日先着 200名に中央線パンまつり 

2022 オリジナルマスキングテープをプレゼントします！ 

■参加店舗：もぐもぐベーカリー/パン工房ティアラ/ LC-Kitchen/ 

クラウンベーカリー武蔵境店/MORI BAKERY/ 

惣菜ベーカリー&カフェ いなこっぺ/菓子工房 なつの/ 

さくらやま果房（中野店・荻窪店） など 
 

5. Web マガジン中央線が好きだ。特集「中央線で発見！おいしい＆かわいいパン」 

中央線ライフを楽しむエリア情報を発信する Web マガジン「中央

線が好きだ。」では、「中央線で発見！おいしい＆かわいいパン」を

特集します。イベントに出店するお店や中央線沿線の

まちなかベーカリー紹介など、中央線パンまつりをも

っと楽しむための情報が盛りだくさんです。 
 

■URL：https://chuosuki.jp/feature/chuosen-bakery2022/   
※11月 11 日（金）更新 

     
●「中央線と暮らす」アプリとは 
中央線沿線に暮らす方の生活に寄り添うアプリとして、中央線沿線のイベント 

情報の発信やお買い物をする際に便利でお得なクーポンなどを配信します。 

※アプリ利用料は無料ですが、ダウンロードやご利用時にかかるパケット 
通信料はお客さまのご負担となります。 

※アプリは AppStore・GooglePlay ストアで「中央線と暮らす」で検索してダウンロード！ 
https://yappli.plus/chuosenlife_press 

 
 

※写真はすべてイメージです。  

 

【中央線パンまつり 2022 におけるコロナウイルス感染症拡大防止対策】  

・お客さまの安全を第一に考え、会場入口や各ブースでの消毒などを適宜実施します。  

・出店者及びスタッフの体調確認についても、徹底管理します。  

・感染拡大等の状況により、開催を中止する場合がございます。  

 

【主  催】：東日本旅客鉄道株式会社、株式会社 JR 中央線コミュニティデザイン 

【運  営】：株式会社スイベルアンドノット 

【協  力】：株式会社タウンキッチン 

https://chuosuki.jp/feature/chuosen-bakery2022/
https://yappli.plus/chuosenlife_press


【出店ショップのご紹介】 

最新の出店ショップは「中央線が好きだ。」HP 上の「中央線パンまつり 2022」公式ページをご確認ください 

※出店ショップは変更となる場合がございます。                  ★は中央線パンまつり初出店です。 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ラポム（阿佐ヶ谷） さくらやま果房（中野） にゃん食 ガトーアンローズ（西国分寺） 

MORI BAKERY（武蔵境） 桜天然酵母パンびおりーの（武蔵小金井） ハースブラウン武蔵境店（武蔵境） 

天然酵母パンのhappyDELI（西荻窪） Miジャム（三鷹） 

菓子工房なつの（小平） 

パン工房ティアラ（武蔵小金井） 

クラウンベーカリー武蔵境店（武蔵境） 

LC-Kitchen×micmo ベーカリー（ひばりヶ丘） 

バインミーサンドイッチ（吉祥寺） ハンガリー市場（町田） 東京学芸大学附属図書館併設 note cafe（東小金井） 

   
   
  

Noël＋マルジナリア書店（分倍河原） coco cherie 
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★ 

★ ★ 



 

 

 

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ベーカリーハウスマイ（東久留米） ドイツパンの店リンデ（吉祥寺） 

緑町のパン屋さん クラウン（東小金井） 

ぱんや照光（千歳烏山） 

baai no kazu（ひばりヶ丘） 

惣菜ベーカリー＆ カフェ いなこっぺ（高尾） Boulangerie ECLIN（高円寺） 

Unicorn Bakery（国立） まんまる（武蔵境） 

もぐもぐベーカリー（西国分寺） 

台湾式放浪屋台 地平線（東小金井） OYAKI CAFÉ キイロ（東小金井） パンの家 あ・ら・もーど（秋川） 

Pains de Fuchu（府中） 

 

TOKYO CAMP（日本橋） 

喫茶おおねこ（吉祥寺） 

 
★ 

★ 

★ 

★ ★ 

★ ★ 


