
YACHIPAN PROJECT  2018

八千代高校
家政科

　市内の
パン屋さん

プロジェクト

第2回
コラボ企画

12.1sat -12.16sun

ワンダフルパン《ピーターパン》

県立八千代高校家政科の生徒さんと八千代市内のパン屋さん7店舗が、オリジナルのパン「やちパン」20種類を開発しました。
市内で採れた野菜やフルーツを使ったり、「やっち」や「オレミドカラー」をモチーフにしたパンを生徒さんが考案。

パン職人がアドバイスしながら、共同作業で仕上げました。どれもが可愛くて美味しい「やちパン」に出会ってみてください。

オシャレデニッシュ《リヨンコッペ館》 収穫パン《リヨンコッペ館》 まるごとイチゴパン《リヨンコッペ館》

キウイパラダイス《リヨンコッペ館》

ケーキじゃないよサバランだよ
《リヨンコッペ館》

オレミドベーグル《リヨンコッペ館》

ヒヨコパン《パン工場》宝箱パン《パン工場》

やち高カラーの“オレミド”
メロンパン《ベル》

アニマルちぎりパン《パン工場》

カラフルスイーツバーガー＃やっち♡
《ベル》

くまパン《サンブレッタ》 ぎっしりなしのデニッシュ《サンブレッタ》

みそくるみパン《リヨンコッペ館》まるごとゆずパン《リヨンコッペ館》

やっちーずポテトサラダパン
《リヨンコッペ館》

[主催]やちパンプロジェクト実行委員会、千葉県立八千代高等学校、八千代産学官協同ネットワーク（八千代商工会議所）　[後援]八千代市、東葉高速鉄道株式会社　
[問合せ]八千代産学官協同ネットワーク（八千代商工会議所）TEL:047-483-1771

※営業時間は各店にお問い合わせください。※店舗によりパンの焼き上がり時間が異なります。また、品切れの際はご容赦ください。※入荷状況により食材の産地が変更となる場合がございます。※写真はイメージです。　

ゆずチャンクピザ《リヨンコッペ館》

君の第2ボタン《ヨークマート》＃ヤチスタルト《ヨークマート》

ピーターパン
小麦の丘店

村上南4-18-1木曜定休
TEL.047-481-3401

リヨンSUDA
コッペ館

勝田台2-16-9年中無休
TEL.047-486-6933

ラ・セン・デ・レーヴ 
ベル
ゆりのき台1-31火曜定休

TEL.047-406-3801

パン工場
八千代緑が丘店

緑が丘2-1-3イオン内年中無休
TEL.047-480-0771

ヨークマート
八千代台店ベーカリーコーナー

八千代台北10-24-1年中無休
TEL.047-480-7722

勝田台店ベーカリーコーナー
ヨークマート

勝田台1-33-1年中無休
TEL.047-482-4011

サンブレッタ八千代店
石窯ベーカリー

大和田新田755元旦のみ休
TEL.047-459-5890

（京成バラ園内）

販売
店

抽選でかわいい♡オリジナルトートバックをプレゼント！

216円（税込）

216円（税込）

281円（税込） 216円（税込） 140円（税込） 119円（税込）

151円（税込）184円（税込）270円（税込）238円（税込）

216円（税込） 220円（税込） 300円（税込）

180円（税込） 250円（税込） 270円（税込） 162円（税込）

345円（税込） 345円（税込）1コ140円（税込）
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オシャレデニッシュ

②

③

①

④

オレミドベーグル

野菜を練り込んだ、
やっちの形のかわいいパン

色鮮やかなみかんと
キウイを使った上品なパン！！

みんな大好きないちごが
パンになっちゃった！

ケーキのようでケーキじゃない！
甘いシロップのパン

全てがキウイ尽くしの
これこそキウイパラダイス！

「パンで収穫できるの！？」
新感覚の収穫パン！！

八千代産のキウイペーストを練り込んだ生地に生の
キウイ、キウイジャム、アクセントとしてチーズクリー
ムを挟んだコッペパンです。キウイ好き集まれ～！

人参とほうれん草のペーストを練り込んだロールパン
です。八千高のオレミドを使い、形はマスコットキャラ
クターのやっちの形がとてもかわいいです。

パン生地をラム酒のシロップにつけ、八千代産の
キウイを乗せたデザート感覚のパンです。

いちごベースの蒸しパンにたっぷりのいちごクリームと
チョコクリームを詰め込みました。いちごのヘタは風味
豊かな抹茶のクッキーです。なんだか懐かしい味かも。

八千代特産のにんじんの形したパンを収穫して
楽しみながら食べるパンです。見た目が植木鉢で
かわいいのでインスタ映えもします。

⑤ ⑥

⑥

まるごとイチゴパン ケーキじゃないよサバランだよ

キウイパラダイス

①

①

かわいいくまに梨がぎっしり！

ココアがふんわり香る生地に、甘いカス
タードが口の中に広がり、ぎっしり梨の食
感が楽しめます！ぜひかわいいくまを食
べてみてください♡

くまパン

⑦

⑦

八千代産の野菜を使った
満腹感の味わえる一品！

ポテトサラダとパンの相性がバツグン！お腹
が空いた時にぜひ食べて欲しい一品です。

やっちーずポテトサラダパン

①

①
大きな宝箱はまるごと食べられるのでかなりのボリュー
ム！友人と共に君もこの宝箱を手に入れてみないか？

宝箱パン

②

②

見た目もかわいいふわふわヒヨコパン

小さいと思いきやボリューム満点です。中はたっぷりの
カスタードで、殻の食感も楽しめます。ちょっぴりお腹が
空いたときにぜひ食べてみてください！

ヒヨコパン

①

①

フレッシュな苺とカスタード＆ホイップクリームの
タルトでLET’Sインスタ映え！！

旬の苺とコーシン牛乳使用のカスタードクリームが送る
甘党による甘党のための一品！見た瞬間にあなたはカメ
ラで撮影してしまうでしょう…。

＃ヤチスタルト

②

②

あなたの青春をパンに詰め込みました

濃厚なクリームチーズと甘酸っぱいブルーベリーのハー
モニー。“あの人”のボタンに見立てました。食べればきっ
と、あの頃の思い出が蘇るでしょう。

君の第２ボタン

①

①

バター香る♪オレミドカラーの特製メロンパン

八千代高校のイメージカラー「オレミド」色のクッキー
でバター香るソフトなパン生地を包みました。外はサク
サク中はふんわり食感の特製メロンパンです。

やち高カラーの
“オレミド”メロンパン

②

②

インスタ映え！
やっちが可愛いスイーツバーガー

贅沢なブリオッシュ生地に八千代産の果物と特製ク
リームをたっぷりサンド♪やっちが映えるスイート♡な
ハンバーガーです！

カラフルスイーツバーガー#やっち♡

③

③

かわいい動物と
5種類の味が楽しめて盛りだくさん！

動物の形をしたパンの中に、いちご、カスタード、チョコ、
メロン、ブルーベリーのジャムやクリームがそれぞれ入っ
ていて、様々な香りがします。シェアをして楽しめます。

アニマルちぎりパン

⑧

⑧

甘じょっぱいみそと
くるみの相性がバツグン！

オリジナルのみそペーストをのせた手軽に食べ
られる一品！朝食やおやつにぴったりです。

みそくるみパン

⑨

⑨

甘さ控えめのゆずを使った
見た目も可愛い一品！

八千代で採れるゆずをモチーフに見た目も
可愛く作りました。ゆずの爽やかな酸味が口
いっぱいに広がります。

まるごとゆずパン

⑩

⑩

ゆずが香る甘～いチョコピザ！

ゆずを練り込んだピザの生地に甘いチョコとマシュマロ
をたくさん乗せた甘い物好きにオススメの一品です。

ゆずチャンクピザ

②サクサクのデニッシュ生地に
梨がたっぷり！！

サクサクのデニッシュに、チーズクリーム
と食感の良い洋梨が相性抜群！！朝食や
おやつにピッタリ♡

ぎっしりなしのデニッシュ

野菜とハムをサンドした
ワン！！ダフルな形のパンです

八千代産の美味しいトマトをはじめ新鮮なレタスや
ハムをふわふわなパンでサンドしました。食べるのが
もったいなくなるような可愛らしいパンです。

ワンダフルパン

収穫パン

あ
れ
も
、こ
れ
も
、ど
れ
も
、美
味
し
い
！

リヨンSUDA
コッペ館

リヨンSUDA
コッペ館

ピーターパン小麦の丘店

サンブレッタ八千代店
石窯ベーカリー

かわいい♡オリジナルトートバックをプレゼント！
3店舗で500円以上購入すると抽選で200名様に

異なるやちパン販売店舗の、500円（税込）以上のお買上げレシート3枚を応募ハガキに貼って応募すると
抽選で合計200名様にかわいい♡オリジナルトートバックをプレゼント！

パン工場
八千代緑が丘店（イオン内）

ラ・セン・デ・レーヴ ベル

ヨークマート
八千代台店/勝田台店ベーカリーコーナー

宝箱に入った輝く
クッキーがあなたを
待っている！

デニッシュ生地にかわいい形のフルーツ
が並んでいて、インスタ映えします。食後の
デザートに飲み物と一緒に上品な時間を
楽しめると思います。

①
② ③

④

⑤

②

郵便はがき

千葉県八千代市八千代台南１-１１-６

お手数ですが、
所定の郵便料金
分の切手をお貼り
ください。

各店舗の投函箱に
直接入れる場合は
切手は不要です

◎下記のアンケートにご協力をお願いいたします。

[応募方法]異なるやちパン販売店舗のお買い物レシート3枚を専用応募ハガキ貼付のうえ、
　　　　　必要事項をご記入いただき、郵送または各店舗の専用応募箱に投函してください。
[対象商品]やちパン販売店の全商品 [レシート有効期間]2018年12月1日（土）～12月16日（日）
[応募締切]2018年12月31日（月）当日消印有効
[当選発表]厳正なる抽選のうえ、当選者を決定致します。はがき1枚を1口とした抽選になります。
　　　　　当選者の発表は賞品引換状の発送をもってかえさせていただきます。
　　　　　賞品引換状をお持ちの上、賞品引換希望店舗までお越しください。
　　　　　尚、当選のご連絡は2019年2月中旬頃を予定しております。

※レシートははがれないようにテープ等でしっかりお貼りください。※レシートは重ねて折ってお貼りください。
※レシートはコピーではなく実物をお貼りください。※レシートの返却はいたしません。
※レシートの店舗、金額、お買い上げ日が判断できない場合は無効となります。  
※お預かりした個人情報は、当キャンペーンの抽選及び賞品発送、本件に関する諸連絡に利用する他、
　今後の参考とする為に個人を特定しない統計情報の形で利用させていただきます。

[問合せ先]　八千代商工会議所  ＴＥＬ．047-483-1771（平日9:00～17:00）

・年齢（　　　）歳　・性別（　男　・　女　）
・この企画を知ったきっかけ
  チラシ ・ ポスター ・ 店頭 ・ 広報やちよ・ 商工やちよ ・ 
  その他(                                              ）

住所
〒

お名前

電話

賞品引換希望店舗

八千代商工会議所
第２回やちパンプロジェクト
「オリジナルトートバックプレゼント」係

2 7 6 0 0 3 3

レシートを
貼付

レシートを
貼付

レシートを
貼付

このハガキの裏面にレシートを
はがれないようしっかりとテープなどで

貼り付けてください。

※やちパン販売店舗からお選びください

ハガキ裏面
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