
お知らせ 
お客様各位 

2020 年 6 月 24 日 
株式会社麦の穂 

 

シュークリーム専門店“ビアードパパ”から WITH コロナの生活を応援する 
お得な割引券付き「生活応援セット」を数量限定で発売！ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
シュークリーム専門店“ビアードパパ”にて 2020 年 6 月 25 日（木）から数量限定で、“ビアードパパ”で使える特別割

引券の入った「生活応援セット」を販売いたします。『WITH コロナの新しい新生活様式下においても“ビアードパパ”の

シュークリームを通して沢山の笑顔が生まれますように！』そんな願いを込めて“ビアードパパ”では皆さまの生活を応

援いたします。 

▽beard papa ブランドサイト▽ 

https://www.beardpapa.jp/ 

 

 

〇数量限定「生活応援セット」 

（内容） 

・パイシュークリーム（カスタード）3 個 

・月替わりシュー（6 月は抹茶）3 個 

・特別割引券（500 円券×4 枚）2,000 円分 

※特別割引券使用期限：7 月 6 日（月）～9月 30 日（水） 

販売価格：2,000 円（税込） 

販売期間：2020 年 6 月 25 日（木）～6 月 28 日（日） 

販売店舗：全国のビアードパパ 

https://www.beardpapa.jp/


※本セットご購入時に「2020年福袋 特別割引券」はご利用いただけません。 

※本セットの特別割引券は、パパの日（セール期間）を含む特別セール時や特別価格商品のご購入時にはご利用いただけ

ません。 

※本セットの特別割引券は、他の割引や値引き、その他クーポンとの併用はできません。 

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。詳細はご購入予定店舗までお問い合わせください。 

※売り切れの際はご容赦ください。 

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。 

 

〇ビアードパパについて 

シュークリーム専門店ビアードパパ。 

シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作り。

ご注文をいただいてから１点１点クリームをお詰めする実演販売スタイルで、いつもできた

て・作りたて！専門店だからこそこだわる安心・安全な厳選素材とオリジナルレシピは、他で

は真似できない何度でも食べたくなる飽きのこない美味しさを追求し、グローバルに広がって

います。 https://www.beardpapa.jp/ 
 

〇株式会社麦の穂について 

会社名  ：株式会社 麦の穂 

代表者  ：代表取締役 杉内健吉 

従業員  ：正社員 270 名 パートアルバイト 1,650 名(2020 年 1 月時点) 

本社所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満 3-13-20 AS ビル 2F 

TEL    ：06-6361-7000 

URL    ：https://www.muginoho.com 

 

＜事業内容＞ 

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売 

 

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞ 

株式会社麦の穂 https://www.beardpapa.jp/inquiry/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beardpapa.jp/
https://www.muginoho.com/
https://www.beardpapa.jp/inquiry/


 

●「生活応援セット」 販売店舗一覧

都道府県 都道府県

ビアードパパ ｲｵﾝｶﾃﾌﾟﾘ新さっぽろ店 ビアードパパ エキア朝霞店

ビアードパパ ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前店 ビアードパパ グランエミオ所沢店

ビアードパパ ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西店 ビアードパパ ビーンズ武蔵浦和店

ビアードパパ イオンモール札幌苗穂店 ビアードパパ ピオニウォーク東松山店

ビアードパパ イオンモール苫小牧店 ビアードパパ 志木駅店

ビアードパパ イオン千歳店 ビアードパパ 草加ヴァリエ店

ビアードパパ 小樽店 ビアードパパ 大宮ステラタウン店

ビアードパパ 釧路店 ビアードパパ 大宮西口店

ビアードパパ 札幌エスタ店 ビアードパパ 朝霞台店

ビアードパパ 上磯店 ビアードパパ アトレ新浦安店

ビアードパパ イオンモール盛岡店 ビアードパパ アリオ市原店

ビアードパパ フェザン盛岡店 ビアードパパ アリオ蘇我店

ビアードパパ JR仙台駅店 ビアードパパ イオンモール八千代緑が丘店

ビアードパパ イオンモール石巻店 ビアードパパ イオンモール幕張新都心店

ビアードパパ イオンモール名取店 ビアードパパ シャポー市川店

秋田県 ビアードパパ イオンモール秋田店 ビアードパパ セブンパークアリオ柏店

ビアードパパ イオンモール天童店 ビアードパパ テラスモール松戸店

ビアードパパ 鶴岡S-MALL店 ビアードパパ ユニモちはら台店

ビアードパパ/ココフラン エスパル郡山店 ビアードパパ 新津田沼駅店

ビアードパパ エスパル福島店 ビアードパパ 柏モディ店

ビアードパパ イーアスつくば店 ビアードパパ 流山おおたかの森S・C店

ビアードパパ イオンモールつくば店 ビアードパパ nonowa西国分寺店

ビアードパパ イオンモール水戸内原店 ビアードパパ アトレヴィ大塚店

栃木県 ビアードパパ 宇都宮店 ビアードパパ アトレ亀戸店

ビアードパパ イオンモール太田店 ビアードパパ アトレ吉祥寺店

ビアードパパ けやきウォーク前橋店 ビアードパパ アリオ亀有店

ビアードパパ スマーク伊勢崎店 ビアードパパ イオンモールむさし村山店

ビアードパパ アリオ上尾店 ビアードパパ イオンモール日の出店

ビアードパパ アリオ川口店 ビアードパパ イオン板橋店

ビアードパパ イオン川口前川店 ビアードパパ ウィング新橋店

ビアードパパ イオンモール羽生店 ビアードパパ 上野ABAB店

ビアードパパ イオンモール浦和美園店 ビアードパパ エトモ武蔵小山店

ビアードパパ イオンモール春日部店 ビアードパパ グランデュオ蒲田店

ビアードパパ イオンモール北戸田店 ビアードパパ ザ・モールみずほ店

ビアードパパ イオンレイクタウンmori店 ビアードパパ シャポーロコ平井店

ビアードパパ エキア松原店 ビアードパパ マルイ北千住店

群馬県

埼玉県

北海道

岩手県

宮城県

山形県

福島県

茨城県

千葉県

埼玉県

東京都

店舗名店舗名



 

●「生活応援セット」 販売店舗一覧

都道府県 都道府県

ビアードパパ ヨドバシAｋｉｂａ店 ビアードパパ サントムーン柿田川店

ビアードパパ 花小金井駅店 ビアードパパ 静岡パルシェ店

ビアードパパ 京王永山店 ビアードパパ 島田店

ビアードパパ 京急蒲田店 ビアードパパ アピタ千代田橋店

ビアードパパ 錦糸町店 ビアードパパ ｲｵﾝｽﾀｲﾙﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店

ビアードパパ 小田急エース店 ビアードパパ イオンモール岡崎店

ビアードパパ 池袋ショッピングパーク店 ビアードパパ イオンモール大高店

ビアードパパ 池袋西口店 ビアードパパ イオンモール長久手店

ビアードパパ 町田マルイ店 ビアードパパ イオンモール熱田店

ビアードパパ 府中フォーリス店 ビアードパパ イオンモール木曽川店

ビアードパパ  マルイファミリー溝口店 ビアードパパ なるぱーく店

ビアードパパ イオンモール座間店 ビアードパパ ヨシヅヤJR蟹江駅前店

ビアードパパ イトーヨーカドー古淵店 ビアードパパ ヨシヅヤ名古屋名西店

ビアードパパ ウィング久里浜店 ビアードパパ リーフウォーク稲沢店

ビアードパパ エトモ綱島店 ビアードパパ 栄森の地下街店

ビアードパパ シャル鶴見店 ビアードパパ 名鉄サンロード店

ビアードパパ ジョイナステラス二俣川店 ビアードパパ ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿店

ビアードパパ 本厚木ミロード店 ビアードパパ 近鉄四日市駅店

ビアードパパ ラスカ茅ヶ崎店 ビアードパパ 桑名店

ビアードパパ ららぽーと海老名店 ビアードパパ フォレオ一里山店

ビアードパパ 横須賀モアーズシティ店 ビアードパパ 彦根店

ビアードパパ 京急上大岡店 京都府 ビアードパパ アルプラザ醍醐店

ビアードパパ 東神奈川駅店 ビアードパパ 20thホワイティうめだ店

ビアードパパ 武蔵小杉店 ビアードパパ JR高槻駅店

ビアードパパ アピタ新潟西店 ビアードパパ JR大阪駅店

ビアードパパ イオンモール新潟南店 ビアードパパ あべのキューズモール店

石川県 ビアードパパ 松任店 ビアードパパ アリオ八尾店

山梨県 ビアードパパ アピタ石和店 ビアードパパ アリオ鳳店

ビアードパパ  MIDORI長野店 ビアードパパ イオンモール堺北花田

ビアードパパ イオンモール松本店 ビアードパパ イオンモールりんくう泉南店

ビアードパパ 青木島店 ビアードパパ イオンモール堺鉄砲町店

ビアードパパ アクアウォーク大垣店 ビアードパパ イオンモール四條畷店

ビアードパパ イオンモール各務原店 ビアードパパ イズミヤ八尾店

ビアードパパ モレラ岐阜店 ビアードパパ エトレ豊中店

ビアードパパ イオンタウン富士南店 ビアードパパ 南海堺東駅店

ビアードパパ イオンモール浜松市野店 ビアードパパ ポップタウン住道オペラパーク店

長野県

岐阜県

静岡県

大阪府

店舗名

滋賀県

愛知県

三重県
神奈川県

新潟県

静岡県

東京都

店舗名



 

●「生活応援セット」 販売店舗一覧

都道府県 都道府県

ビアードパパ 阪急いばらき店 ビアードパパ イオンタウン姶良店

ビアードパパ 阪急三番街店 ビアードパパ イオンモール鹿児島店

ビアードパパ 阪急石橋店 沖縄県 ビアードパパ イオンモール沖縄ライカム店

ビアードパパ 上新庄プラザ店 ※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

ビアードパパ 天満店 ※詳細はご購入予定店舗までお問い合わせください。


ビアードパパ ららぽーと和泉 ※売り切れの際はご容赦ください。

ビアードパパ JR兵庫駅店

ビアードパパ アステ川西店

ビアードパパ アスピア明石

ビアードパパ イオンモール伊丹店

ビアードパパ イオンモール神戸北店

ビアードパパ イオンモール姫路大津店

ビアードパパ イオン明石店

ビアードパパ ピオレ姫路店

ビアードパパ 阪急西宮北口店

ビアードパパ 阪急塚口店

ビアードパパ 神戸ハーバーランド店

ビアードパパ 神戸学園都市店

鳥取県 ビアードパパ イオンモール鳥取北店

ビアードパパ イオンモール広島祇園店

ビアードパパ イオンモール広島府中店

山口県 ビアードパパ ゆめシティ下関店

徳島県 ビアードパパ ゆめタウン徳島店

香川県 ビアードパパ ゆめタウン高松店

愛媛県 ビアードパパ エミフルMASAKI店

高知県 ビアードパパ イオンモール高知店

ビアードパパ アミュプラザ小倉店

ビアードパパ イオンモール筑紫野店

ビアードパパ イオンモール直方店

ビアードパパ イオンモール福岡店

ビアードパパ サンリブシティ小倉店

ビアードパパ ﾊﾛｰﾃﾞｲBRANCHI博多ﾊﾟﾋﾟﾖﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ店

ビアードパパ 西鉄大橋駅店

熊本県 ビアードパパ イオンモール熊本店

宮崎県 ビアードパパ イオンモール都城駅前店

広島県

福岡県

鹿児島県

大阪府

店舗名 店舗名

兵庫県


