平成 31 年 2 月吉日

報道各位

これを逃すと 100 年後！バウムクーヘン 100 歳のバースデー！

第 4 回「バウムクーヘン博覧会」開催決定！
100 周年を楽しむ「バウムメリーゴーランド」や「テーブルバウム」が新登場！

201８年に引き続き、「バウムクーヘン博覧会 201９」が 201９年２月 28 日（木）～3 月６日
（水）そごう神戸店で開催されます。第 1 回バウムクーヘン博覧会は 2016 年 3 月に開催され、36
ブランドが出店した「ご当地バウム」では初日の午前中にほとんどの商品が完売する大盛況でした。
2017 年 3 月に開催された第 2 回目は、47 都道府県から 72 ブランド、100 種類以上のバウムクー
ヘンが出品され、さらに大きなイベントへと拡大されました。そして、第 3 回目は 2018 年 3 月に開催。
全国 47 都道府県のバウムクーヘンが比べできる「バウムクーヘン BAR47」が登場。47 種類を制覇する
強者も登場しました。
第４回目となる今回はバウムクーヘンが日本に来て 100 年の記念すべき年。バウムクーヘン 100 週年
をたくさんのバウムクーヘン好きの方々と楽しめるように、体験型コンテンツを増やしました！

★第４回「バウムクーヘン博覧会」の見どころ★
あなたもバウムクーヘン職人に！自分で作れるバウムクーヘン焼成体験コーナー

「テーブルバウム」

バウムクーヘンの焼成体験を気軽に楽しんでいただけるコーナーが初登場。
生地をかけて回転させながら、自分のオリジナルバウムクーヘンを焼きあげてみませんか？
受付開始：10：00～ 受付終了：19：00※最終日は受付終了：17：00
所要時間：約２０分／１回
参加費：1,620 円（お土産付）
焼きあげたバウムクーヘンと一緒に写った写真付きのマイフォトバウム
がお土産につきます。

NEW!

100 周年のカフェは回ります！進化系バウムクーヘンスイーツが食べられるカフェ

バウムメリーゴーランド

NEW!

ご好評いただいているカフェコーナーも 100 周年でバージョンアップ！
進化系バウムクーヘンスイーツが回転レーンにのってやってきます。最後はお皿を数えてお会計！お皿をど
のくらい積めるかも楽しみな体験型バウムクーヘンカフェです。
＜メニュー内容＞
バウムフロートカップ(うさぎ)
(こぐま)

各¥486

バウムデセール(ダブルベリー)
(キャラメルナッツ)
(抹茶小豆)
バウムピンチョス

各¥378

¥324

いちごともものバウムロール ¥324

など

今年は 100 周年だから限定 1 日 100 個！
人気ブランドのバウムクーヘン詰め合わせ（オリジナルトートバック入り）
毎年 3 分で完売するバウムクーヘン詰め合わせ
トートバックは 201９年限定デザインです。

＜詰め合わせ内容＞
クラブハリエ（滋賀）/治一郎（静

価格：1,944 円
※トートバッグ単体は 864 円
トートバッグサイズ：幅 30×高さ 20×マチ 10ｃｍ

岡）/櫟（広島）洋菓子ヴィヨン
（東京）/ユーハイム（兵庫）

お気に入りに出会えるかも！全国 47 都道府県のご当地バウムを食べ比べできるスタンディングバ
ー。

バウムクーヘン BAR47

昨年もご好評いただいたお好きなご当地バウムを 5 種類食べ比べ
ができるコーナー。今年初登場のブランドも多数加わっています！
一口サイズでたくさん食べられるので、バウムクーヘン選びのご参考に。
＜メニュー内容＞
お好きなバウムクーヘン/5 種
￥400
※なくなり次第終了。

26 ブランドが初登場！120 種類以上のバウムクーヘンが 47 都道府県か
ら集められた「ご当地バウム」！
47 都道府県を全て網羅したバウムクーヘンの種類はなんと 120 種類以上！お気に入りのバウムクーヘ
ンと出会うチャンスです！
＜出店者一覧＞
北海道：洋菓子工房年輪舎/柳月/三星 NEW 青森：お菓子のみやきん
岩手：おかし工房
木村屋/ブルージュ プリュス/タルトタタン 宮城：森の芽ぶきたまご舎/夢工房やまもとバーム NEW
秋田：お菓子のくらた 山形：お米の菓子工房コメル 福島：太郎庵 茨城：バームクーヘン専
門店クローネ 栃木：バウムクーヘン工房 はちや 群馬：たまご市場 卵太郎 NEW 埼玉：花
園フォレスト 千葉：見波亭/せんねんの木/パティスリーメヌエット NEW 東京：ロイヤルバウム/洋菓
子ヴィヨン/アニバウム NEW 神奈川：輪心 NEW/The BAUMNEW 新潟：パティスリーメールネ

ージュ 富山：フェルヴェール/ボン・リブラン NEW 石川：メルヘン日進堂/Kikkado/洋菓子工房
ぶどうの木 NEW/ムイネーNEW 福井：西洋菓子倶楽部 山梨：パティスリー ザ・エレン 長野：
信州松本バウムクーヘン工房てまりや/お菓子工房シャルル NEW/ヤムヤムツリーNEW 岐阜：バウ
ムクーヘン専門店よしや 静岡：治一郎/リーベンローザ 愛知：匠工房ホープ/レニエ・グランメゾン/
洋菓子＆ティールームバウムクーヘン工房ももの木 NEW 三重：シラセ 滋賀：クラブハリエ/サロン
ド・カフェ アプリ 京都：ズーセス ヴェゲトゥス 大阪：松月堂本舗/ジョーカー 兵庫：アンテノール/
エスコヤマ/杵屋/ユーハイム/パティスリー リッチフィールド/バウムウントバウム NEW/エレファント リング
NEW/ユーカリプティース NEW 奈良：鹿屋/BAUM283NEW 和歌山：お菓子工房桜和 NEW
岡山：オリジン/パティスリール・フォワイエ NEW 鳥取：パティスリーミノウラ 島根：ままたまご NEW
広島：kunugi/無花果/コンディトライフェルダーシェフ 山口：トロアメゾン/旭酒造 香川：ラ・ファミ
ーユ 愛媛：永久堂/ソルシエ NEW 徳島：イルローザ/鳴戸のいも屋 NEW 高知：たまごファミリ
ー 福岡：ボンサンク/ファットリア ダ コジモ 佐賀：akaneiro NEW 長崎：510SALT NEW
大分：湯布院五衛門 宮崎：フェニックスリゾート NEW 熊本：スイーツラボ ボングー 鹿児
島：菓子工房 Konomoto 沖縄：大家スイーツ工房
※NEW は初出店

「焼きたてバウムクーヘン」
人気のトッピング「追いバター」の他に絶対にはずさない「バニラアイス」も！

毎回好評いただいている焼きたてバウムクーヘンコーナーではトッピングもできるように！トッピングのおすす
めは「バター」！バターたっぷりのバウムクーヘン生地にさらにバターをつける「追いバター」もぜひお楽しみく
ださい。
焼きたてバウムクーヘン
価格：324 円
バタートッピング 価格：10８円
バニラアイストッピング 価格：10８円

フォルカー・グマイナー来日！

昨年に引き続き、フォルカー・グマイナーが来日。ドイツ・シュヴァルツヴァルドで生まれたバウムクーヘンの美
味しさをお楽しみください。
3 月 5 日、6 日来場
【グマイナー】ドイツ・シュヴァルツヴァルト

フォルカー・グマイナー氏は、ドイツ・シュヴァルツヴ
ァルト地方で 1898 年に創業した「グマイナー」の
4 代目オーナーパティシエ。「ルレ・デセール」のメン
バーに最年少(当時)で選ばれ、彼の作るお菓子
は仲間達からも非常に高い評価を得ています。

バウムクーヘンの秘密にせまる

「バウムクーヘンプロフェッショナルトークショー」

毎年好評いただいている「エスコヤマ」小山シェフ、「クラブハリエ」山本シェフ、「ユーハイム」岩附マイスター
のトークショー。司会は門上武司氏。３者のバウムクーヘンに対する熱い姿勢を目の当たりにする深いト
ークをお楽しみに。
開催日時：3 月３日（日）14:00～15:0０ 参加費：1,080 円 20 名限定（試食あり）
事前予約は 2 月 1 日（金）スタート！

シェアザバウム

毎回温かいメッセージとともにご協力いただいているシェアザバウムクーヘン。201８年にご協力いただいた
寄付は 477,550 円となりました。（広島分を含む）
おてらおやつクラブ様を通じて、102 か所のお寺様に 10,080 個のバウムクーヘンを子供たちにお届けい
ただきました。
ついに、ご当地バウムの詳細がわかるサイトがオープンしました！

バウムクーヘン博覧会公式サイト！

ご当地バウムのお店の情報をもっと知りたい！という声にお応えして、ついに「バウムクーヘン博覧会公式
サイト」がオープンしました。バウムクーヘン博覧会の最新情報、ご当地バウムのお店情報はこちらをチェッ
クしてください！
バウムクーヘン BAR47 で食べられるバウムクーヘンの人気投票企画も実施中！どのバウムクーヘンが食
べたいか、お気に入りを見つけてぜひ投票してみてください。
https://www.baumkuchenexpo.jp

バウムクーヘン博覧会」開催概要

名称 バウムクーヘン博覧会
会場 そごう神戸店本館 9 階催事場
日時 201９年２月 28 日（木）～3 月６日（水） １０：００～２０：００
※最終日は１８：００まで
※3 月 1９日(火)～24 日(日)まではそごう広島店でも開催予定
＜バウムクーヘンとは＞
1919 年に日本で初めて焼きあげられたドイツ発祥の焼き菓子。広島のドイツ浮虜展示即売会で
紹介された。木の棒に生地を付けて、専用のオーブンで何層にも焼き上げ、年輪のような模様が
できあがるのが特徴。バウムクーヘンはドイツ語で木（バウム）のお菓子（クーヘン）という意味。

この件に関するお問合せ

バウムクーヘン博覧会実行委員会

佐々木

tel：080-5760-6006

