
2020年 ２～４月号

だより

１本 900円　賞味期間／20日間

１個 270円　賞味期間／15日間

バレンタインデー・ホワイトデー好適品

まん と

日本を代表する伝統菓子の羊羹と西洋を代表する伝統菓子
のチョコレートの取り合わせの妙を楽しんでいただく新しい伝
統菓子です。羊羹・チョコレートともに豆の風味と独特の苦味が
あり、日本茶とりわけ抹茶やモカコーヒー等とお楽しみください。

１箱（９個入） 1,620円
賞味期間／120日間

１個 486円
賞味期間／14日間

カステラに合わせて選んだ自家製の羊羹とカステラの間
に挟み５層にすることでよりやわらかな食感と味と香りの広
がりをお楽しみいただけます。

皮ごと食べられる高級バナナ「神バナナ」と伝統製法の
羊羹が出会いました。伝統製法でつくりあげた羊羹の、
皮ごと食することのできる自然農法でつくられたバナナの
豊かで深い味わいをお楽しみください。

小型シベリア

柔らかく、しっとりと焼き上げられ、きめ細やかなかつ弾力
性のある歯ざわり、上品で優雅な味わいに仕上げました。

バターカステラ

ポルトガル渡りの伝統製法の丸ぼうろにバターを加え、さ
らなる美味しさを創製しました。豊かなあじわいをお楽し
みください。

村岡総本舗では創業120周年を記念し、濃厚な備中（びっちゅ
う、岡山県）産小豆を使用し、伝統製法で仕上げた「最上別製
小城羊羹」を創製いたしました。本店・通信販売での限定販売

バターぼうろ

小型小城羊羹

最上別製小城羊羹

ソフトな舌ざわりのインゲン豆入りチーズタルト、ケイジャー
ダ（けさちいな）の豊かな味わいをお楽しみ下さい。

皮ごと食することのできる自然農法で作られたバナナを原
料とした白餡をクッキー生地で包み、しっかりと焼き上げ、
仕上げに粉糖をかけた菓子です。

ケイジャーダ〔けさちいな〕 バナナ萬頭

バナナ羊羹携帯ＱＲコード

本店・羊羹資料館 佐賀県小城市小城町861
お問合せ・ご注文先 ☎ 0120-35-8057（午前８時～午後５時）
 FAX 0952-37-3191
オンラインショッピング www.muraoka-sohonpo.co.jp
 E-mail:info@muraoka-sohonpo.co.jp

お支払い方法

通常
の場合

銀行
振込

郵便
振込

お急ぎ
の場合

コウノマチ

上記のお支払い代金に【代金引換手数料330円】が加わります。
（商品代10,800円以上の場合代金引換手数料330円は無料です。）

村岡総本舗

通信販売発送のご案内

（天候の影響により遅れる場合があります）

直売店の催し物のご案内
● 2月22日（土）23日（日） 鳥栖店宗歓キャンペーン
● 2月29日（土）3月 1日（日） 唐人町店宗歓キャンペーン
● 3月 7日（土） 多久店、白石店宗歓キャンペーン
● 3月14日（土） 佐賀空港店宗歓キャンペーン
● 3月20日（金） 小城地区羊羹まつり
● 3月28日（土）29日（日） 有田店宗歓キャンペーン
● 4月 4日（土） 唐津中央店宗歓キャンペーン

各地催し物のご案内
「特製切り羊羹」、「とら焼宗歓」、「丸ぼうろ」、
「極上羊羹　心・愛・和」をお持ち致します。

特製切り羊羹

本煉
紅煉
小倉
抹茶
各800円

きびざとう
800円
青えんどう
900円

賞味期限／５～９月：13日間
10月・４月：18日間
11～３月：20日間

（月に１回製造販売）日時はまだ確定いたしておりませんので
随時フェイスブックにてご案内させていただきます。

YOKANCHOCOLATE SAKURAOKA
NEW!

新商品

賞味期間／20日間

 １個　 195円
 ５個詰 1,140円
 10個詰 2,170円

賞味期間／20日間

 １個　 87円
 10個入袋 870円

１個 130円
５個入袋 650円
賞味期間：15日間

水羊羹に『バナナ水羊羹』が新たに加わりました。

１個　454円　●賞味期限／90日間

「バナナ水羊羹」

１本　1,620円

賞味期間
５月～９月：13日間
４月・10月：18日間
11月～３月：20日間

パイまんじゅう気球船

練りパイの製法に改良を加え、何層にも重なったパイ生地
と羊羹作りによって磨かれた餡のおいしさが楽しめます。
（小倉・かぼちゃ）

賞味期間／12日間

 １個　 162円
 ５個入袋 810円
 10個入箱詰 1,840円

 １本　　　   130円
 ２本詰（紙箱）  304円
 ３本詰（紙箱）   434円
 ５本詰（紙箱）   694円
 ８本詰（紙箱）   1,084円
 12本詰（紙箱）   1,670円
 16本詰（紙箱）   2,190円
 24本詰（紙箱）   3,230円
 40本詰（紙箱）   5,420円
 80本詰（紙箱）   10,730円
 160本詰（紙箱）   21,240円
賞味期間／180日間

紅　煉芭蕉（バナナ）

新発売

抹　茶 本　煉 小　倉

お子様からお年寄りまで好評の「小さくて、賞味期間も長く、味も
本格的」な羊羹です。手土産や携帯食としても重宝されています。
新たに「芭蕉（バナナ）」味が加わりました。

季節限定販売
梅（１～５月）

まろん（10～12月）

水羊羹（5月～8月季節限定）

１個 120円
賞味期間／12日間

そう かん

とら焼 宗　歓



賞 味 期 限
宗歓・最中・気球船・菓悦・八天…12日間／150g特製切り羊羹・特製切り羊羹…５月～９月：13日間、４・10月：18日間、11～３月：20日間
バターぼうろ・丸ぼうろ・ケイジャーダ…20日間／麦と粟…25日間／鳳梨萬頭・あげまきサブレ…45日間／極上羊羹…120日間
小城羊羹（大型）・特製栗羊羹・小型小城羊羹…180日間

おすすめの詰め合わせ
〈1,000円～3,000円以上詰め合わせ〉

新砂糖街道（小）商品番号
〔通年③〕

980円（税込）
宗歓 ………………２個
あげまきサブレ ……２個
鳳梨萬頭 …………２個
麦と栗……………… １個

人気の商品詰め合わせです。

ケイジャーダ詰め合わせ（B）商品番号
〔通年⑫〕

1,172円（税込）
ケイジャーダ ………２個
最中 ………………４個
宗歓 ………………２個

最中は最近また人気が
出てきています。

宗歓詰め合わせ商品番号
〔通年⑳〕

1,293円（税込）
宗歓 ………………４個
気球船 ……………４個

佐賀の風物詩熱気球大会
は、毎年11月に多くの見物客
で賑わいます。

商品番号
〔通年⑮〕

1,470円（税込）
バターぼうろ ………８個
丸ぼうろ ……………７個

バターぼうろと丸ぼうろの食べ
比べをお楽しみ頂けます。

手土産好適品商品番号
〔通年⑭〕

1,906円（税込）
特製切り羊羹……… １本
最中 ………………４個
宗歓 ………………２個
気球船 ……………２個

伝統製法の特製切り羊羹は
佐賀の人々に愛されています。

新砂糖街道（中）商品番号
〔通年②〕

1,989円（税込）
宗歓 ………………２個
あげまきサブレ ……４個
鳳梨萬頭 …………４個
麦と粟………………２個
気球船 ……………２個

パイナップルジャム餡の鳳梨
萬頭（おんらいまんと）は日持
ちも長く人気の商品です。

バターぼうろ・丸ぼうろ詰め合わせ
銘 菓 詰 合 せ商品番号

〔通年46〕

3,334円（税込）
宗歓 ………………４個
気球船 ……………２個
あげまきサブレ ……５個
最中 ………………４個
鳳梨萬頭 …………６個
特製切り羊羹……… １本

あげまきサブレは「香ばし
い」「サクサクしている」と
好評です。

人気の商品詰め合わせ（Ａ）商品番号
〔通年⑩〕

3,347円（税込）
宗歓 ………………２個
丸ぼうろ ……………２個
最中 ………………６個
特製切り羊羹………２本
小型小城羊羹 ……４本

菓子、羊羹の人気商品を
詰め合わせしました。

新砂糖街道（大）商品番号
〔通年①〕

3,378円（税込）

人気の商品詰め合わせです。

羊羹詰め合わせ（Ｃ）商品番号
〔通年⑨〕

3,826円（税込）
小城羊羹（大型）……１本
特製切り羊羹…………１本
特製栗羊羹 …………１本

伝統製法の羊羹と現代製法
の羊羹の食べ比べできご贈答
用にお使い頂いております。

大 肥 前（月）商品番号
〔通年⑥〕

4,020円（税込）
宗歓 ………………５個
最中 ………………６個
菓悦 ………………２個
八天 ………………２個
特製切り羊羹………２本

人気の菓子と伝統製法の
羊羹を楽しめる詰め合わせ
になっております。

羊羹詰め合わせ（Ｂ）商品番号
〔通年⑧〕

4,986円（税込）
極上羊羹 ………… １本
小型小城羊羹 ……９本
水ようかん …………３個

ご贈答に人気の極上羊羹
の詰め合わせです。

宗歓 ………………４個
あげまきサブレ ……５個
鳳梨萬頭 …………６個
麦と粟………………２個
特製切り羊羹……… １本
気球船 ……………２個

商品番号
〔通年⑪〕

2,157円（税込）
ケイジャーダ ………４個
最中 ………………６個
宗歓 ………………２個
気球船 ……………２個

とら焼宗歓はしとり感のある
生地とやさしい味わいの紅
餡で和菓子一番人気です。

150ｇ特製切り羊羹詰め合わせ商品番号
〔通年⑬〕

3,071円（税込）
最中 ………………… ６個
丸ぼうろ ……………… ２個
宗歓 ………………… ２個
八天 ………………… ２個
小型小城羊羹 ……… ４本
150ｇ特製切り羊羹…… ２本

羊羹と焼菓子の詰め合わせ
です。

ケイジャーダ詰め合わせ（Ａ）

〈3,000円以上詰め合わせ〉


