きん

金鍔

名代

つば

流 石 武 士の子

金 鍔 を 食べたがり

1

（223×126×28mm・0.25kg）

1,458

2,182

江戸名物
〝栄太郎の金鍔〟
金 鍔とは、その名があらわすように
「 刀の鍔 」を 象った菓 子 。
ですから 丸 くて平
たいものが本来の形です。
この金鍔を、江戸当時、日本橋のたもとで屋台店を出し

2,916

売っていたのがのちの細田安兵衛三世、栄太郎でした。餡たっぷりの香ばしいおいし

円（本体価格 2,700円）
（247×238×53mm・0.92kg）

■		12個入

さは、まず魚河岸に集まる商人や軽子たちの評判を呼び、
さらに噂は江戸中に広

り

円（本体価格 2,020円）
（223×126×78mm・0.64kg）

■		 9個入

720円）

■		 3個入

まりました。
江戸っ子の人気を博したこの金鍔は、小麦粉を練った生地で餡を薄く包み、胡
麻油を引いた銅板で両面を焼き、次に側面を転がしながら焼いたもの。手間暇は掛

る

3個入

かりますが、「小指の先ほどの小麦粉生地で箔のように薄く包む」
のが伝統の技。栄

やなぎ た

日保ち 15日
● 特定原材料 小麦・卵
※ごま・桜・甘夏・ずんだ・栗・芋などの季節限定餡もございます。

太郎が親孝行者ということもあり、〝栄太郎の金鍔〟
と親しまれ、現在の商号「榮太

は や り

樓」
となる基ともなりました。

はい ふう

江戸当時、
こんな川柳や流行歌も詠まれたとか…
「流石武士の子 金鍔を 食べた

よう

がり（俳風 柳 多留）」「年季増しても食べたいものは 土手のきんつば、
さつま芋（里

2

謡）」。丸い形にこだわりながら今日まで連綿と受け継いでまいりました。今も昔も
金鍔は榮太樓の
〝看板菓子〟
でございます。

円（本体価格 1,350円）
（223×126×54mm・0.45kg）

■		 6個入

200円）

■ 1個

216円（本体価格
778円（本体価格

名代金鍔

ある

へい

とう

えい

梅ぼ志飴（黄）

あめ

抹茶飴
梅ぼ志飴（紅）

ろう

のど飴
黒飴

た

紅茶飴

有平糖榮太樓飴・果汁飴

バニラミルク飴

南蛮渡来の高級菓子 有平糖をもっと気軽に…と、
創意工夫から生まれたのが榮太樓飴。

そんな江戸時代から伝わる職人の技と経験を活かし、
新たに「バニラミルク飴」が生まれました。
北海道根釧地区産生クリームと
マダガスカル産バニラビーンズを使用した、
まろやかでこくのある甘みが特徴です。

また、国産果実を使用した、無香料・無着色の「果汁飴」は、

果物本来の甘みと香りをそのままお楽しみいただけます。
一息つきたい時に、大切な方への贈りものにと、
幅広くお使いいただけます。
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新発売

榮太樓飴 袋入
■ 1袋

榮太樓飴 袋入
「バニラミルク飴」

486円（本体価格 450円）

■ 1袋

梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴 各150g入

486円（本体価格 450円）

150g入

榮太樓飴 缶入
■ １缶

4缶入

389円（本体価格

360円）

梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴 各90g入

■ 2缶入

843円（本体価格

32粒入

780円）

梅ぼ志飴・黒飴 90g入×2缶
（115×224×31mm・0.39kg）

■ 3缶入1,253円（本体価格 1,160円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴 90g入×3缶
（115×335×31mm・0.58kg）

■ 4缶入 1,664円（本体価格 1,540円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴 90g入×4缶
（224×227×31mm・0.76kg）

榮太樓飴 化粧箱
■ 21粒入

756

円（本体価格 700円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴・バニラミルク飴
（215×104×34mm・0.20kg）

■ 32粒入 1,080円（本体価格 1,000円）

梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴・バニラミルク飴
（196×96×62mm・0.26kg）

榮太樓飴 巾着袋

■ 24粒入 800円（本体価格 740円）

梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴・バニラミルク飴
（150g）

果汁飴 巾着袋

■ 24粒入 800円（本体価格 740円）
あまおう・大長れもん・宮古島マンゴー
王林りんご・温州みかん
（97g）

日保ち 1年
● 榮太樓飴…「紅茶飴」
「バニラミルク飴」特定原材料 乳成分
「黒飴」
「抹茶飴」
「のど飴」特定原材料は使用しておりません。※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
「梅ぼ志飴」
● 果汁飴……特定原材料は使用しておりません。※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
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ある

有平糖榮太樓飴・果汁飴
へい
とう

えい
た
ろう
あめ

榮太樓飴・果汁飴 透かし箱

2,441

円（本体価格 2,260円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴
あまおう・宮古島マンゴー・温州みかん
飴ポーチ
（赤）付
（257×232×57mm・0.63ｋｇ）

■ 6本入

榮太樓飴 透かし箱

榮太樓飴・果汁飴 透かし箱

■ 6本入

■ 1本

2,441円（本体価格 2,260円）

梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴・バニラミルク飴
飴ポーチ
（紺）付
（257×232×57mm・0.70ｋｇ）

368

円（本体価格 340円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴
（各80g）
バニラミルク飴
（77g）
あまおう・大長れもん・宮古島マンゴー
王林りんご・温州みかん
（各58g）

果汁飴 透かし箱

2,441

円（本体価格 2,260円）
あまおう×2・大長れもん・宮古島マンゴー
王林りんご・温州みかん
飴ポーチ
（ピンク）付
（257×232×57mm・0.56ｋｇ）

■ 6本入

榮太樓飴 透かし箱

1,221

円（本体価格 1,130円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴
（136×177×57mm・0.34ｋｇ）

■ 3本入

榮太樓飴・果汁飴 透かし箱

3,672

円（本体価格 3,400円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴
あまおう・大長れもん・宮古島マンゴー・王林りんご・温州みかん
飴ポーチ
（紺）付
（257×338×57mm・0.98kｇ）

■ 10本入

果汁飴 透かし箱

1,221

円（本体価格 1,130円）
あまおう・宮古島マンゴー・温州みかん
（136×177×57mm・0.27ｋｇ）

■ 3本入

日保ち 1年
● 榮太樓飴…「紅茶飴」
「バニラミルク飴」特定原材料 乳成分
「黒飴」
「抹茶飴」
「のど飴」特定原材料は使用しておりません。※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
「梅ぼ志飴」
● 果汁飴……特定原材料は使用しておりません。※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
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榮太樓あんみつ

「喫茶室の味わいを手軽に楽しんで

いただきたい― ｣
昔も今も、榮太樓のあんみつには

そんな思いが込められています。

歯ざわりのよい寒天に、チェリーや

桃、葡萄など果物の彩りも豊か。

別添のみつをかけて、本格的な味わいを

ご家庭でもお楽しみください。

白みつ・黒みつ
■ 1個

486円（本体価格

450円）

■ 4個入 2,160円（本体価格 2,000円）
（225×228×78mm・1.52kg）

■ 6個入 3,240円（本体価格 3,000円）
（225×328×78mm・2.25kg）

■ 9個入 4,860円（本体価格 4,500円）
6個入
日保ち 6ヵ月
● 特定原材料は使用しておりません。
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（328×328×78mm・3.32kg）

焼菓子

なめらかな黄味餡入りの「桃山」
。

ほっくりとした栗餡がうれしい

「栗まんじゅう」
。

つぶし餡が懐かしい味わいの

「東まんじゅう」
。

東まんじゅう

いずれも、しっとりとした

桃山

焼き上がりで、どなたにも

愛される美味しさです。

栗まんじゅう

桃山・栗まんじゅう・東まんじゅう

桃山

■

1個

■

8個入

173円（本体価格 160円）
1,491円（本体価格 1,380円）

（190×353×45mm・0.53kg）

■ 12個入 2,236円（本体価格 2,070円）
（240×353×45mm・0.74kg）

■ 16個入 2,981円（本体価格 2,760円）
12個入

（290×353×45mm・1.01kg）

日保ち 30日
●「桃山」特定原材料 卵 ※小麦・乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造。
「栗まんじゅう」
「東まんじゅう」特定原材料 小麦・卵・乳成分 ※落花生を含む製品と共通の設備で製造。

日本橋まんじゅう

ミルク風味の白餡を

ソフトな生地で包みました。

やさしく焼きあげた口どけが

人気の「日本橋まんじゅう」。

定番のお味「ミルク」のほかに、

季節限定の餡もございます。

ミルク

ミルク・季節限定餡
■		 1個
■		 5個入

119円（本体価格
648円（本体価格

110円）
600円）

（153×110×58mm・0.23kg）

■ 9個入

1,178

円（本体価格 1,090円）
（190×353×45mm・0.48kg）

■		15個入 1,944円（本体価格 1,800円）
（240×353×45mm・0.75kg）

15個入

■		24個入 3,068円（本体価格 2,840円）
（290×353×45mm・1.16kg）

日保ち 60日
● 特定原材料 小麦・卵・乳成分 ※落花生を含む製品と共通の設備で製造。
※季節限定餡は、桜・緑茶・メープル・林檎など季節によって変わります。
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日本橋どらやき

■ 5個入

小麦と小豆は北海道産を使用。

■ 1個

ふんわりと焼き上げた生地に、

優しくあんをはさみました。

しっとりと弾力のある生地と

小豆本来の美味しさが活きる

つぶしあんの調和。

素材と食感にこだわった

榮太樓のどらやきを

お楽しみください。

つぶしあん

173円（本体価格
994円（本体価格

（308×164×70mm・0.64kg）

160円）
920円）

■ 8個入 1,566円（本体価格 1,450円）
（308×306×58mm・0.97kg）

■ 12個入 2,312円（本体価格 2,140円）
（308×413×58mm・1.43kg）

8個入

日保ち 30日
● 特定原材料 小麦・卵 ※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
※桜・甘夏・栗・あまおうなどの季節限定餡もございます。
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新発売

柿種あとくち豆
ピーナッツ

日本橋小町

磯ごろも

おのろけ豆
五種野菜
黒糖
三色ごろも豆
和三盆まころん

そば
胡麻板

カリッと香ばしい豆菓子が新登場。

いかと海苔の旨味「磯ごろも」と、

醤油だれを絡め海苔を散らした

「おのろけ豆」は落花生入り。

彩りもたのしい「三色ごろも豆」は

大豆入り。

ピリ辛あられと落花生をあわせた

「柿種あとくち豆」はあとをひく

美味しさです。

多彩な菓子を取り揃えた

日本橋小町は、

装いも新しくなりました。

黒糖・五種野菜・ピーナッツ・三色ごろも豆
磯ごろも・おのろけ豆・和三盆まころん
柿種あとくち豆・胡麻板
■		1袋
■		6袋入

281円（本体価格
1,793円（本体価格

260円）

1,660円）
黒糖・五種野菜・おのろけ豆・和三盆まころん・柿種あとくち豆・胡麻板
（190×353×45mm・0.53kg）

■		9袋入 2,690円（本体価格 2,490円）
9袋入

黒糖・五種野菜・ピーナッツ・三色ごろも豆・磯ごろも・おのろけ豆
和三盆まころん・柿種あとくち豆・胡麻板
（240×353×45mm・0.78kg）

日保ち 4ヵ月
●「黒糖」
「三色ごろも豆」特定原材料 小麦
※「黒糖」は、乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造。 ※「三色ごろも豆」は、卵・乳成分・えび・かにを含む製品と共通の設備で製造。

●「五種野菜」特定原材料 小麦・乳成分 ※落花生・そばを含む製品と共通の設備で製造。
●「ピーナッツ」
「磯ごろも」
「おのろけ豆」
「柿種あとくち豆」特定原材料 小麦・落花生

※
「ピーナッツ」は、乳成分を含む製品と共通の設備で製造。 ※
「磯ごろも」
「おのろけ豆」
「柿種あとくち豆」は、卵・乳成分・えび・かにを含む製品と共通の設備で製造。

●「和三盆まころん」特定原材料 卵 ※小麦・乳成分・落花生・そばを含む製品と共通の設備で製造。
●「胡麻板」特定原材料は使用しておりません。 ※小麦・乳成分・落花生を含む製品と共通の設備で製造。
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ひとくち煉羊羹

小豆

ねり
よう
かん

小倉

黒糖
新発売
抹茶

新発売
ほうじ茶

香り高い茶葉を使用した「抹茶」

「ほうじ茶」が新たに仲間入り。

沖縄産黒糖を使用の「黒糖」や、

北海道産小豆の風味豊かな

「小豆」
「小倉」など、

さまざまな素材の旨味を

お楽しみいただける煉羊羹です。

熟練した職人により

受け継がれてきた伝統の味を、

手軽にお楽しみいただける

形に仕立てました。

小豆・小倉・黒糖・抹茶・ほうじ茶
■		1本
■		2本入

162円（本体価格 150円）
411円（本体価格 380円）

小豆・小倉
（150×73×32mm・0.10kg）

■		3本入 584円（本体価格 540円）
小豆・小倉・黒糖
（150×93×32mm・0.13kg）

■		5本入 918円（本体価格 850円）
小豆･小倉・黒糖・抹茶・ほうじ茶
（150×133×32mm・0.21kg）

5本入

日保ち 1年
● 特定原材料は使用しておりません。
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本店限定品
あま

甘名納糖

創製菓子

な
なっ
とう

金時ささげを丁寧に蜜煮をして

■		

仕上げる「甘名納糖」
。

江戸当時はまだ高嶺の花で

あった菓子を、どなたにも

楽しんでいただけるようにと

工夫を重ねて創りあげた、

榮太樓の創製菓子でございます。

甘名納糖

袋入

713円（本体価格

660円）

（170g入）

お目出糖
■

箱入

1,545円（本体価格 1,430円）

（170×120×30mm）
お目出糖

日保ち 箱入／3日 袋入／6日
● 特定原材料は使用しておりません。
※袋入に干菓子、あられは入っておりません。
※入荷日限定のため、数量に限りがございます。品切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。
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本店限定品

玉だれ

創製菓子

本店限定品
たかどの

楼
おお みや びと

こう ろう

そ せき

大宮人の住まう高楼の礎石を表した

渋皮栗を一粒、とろけるしぐれの

上品な甘味に、山葵の辛味が香気をそえる

日保ち 3日
● 特定原材料 小麦
※入荷日限定のため、数量に限りがございます。品切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。

雅趣あふれるお菓子。
■ 3本入 3,921円（本体価格 3,630円）

「玉だれ」は、榮太樓の創製菓子。
静岡の清流に育つ生山葵を丁寧にすりおろし、

黄味餡と風味豊かな小豆餡で包みました。
その姿と、まろやかで品のある

（142×77×42mm・0.32㎏）

大和芋などと合わせた餡を

甘みは、飛鳥・天平の時代を想わせます。
◆「大宮人の住まう高楼の礎石」

日保ち 4日
● 特定原材料 卵
※入荷日限定のため、数量に限りがございます。品切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。

求肥で巻きあげました。
その名のように、謡曲にもうたわれる
典雅な簾に見立てた銘菓です。

756

◆

皇室・神宮などの優美で上品な高く構えた家屋の
礎石となる石。（柱の下に置く石・いしずえ）
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■ 2個入 1,750円（本体価格 1,620円）

2個入

（199×121×29mm・0.64kg）
3本入

700円）

円（本体価格
（73×73×38mm・0.15㎏）

■ 1個入

1,188円（本体価格 1,100円）
■ 1本入

あずき哉

その切り口の美しさは、

煉 羊羹

かな

小豆そのものが持つ、深い旨味と風味を

ご堪能いただけるようにと生まれました、

その名も「あずき哉」。

北海道産小豆をやさしい甘味で仕上げ、

小豆の風味を最大限に引き出しました。

栗入

わずかに残る渋味も、小豆本来の滋味。

職人の技が冴える、

榮太樓の自信作です。

小豆

小豆・栗入

1,296円（本体価格 1,200円）
■ 栗入 1棹 1,620円（本体価格 1,500円）
■ 2棹入
3,240円（本体価格 3,000円）
■ 小豆 1棹

小豆・栗入
（195×140×42mm・0.84kg）

3棹入

■ 3棹入

日保ち 15日
● 特定原材料 小麦
※限定店にての取扱いとなります。ご用の節は係員にお申し付けください。

4,590

円（本体価格 4,250円）
小豆×2・栗入
（195×205×42mm・1.24kg）

ねり
よう
かん

丹精こめて煉り上げた

和菓子職人の腕の見せどころ。

昔ながらの製法をいまに伝える

榮太樓の煉羊羹は、

いつの時代にも、

どなたにもお喜びいただける

和菓子の定番です。

小豆

小豆・小倉・栗

■ 小豆 1棹 1,620円（本体価格 1,500円）

■ 小倉 1棹 1,620円（本体価格 1,500円）
■栗

1棹 1,944円（本体価格 1,800円）

3,564

円（本体価格 3,300円）
小豆・小倉
（214×145×43mm・1.10kg）

■ 2棹入		
3棹入
日保ち 1年
● 特定原材料は使用しておりません。
※限定店にての取扱いとなります。ご用の節は係員にお申し付けください。

5,670

円（本体価格 5,250円）
小豆・小倉・栗
（214×200×43mm・1.70kg）

■ 3棹入		
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折節の贈りもの

七五三

かつぶし飴

ことぶき飴

ことぶき飴 80ｇ入

357円（本体価格 330円）

■ 鳩缶
かつぶし飴 80ｇ入

■ 祝飴 千歳袋 2缶入 789円（本体価格 730円）
ことぶき飴・かつぶし飴 80ｇ入×2缶

■ 祝飴 化粧箱 2缶入

821円（本体価格 760円）

ことぶき飴・かつぶし飴 80ｇ入×2缶
（103×196×32mm）

5本入

千歳飴（白・紅）
■ 1本
■ 3本入

141円（本体価格 130円）
497円（本体価格 460円）

白×2、紅×1

■ 5本入

778円（本体価格 720円）

お子様の長寿を願い、

357円（本体価格 330円）

■ てまり缶

化粧箱

榮太樓の飴で由緒正しい七五三のお祝いを。

祝飴（ことぶき飴・かつぶし飴）

白×3、紅×2

■ 7本入 1,059円（本体価格 980円）
白×4、紅×3

販売期間 10月15日〜11月15日
日保ち 千歳飴／4ヵ月 祝飴／1年
● 千歳飴・祝飴…「千歳飴」
「ことぶき飴」
「かつぶし飴」特定原材料は使用しておりません。

折節の贈りもの

お年賀

※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。

594

■紫

594円（本体価格 550円）

円（本体価格 550円）
梅ぼ志飴・黒飴 13粒入
梅ぼ志飴・黒飴 13粒入

江戸初春 2個入（梅ぼ志飴・黒飴）

713

円（本体価格 660円）
干支
（梅ぼ志飴 9粒入）
、宝船
（黒飴 9粒入）
（150×208×28mm・0.18kg）

■

販売期間 12月16日〜1月15日
日保ち 1年
● 江戸初春・お獅子…「梅ぼ志飴」
「黒飴」特定原材料は使用しておりません。
※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。

※「江戸初春」のデザインは干支により毎年変わります。
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新しい年のご挨拶に相応しい榮太樓の飴。

■緑

干支やお獅子の姿でご用意いたします。

お獅子（梅ぼ志飴・黒飴）

祝菓子

かつぶし飴 箱入

ことぶき飴 箱入

■小

■小

216円（本体価格 200円）

かつぶし飴 55g入×1袋
（151×117×21mm・0.08kg）

303

216

円（本体価格 200円）
ことぶき飴 55g入×1袋
（151×117×21mm・0.08kg）

303

円（本体価格 280円） ■ 大
円（本体価格 280円）
かつぶし飴 85g入×1袋
ことぶき飴 85g入×1袋
（171×121×21mm・0.12kg）
（171×121×21mm・0.12kg）

■大

松寿セット

1,070

円（本体価格 990円）
ことぶき飴・かつぶし飴 55g入×2袋、日本橋羊羹
（小豆）
（205×160×33mm・0.43kg）

■

大 2袋入

ことぶき飴・かつぶし飴 箱入

■ 小 432円（本体価格 400円）

ことぶき飴・かつぶし飴 55g入×2袋
（189×140×21mm・0.15kg）

■ 大 584円（本体価格 540円）

ことぶき飴・かつぶし飴 85g入×2袋
（191×161×25mm・0.22kg）

松寿セット

1,469

円（本体価格 1,360円）
飴
（鶴亀）80g入×2缶、日本橋羊羹
（小豆）
（208×160×33mm・0.57kg）

■

■ 大 875円（本体価格 810円）

ことぶき飴・かつぶし飴 85g入×3袋
（242×145×27mm・0.34kg）

入社祝いや創立記念など様々のお祝いには、日本人の心の優しさを感じさせる、榮太樓のお菓子が喜ばれます。

821

円（本体価格 760円）
ことぶき飴・かつぶし飴 80g入×2 缶
（102×195×32mm・0.32kg）

■

亀甲や鰹節の形をした榮太樓飴をはじめ、伝統的な「紅白まんじゅう」
「打菓子」など各種取り揃えております。

鶴亀セット

日保ち 1年
● 榮太樓飴……
「ことぶき飴」
「かつぶし飴」特定原材料は使用しておりません。
※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。

● 日本橋羊羹…特定原材料は使用しておりません。
※「ことぶき飴」は梅ぼ志飴を亀甲の形にしたもの、また
「かつぶし飴」は黒飴を鰹節の形にしたものです。
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3袋入

御赤飯 ごま塩付（お日保ちパック）
■ 1袋
■ 2袋入

432円（本体価格 400円）
1,080円（本体価格 1,000円）

（175×175×39mm・0.56kg）

■ 3袋入 1,469円（本体価格 1,360円）
（175×175×62mm・0.81kg）
■ 5袋入

2,484

円（本体価格 2,300円）
（175×175×90mm・1.34kg）

日保ち 1年
※盛付例

じょうよ

紅白藷蕷まんじゅう（白：こし餡、紅：白餡）
■ 1号 1,037円（本体価格

960円）
白・紅 95g×2（65×126×50mm）

紅白小麦まんじゅう（白：こし餡、紅：白餡）
■ 1号

476

円（本体価格 440円）
白・紅 60g×2（68×130×43mm）

■ 2号 1,156円（本体価格 1,070円）

■ 2号 789円（本体価格 730円）

日保ち

日保ち

白・紅 110g×2（77×148×45mm）
2日

白・紅 100g×2（80×152×47mm）
2日

菊型打菓子（白：こし餡、紅：白餡）
鶴の子餅
■

756

円（本体価格 700円）
白・紅 120g×2（102×137×28mm）

販売期間 10月2日〜5月31日
日保ち 2日

■ 1号

519

■ 2号

746

円（本体価格 480円）
白・紅 42g×2（65×124×32mm）
円（本体価格 690円）
白・紅 95g×2（88×170×37mm）

■ ３号 1,026円（本体価格 950円）
白・紅 153g×2（105×202×42mm）

日保ち 6日
※湿度等により重量にバラつきの出やすい商品です。
記載の重量は標準値です。

● 御赤飯 ･·························· ｢ごま塩」特定原材料 乳成分
● 紅白藷蕷まんじゅう··········· 特定原材料は使用しておりません。※小麦・乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
● 紅白小麦まんじゅう··········· 特定原材料 小麦・卵・乳成分
● 菊型打菓子・鶴の子餅···· 特定原材料は使用しておりません。
※まんじゅう・打菓子・鶴の子餅につきましては、特注品のためご注文を頂いてからお渡しまで日数を頂戴しておりますのでご了承ください。
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仏事菓子

■ 2個入 1,037円（本体価格 960円）
青・白 95ｇ×2（68×127×50mm）

日保ち 2日

じょうよ

292

円（本体価格 270円）
黒飴 80g入×1袋
（165×118×12mm・0.11kg）

■

日保ち

1年

仏事用榮太樓飴 2缶入

仏事用藷蕷まんじゅう
（青：白餡、白：こし餡）

■ 3個入 1,502円（本体価格 1,390円）
青・白 95ｇ×3（68×188×50mm）

日保ち 2日

じょうよ

843

円（本体価格 780円）
黒飴・抹茶飴 90g入×2缶
（115×224×31mm・0.39kg）

■

日保ち

1年

仏事用榮太樓飴 化粧箱21粒入

仏事用藷蕷まんじゅう

（青：白餡、白：こし餡）

■ 5個入 2,441円（本体価格 2,260円）
白・青 95g×5（155×155×52mm）

日保ち 2日

■

756

円
（本体価格 700円）
梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴
（215×104×34mm・0.20kg）

日保ち

1年

故人を偲び霊の安臥を願う法要。榮太樓では、仏事用品の中で一般的に用いられている和菓子を謹製しております。

瑞雲パック

（青：白餡、白：こし餡）

ご法要には「藷蕷まんじゅう」
、ご会葬の御礼に「瑞雲パック」などのご用を承ります。

じょうよ

仏事用藷蕷まんじゅう

● 榮太樓飴··························· ｢梅ぼ志飴」
「黒飴」
「抹茶飴」特定原材料は使用しておりません。
※乳成分を含む製品と共通の設備で製造。

● 仏事用藷蕷まんじゅう········· 特定原材料は使用しておりません。※小麦・乳成分を含む製品と共通の設備で製造。
※「瑞雲パック」に入っております黒飴は、楕円形になっております。
※まんじゅうにつきましては、特注商品のためご注文を頂いてからお渡しまで日数を頂戴いたしておりますのでご了承ください。
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ようこそ、榮太樓へ。

昭和通り

中央通り

外堀通り

銀座線・東西線 日本橋駅 B9出口 徒歩2分
銀座線・半蔵門線 三越前駅 B5出口 徒歩2分

榮太樓總本鋪の起こりは、文政元年（一八一八）

日本橋駅 B9出口

に細田徳兵衛が孫二人を連れて江戸に出府、

三越前駅 B5出口

「井筒屋」の屋号で菓子の製造販売を始めた
ものであり、弊社ではこの一八一八年をもって

やがて、徳兵衛の曾孫に当たる細田安兵衛

榮太樓

COREDO
日本橋

永代通り 本店

創業の年としております。

（幼名栄太郎）が安政四年（一八五七）に
日本橋のたもと西河岸町に店を構え、
自身の幼名に因み「榮太樓」と改号。

首都高

呉服橋

髙島屋

東京駅

名代「金鍔」に加え、甘名納糖、梅ぼ志飴、
玉だれなど今に続く菓子を創製し、
今日の基盤を築きました。
みなさまに愛されて一九〇余年、
これからも技を磨き、進取の志を持って
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常に時代にかなった〝 味わい〟を
目指してゆきます。

三越

平日
（月〜金 ）1 0 :0 0〜1 7 :0 0

◆商品価格には、消費税が含まれております。◆表示サイズは「たて×よこ×高さ・総重量」です。
◆掲載の日保ちは目安です。各商品に記載してありますのでご確認のうえお召しあがりください。
◆特定原材料は、表示義務品目7 品目が対象になっております。
◆商品の取扱いについては、店舗により異なりますのでご用の節は係員におたずねください。
◆商品の内容・意匠・価格・販売期間などについては、変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

2017 年
1月制作

