廣榮堂のお菓子

個包装

1,188 円（税込）

【特定原材料等：小麦】

８個入り

540 円（税込）

【特定原材料等：小麦】

直営店限定販売

ハンドバッグ型

むかし吉備団子

昔からの製法にこだわり︑

【特定原材料等：小麦】

本物のおいしさを追求した

20 個入り

﹁むかし吉備団子﹂︒

15 個入り（木箱） 1,080 円（税込）
24 個入り（木箱） 2,160 円（税込）

岡山市高松地区の契約農家で栽培し

手提袋

た希少な特別栽培のもち米をひと晩

木箱入り

水で浸して石臼で挽きひとつひとつ

丹精込めて調製いたしました︒

個包装

650 円（税込）

30 個入り

1,300 円（税込）

岡山名物きびだんご︒

廣榮堂が創業より守り続ける

伝統の味です︒

海塩きびだんご

天然のミネラルが含

まれた伊豆大島産自

然 海 塩﹁海 の 精﹂を

使 用︒ほ の か に 塩 味

が残る大人の味です︒

10 個入り（個包装）430 円（税込）

【特定原材料等：小麦】

元祖
きびだんご

15 個入り

元祖きびだんご

国産のもち米に砂糖

と水飴︑
きびを加えま

し た︒素 材 の 旨 味 が

10 個入り（個包装）430 円（税込）

【特定原材料等：小麦】

スポーツ
きびだんご

塩レモン味

エネルギーとミネラ

ルを手軽に補給でき

るきびだんご︒

10 個入り（個包装）430 円（税込）

【特定原材料等：小麦】

生きた素朴な味です︒

白桃きびだんご

650 円（税込）

【特定原材料等：小麦・もも】

あっさりとした塩レ

10 個入り ×3 箱（個包装） 1,350 円（税込）

【特定原材料等：小麦・乳成分・もも】

15 個入り

モン味に仕上げてい

元祖きびだんご人気の 3 種類を詰め合わせた好評の箱入り
セットです。（キャラクターシール付き）
・元祖きびだんご 10 個入り
・抹茶きびだんご 10 個入り
・白桃きびだんご 10 個入り

10 個入り（個包装）430 円（税込）

ます︒

元祖きびだんご３種セット
（箱入り）

岡山県産の白桃を使

【特定原材料等：小麦・乳成分】

用︒瑞 々 し く 上 品 な

650 円（税込）

﹁白桃﹂の風味をお楽

15 個入り

しみください︒

10 個入り（個包装）430 円（税込）

抹茶きびだんご

ほのかな甘みの中に

奥深い抹茶の香りが

引き立つおすすめの

一品です︒

黒糖きびだんご

コクのある甘みの国

産黒糖にはカルシウ

元祖・黒糖・海塩の味が楽しめるかわいい手提げ袋入り
セットです。
・元祖きびだんご 10 個入り
・黒糖きびだんご 10 個入り
・海塩きびだんご 10 個入り
10 個入り ×3 箱（個包装） 1,350 円（税込）

ム・鉄 分・ミ ネ ラ ル

10 個入り（個包装）430 円（税込）

【特定原材料等：小麦】

元祖きびだんご３種セット
（手提げ）

【特定原材料等：小麦】

が含まれています︒

【特定原材料等：大豆】

日常のおやつにも最

650 円（税込）

適です︒

15 個入り

きなこきびだんご

大地の恵みをたっぷり

詰め込んだきなこきび

だんご︒

香ばしいきなこの味が

口の中で広がります︒

8 個入り（個包装）390 円（税込）

廣榮堂

三銘菓

きびだんごとむらすずめ

むらすずめ（抹茶）

元祖きびだんごと倉敷銘菓むらすずめ。

北海道産小豆の粒あんの甘さと、抹茶のほろ苦さが

人気の 2 種を詰め合わせました。

1,190 円（税込）
【特定原材料等：元祖きびだんご：小麦 むらすずめ：卵・小麦】

絶妙です。

5 個入り
650 円（税込）
【特定原材料等：卵・小麦】

倉敷銘菓

むらすずめ
北海道産小豆の粒あんを薄皮で包んだ上品な味わいの
倉敷銘菓です。

5 個入り
650 円（税込）
6 個入り
（個包装） 970 円（税込）
10 個入り
（個包装）1,510 円（税込）

むらすずめ
きび大福
調布

倉敷銘菓

【特定原材料等：卵・小麦】

きびだんごの製法を用いて作った求肥で北海道産小豆の
粒あんを包み、香ばしいきなこをまぶしました。

6 本入り
（個包装） 780 円（税込）
10 本入り
（個包装） 1,300 円（税込）
16 本入り
（個包装） 2,070 円（税込）

8 個入り
（個包装） 860 円（税込）
12 個入り
（個包装） 1,300 円（税込）

【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

【特定原材料等：乳成分・大豆】

岡山の地で生まれ育まれてきた

ふんわりとしたやわらかい求肥と香ばしいカステラ生地の
薄皮が調和したやさしい味わいの和菓子です。

廣榮堂の三銘菓︒

きび大福

素材や製法へのこだわりが

調布

長く愛される証です︒

岡山銘菓

焼き菓子

栗まんじゅう

餡づつみは白あんをクリーム生地、こしあんを抹

愛媛県産の栗を使用しひとつひとつ丁寧に仕上げ

廣榮堂のどらやきは、蜂蜜を加えてふっくら焼き

茶風味の生地で包んだ柔らかい焼き色のお饅頭で

た栗まんじゅうです。

上げた皮と北海道産小豆の粒あんを 合わせた一

す。やさしい甘さの餡としっとりとした生地が織

刻み栗の入った白あんをしっとりした生地で包み

品です。口に入れると、ふんわりと甘くやさしい

りなすハーモニーをどうぞお楽しみください。

つややかな栗色に焼き上げました。

風味です。

8 個入り
（個包装）
16 個入り
（個包装）

1,512 円（税込）
2,862 円（税込）

【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

8 個入り
（個包装）

1,404 円（税込）

【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

５個入り
（個包装）
8 個入り
（個包装）

972 円 （ 税込 ）
1,620 円（ 税込 ）

【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

ギフト・日常づかいにもご利用いただける

商品ラインナップです︒

どらやき

餡つづみ

T ‒ 12

栗まんじゅう 2 個

銘菓
詰め合わせ

和菓子詰め合わせ

廣榮堂のどらやき 2 個
吉備太鼓
ぽてと 1 個・くり 1 個・あずき 1 個

1,296 円（税込）

和菓子詰め合わせ

T ‒ 20

栗まんじゅう 3 個
廣榮堂のどらやき 4 個
吉備太鼓
ぽてと 2 個・くり 2 個・あずき 1 個

2,160 円（税込）
【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

ギフト商品は季節によって
※
一部変更がございます︒

【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

吉備太鼓
口どけさらりぽてと餡。ほっくり香ばしいくり餡。
そして北海道産小豆のこし餡。
自然味豊かな 3 種類の餡をパイ生地で包んで焼き
上げました。

6 個入り
（個包装）
10 個入り
（個包装）

1,080 円（税込）
1,728 円（税込）

【特定原材料等：卵・小麦・乳成分・大豆】

四季を彩る手作り和菓子

上生菓子

My Sweets

彩り豊かに、美しい意匠が伝える季節の便り。

四季折々の和菓子をご用意します。

廣榮堂の和菓子職人が最高の原材料を使った

慶び、華やぎ、季節の足音を菓子に込めて。

季節の移ろいを感じてください。

伝統の和菓子をお届けします。

種類いろいろとお詰め合わせいたします。

毎月 15 日より、一週間の限定販売。
※商品は時期によって異なります。

※商品は時期によって異なります。
詳細は店舗までお問い合わせください。
※生ものですので、発送はいたしておりません。

暦菓子

詳細は店舗までお問い合わせください。

月ごとに商品が変わります。
（1月のみ販売期間が異なります）

※生ものですので、発送はいたしておりません。
※販売時期は変更になる場合がございます。
詳細は店舗までお問い合わせください。

１個：300 円（税込）

※生ものですので、発送はいたしておりません。

