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栗林庵限定栗林庵限定

杉本店長

栗林庵はこの度５周年という節目を迎える
ことができました。ご愛顧いただいている
お客様をはじめ、お世話になっている皆様
方に心より感謝を申し上げます。また、今
後もより一層充実した店づくりをスタッフ
一同心がけてまいります。
今回の感謝祭は、スタッフが自信を持って
ご紹介する、記念すべき５周年にふさわし
い春を感じる商品をご用意いたしました。
ぜひ栗林公園とあわせてご来店ください
ますようお願い申し上げます。

かがわ物産館
「栗林庵」
開店5周年
感謝祭

お得
＆

限定
の商
品が

盛り
沢山
！

［宝食品］小豆島佃煮5袋セット
・・・ 1,000円（税別）

［マルモ印刷］
WATOYセットA
・・・955円（税別）
付箋紙、A5ファイル、
マスキングテープ

［マルモ印刷］
WATOYセットB
・・・1,555円（税別）
一筆箋、メモ1種、
付箋紙、A5ファイル、
和封筒

色々な桜の形を集めた口
溶けのいい和三盆糖のお
干菓子です。

［ばいこう堂］
栗林のさくら
・・・ 550円（税別）

栗林庵
限定 限定500個

香川県を代表する
「おいり」と「いりこ」
が刺しゅうされたハン
ドタオルです。

［（一財）かがわ県産品振興機構］
おいりこたおる
（おいり・いりこ）
（25㎝×25㎝/綿100％）
・・・ 各800円（税別）

栗林庵
限定

讃岐のおめでたい
お菓子おいりをイ
メージした、かわいら
しい一口サイズの天
ぷらです。

限定5個

郷土玩具「奉公さん」がデザインされ
た人気店のアイシングクッキーです。

感謝祭のイベント

和三盆糖と希少糖含有シロップを使用した本物志向のわらび餅。
たっぷりのきな粉とのハーモニーが絶妙です。

実演販売
松風庵かねすえ 3/17（土）・18（日） 10：00～16：00
・さぬきわらび餅（450g）…1,019円（税別）

1日限定50個
1日限定10個 1日限定10セット

・いちご大福…259円（税別）　　　　　　
・苺さくら餅…273円（税別）

・いちご大福+苺さくら餅
 …514円（税別）

さぬき讃フルーツフェア
3/16（金）～18（日） 9：00～17：00
・さぬきひめ
  （160g L 平パック）………………298円（税別）
    （250g 2L 2段パック）…………398円（税別）
    （270g 3L 平パック）…………498円（税別）

香川県オリジナルいちご
「さぬきひめ」の試食
販売をいたします。

「さぬき讃フルーツ大使」来店！
3/17（土） 10：00～12：00

軒下マロンシェ

香川県内の生産者が、イチオシの商品を持って軒下に集合。
お散歩がてら、生産者の皆さんとおしゃべりしながら美味しいもの、
素敵なものを見つけませんか。

3/17（土）・18（日）・24（土）・25（日）
10：00～15：00

3/24（土）10：00～

人気うどんメーカー協賛。
お買い得なうどんセットをご用意！
お土産、贈り物に喜ばれます。

［た　も　屋］
［はやし家製麺所］

［石 丸 製 麺］
［さぬき麺業］
［将　　   八］ 
［藤 井 製 麺］
［日の出製麺所］

［大    庄    屋］
［有　　   馬］

［讃　　   州］

感謝袋・・・ 各1,000円（税別）

感謝祭期間 限定価格！
ツルきゃらうどん脳が栗林庵5周年
のお祝いにツルッと散歩します。

「うどん脳」 栗林庵5周年ツル散歩
3/17（土） 10：00～/12：00～
（各20分程度）

3月16日 27日金 火開催
期間

※チラシ掲載商品は数に限りがあります。売り切れの際はご了承ください。※写真はイメージです。 

Toshi Yoroizuka（トシ・ヨロイヅカ）のオーナーシェフ
である鎧塚俊彦氏が来店し、香川県産「和三盆」を
はじめ、「桃リキュール」、「イチジク」、「金ゴマ」など
香川県産食材を使った４種のオリジナルチョコレート
を対面販売します。
オリジナルチョコレートは、昨年１０月、パリで開催され
たサロン・デュ・ショコラに出展したもので、香川県
では、初お披露目となります。

TOSHI YOROIZUKA COLLECTION 2017
・・・・・・・1,760円（税別）※香川県産食材を使った４種のオリジナルチョコレート詰合せ

二種類の白豆から作ら
れた特製白餡と羽二重
餅で包んだのは、こだわ
りの大粒いちご。甘味と
酸味が絶妙のハーモニ
ーを奏でます。

もち米から作られる道明
寺餅で、あっさりこし餡
を包み桜の葉と花をあ
しらったさくら餅に大粒
いちごを入れました。

地域ブランド「伊吹いりこ」や銘菓「観音寺」、「梅が枝」、「銭形砂絵アイスモナ
カ」など観音寺市の特産品を取り揃えます。

観音寺のうまいもの・いいもの大集合
観音寺市観光開発 3/17（土）・18（日） 9：30～16：00

謝セット感
どんう

品食

「夢菓房たから」 いちご大福販売！
3/16（金）～18（日）期間限定  期間中10：30より販売

［クラフト・アリオカ］
モミの器の感謝セット
・・・・・・・・・5,555円（税別）
モミ材でできた5寸と7寸の鉢の
セットです。サラダや煮物など幅
広いお料理にお使い頂けます。
［森嘉吉商店］
桜カップのティーセット
・・・・・・・・・5,500円（税別）
象谷塗のトレーと桜文様のカッ
プ・スプーンのセットです。春のひ
とときを漆器とお過ごしください。
［川口屋漆器店］
茶菓盆のみ目象谷25㎝
・・・・・・・・・5,000円（税別）
お料理はもちろんのこと、お茶碗
とお菓子をのせるトレイの様にも
使用できます。

［漆器山富］
香川漆器の感謝セット
・・・・・・・・・5,555円（税別）
扇形のモダンなお盆と欅材の
コースター2枚のセットです。
ティータイムにいかがでしょうか。

［一和堂工芸］
香川漆器の感謝セット
・・・・・・・・・5,555円（税別）
汁椀5客がセットになった大変
お買い得な商品です。ご進物
などにいかがでしょうか。

［漆器山富］
菓子鉢外ツキ目 面朱6寸
・・・・・・・・・4,630円（税別）
木の良さを再発見できる漆器ならで
はの商品です。うどんなどを入れて
麺鉢として使うのもおすすめです。
［漆器山富］
Rokkaku
・・・・・・・・・各4,630円（税別）
六角形に加工した栃の木を丸くく
り抜いた器です。お好きな色でお
部屋を彩ってください。

［丸亀市猪熊弦一郎現代美術館］
いのくまＴシャツ（ギザギザ猫）
・・・2,500円（税別）

色（白・グレー）
サイズ（Ｍ・Ｌ）
各5枚限定

猪熊弦一郎が愛した「猫」をモチーフにした美術
館オリジナルのＴシャツです。
感謝祭特別価格です。

限定3セット

限定5セット

限定5枚

限定5セット

感謝祭限定の特別仕様のセットです。「岩佐佛喜
堂」調合の香を使用し、春にふさわしい心華やぐ
商品に仕上げました。

［讃岐かがり手まり保存会］
讃岐の手まり小箱「栗林の春2018」
栗林庵限定BOX・・・ 4,000円（税別）

栗林庵
限定 限定45個

［Perle（ぺるる）］
奉公さん
アイシングクッキー
・・・ 420円（税別）

栗林庵
限定

限定50個

※無くなり次第
　終了となります

税込2,500円以上
お買い上げの方に
オリジナル
ショルダーバッグ
プレゼント！！

ごっつおいしい昆布、ごっつおいし
い生姜、ごっつおいしいおじゃこ、
子持ち木くらげ、椎茸昆布の5品
詰合せです。

［禾］おこめのおかし
「福袋」・・・ 1,852円（税別）
おこめケットセット（プレーン×3、
黒ごま×2）、トートバッグ×1

洋酒の効いた和風ケーキに渋皮付きの一粒栗が
入った「まろんな」と、粒あんと栗が丸ごと一粒入った
パイ「まろん・ど・ぱい」がセットになった栗好きにはた
まらない和洋菓子の詰め合わせです。

栗林庵
限定

［御菓子処湊屋］
まろんな＆
まろん・ど・ぱいの
セット・・・ 420円（税別）

［堀部かまぼこ綾川］
おいり天
・・・ 450円（税別）

栗林庵
限定

芸品工

「Toshi Yoroizuka」
オリジナルチョコレート販売！

限定1,000箱 お一人様限定5箱

和三盆 イチジク 金ゴマ桃
リキュール

栗林庵オリジナル包装紙は、猪熊弦一郎氏デザインの
アート作品です。
長年にわたり香川県産品を包むシンボルとして親しまれ
てきたアート作品が、トートバッグなど包まれるものを引き
立てる栗林庵限定商品として、新たに生まれました。

栗林庵
限定

限定1,000個

［（一財）かがわ県産品振興機構］
猪熊弦一郎デザインオリジナルグッズ
① クリアファイル（A4）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円（税別）
② トートバッグ
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,400円（税別）
    （H40×W29㎝/綿100％）
③ カットクロス
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円（税別）
    （Ｈ58.5×Ｗ82.5㎝）

限定100個

限定100個

鎧塚俊彦シ
ェフ来店

！

オリジナルグッズ登場！

① ②

③

猪熊弦一郎氏のアート作品を使用した

無くなり次第終了


