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特別名勝
栗林公園

栗林庵
かがわ物産館

バス停

※別途入園料が必要です。詳細は栗林公園観光事務所 ［TEL］087-833-7411 までお問い合わせください。
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栗林庵
かがわ物産館

栗林庵オンラインショップもご覧ください。
栗林庵  通販 検索

栗林庵（りつりんあん）
［運営主体］一般財団法人かがわ県産品振興機構
香川県高松市栗林町1丁目20番16号

TEL 087-812-3155  FAX 087-812-3156 
●営業時間／9：00～18：00 
※閉店時間は栗林公園の閉園時間に合わせ、
　季節によって変動します。

　※県営栗林公園駐車場（北門前・東門）に限ります。

★栗林庵は栗林公園東門横にあります。
　公園に入園しなくても
　ご利用できます。
★栗林庵で税込2,500円以上
　お買い上げのお客様には、駐車券
　（25分間無料）を一枚お渡しして
　おります。

栗林庵には無料駐車場はございません。県営栗
林公園駐車場（北門前・
東門／25分100円）ま
たは、周辺の民間有料駐
車場をご利用ください。混
雑が予想されますので、
できるだけ公共交通機関
でお越しください。

※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。 
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オリーブオイルセット ・・・ 6,020円（税別）
香川県自慢
のプレミアム
なエキストラ
バージンオ
リーブオイル
セットはいかが
でしょうか。

地酒とおつまみセット ・・・ 5,697円（税別）
郷 土 料 理 の
しょうゆ豆やお
つまみと地酒を
堪能してみて
はいかがでしょ
うか。ぐい呑み
もセットになっ
ています。

讃岐のおやつセット ・・・ 3,905円（税別）
和三盆や希少
糖を使用した
お菓子のセット
です。こだわり
のコーヒーと共
におやつの時
間を楽しんで下
さい。

お世話になった方へ…。香川県らしい贈り物はいかがでしょうか？
栗林庵では県産品を自由に組み合わせたギフトも承っております。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。ギフトセット栗 林 庵  

［川鶴酒造］
  ③讃岐くらうでぃ
　　（720ml） ・・・ 1,300円（税別）
　　フルーティな吟醸香とクリーミーで甘ずっぱい
　　爽やかな味わい。骨付鳥や肉料理に良く合います。

［中田養蜂］
五色台
白峰の蜜
（125g）
・・・・・・800円（税別）

［タケサン］
Setoucibo 島のディップソース 
① カレー味（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円（税別）
② ルネッサンストマトソース（100g）・・・・・750円（税別）
③ 朝摘みバジルソース（80g）・・・・・・750円（税別）

［焙煎元和樂］
ちょこっとドリップバッグ＆
ワッフル～春のご挨拶～・・・・・・472円（税別）

［大平水産］
瀬戸内のえび
食べくらべセット
（おつまみえび25ｇ、
 パリパリ干しえび30ｇ）
・・・・・・555円（税別）

［共栄食糧］
オリーブパスタ
ソースセット
特別仕様
・・・・・・3,050円（税別）

・上生用 木型
  （40g用）・・・・・・・・12,000円~（税別）
  季節に合わせた様々な
  模様が一つ一つ
  手彫りされて
  います。

・オブジェ用 木型
   ・・・・・・・15,000円~（税別）
  玄関やお部屋の
  インテリアとして
  お使い頂ける
  菓子木型です。

［金丸水産乾物］
希少味付のり
クラフト袋入
（12切 5枚 個包装6袋）
・・・・・・200円（税別）

限定50個

［西野金陵］
  ①星降ル夜ニ。吟醸一火
　　（720ml） ・・・ 1,200円（税別）
　　しぼりたての清涼感あふれる風味と麹の
　　旨味が特徴です。

3/30（金）～4/8（日）
ライトアップ期間中は21:00まで開園（入園は20:30まで）

栗林公園 春のライトアップ
お庭の国宝【特別名勝】

香川が誇る伝統工芸士

季節折々の和菓子文化を支える菓子木型。
四国で唯一の菓子木型職人 市原吉博氏の木型を展示販売いたします。

市原 吉博 -Yoshihiro Ichihara-
1999年　香川県伝統工芸士認定
2004年　卓越した技能者
　　　　  （現代の名工）表彰
2006年　黄綬褒章受章
2011年　かがわ県産品コンクール
             知事賞（最優秀賞）受賞

香川県産プレミアム

エキストラバージンオリーブオイル
鶴亀園 ④ （45g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円（税別）
　　　　　　 ⑤ （90g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円（税別）
三豊オリーブ ⑥ （30g）・・・・・・・1,110円（税別）
　　　　　　　             ⑦ （100g）・・・・ 2,750円（税別）
創樹
　⑧ ルッカ（91g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,400円（税別）
　⑨ ミッションミディアム（91g）・・・・ 3,100円（税別）
　⑩ テイスト（91g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,300円（税別）
蒼のダイヤ ⑪ （90g）・・・・・・・・・・・2,400円（税別）
　　　　　　　　　  ⑫ （180g）・・・・・・・・・4,300円（税別）

最高級品質の県産オリーブオイル「プレミアム」
小豆島産プレミアム
エキストラバージンオリーブオイル
① アグリオリーブ小豆島（91g）・・・ 2,500円（税別）
② 東洋オリーブ（182g）・・・・・・3,500円（税別）
③ ヤマヒサ（180g）・・・・・・・・・・・・・4,200円（税別）

※こちらは感謝祭終了後のイベントです

栗林公園からのお知らせ

さぬき讃フルーツ
香川県では、県オリジナル品種を中心とした果物で、
県で認定した生産者が栽培し、糖度など一定の品質基準を
満たしたものを、「さぬき讃フルーツ」として推奨しています。

香川県オリジナルいちご「さぬきひめ」は
柔らかな食感で、ひと口食べれば果汁が
あふれるジューシーな果肉が特徴です。
香りも豊かで、甘く深みのある香りが口
の中に広がっていきます。

さぬき
ひめ

［JA香川県］
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）

い得数量限 お買定 商品

＆ パンコレクション瀬戸内レモンケーキ

［菓子木型市原］
・和三盆キット
   ①（小）・・・・・・・・・・・・・17,000円（税別）
   ②（大）・・・・・・・・・・・・・26,000円（税別）

①

②木型はそれぞれ1種、
お好きなものを選んでいただけます。

期間限定

瀬戸内のレモンを使用した人気のレモンケーキ、焼菓子、パンが大集合‼

2月中旬
発売

2月下旬
発売

伝統工芸士・市原吉博氏の菓子木型です。
お好みの木型1個、ヘラ、和三盆糖、
レシピがセットになっており、ご自宅で和三盆を
お作りいただけます。

［綾菊酒造］
  ②蔵出し特別純米 生貯蔵原酒
　　（720ml）・・ 1,300円（税別）
　　フレッシュな香りに程よい酸味とオオセトによる
　　お米の旨味をお楽しみください。

季節限定

市原吉博　菓子木型　世界の の「 」
⑤④②③① ⑥

⑪⑨⑩⑧⑦ ⑫

⑮⑭⑬ ⑯

［名物かまど］
 ④ 瀬戸の恵みのレモンケーキ・・・・・・・・・・・・・200円（税別）

［菓子工房ルーヴ］
 ① 瀬戸内レモンフィナンシェ 5個入・・・・・・950円（税別）

［シカ］
 ⑧ 瀬戸内レモンケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240円（税別）

［マルシン］
 ⑤ 瀬戸内レモンダックワーズ・・・・・・・・・・・・・・150円（税別）

［松風庵かねすえ］
 ハニー檸檬
 ② 1個・・・・・・・・・・・・・・167円（税別） ③ 5個入・・・・・・・・・926円（税別）

［きさらぎ］
 ⑥ 瀬戸内レモンマドレーヌ・・・・・・・・・・・・・・・160円（税別）
 ⑦ 瀬戸内レモンフロマージュ・・・・・・・・・・・140円（税別）

［フランス菓子工房ラ・ファミーユ］
 瀬戸内レモンケーキ 
 ⑨ 1個・・・・・・・・200円（税別） ⑩ 5個入・・・・・・・・1,200円（税別）
 ⑪ せとろん 10個入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円（税別）
 ⑫ ころころレモン 18個入・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円（税別）

レモンケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［フランス菓子工房ラ・ファミーユ］
 ⑬ 瀬戸内レモンパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160円（税別）
 ⑭ 瀬戸内レモンあんぱん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160円（税別）
 ⑮ 瀬戸内レモンのマフィン・・・・・・・・・・・・・・・・190円（税別）
 ⑯ ブリオッシュシトロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160円（税別）

限定100個
期間限定 期間限定期間限定期間限定 期間限定

レモンパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レモンパン（⑬～⑯）は各日10：00からの販売で、
無くなり次第終了となりますのでご注意ください。

3/16（金）、17（土）、18（日）、24（土）、25（日）
のみの販売となります。

最高級品質の県産オリーブ
オイル「プレミアム」は「かが
わオリーブオイル品質表示
制度」で、県が定めた品質評
価基準に適合した製品のう
ち最高級品質のオリーブオ
イルです。


