
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？

ギフトセット栗林庵 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ください。

オリーブ
詰め合わせセット
・・・・・・・ 4,637円（税別）
香川県自慢のオリーブ
製品を色々楽しめるセッ
トです。サラダやパスタ
に最適でヘルシー志向
の方にもおススメです。

香川の地酒と
おつまみセット
・・・・ 4,401円（税別）

新生活セット
 ・・・3,141円（税別）

香川の地酒をさらに
美味しく味わうことの
できるおつまみで、地
酒を飲み比べてみて
はいかがでしょか。

香川県の美味しい
ご飯のおともを集め
ました。簡単に調理
ができるので一人
暮らしの方にもおす
すめです。

※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。 

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。

［JA香川県］
さぬきひめ
　（160g  平パック）・・・・・・・・・・ 298円（税別）
  （250g 2段パック）・・・・・・・・ 398円（税別）
　（250g  平パック）・・・・・・・・・・ 498円（税別）

さぬき讃
フルーツ

珈琲屋さんならではの珈琲豆チョコとオリ
ジナルイラストのカフェバッグを春をイメー
ジしてラッピングしました。

［焙煎元 和樂］
ちょこっとカフェバッグ＆チョコ～桜咲く～
カフェバッグ（10g×2）珈琲豆チョコ（30g）
・・・ 491円（税別）

さぬき
ひめ

［宝食品］
UDON SAUCE
（6点セット）・・・1,000円（税別）
うどんの新しい食べ方をご提
案。そのままうどんにかけるだ
けで6種類の味が楽しめます。

限定20セット

［西森園］
マルベリーティ 3袋セット 
オリジナルトートバッグ付き
（プレーン、瀬戸内レモン、玄米）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円（税別）

限定30セット

お買い得
セット

香川県オリジナルいちご「さぬきひめ」は、柔らかな
食感とジューシーな果肉、芳醇な香りが特長です。

を使用した人気商品を
集めました！！

香川県産＆瀬戸内産
フルーツ

レモンケーキを春らしくホワイトチョコでコー
ティングしました。（期間限定）

瀬戸内レモンの風味豊かなしっとりした焼き
菓子です。

香川県産を中心としたフルーツ
をそのまま乾燥させているので、
果物本来の味が楽しめます。

小原紅早生果汁を99％使用した贅沢な
ジュースです。

香川県産いちごさぬきひめの粒
感を強調した、添加物不使用の
プレザーブスタイルのジャムです。

柑橘系フルーツの風味が紅茶やハーブ
ティとマッチし、上品なティータイムが楽し
めます。

香川県産フルーツ
をミニサイズの瓶
に詰めたカラフル
なジャムです。

香川県産フルーツのセミドライ
果肉と濃縮果汁をたっぷり使
用したソフトグミです。杏、オリー
ブ、ストロベリー、キウイ、オレン
ジ、ブルーベリーの6種類の味
が楽しめます。

［ラ・ファミーユ］
瀬戸内レモンケーキ・・・200円（税別）

ホワイトチョコver
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円（税別）

［カフェコンディトライ＆レスト シカ］
瀬戸のめぐみ 
クリアパック・・・ 600円（税別） 
キューブ・・・・・・・・・・・ 850円（税別）
ロング・・・・・・・・・・1,380円（税別）

三木町産いちごのクリームを香川県産小
麦さぬきの夢ロワールを使用した生地で1
つずつ手作業でサンドしました。

三木町産いちごと香川県産小麦さぬきの
夢ロワールを使用した風味豊かなフィナン
シェです。

［マルシン］
ストロベリー瀬戸内ダックワーズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円（税別）

［マルシン］
いちごフィナンシェ・・・ 500円（税別）

［松風庵かねすえ］
さんきうい
3枚入・・・・・・・・ 417円（税別）  9枚入・・・ 1,297円（税別）

［アンファーム］
ドライフルーツミックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463円（税別）

香川県産ノーワックスレモンを使用し、シャキ
シャキした果肉と爽やかな香りのマーマレー
ドにしました。

［ミトヨフーズ］
香川県産レモンマーマレード（250g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 690円（税別）

［風の谷ファーム］
以知古Jam（いちごジャム）
（220g）・・・・・・・・・・・・・・・ 800円（税別）

［日和制作所］
フルーツさんぼん（瀬戸内シトラス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,100円（税別）

［三宅青果］
手づくりジャムアソート
（30g×5個）
（いちご、デコポン、いちじく、キウイ、金時人参）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円（税別）

香川県産それいゆ卵を使ったとろとろプリン
の上に瀬戸内レモンの爽やかなジュレを乗
せました。

［こんぴらプリン（ラ・ファミーユ）］
幸せの黄色いプリン・・・ 361円（税別）

［マルシン］
小原紅早生みかんジュース（180g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円（税別）

ひとつひとつ丁寧に育てたキウイを一層美
味しい完熟状態でドライフルーツにしました。

［まるく農園］
まるく農園の完熟ドライフルーツ
　グリーンキウイ（素のまま、シロップ漬）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各480円（税別）
　さぬきゴールド（素のまま、シロップ漬）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各550円（税別）

濃厚な甘味のキウイ「香緑」と希少糖含有シロップ、和三
盆糖、さぬき白味噌を使用した和洋折衷の生サブレです。

限定100個

［黒川加工食品］
マメレエヌ（6個入）・・・ 1,800円（税別）

［安田食品工業］
梅こぶ茶 初音（35g）
・・・ 320円（税別） ［ミネック］

ナッツを漬けたさぬきハチミツ
（150g）・・・ 1,278円（税別）

［讃岐罐詰］
isokichi confiture
❶無花果（140g）

❷小原紅みかん（140g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各500円（税別）

［金丸水産乾物］
❸うどん県のおむすびのり
(6切36枚）・・・ 150円（税別）

❹伊吹島沖産おやつイリコ
（60g）・・・・・・・・・ 200円（税別）

マメレエヌとしょうゆ豆のセッ
トです。ちょっとした手土産に
最適です。

ティーパック状なので簡単便利。パックから出し
て粉末状の調味料としてもお使いいただけます。

ふんわり柔らかい瀬戸内産ひじきを小豆島
の醤油で炊き上げ乾燥させました。

頭からしっぽまで食べられ、カル
シウムもたっぷりです。

おむすびと一緒に持ち運びのできる
コンパクトサイズなので、食べる直前
に巻いてパリパリ感が楽しめます。

爽やかな梅の香りと酸味が楽しめる、
お湯を注ぐだけの本格こぶ茶です。

［中田養蜂］
さくら蜜
（125g）・・・・・・・・800円（税別）
（250g）・・・1,200円（税別）

［プシプシーナ珈琲］
さくらショウガトウ
・・・ 650円（税別）

限定50箱

限定30袋

各限定30本

各限定50個

限定商品限定商品

小豆煮汁を100％使用し、簡単に赤
飯が作れます。食品添加物不使用。

［山清］
赤飯祝御膳
（もち米300g、小豆70g、煮汁140g）
・・・ 864円（税別） 国産生姜を使用

し、桜パウダーを
まぶしました。ほ
んのりと春の香
りをお楽しみい
ただけます。

香川県で採れた蜂蜜にヘーゼルナッツ、く
るみ、カシューナッツ、アーモンド、ピスタチ
オの5種類のナッツを漬け込みました。
チーズに合わせても◎！香川県産いちじくを使用。どこか

懐かしい味をお楽しみください。

創業者である渡辺磯吉から受け継
いだ伝統の技で作りました。小原
紅みかんの濃厚な甘さとコクが味
わえます。

［宝食品］
ごっつおいしい昆布
（75g）・・・ 200円（税別）

限定80個

小豆島産の醤油とオ
リーブ茶葉で柔らかく
炊き上げました。

ほのかに桜香る、
期間限定の蜂蜜です。

［黒川加工食品］
しょうゆ豆と
マメレエヌのプチギフト
・・・ 420円（税別）

三豊市・田淵養蜂所の高
品質な蜂蜜の味わいをそ
のままに美しい琥珀糖に
仕上げました。

季節限定季節限定

数量限定数量限定

期間限定期間限定

［御菓子寳月堂］
はちみつ琥珀
・・・ 1,000円（税別）

［池田漁業協同組合］
❺池田屋のだし8P
（8.8g×8袋入）・・・ 400円（税別）

❻汐彩ひじき（50g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 560円（税別）

香川県の郷土料理しょうゆ豆とマドレーヌ
がひとつに。和三盆糖蜜を練り込んだ生地
に小さく砕いたしょうゆ豆を敷き詰め、中央
にしょうゆ豆を2粒入れています。

❸

❹

❺

❻

獅子舞ゆたんハンカチ
（龍・唐獅子）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各2,000円（税別）
大漁旗ハンカチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円（税別）❷

大川原染色本舗

職人の匠と巧み〜職人が織りなす
　　　讃岐の彩りと暮らす〜

風光明媚な環境の中で職人が培ってきた伝統の技。伝承されたものを守りながらも時代の流れ
にあわせて進化をしてきた工芸品。そうした現代のライフスタイルに寄り添った作品が一堂に会
しました。ふだんの生活に讃岐の彩りを添えてみませんか。

ワイングラス
　花吹後藤塗
　　 ・・・・・・・・・・・・・・5,000円（税別）❽
　花吹象谷塗
　　 ・・・・・・・・・・・・・・5,000円（税別）❽

❾❷

❸

❹

Aji Glass タンブラー
　中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円（税別）❹
　大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,200円（税別）

ワインカップ-sin-（黒・赤）
・・・・・・・・・・・ 各20,000円（税別）12

Nishikiコップ（小）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円（税別）11

クロス・グリーン
（幅122×長さ100cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円（税別）

K14GF Maruピアス
・・・・・・・・・・・・・・・20,000円（税別）13
※色は複数ございます。

K14GF Ringピアス
・・・・・・・・・・・・・・・25,000円（税別）

手まり髪飾り
　髪とめ・・・・・・・・・・・・2,500円（税別）
　かんざし・・・・・・・・・・3,000円（税別）
　へアコーム・・・・・・3,000円（税別）
手まりブローチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円（税別）❸

限定10点

各限定10点

保多織
　スヌード
　　・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円（税別）
　ハンドバッグ
　（グレー・グリーン）
　　・・・・・・・ 各18,000円（税別）❾
谷川木工芸

讃岐弁まるいん
（赤・白）
・・・・・・・・・・・・・・ 各6,500円（税別）10
ワインクーラー
（ナチュラル塗装）
 ・・・・・・・・・・・・・・17,000円（税別）

各限定5点

現品限り

現品限り

限定10点

❶

組手コースター（本捻組）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円（税別）
組手花台（本捻組）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円（税別）❶
組手コースター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円（税別）

くで

ほんねじぐみ

ほんねじぐみくで

くで

大井建具店

❼

❺ ❻

LUCCA LOOCA
ランチフォーク・・・ 3,000円（税別）❺
ランチスプーン・・・ 3,000円（税別）❻
ソテーターナー
　（S）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,500円（税別）
しゃもじ・・・・・・・・・・・・・ 8,000円（税別）
コーヒーカップ・・・・ 8,000円（税別）
カッティングボード
　（SS）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,800円（税別）
　（M）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,000円（税別）❼

香川県家具商工業協同組合

岩部保多織本舗

文新堂漆器工業

Rie Glass Garden

中田漆木

さぬきうるしSinra

丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館

一和堂工芸

讃岐かがり手まり保存会

13

10

 各限定2点

12

11

着用イメージ
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特別名勝
栗林公園

栗林庵
かがわ物産館

バス停

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（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

TEL 087-812-3155 FAX 087-812-3156 
●3月の営業時間/10：00～18：00
※営業時間は季節によって変動します。
（1・11・12月 9：00～17：00／2・10月 9：30～17：30／3～9月 10：00～18：00）

　※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。

栗林庵 通販 検索

香川県高松市栗林町1丁目
20番16号


