8月号では、地元の皆さまにいち早くお伝えする、店頭申し込み限定栗きんとん配送料無料をご案内。
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恵那栗の里から
全国へお届けします︒

初栗！

そして、夏を楽しんでいただける新しいお菓子などご紹介します。

V

SATONOKA
TSUSHIN

里の菓通信は
﹁みんなが幸せになるお菓子づくり﹂
に奔走する
恵那川上屋の旬なトピックをお届けする広報紙です︒

恵那山麓の栗畑では、栗の実がすくすく育っています。熟した栗のイガが枝から落ちると、さあ！栗の季節の始まりです。

ST

［店頭にて栗きんとん配送料無料の予約受付が始まります！］

UGU
8A

恵那山の麓で、土づくりから選果まで
厳しい管理のもと栽培された
「超特選恵那栗」
。
地域が誇るこの特別な栗を素材に、当店の和菓子職人が
栗の品種や収穫期を吟味して一つひとつ仕上げる郷土菓子です。
この機会に大切な方へ、ふるさとの味をお送りください。

直営 5 店舗・店頭お申し込み限定
本社恵那峡店・恵那中央店・瑞浪店・可児店・
咲久舎 可児御嵩インター店
○栗きんとん─恵那栗─は
「超特選恵那栗」
を使用しています。
○栗きんとん─恵那栗─は直営店舗のみの販売となります。

対象商品
15 入 3,450 円

受付期間

栗きんとん─恵那栗─15入のみ

７月13日（金）より８月19 日（日）まで

※各店数量限定（限定数量に達し次第終了いたします）

青い山の麓から
「おかし」
という名の
「ふるさと」
をお届けします

10月9日（火）から11月18日（日）まで

ご希望の日時指定が
お届け期間 ※１日の発送件数が限られております。
出来ない場合がございますのでご了承ください。
※常温発送のみとなります

SATONOKA
TSUSHIN
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夏本番、暑さを楽しむ多様なスイーツ
梅雨が明け、本格的に夏がやってきます。
暑い時季でもお菓子を楽しんでいただけるよう、様々なお菓子を取り揃えました。

ひんやり美味しい
しっとりどら焼き

もくもくふわふわ
入道雲のような純白ケーキ

リニューアル

新商品

なつくも [ 夏雲 ]

1個

890 円

夏のバタどら

1個

162 円

ご好評をいただいた「なつくも」が再登場。なめらかな口当たりのヨーグルトムースに
マンゴーソースを忍ばせました。酸味のきいた夏らしい爽やかなケーキです。

しっとりと仕上げた皮に、甘さ控えめで口溶けの良いあんを挟みました。
冷やして召し上がりいただく、夏においしいどら焼きです。

[お日持ち] 当日 [期間限定] ８月中旬まで

[お日持ち] 7日 [期間限定] ８月下旬まで

要冷蔵

発送不可 卵 乳 ゼラ

ずんだもち

復刻

1カップ

９７２円

※この商品はお菓子です

うなぎそっくりに作ったこしあんのお饅頭に、甘辛いタレで香ばしさを出しました。
あっと驚く一品を夏の話題づくりにいかがでしょうか。
[お日持ち] 2日 [期間限定] 8月1日まで

ご先祖様に感謝をこめて

1個

おむかえもち

６５0

1箱（５入）
円
（きなこ・あんこ各 2 個、ゴマ１個）

ご先祖様のお供えに、恵那
川上屋の三色のお餅はいかが
ですか。ゴマときなこの中には
あんこが入っています。
[お日持ち] 当日
[期間限定] ７月１３日〜１６日まで
８月１１日〜１５日まで

発送不可 小麦 大豆 山芋

発送不可 大豆 ゴマ

職人直
伝！

み子どもお菓子教室
夏休

[ 包みわらび餅・果実のくず餅 ]

私たちと一緒に
ただける方を募集します。
働いてい

本わらび粉を使用した包みわらび餅とフルーツを使ったくず餅を和菓子職人が丁寧に

スタッフ募集

教えます。夏休みの思い出にお友達同士でいかがですか？ご参加をお待ちしております。
日 程／ 8月19日
（日）
13時〜15時 場 所／本社恵那峡店
※写真はイメージです
募集人数／ 12名
（小学生〜中学生）
持ち物／上履き・三角巾・エプロン・筆記用具
参加費／ 1名 1,500円
詳細・申し込み／本社恵那峡店店頭、またはTEL0573-25-2470までお願いします

里の栗から、いつくし日本を。

□ホームページhttp://www.enakawakamiya.co.jp

発送不可 小麦 乳 大豆

季節と郷土の文化を味わえる︑

要冷蔵

おもてなしのお菓子︒

暑さも吹き飛ぶ
遊び心満点のびっくり饅頭

486 円

旬の枝豆の風味を引き出した
あんをたっぷりとつけた夏に
おいしい一品。お客様からの
要望にお応えして復刻しました。
[お日持ち] ２日
[期間限定] ８月下旬まで

うなぎの蒲焼き万頭

ご予約
受付中

クール便発送 小麦 乳 卵 大豆

おもてなし
茶屋菓子

旬の枝豆がたっぷり

新商品

要冷蔵

□オンラインショップhttp://www.enakawakamiya.com

■お客様からいただいた個人情報は、商品の発送および新商品・サービス・企画催事等のご案内に利用させていただきます。 ■お客様
ご本人から、個人情報の利用の停止・削除の請求をいただいた場合は、速やかに対応いたします。フリーダイヤルにてご請求ください。
●紙面にてご案内しております
「お日持ち」
は、それぞれの商品の製造日から賞味期限日
（または消費期限）
までの日数から販売日までの標準
日数を差し引いた期間です。なお、商品管理上お手元に届いてからの賞味期限（または消費期限）
までの日数が、記載した日数より前後す
ることがあります。ご了承ください。●アレルゲン表示のない商品もアレルゲンを含む商品と同じ工場内で作られております。詳しくはお問い
合わせください。●期間限定商品は素材などの仕入れ事情により、早期販売終了となる場合がありますので予めご了承ください。●要予約商
品は予約から３日以降のお渡しとなります。●表示金額は全て税込みとなります。

勤務地、仕事内容、勤務時間の詳細は下記までお問い合わせください。
TEL0573-25-9610 人事／後藤・丹羽

本社恵那峡店／恵那市大井町2632-105
恵 那 中 央 店／恵那市長島町正家3-3-4
瑞 浪 店／瑞浪市薬師町1-1
可 児 店／可児市下恵土字古川1956
咲久舎 可児御嵩インター店／可児市柿田844番1

TEL
（0573）
25-2470
TEL
（0573）
26-0082
TEL
（0572）
68-5220
TEL
（0574）
63-0211
TEL
（0574）
60-0398

８時〜19時
９時〜19時
９時〜19時
９時〜19時
９時〜19時

※商品のご予約等につきましては、お受け取り希望店へお問い合わせください。

QR コードを読み取りますと
オンラインショップに
アクセスできます。

使用マーク●原材料に下記アレルゲンを含んでいます

小麦 小麦 卵 卵
乳 乳

胡桃 くるみ

落 落花生 ゴマ ごま

蕎 そば 大豆 大豆

キウ キウイフルーツ 桃 もも
林檎 りんご

山芋 やまいも オレ オレンジ

バナ バナナ

カシュ カシューナッツ 牛 牛肉 酒 お酒の風味を効かせた
サバ さば

ゼラ ゼラチン トリ 鶏肉

ブタ 豚肉

商品です。お酒に弱い
方、お子様、 妊娠中
の方はご注意ください。

