
B3 輪転サイズ 528×370mm

中山道中津川 全商品2割引以上菓子まつり特別奉仕

スミDIC156

市川製茶

■上煎茶詰め放題
tel.65-2842

柿の木
tel.68-5651

久木一想イ草人形の里
tel.66-4380

和菓子処 一茶堂
■栗きんとん〔6個入〕 1,450円を 1,000円
■栗きんとん入り雪うさぎ〔単品〕 220円を 175円

tel.82-4389付知町10201-1

大蔵木工所
■ひのきうるし塗りはし 170円を 130円
■長手盆 2,500円を 1,800円

大特価で販売します

tel.66-7007駒場1666－3300

駒場488-5

千旦林1393-1

中津川883-1 原田農園
tel.66-0610駒場1667-518

原田農園産2割引
梨、ブドウ販売

うなぎの　山　品

東濃味自慢コンクール優勝
■うなぎ弁当 1,450円を 900円
　　　（屋外テントにて販売）

tel.65-2539新町1-1

Mr English Coffee

全国交流都市
観光物産展

全品特別割引！！

参加交流都市 市町村章紹介

長野県阿智村 愛知県西尾市 下呂市和歌山県田辺市 三重県伊勢市

満 天 星 一　休

恵那福堂

川 上 屋

北川製あん所

新 杵 堂

つちや商店御菓子所しん

仁 太 郎

美 濃 屋

信 玄 堂

栗菓匠七 福

松 月 堂

栗きんとん す　　や
山田商店

ヤマツ食品

梅　　園

苗木岡田2531-1
■栗きんとん〔3個入〕 681円を 500円
■栗きんとん〔6個入〕 1,491円を 1,100円
■栗きんとん〔10個入〕 2,430円を 1,800円
■柿の美きんとん〔3個入〕 1,037円を 800円
■柿の美きんとん〔5個入〕 1,890円を 1,450円
■ささめささ栗〔1本〕 1,566円を 1,200円
■栗蒸し羊かん〔1本〕 1,566円を 1,200円
他 出品和菓子全品2割引以上
　　　にて販売致します。

■北川あんこ〔1kg入〕 760円を 600円
■北川あんこ〔450g入〕 470円を 370円
■北川栗むしようかん 790円を 630円
■北川水ようかん 520円を 410円

■栗粉餅〔6個入〕 特価 700円
■栗おこわ（外ブースにて販売） 特価 500円
■スーパースターロール〔1本〕 1,260円を 900円
■栗きんとん〔6個入〕 1,560円を 900円
■栗きんとんロール〔1本〕 2,467円を 1,800円
■栗きんとんセット（じまん祭限定品） 1,560円を 900円
■秋色スターロール（スイートポテト） 1,512円を 1,000円
■ロールケーキ切り出し〔1袋〕　特価 500円

■栗きんとん〔6個入〕 1,468円を 1,100円
■栗きんとん〔10個入〕2,408円を  1,900円
■栗こごり〔6個入〕 1,468円を 1,100円
■栗納豆〔100g入〕 972円を 750円
■栗納豆〔200g入〕 1,944円を 1,500円
■栗蒸し羊羹 1,512円を 1,200円
■栗羊羹 1,512円を 1,200円
■栗きんとん羊羹 1,836円を 1,400円

■菊牛蒡漬〔600g入〕 1,080円を 800円
■栗納豆こわれ〔200g入〕 972円を 800円
■栗きんとん〔300g入〕［冷凍］ 1,512円を 1,200円
■瀬戸のたけのこ京風仕立て〔250g入〕540円を 400円
　※個数限定

■新商品抹茶栗かすてら〔1斤〕 1,404円を 1,000円
■しんちゃんのかすていら〔1斤〕 1,242円を 980円
■栗こぞう（栗粉餅）〔6個入〕 820円を 580円
■栗きんとん〔6個入〕 1,480円を 1,150円
■森の実かくれんぼ〔6個入〕 1,296円を 1,000円
■しんちゃんのえんまんどら焼き他2割引以上
■栗入栗飴（日本初）・栗入栗せん 2割引以上
■つちやオリジナル・クッキー各種 2割引以上

tel.65-0193

太田町2-3-8 tel.65-2543

中津川913-10 tel.65-7000
■栗の木ロール 1,500円を 1,200円
■栗むし羊羹〔1本〕 1,300円を 1,000円
■栗粉餅〔8個入〕  700円
■栗きんとん〔6個入〕 1,450円を 1,100円

本町3-1-8 tel.65-2072

駒場1151-1 tel.65-2066

小倉せんべい店
栄町7-13　 tel.65-2229

中津川3022-18 tel.66-7311

太田町2-5-29 tel.65-3008

本町3-2-29
千旦林

tel.65-2830
tel.65-2809 ■仁太まんじゅう〔10個入〕 800円を 640円

■栗匠翁〔5個入〕 1,400円を 1,100円
■焼き栗きんとん栗千年〔15枚入〕 1,080円を 850円
■栗子もち〔8個入〕 850円を 680円
■深山柿の雫〔6個入〕 2,070円を 1,600円
■悦造 半熟チーズスフレ〔5個入〕750円を 660円
■悦造 栗きんとんロール〔1本〕1,650円を  1,300円
■悦造 New森のラスク 1,270円を 1,000円

加子母4939-6 tel.0573-79-3501

出品商品
2割引

全商品
2割引

手賀野字西沼271-3 tel.66-8111

新町2-40 tel.65-2078

茄子川1646-1 tel.68-2720

茄子川1208-5 tel.68-2038

特割価格

出品商品2割引以上

太田町1-4-34
■お菓子作りの原材料及び北海道の新豆を

tel.65-2704

花戸町4-7 tel.0120-373-802

価格はすべて
税込価格です

■【限定販売】秋の味覚セット〔4種入〕839円を 650円
　（栗きんとんを使ったお菓子4種類の食べ比べ♪）

■栗粉餅〔8個入〕 850円を 特価650円
■栗きんとんショコラ 864円を 690円
■【限定販売】生栗蒸し羊羹 972円を 750円
■栗まんじゅう〔8個入〕 1,642円を 1,300円
■信玄堂：お楽しみ袋  1,000円
■栗きんとん大福・栗きんとんパイなど出品商品2割引

300g
オリジナル茶缶付

■栗きんとん〔10個入〕 2,390円を 1,900円
■森の水鏡〔10個入〕 2,190円を 1,750円
■栗むしようかん〔大〕 1,200円を 950円
■くり子もち〔15個入〕 1,030円を 820円
■栗っシュ〔4個入〕 820円を 650円
■和栗ロール〔1本〕 970円を 770円
■その他木の芽流しなど出品商品  2割引以上
※杣の木洩日の販売はいたしません。

菓子まつり限定

もり　 みずかがみ

■〔菓子まつり限定〕栗ごへい〔3本入〕 500円
■栗どら、栗きんとん巻きセット 〔3個入〕 500円
■新商品スィートマロン 1セット 300円
■栗きんとん・深山のしずく・福ぐり・宿場の茶屋柿　

　 出品商品
　　2割引
※発送業務代行中止のお知らせ
　発送業務の受付ですが、諸般の事情により会場での
　受付は終了とさせて頂きます。

■栗きんとん〔6個入〕 1,474円を 1,100円
■栗きんとん〔10個入〕 2,381円を 1,900円

■栗苞（くりづと）〔6個入〕 1,641円を 1,300円
■栗きんとん羊羹〔1本〕 1,728円を 1,300円
■栗蒸羊羹〔1本〕 2,052円を 1,600円
■くりもち〔6個入〕 670円を 500円
■栗きんとん大福〔3個入〕　702円を 500円
■お楽しみ袋 〔大特価菓子まつり限定〕（1,500円以上の品） 1,000円

後藤製茶
tel.65-4719駒場111

ぎふクリーン農業認定 中津川産のお茶
■各種お茶をお買徳にて御奉仕　■試飲のお茶もたくさん
　ご用意していますのでお気軽にお立ち寄り下さいませ！！
　※各種お茶よりどり3袋1,000円など
　　その他お買徳にて御奉仕

サラダコスモ ちこり村

5年連続 楽天市場1位獲得

全国のおせちの中で、お客様評価ランキング1位

　田舎の手づくり　おせち
12月30日に盛付、31日に冷蔵宅配

　早期割引　20％OFF
ちこり・ちこり焼酎・ちこり茶・有機にんにく・他

〔数量限定〕万一売り切れの場合ご容赦ください。

tel.0573-62-1545中津川インター横

■せんべい
■かりん糖

菓子まつり先行販売

菓子まつり先行販売

■来年の干支ひつじ干支十二支〔台付〕 1,620円を 1,200円
■無事かえる〔特〕その他もあり 2,160円を 1,800円
■ふくろう〔大〕 2,160円を 1,800円
■干支十二支額入〔立〕 12,960円を9,000円

tel.65-5353中津川市瀬戸1250-6
■中津川ブレンド〔150g〕 810円を 750円
■AMブレンド〔200g〕 810円を 750円
■PMブレンド〔200g〕 810円を 750円
■城山ブレンド〔150g〕 810円を 750円

【半額】
■抹茶栗きんとん〔6個入〕 1,470円を 1,200円
■ 　　　　中津川栗かすていら 550円を 440円
■　　　　葛きんとん栗本 190円を 150円
■五百羅柿 全品20％引
■栗きんとん・抹茶栗きんとん〔1個〕 220円を 170円

栗きんとん
限定品　2,060円を 1,000円

大人気

大人気

（2014年モンドセレクション金賞受賞）

〔2014年新商品〕

■栗蒸し羊かん〔1本〕
 756円を 500円
■からすみ各種〔1本〕 346円を 270円
■栗きんとん〔6個入〕 1,361円を 1,000円

豆の匠　中島豆腐
tel.65-2591手賀野455-10

■御豆腐〔500g〕 864円を 750円

■まかないあげ〔200g〕　648円を 550円

秋だ！鰻だ！本物だ！

2万人栗ぜんざい
（外会場）

お茶席

5００円（栗きんとん＋お抹茶）

お抹茶と栗きんとんをお楽し
みいただけます。

（アリーナ）

中津川菓子組合
手づくりの
「栗ぜんざい」を
無料サービス
　　　　　　（先着順）

提供時間
10月24日（金）　AM10:00～PM4:00
25日（土）　AM 9:30～PM4:00
26日（日）　AM 9:30～PM3:30

※栗きんとん箱入りをご購入の方に「栗きんとんおこげ」を箱数に応じ
　て差し上げます！（数に限りがございます）◆無くなり次第終了致します。

（渋皮栗黒豆入）1日限定50本限り

当市と交流のある市町村が全国から大集合。観光 PRと各市町村じまんの特産品を販売します。

★特産品は海の幸、山の幸が勢ぞろい！
●リンゴ他農産物（阿智村）
●梅干し・みかん（田辺市）

●いかの姿焼き・えびせんべい・干物（西尾市）
●アジの開き・うるめ丸干し・その他旬の干物（伊勢市）

●飛騨の鷄ちゃん・朴葉寿し・飛騨の菓子等（下呂市）

菓子まつり限定


