
品　　名 数　量 記　号 販売期間 品　　名 数　量 記　号 販売期間 記　号

税込価格 1,576 円 税込価格 432 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 3,607 円

（商品価格 1,460 円） （商品価格 400 円） 　栗きんとん6ヶ （商品価格 3,340 円）

税込価格 2,084 円 税込価格 810 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 4,914 円

（商品価格 1,930 円） （商品価格 750 円） 　栗きんとん10ヶ （商品価格 4,550 円）

税込価格 2,592 円 税込価格 1,242 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 3,942 円

（商品価格 2,400 円） （商品価格 1,150 円） 　柿の美きんとん5ヶ （商品価格 3,650 円）

　毎度お引立て賜り誠にありがとうございます。弊店のお菓子は手造りの部分が多く、一日 税込価格 3,099 円 税込価格 1,620 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 5,238 円

　にお造りする数に限りがございます。ご注文は受付順に発送致しますので誠に恐縮とは （商品価格 2,870 円） （商品価格 1,500 円） 　柿の美5ヶ しば栗18入 （商品価格 4,850 円）

　存じますが、お客様への商品到着まで暫くのご猶予を頂きますようお願い致します。 税込価格 3,834 円 税込価格 864 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 5,886 円

　 22.7SUT （商品価格 3,550 円） （商品価格 800 円） 　柿の美きんとん10ヶ （商品価格 5,450 円）

税込価格 5,022 円 税込価格 1,998 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 3,261 円

品　　名 数　量 記　号 販売期間 （商品価格 4,650 円） （商品価格 1,850 円） 　嬉しの栗4ヶ （商品価格 3,020 円）

税込価格 1,717 円 税込価格 1,738 円 税込価格 3,834 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 4,525 円

（商品価格 1,590 円） （商品価格 1,610 円） （商品価格 3,550 円） 　嬉しの栗8ヶ （商品価格 4,190 円）

税込価格 2,808 円 税込価格 2,862 円 税込価格 5,670 円 　さゝめ さゝ栗 税込価格 3,780 円

（商品価格 2,600 円） （商品価格 2,650 円） （商品価格 5,250 円） 　栗蒸し羊羹 （商品価格 3,500 円）

税込価格 4,212 円 税込価格 4,212 円 税込価格 1,998 円 ※予告なく商品仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

（商品価格 3,900 円） （商品価格 3,900 円） （商品価格 1,850 円） ■　ご注文は

税込価格 5,562 円 税込価格 5,562 円 税込価格 2,916 円 　お手紙、インターネットまたはＦＡＸをご利用下さい。

（商品価格 5,150 円） （商品価格 5,150 円） （商品価格 2,700 円） 　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ　http://www.kawakamiya.co.jp/    FAX　0573-66-7634

税込価格 8,262 円 税込価格 1,080 円 税込価格 3,834 円

（商品価格 7,650 円） （商品価格 1,000 円） （商品価格 3,550 円） ■　お支払方法

税込価格 2,106 円 税込価格 2,840 円 税込価格 2,106 円 　1．　代金引換 代引き手数料はお客様のご負担となります。

（商品価格 1,950 円） （商品価格 2,630 円） （商品価格 1,950 円） ご請求額に含み請求させて頂きます。(代引き手数料 税込150円)

税込価格 3,294 円 税込価格 1,080 円 税込価格 3,078 円 　2．　先振込 銀行お振込先 三菱ＵＦＪ銀行　中津川支店

（商品価格 3,050 円） （商品価格 1,000 円） （商品価格 2,850 円） 普通　0700342　カ)カワカミヤ

税込価格 4,104 円 税込価格 2,484 円 税込価格 4,050 円 ※同封の振込用紙をご利用下さい。振込手数料は別途ご負担願います。

（商品価格 3,800 円） （商品価格 2,300 円） （商品価格 3,750 円） 　3．　先振込 郵便局お振込先 00890-5-9825

税込価格 4,914 円 税込価格 3,294 円 税込価格 5,940 円 ※振込用紙を窓口でご記入願います。振込手数料は別途ご負担願います。

（商品価格 4,550 円） (4月16日よりクール便) （商品価格 3,050 円） （商品価格 5,500 円） 　

税込価格 6,102 円 ※クール代が220円必要です。 税込価格 4,104 円 (クール便になります) 税込価格 1,620 円 先振込の場合は先にご予約の方がございますのでご入金確認後の受付順

（商品価格 5,650 円） （商品価格 3,800 円） ※クール代が220円必要です。 蒸し饅頭 （商品価格 1,500 円） となり、混雑時は約2～3週間お待ち頂く場合がございます。

税込価格 8,100 円 税込価格 4,914 円 酒饅頭 そば饅頭 税込価格 2,354 円 ｸﾚｼﾞｯﾄ払い(手数料無料※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ注文) ｺﾝﾋﾞﾆ Edy 楽天銀行 払い(手数料 税込220円)

（商品価格 7,500 円） （商品価格 4,550 円） 中津川饅頭 （商品価格 2,180 円） ※対応ｺﾝﾋﾞﾆ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾛｰｿﾝ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ ｾｲｺｰﾏｰﾄ

税込価格 12,042 円 税込価格 6,102 円 発送不可 税込価格 3,078 円

（商品価格 11,150 円） （商品価格 5,650 円） （商品価格 2,850 円） ■　日時ご指定の場合

税込価格 1,782 円 税込価格 2,646 円 税込価格 1,188 円 ・　お届け日の指定は可能ですが、ご注文日当日の発送は出来かねますので

（商品価格 1,650 円） 水菓子 （商品価格 2,450 円） （商品価格 1,100 円） 　 余裕を見てお早目にご注文お願いします。

税込価格 1,998 円 税込価格 3,888 円 ５月～８月迄 税込価格 2,646 円 ・　水曜日は定休日となり出荷をお休み頂いております。木曜日の到着ご指定の

（商品価格 1,850 円） 梅味楽 （商品価格 3,600 円） （商品価格 2,450 円） 　 場合は火曜日出荷となります。

税込価格 3,834 円 美濃栗の里 税込価格 5,130 円 (クール便になります) 税込価格 3,888 円 ・　お届け先が長期不在の場合、ご依頼主にご連絡の上、転送させて頂きますが、

（商品価格 3,550 円） 水羊羹 （商品価格 4,750 円） ※クール代が220円必要です。 （商品価格 3,600 円） 　 再度発送の場合は別途送料を頂く事となりますのでご了承ください。

税込価格 5,670 円 夏羊羹 税込価格 7,560 円 税込価格 2,106 円

（商品価格 5,250 円） （商品価格 7,000 円） （商品価格 1,950 円） ■　発送料金表　( 送料及びｸｰﾙ代は内税表記 )  ※夏季ｸｰﾙ対象となる商品はｸｰﾙ代が税込220円必要。

税込価格 6,102 円 税込価格 2,160 円 税込価格 3,078 円 料金 １，３００円

（商品価格 5,650 円） （商品価格 2,000 円） （商品価格 2,850 円）

税込価格 2,030 円 税込価格 3,186 円 税込価格 4,050 円 北海道

（商品価格 1,880 円） （商品価格 2,950 円） （商品価格 3,750 円） 沖縄

税込価格 2,689 円 税込価格 4,266 円 税込価格 1,890 円

（商品価格 2,490 円） （商品価格 3,950 円） （商品価格 1,750 円）

税込価格 3,348 円 税込価格 6,318 円 税込価格 2,754 円

（商品価格 3,100 円） （商品価格 5,850 円） （商品価格 2,550 円）

税込価格 4,006 円 税込価格 1,512 円 税込価格 3,618 円

（商品価格 3,710 円） （商品価格 1,400 円） （商品価格 3,350 円）

税込価格 4,968 円 税込価格 3,294 円 税込価格 2,862 円    

（商品価格 4,600 円） 発送不可 （商品価格 3,050 円） （商品価格 2,650 円） ■　宅急便到着時間指定について

税込価格 6,534 円 (要冷蔵) 税込価格 4,860 円 税込価格 5,562 円 ・　午前中

（商品価格 6,050 円） （商品価格 4,500 円） （商品価格 5,150 円） ・　14:00 ～ 16：00　　・　16：00 ～ 18：00　　

税込価格 9,774 円 税込価格 313 円 税込価格 2,160 円 ・　18:00 ～ 20：00　　・　19：00 ～ 21：00

（商品価格 9,050 円） （商品価格 290 円） （商品価格 2,000 円）

税込価格 1,134 円 税込価格 1,814 円 税込価格 1,620 円 ※上記指定ができますが、14：00～16：00以降 18：00～20：00以降の指定となる地域

（商品価格 1,050 円） 発送不可 （商品価格 1,680 円） （商品価格 1,500 円） 　がございます。詳しくはお問い合わせください。

税込価格 1,404 円 (要冷蔵) 税込価格 3,456 円 税込価格 1,728 円 ※上記時間はお届けの目安であり、天候不順 雪害 風水害 地震や交通事情により

（商品価格 1,300 円） （商品価格 3,200 円） （商品価格 1,600 円） 　ご希望到着日時にお届け出来ない場合がございます。

税込価格 2,646 円 税込価格 1,404 円 税込価格 1,512 円 ※お客様の個人情報は、商品の発送 新商品やサービスなどのお客様にお得な情報を

（商品価格 2,450 円） （商品価格 1,300 円） （商品価格 1,400 円） 　ご案内するために利用させて頂きます。(ご同意頂けない場合はご連絡ください。)

税込価格 3,888 円 税込価格 3,078 円 税込価格 1,944 円 　

（商品価格 3,600 円） 栗納豆ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ※ラブ （商品価格 2,850 円） （商品価格 1,800 円） 本　店／〒508-0041 岐阜県中津川市本町3丁目1-8　☎ 0573-65-2072

税込価格 5,130 円 税込価格 4,536 円 税込価格 1,620 円 　　　　ＦＡＸ0573-66-7634　http://www.kawakamiya.co.jp/

（商品価格 4,750 円） （商品価格 4,200 円） （商品価格 1,500 円） 手賀野店／☎ 0573-65-6410　　駅前店／☎ 0573-66-1372

創業元治元年
価　　格 価　　格 品　　名 価　　格 販売期間

苗木城伝説

6ヶ入 ナエ－6

通　年

しば栗

8ヶ袋入 シバ－08

通　年

9月～12月27日迄

8ヶ入 ナエ－8 15ヶ袋入 シバ－015 詰合せ ｻｷ-301

18ヶ入 シバ－18 詰合せ ル

詰合せ ｻｷ-202

11月～4月迄
12ヶ入 ナエ－12 25ヶ入 シバ－25 詰合せ オ

(4月16日よりクール便)

10ヶ入 ナエ－10

15ヶ入 ナエ－15

栗サブレー

5枚袋入 サブ－5

通　年

通　年

20枚箱入 サブ－20

詰合せ ワ
※クール代が220円必要です。

 お届先一箇所につき、お菓子代 税込10,800円以上で一件分の送料が無料です。(ｸｰﾙ代・代引手数料は別途必要)
20ヶ入 ナエ－20 10枚箱入 サブ－10 詰合せ カ 通　年

価　　格

栗きんとん

6ヶ入 クリ－６

9月～12月27日迄

中仙道膝栗毛

6ヶ入 ヒザ－6 詰合せ ヨ 通　年

10ヶ入 クリ－１０ 10ヶ入 ヒザ－10 30枚箱入 サブ－30 詰合せ ｻﾑ-201 ９月～１１月迄

15ヶ入 クリ－15 15ヶ入 ヒザ－15

恵那文楽

10ヶ入 ブン－10

通　年20ヶ入 クリ－20 20ヶ入 ヒザ－20 15ヶ入 ブン－15

30ヶ入 クリ－30

かやあられ

袋入 カヤ

12月より

20ヶ入 ブン－20

柿の美きんとん

5ヶ入 カキ－5

11月～4月迄

丸缶 カヤ－25

栗饅頭

10ヶ入 クマ－10

通　年

8ヶ入 カキ－8 かやチョコ 袋入 チヨ 15ヶ入 クマ－15

カキ－12

【銀行】

10ヶ入 カキ－10

冷菓 木曽路の四季

6ヶ入 キソ－6

５月～８月迄

20ヶ入 クマ－20

12ヶ入 8ヶ入 キソ－8 30ヶ入 クマ－30
【郵便局】

15ヶ入 カキ－15 10ヶ入 キソ－10 10ヶ入

通　年20ヶ入 カキ－20 12ヶ入 キソ－12 15ヶ入

30ヶ入 カキ－30 15ヶ入 キソ－15 20ヶ入

さゝめ さゝ栗

１本 ササ

通年

10ヶ入

通　年１本箱入 ササ－1 15ヶ入 2本入 テラ－2

２本箱入 ササ－2 20ヶ入 3本入 テラ－3

長崎カステラ

1本仮箱 テラ

３本箱入 ササ－3 30ヶ入

栗かのこ最中

10ヶ入

アユ－15 20ヶ入

カモ－10

通　年３本木箱入 ササ－33

水辺の若鮎

10ヶ入 アユ－10

５月～８月迄

15ヶ入 カモ－15
９００円 ８００円

都
道
府
県
名

青森　秋田　岩手 茨城　栃木　群馬

嬉しの栗

6ヶ入 ウレ－6

通年

15ヶ入 カモ－20
宮城　福島　山形 埼玉　千葉　東京

徳島　高知　香川 新潟　富山　石川

8ヶ入 ウレ－8 20ヶ入 アユ－20

かちぐり

10ヶ入 カチ－10

通　年

愛媛　岡山　広島 福井　山梨　長野

鳥取　島根　山口 滋賀　京都　奈良

福岡　長崎　大分 大阪　　兵庫

熊本　佐賀　宮崎
10ヶ入 ウレ－10 30ヶ入 アユ－30 15ヶ入 カチ－15

神奈川　和歌山

12ヶ入 ウレ－12

棹物水羊羹

1本

５月～８月迄

20ヶ入 カチ－20
鹿児島

 お届先一箇所につき、お菓子代 税込10,800円以上で一件分の送料が無料です。(ｸｰﾙ代・代引手数料は別途必要)

15ヶ入 ウレ－15 2本箱入

手造り最中

10ヶ入 テモ－1

通　年

20ヶ入 ウレ－20 3本箱入 20ヶ入 テモ－2

30ヶ入 ウレ－30

器流し水羊羹

1ヶ

５月～８月迄

膝栗毛羊羹 1本 ヒヨ 通　年

胞山の月

5ヶ袋入 ホウ－1

12月～4月迄

5ヶ入 栗羊羹 1本 クヨ 通　年

5ヶ箱入 ホウ－5 10ヶ入 栗蒸し羊羹 1本 シム ９月～１１月迄

10ヶ箱入 ホウ－10 袋入 ナツ

通　年

白さわ・黒さわ
木曽谷の梅 羊羹

1本 通　年

栗納豆

15ヶ箱入 ホウ－15 2袋箱入 ナツ－2 中仙道山路 1本 ヤマ 通　年

20ヶ箱入 ホウ－20 3袋箱入 ナツ－3 道標一里塚 1本 イチ 通　年

７００円

三重

静岡

愛知

岐阜


