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慶
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竹
たけ

皮
がわ

包
づつみ

羊
よう

羹
かん

化粧箱入 本体価格 外寸（cm）  総重量

印
いんろう

籠杉箱入 本体価格 外寸（cm） 総重量 

1本入 3,240円 （3,000円） 26.1×  7.3×5.2 880g

2本入 6,264円 （5,800円） 26.1×13.7×5.2 1,680g

3本入 9,396円 （8,700円） 26.1×20.0×5.2 2,480g

4本入 12,636円 （11,700円） 26.1×26.1×5.2 3,260g

5本入 15,768円 （14,600円） 32.2×26.1×5.2 4,060g

2本入 7,344円 （6,800円） 27.5×15.2×7.0 1,790g

3本入 10,692円 （9,900円） 27.5×21.3×7.0 2,580g

4本入 14,040円 （13,000円） 27.5×27.5×7.0 3,390g

5本入 17,280円 （16,000円） 33.5×27.5×7.0 4,130g

賞味期限 ： 製造から1年
 ご用途 ： お祝い事全般
写真以外の羊羹もご用意しております。詳しくは販売員にお問い合わ

せください。

配送可能商品

江戸時代から、とらやの御
ご

用
よう

記録に残る竹皮包みの羊羹。

さまざまなご用途にお使いいただけます。
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じっくり炊いた餡をご堪能いただける、おめでたい菓銘の最中です。

桜・梅・菊を愛らしくかたどりました。

最
も

中
なか

 本体価格 外寸（cm） 総重量 

  2個入 540円 （500円） 14.3×  8.2×3.1 100g

  3個入 810円 （750円） 21.1×  8.2×3.1 144g

  6個入 1,512円 （1,400円） 22.3×15.6×3.1 326g

  8個入 2,052円 （1,900円） 29.4×15.6×3.1 425g

  9個入 2,268円 （2,100円） 22.3×23.0×3.1 477g

12個入 2,916円 （2,700円） 29.4×23.0×3.1 633g

15個入 3,564円 （3,300円） 22.3×23.0×6.3 699g

18個入 4,212円 （3,900円） 22.3×23.0×5.8 808g

24個入 5,508円 （5,100円） 29.4×23.0×5.8 1,070g

32個入 7,452円 （6,900円） 29.4×30.4×5.8 1,395g

賞味期限 ： 製造から24日
 ご用途 ： お祝い事全般  結婚式の引菓子・創立記念日など
おめでたい紅白の詰め合わせもご用意しております。

配送可能商品
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推
すい

古
こ

®  和わ 三さん盆ぼん糖とう製せい

 本体価格 外寸（cm） 総重量 

12個入 1,188円 （1,100円） 15.4×12.0×1.5 106g

24個入 2,376円 （2,200円） 23.3×15.4×1.5 201g

賞味期限 ： 製造から180日
 ご用途 ： お祝い事全般  結婚式の引菓子など
京都地区では販売しておりません。

配送可能商品

「和三盆糖」の風味をそのままにおつくりした口どけの良い干菓子で、

抹茶にも煎茶にも良くあいます。お祝い事や結婚式など、

さまざまな慶事にお使いいただけます。
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叙勲・褒章のお祝いなどにご利用いただいております。

特
とく

製
せい

菊
きく

焼
やき

残
ざん

月
げつ

 本体価格 内寸（cm） NET

  2個入 1,858円 （1,720円） 14.0×12.0×3.8 200g

  3個入 2,733円 （2,530円） 19.0×12.0×3.8 300g

  5個入 4,482円 （4,150円） 20.5×18.7×4.0 500g

予約販売 ご注文・ご変更は6日前までにお願いいたします。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： 叙勲・褒章のお祝いや内祝など
アレルギー物質28品目 ： 「小麦」「卵」

• こし餡入
• 焼き印を「菊合せ」「籬（まがき）の菊」「菊日和」よりお選びください。
• ご注文は、各10個以上より承ります。
• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

菊合せ 菊日和

籬の菊
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紅白のお饅頭は、昔からの代表的な祝菓子です。小麦粉を用いておつくりしております。

新
しん

饅
まん

予約販売 ご注文・ご変更は4日前までにお願いいたします。

5個入 本体価格 内寸（cm）  NET 

2個入 本体価格 内寸（cm）  NET 9個入 本体価格 内寸（cm）  NET 

1号 4,277円 （3,960円） 18.2×18.2×4.6 540g

2号 5,649円 （5,230円） 19.1×19.1×4.8 720g

3号 7,074円 （6,550円） 20.6×20.6×5.0 900g

5号 8,446円 （7,820円） 21.0×21.0×5.3 1,080g

1号 1,059円 （980円） 12.5×6.1×4.6 120g

2号 1,394円 （1,290円） 13.2×6.7×4.8 160g

3号 1,728円 （1,600円） 14.0×7.0×5.0 200g

5号 2,063円 （1,910円） 14.7×7.1×5.3 240g

1号 2,430円 （2,250円） 15.3×15.3×4.6 300g

2号 3,240円 （3,000円） 16.1×16.1×4.8 400g

3号 4,050円 （3,750円） 17.5×17.5×5.0 500g

5号 4,860円 （4,500円） 18.0×18.0×5.3 600g

• 中の餡は、特にご指定の無い場合、白皮は御膳餡となります。紅皮は1～ 3号が小倉餡、5号が白餡となります。（中の餡をご変更の場合
も5号は製法上、御膳餡または白餡となります。）

• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： お祝い事全般
アレルギー物質28品目 ： 「小麦」「卵」

φ5.9cm
60g

1号

φ6.2cm
80g

2号

φ6.8cm
100g

3号

φ7.0cm
120g

5号
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すりおろしたつくね芋を生地に用いたお饅頭です。しっとりした食感が特徴です。

薯
じょう

蕷
よ

饅
まん

頭
じゅう

予約販売 ご注文・ご変更は4日前までにお願いいたします。

5個入 本体価格 内寸（cm）  NET 

2個入 本体価格 内寸（cm）  NET 9個入 本体価格 内寸（cm）  NET 

1号 7,193円 （6,660円） 18.2×18.2×4.6 720g

2号 8,954円 （8,290円） 19.1×19.1×4.8 900g

3号 10,768円 （9,970円） 20.6×20.6×5.0 1,080g

5号 12,528円 （11,600円） 21.0×21.0×5.3 1,260g

1号 1,707円 （1,580円） 12.5×6.1×4.6 160g

2号 2,128円 （1,970円） 13.2×6.7×4.8 200g

3号 2,549円 （2,360円） 14.0×7.0×5.0 240g

5号 2,970円 （2,750円） 14.7×7.1×5.3 280g

1号 4,050円 （3,750円） 15.3×15.3×4.6 400g

2号 5,076円 （4,700円） 16.1×16.1×4.8 500g

3号 6,102円 （5,650円） 17.5×17.5×5.0 600g

5号 7,128円 （6,600円） 18.0×18.0×5.3 700g

• 中の餡は、特にご指定の無い場合、白皮は御膳餡となります。紅皮は1・2号が小倉餡、3・5号が白餡となります。（中の餡をご変更の場合
も3・5号は製法上、御膳餡または白餡となります。）

• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： お祝い事全般
アレルギー物質28品目 ： 「山芋」

φ5.8cm
80g

1号

φ6.4cm
100g

2号

φ6.6cm
120g

3号

φ7.0cm
140g

5号
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兎
うさぎ

饅
まん

予約販売 ご注文・ご変更は5日前までにお願いいたします。

 本体価格 内寸（cm） NET 

紅白2個入 1,080円 （1,000円） 13.6×7.0×5.0 100g

• 白皮 ： 御膳餡入、紅皮 ： 小倉餡入
• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

兎は多産であることから縁起が良いとされています。紅白で並んだ可愛らしい姿は、

七五三、ご結婚、ご出産などにおすすめです。薯蕷饅頭のゆたかな風味をお楽しみください。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： 七五三などお子様のお祝い事全般  結婚式の引菓子など
アレルギー物質28品目 ： 「山芋」
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蓬
よも

が嶋
しま

 ®

予約販売 ご注文・ご変更は6日前までにお願いいたします。数の多い場合はお早めにご相談ください。

杉箱入 本体価格 内寸（cm） NET 

化粧箱入 本体価格 内寸（cm）  NET 

1号 5,422円 （5,020円） 11.4×11.4×  8.7 470g

2号 7,172円 （6,640円） 12.0×12.0×  9.5 630g

3号 9,926円 （9,190円） 13.8×13.8×11.5 880g

5号 11,945円 （11,060円） 15.3×15.3×12.0 1,060g

1号 6,372円 （5,900円） 11.7×11.7×  9.0 470g

2号 8,100円 （7,500円） 12.4×12.4×  9.6 630g

3号 10,908円 （10,100円） 14.1×14.1×11.5 880g

5号 12,852円 （11,900円） 15.6×15.6×12.3 1,060g

• 中の小饅頭は、1～ 3号は5個、5号は7個入っております。
• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： お祝い事全般  結婚・出産のお祝いなど
アレルギー物質28品目 ： 「山芋」

中国の伝説にある、不老不死の仙人が住むという「蓬
ほう

萊
らい

山
さん

」を表したお饅頭です。

中に小饅頭が入った姿から、別名「子持饅頭」ともいわれる、大変おめでたいお菓子です。

色とりどりの小饅頭が現れたときの驚きも楽しみのひとつです。

φ10.6cm
470g

1号

φ11.8cm
630g

2号

φ13.3cm
880g

3号

φ14.5cm
1,060g

5号
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押
おし

物
もの

予約販売 ご注文・ご変更は6日前までにお願いいたします。

幸
さち

袋
ぶくろ

® 本体価格 内寸（cm）  目安重量 鶴亀 化粧箱 紅白2 個入 本体価格 内寸（cm） 目安重量 

熊
ゆ

野
や

桜
ざくら

 本体価格 内寸（cm）  目安重量 

翁
おきな

面
めん

 本体価格 内寸（cm）  目安重量 

杉箱入 5,292円 （4,900円） 15.0×17.0×5.7 319g 1号 918円 （850円） 11.0×  8.5×3.0 78g

2号 1,307円 （1,210円） 12.5×10.7×3.5 134g

3号 2,031円 （1,880円） 14.5×11.5×4.0 195g

5号 3,068円 （2,840円） 16.2×13.0×4.2 313g

化粧箱入 2,398円 （2,220円） 19.0×10.0×4.7 180g

杉箱入 3,240円 （3,000円） 19.0×10.0×4.7 180g

印籠杉箱入 6,480円 （6,000円） 19.1×14.1×8.7 365g

• このほかの木型もございます。詳しくは販売員にお問い合わせください。
• 中には餡が入っております。ご要望に応じて、餡を抜いておつくりすることもできます。
• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

当店に古くから伝わる木型を用いた干菓子です。お使いみちにあわせて意匠をお選びください。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： お祝い事全般
写真 ： （左上）幸袋／（右上）翁面／（左下）熊野桜／（右下）鶴亀
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縁
ふち

高
だか

折
おり

杉の正目板を使った伝統的な縁高折に、おめでたいお菓子をお詰めします。

予約販売 受注生産のため、お渡しまで日数をいただきます。事前にご相談ください。

 本体価格 内寸（cm）  NET 

1号 5,519円 （5,110円） 15.0×15.0×4.5 463g

2号 7,107円 （6,580円） 16.6×16.6×5.1 619g

3号 9,094円 （8,420円） 18.0×18.0×5.5 828g

• 季節によっておすすめのお菓子が異なります。詳しくは販売員にお問い合わせください。
• 詰め合わせ内容により、価格・アレルギーが異なります。
• 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
• 数の多い場合および特殊な掛紙、箱などの場合にはお早めに販売員にご相談ください。

消費期限 ： 販売員にお問い合わせください
 ご用途 ： お祝い事全般
写真 ： 
（上）煉製『弥栄の日』

（左）薯蕷製『丹頂』御膳餡入   アレルギー物質 28品目 ： 「山芋」
（右）羊羹製『万代の春®』白餡入  アレルギー物質28品目 ： 「小麦」
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専門の和菓子職人が、お客様の想いや、お使いみちなどのご要望をお伺いし、素材から

形・色・包装形態にいたるまで、お客様と一緒に考え、その方だけの和菓子をおつくりいたします。

和菓子オートクチュール 

ご注文の流れ

お客様の想いやお使いみちなどを担当の

職人が伺います。
● 素材、形、召しあがる方の人数、お好み、
 イメージカラー、モチーフなど
● アレルギーの有無 

1

お伺いした内容をもとに、担当者が

イメージ化し、お菓子の図案を

お出しします。

2

お客様とイメージをすり合わせ、

試作をします。

3

試作品をご確認いただき、

さらにご要望やご注文をお伺いして、

完成となります。 

4

［赤坂店］ 電話 ： 03-3408-2331　受付時間 ： 平日 9時～19時  土日祝 9時30分～18時
［京都一条店］ 電話 ： 075-441-3112　受付時間 ： 9時～18時 

赤坂店・京都一条店にて承っております。

WAGASHI HAUTE COUTURE ®

● ご来店の際は、事前のご予約をお願いいたします。 
● 基本的に消費期限は当日中です。 
● ご注文は総重量500g以上からとなります。 
● お菓子そのものの製造だけではなく、菓銘を付けたり、しおりを作成したりいたします。
  また、化粧箱などもご提案いたします。

予約販売 納品まで1～ 2ヵ月以上お時間をいただきます。お早めにご相談ください。
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「祝」「寿」などの焼き印をお饅頭に押すことができます。

お子様のお名前など、オリジナルの焼き印もおつくりいたします。

［赤坂店］ 電話 ： 03-3408-2331　受付時間 ： 平日 9時～19時  土日祝 9時30分～18時
［京都一条店］ 電話 ： 075-441-3112　受付時間 ： 9時～18時 

赤坂店・京都一条店にお問い合わせください。

焼
や

き印
いん

付
つき

饅
まん

頭
じゅう

● 消費期限は販売員にお問い合わせください。
● 東京都23区内、京都市内など一部の地域のみ、配達をいたします。
● オリジナルの焼き印をおつくりする場合は、実費および製作日数を頂戴いたします。（目安：1丁あたり約6,358円～、製作日数約30日）
● おつくりしたオリジナル焼き印は、お客様へお渡しいたします。次回より無料でお使いいただけます。
● 数量・デザインによりましては、焼き印が2丁以上必要になります。
● 焼き印に適したデザインかなど、詳しくは販売員にお問い合わせください。

アレルギー物質28品目 ： 新饅「小麦」「卵」、薯蕷饅頭「山芋」
 ご用途 ： お祝い事全般  出産祝のお返し（お子様のお名前をオリジナル焼き印で入れる）など

ご注文の流れ

お饅頭の種類をお選びください。

新饅 （50g） 本体価格 内寸（cm） NET 

2個入 864円 （800円） 13.6×7.0×5.0 100g

薯蕷饅頭 （50g） 本体価格 内寸（cm） NET 

2個入 1,080円 （1,000円） 13.6×7.0×5.0 100g

•  2個入以外の化粧箱もございます。  
 詳しくは販売員にお問い合わせください。

•  50gのほか、p5・p6の1～ 5号サイズも承ります。  
 価格・サイズ・重量は p5・p6をご覧ください。

•  50gはカップトレイ入り、1～ 5号は個包装になります。

中の餡をお選びください。

•  新饅5号、薯蕷饅頭3・5号は製法上、御膳餡または  
白餡となります。

1 3

焼き印をお選びください。

［当店でご用意できる焼き印（無料）］

• このほかの焼き印もございます。  
詳しくは販売員にお問い合わせください。

［オリジナルの焼き印（有料）］

お子様のお名前・お祝いの言葉・記念の数字（2～3文字程度）
簡単な紋やロゴ等

4

皮の色をお選びください。

•  各色10個以上より承ります。  
 ご注文・ご変更は7日前までにお願いいたします。

•  紅白の詰め合わせのみ、1箱から、4日前まで  
 ご注文を承ります。

　（新饅：白皮は御膳餡、紅皮は50g及び1～3号が小倉餡、
　5号が白餡）

　（薯蕷饅頭：白皮は御膳餡、紅皮は50g及び1・2号が小倉餡、
　3・5号が白餡）

2

紅 緑 黄 白 紫

御膳餡 小倉餡 白餡

予約販売 お早めにご相談ください。
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お祝い事 表書き例 おすすめのお菓子

結婚

結納 仲人や相手方両親へのご挨拶 寿・御挨拶 竹皮包羊羹（印籠杉箱）

結婚

結婚する方へのお祝い 寿・御結婚御祝
最中・蓬が嶋

オートクチュール菓子

結婚式の引菓子 寿
最中・推古・饅頭・兎饅

蓬が嶋・押物『鶴亀』

結婚後の挨拶まわり 寿・内祝 最中

結婚記念日

25年目…銀婚式
50年目…金婚式 など

結婚記念日を迎えるご夫婦への

お祝い
御祝・〇〇式御祝 竹皮包羊羹・最中

返礼 内祝 最中・推古

出産 出産

出産された方へのお祝い 出産御祝・御祝 竹皮包羊羹・最中

返礼 内祝
兎饅・蓬が嶋

焼き印付饅頭（お子様のお名前）

成長のお祝い

初節句

男子…端午の節句 （5月5日）
女子…桃の節句 （3月3日）

初節句のお子様へのお祝い 初節句御祝・御祝 行事菓子

返礼 内祝 最中

七五三

男子…3歳と5歳
女子…3歳と7歳

七五三のお子様へのお祝い 七五三御祝・御祝 兎饅・最中

返礼 内祝 最中

入園・入学・卒業

合格・就職

入園・入学・卒業・合格・就職

した方へのお祝い

入園御祝・入学御祝

卒業御祝

合格御祝・就職御祝

御祝

竹皮包羊羹・最中

返礼 内祝・御礼
最中

「祝」焼き印付饅頭学校から生徒への記念品
祝入園・祝入学

祝卒業

成人式
成人した方へのお祝い 成人御祝・御祝 竹皮包羊羹（印籠杉箱）

返礼 御礼・内祝 最中

お誕生日 お誕生日の方へのお祝い 誕生日御祝・御祝
竹皮包羊羹

オートクチュール菓子

寿

還暦 （満60歳）
古稀 （70歳）
喜寿 （77歳）
傘寿 （80歳）
米寿 （88歳）
卒寿 （90歳）
白寿 （99歳）　など

長寿の方へのお祝い

還暦御祝・古稀御祝

喜寿御祝・傘寿御祝

米寿御祝・卒寿御祝

白寿御祝

御祝

押物『幸袋』『翁面』

蓬が嶋・縁高折

オートクチュール菓子

返礼 内祝
「寿」焼き印付饅頭

最中

受章

受賞

叙勲・褒章

（国から、功績のあった人に勲章・

褒章を授与・表彰）

受章した方へのお祝い 受章御祝・御祝 竹皮包羊羹（印籠杉箱）

返礼

受章記念パーティーの引菓子
受章記念・内祝 特製菊焼残月

受賞
（民間団体など各分野での表彰）

受賞した方へのお祝い 受賞御祝・御祝 竹皮包羊羹（印籠杉箱）

返礼

受賞記念パーティーの引菓子
受賞記念・内祝 紅白饅頭

開店

開業
開店・開業

開店・開業した方へのお祝い
開店御祝・開業御祝

御祝

竹皮包羊羹など

羊羹全般

返礼

周囲への配り物

開店記念・開業記念

祝開店・祝開業

最中・小形羊羹

紅白饅頭

周年祝い

開店〇周年

創立〇周年

創業〇周年

〇周年のお祝い

開店〇周年御祝

創立〇周年御祝

創業〇周年御祝

御祝

竹皮包羊羹など

羊羹全般

記念品・配り物

開店〇周年記念

創立〇周年記念

創業〇周年記念

最中

小形羊羹

紅白饅頭

建築 新築祝・完成祝

新築した方へのお祝い
新築御祝

御祝

竹皮包羊羹など

羊羹全般

施主から工事関係者・周囲

への配り物

祝竣工・祝落成

竣工記念・落成記念

最中・小形羊羹

紅白饅頭

主なお祝い事とおすすめのお菓子
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ご注文・お問い合わせ  

［赤坂店］ 〒107-8401 東京都港区赤坂4-9-22
電話 ： 03-3408-2331　Fax ： 03-3408-4135　営業時間 ： 9時～19時（平日）  9時30分～18時（土曜・日曜・祝日）
休業日 ： 毎月6日（12月を除く）

［京都一条店］ 〒602-0911京都府京都市上京区烏丸通一条角広橋殿町415　
電話 ： 075-441-3111　Fax ： 075-411-2291　営業時間 ： 9時～18時　
休業日 ： 元日／毎月最終月曜日（4月・12月を除く）

［ご注文承りセンター］

電話 ： 0120-45-4121　Fax ： 0120-77-3250　
受付時間 ： 10時～17時　休業日 ： 日曜・元日
• 店舗は併設しておりません

• 諸般の事情により臨時休業する場合もございます。その場合はとらやホームページなどでお知らせいたします。

• 消費期限・賞味期限は、製造から期限日までの日数を表示しております。製造後の商品の品質確認と、社内での物流・販売
に要する日数をいただいておりますので、ご購入時点での日数は、記載日数より短くなります。個々の商品に記載して

ある消費期限・賞味期限をご確認のうえ、お召しあがりください。  

• 消費期限・賞味期限は、「微生物検査」、「理化学検査」、「官能検査」をもとに設定しております。  
［消費期限］定められた方法により保存した場合、商品の品質が保持され、安全に召しあがっていただける期限です。 
　　　　　期限を過ぎますと、お召しあがりいただけません。  
［賞味期限］定められた方法により保存した場合、品質が十分に保たれ、おいしく召しあがっていただける期限です。 
　　　　　期限を超えた場合でも、すぐに食べられなくなることはございません。   

• アレルギー物質の情報は、特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの21品目について、商品ごとに記載しております。  

• 蜂蜜を使用しているものは、「蜂蜜使用」と記載しております。1歳未満の乳児には食べさせないでください。 

• 各商品の重量は、NET表示と目安重量表示を除き、外箱などを含んだ重量です。ご配送の目安としてご利用ください。 

• 店舗ごとに取り扱い商品が異なる場合がございます。詳しくは販売店にお問い合わせください。   

• 竹皮包羊羹の竹皮の中には、個包装された羊羹が2つ入っております。  

• 掲載金額には、消費税が含まれております。（　）内の金額は本体価格です。  

• 商品の内容・価格・販売期間・販売店・パッケージなどについて、変更する場合がございますので、あらかじめご了承く
ださい。  

• 商品写真は印刷のため、実際の商品の色とは異なる場合がございますので、ご了承ください。 

2021. 4. 3900

 このパンフレットの有効期限は2021年4月1日から2022年3月31日です
www.toraya-group.co.jp

 とらや・TORAYA AN STANDオンラインショップ

www.toraya-group.co.jp/onlineshop/
このパンフレットは、虎屋グループ公式サイトから

電子版でもご覧いただけます
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