
かりんとう単品

日本橋錦豊琳は、江戸の中心で様々な人や物の集まる「日本橋」という場所から、
昔懐かしいお菓子を、今の時代のものとして生まれ変わらせた

新しい「お菓子文化を発信」するブランドです。

かりんとう詰合せ

【内容量はお味によって異なります(60～70g) 】
★定番の味 9種類 各味 ¥380-

内容量：120g

★昔ながらの
黒かりんとう

金額：¥518-

★季節限定かりんとう

各季節限定のお味をご用意
しております。
詳しくはお問合せ窓口まで
ご確認くださいませ。

※ 写真はイメージです

Tel：0120-355-559
営業時間 9:00～12:00

13:00～17:30
定休日：土・日・祝日

ご注文・お問合せ窓口

※表示金額は全て『税込価格』となります

※ご注文商品代金が￥8,640-以上で送料無料となります(1か所につき)
Webサイトはコチラ

http://nishikihorin-shop.com/

オンラインショップ商品カタログ

★詰合せ

3個箱 6個箱 9個箱

商品名 金額 内容量 内容 (各1袋ずつ)

かりんとう3個箱 1,270 195g きんぴらごぼう、野菜、むらさきいも

かりんとう6個箱 2,522 390g
きんぴらごぼう、野菜、むらさきいも、黒糖、
みたらし、和風だし

かりんとう9個箱 3,772 580g
きんぴらごぼう、野菜、むらさきいも、黒糖、
洗双糖、みたらし、和風だし、胡麻、七味山椒

★小袋詰合せ

5袋 10袋 20袋

商品名 金額 内容量 内容

小袋5袋入り 864 115g
きんぴらごぼう、野菜、むらさきいも、
和風だし、胡麻 (各1袋ずつ)

小袋10袋入り 1,728 230g
きんぴらごぼう、野菜、むらさきいも、
和風だし、胡麻 (各2袋ずつ)

小袋20袋入り 3,456 460g
きんぴらごぼう、野菜、むらさきいも、
和風だし、胡麻 (各4袋ずつ)



※表示金額は全て『税込価格』となります

※ご注文商品代金が￥8,640-以上で送料無料となります(1か所につき)

無選別江戸豊

内容量：160g

金額：¥378-

無選別いろいろ五種

内容量：210g

金額：¥378-

ごまだくさん煎

内容量：20枚

金額：¥378-

二色小丸せん

内容量：18枚

金額：¥378-

みそ煎

内容量：8枚

金額：¥270-

塩わさび煎

内容量：12枚

金額：¥270-

海苔巻き揚げ煎

内容量：3本×8袋

金額：¥1,080-

海苔巻き揚げ煎しお味

内容量：3本×8袋

金額：¥1,080-

海苔巻き揚げ煎２種詰合せ

内容量：2袋 (醤油味①・塩味①)

金額：¥2,592-

海苔巻き揚げ煎詰合せ (醤油)

内容量：2袋 (醤油味)

金額：¥2,592-

江戸豊 12枚

内容量：12枚

金額：¥1,188-

自然乾燥手揚げ餅

内容量：190g

金額：¥1,080-

自然乾燥納豆揚げ餅 醤油

内容量：190g

金額：¥1,080-

自然乾燥納豆揚げ餅 七味

内容量：190g

金額：¥1,080-

自然乾燥納豆揚げ餅 胡椒

内容量：190g

金額：¥1,080-

江戸富士七景(42枚入)

内容量：6枚×7種類

金額：¥1,188-

ひび焼き煎

内容量：10枚

金額：¥378-

さっくり揚げ餅しょうゆ

内容量：150g

金額：¥432-

さっくり揚げ餅しお

内容量：160g

金額：¥432-

香ばしもち

内容量：135g

金額：¥410-

塩もち

内容量：135g

金額：¥410-

おせんべい・おかき



店舗のご案内

★小伝馬町本店

住所：〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町16-14

TEL：03-6661-1472

営業時間：9:30～18:30
（日祝休、毎月第一土曜・最終土曜休）

★東京駅グランスタ東京店

住所：〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-9-1
JR東日本東京駅構内地下1階
「グランスタ東京」内

TEL：0120-284-240（8:00～22:00）

営業時間：8：00～22：00
日祝日8：00～21:00（年中無休）

★東京スカイツリータウン・ソラマチ店

住所：〒131-0045
東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウン・ソラマチ2F

TEL：0120-284-260

営業時間：10：00～21：00（年中無休）
★ルミネ北千住店

住所：〒120-0026
東京都足立区千住旭町42-2
ルミネ北千住店 1F

TEL：0120-284-265

営業時間：10：00～20：30
★舞浜イクスピアリ店

住所：〒279-8529
千葉県浦安市舞浜1-4
イクスピアリ 1F ザ・コートヤード

TEL：047-305-5836

営業時間：11:00～21:00
土日祝10:00～21:00

※オンラインショップの取り扱い商品と
各店舗の取り扱い商品は異なりますのでご注意ください

※各店舗の営業時間は変更となる可能性がありますので
ご来店いただく際は事前にお電話でご確認いただく事をお勧めいたします

★ Facebook

https://www.facebook.com/nishikihorin/

★オフィシャルサイト

https://www.nishikihorin.com/

Copyright(C) Nihonbashi Nishikihorin All rights reserved.

公式サイト・SNS

その他
※表示金額は全て『税込価格』となります

※ご注文商品代金が￥8,640-以上で送料無料となります(1か所につき)

Webサイトはコチラ

http://nishikihorin-shop.com/

Tel：0120-355-559
営業時間 9:00～12:00

13:00～17:30
定休日：土・日・祝日

ご注文・お問合せ窓口

金額：¥432-

アーモンドスカッチ（プレーン・コーヒー・オレンジ）

内容量：100ｇ

海鮮詰め合せ

内容量：135g

金額：¥378-

レーズン落花糖

内容量：140g

金額：¥378-

胡麻納豆

内容量：120ｇ

金額：¥378-



その他

半生菓子

※表示金額は全て『税込価格』となります

※ご注文商品代金が￥8,640-以上で送料無料となります(1か所につき)

キャンディ おせんべい・おかき

Copyright(C) Nihonbashi Nishikihorin All rights reserved.

オンラインショップ商品カタログ ( 他ブランド版 )

みたらし餅

内容量：5個

金額：¥324-

くるみ餅

内容量：200g

金額：¥324-

北の芋ようかん

内容量：14本

金額：¥518-

北海道産大納言塩ようかん

内容量：6本

金額：¥324-

北海道産大納言ようかん

内容量：6本

金額：¥324-

ミルクバウム

内容量：1個

金額：¥432-

ミニチョコバウム

内容量：150g

金額：¥324-

販売期間：

10月～3月頃

マカダミアスカッチ

内容量：120g

金額：¥432-

夕張メロンバター飴

内容量：80ｇ

金額：¥270-

北のチーズあられ

内容量：70ｇ

金額：¥410-

お醤油だけで味付けしました。

内容量：150g

金額：¥324-

マスカルポーネチーズのおかき

内容量：300g

金額：¥1,404-

北のメロンクリームチョコレート

内容量：56ｇ

金額：¥410-

かち割りフロランタン

内容量：270g

金額：¥1,080-

巾着国産果実ミックスゼリー

内容量：200ｇ

金額：¥648-

丸井スズキ リズミック& ベル 五十鈴 北海道錦豊琳

【ブランド詳細】


