
御歳暮セール
令和3年11月10日(水)～11月14日(日)

お届け先1件につき

8,640円(税込)以上お買い上げで
送 料 無 料

※沖縄県へは別途1箱につき2000円

2020 ％％％％3030～～ セール期間中、清瀬本店・武蔵藤沢店にご来店

いただき、1,080円（税込）以上お買上のお客様

1名様につき1個、令和4年干支「寅」のたち吉製

小鉢を進呈いたします。

※毎朝9時より整理券をお配りします。

※店舗へご来店のお客様のみ対象となります。

全商品

コショウサラダ煎
１枚包装　105ｇ

品番2010￥378→￥264

小分け和風マヨネーズ
１０袋入り 150ｇ

品番5030￥594→￥415

小分け和風マヨネーズ
１０袋入り 150ｇ

品番5030￥594→￥475

和風マヨネーズおかき
個包装 90ｇ

品番1030￥399→￥279

和風マヨネーズおかき
個包装 90ｇ

品番1030￥399→￥319

コショウ付マヨネーズ
個包装 90ｇ

品番1031￥399→￥279

コショウ付マヨネーズ
個包装 90ｇ

品番1031￥399→￥279

　　　　　　　　　　　　　1枚包装 

はちみつ味億 ６枚入

品番1074￥399→￥319
ごぼう揚げもち 8袋入

品番2037￥399→￥319
濃いくちまさご 6袋入

品番2030￥388→￥311

　　　　　　　　　　　　　1枚包装 

うに味億 ６枚入

品番1078￥399→￥319
あげおこげ 100ｇ

品番2034￥399→￥319
あげおこげ 100ｇ

品番2034￥399→￥279
伊達巻 1枚包装 10枚入

品番5155￥648→￥518
伊達巻 1枚包装 10枚入

品番5155￥648→￥453
葉がくれ １枚包装12枚

品番2050￥399→￥319
葉がくれ １枚包装12枚

品番2050￥399→￥319

ミックスかきもち 
1枚包装 19個

品番2007￥378→￥302
豆一番 1枚包装 10枚入

品番2015￥399→￥279

江戸おかき 
１枚包装　3色18枚

品番5010￥594→￥475

江戸おかき 
１枚包装　3色18枚

品番5010￥594→￥475

むさしの三色
１枚包装　3色23枚

品番2077￥378→￥302
白ごま １枚包装　25枚

品番2026￥378→￥302
黒ごま １枚包装　25枚

品番2027￥378→￥302

磯千鳥 
（のりこんぶ）　1本包装

品番5143￥540→￥432

包装のり餅 
１個包装　17個

品番5051￥864→￥691

包装もちやき 
（サラダ味）　１個包装　17個

品番5050￥594→￥475

ぬれせんべい 
１枚包装　7枚入

品番2019￥432→￥345

ごま好き
（みそ味）　100ｇ

品番1014￥378→￥302

柿の種　115ｇ

品番1013￥324→￥259

チーズファルシー 
１個包装　60ｇ

品番5156￥540→￥432

チーズファルシー 
１個包装　60ｇ

品番5156￥540→￥432
大黒巻　１個包装　55ｇ

品番1145￥378→￥302
大黒巻　１個包装　55ｇ

品番1145￥378→￥302
上品川巻　80ｇ

品番1144￥378→￥302
上品川巻　80ｇ

品番1144￥378→￥302
のり千枚　85ｇ

品番5152￥540→￥432
のり千枚　85ｇ

品番5152￥540→￥432
塩鬼揚 　100ｇ

品番1011￥324→￥259
塩鬼揚 　100ｇ

品番1011￥324→￥259
梅ザラ棒　12本 
品番1067￥464→￥371

磯舟（サラダ昆布）　105ｇ

品番1006￥378→￥302
磯舟（サラダ昆布）　105ｇ

品番1006￥378→￥302

のり道楽 
（揚げ餅海苔巻）　75ｇ

品番1043￥378→￥302
甘短尺 　１05ｇ

品番1005￥378→￥302
甘短尺 　１05ｇ

品番1005￥378→￥302
初霜(ザラメ）　107ｇ

品番1048￥378→￥302
初霜(ザラメ）　107ｇ

品番1048￥378→￥302

都あられ
（醤油うす焼

品番1019￥378→￥302

都あられ
（醤油うす焼）　97ｇ

品番1019￥378→￥302

都あられ
（醤油うす焼）　97ｇ

品番1019￥378→￥302
豆もち 　１10ｇ

品番1009￥388→￥311
豆もち 　１10ｇ

品番1009￥388→￥311
フライビンズ 　170ｇ

品番1312￥388→￥311
フライビンズ 　170ｇ

品番1312￥388→￥311

古木（こぼく）　15本
（しょうゆ揚げ）

品番1028￥432→￥345

古木（こぼく）　15本
（しょうゆ揚げ）

品番1028￥432→￥345品番1029￥432→￥345
ゴマ古木（こぼく）　15本

　　　　　　　　　　　　　160ｇ

げんこつ醬油揚
品番2028￥453→￥362

一口唐辛子揚 １30ｇ

品番2004￥399→￥319
一口唐辛子揚 １30ｇ

品番2004￥399→￥319
一口醬油揚　140ｇ

品番2005￥399→￥319
一口醬油揚　140ｇ

品番2005￥399→￥319

                 　　　　　100ｇ
えび焼き（えび胡麻）

品番2011￥324→￥259

                 　　　　　100ｇ
えび焼き（えび胡麻）

品番2011￥324→￥259
海老わさび　１00ｇ

品番2012￥388→￥311
海老わさび　１00ｇ

品番2012￥388→￥311
えびチーズ　１00ｇ

品番2018￥378→￥302
えびチーズ　１00ｇ

品番2018￥378→￥302
イカと青じそ　１00ｇ

品番2014￥388→￥311
イカと青じそ　１00ｇ

品番2014￥388→￥311
えび桜（関西風）　85ｇ

品番1008￥378→￥302
えび桜（関西風）　85ｇ

品番1008￥378→￥302
あられ昆布　90ｇ

品番1094￥378→￥302
あられ昆布　90ｇ

品番1094￥378→￥302
たがね焼き　200ｇ

品番5042￥540→￥432
たがね焼き　200ｇ

品番5042￥540→￥432

ねぎみそ 
１枚包装　１０枚入

品番1042￥464→￥325

ねぎみそ 
１枚包装　１０枚入

品番1042￥464→￥325

うまか煎 
1枚包装　7枚入

品番1092￥432→￥302

うまか煎 
1枚包装　7枚入

品番1092￥432→￥302

厚焼きおこげ 
１枚包装　8枚入

品番1310￥540→￥432

厚焼きおこげ 
１枚包装　8枚入

品番1310￥540→￥432

純薄焼
１枚包装　９枚入

品番1306￥540→￥432

純薄焼
１枚包装　９枚入

品番1306￥540→￥432

純厚焼 
１枚包装　8枚入

品番1301￥540→￥432

純厚焼 
１枚包装　8枚入

品番1301￥540→￥432

薄焼きおこげ 
１枚包装　9枚入

品番1311￥540→￥432

薄焼きおこげ 
１枚包装　9枚入

品番1311￥540→￥432

まざり久助　300ｇ

品番7021￥540→￥378
まざり久助　300ｇ

品番7021￥540→￥378
うまか煎コワレ　200ｇ

品番7015￥345→￥241

田舎焼無選別　130ｇ

品番7009￥345→￥241
田舎焼無選別　130ｇ

品番7009￥345→￥241

二度揚無選別　160ｇ

品番7020￥345→￥241
二度揚無選別　160ｇ

品番7020￥345→￥241

大角こわれ　270ｇ

品番7023￥540→￥378
大角こわれ　270ｇ

品番7023￥540→￥378
塩鬼揚無選別　200ｇ

品番7036￥540→￥378
塩鬼揚無選別　200ｇ

品番7036￥540→￥378

七味南蛮焼 
１枚包装　9枚入

品番1083￥594→￥415

七味南蛮焼 
１枚包装　9枚入

品番1083￥594→￥415

うまか煎 
（醤油味） １枚包装　10枚入

品番5019￥594→￥475

うまか煎 
（醤油味） １枚包装　10枚入

品番5019￥594→￥475

ごま厚焼 
１枚包装　10枚入

品番5011￥594→￥475

ごま厚焼 
１枚包装　10枚入

品番5011￥594→￥475

ねぎみそ 
１枚包装　14枚入

品番5006￥594→￥475

ねぎみそ 
１枚包装　14枚入

品番5006￥594→￥475

たまり煎
（醤油味）　１枚包装　9枚入

品番1082￥594→￥415

たまり煎
（醤油味）　１枚包装　9枚入

品番1082￥594→￥415

ごまみそ 
1枚包装　９枚入

品番5007￥594→￥475

ごまみそ 
1枚包装　９枚入

品番5007￥594→￥475

梅ザラ丸 
1枚包装　8枚入

品番5012￥648→￥453

梅ザラ丸 
1枚包装　8枚入

品番5012￥648→￥453

たまり煎 
１枚包装　7枚入

品番1097￥432→￥345

たまり煎 
１枚包装　7枚入

品番1097￥432→￥345

アーモンド味 
品番3126

￥162→￥129

アーモンド味 
品番3126

￥162→￥129

動物ヨーチ１45ｇ

品番1142
　　　　　￥324→￥259

動物ヨーチ１45ｇ

品番1142
　　　　　￥324→￥259

くず湯　6食入

品番1146

￥378→￥302

くず湯　6食入

品番1146

￥378→￥302

しょうが
くず湯　6食入

品番1148

￥378→￥302

しょうが
くず湯　6食入

品番1148

￥378→￥302

スーパーのりかき餅
１枚包装　28枚入

品番8210￥1,404→￥1,123

スーパーのりかき餅
１枚包装　28枚入

品番8210￥1,404→￥1,123

スーパーかき餅４色
１枚包装　21枚入

品番8211￥864→￥691

スーパーかき餅４色
１枚包装　21枚入

品番8211￥864→￥691

スーパーかき餅６色 
１枚包装　29枚入

品番8212￥1,080→￥864

スーパーかき餅６色 
１枚包装　29枚入

品番8212￥1,080→￥864

こんぺいちゃん
金平糖　　　　　１75ｇ

品番1102
　　　　　￥324→￥259

こんぺいちゃん
金平糖　　　　　１75ｇ

品番1102
　　　　　￥324→￥259

銀河　　　１80ｇ
ゼリービンズ・金平糖・氷砂糖

品番1132
　　　　　￥324→￥259

銀河　　　１80ｇ
ゼリービンズ・金平糖・氷砂糖

品番1132
　　　　　￥324→￥259

フルーツゼリー
ペクチン果汁入 １80ｇ

品番1141
　　　　　￥324→￥259

フルーツゼリー
ペクチン果汁入 １80ｇ

品番1141
　　　　　￥324→￥259

黒かりん糖 １70ｇ

品番1176
　　　　　￥378→￥302

黒かりん糖 １70ｇ

品番1176
　　　　　￥378→￥302

エビ落花　160g

品番1178
　　　　　￥378→￥302

エビ落花　160g

品番1178
　　　　　￥378→￥302

南京つくね 200ｇ

品番2055
　　　　　￥432→￥345

南京つくね 200ｇ

品番2055
　　　　　￥432→￥345

ピーナッツミックス
品番1036　　　140ｇ

　　　　　￥324→￥259

ピーナッツミックス
品番1036　　　140ｇ

　　　　　￥324→￥259

ごぼう花林糖
品番2165　　　130ｇ

　　　　　￥378→￥302

ごぼう花林糖
品番2165　　　130ｇ

　　　　　￥378→￥302

お好みかりんとう
品番1046　　 220g

　　　　　￥378→￥302

お好みかりんとう
品番1046　　 220g

　　　　　￥378→￥302

みそ味
品番3127

￥162→￥129

みそ味
品番3127

￥162→￥129

黒砂糖 
品番3128

￥162→￥129

黒砂糖 
品番3128

￥162→￥129

　　　　　　　　　　　　

1枚

品番3219￥１６２→￥129 100g

　品番2046￥378→￥302

30％引き 30％引き 30％引き 30％引き

30％引き

30％引き30％引き

30％引き30％引き30％引き

30％引き

30％引き

30％引き

30％引き 30％引き

30％引き

で

3割引

お届け先1件につき8,640円（税込）以上お買い上げで 送 料 無 料
※沖縄県へは
1箱につき別途2000円

清瀬本店 武蔵藤沢店

清瀬本店

武蔵藤沢店

東京都清瀬市下清戸5-908-1

埼玉県入間市下藤沢5751

【店舗のご案内】

TEL 042-494-1448　FAX 042-493-3713

営業時間　10：00～18：30（元日を除く年中無休）

TEL 042960-1455　FAX 0429601456

営業時間　10：00～18：30（元日を除く年中無休）

価格はすべて税込表示です通 販 の
ご 案 内

ネットから
https ://aj ioku. jpFAX 0120-371-393TEL 0120-437-118

郵便：11月14日消印有効 東京都清瀬市下清戸5-863-1 玉川製菓（株）通販部　御歳暮セール係宛 １００％国産うるち米・もち米使用

先着50名様　粗品プレゼント
店頭セールに先行して11/1(月)より予約受付、11/10(水)からご注文順に発送します

受付：9時～17時 24時間受付　最終日11/14(日)23時59分迄

24時間受付　最終日11/14(日)23時59分迄

e-mail:o r d e r 0 1 @ a j i o k u . j p

10％割引 謝恩サービス券
【有効期限】令和3年11月15日～11月30日迄
※清瀬本店・武蔵藤沢店ご来店のお客様のみの特典
※お会計時にレジにてご提出ください。
※1枚につき1回限り、PayPayクーポンを除く他の割引とは
併用出来ません。

清瀬本店

武蔵藤沢店

東京都清瀬市下清戸5-908-1

TEL 042-494-1448
埼玉県入間市下藤沢5751
TEL 042960-1455

キ リ ト リ 線 キ リ ト リ 線

おすすめ

おすすめ おすすめ おすすめ

おすすめ

おすすめ おすすめ

おすすめ


