
ギフト商品  総合カタログ

0794-82-2341
ご予算に合わせたギフトも承ります。お気軽にお問い合わせください

平日 / 8:30-19:00 日祝日 / 8:30-18:30 火曜 / 9:00-16:00



1

若鮎ギフト 15個入

円［税込］2,720

若鮎ギフト 6個入

円［税込］1,200
若鮎ギフト 10個入

円［税込］1,860

若鮎
柔らかい求肥とこしあんを、熟練職人が一
枚一枚丁寧に焼き上げた生地で包んだ季
節限定の御菓子です。



2

水まんじゅう「銀の雫」
しずく

吉野の本くず入り、水まんじゅう。白と、宇治
のお抹茶入り、どちらもとろりと柔らかい自
家製こしあんを包んだ水まんじゅうと、オレ
ンジピールをちりばめた爽やかなオレンジ
風味の白あんを包んだ水まんじゅうの3種
類がございます。

銀の雫ギフト 16個入

円［税込］3,150

銀の雫ギフト 8個入

円［税込］1,680
銀の雫ギフト 12個入

円［税込］2,450



涼彩菓ギフト 6個入

円［税込］1,860
涼彩菓ギフト 4個入

円［税込］1,280
涼彩菓ギフト ９個入

円［税込］2,720

涼彩菓ギフト 12個入

円［税込］3,600
涼彩菓ギフト 16個入

円［税込］4,760

3

涼彩菓
■涼菓ゼリー（梅琥珀・ぶどう）
紀州梅一粒を使った梅琥珀。甘み豊かな
巨峰を閉じ込めたぶどうゼリー。お土産に、
ご進物に最適の一品でございます。

■缶入水羊羹（小豆・抹茶）
こしあんの風味を生かして、当店独自の製
法で美味しさそのままを缶詰に仕上げてお
ります。日持ちもよく、何事にもお使いいただ
ける最適の一品でございます。



4

円［税込］1,130■ 御菓子詰合せ
どら焼き（つぶどら） 
どら焼き（ゆずどら）

２個
１個

神戸檸檬（れもん）
月煎

２個
２袋

円［税込］1,655■ 御菓子詰合せ
どら焼き（つぶどら） ５個 神戸檸檬（れもん）５個

円［税込］2,100■ 御菓子詰合せ
巻カステラ
どら焼き（つぶどら）

酒壺（みき）の里
俵もなか

半斤
２個

神戸檸檬（れもん）
みっきい栗パイ ２個

２個

円［税込］3,980■ 御菓子詰合せ
５個
５個

神戸檸檬（れもん）
みっきい栗パイ

５個
５個

円［税込］2,550■ 御菓子詰合せ
巻カステラ 半斤 2箱 神戸檸檬（れもん）６個

円［税込］3,220■ 御菓子詰合せ
巻カステラ
どら焼き（つぶどら）
神戸だっくわあず アーモンド
神戸だっくわあず 抹茶
神戸だっくわあず ストロベリー

半斤
３個

１個
１個
１個

神戸檸檬（れもん）
みっきい栗パイ

３個
３個



5

円［税込］1,745■ 御菓子詰合せ
巻カステラ
どら焼き（つぶどら）
どら焼き（ゆずどら）

半斤
１個
１個

神戸檸檬（れもん）
みっきい栗パイ

１個
１個

円［税込］4,430■ 御菓子詰合せ
半兵衛饅頭
みっきい栗パイ
神戸だっくわあず アーモンド
神戸だっくわあず 抹茶
神戸だっくわあず ストロベリー 

５個入
５個

官兵衛饅頭 ５個入 巻カステラ
神戸檸檬（れもん）
みっきい栗パイ

半斤 2箱
６個
６個

巻カステラ
どら焼き（つぶどら）

半斤 2箱
３個

２個
２個
２個

５個
２個
２個
２個

円［税込］1,740■ 御菓子詰合せ
神戸檸檬（れもん） 
神戸だっくわあず アーモンド
神戸だっくわあず 抹茶
神戸だっくわあず ストロベリー 

4個
２個
２個
２個

円［税込］5,420■ 御菓子詰合せ
どら焼き（つぶどら）
どら焼き（ゆずどら）

３個
３個

どら焼き（ゆずどら）３個
円［税込］2,730■ 御菓子詰合せ

神戸檸檬（れもん）
スペシャルケーキ（フルーツ）  
神戸だっくわあず アーモンド
神戸だっくわあず 抹茶
神戸だっくわあず ストロベリー

４個
円［税込］2,810■ 御菓子詰合せ



6

巻カステラ 半本

円［税込］730
巻カステラ 1本（半 ×々2）

円［税込］1,690

巻カステラ全国菓子観光大博覧会
名誉大金賞牌受賞

巻カステラ 2本（半 ×々4）

円［税込］3,220
巻カステラ 3本（半 ×々6）

円［税込］4,780

巻カステラは、全国菓子観光大博覧会にお
いて、受賞の栄に輝いた極みの一品です。

手作りならではのきめ細やかな味と、しっと
りとした口どけの良さはお子様からご年配
の方まで、幅広く喜ばれています。



7

俵もなか 15個入

円［税込］2,460
俵もなか 10個入

円［税込］1,680

合わせ俵もなか

円［税込］1,920

俵もなか 20個入

俵もなか

円［税込］3,230

俵もなか 30個入

円［税込］4,730
俵もなか 40個入

円［税込］6,190
俵もなか 50個入

円［税込］7,690

天下の名酒、灘の生一本を生む酒米、山田錦の生産地にちなみ、米
俵の形をした皮と大納言小豆を独自の製法で炊き上げた、風味豊か
なつぶあん入り最中です。



8

神戸檸檬 5個入

円［税込］875
神戸檸檬 10個入

円［税込］1,580
神戸檸檬 15個入

神戸檸檬レモンケーキ

円［税込］2,315

神戸檸檬 20個入

円［税込］3,030
神戸檸檬 30個入

円［税込］4,450

フレッシュバターを使った生地にレモンの
皮をすり込んで焼き上げました。シンプルだ
からこそおいしい、当店自慢のケーキです。



柚子どらは7月末頃（予定）まで製造をお休みしております。
現在販売中のどら焼きギフトについては、明月堂本店にお問い合わせください。

9

どら焼き

どら焼き 20個入

円［税込］3,620
どら焼き 30個入

円［税込］5,210

どら焼き 6個入

円［税込］1,260
どら焼き 12個入

円［税込］2,260

［つぶあん］
大納言小豆と能勢の極上寒天を使用した、
風味豊かな特製つぶあん。職人が１枚１枚
丁寧に焼き上げた皮と、とても合います。

［ゆずあん］
ふんわり焼き上げた皮と、栗入りの爽やか
な柚子風味のあんこ。人気のどら焼きです。



ダックワーズ 15個入

円［税込］2,710
ダックワーズ 21個入

円［税込］3,700

ダックワーズ 8個入

円［税込］1,490
ダックワーズ 10個入

円［税込］1,840

10

ダックワーズ
メレンゲに、厳選したアーモンドの粉をふん
だんに使用しました。外はサクッと、中はふ
んわりした生地にバタークリームをサンドし
ています。定番のアーモンド、京都宇治のお
抹茶、香り高いいちごの三種類があります。



〒673-0431 兵庫県三木市本町３丁目３-２１
Tel / 0794-82-2341　Fax / 0794-82-3350
■営業時間 ・平日 8:30-19:00 ・日祝 8:30-18:30 ・火曜 9:00-16:00

明月堂 本店

〒673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘１丁目３８３
Tel / 0794-85-6808　Fax / 0794-73-8071
■営業時間 9:00-18:00
■定休日　火曜日

明月堂  志染店

三木 明月堂 検索
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