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東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 

笠 間 市 

 

栗の生産量日本一の茨城県～笠間の栗～ 

ホテル・首都圏エキナカ・列車内で秋の味覚を楽しもう! 

 

 

 

 

 

 

 
１ ブランディングポスター 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
２ ＪＲホテルグループでの展開 
  期間中、笠間の栗と笠間の食材等を使用した期間限定メニューやスイーツ、笠間の地酒をご堪能

いただけます。 
（１）ホテルメトロポリタン エドモント(飯田橋・水道橋)での「笠間フェア」開催 

期間：2020 年 10 月 15 日(木)～11 月 30 日(月) 

JR 東日本が誇るクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」の 

初代総料理長岩崎 均シェフが、現在総料理長を務めるホテルメトロ 

ポリタン エドモント。各レストランのシェフが腕を振るう料理を笠間焼 

に乗せてお楽しみいただけます。併せて、笠間の地酒をご賞味ください! 

 

《岩崎 均シェフ》 

1965 年東京都生まれ。料理監修/TRAIN SUITE 四季島 初代総料理長  

日本ホテル㈱ ホテルメトロポリタン エドモント総料理長/かさま応援大使 

JR 東日本水戸支社と笠間市は、連携して地域素材「笠間の栗」の PR に取組んでいます。 

JR ホテルグループや首都圏エキナカ等 JR 東日本グループの持つネットワークを活かし、 

プレミアムブランドとして首都圏での更なる魅力発信に取組みます。 

これに合わせて、ホテル・エキナカ・列車内でさまざまな栗を使った期間限定メニューやス

イーツを販売します。この機会に、エキナカやホテルに来ていただき、笠間市が誇る旬の食材 

「笠間の栗」をご堪能ください。 

栗の生産量日本一の茨城県が誇る 

『笠間の栗』の高級感、特別さ、 

品質の良さを表現したデザインの 

ポスターで全国に「笠間の栗」を 

PR します。 



ダイニング＆バー  

「オーヴェスト」 

キュイジーヌ  

「エスト」 

・内容 

 ①笠間の食材(栗、さつまいも、ジャンボ椎茸、常陸牛等)を使用した特別メニューの提供。 

②陶芸家井上
いのうえ

 英基
ひ で き

氏などが制作した笠間焼の展示、笠間の農産品 PR と代表的な地酒展示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)ホテルメトロポリタン(池袋)での展開 

期間：2020 年 10 月 1 日(木)～10 月 31 日(土) ※一部商品は販売期間が異なります。 

期間中「笠間の栗」を使用した期間限定メニューの提供やスイーツ・ベーカリーを販売しま 

す。 

（5 店舗 9 商品） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)下記のホテルでも「笠間の栗」を使用したスイーツを販売します。 

・東京ステーションホテル     期間 2020 年 10 月 16 日(金)～12 月 15 日(火) 

・ホテルメトロポリタン丸の内 期間 2020 年 10 月 1 日(木)～11 月 30 日(月) 

 

３ 首都圏エキナカでの展開 
（１）東京駅「グランスタ東京」等（㈱鉄道会館）と連携した「笠間の栗フェア」の開催  

期間：2020 年 11 月 9 日(月)～11 月 30 日(月) 

各ショップが「笠間の栗」を使用した自慢のオリジナルの商品を多数展開。 

この時期に、エキナカ・エキソトエリアでしか食べられないプレミアムなメニューで秋を感

じてみてはいかがでしょうか。 

 

展示イメージ 

オールデイダイニング  

「クロスダイン」 



BURDIGALA TOKYO 

【モンブラン・ブリオッシュ】 

NewDays EKI na CAFE 

【マロンクリームドッグ】 

㈱志ち乃 

【マロンムース】 

・参加店舗 ※11 店舗 12 商品 

《グランスタ東京》 

①BURDIGALA TOKYO②PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン③THE STANDARD BAKERS TOKYO 

④神戸牛のミートパイ⑤元町 香炉庵⑥コロンバン⑦銀座 甘楽 

《キッチンストリート》 

①釜たけうどん②果実園 

《北町ダイニング》 

①本家あべや 

《グランルーフ》 

①天喜代 

 

店内のオープンキッチンにて目の前で和栗クリームを絞り、 
できたてをいただけます！ 

 

（２）NewDays でのオリジナル商品の販売 

  ①「エキナカフェ マロンクリームドッグ」150 円(税込)  

笠間産の栗ペーストを練りこんだクリームをふんわりワッフルで包みました。 

発売日：2020 年 11 月 17 日(火)～ ※無くなり次第終了 

 

② NewDays 土浦限定 ㈱志ち乃「マロンムース」250 円(税込) 

   土浦が誇る老舗どら焼き専門店「志ち乃」と開発。ムースにすることで、 

栗の香りと食感を楽しめる一品に仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)下記のお店や特急列車車内でも「笠間の栗」をお楽しみいただけます! 

①㈱船橋屋 エキュート東京店：『笠間栗の白玉しるこプレミアム』 

②㈱ヴィ・ド・フランス アトレ取手店等 39 店舗：『笠間の栗あんぱん』 

③㈱ロッテリア 取手アトレ店等 3 店舗：『いばらき笠間の栗シェーキ』 

④水戸駅ビル エクセルみなみ「IBARAKI スイーツ工房」：『笠間栗シフォンケーキ』等 

⑤㈱いわきチョコレート いわきチョコレートいわき駅店：『和栗のソフトマカロン』 

※2020 年 10 月 30 日(金)オープン予定 



しまだフーズ(有) 

【常陸牛といばらき笠間の栗めし】 

友部駅装飾 

車体広告デザインイメージ 

⑥㈱麦の穂 ビアードパパ土浦駅店限定：『笠間栗のモンブランシュー』 

⑦特急「ひたち号」車内販売：『かさまの栗ひろい』 

※期間：2020 年 11 月 1日(日)～2021 年 2 月 28 日(日) 

    

(４)新作駅弁 

①「常陸牛といばらき笠間の栗めし」1,250 円(税込) 

発売日：2020 年 10 月 1日(木)～発売中 

製造元：しまだフーズ(有) 

主な販売箇所：水戸駅改札内 NewDays   

東京駅 駅弁屋 祭 グランスタ店  

他 5 か所 

※2020 駅弁味の陣にエントリー中! 

(期間：2020 年 10 月 1日(木)～2020 年 11 月 30 日(月) 

 

「常陸牛」のしぐれ煮に笠間特産の栗の甘露煮を合わせて、 

茨城県産の米を使用した炊き込みご飯でご賞味ください。 

 

４ 交通広告媒体(車体広告・AD ビジョン・トレインチャンネル)での PR 

今回、初めて常磐線の E531 系 15 両 1 編成にブランドポスター「笠間の栗」の装飾を行いま 

す。その他、駅や列車内にも「笠間の栗」が多数登場します! 

①常磐線車体広告     ：時期：2020 年 11 月上旬～  

②駅装飾（友部駅・岩間駅）：時期：2020 年 9月 30 日(水)～ 

③駅装飾（品川駅）    ：時期：2020 年 11 月上旬～ 

④山手線 AD トレイン    ：時期：2020 年 11 月 3 日(火・祝)～17 日(火)等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常磐線車体広告イメージ 

 



スタンプイメージ 

 

５ その他の取組み 

 

(１)ショッピングサイト「JRE MALL」で「笠間の栗」特集の展開 

(２)友部駅・笠間駅オリジナルスタンプの作成 

(３)新幹線車内誌「トランヴェール 11 月号」での笠間の栗特集 

 

６ 参考 

  茨城県笠間市は、栗の生産量全国一位を誇る茨城県の中でも栽培面積が第一位であり、 

これまで「日本一の栗の産地」を目指して生産拡大に取り組んできました。 

栗の収穫時期となる秋には、毎年「かさま新栗まつり」が開催され、笠間市内は多くの 

お客さまでにぎわいます。 

※2020 年 9 月 26 日(土)～27 日(日)で開催予定だった新栗まつりは、 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から中止になっています。 

 

 



別紙
『笠間の栗』商品展開について

●ＪＲホテルグループでの展開

肉質のきめ細やかさと柔らかさ、豊かな風味が特長の常陸牛
サーロインステーキと栗やさつま芋は焼野菜で。大人のこぶし
大になるジャンボ椎茸はソテにしてお召し上がりください。

商品名 ：コース「極味(きわみ)」
販売箇所：ホテルメトロポリタンエドモント

鉄板焼「山彦」
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：16,500円(税・サービス料込)

●ＪＲホテルグループでの展開

笠間産の自然薯を用いた薯蕷(じょうよ)蒸しや、ジューシーで
肉厚なジャンボ椎茸と、鯛のはさみ焼、常陸牛のしゃぶしゃぶ
等会席料理で笠間の食をご堪能頂けます。

商品名 ：会席「平川」
販売箇所：ホテルメトロポリタン エドモント

日本料理「平川」
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：11,500円(税・サービス料込)

和栗の香りを引き立たせるために、あえて洋酒は用いずに仕上
げ、生クリームの中には大粒の渋皮煮を閉じ込めました。

商品名 ：和栗のモンブラン
販売箇所：ホテルメトロポリタン エドモント

パティスリー エドモント
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：750円(税込)

サクサクな生地の間にバタークリームを合わせたマロンペース
トをサンドしました。フォークがサクッと入り、食べやすい一
品です。

商品名 ：和栗のミルフィーユ
販売箇所：ホテルメトロポリタンエドモント

パティスリーエドモント
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：580円(税込)

生クリームと牛乳、マロンペーストをあわせた濃厚で滑らかな
味わいをお楽しみ頂けます。

商品名 ：和栗のプリン
販売箇所：ホテルメトロポリタン エドモント

パティスリー エドモント
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：450円(税込)

ごろごろとした渋皮煮を閉じ込めて焼き上げました。
パウンドケーキの生地にも笠間の栗ペーストをあわせ、和栗を
存分に味わえます。

商品名 ：パウンドWAGURI
販売箇所：ホテルメトロポリタン エドモント

パティスリー エドモント
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：1,600円(税込)

１ ホテルメトロポリタン エドモント（飯田橋・水道橋）

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。



別紙

クリームブリュレの上に、笠間の栗を使用した風味豊かで濃厚
なマロンアイスをのせました。

商品名 ：ビュッフェ「笠間の栗マロンアイス添えクレームブ
リュレ」

販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋）
オールデイダイニング「クロスダイン」

販売期間：2020年9月1日(火)～10月31日(土)
販売価格：ランチ3,700円(税込・サービス料別)

ディナー4,700円(税込・サービス料別)

※ビュッフェのスペシャルデザートとしてご提供します。

コーヒーゼリー、フレッシュクリームの上に香り豊かな笠間の
栗のクリームを絞ったデザートです。

商品名 ：「笠間の栗モンブラン」
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

オールデイダイニング「クロスダイン」
販売期間：2020年9月1日(火)～10月31日(土)
販売価格：4,000円(税込・サービス料別)

※Halloween Afternoon Teaの1品としてご提供します。

マロンクリームの中にクリームチーズとラム酒風味のマロンバ
バロアが入っています。

商品名 ：笠間の栗モンブラン
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

クロスダイン ケーキショップ
販売期間：通年
販売価格：580円(税込)

笠間の栗の渋皮煮が入ったシナモン風味のクラムケーキ。カシ
スのコンフィチュールとメープルのクランブルがアクセントで
す。

商品名 ：笠間の栗 リンツァートルテ
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

クロスダイン ケーキショップ
販売期間：2020年10月1日(木)～10月31日(土)
販売価格：550円(税込)

和栗のシロップに浸したデニッシュパンに、和栗とカスタード
の濃厚なクリームを閉じ込めました。

商品名 ：和栗のマウンテン
販売箇所：ホテルメトロポリタン エドモント

パティスリー エドモント
販売期間：2020年10月15日(木)～11月30日(月)
販売価格：320円(税込)

２ ホテルメトロポリタン(池袋)

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。



別紙

五穀の香ばしい生地に、笠間の栗を入れたあんぱんです。

商品名 ：焙煎五穀の栗あんぱん
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

ベーカリーショップ
販売期間：2020年10月1日(木)～10月31日(土)
販売価格：220円(税込)

笠間の栗、栗ペーストをクロワッサン生地で包み、焼き上げま
した。

商品名 ：クロワッサン マロン
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

ベーカリーショップ
販売期間：2020年10月1日(木)～10月31日(土)
販売価格：320円(税込)

笠間の栗を使用したティラミスとマロンアイスを添えております。

商品名 ：笠間の栗「TIRAMIS」
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

①キュイジーヌ「エスト」
②ダイニング＆バー「オーヴェスト」

販売期間：2020年9月1日(火)～10月31日(土)
販売価格：単品1,800円(税込・サービス料別)
①コース「チェーロ」9,000円(税込・サービス料別)
①コース「セーラ」12,000円(税込・サービス料別)
②コース「アダージオ」6,000円(税込・サービス料別)
※コース料理のデザートとしてもご提供します。

笠間の栗、栗のペーストを使ったサクサクのデニッシュです。

商品名 ：デニッシュ マロン
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

ベーカリーショップ
販売期間：2020年10月1日(木)～10月31日(土)
販売価格：290円(税込)

北海道産のクリームチーズを使い、滑らかな舌触りをお楽しみい
ただけます。甘く香り高い茨城県産笠間の栗と、フランスのヴァ
ローナ社の華やかさと酸味が特徴のカカオ分64％の濃厚なチョコ
レートが絶妙なおいしさを奏でます。

商品名 ：チョコレートのバスクチーズケーキ笠間の栗入り
販売箇所：ホテルメトロポリタン(池袋)

クロスダイン ケーキショップ
販売期間：2020年9月25日(金)～11月30日(月)
販売価格：3,000円(税込)

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。



別紙

カシスリキュールを染み込ませた自家製ブリオッシュに、和
栗クリームを絞り、レモン果汁をひとふり。中には自家製柑
橘入りメレンゲが入り、サクサクとした食感も楽しめます。
店内のオープンキッチンにて目の前で和栗クリームを絞り、
できたてをいただけます。

商品名 ：モンブラン・ブリオッシュ
販売箇所：BURDIGALA TOKYO
販売価格：テイクアウト810円（税込）

イートイン 825円（税込）

笠間の栗と生クリームをはさんだ季節限定の商品です。

商品名 ：笠間栗生クリーム
販売箇所：PREMIUM SAND＋CAFEメルヘン
販売価格：テイクアウト648円（税込）

イートイン 660円（税込）

栗を贅沢に使用し、生地が柔らかくもっちりとした食感と控
え目な甘さが特徴です。

商品名 ：栗蒸し羊羹
販売箇所：銀座 甘楽
販売価格：テイクアウト2,211円（税込）

ふわふわのワッフルパンケーキ生地にクリームをサンドし、
銀の鈴の焼き印を押したパンケーキです。サンドクリームに
は茨城県特産「笠間の栗」のペーストを、バタークリームと
合わせたものを使用し、中心には笠間栗が1個丸々入ってい
ます。
最高グレードの栗を惜しみなく使用した、贅沢な逸品です。

商品名 ：銀の鈴サンドパンケーキ（笠間栗）
販売箇所：コロンバン
販売価格：テイクアウト400円（税込）

●首都圏エキナカでの展開

１ グランスタ東京

デニッシュ生地に自家製カスタードクリームをのせ、和栗を
のせました。玄米あられが甘さを引き立てます。

商品名 ：茨城県産和栗のデニッシュ
販売箇所：THE STANDARD BAKERS TOKYO
販売価格：テイクアウト388円（税込）

イートイン 396円（税込）

4種類の北海道産小麦をブレンドしたバゲット生地に和栗を
入れて焼きあげました。

商品名 ：茨城県産和栗のリュスティック
販売箇所：THE STANDARD BAKERS TOKYO
販売価格：テイクアウト302円（税込）

イートイン 308円（税込）

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。



熱々の栗天ぷらと冷たーい抹茶アイスの天ぷら専門店の熱冷
スイーツです。

商品名 ：笠間栗天ぷら抹茶アイス添え
販売箇所：天ぷら 天喜代
販売価格：イートイン 600円（税込）

笠間の栗の渋皮煮とごぼうの天ぷら。10種のスパイスと4種
の節を使用。国産黒毛和牛の牛すじを使用した特製カレー出
汁です。

商品名 ：笠間栗とごぼうの牛すじカレーうどん
販売箇所：釜たけうどん
販売価格：イートイン 1,150円（税込）※1日限定10食

笠間の栗をふんだんに使用。生クリーム・カスタードクリー
ムをブレンドし、チョコレートスポンジで包みました。

商品名 ：笠間栗のモンブランズコット
販売箇所：果実園
販売価格：イートイン 1,274円（税込）※1日限定8食

栗のペースト、栗の甘露煮、サツマイモのレモン煮をレバー
ペーストと合わせた季節の逸品です。

商品名 ：栗とサツマイモのレバーパテ
販売箇所：本家 あやべ
販売価格：イートイン780円（税込）

神戸牛のミートパイに笠間の栗のマロンパイが復活！
笠間の栗のマロンペーストを贅沢に使用したデザートパイ。
グランスタ期間限定商品です。

商品名 ：笠間栗のマロンパイ
販売箇所：神戸牛のミートパイ
販売価格：テイクアウト410円（税込）※1日限定20食

茨城県、笠間産の栗を和菓子職人が丁寧に仕上げた、贅沢な
栗きんとん。
栗本来の優しい甘さが口に広がります。

商品名 ：笠間栗の栗きんとん
販売箇所：元町 香炉庵
販売価格：テイクアウト450円（税込）※1日限定15食

２ キッチンストリート

３ 北町ダイニング ４ グランルーフ
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※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。



６ エキュート東京、アトレ取手

５ NewDays

笠間産の栗を使用したなめらかな栗あんを、デニッシュ生地に
包み焼き上げました。

商品名 ：笠間の栗あんぱん
販売箇所：ヴィ・ド・フランス アトレ取手店等39店舗
販売価格：220円(税込)

江戸から代々受け継がれてきた植物性乳酸菌「くず餅乳酸菌
®」を配合した笠間の栗の白玉しるこ。乳酸菌体だけではなく、
発酵時生成物も含むバイオジェニックススイーツです。

商品名 ：笠間栗の白玉しるこプレミアム
販売箇所：船橋屋こよみエキュート東京店
販売期間：2020年9月2日(水)～11月20日(金)
販売価格：650円(税込)

甘くて香り高い笠間産の栗そのものを味わえるようペースト状
にした笠間の栗を優しい甘味が感じられるミルクベースにあわ
せた特別なロッテリアシェーキです。

商品名 ：いばらき笠間の栗シェーキ
販売箇所：ロッテリア取手アトレ店、

ロッテリア上野公園ルエノFS店
ロッテリア銀座クリスタルビル店

販売期間：2020年11月9日(月)～ ※無くなり次第終了
販売価格：490円（税抜）

笠間の栗のペーストをムースにすることで、栗の香りと触感を
楽しめる一品に仕上げました。

商品名 ：マロンムース
販売箇所：土浦駅改札内NewDays限定
販売期間：通年
販売価格：250円(税込)

笠間産の栗ペーストを練りこんだクリームをふんわりワッフル
で包みました。

商品名 ：マロンクリームドック
販売箇所：NewDays全店舗
販売期間：2020年11月17日(火)～ ※無くなり次第終了
販売価格：150円(税込)

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。

別紙



「笠間の栗」を笠間の栗ペーストで包み込み、厳選チョコで
コーティングした贅沢で可愛いお菓子です。

商品名 ：ご利や栗
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：通年
販売価格：1個 251円(税込)

こだわりの笠間の栗を使用し、しっとりやわらかいシフォン
ケーキと、生クリームでサンドした今の時期ならではの限定で
す。

商品名 ：笠間の栗シフォンケーキ
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：2020年10月9日(金)～11月30日(月)
販売価格：453円(税込)

笠間の栗をパウダー状にして贅沢に生地に練り込んで作ってい
ます。しっとり・サクサクの新しい食感を味わえるクッキーで
す。

商品名 ：おちぼ栗
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：通年
販売価格：7枚 594円(税込) 18枚1,490円(税込)

【中身】

笠間の栗を1粒贅沢に使用。笠間の栗をベースにしたマロン
ペーストはしっとりと素材の味を主張しています。

商品名 ：Patisserie Tomoji 笠間の栗モンブラン
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：2020年10月9日(金)～11月30日(月)
販売価格：800円(税込)

笠間の栗を使用し、素材にこだわったワンランク上のモンブラ
ン。コクのある笠間の栗の旨味を生クリームが引き立てます。

商品名 ：パティスリーましぇり 笠間の栗モンブラン
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：2020年10月9日(金)～11月30日(月)
販売価格：800円(税込)

● 水戸駅・いわき駅・土浦駅での展開

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。

アーモンドと栗の相性抜群。直径16㎝あり、笠間の栗をたっぷ
りと堪能いただけます。

商品名 ：笠間の栗アーモンドケーキ(16㎝)
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：2020年10月9日(金)～11月30日(月)
販売価格：1,728円(税込)
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パイ生地で笠間の栗を包み、焼き菓子ならではの栗が楽しめま
す。

商品名 ：笠間の栗プレミアムマロンパイ
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

IBARAKIスイーツ工房
販売期間：2020年10月9日(金)～11月30日(月)
販売価格：345円(税込)

栗の栽培日本一の茨城。中でも飛びっきり甘く旨味の濃い大粒
和栗を贅沢にマロンクリームにしてしっとり・ふんわりに生地
に挟み込み柔らかなマカロンタイプに焼き上げました。ティー
タイムのお伴に口福の美味しさをお届けします。

商品名 ：和栗のソフトマカロン
販売箇所：いわきチョコレートいわき駅店

いわきチョコレート本店店舗
販売期間：2020年10月30日(金)～通年
販売価格：6個入り 1,080円（税込）

※記載の内容につきましては変更となる場合がございます。

茨城県産奥久慈卵を練り込んだ白餡の中に「笠間の栗」を贅沢
に使用しています。食べると思わず笑顔になる焼き菓子です。

商品名 ：福は栗(ふくはぐり)
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

茨城味撰倶楽部
販売期間：通年
販売価格：5個入り 1,188円(税込)

さっくさくのもなかの中には、ナッツとマロングラッセ
が入ったチョコレートがたっぷり詰まっています。

商品名 ：かさまの栗ひろい
販売箇所：常磐線 特急ひたち号車内販売
販売期間：2020年11月1日(日)～2021年2月28日(日)
販売価格：3個入り 1,080円（税込）

● 特急ひたち号車内販売

笠間の栗をふんだんに使用したモンブランシュー。
茨城県の魅力が詰まった地産地消のシュークリームです。

商品名 ：笠間栗のモンブランシュー
販売箇所：ビアードパパ土浦店限定
販売期間：2020年10月1日(木)～11月30日(月)
販売価格：480円(税込)

別紙

ペースト状にした栗にブランデーや砂糖を練り込み、ひとくちサ
イズに焼き上げた上品な焼き菓子です。
甘さ控えめで、栗の風味をお楽しみいただけます。
どうぞご笑味くださいませ。

商品名 ：すいーとまろん
販売箇所：水戸駅ビル エクセルみなみ

茨城味撰倶楽部
販売期間：通年
販売価格：5個入り箱864円(税込)、バラ173円(税込)
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