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オンラインショップは
年中無休24時間受付 https://www.gyokkado.co.jp/online/

お電話でのご注文・お問い合わせはこちらまで
わごころ      すいーつ

0120-056-41210:00～18:00（月～土）
受付時間

絶品夏スイーツ
極ぷりんジュレ
静岡クラウンメロン

PICK UP SWEETS

ギフトカタログ２０２2 夏

静岡クラ
ウンメロンを贅沢に使用しました♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15,000円以上ご購入で

送料無料
￥0

※お届け先・到着日・お届け温度帯が
　同一の場合に限ります



名誉総裁賞受賞

全国菓子大博覧会2017
最高賞

※画像はイメージです

極ぷりん

楽天プリンランキング第１位獲得
全国菓子大博覧会名誉総裁賞受賞
※明治44年から、4年に一度開催される歴史ある祭典

マダガスカル産バニラビーンズ、純国産鳥の卵、鮮度の高い牛乳、北海道産の生クリームを使用して作るプリンは、卵の
コクとミルキーな風味、そしてバニラの芳醇な香り。とろける食感のプリンをひと口食べれば厳選された素材のハーモ
ニーを感じられます。また、濃厚な風味を感じながらもすっきりとした味わいは、創業130年の歴史を持つ菓子屋のこだ
わり。カラメルは、お好みで調整できる後掛け式です。笑顔もとろける極ぷりんを是非この機会にお試しくださいませ。

プレーン玉華堂の極ぷりん

大勢の方に配りたい！
専用箱は不要！ 
とお考えの方におすすめ。
まとめて35個入り！

▲熨斗・紙袋ご希望の際は注文時にお知らせください

▲熨斗・紙袋ご希望の際は注文時にお知らせください

冷蔵便送料別熨斗可・包装不可

※北海道・沖縄県のみ 別途送料700円

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可

※北海道・沖縄県のみ 別途送料700円

冷蔵便送料込熨斗不可・包装不可※ 画像はイメージです

注文番号 001 1,300 （税込）円３個入

内容：極ぷりんプレーン３個入・５個入・35個入 / 消費期限：冷蔵４日（発送日含）
※ 3個入・5個入・35個入以外の組み合わせは承ることができません。
※ 他のプリンとの組み合わせは承ることができません。ご注意願います

（専用箱）

（専用箱）

注文番号 002

注文番号 003

3,030 （税込）円５個入

14,300 （税込）円
35個入

（専用箱）

カタログ
限定

カラメルソース別添え
スプーン・小分け袋付き

１つの箱に35個のプリンをお詰めして
お届け致します

笑顔もと
ろける至福の時間をお届けします♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

送料込み
※一部除外地域あり

送料込み
※一部除外地域あり

人気商品

極ぷりん プレーン
kiwami pudding plain
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静岡
クラウンメロン

マスクメロンの最高峰
コクのあるプリンに静岡県産のクラウンメロンとバニラビーンズが入ったフルーツジュレを合わせました。フレッシュジュー
シーな新感覚のジュレプリンです。贅沢な味わい、２層のハーモニーをお楽しみいただけます。

静岡クラウンメロン玉華堂の極ぷりんジュレ

冷蔵便送料別熨斗可・包装不可

※北海道・沖縄県のみ 別途送料700円

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可

注文番号 004 1,630 （税込）円３個入

内容：極ぷりんジュレ静岡クラウンメロン３個入・５個入 / 消費期限：冷蔵４日（発送日含）

（専用箱）

（専用箱）

注文番号 005 3,580 （税込）円５個入

▲熨斗・紙袋ご希望の際は注文時にお知らせください

▲熨斗・紙袋ご希望の際は注文時にお知らせください

送料込み
※一部除外地域あり

「極ぷりんジュレ」をお買い求めになられる前にお読みくださいませ
■ 製造の関係上、お届け希望日から５日前にはご注文をお願いいたします。（一部地域を除きます）
■ 「包装」または「上記以外の個数と種類の変更」といった特別なご注文は承っておりません。
■ フルーツの収穫量によって内容が変更になる場合がございます。
■ 上記以外の販売日程はWEB上で確認して頂くか、またはお問い合わせくださいませ。

お電話でのお問い合わせはこちら
（月～土曜日：10:00～18:00） 0120‐056‐412

なめらか
プリンとフルーツジュレの究極の出会

い♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・
期間限定

※画像はイメージです

極ぷりんジュレ

（材料の状況により期間変更の場合があります）

まで８2022年 月末
ただいま好評販売中！

極ぷりんジュレ 静岡クラウンメロン
kiwami pudding gelee shizuoka crown melon
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極ぷりんアソート

※ 他のプリンとの組み合わせは承ることができません。

極ぷりん
シリーズをご堪能いただけます♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

静岡苺 太陽光をいっぱい浴びた静岡県産苺を使用したプリンに、苺と相性の
良いマスカルポーネチーズクリームをトッピングした2層仕立てです。

静岡抹茶 茶処静岡で収穫される抹茶を使用し上層にクリームをトッピング。
中には、大納言小豆を入れ和を感じるプリンに仕立ててあります。

プレーン プリンの定番、人気のお味。香りづけにマダガスカル産バニ
ラビーンズをふんだんに使用しています。

※画像はイメージです

極ぷりん
アソート

玉華堂の極ぷりん グレープフルーツ

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

※北海道・沖縄県のみ 別途送料700円

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可（専用箱）

注文番号 009

内容：極ぷりんグレープフルーツ３個入・５個入 / 消費期限：冷蔵４日（発送日含）

フレッシュなグレープフルーツのほどよい酸味とプリンの甘さの
バランスが絶妙な、夏にぴったりの爽やかなプリンです。

夏に食べ
たい！グレープフルーツの爽やかな味わいプリン

♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

3,330 （税込）円５個入
送料込み
※一部除外地域あり

冷蔵便送料別熨斗可・包装不可（専用箱）

注文番号 008

1,480 （税込）円3 個入

極ぷりん生地にグレープフルーツの果汁を加え、爽やか
な口当たりのプリンに仕上げました。

フレッシュなグレープフルーツの爽やかな酸味と苦味が
口いっぱいに広がります。

グレープフルーツゼリー層

プリン層

送料込み
※一部除外地域あり

期間限定
（材料の状況により期間変更の場合があります）

まで８2022年 月末
ただいま好評販売中！

美味しさの秘密！こだわりの２層構造

※画像はイメージです

極ぷりん
グレープフルーツ

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

※北海道・沖縄県のみ 別途送料700円

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可（専用箱）

注文番号 007

内容：３個入（極ぷりんプレーン１個・静岡苺１個・静岡抹茶１個）、５個入（極ぷりん
プレーン１個・静岡苺２個・静岡抹茶２個） / 消費期限：冷蔵４日（発送日含）

3,150 （税込）円５個入
送料込み
※一部除外地域あり

冷蔵便送料別熨斗可・包装不可（専用箱）

注文番号 006

1,360 （税込）円3 個入

プレーン１個・静岡苺２個・静岡抹茶２個

プレーン１個・静岡苺１個・静岡抹茶１個

極ぷりん アソート
kiwami pudding assort

極ぷりん グレープフルーツ
kiwami pudding grapefruit
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極ぷりん&どら焼き＆
生チョコクッキーセット

注文番号 010

※北海道・沖縄県のみ別途送料700円

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可

3,040 （税込）円

内容：極ぷりんプレーン３個・どら焼き２個・生チョコクッキーバニラ２個・苺２個
消費期限：プリン 冷蔵４日
賞味期限：どら焼き 冷蔵・常温14日・生チョコクッキー  冷蔵・常温30日（発送日含）

（専用箱）

極ぷりんプレーン３個・どら焼き「掌（たなごころ）」２個・
とろける生チョコクッキー バニラ２個・苺２個

※画像はイメージです

送料込み
※一部除外地域あり

（ギフト箱）

極ぷりん&どら焼きセット

注文番号 012

※北海道・沖縄県のみ別途送料700円

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可

3,470 （税込）円

内容：極ぷりんプレーン４個・どら焼き４個
消費期限：プリン 冷蔵４日　賞味期限：どら焼き 冷蔵・常温14日（発送日含）

極ぷりんプレーン４個・どら焼き「掌（たなごころ）」４個

どら焼きセット

※画像はイメージです

送料込み
※一部除外地域あり

ジュニア

極ぷりん&華まるろーるJrセット

注文番号 011

※北海道・沖縄県のみ別途送料700円

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

冷蔵便送料込熨斗可・包装不可

3,600 （税込）円

内容：極ぷりんプレーン４個・華まるろーるJr １本（約12cm）
消費期限：プリン 冷蔵４日・ロールケーキ 冷蔵３日（発送日含）

極ぷりんプレーン４個・華まるろーるJr（ジュニア）１本

（ギフト箱）

華まるろーる
Jr セット

送料込み
※一部除外地域あり

※画像はイメージです

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

極ぷりん
と洋菓子のセット♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

極ぷりん
と和洋菓子のセット♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

極ぷりん＆どら焼き＆
生チョコクッキーセット

極ぷりん
と和菓子のセット♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

極ぷりんとおすすめ商品のセット
recommended set
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フジノクニノオヤツは、よき日本ならではの素晴らしさを、和洋で織
りなすスイーツを通じて、子供の頃に楽しみにしていた３時のおや
つのような、心弾ませる時間、癒やしのひとときを静岡より発信して
いきます。

※画像はイメージです

注文番号 014

内容：珈琲ティラミス３個・抹茶ティラミス２個 
賞味期限：冷凍30日（発送日含）

3,220 （税込）円

５個入（珈琲３個・抹茶２個）

ティータ
イムのお供に　なめらかリッチ・ティラミ

ス♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

（ギフト箱）

注文番号 013

内容：極チーズケーキ１ホール / 賞味期限：冷蔵７日・冷凍30日
サイズ：直径約15㎝×高さ約3㎝
※ 箱にはお洒落な木目調掛け紙をおかけします。
※ 掲載商品のパッケージが変更になる場合がございます。

2,590 （税込）円

1ホール

KIWAMI CHEESE CAKE

チーズケ
ーキ好きな方に食べていただきたい

♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

極チーズケーキ

冷蔵便 冷凍便送料別熨斗不可・包装不可

※北海道・沖縄県のみ 別途送料700円

冷凍便送料込熨斗可・包装不可（専用箱）

▲熨斗・紙袋ご希望の際は注文時にお知らせください

フジノクニノティラミス 珈琲 ＆ 抹茶

送料込み
※一部除外地域あり

数量限定

※ こちらの商品は冷凍便での発送です。
　（冷蔵商品との同梱は不可）

ご注意願います

極チーズケーキ
旨味と酸味、クリーミー、ほんのり塩気と熟成の味わい。パルミ
ジャーノレッジャーノ、クリームチーズ、グリエールチーズの３種の
チーズが織りなす「極（きわみ）」のハーモニー。赤ワインのお供
に♪ お酒とも相性の良いチーズケーキです。

※画像はイメージです

上品な香りと甘みと酸味を持つコーヒーを、スポンジ部分にたっぷり浸み込ませました。口
の中でコーヒーと口どけ豊かな特製マスカルポーネチーズクリームが重なり合います。

珈琲ティラミス

厳選した良質な静岡抹茶を浸み込ませたスポンジと自家製餡、
トッピングには黒豆を使用し、特製マスカルポーネチーズクリー
ムで仕上げました。

抹茶ティラミス

※画像はイメージです

フジノクニノティラミス

フジノクニノティラミス
fujinokuni no tiramisu

極チーズケーキ
kiwami cheese cake

05



※画像はイメージです

瑞 し々く滑らかな口どけ、のどを潤す上品な甘
み♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・
期間限定

透明感高く華やかな彩りと、のど越し爽やかに夏を唱い上げた味わいが涼を呼びます。和菓子屋ならではのこだわりの一品をぜひご堪能ください。

６種類のお味の詰め合わせです涼華清唱 りょうかせいしょう

▲短冊熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

内容：涼華清唱６個入（静岡抹茶ゼリー・梅園・水羊羹・みかん山・葡萄・林檎 各１個）　涼華清唱９個入（静岡抹茶ゼリー・葡萄・林檎 各２個、梅園・水羊羹・
みかん山 各１個）　涼華清唱12個入（静岡抹茶ゼリー・梅園・水羊羹・みかん山・葡萄・林檎 各２個）　賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

冷蔵便 常温便送料別

短冊熨斗可・包装不可

注文番号 015

1,965（税込）円
６個入

（ギフト箱）

▲短冊熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

冷蔵便 常温便送料別

短冊熨斗可・包装不可

注文番号 016

2,980（税込）円
９個入

（ギフト箱）

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

冷蔵便 常温便送料別

熨斗可・包装あり

注文番号 017

3,930（税込）円
12 個入

（ギフト箱）

静岡抹茶ゼリー

ゼリーに合うように改良を
重ねたつぶ餡と、地元静岡
県産の抹茶を使用し、清涼
感ある味わいに仕立てまし
た。

梅園
うめぞのしずおかまっちゃぜりー

梅の実と梅シロップを使用
し、香り高く仕上げたゼリー
です。あと味の清 し々さをお
楽しみください。

水羊羹
みずようかん

上質な北海道産の小豆を
使用し、独自の製餡方法に
てあっさり上品な甘さに仕
立てました。

みかん山

爽やかな香りとコクのある
奥深い味わいが特徴の青
島みかんを使用しました。
みかん特有の甘酸っぱさ
がお口の中に広がります。

葡萄
ぶどう

赤ぶどうと白ぶどうの果汁をふ
んだんに使用した、ジューシー
で喉ごし爽やかなゼリーです。
瑞 し々いぶどうの果実味をお楽
しみください。

林檎
りんご

吟味された青森県産りんご「紅
玉」「ふじ」等、5種類のストレー
ト果汁をふんだんに使用しま
した。蜜の甘みと、ほどよい酸
味がお口の中に広がります。

みかんやま

（材料がなくなり次第、販売終了いたします）

まで８2022年 月末
ただいま好評販売中！

涼華清唱
ryoka seisho
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まとめてのご購入がお買い得 ! 　　　　 !!5％
OFF

2 個入 8個入

特製黄身餡入り

焼印をご指定ください

「ありがとう」焼印 「おめでとう」焼印 「祝」焼印 「寿」焼印

千寿の舞

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

注文番号 018 150 （税込）円１個

注文番号 019 350 （税込）円２個入（簡易箱）

注文番号 020 660 （税込）円４個入（簡易箱）

注文番号 021 970 （税込）円６個入（簡易箱）

注文番号 022 1,555 （税込）円８個入（ギフト箱）

注文番号 023 2,225 （税込）円12個入（ギフト箱）

注文番号 024 2,700 （税込）円15個入（ギフト箱）

内容：千寿の舞 １個・２個入・４個入・６個入・８個入・12個入・15個入
消費期限：冷蔵・常温５日（発送日含）

おめでた
い席には華やかな紅白饅頭♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

焼印どら焼き
昔ながらの手焼き製法にこだわり、職人が一枚一枚丁寧に焼き
上げました。ふんわりしっとり柔らかなどら焼き生地に、北海道産
小豆使用の風味豊かな自家製のつぶ餡をたっぷり詰めました。

磐田に伝わる伝説の美女、千手の前。その千寿の舞う姿をイメー
ジして創作した和菓子。山芋を使った生地の中には特製黄身餡
が入っています。冠婚葬祭や各種お祝い品としても好評です。

※画像はイメージです

焼印どら焼き

想いを込
めて贈るメッセージ入りどら焼き♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

全国菓子大博覧会　大臣栄誉賞受賞

冷蔵便 常温便送料別

冷蔵便 常温便送料別

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

注文番号 025 210 （税込）円１個

注文番号 026 500 （税込）円２個入（簡易箱）

注文番号 027 1,180 （税込）円５個入（専用箱）

注文番号 028 2,340 （税込）円10個入（ギフト箱）

注文番号 029 3,440 （税込）円15個入（ギフト箱）

注文番号 030
10,000 （税込）円

10,500円50個入

注文番号 031
20,000 （税込）円

21,000円100個入

（※100個入のみ　　　　 ）送料込

※画像はイメージです

千寿の舞

ご注意願います

※ おひとつおひとつ手焼きの受注生産をしておりますので、
　 納品までに１～２週間ほどお時間をいただいております。
※ 数が多くなる場合は、一度お問い合わせ下さいませ。
※ 注文変更・キャンセル等は、お届け日から7日前までとなります。2個入 5個入 15個入

内容：焼印どら焼き（つぶ餡）１個・２個入・５個入
　　  10個入・15個入・50個入・100個入
賞味期限：冷蔵・常温14日（発送日含）

※ １個ご注文の際は、お色をご指定ください。
※ 各色（紅・白）、単色のみも対応しております。

10個入・15個入熨斗可・包装あり

熨斗不可・包装不可 １個・２個入・５個入・50個入・100個入

２個入・４個入・６個入熨斗可・包装不可

８個入・12個入・15個入熨斗可・包装あり

熨斗不可・包装不可 １個

千寿の舞
senju no mai

焼印どら焼き
yakiin dorayaki
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銘菓 十三里、黄金十三里など和洋菓子の詰め合わせ華づくし はなづくし

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

内容：華づくし-1（黄金十三里２個・十三里２個・陽の恵み３個）、華づくし-2（黄金十三里２個・十三里４個・陽の恵み５個）、華づくし-3（黄金十三里５個・十三里
　　 ６個・陽の恵み５個）
賞味期限：陽の恵み・十三里　冷蔵・常温30日（発送日含）、黄金十三里　冷蔵・常温14日（発送日含）

冷蔵便 常温便送料別熨斗可・包装あり（ギフト箱）

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください 冷蔵便 常温便送料別熨斗可・包装あり（ギフト箱）

内容：華えらび-1（どら焼き「掌」２個・波の音 チーズ２個・波の音 苺１個・華マドレーヌ５個）、華えらび-２（どら焼き「掌」５個・波の音 チーズ３個・波の音 苺２個・
　　  華マドレーヌ５個）、彩華-1（どら焼き「掌」３個・華マドレーヌ３個・波の音 チーズ３個・波の音 苺３個・十三里４個・黄金十三里２個・陽の恵み３個）
賞味期限：陽の恵み・十三里　冷蔵・常温30日（発送日含）、どら焼き・華マドレーヌ・黄金十三里・波の音 チーズ・波の音 苺　冷蔵・常温14日（発送日含）
※ ギフト箱詰め合わせ商品は全て「包装」してお送りいたします。※ 掲載商品は、材料等の関係で途中販売が終了する場合がございます。

どら焼き、ブッセなど和洋菓子の詰め合わせ華えらびはなえらび バラエティーに富んだボリューム感ある詰め合わせ彩華 さいか

1,865（税込）円華えらび-1

注文番号 037

2,770（税込）円華えらび-2

注文番号 038

3,810（税込）円彩華-1

注文番号 039

1,340（税込）円華づくし-1

注文番号 034

1,905（税込）円華づくし-2

注文番号 035

2,755（税込）円華づくし-3

注文番号 036

※画像はイメージです

銘菓詰め合わせギフト

ありがとう巾着ギフト

「あり
がとう」の感謝の気持ちが伝わる贈り物

♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

ありがとう巾着ギフト

内容：ありがとうどら焼き２個・華マドレーヌ２個・波の音 チーズ２個
賞味期限：ありがとうどら焼き・華マドレーヌ・波の音 チーズ　冷蔵・常温14日（発送日含）

冷蔵便 常温便送料込熨斗不可・包装不可

（専用袋）※北海道・沖縄県のみ別途送料700円
2,220 （税込）円

※ 掲載商品の詰め合わせ内容、パッケージ等が変更になる場合
　 がございます。

送料込み
※一部除外地域あり

ありがとうどら焼き 波の音 チーズ華マドレーヌ

２個 ２個 ２個

ありがとうタグ

注文番号 032
お中元タグ

注文番号 033

メッセージスイーツ“ありがとうどら焼き”、はちみつ入りの“華マドレーヌ”、チーズブッセ“波の音”を
華やかな巾着袋にお詰めしました。用途に併せて巾着タグをお選びいただけます。

華やかな巾着袋に、３種類計6個のお菓子が入っております

「ありがとう」、「お中元」　どちらかご希望のタグをお選びいただけます

銘菓詰め合わせギフト
gyokkado gift
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冷蔵便 常温便送料別

とろける生チョコクッキー
ジュビロ磐田

（専用箱）

内容：生チョコクッキー５個入（ブルーベリー３個・バニラ２個）
賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

熨斗不可・包装不可
ほどよい酸味と爽やかな味わいの静岡産ブルーベリーをまるごと
使ってジャムを作り、チョコクッキーに仕上げました。甘い香りとコク
深い味わいのバニラ味と合わせてお楽しみ頂けます。

注文番号 040 490 （税込）円５個入

静岡とろける生チョコクッキー

（専用箱） （専用箱） （専用箱） （専用箱）

冷蔵便 常温便送料別熨斗不可・包装不可内容：生チョコクッキー6個入（静岡苺３個・バニラ３個）　6個入（静岡抹茶３個・チョコ３個）
　　  ８個入 （静岡抹茶８個）　12個入 （静岡苺４個・バニラ４個・静岡抹茶４個）
賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

抹茶・チョコ
の2種類

苺・バニラ
抹茶

の３種類
苺・バニラ
の2種類

※画像はイメージです

※画像はイメージです

静岡とろける
生チョコクッキー

とろける
生チョコクッキー
ジュビロ磐田

静岡特産の「静岡苺」や「静岡抹茶」をふんだんに使用した、お口の中でほろほろとろける生チョコクッキー！大きな富士山と可愛らしいおひさ
まが特徴のパッケージ！静岡のお土産といったら間違いなく「静岡とろける生チョコクッキー」をおすすめします♪お子さまからご年配の方に
も大変好評を頂いております。お客様の好みと用途に合わせて是非ご利用くださいませ。

ジュビロ
磐田応援！とろける生チョコクッキー

誕生♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・
・

可愛らし
いおひさまが目印の静岡ご当地みや

げ♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

××

ブルーベリー味 バニラ味

注文番号 041

520 （税込）円

６個入
静岡苺＆バニラ 各３個

注文番号 042

520 （税込）円

６個入
静岡抹茶＆チョコ 各３個

注文番号 044

980 （税込）円

12 個入
静岡苺＆バニラ＆
静岡抹茶 各４個

注文番号 043

690 （税込）円

8 個入
静岡抹茶 ８個

抹茶
１種類

人気商品

とろける生チョコクッキー
melty chocolate cookie
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玉華堂のとろける生チョコクッキーは、和菓子屋ならではの和の素材「米粉」
や「葛粉」と洋の素材を融合してお作りした本格生チョコクッキーです。お口
の中でほろりとくずれて溶ける優しい味わいの生チョコクッキーは、一度食
べたら忘れられない魔法のおやつとして、多くの皆さまに好評を頂いており
ます。ご贈答用に、ご自宅用に、是非ご利用ください。

和素材の「米粉」「葛粉」を使用しています

甘い香りの [バニラ ]

ほどよい酸味の[ブルーベリー]

甘酸っぱい [静岡苺 ]

和の風味 [静岡抹茶 ] 濃厚な味わい [チョコ ]

お味のバリエーションは５種類です
※各商品ごとに商品内容が変わりますので、ご注意願います

和 洋×
素材

※画像はイメージです

※ パッケージ作成の関係上、お届け日はご注文から最短で7日後となります。
※ 商品内容の変更・キャンセル等は、お届け日から7日前までとなります。 
※ ご注文数が多い場合、確認の為にご連絡させていただく場合がございます。

内容：生チョコクッキー３個入（静岡苺1個・バニラ１個・チョコ１個）　賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

30袋からご注文受付！！

とろける生チョコクッキー 赤パッケージ

冷蔵便 常温便送料別（ギフト箱） 熨斗可・包装可（ギフト箱） 熨斗可・包装可

熨斗不可・包装不可

（専用袋） 熨斗不可・包装不可

内容：生チョコクッキー３個入（静岡苺1個・バニラ１個・チョコ１個）　９個入（静岡苺３個・バニラ３個・チョコ３個）　２１個入 （静岡苺７個・バニラ７個・チョコ７個）
賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

とろける生チョコクッキー
お熨斗名入れパッケージ

1,020 （税込）円

９個入
静岡苺＆バニラ＆チョコ
各３個

注文番号 045

注文番号 050

315 （税込）円

３個入
静岡苺＆バニラ＆チョコ
各１個

2,200 （税込）円

２１個入
静岡苺＆バニラ＆チョコ
各７個

小袋タイプ
３個入

BOX タイプ
９個・21個入

ご注意願います ※ 包装を希望される場合は 「包装あり」をご注文ください。ギフト箱の上から包装紙でお包みいたします。

お名前

（専用袋）
365 （税込）円

３個入
静岡苺＆バニラ＆チョコ
各１個

冷蔵便 常温便送料別

ご注意願います

注文番号 046
包装なし

047
包装あり

注文番号 048
包装なし

049
包装あり

ささやかな贈り物・お返しをしたい、記念品や挨拶の粗品として配りたい・・など、お客様の
ご用途に合わせて様々なシチュエーションにご利用いただけます。

（お題目）
表書き ※ 5文字以上のお名前は少し小さめの文字になります。

　 または、改行して２行表記となります。

ご希望の「表書き」と「お名前」で作成！

お熨斗名入れタイプ

表書き例

３）FAXでのご注文・・専用申込書の「熨斗欄」に「表書き」と「お名前」をご記載ください
２）お電話でのご注文・・「表書き」と「お名前」をスタッフまでお伝えください
１）インターネットからのご注文・・注文画面の「備考欄」に「表書き」と「お名前」をご入力ください

ご注文方法

表書き お名前5文字まで 10文字まで

老舗和
菓子屋がつくる、年間160万個完売のオリジ

ナルクッ
キー♪

・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・
・・・・・

・

「包装あり」ご注文の際は、
ご希望で熨斗も承ります。

御
中
元

鈴
木

記
念
品

あ
り
が
と
う

お
気
持
ち

御
挨
拶

御
礼

御
祝

感
謝
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▲20個入・・・熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

内容：どら焼き「掌」１個・５個入・10個入・15個入
賞味期限：冷蔵・常温14日（発送日含）

※画像はイメージです

※画像はイメージです

玉華堂のみそまんじゅう

内容：みそまんじゅう６個入・10個入・20個入 / 消費期限：冷蔵・常温５日（発送日含）

蒸したての艶やかなお饅頭は、モチっとした食感が特徴です。時間をかけて練り上げた生
地には、黒糖やはちみつの優しい甘さと、味噌の風味をほどよく効かせました。

「掌」
厳選した北海道産小豆を使用し炊き上げた風味豊かなつぶ餡を
ふんわり生地で挟んだジューシーなどら焼きです。

玉華堂のどら焼き たなごころ

内容：陽の恵み５個入・10個入・15個入 / 賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

※材料等の関係で途中販売が終了する場合がございます。　※掲載商品のパッケージが変更になる場合がございます。

太陽の恵みをいっぱい浴びた三ケ日みかんを、優しい味わいのミルキーな餡に仕立て、ふんわ
りもちっとした新食感の生地で包み焼き上げました。みかんの香りが爽やかな焼き饅頭です。

味噌や
黒糖、はちみつのほのかな甘み♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

太陽の
恵みをギュッと閉じ込めました♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

風味豊
かな自家製のつぶ餡を挟みました♪

・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

送料別 常温便冷蔵便

熨斗不可・包装不可

注文番号 051

180 （税込）円

１個

熨斗不可・包装不可

注文番号 052

1,030 （税込）円

5 個入（専用箱）

熨斗可・包装あり

注文番号 053

2,040 （税込）円

10 個入（ギフト箱）

熨斗可・包装あり

注文番号 054

2,990 （税込）円

15 個入（ギフト箱）

※画像はイメージです

どら焼き「掌」

陽の恵みみかん饅頭 ひのめぐみ

５個入 10個入

6個入 10個入

送料別 常温便冷蔵便

▲１５個入・・・熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください送料別 常温便冷蔵便

全国菓子大博覧会　全菓博栄誉大賞受賞

全国菓子大博覧会　食料産業局長賞受賞

熨斗不可・包装不可

注文番号 056

1,210 （税込）円

10 個入（専用袋）

熨斗不可・包装不可

注文番号 055

750 （税込）円

6 個入（専用袋）

熨斗可・包装あり

注文番号 060

2,520 （税込）円

15 個入（ギフト箱）

注文番号 057

2,660 （税込）円

20 個入（ギフト箱）

熨斗可・包装あり

熨斗不可・包装不可

注文番号 059

1,400 （税込）円

10 個入（専用箱）

熨斗不可・包装不可

注文番号 058

700 （税込）円

5 個入（専用箱）

▲10個入・15個入・・・熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

玉華堂の銘菓
gyokkado sweets

[ 全国菓子大博覧会 ]で賞をいただきました銘菓です
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本品は、冷凍してお客様の元に
お届けします。商品到着後、袋
から出しオーブントースターで
表面が焦げないように軽く温め
てからお召し上がりください。

「揚げたての
  カリカリ食感をご家庭で」

ふんわりさくっと焼き上げたブッ
セ生地に、角切りチーズ入りの
バタークリームをたっぷり挟み
ました。ほどよい塩味がブッセ
の生地によく合います。

波の音
チーズブッセ

素材にこだわりを持ち、風味豊
かな無塩バターと、新鮮な卵、上
品な甘みのはちみつを使用して
ふんわり食感のマドレーヌに仕
上げました。

華マドレーヌ
はちみつ入り

内容：波の音チーズ５個入・10個入・15個入 / 賞味期限：冷蔵・常温14日（発送日含）

送料別 常温便冷蔵便

熨斗可・包装あり

注文番号 063

2,615 （税込）円

15 個入（ギフト箱）
注文番号 062

1,790 （税込）円
熨斗可・包装あり

10 個入（ギフト箱）

内容：華マドレーヌ５個入・10個入・15個入 / 賞味期限：冷蔵・常温14日（発送日含）

送料別 常温便冷蔵便

熨斗可・包装あり

注文番号 066

2,615 （税込）円

15 個入（ギフト箱）
注文番号 065

1,790 （税込）円
熨斗可・包装あり

10 個入（ギフト箱）

５個入５個入

味噌と黒糖で甘さに広がりを持
たせた生地に特製のこし餡を包
み、香ばしくかりんとうの様にカ
リカリとした食感に揚げました。

かりんっとみそまん
揚げたて食感

内容：かりんっとみそまん10個入・18個入 / 賞味期限：冷凍30日（発送日含）

送料別 冷凍便

熨斗可・包装不可

注文番号 068

2,520 （税込）円

18 個入（ギフト箱）
注文番号 067

1,505 （税込）円
熨斗可・包装不可

10 個入（ギフト箱）

内容：黄金十三里５個入・10個入・15個入 / 賞味期限：冷蔵・常温14日（発送日含）

注文番号 061

905 （税込）円

5 個入（専用箱）

熨斗不可・包装不可

注文番号 064

905 （税込）円

5 個入（専用箱）

熨斗不可・包装不可

送料別 常温便冷蔵便

熨斗可・包装あり

注文番号 071

2,885 （税込）円

15 個入（ギフト箱）
注文番号 070

1,980 （税込）円
熨斗可・包装あり

10 個入（ギフト箱）

熨斗不可・包装不可

注文番号 069

915 （税込）円

5 個入（専用箱）

５個入
10個入

国産のさつまいもにバターを練
り込み、ホクホクの食感と濃厚
な美味しさを閉じ込めました。
和菓子屋ならではの技法と素材
の味を活かした仕上がりです。

黄金十三里
スイートポテト

こがねじゅうさんり

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください ▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

送料別 常温便

浜名湖産うなぎの粉を使
用し、蒲焼き独特の香ばし
さを再現しました。魚介の
すり身を加え、噛めば噛む
ほど旨みが増すお味に仕
上げました。

うなぎとね
静岡うなぎ煎餅

内容：うなぎとね８枚入・16枚入
賞味期限：常温30日（発送日含）

８枚入 16枚入

送料別 冷凍便冷蔵便

ふんわり焼き上
げたスポンジに
ほんのり甘酸っ
ぱい杏ジャムを
塗って巻き上げ
ました。昔懐か
しい味をお楽し
みください。

内容：ろーるかすてら１本入
賞味期限：冷蔵７日・冷凍30日（発送日含）

1本入

さつま芋をモチーフに創作され
た十三里は、卵の黄身を使った
黄身餡を生地に包み焼き上げ、
周りに砂糖とシナモンをまぶし
ています。

十三里
九里四里うまい

内容：十三里５個入・８個入（袋）　16個入・24個入（箱）
賞味期限：冷蔵・常温30日（発送日含）

注文番号 075

715 （税込）円

5 個入（専用袋）

熨斗不可・包装不可５個入

注文番号 076

1,100 （税込）円

8 個入（専用袋）

熨斗不可・包装不可

注文番号 077

2,410 （税込）円

16 個入（ギフト箱）

熨斗可・包装あり

注文番号 072

540 （税込）円

8 枚入（専用袋）

熨斗不可・包装不可

注文番号 074

1,120 （税込）円

1本入（専用箱）

熨斗不可・包装不可

注文番号 073

1,080 （税込）円

16 枚入（専用箱）

熨斗可・包装不可

注文番号 078

3,530 （税込）円

24 個入（ギフト箱）

熨斗可・包装あり

く　り　よ　り

じゅうさんり

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください▲16枚入、熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください 送料別 常温便冷蔵便

▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください ▲熨斗ご希望の際は注文時にお知らせください

ろーるかすてら
杏ジャムが隠し味
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オンラインショップでの商品番号はカタログ記載の商品番号とは異なります。カタログ記載の商品が見つからない場合は、お
手数ですがお問い合わせください。

日曜定休日：24時間受付

年中無休：24時間受付

ご注文キャンセル・変更の場合は、「発送日から３日前の正午まで」にお願いいたします。

「ぎょっかどう」または、下記アドレスをご入力して検索していただく方法とQRコードをご利用いただく方法がございます。

※ 期日までにご連絡いただけない場合は、キャンセルや変更が出来かねます。予めご了承ください。
※ 商品によっては、キャンセルを承れない可能性がございます。

同封のFAX申込用紙をご利用ください

検索ぎょっかどう

検索https://www.gyokkado.co.jp/online/

または、
こちらのQRコードをご利用ください。

インターネット注文だけの お得な会員特典つの7
お得で便利な会員登録をおすすめ！こちらのQRコードから新規会員登録画面にアクセス可能です！

１ 新規会員登録で

２ 入会・年会費無料 ３ お誕生月に200ポイントプレゼント

４ レビュー投稿で100ポイントプレゼント ５ 貯まったポイントでお得にお買い物

６ ２回目以降のご連絡先等の入力不要 ７ お得なクーポンやポイント情報GET

今すぐ登録♪

月～土：１０時～18時受付

FAX番号をお間違えのないようお願いいたします

「カタログを見て」とお伝えいただくとご注文がスムーズです

0120-056-412
フリーダイヤル （わごころ　すいーつ）

（0538）24-8999
お支払い方法について

ご注文方法について

ご注文キャンセル・変更について

後払い（コンビニ決済）
【後払い手数料】　３30円
◎商品到着後、（株）ネットプロテ
クションズから郵送される請求書
で、発行14日以内に「コンビニ」、
「郵便局」、「銀行」でお支払いくだ
さい。　◎代金債権は同社へ譲渡
されます。尚、 ご利用限度額は
55,000円（税込）です。　◎請求
書は商品到着後一週間前後で届
きます。

■ 銀行振込（前払い）
◎ご入金確認後の発送となります。
尚、ご入金確認に２日いただいてお
ります。　◎金融機関の休日の場合
は確認に４日程かかります。
◎お振込み手数料は、お客様負担と
なります。

◎ご購入金額によって変動いたします。

※ お支払い確認後の発送になりま
す。土・日・祝日は、ご入金の確認が
出来かねますのでご注意ください。

三菱ＵＦＪ銀行 磐田支店
普通　1256062
カ）　ギヨクカドウ

【振込先】 

■ 代金引換（ご自宅配送のみ）
【代金引換手数料】

～　  9,999 円
ご購入金額 手数料

330 円
  10,000 円 ～   29,999 円 440 円
  30,000 円 ～　99,999 円 660 円
100,000 円 ～ 300,000 円 1,100 円

■ クレジットカード払い
◎インターネットからのご注文に限り
ご利用いただけます。

https://www.gyokkado.co.jp/online/

検索ぎょっかどう

■

インターネットでご注文

FAXでご注文 電話でご注文

玉華堂オンラインショップ▶

新規会員登録▶

玉華堂オンラインショップ

フリーダイヤル ： 0120 - 056 - 412
ご不明な点、ご注文、キャンセル、変更など、お問い合わせはこちらまでどうぞ。

円分 プレゼント200ポイント
０￥

×

玉華堂オンラインショップご利用案内

13



お届け仕様について

領収書・明細書について

配送について

ご返品について

店舗情報

箱・包装・熨斗については各商品ごとにカタログ誌面に記載しております。ご不明な点はお問い合わせください。

梱包・到着日時・同梱（配送温度帯）について、ご不明な点はお問い合わせください。

箱

（簡易箱） （専用箱） （ギフト箱）

各商品に合わせた箱の仕様となっております。
※ 商品によって箱の仕様は異なります。 包装 「包装可」と記載されている商品については

包装を承っております。

「熨斗可」と記載されている商品については熨斗
を承っております。ご希望のお客様は「備考欄」に
てお知らせください。

個別包装に便利な角底袋と手提げのある紙
袋のご用意がございます。ご希望のお客様
は「備考欄」にてお知らせください。

玉華堂の社名の由来になりました
「ギョッカ蘭」をイメージした趣の
あるデザインとなっております。

（包装紙） ※生チョコクッキーギフト箱のみ赤色の包装紙となります

〇
〇
〇

御
礼

お熨斗のレイアウト確
認をご希望のお客様に
は、お客様の元にお熨
斗の確認データをFAX
またはメールにてお送
りさせていただきます。

お客様から、袋のご指定が
ない場合はお付けしてお
りません。商品によっては
別途料金をいただく場合
がございます。

（御礼）（御中元 ・ 御歳暮） （仏用）

お熨斗 袋

（角底袋） （手提げ袋）

領収書・明細書 当店ではギフトとしてご利用いただけるよう、金額の分かる明細書など
は同封しておりません。領収書や明細書がご入用の場合は、恐れ入りま
すがご注文の際に「備考欄」にてお知らせください。

××

梱包 専用段ボールで発送
させていただきます。 到着日時 ヤマト運輸での発送

となります。

最短到着日は注文日含めて５日後です。
日時のご指定も承っております。
※ 一部離島などの地域は除きます

同梱発送 同温度帯であれば
同梱が可能です。

同じ温度帯の商品は同梱が可能です。温
度帯が違う場合は、それぞれに送料が必
要となります。ご了承願います。

冷蔵便 冷凍便常温便

お届け先の不明や長期不在で商品を再送する場合、別途料金をいただいております。商品の品質については万全を期しております
が、万一当社に起因する商品の不良・破損、またはお届けした商品がご注文と異なる場合、お届け後3日以内にメールまたはお電話
にてご連絡ください。至急迅速に対応させていただきます。※但し、次の理由の場合には返品はお受けできませんのでご了承願い
ます。（返品対象外 ： お客様都合の受取遅延・お客様の元での破損・自然災害）

ご不明な点は玉華堂通信販売部までお問い合わせください。 メールアドレス ： gyokkado-info@gyokkado.co.jp
フリーダイヤル ： 0120 - 056 - 412【返品先】〒438-0072 静岡県磐田市鳥之瀬222-1　通信販売部 宛

玉華堂今之浦本店 静岡県磐田市今之浦4-18-10 TEL：0538-36-0102 営業時間   9:00～19:00

遠鉄ストア浅羽店 静岡県袋井市浅岡350 TEL：0538-23-0393 営業時間   9:30～19:00

リブロス笠井店 静岡県浜松市東区笠井町1197-22 TEL：053-435-6603 営業時間   9:30～20:00

遠鉄ストア浜北店 静岡県浜松市浜北区中瀬16-1 TEL：053-588-5141 営業時間   9:30～19:00

ららぽーと磐田店 静岡県磐田市高見丘1200 TEL：0538-59-0327 営業時間 10:00～20:00

お問い合わせはこちらまで

水引は「赤棒」
のみとなります
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※下記の太枠内に必要事項をご記入ください

FAX 0538-24-8999玉華堂
専用申込書

FAX
送信方向

FAX
送信方向

ふりがな
電話

住所

〒
FAX

氏名
ご
依
頼
主
様

表書き

名前

熨
斗

備
考

手
提
げ
袋

お
届
け
先
様
①

　

ふりがな

数量

電話

〒

商品番号

住所

氏名

配送時間商品名

　　　　　月　　　　　日（　　曜日）

配達希望日

個

個

個

ご注文日より５日以降をご指定ください 午前中 14～16時

18～20時16～18時

19～21時

お
届
け
先
様
②

　

ふりがな

数量

電話

〒

商品番号

住所

氏名

配送時間商品名

　　　　　月　　　　　日（　　曜日）

配達希望日

個

個

個

ご注文日より５日以降をご指定ください 午前中 14～16時

18～20時16～18時

19～21時

枚

玉華堂では、美味しさを追求するため消費期限が
短い商品をお取り扱いしております。確実にお受
け取り頂ける様、ご配慮をお願い致します。
また、お届け先が離島で消費期限内に届かない場
合、ご注文をお断りする場合がございます。

ご入用の場合はご記入ください

↓お支払方法をご指定ください↓

ご入用の場合はご記入ください

小 計 円

送 料

手 数 料

合計金額

円

円

円

送
料
に
つ
い
て

地
域

送
料

北海道

青森、秋田

岩手、福岡

佐賀、長崎

熊本、大分

宮崎、

鹿児島

宮城、山形

福島、岡山

広島、山口

鳥取、島根

香川、徳島

愛媛、高知

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉

神奈川、東京、山梨、新潟

長野、静岡、愛知、三重、岐阜

富山、石川、福井、大阪、京都

滋賀、奈良、和歌山、兵庫

沖縄

1,480
円

1,370
円

1,150
円

1,040
円

930
円

コピーしてご利用いただくと便利です。太枠内に必要事項をご記入の上、お間違いのないようご送信ください。ご注文
確認後、「必ず」こちらからご連絡させて頂いております。２～３日以内に連絡が来ない場合はご一報ください。

支
払 後払い手数料一律330円 振込手数料はお客様負担

ご来店名：　　　　　　　　

ご来店日：　　　　　月　　　　日代引手数料はお客様負担

後払い① 代金引換② 銀行振込③ 店頭支払④

１配送につき商品代金が 15,000円以上で
送料無料

※同じお届け先で同じ到着日の場合に限ります

※お支払方法、手数料などの詳細は別紙の「お支払方法」をご確認ください

受付日 月 日
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