鎌ヶ谷市ふるさと産品を
300円以上お買上げの方に

ハズレなし くじ引き

で粗品プレゼント！
※なくなり次第終了

鎌ヶ谷ブランド館 旬 梨 ＆
の
直売セール
ふるさと産品

8/6（金）

15（日）

〜

夏の手土産や贈り物に

※写真はイメージです

場所

イオン
鎌ケ谷店1F
特設会場

鎌ケ谷の今年の味をいち早く直売中！
鎌ケ谷産の梨は8月上旬より「幸水」⇒
「豊水」⇒
「かおり」⇒
「あきづき」の順で出荷されます。

新発売

鎌ヶ谷プレミアム

ᄢੱ᳇ߏᒰࠪ࠭

梨カレー

鎌ケ谷限定
かまたんスナック

沖縄産
島とうがらし入り

鎌ケ谷梨サイダー

鎌ケ谷産の優良な品質の「豊
水」の果汁をたっぷり15%使
用した、豊潤な梨の香りと爽や
かな甘さが特徴の一本です。

鎌ケ谷市マスコットキャラクター
「かまたん」
を
あしらったスナック。
コーンポタージュ味で、
お
子様からお年寄りまで大人気の商品です。

ゴロッと80gの豚肉
「やんばるあぐー」
大好評かまたん梨カレーのファ
ンから中辛が欲しい！との要望で
出来たカレーシリーズ第二弾。
日
本ハムファイターズの一軍キャ
ンプ地沖縄県名護市名産の豚
肉「やんばるあぐー」
と島とうがら
しを入れて大人の味に。何度も
試作を重ね、高級感のある美味
しさに仕上がりました。

中辛 580円(税込)

（鎌ヶ谷市梨業組合・JAとうかつ中央公認）

１50円（税込）

１78円（税込）

かまたん
梨カレー甘口

梨ジャム
年間を通して梨の美味しさを感じてもらいたい！
ゴロゴロと
と梨づくりのプロが作った梨ジャム。
果肉が大胆に入った、楽しい食感が特徴。お
菓子やお料理にもアレンジしやすいシンプルな
味に仕上がっています。

鎌ヶ谷の梨をふんだんに取り入れた、
カレー。原料の梨
は口あたりの良さを考え、
ピューレ状にしました。そして、
お子様からお年寄りまで楽しめる
円（税込）
甘口に仕上げました。

594円（税込）
）

248

（企）鎌ケ谷ブランド館

究極のおいし
究極の
おいしさを求めてたどり着いた新鮮自家焙煎珈琲
を求めてたどり着
を求めてた
どり着いた新
た 鮮自家
鮮自家焙煎珈
焙煎 琲

100年の匠キサイチ

鎌 谷 里山を
鎌ケ谷の里山を
鎌ケ谷
山 イメージ
ジし
して、
マイル
イ ドな
なブレン
ブ ドに仕上げま
ド 仕上げま
仕上げ した。
した ア
ラビカ種100％の良質グルメコーヒー豆を使用し、丁寧に焙煎、香
りとコクを思う存分表現しました。酸味と苦味のバランスが良い、香
り豊かなコーヒーです。

玄米のみで造られた黒酢、
それにリ
ンゴ果汁とハチミツを加え、飲みや
すくした黒酢ドリンク。そして国産の
梨で造られた梨バーモント
（はちみつ
入り）
。100年の匠が醸す伝統の味
を、
ぜひお楽しみください。

鎌ケ谷限定かまたんスナック

鎌ケ谷梨サイダー

鎌ケ谷珈琲特別編 イデカフェ謹製 自家焙煎珈琲 鎌ヶ谷ビネガーセット
株式会社イデカフェ
自家焙煎 鎌ケ谷珈琲

マイフェイバリットコーヒー

自家焙煎 ドリップパック

初富862-24 ☎047-401-6718

梨の街からの贈り物

きさ

冠婚葬祭、お土産にも 道野辺ロール、
とても好評です。 かまたんサブレ
鎌ケ谷市の特産の梨
を使 用した各 お 菓 子
は、一つ一つ手作りの
ラ・セーヌオリジナル商
品です 。地 方 発 送も
承っております。

ケーキやさんの梨

梨パイ

梨ようかんさぶれ
くぬぎ山1-13-9 ☎047-385-5948

たくましく、健やかに、誇り高く雄壮で美しい甲冑に、願いと愛情を託して

東道野辺6-7-45

鎌ケ谷
鎌
ケ谷
手折りめん

「 小さな鍋で、1人前からだれに
でも簡 単に作れる本 格 的な麺
を」そんな発想から生まれた、個
食タイプのつゆ付き乾麺です。
一つ一つ手で折り曲げ、独自の
熟 成 乾 燥 方 法で作り上げた乾
麺の逸品です。

リーヴル ディマージュ
かまたんサブレ

新鎌ケ谷2-2-26 ☎047-446-4649

梨スパークリングワイン

秋頃再入荷予定！

幸水100％のほのかな梨の香りとさわやか
な味を是非ご賞味ください。梨スパークリン
グワインは適度な炭酸でシャンパンのよう
な爽快な飲み心地となっております。鎌ケ
谷ブランド館でお買い求めください。

（企画）
（企
（企画）
画）鎌ケ
鎌ケ谷市商工会
ケ谷市
谷市商工
商工会
梨スパークリングワイン 梨ワイン（梨のささやき）
（販売先）
鎌ケ谷ブランド館
新鎌ケ谷2-7-1 ☎047-498-9988

肉まん、あんまん ケチャップ・ソース
鎌ケ谷市で創業し中華まんじゅうに出会い、
こ
れに魅せられ、
その後は中華まん一筋に研究開
発を繰り返し現在に至っております。一つ一つ
に真心を込めて蒸し上げます。

東葛食品株式会社
東初富1-5-32
☎047-444-1211

はなとんぽう

華豚包（肉まん、あんまん）

舞祝菓房アソートギフトセット

国産のお米を使用したソフトせんべい。千
葉名産の伊勢海老風味と鯛の煮つけ風味
のアソートギフト。
ご贈答やお土産にどうぞ。

ニッポー株式会社

ハートランド ケーキ工房 ラ・セーヌ 馬場菓子舗

山屋食品株式会社鎌ケ谷工場
トマトケチャップ

梨ブランデーケーキ

梨ブランデーケーキ（梨のときめき）

梨とクルミのケーキ

梨ワインケーキ（夢きぶん）

はなとんぽう

ソース各種

くぬぎ山1-13-9
☎047-385-5948

貝がら山（8・12・15・20個入）

道野辺中央3-1-50
☎047-443-4737

TEL：047-443-5565 FAX：047-442-1493

営業時間/10：00〜18：00
営業

年中無休

☎047-498-9988

鎌ケ谷市ふるさと産品も、
鎌ケ谷市ふるさと産品も、ブランド館でお買い求めいただけます。
ブランド館でお買い求めいただけます。

イオン鎌ケ谷ショッピングセンター1Fフロア
ッピングセンター1Fフロア図

鎌ケ谷ブランド館

ポニー
プリムローズさん
クリーニングさん
グ
未来屋書店

イデカフェさ
イデカフェさん
マジックミシ
マジックミシンさん

銘店

たこ助鯛へいさん

リアット！さん

駅側出入口

新鎌ケ谷2-7-1
新鎌
ケ谷2-7-1

市役所側出入口

イオン鎌ケ谷ショッピングセンター1F

道野辺本町1-4-16
☎047-446-3027

イオン鎌ケ谷店 １F

アンテナショップ

千葉県伝統的工芸品の萬祝染めがモチーフ

鎌ケ谷菓子組合の加盟店は、各店とも原材料にこだわり手間をかけた製法により、
手作りのよさがきわだつ逸品です。ご贈答、お土産にも是非ご利用ください。

真っ赤に完熟したトマトを主原料に、玉葱等をベース
に世界中から集めた数十種類の香辛料、醸造酢、
糖類、食塩等でブレンドしたバラエティ豊かな味の演
出者です。鎌ケ谷ブランド館でお買い求めください。

鎌ケ谷市ふるさと産品協会 鎌ケ谷市南初富6-5-60
6-5-60
鎌ケ谷の

本金箔押兜「銀河」 東中沢2-19-88
☎047-443-4618

鎌ケ谷菓子組合

☎047-444-1351

完熟トマトをまろやかに

創業以来中華まん一筋

人形工房 まつざわ

丸山1-2-25 ☎047-446-4122

鎌ケ谷手折りめん
南初富6-2-12

千葉県伝統的工芸品に指定された節句人形師が製
作。丹念に埋め込まれた星鋲、松葉打ちの鍬形、本
金箔押された小札や竜頭と、細部にまで節句人形師
の心遣いを表現した、
こだわりの逸品。

舞祝菓房アソートギフトセット
（3袋入）

茂野製麺株式会社

自然の中で熟成した味と香り
の中で熟成した味と香り

梨ワイン

☎047-443-2511

独自の発想と製法で生まれた
手折りめん

純生クリーム、バター、卵、パティシエが材料一
つ一つにこだわりぬき、職人技をシンプルに披
露しました。

道野辺ロール

道野辺中央5-3-32
☎047-443-8117

本金箔押兜「銀河」

ケーキ工房 ラ・セーヌ
梨ワインデザート

鎌ケ谷道野辺の地にて、永年の職人技を生
日本古来の伝統の味を守りお届けすべ
かし、
く、一枚一枚に真心を込めて焼き上げており
ます。

瓦せんべい

梨バーモント

純玄米黒酢ドリンク

日本古来の伝統の味…
鎌ケ谷せんべい

わくい煎餅

いち

純玄米黒酢

新鎌ケ谷2-7-1 イオン鎌ケ谷店内
☎047-498-9988

梨ジャム

「春夏秋冬ギフト・お土産物に最適」

私市醸造株式会社

こだわりをシンプルに

かまたん梨カレー甘口

