
春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

12 袋入 12 袋入
（1袋 150 ） （1袋 160 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 150 ） （1袋 125 ）

12袋入 12袋入

（1袋 118 ） （1袋 110 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 110 ） （1袋 165 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 165 ） （1袋 135 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 125 ） （1袋 100 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 135 ） （1袋 145 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 155 ） （1袋 150 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

Ａハッカアメ Ａ花のくちづけ

2,070 2,070円（税込） 円（税込）

Ａくりあめ Ａしょうゆあめ

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

Ａ落花あめ

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

2,070

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

グレープ・ピーチ・青りんご・オ
レンジ味に変更しました

梅・抹茶・柚子・はちみつ
味に変更しました

Ａのどにスッキリ

2,070円（税込） 円（税込）

Ａのどにスッキリフルーツアソート Ａ和風のどにスッキリ

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

2,070 2,070円（税込） 円（税込）

2,070 2,070円（税込） 円（税込）

円（税込） 円（税込）

Ａ炭焼珈琲

Ａのどにスッキリドリンクアソート Ａニッキアメ

2,070円（税込） 円（税込）

Ａ抹茶あめ Ａ梅あめ

2,070 2,070
Ａミルクの国

2,070 2,070

円（税込） 円（税込）

Ａ塩あめ

ｇ（個装紙込み）

✿キャンディ✿
Ａ黒あめ

ｇ（個装紙込み）

2,070 円（税込） 2,070 円（税込）

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

2,070
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

12 袋入 12 袋入
（1袋 150 ） （1袋 155 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 145 ） （1袋 90 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 85 ） （1袋 86 ）

12 袋入 16 袋入
（1袋 120 ） （1袋 44 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 88 ） （1袋 80 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 72 ） （1袋 85 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 70 ） （1袋 70 ）

16 袋入 12 袋入
（1袋 65 ） （1袋 65 ）

2,590 2,590円（税込） 円（税込）

円（税込）

円（税込）

ｇ（個装紙込み）

2,590 円（税込）

ミルクの国スヌーピー＆フレンズアソート プロポリスの恵

ノンシュガーミネラルキウイのど飴

ｇ（個装紙込み）

2,590

Ａハードミント

2,070円（税込） 円（税込）

ノンシュガーＧＡＢＡレモンのど飴

ｇ（個装紙込み）

3,450 円（税込）2,070 円（税込）

Aあずきみるく

ｇ（個装紙込み）

北海道　抹茶みるく飴

ｇ（個装紙込み）

2,070 円（税込）

Ａ和風ミックスキャンディ

ｇ（個装紙込み）

ｇ（個装紙込み）

円（税込）

ｇ（個装紙込み）

ノンシュガーマヌカ蜂蜜のど飴

2,590 円（税込）

2,070

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

2,070 2,070円（税込） 円（税込）

Ａのどあめ

円（税込）

Ａあんず飴

ｇ（個装紙込み）

ｇ（個装紙込み）

ノンシュガーミルクの国

ｇ（個装紙込み）

完熟＆早摘み　マンゴーキャンディ

ｇ（個装紙込み）

ｇ（個装紙込み）

3,450 3,240

ノンシュガーアサイーのど飴 アーモンド習慣

2,590

Ａ黒糖入り塩あめ

ｇ（個装紙込み）

2,070 円（税込）
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

12 袋入 12 袋入
（1袋 80 ） （1袋 49 ）

12 袋入 12袋入

（1袋 90 ） （1袋 90 ）

12 袋入
（1袋 71 ）

12 袋入
（1袋 67 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 71 ） （1袋 67 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

2,590 円（税込）

Ｂｒｉｇｈｔｅｎｉｎｇ　Ｗｈｉｔｅ　Ｃａｎｄｙ
ブライトニングホワイトキャンディ

ｇ（個装紙込み）

3,110 円（税込）

円（税込）

2,850

2,590

ローズアロマのどあめ

円（税込）

ギリシャヨーグルトキャンディ

ｇ（個装紙込み）

2,590

プレーン・ストロベリーに
フレーバー変更しました

通快のど飴

ｇ（個装紙込み）

ｇ（個装紙込み）

キシリクリスタル　フルーツアソート

キシリクリスタル　ミルクミントのど飴

ｇ（個装紙込み）

終売致しました。
ご愛顧ありがとうございまし
た。

2,850

キシリクリスタル
　シラスハーブミントのど飴

ｇ（個装紙込み） ｇ（個装紙込み）

円（税込）

2,850 円（税込）

ｇ（個装紙込み）

キシリクリスタル　カフェアソート

2,850

円（税込）

円（税込）
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

12 袋入

12 袋入 12 袋入
（1袋 85 ） （1袋 98 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 70 ） （1袋 85 ）

12 袋入 12 袋入

12 袋入 12 袋入
（1袋 138 ） （1袋 138 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 114 ） （1袋 114 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

2,200

ｇ

2,200

Ｓいかピーナ

ｇ

2,850

Ｋいかピーナ Ｋえびピーナ

ｇ

2,850

Ｓまぜまぜ一番

Ｓうすピー

ｇ

2,200

ｇ

円（税込）

ｇ

Ｋグリーン豆 Ｋうすピー

ｇ

円（税込）

2,200 円（税込）

Ｓえびピーナ

円（税込）

円（税込）

2,850

2,200 円（税込）

2,200 円（税込） 2,200

Ｓフライビンズ

1袋　82g
内容量が91g⇒82gに
減量いたしました。

円（税込）

円（税込）2,850

Ｓわさびグリーン豆

終売致しました。
ご愛顧ありがとうございまし
た。

Ｓグリーン豆

円（税込）

✿豆菓子✿

内容量が80g⇒72gに
減量いたしました。1袋　72g

円（税込）

ｇ

内容量が98g⇒89gに
減量いたしました。1袋　89g
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

15 袋入 15 袋入
（1袋 15 ） （1袋 9 ）

24 袋入 24 袋入
（1袋 40 ） （1袋 40 ）

24 袋入 24 袋入
（1袋 50 ） （1袋 38 ）

12 袋入 12 袋入

12 袋入

16 袋入 16 袋入
（1袋 30 ） （1袋 30 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

内容量が120g⇒108g
に減量いたしました。1袋　108g

大袋わさび豆
内容量が294g⇒265g
に減量いたしました。1袋　265g

9,070 円（税込）

わさび豆 グリーン豆と柿の種

円（税込）

2,580 円（税込）

スリムグリーン豆

2,070

スリムグリーン豆わさび味

ｇ

ｇ

ｇ×５

ｇ

2,580

終売致しました。
ご愛顧ありがとうございまし
た。

ひきだしのおやつきなこそらまめ

ｇ

2,070 円（税込）

内容量が116g⇒105g
に減量いたしました。1袋　105g

終売致しました。
ご愛顧ありがとうございまし
た。

円（税込）

円（税込）円（税込） 2,580

スリムいかピーナ

ひきだしのおやつ紅茶そらまめ

3,620 3,620

2,590円（税込）

円（税込） 円（税込）

2,590
旨塩えんどう

ｇ

終売致しました。
ご愛顧ありがとうございまし
た。

１６０小魚５

ｇ×５

2,580 円（税込）

１６０おつまみ５

ｇ
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

12 袋入 12 袋入
（1袋 140 ） （1袋 140 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 130 ） （1袋 125 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 115 ） （1袋 105 ）

12 袋入 15 袋入
（1袋 102 ） （1袋 11 ）

12 袋入
（1袋 50 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

ｇ（個装紙込み）

2,330 円（税込）

ぶどう糖95％ラムネ

円（税込）2,330

円（税込） 円（税込）

ｇ×５

2,070 1,940

円（税込）

✿ラムネ✿

ｇ（個装紙込み）

Ａラムネいろいろ ちびべじラムネ５パック

Ｆこんぺいとう

Ｗこんぺいとう

ｇ ｇ

円（税込）

ｇ

2,330

円（税込）2,330円（税込）

ｇ ｇ

2,330

Ｆゼリービーンズ

✿掛物✿
Ｗゼリービンズ

Ｗちゃいなマーブル

円（税込）

ｇ

2,330 2,330
Ｆちゃいなマーブル
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

✿グミ・チョコレートのご注文についてのお知らせ✿

よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございます。

4/17発送分より、グミ・チョコレートの発送を

今後とも春日井製菓の商品を

秋頃の発送を再開し次第こちらでご案内

いつも春日井製菓の商品をご愛顧頂き

させて頂きます。

秋頃まで見合わせて頂きます。

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

（4/16発送分まではお電話・FAXで承ります）
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

18 袋入 18 袋入
（1袋 85g) （1袋 85g)

18 袋入
（1袋 80g)

20 袋入 20 袋入
（1袋 53 ） （1袋 53 ）

15 袋入 15 袋入
（1袋 16g×5） （1袋 23 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

５連グミ１００

レモン味⇒グレープフ
ルーツ味に変更

になりました

ｇ

2,160 円（税込）

オレンジ味ライム味⇒
ウメ味ジンジャエール
味に変更になりました

2,520

３種の果実グミ

2,520

じゅ～しぃ～グミ

円（税込）

Ｊつぶグミサンダー

2,520 円（税込）

円（税込）

Ｊつぶグミ

レモン味⇒グレープフ
ルーツ味に変更

になりました

ｇ

2,370 円（税込）

ｇ×５

５連つぶグミ

円（税込）2,590 2,590円（税込）

✿グミキャンディ（秋冬限定）✿

ホワイトソーダ味⇒エ
ナジードリンク味に変

更になりました

Ｊつぶグミソーダ
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

12 袋入 12 袋入
（1袋 51 ） （1袋 56 ）

12 袋入 12 袋入
（1袋 63 ） （1袋 55 ）

20 袋入 12 袋入
（1袋 33 ） （1袋 122 ）

※パッケージデザインは変更になる場合がございます。

✿チョコレート（秋冬限定）✿
チョコブロック（トレー） こだわりピーナツブロックチョコレート

円（税込）

2,160 3,880円（税込）

ｇ（正味量） ｇ（正味量）

円（税込）

プチリンカ

ｇ

1,940

ピーナツブロックチョコレート フレーク＆ナッツチョコレート

ｇ ｇ

1,940

円（税込）

ｇ

1,940

1,940

円（税込）

円（税込）

１２２ｇラ・リンカ
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春日井製菓　通信販売対応商品一覧（2018年11月現在）

✿印刷の上、FAXでのご注文用紙としてご使用いただけます。

ＦＡＸ番号：052-524-5521
春日井製菓販売株式会社　営業管理部行き

■ご注文者様

〒　　　　　　－

■ご注文内容

■通信欄

お電話でのご注文・お問い合わせは

tel: 052-531-9151
（受付時間 / 土・日・祝日を除く　9:00～17:00）

フリガナ

g

g

g

g

g

※数量はケース
又はボール単位と
なります。

例えば、「Ａ黒あ
め」を数量「1」とし
た場合「12袋」の
お届けとなりま
す。

g

g

g

電話番号

ＦＡＸ番号

商品名 数量

g

1袋の内容量

g

お名前

ご住所
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