
お菓子で描く
　　　会津の風土

会津自慢の素材

　ランプは遠くを照らすことは出来なくとも、
一歩あゆむ足元を照らしてくれ、手をかざ
せば温もりを取ることもできます。
　ランプのともしびのようにお菓子で人の

心をあたたかくし、幸せを届けたい。太郎庵のシンボルマーク
のランプはおいしさで温もりのある灯をともすという心を、その
燃える情熱を炎の赤に託しました。
　“お菓子で描く会津の風土” をテーマに会津自慢の素材、季節
を大切にした菓子作りの中で会津のあたたかい心、自然、歴史、
風土の素晴らしさをお伝えし、ふるさとの元気を応援したい。
　お菓子は文化のバロメーターと言われます。ふるさとの会津
にもっとおいしいお菓子をと、日々研鑽を重ね、会津の魅力を
深耕し、お菓子を通してお客様と共にしあわせ文化を育ててい
きたいと思っております。大好きな会津で大好きな菓子づくりを
させていただいていることに、心より感謝いたします。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店主

金山赤かぼちゃ有機JAS認証米「コシヒカリ」

会津栗

濃いオレンジ色で、おしりの部分にある
「へそ」が出っ張っているのが特徴です。
皮が薄く、ホクホクした食感で、一般的
なカボチャよりも強い甘みが特徴です。

栗生産者の皆様と社員とともに土壌作り
から始まった太郎庵栗園で採れる高品質
な会津栗を使っています。

無農薬 完熟ブルーベリー
磐梯山のふもとの３万８千坪の広い畑に
実ったブルーベリーは完熟で甘く、
無農薬で小さなお子さまにも安心です。

安心で味の良い有機ＪＡＳ認証のお米は
上流よりきれいな水を引き雑草対策で紙
マルチ栽培を施すなど熱塩加納の生産者
が手間暇かけたお米です。
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会津では、男の子が生まれると
張り子の天神様をお節句に買い与え、
健やかに育つようにと願いを込めて
飾る習わしが今もあります。
ふんわりブッセ「会津の天神さま」には、
会津の歴史や風土、文化
そして祈りを語り伝えていく
太郎庵の深い思いが託されております。

会津の天神さま詰合せ

6個入 1,036円
5個入 799円

8個入 1,339円
10個入 1,641円
15個入 2,430円

20個入 3,240円
30個入 4,968円
40個入 6,534円
50個入 8,208円
60個入 9,828円

＊詰め合わせ内容は季節により
  変わります。
＊記載価格は全て税込表示です。

学問の神様として古くから信仰を集め
ていた菅原道真公。会津では四百年の
昔、中世の会津を治めた蒲生氏郷公の
産業奨励により張り子玩具が作られて
きました。会津の北東、猪苗代町には
天神様をおまつりする小平潟天満宮が
あり、藩祖・保科正之公も篤く信仰した
とされます。

会津天神

9月上旬～12月下旬 10月上旬～2月中旬

2月中旬～4月下旬

4月上旬～5月下旬 5月中旬～8月下旬

1月上旬～４月上旬

塩味のきいたフレッシュチーズクリームをはさ
んだふんわりブッセ。一年を通してご愛顧いた
だける、太郎庵の看板商品です。

シャキシャキのふじりんごを刻
んで、ほろにがいキャラメルク
リームとあわせました。

甘酸っぱい香りが口に広がる、
さわやかな風味の夏みかんク
リームをサンド。

ココア生地にサンドした、ベル
ギー産チョコのガナッシュク
リームにチョコチップ入り。

6月上旬～9月下旬

完熟ブルーベリーで仕上げた
さわやか夏味のクリームをはさ
みました。

紅白パッケージでもご用意できま
す。白にはチーズ、紅には季節の
味をお入れいたします。大切な記
念日のお祝いにお使いください。

大納言入りさくらクリームをサ
ンド。生地も桜色、満開の八重
桜をイメージしました。

北海道産大納言かのこ豆を加
えた、上品な和風抹茶クリーム
は、初夏の人気商品です。

完熟いちごをふんだんに使っ
た、フレッシュクリームが春の
訪れを感じさせます。

お日持ち 6日

上記全て：お日持ち 6日

3-2

3-1

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10
4-1 4-2

チーズクリーム

キャラメルりんご

夏みかん

いちご

さくら

まっ茶

1個 183円
税込

5個入 918円
税込

しっとりふわふわの生地で、カスタードと
生クリーム、チーズクリームをブレンドした
フレッシュクリームをサンド。

季節限定

要冷蔵 お日持ち２日間

会津の天神さま 生

ブルーベリー

ちょこ

※10日前までにご予約ください

マロン
10月上旬～

シャインマスカット
９月中旬～

もも
７月上旬～

ちょこ
1月中旬～

いちご
1月中旬～



くいっちぃ会津チーズ饅頭

チーズの食感をそのままに楽しめ、皮にもチーズを
練りこんだ香り高い洋風焼きまんじゅうです。

8個入 980円
税込

5個入615円
税込

12個入 1,432円
税込

お日持ち 7日

お日持ち30日

会津盆地
オーツ麦とアーモンドの香ばしさが口に広がる、
さくさく軽い食感が自慢の会津米粉入りバターせんべい。
上質な和三盆をつかい、優しい甘さに仕上げました。

5-1

5-4
5-5

5-6
5-7

5-2 5-3

14枚入 1,080円 税込
7枚入 540円 税込 22枚入 1,674円 税込

36枚入 2,743円 税込

あっぷるくーへん
蜜煮したりんごを丸ごとバウムクー
ヘンで包み焼きました。

会津桐詰合せ ミニプレーン
ミニメープル
6個入 1,209円 税込
12個入 2,257円 税込

直径9cm×高さ1.5cm

メープルバウム会津桐
会津産コシヒカリ米粉使用

会津産米粉とメープルシュガーで
しっとり焼いたバウムクーヘン。

ふんわりとした口どけと限りなく優しい
味わいのしっとりバウムクーヘン。

直径14cm×高さ7cm 2,106円 税込
直径14cm×高さ3.8cm 1,296円 税込

バウムクーヘン会津桐
プレーン

直径14cm×高さ3.8cm 1,188円 税込
直径14cm×高さ7cm 1,890円 税込

お日持ち10日

お日持ち10日

お日持ち10日

お日持ち10日

バウム博覧会２年連続（2017-2018）福島県代表

6-1

6-3

6-4

6-5

6-6

1個 1,566円 税込6-7

6-2

縁起が良い１ 2 贈りものに 3 福島県代表

バウムクーヘンは真ん中に穴
が開いていることから「見通
し良く明るい未来が見
えてくる」と言われます。
さらに一層一層年輪のように
生地を重ねて焼くため「縁
（円）を重ね広がる」と
いう意味を持たせています。

ご入学・ご進学・ご結婚な
どのお祝いはもちろん、お
引越し・ご異動・お返しなど
にも喜ばれています。
 「ありがとう」
 「おめでとう」
 「はじめまして」
 のときに。

メープルバウム会津桐は
2017 年に続き、2018 年
バウムクーヘン博覧会に福
島県代表として選んで頂き
ました。会津産コシヒカリ
米粉を使用したメープル味
のバウムクーヘンです。

バウムクーヘンの
ススメ



お日持ち 10日残す月影
ふっくら炊きあげた会津の花豆を、こしあん
と麦こうせん入りの生地で包み、焼き上げま
した。

6個入1,166円 9個入1,717円

お日持ち ５日会津名ごり柿
干し柿の食感をそのままに残した“市田柿” 
で白あんを包み、薄紅色の羊羹で仕上げま
した。

6個入 2,397円 9個入 3,564円

お日持ち ６日会津真楽
純栗で仕立てた栗あんを、香ばしい皮で
はさんでいただく、手づくり最中です。

6個入1,620円 9個入 2,397円

お日持ち 20日会津のはな
会津を象徴する三つ葉葵をモチーフにし
た、ホロホロとろける新食感の苺の生チョ
コクッキーです。

６枚入 540円 12枚入 1,080円

＊詰め合わせの内容は季節等により変わる場合がございます。

会津物語菓撰

奥深い会津の歴史を、ネーミングや
地元素材を用いて創製した
菓子の品々で表現しました。

会津のこころ
しっとりとしたソフトクッキーにガナッ
シュチョコを入れ、心の焼印で会津人の
温かい人情を表現しました。

8個入1,166円5個入 626円

お日持ち 10日

会津夢街道
バターとミルクの甘い香りが口いっぱいに
広がる、ソフトで優しいミルクまんじゅう。

5個入 615円
8個入 980円

12個入1,432円

お日持ち 20日會津二十三万石
大粒の栗をあっさりとした白あんと香ばしい
皮で包み、小豆羊羹をのせた栗まんじゅう。
題字は松平家十三代保定氏の直筆です。

6個入1,490円 9個入2,203円

お日持ち 10日

お日持ち 30日会津身知らず
甘くさわした「会津身しらず柿」を丹念に
裏ごしした爽やかな酸味とさっぱりした甘
みのゼリーです。

6個入 1,678円
3個入(袋)828円 9個入2,485円

10個入 2,160円税込

会津のこころ×２／緋の衣の詩×１／
会津二十三万石×２／残す月影×２／
会津真楽×２／会津身知らず×１

お日持ち目安／最短6日

残す月影×２／会津二十三万石×１／会津の
こころ×１／緋の衣の詩×１／すっちょいさ×
２／会津名ごり柿×２／會津十楽×２／会津
真楽×２／会津身知らず×１

お日持ち目安／最短6日

29個入
２段箱・風呂敷付き

5,000円税込

会津桐×２／会津のこころ×２／
会津盆地×３／会津のはな×２／
すっちょいさ×３／會津十楽×３／
会津夢街道×３／会津二十三万石×３／
残す月影×２／きてくたされ×３／会津身知らず×３

お日持ち目安／最短6日

14個入 3,217円税込

季節限定品

11月中旬
 ～１月中旬

季節限定品

10月～
　１月中旬

会津ブランド認定品詰合せ

会津の天神さま（チーズ×３）／
会津盆地×５／会津身知らず×２／
會津十楽×３／きてくたされ×３／
すっちょいさ×５

お日持ち目安／最短6日

21個入3,000円税込
8-1

9-1

9-2

9-3

9-4

9-9 9-10 9-11 9-12

9-5 9-6

9-7

9-88-2 8-3

8-6

8-7

8-8 8-9 8-10

8-4 8-5



会津の菓織り菓撰

会津の天神さまやくいっちい、きてくたされ、
会津桐など楽しさいっぱいの詰め合わせです。

お日持ち ７日

お日持ち 20日お日持ち 10日

会津 太郎いも
会津人・松江豊寿ゆかりの徳島県名産なる
と金時さつまいも１００％のあんを柔らかい皮
で包み、ほっくりと焼き上げました。

8個入 1,339円
5個入(袋) 798円 12個入1,976円

お日持ち 10日

すっちょいさ
「会津磐梯山」のおはやし言葉から。きな
粉をまぶした羽二重餅に、黒蜜がけはお好
みで。

5個入 680円
10個入1,317円

15個入1,944円

きてくたされ
母シカが息子の野口英世に宛てた、手紙の
一文から。会津産濃縮乳で北海道小豆を炊
きあげた、懐かしい味わいのミルク金時饅頭。

8個入 980円
5個入 615円 12個入1,432円

會津十楽
蒲生氏郷公が会津に取り入れた経済制度「十
楽市」から命名しました。ダックワーズでレー
ズン入りのモカクリームをサンドしました。

5個入 896円 10個入1,782円

＊詰め合わせの内容は季節等により変わる場合がございます。

11個入 1,620円税込

会津の天神さま（チーズ×２・キャラメルりんご×２）
きてくたされ×１／くいっちぃ×１
会津栗の夢街道×１／太郎いも×２
蔵太鼓（つぶあん×１・レーズンバター×１）

お日持ち目安／最短６日

15個入 2,100円税込

会津の天神さま（チーズ×２・キャラメルりんご×２）
蔵太鼓（つぶあん×１・レーズンバター×１）
くいっちぃ×２／きてくたされ×２／太郎いも×２
すっちょいさ×３

お日持ち目安／最短６日

22個入 3,490円税込
会津の天神さま（チーズ×２・キャラメルりんご×２）／会津桐×２
会津のこころ×２／太郎いも×２／残す月影×２／すっちょいさ×2
會津十楽×２／きてくたされ×２／くいっちぃ×２／会津栗の夢街道×２

お日持ち目安／最短６日

33個入 5,400円税込

会津の天神さま（チーズ×３・キャラメルりんご×２）
会津桐×２／会津のこころ×３
太郎いも×３／残す月影×２／すっちょいさ×３
会津二十三万石×２／会津身知らず×２
會津十楽×３／きてくたされ×２
くいっちぃ×３／会津栗の夢街道×３

お日持ち目安／最短６日

会津栗の夢街道
自家栗園の会津栗を100%使用したモン
ブラン風あんを包んだしっとり洋風まん
じゅう。

8個入1,360円

お日持ち 20日

5個入(袋)783円

ならぬことはなりませぬ
名称は会津武士の心を育てた藩校日新館の
教えから。大塩裏磐梯温泉の山塩と、天然天
草の寒天、十勝産小豆を使用。

1竿 864円

お日持ち 30日

季節限定品
８月～１月

季節限定品
9月～11月

お日持ち 6日蔵太鼓
和糖入りの皮に、自家製つぶあんと、ラ
ム酒香る和三盆糖入りレーズンバターク
リームの２種。

8個入1,166円 ・つぶあん 4個
・レーズンバター 4個

つぶあん
レーズンバター

会津藩物語
豊かな風味と甘みをもつ牛乳「会津のべこ
の乳」を使用した、チョコ・ミルク・ストロベ
リー味のゴーフレットです。

18枚入 1,274円9枚入 680円

お日持ち 30日

＊記載価格は全て税込表示です。

10-1

11-1

11-2

11-3

11-4 11-611-5

11-7 11-8 11-9

10-2

10-8 10-10
10-11

10-1210-9

10-3

10-4 10-5
10-6

10-7



緋の衣の詩
ひ ころも うた

会津はちみつ
マドレーヌ

おけいの唄

5個入 864円 税込
10個入 1,674円 税込

戊辰の悲劇により、アメリカ・
カリフォルニア州・ゴールドヒ
ルに日本女性で初めて移民し
た「おけいさん」を偲び、カリ
フォルニア産アーモンドとレー
ズンのクリームをサンドしたソ
フトクッキー。

バターとはちみつたっぷりの
マドレーヌ。フランス産小麦
粉と会津産の「ブナの森はち
みつ」を使用し、どなたでも
食べやすいおやつに仕上げま
した。

会津藩士が北海道余市で育て
た日本初のりんご「緋の衣」。
現在では幻の品種で、会津の
地でようやく結実に成功。こ
の希少な緋の衣を蜜煮し、アッ
プルパイとして創製すること
ができました。

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

お日持ち 6日

5個入 702円 税込
10個入 1,350円 税込

4個入 1,080円 税込
8個入 2,062円 税込

お日持ち 10日

お日持ち 7日

Baked Sweets 焼き菓子Baked Sweets 焼き菓子

会津まほろばAIZU
MAHOROBA

5個入 966円 税込
10個入 1,836円 税込

無農薬完熟ブルーベリーと
チャーン方式の希少な手作り
発酵バターをアーモンドの生
地に混ぜ込み、しっかり濃厚
に焼き上げたフィナンシェ。

お日持ち 8日
郡山
フェスタ店

ひわだ
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郡山I.C.

郡山JCT

●開成山公園
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☎0242-32-2877
☎0242-28-8310 ☎0242-28-1500
☎0242-93-9388 ☎0242-54-6901
☎0241-24-3473
☎0241-64-5557

☎0242-62-5558
☎0241-27-2737

☎0242-83-0236
☎0242-83-3404

☎0242-26-2137

2018年12月発行

会津総本店
西 栄 町 店
七日町菓房
喜多方太郎庵
会津田島店
会津坂下店

にいでら工房
会津城南店
会津高田店
猪 苗 代 店
塩 川 店

工 場 売 店
☎024-973-5080郡山フェスタ店

●送付先１ヶ所につき
（直営店・インターネット店ともに）
10,000円以上ご購入 送料無料

SNSお友だち募集中です。SNSお友だち募集中です。
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