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お菓子・食品

No.01806 辛口

NEW

No.01805 中辛口

新商品

見た目もカワイイ、
食べておいしい鬼太郎のお菓子たち。
贈り物にも
喜ばれますので、
ぜひともおみやげにどうぞ。

ふんわりシフォンケーキの中にカスタードクリームを
入れました。12個のうち1個だけ目玉おやじのシール
が付いた当たりがあるので、みんなで楽しめる♪

No.01748

目玉おやじさがしシフォンケーキ
税込 ￥810（本体価格￥750）12個入り

食べた後も飾っておきたい、
かわいらしいパッケージのチョコボール。
箱は手のひらサイズなのでプレゼントにもピッタリ♪

パッケージサイズ：W195 D45 H205㎜

No.01803

妖怪チョコレートボール
単品：￥324（本体価格￥300） 2個セット：￥648（本体価格￥600）
1箱8袋入り
（1袋にチョコボール2個入り） ※単品の箱の種類はお任せください。
パッケージサイズ：W60 D60 H65㎜

一人前200g レトルトタイプ W140 D20 H180㎜
※辛口は只今販売休止中です。

目玉おやじのおやつdeシュー

かわいすぎて食べるの勿体ない！？

No.01744

妖怪人形焼
税込 ￥594

新商品

（本体価格￥550）8ヶ入り
W121 D60 H250㎜

ゲゲゲの女房のふるさと島根県
安来市の有名老舗和菓子店の
西村堂とコラボしたあずき羊羹。

No.01816

イチゴ
チョコ

島根県松江市の和菓子の老舗
「風流堂」
と
コラボした、おしるこです。お湯を注ぐと
おしるこの中から妖怪が浮かんでくる！

No.01782

カテゴリ別人気

No. 3

蒜山のジャージー牛乳をたっぷりと
使って作られた、
ひと口チョコレート。
牛乳がそのまま味わえるミルク味と
フルーツの香りにこだわったイチゴ味。

鬼太郎たちの顔が美味しいクッキーになりました♪

税込 ￥648（本体価格￥600）

鬼太郎ファミリー
1口チョコレート
税込各 ￥600（本体価格各￥556）

パッケージサイズ：約73 D73 H73㎜ 80g

大山の麓から湧き出る
妖怪も大好きなミネラル
ウォーターの登場です。

No.01729

妖怪の棲む
森の湧き水
税込 ￥194

（本体価格￥180）

φ65 H205㎜ 500ml

No. 1

パッケージサイズ：W300 D40 H250㎜

即席妖怪しるこ
税込 ￥1,300（本体価格￥1,204）6個入り

パッケージサイズ：W123 D30 H169㎜

カランコロンと缶を振って
出てきたドロップの色で
占える、
楽しくて美味しい
8つの味のドロップです。

No.01753

目玉おやじのめだまプリントクッキー

税込 ￥810（本体価格￥750）14枚入り

パッケージサイズ：W230 D40 H170㎜

No.01811

ミルク味
甘酸っぱいイチゴ味と
やさしいミルク味の
やわらかキャラメルです。

妖怪
キャラメル
税込各 ￥250

No.01758

カランコロン
ドロップス
税込 ￥400

かわいい目玉おやじがそのまま
棒付き飴になりました♪

（本体価格各￥232）
W45 D20 H115㎜
18粒入り

No.01719

カテゴリ別人気

No. 2

目玉おやじの棒付き飴
税込 ￥518（本体価格￥480）

No.01810

イチゴ味

W30 H95㎜ 5本入り ブルーベリー味

3つの味とキャラクターが楽しめちゃうよ！

No.99972

妖怪飴セット（妖怪ならべ）
税込 ￥864（本体価格￥800）

箱を使って占いもできる、
楽しいプリントクッキーです。

ほのぼの名言クッキー

No.01739

W60 D20 H190㎜ 内容量：260g

こんな₊
遊びも

水木先生のほのぼのと
した名言たちとかわいい
筆絵をバターたっぷりの
しっとりしたクッキーに
プリントしました。
読んでほのぼのしてから
お召し上がりください。

No.01737

ゲゲゲの女房
西村堂羊羹
税込 ￥648（本体価格￥600）

（本体価格￥370）
8種類のドロップ入り
内容量：85g
W80 D30 H95㎜

カテゴリ別人気

税込 ￥1,000（本体価格￥926）27枚入り

一人前200g レトルトタイプ W140 D20 H180㎜

税込 ￥734（本体価格￥680）

カスタード味・チョコ味各10個 計20個入り パッケージサイズ：W190 D38 H280㎜

鬼太郎ファミリークッキー

No. 01818

ねずみ男の好きなおさつ
カリー 税込 ￥648（本体価格￥600）

鬼太郎と仲間たちが
人形焼になりました。

気 軽に食べられる、ひと口サイズのプチシュー。
裏側にはタメになる？鬼太郎たちのプチクイズが！

パッケージサイズ：W130 D130 H70㎜ 12枚入り ※キャラクターはアソートです。
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単品：110g 3個セット：110g 3個
（スプーン付き）
パッケージサイズ：約W240 D80 H65㎜
（3個セット）
※単品時の絵柄はお任せください。

鬼太郎の好きなビーフカリー
税込各 ￥648（本体価格各￥600）

大人気のカレーにねずみ男が仲間入りです！
鳥取県産の梨果汁と大山町産のりんごを使った
スパイシーなのにまろやかなさつまいもカレー！
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ミルク
チョコ

No.01792

目玉おやじのなめらかプリン
No.01763 単品：税込 ￥378（本体価格￥350）
No.01764 3個セット：税込 ￥1,300（本体価格￥1,204）

国産和牛と野菜の旨みがたっぷりなのに昔懐かしい味！
テレビでも絶賛！50万食以上販売の超人気商品！

NEW

No.01815

No.01796

なめらかな口あたりと上品で優しい甘さとコク。
和三盆糖を使用した濃厚な味のカスタードプリン。

φ80 H100㎜ 9本入り
目玉おやじ：ブルーベリー味 3本
ね ず み 男：バナナ味 3本
ぬ り か べ：ソーダ味 3本

子供に大人気の大きな棒付きキャンディ。
最後まで飽きない、
さわやかな味です。

No.01781

一反もめんキャンディ
税込 ￥324（本体価格￥300）
約W65 H230㎜ ヨーグルト味

No.01799

ぬりかべキャンディ
税込 ￥324（本体価格￥300）
約W75 H215㎜ ソーダ味

16

