飯豊の空の下から・・・
食工房のパンだより・高野通信・ドコノモリ

「雪の朝」
雪の朝は、 おもしろいです。
きのうまで遊んでいた所がどっかへ消えてしまっ
て、 全然知らない所になっているのですから。
私は、 犬のモステと一緒に外に探検に出ました。
ふわふわのおふとんの上を歩くみたいで、 きもち
いいです。
私たちの前には、 とりの足跡やケモノの足跡がいっ
ぱいついていました。
その中には、 小さな小さな足跡がありました。
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子どものくつの跡よりもっと小さな足跡です。
それも、 どう見たってくつの跡なのです！
やっぱり雪が降ると、 世界はどこか別の扉があい
てしまうのかしら。
誰のくつの跡なのだろう？
モステはにおいをかいで、 シッポをふりました。
口をちょっとひらいて笑っています！
どこにいるのだろう ・ ・ ・ 。
いつか会いたいな。
2017.1.16
会っておはなしできるかな。
（まちこ）

Shokuko News
本年も、
よろしくお願いいたします。
新しい年２０１７年が始まりました。
昨年１２月に、発行することが出来ない
まま年を越して早や１月も半ばです。
遅れ馳せながら、本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。

実施中

ご来店のお客さまは・・・

雪の日、ポイント２倍！
冬期降雪期間中、雪が降った日にご来店
のお客さま、食工房のポイントカードの
点数を２倍さし上げます。
通常５００円毎に１ポイントのところ、
２５０円毎に１ポイントになります。
ご来店時に止んでいる場合でも、その前
に少しでも雪が降っていた時は、漏れな
く適用になります。

送料割引きキャンペーン
ただ今１月と２月の２ヶ月間、通販の送
料を割引くキャンペーンを実施中です。
通常、お買い上げ５０００円以上で無料
となるところ、３０００円以上で送料無
料が適用になります。
また、３０００円以下も全て送料半額に
なります。
ちょっと試してみたいけど・・・と思い
つつ迷っていらした方、どうぞこの機会
をご利用ください。
またご常連の方、少量注文でも送料が割
安でお得です。
皆さまのご利用を、心よりお待ちしてお
ります。
オンラインストアも、同様に対応してい
ます。

柚子きんとん丸・再開
柚子きんとん丸の製造を再開しています。
さつまいもを蒸してマッシュしたものに砂糖と
バターとミルクそして柚子果汁を微量加えて
こしらえた、 柚子風味 ・ クリーミィスィートポ
テトを詰め込んだ菓子パン、 それが柚子きん
とん丸です。
もうすでに、 食工房の冬の定番になり、 多く
の方からご好評いただいています。
今年シーズンは、 さつまいもの収穫量が少な
かったので、 早々に終了しそうです。
食べたい方、 今のうちですよ ！

１個

２２０円

山都町 ・ 藤沢集落のばあちゃんたちの

シュトレン、完売御礼
昨年は、本当に多くの方から、シュトレ
ンのご注文、ご用命を賜りました。
おかげさまで、予定していた数量は年内
に完売いたしました。
改めて、厚く御礼申し上げます。

小 豆

良品入荷

昨年、著しい不作とお知らせした後になっ
て、最後に出荷が遅れていたおばあちゃ
んから、素晴らしい出来の小豆が入荷し
ました。今までの看板通りの小豆です。

２５０ｇ １袋 ３５０円

です 食工房オリジナルラベル

やまひろファーム

フルーツジャム

昨年の秋新発売以来、ご好評いただいて
いる、食工房オリジナルラベルのフルー
ツジャムです。
皆さまからの反響で一番多かったのは、
「香りが良い」でした。
こんないい香りがするジャムは初めて！
と感激の一言を寄せてくださった方もあ
ります。
それもそのはず、フルーツの本来の香り
を失わないよう、長い時間煮詰めない製
法にこだわっています。
尚且つ、そこにハーブなど香りづけの材
料も加えて、それぞれ個性豊かな香りを
演出しているのです。
例えば、「ブナの森のはちみつときいちご
たちのジャム」では、ラズベリーにミン
トの香りを合わせています。
やまひろさんのセンスが光る逸品です。
また、
「みつ桃とメープルスィーツジャム」
は、桃の香りがこんなに残っているジャ
ムも珍しいのですが、そこにメープルシ
ロップの香りがマッチして、贅沢な甘み
と香りを楽しめます。
どれも、食工房のパンやスコーンなどに、
最高のパートナーとしてご活用いただけ
ます。
ブナの森のはちみつときいちごたちのジャム
ブルーベリージャム
生キャラメルとアップルオレンジスィーツジャム
みつ桃とメープルスィーツジャム
ピオーネ ・ 巨峰とジューシー葡萄のスィーツジャム

５種類いずれも１２０ｇ １瓶 ６００円
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別途ご案内しました通り、ただ今送料割
引きキャンペーン中です。
ち ょ っ と 試 し て み た い ん だ け ど、 送 料
が・・・という方、少額でも送料の負担
が少なくて済みます。
ぜひこの機会をご利用ください。
ご常連の方も、あと○○円で送料無料な
んだけど・・・と、無理なご注文に悩む
こともありません。
サクッと必要なものだけご注文いただい
ても、案外送料無料ラインに達すると思
います。
ギフトのご用命も、この機会に・・・。
また日頃ご来店いただいている方でも、
雪道のドライブが・・・という時は、ど
うぞお気軽に通販をご利用ください。
皆さまのご利用を、お待ちしています。

インターネットをご利用の方は

食工房オンラインストアが便利です。
インターネットの画面上で、食工房のほ
とんどすべての商品をご購入いただけま
す。
決済も、クレジットカード、コンビニ払い、
銀行振り込み、翌月払い、代引きが使え
ます。
サイトにアクセスしていただければ、ど
なたでも簡単にお買い物が出来るように
なっています。ぜひご利用ください。
URL https://shokuko.stores.jp/
Google 検索で、食工房オンラインストア と
入れていただければ、すぐに見つかります。

コーヒーの部屋

新パッケージになりました。

コーヒー豆の袋が新しくなりました。
ワイヤー付のクラフト紙の袋です。
透明の窓付きで中身が見えますので、大
変便利です。
内面は、ナイロンコーティングされてい
て、湿気やにおい移りを防ぎます。
使い切るまでの間、袋の口を折り返して
ワイヤーを曲げれば、具合良く閉じるこ
とが出来ます。
ラベルも、封函を兼ねた新しいラベルに
なりました。
なお、コーヒー豆のみを、ゆうパケット※
で発送する場合は、今まで通りのクラフ
ト紙のスリムパッケージになります。

編集 後 記
昨年、１２月は通信を
出せないまま年が明け、早や１月も下旬
です。
どうにか１月のうちに、新年号を出すこ
とが出来ましたが、これで一息ついたら
すぐに２月の通信に取りかかります。
３月は、また例によって高知に帰省しま
すので・・・。
ところで、食工房のオリジナルカレンダー
が出来ています。
すでにお渡し、お届けした方も多いので
すが、もしまだ受け取っていないという
方がいらっしゃいましたら、ご所望くだ
さい。無料で差し上げます。
さて、まだまだ寒い日が続きますが、日
差しはすでに伸び始めています。
立春も、そう遠い先ではありません。
元気に頑張りたいと思います。
皆さまも、どうぞお元気で。

※ ゆうパケットは、 全国一律の送料２５０円でコーヒー豆
のみを発送する場合に使用しています。

お問合せ、 ご注文、 あるいはお便りは ・ ・ ・
TEL 0241-38-3102 FAX 0241-38-3104

e-mail mikke@shokuko.com
〒 969-4107 福島県喜多方市山都町相川
字高野甲４１３-３
天然酵母パンと焼き菓子の店

食工房

ゆうパケット用スリムパッケージ

営業時間

今月のおすすめは・・・
コロンビア
スィート＆フラワーズ ミディアムロースト
５５０円 / １００ｇ
エチオピア
イルガチェフェ G1・ナチュラル
ミディアムロースト
６００円 / １００ｇ

11:00 ～ 18:00 定休日

ホームページ
http://shokuko.com/
ブログ「飯豊の空の下から・・・」
http://shokuko.com/myblog/
食工房オンラインストア
https://shokuko.stores.jp/
食工房 in Creema
http://www.creema.jp/c/shokuko
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