
すっかり秋めいてまいりました　 夏で

疲れ切った身体を癒そうと、昭和 6 年

創業の和菓子屋「駒屋」さんにやってき

ました　

創業以来、ずっとこの場所で和菓子を

作り続けている「駒屋」さんの看板商品

が、この豆大福　 

佐賀県産もち米と手作りの餡には北海

道の小豆を使用した贅沢な一品　 もち

もちふわっふわのお餅の中には赤エンド

ウ豆がゴロゴロ　 一口食べるとたっぷ

りの餡が顔を出します　 ほんのりとし

た塩分が甘さを一層引き立たせます

食欲の秋、是非皆さまも1つと言わず、

2つ、3つ……お召し上がりください

会議所NEW
S編集部

が街で見つ
けた

“よかもん
”をご紹介。

編集部ユク
タケが行く

！

雨の日も快適に
楽しく過ごそう

YOKAMON 14

豆大福 ￥120（税込）

よかねー！！

この季節限定の栗ごま大福（1個150円）も
販売中です！

当店では、豆大福やみたらし
団子、やぶれ饅頭などの定番
に加え、夏は水ようかん、秋
は栗ごま大福など約10 種、一
つひとつ愛情込めて手作りして
います。また、大納言小豆を
使用したもち米 100％の赤飯
も、お土産品としてご好評い
ただいております。
当店のコダワリは、何といって
も良質な原材料を使用するこ
と！常に素材の味を最大限に
活かすように心がけています。

「駒屋」はこれからも、「あん」
と「餅」で勝負していきます!!

店主
小島栄次郎さん

SHOP  INFO

駒屋
☎092-741-6488
福岡市中央区大名1-11-25 
営8:30～18:00
　（売り切れ次第終了）
㉁日曜・祝日

良質な素材のみを使用した
86年の歴史ある和菓子

都会のオアシス

毎朝 8:30から営業ですが、全商品
が揃いだす 11:00 前後が狙い目で
す !! 売り切れ次第終了となるので、
お早目のご来店をおすすめしており
ます。

歴史を感じる
店舗にも注目！

MAP

FOR FUKUOKA
B.LEAGUE 2017-18シーズンが、9月30日/10月1日に開幕しま
した！ 今シーズンより新体制となったライジングゼファーフクオカ。
チーム一丸となって最短B1を目指します！！ 一緒に盛り上げる為、
会員限定の特別なチケットをご用意しました。

今シーズンのスローガン「FOR FUKUOKA」のもと、福岡のファンの為に
福岡のバスケットの為に　福岡の為に勝利を目指します。
皆さま！ 是非、応援をよろしくお願いします！！

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

■会場：福岡市民体育館（福岡市博多区東公園8-2）
■対象：当所会員事業所へお勤めの方（ご家族も可）
■申込：当所ホームページよりお申し込みください。

通常¥3,000×7枚=¥21,000を¥9,600でご購入いただけます！！
下記11試合の中からお好きな日程でご利用いただけます。

対象
試合

福岡商工会議所╳ライジングゼファーフクオカ共同企画

福岡商工会議所会員限定 !!  好評発売中 !!

1階自由席
一般価格（税込）

¥3,000 ¥9,6007枚セット

福岡商工会議所
会員価格（税込）

10.27（金）・10.28（土）  VS青森ワッツ
11.11（土）・11.12（日） VS香川ファイブアローズ
12.9（土）・12.10（日） VS山形ワイヴァンズ〈会場：飯塚第一体育館〉
12.20（水） VS広島ドラゴンフライズ
12.22（金）・12.23（土） VS愛媛オレンジバイキングス
1.20（土）・1.21（日） VSバンビシャス奈良
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