
         ハッピーセット

さをり織り専門のアートさをりが、心をこめて揃えました。

  1点物のオリジナリティをお楽しみください。

内容品名 サイズ

平ポーチ 18×13cm

ペンケース 20×7×3cm（まち付き）

コインケース 11×8×2ｃｍ（まち付き）

平コインケース 10.5×7.5ｃｍ

ら・ポーチ 11.5×8×3ｃｍ（まち付き）

※色、柄はお任せとなります。

    取扱事業所：アートさをり（福島市）

販売価格 5，000円（税込）

Ｃ－１

―２５－



木工製品

手工芸品

お楽しみ袋
杜の花の人気商品の詰合せです。男性用と女性用がございます。
お二人で揃えてはいかがでしょうか。

販売価格 ５，０００円（税込）

取扱事業所：杜の花（福島市）

商品内容 サイズ

会津木綿ぺったんこバッグ小サイズ W20×H25cm（取っ手込みH35）

会津木綿マスク（舟形） 男性用W17×H13cm
女性用W15×H12cm

会津木綿アニマルペンケース W21×H6cm

会津木綿シール（６枚入り） W１×H5cm

Ａ４サイズバッグ W27×H34cm（取っ手込みH50）

フラットポーチ W22×H13cm

ポチ袋（５枚入り×３袋） W８×H13cm

※ 色・柄はお任せとなります。

★ 男性用

◆ 女性用 Ｃ－２－①

Ｃ－２－②

―２６－



木工製品

手工芸品

レザーグッズ詰合せ
1点づつ手作業でつくりました。
本革の製品ですので、使うほどに色の深みが増します。

販売価格 ５，０００円（税込）

取扱事業所：ワークセンター歩（福島市）

商品内容 サイズ

ミニトートバッグ Ｈ190×Ｗ300×Ｄ85ｍｍ

ミニマルチポーチ Ｈ70×Ｗ100ｍｍ

リンゴコースター Ｈ85×Ｗ100ｍｍ

★ ミニトートバッグ

★ ミニマルチポーチ

★ リンゴコースター

Ｃ－３

―２７－



木工製品

お楽しみ袋
がん治療中の方に、また、普段使いにもできるガーゼキャップです。
汗をかきやすい人にお勧めします。優しい肌触りで使い心地がとってもい
いです。プレゼントにもお勧めです。

販売価格 ５，０００円（税込）

取扱事業所：梁川ふれ愛ガーデン（伊達市）

※ 色・柄はお任せとなります。

ケアキャップ

マスク マスクチャーム マスクバンド

内容品

・ケアキャップ２枚（フリーサイズ）
・マスク１枚
・マスクチャーム １個
・マスクバンド １個

―２８－
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内容品名 サイズ

トートバッグ(内ポケ付) 外寸：縦 50ｃｍ×横 42ｃｍ マチ 10ｃｍ

布製マスク(スムースニット生地) 縦 13.5ｃｍ×横 17ｃｍ

着物のリメイク帽子 縦 23ｃｍ×横 37ｃｍ

くらふとかご 直径約 10ｃｍ 高さ 7ｃｍ

ちっちゃなせんたくいた 縦 14ｃｍ×横 6.5ｃｍ×高 1ｃｍ

販売価格 ５，０００円(税込)

取扱事業所：あだち共労育成園

７，０００円分相当の製品詰め合わせを特別にご準備いたしました未

Happy Set

check一

帽子・マスクの色はランダム

くらふとかごの動物・色はランダム

―２９－
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お楽しみ袋の中身は・・・

（通帳も入るサイズです♪）

のいずれかが入っています！！

＊一部中身が異なることがあります。

＊画像の柄と異なることがあります。

＊画像はイメージです・・・

―３０－
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普段使いできる縫製品から、これ

からの季節にお使い頂ける大きな

鍋敷きや、年末のお掃除に大活躍

のエコたわし、マスク等を収納で

きる手染めのふりーケースなど、

どれも楽しい気分にさせてくれる

手作り製品のおすすめセットで

す。

品 名 サイズ

花ふきん 縦 34 ㎝×横 34 ㎝

ふりぃーポーチ 縦 9 ㎝×横 12 ㎝

巾着袋 縦 31 ㎝×横 26 ㎝

ミニ巾着袋 縦 22.5 ㎝×横 17.5㎝

たぁわぁしぃ ECO 直径 10 ㎝

HEMP COASTER 直径 10 ㎝

染 SEN ふりーケース 縦 19 ㎝×横 22 ㎝

なべしき 直径 30 ㎝

      ＊色・柄はお任せとなります

取扱事業所：社会福祉法人 緑樹の会 UKOKOR うつみね

5,000 円 (税込)

―３１－
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木工製品

手工芸品

おかし詰め合わせ（コラボ）

品名 事業所名 所在地 数量
賞味
期限

特徴

シュトーレンのパウンドケーキ 笹森の郷 福島市 ½本 3週間 直営農場の新鮮な卵を使用。クリスマス
シーズンにぴったりな焼き菓子です

いちじくバターケーキ つぼみ 福島市 2個 7週間 いちじくをたっぷりと使い自家製のいよか
んピールで、味に深みを出しています

プティ・ショコラ つぼみ 福島市 2個 4週間 チョコレートを使ったしっとりとし
た焼き菓子です

豆かりんとう
（黒糖・塩・pレーン） でんでんむし 三春町 3種×2袋 3ヵ月 全材料国産のものを使用し、黒豆・青豆を

ブレンドして生地に練りこんでいます

焼き花梨糖（黒糖） でんでんむし 三春町 2袋 3ヵ月 なたね油で揚げた後２度オーブンで焼き上げ
ているため、軽い仕上がりになっています。

手作りごまクッキー まち子ちゃんの店 田村市 2袋 75日 パリパリとした食感が楽しく、噛むほどにご
まの香ばしさがお口いっぱいに広がります

福島サブレ ワークコスモス 郡山市 5枚入 60日 ふくしま県を型取ったサブレです

えごまチーズプレッツェル エル白河 白河市 1袋 30日 チーズの香りが良くえごま入り生地がサクサク
とした食感が楽しめ食べやすい一口サイズです

ラスク プレーン コパン 会津若松市 1袋 28日 コパン自慢のバケットにバターとシュガー
をたっぷりぬって焼き上げました

えごまサブレ 自立研修所ﾋﾞｰﾝｽﾞ 南相馬市 6枚入 1ヵ月 健康志向の方にもおすすめです

ソルトクッキー いわき学園 いわき市 70ℊ 60日 バターをたっぷり使った生地に少し
だけお塩を混ぜて焼いたクッキー

みらいガレット いわき学園 いわき市 1個 60日 ほろっと口溶けのよいお菓子

販売価格 ５,０００円（税込）

9事業所の商品の詰め合わせです。

２０個限定

Ｃ－８
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木工製品

手工芸品

手工芸品詰め合わせ（コラボ）

品名 事業所名 所在地 サイズ等 特徴

ミニ巾着 １枚 太陽学園 福島市 縦20.5×
横19.5㎝ コップと歯ブラシが入るサイズの巾着です。

ボトルケース １個 共同作業所ぽけっと 福島市 直径9×35㎝
(持ち手込み)

四合瓶を入れて丁度の大きさ。福島のおいしいお
酒を贈るのに最適。飲み終わったボトルにお花を
入れて飾っても素敵。

ウェットティッシュ
ケース １個 共同作業所ぽけっと 福島市 直径9×35㎝

(持ち手込み)
お掃除、消毒など手元にあると便利なウェット
ティッシュ。このカバーをかけるとおしゃれなイ
ンテリアに変身

バラのポプリ １個 あづま授産所 福島市 角瓶、中瓶 玄関やリビングなどにインテリアとして飾ったり、
下駄箱に置いて消臭効果にも期待できます。

メモスタンド １個 あおば 福島市 高さ約5㎝ 写真やメモをはさむスタンドです。4

エコティッシュ
カバー １個 ライジング・サン 鏡石町 縦110×横220

×高さ45
ビニールパックティシュは専用カバー。このカバーをか
ぶせるだけで、最後の１枚までティシュが取り出しやす
くなります。

台ふきん １枚 ライジング・サン 鏡石町 105×185㎜ 布巾を丁寧にたたみ、「ありがとうの気持ちで
す」袋に１枚づつ丁寧に詰め、封をしています。

アクリルたわし１個 ふれあいの家 喜多方市 直径約10㎝ 洗剤のいらないエコなたわしです。お花モチーフ
やかわいい動物など、見た目も楽しめます。

ポチ袋 １袋 ふれあいの家 喜多方市 ２枚入
様々な柄の台紙に一つ一つ手作りの水引をデザイ
ンしたぽち袋です。ちょっとしたお返しにも心を
込めて…。

ミニ手さし １組 あさ家 南相馬市
長さ18.5㎝
袖口（半径）19
手首（半径）7.5

袖を簡単にカバーすることが出来、事務作業時大切な洋
服の袖口を守ります。家庭菜園、園芸時また家事をする
時に重宝します。手首も保温します。

7事業所の商品の詰め合わせです。

販売価格 ５，０００円（税込）

※色柄等はおまかせとなります。

２０個限定

Ｃ－９

―３３－


