
第１０回
障がい者施設製品
大展示即売会

お楽しみ袋カタログ

福島県授産事業振興会



№ 枝番 品名 事業所名 所在
販売価格
（税込）

備考 頁

888 ① １０周年記念コラボ商品 ４事業所 2,000円 限定１００個 1頁 

888 ② １０周年記念コラボ商品 ５事業所 2,000円 限定１００個 2頁 

888 ③ １０周年記念コラボ商品 ５事業所 3,000円 限定５０個 3頁 

401 焼菓子工房ポム焼き菓子お楽しみ袋 ゆうゆうハウス 会津坂下町 1,000円 4頁 

602 お菓子のセット いわき学園 いわき市 1,000円 限定１００個 5頁 

603 しあわせみそお楽しみ袋 なこそ授産所 いわき市 1,000円 限定１５個 6頁 

117 ① えごま畑からの贈り物 工房ひろせ 伊達市 2,000円 7頁 

117 ② えごま畑からの贈り物 工房ひろせ 伊達市 2,000円 7頁 

117 ③ えごま畑からの贈り物 工房ひろせ 伊達市 2,000円 7頁 

131 地鶏のたまごと焼菓子セット 笹森の郷 福島市 2,000円 限定２０個 8頁 

134 憩の詰合せ ベーシック憩 福島市 2,000円 9頁 

142 「つぼみ」の焼菓子詰合せ つぼみ 福島市 2,000円 限定１００個 10頁 

151 ① お菓子詰め合わせ アットホーム 福島市 2,000円 限定１００個 11頁 

152 おうちカフェ詰合せセット 共に生きるくろ～ば～ 福島市 2,000円 12頁 

202 でんでんむし　ＨＡＰＰＹ　ＢＡＧ でんでんむし 三春町 2,000円 13頁 

211 ① 手作りクッキー詰め合わせ まち子ちゃんの店 田村市 2,000円 14頁 

211 ② 手作りクッキー詰め合わせ まち子ちゃんの店 田村市 2,000円 14頁 

211 ③ 手作りクッキー詰め合わせ まち子ちゃんの店 田村市 2,000円 14頁 

305 焼菓子詰合せ エル白河 白河市 2,000円 15頁 

402 焼菓子詰合せ さぎそうの家 猪苗代町 2,000円 限定１００個 16頁 

404 ① 会津高田梅（壺入り） 希来里 会津美里町 2,000円 限定５０個 17頁 

404 ② 会津高田梅（壺入り） 希来里 会津美里町 2,000円 限定５０個 17頁 

409 ｃｏｐａｉｎギフトセット コパン 会津若松市 2,000円 18頁 

410 富夢富夢のもちころ・おかき入りお楽しみ袋 ドリームハウス富夢富夢 喜多方市 2,000円 19頁 

420 美里セット 美里工房 会津美里町 2,000円 限定５０個 20頁 

511 さくらの焼菓子セット アクセスホームさくら 二本松市 2,000円 限定２００個 21頁 

622 焼菓子詰合せ 杜のどーなつ・あとりえ北山 いわき市 2,000円 22頁 

104 贈答用手作りジャムセット たけの子の家 伊達市 2,200円 23頁 

310 干し芋詰合せ フラット白河 白河市 2,500円 24頁 

151 ② お菓子詰め合わせ アットホーム 福島市 3,000円 11頁 

505 朝の応援詰合せ ほっと悠Ｍｓ 南相馬市 3,000円 25頁 

食品



№ 枝番 品名 事業所名 所在
販売価格
（税込）

備考 頁

114 ① ぽけっと詰合せセット ぽけっと 福島市 1,000円 限定３０個 26頁 

114 ② ぽけっと詰合せセット ぽけっと 福島市 1,000円 限定３０個 26頁 

309 お楽しみセット 食工房ひもろぎ 白河市 1,000円 27頁 

888 ④ 手工芸品詰合せ（コラボ） ６事業所 1,000円 限定５０個 28頁 

129 ① お楽しみセット ファームもみの木 福島市 1,500円 29頁 

129 ② お楽しみセット ファームもみの木 福島市 1,500円 29頁 

241 ① お楽しみ袋（Ａセット） きずなハウス 田村市 1,500円 30頁 

241 ② お楽しみ袋（Ｂセット） きずなハウス 田村市 1,500円 30頁 

241 ③ お楽しみ袋（Ｃセット） きずなハウス 田村市 1,500円 30頁 

108 ① おたのしみセット（手づくり革小物） ワークセンター歩 福島市 2,000円 限定１０個 31頁 

108 ② おたのしみセット（手づくり革小物） ワークセンター歩 福島市 2,000円 限定１０個 31頁 

108 ③ おたのしみセット（手づくり革小物） ワークセンター歩 福島市 2,000円 限定１０個 31頁 

113 ① 会津木綿セット(紺・グリーン） なのはなの家 福島市 2,000円 限定２０個 32頁 

113 ② 会津木綿セット（赤・ピンク） なのはなの家 福島市 2,000円 限定２０個 32頁 

153 おしゃれにタオルキャップ 梁川ふれ愛ガーデン 伊達市 2,000円 33頁 

240 ① 銀河の詰合せ 銀河工房 田村市 2,000円 限定３０個 34頁 

240 ② 銀河の詰合せ 銀河工房 田村市 2,000円 限定３０個 34頁 

241 ④ お楽しみ袋（Ｄセット） きずなハウス 田村市 2,000円 30頁 

303 ④ お楽しみ袋（Ａセット） ドリーム＆ホープ 棚倉町 2,000円 35頁 

303 ⑤ お楽しみ袋（Ｂセット） ドリーム＆ホープ 棚倉町 2,000円 35頁 

303 ⑥ お楽しみ袋（Ｃセット） ドリーム＆ホープ 棚倉町 2,000円 35頁 

407 ふれあいの家詰め合わせセット ふれあいの家 喜多方市 2,000円 36頁 

415 ① 会津木綿お楽しみ袋 コパン・クラージュ 会津若松市 2,000円 37頁 

415 ② 会津木綿お楽しみ袋 コパン・クラージュ 会津若松市 2,000円 37頁 

503 えんどう豆製品セット えんどう豆 南相馬市 2,000円 38頁 

110 ハッピーセット アートさをり 福島市 3,000円 39頁 

127 ① 本革製品詰合せ ＨＡＮＡ 伊達市 3,000円 40頁 

127 ② 本革製品詰合せ ＨＡＮＡ 伊達市 3,000円 40頁 

127 ③ 本革製品詰合せ ＨＡＮＡ 伊達市 3,000円 40頁 

311 ① worclｅブランド詰合せ わーくる矢吹 矢吹町 3,000円 41頁 

311 ② worclｅブランド詰合せ わーくる矢吹 矢吹町 3,000円 41頁 

418 ＣＯＬＯＲＦＵＬセット ＣＯＬＯＲＦＵＬ 会津若松市 3,000円 42頁 

103 Ｈａｐｐｙ　ｓｅｔ あだち共労育成園 大玉村 5,000円 43頁 

115 お楽しみ袋 すずらん工房 伊達市 5,000円 44頁 

140 杜の花のお楽しみ袋 杜の花 福島市 5,000円 限定５個 45頁 

203 ＵＫＯＫＯＲ Ｅｎｊｏｙ Ｂａｇ 緑樹の会 郡山市 5,000円 46頁 

209 お楽しみ袋 工房トマトハウス 郡山市 5,000円 47頁 

手工芸品



１０周年を記念し、販売会等での売れ筋商品を集めてみました。
是非お楽しみください。

１０周年記念
コラボ商品

商品名 事業所名 所在地 数量
賞味
期限

特徴

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をお楽しみ
いただけます。

豆かりんとう
（黒糖・プレーン）

でんでんむし 三春町

２袋 ３ケ月
地元産の青豆・黒豆を混ぜ込
んだかりんとうです。焼きかりんとう

（黒糖）
２袋 ３ケ月

ポンせんべい
（海苔・青肌）

工房ひろせ 伊達市 ２袋 ６０日
無添加でふんわりサクッとした
食感です。

ラスク３種
（シュガー・塩キャ

ラメル・黒糖ライブ
レッド）

さぎそうの家 猪苗代町 ３袋 ６０日

固めの食感で、今までにないラ
スクとして味わえます。

販売価格 ２,０００円（税込）

ＮＯ．８８８－①

限定10０個

− 1 −



木工製品

手工芸品

品名 事業所名 所在地 内容量
賞味
期限

特徴

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

パウンドケーキ（ﾊｰﾌ） こころん 泉崎村 300ℊ 30日 贅沢に仕上げた「こころん工房」の逸品

ポンせんべい つくしの里 福島市 ８枚入 60日 自然の風味溢れる優しいせんべいです。

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

あおさ塩サブレ 自立研修所ﾋﾞｰﾝｽﾞ 南相馬市 ６枚入 1ヵ月 塩麴で甘さの中にも塩気を感じられる
サブレです。

紅茶クッキー 太陽学園 福島市 ８枚入 1ヵ月 卵を使わずに焼き上げました。
香り高い紅茶の風味をお楽しみください。

♪ ５事業所の人気の焼菓子詰め合わせ ♪

販売価格 ２,０００円（税込）

限定10０個ＮＯ．８８８－②

１０周年記念
コラボ商品

－ 2 －



木工製品

手工芸品

品名 事業所名 所在地 内容量
賞味
期限

特徴

ジャム いちご・ブルーベリー たけの子の家 伊達市
150ｇ
２本

6ヵ月 伊達市産の果物を使用した無添加
の手づくりジャム

豪華ラスクセット ｱｸｾｽﾎｰﾑさくら 二本松市 3袋入 7週間
冬季限定のチョコレートラスクと一番人気のク
ランベリーラスクとキャラメルラスクのセット

干し芋（紅はるか） フラット白河 白河市 200ℊ 3ヵ月 まるでスィーツのような食感に仕
上げたソフトな干し芋

えごまドレッシング 共同作業所希来里 会津美里町 200ℊ 6ヵ月
自家栽培のえごまを使用している
ドレッシング

凍 餅 共同作業所希来里 会津美里町 150ℊ 3週間
しっとり、サクサクとした歯ごた
えの昔ながらの揚げせんべい

しじみのり ほっと悠 南相馬市 8袋入 8ヵ月
しじみ醤油をベースにした味付け
海苔

販売価格 ３,０００円（税込）

５事業所の人気商品の詰め合わせです。

限定５０個ＮＯ．８８８－③

１０周年記念
コラボ商品

− 3 −



商品内容 内容量 賞味期限 特 徴

全粒粉クッキー 2枚 製造日より
1ヶ月

乳製品不使用 かわいい肉球

ポムクッキー 2枚 製造日より
1ヶ月

会津坂下町産りんご使用の手作
りりんごジャム

フロランタン 1個 製造日より
1ヶ月

アーモンドとキャラメルが香ば
しい

アイスボックスクッキー 2枚 製造日より
1ヶ月

プレーンとココアの市松模様

ヘーゼルナッツクッキー 3枚 製造日より
1ヶ月

健康維持に優れたヘーゼルナッ
ツ入り

菓子工房ポムの焼き菓子お楽しみ袋
菓子職人監修のもと、美味しさとかたちにこだわった焼き菓子の詰合せ
です。

取扱事業所：特定非営利活動法人いきいきサポートつくしんぼ

ゆうゆうハウス（会津坂下町）

TEL/FAX  0242(83)6255

本製品に含まれるアレルギー物質（特定原材料等28品目中）

小麦粉・乳成分・卵・アーモンド・りんご

販売価格 １，０００円（税込）

ＮＯ．４０１

− 4 −



お菓子のセット
甘しょっぱいみそラスクや色々なクッキーをもろもろ詰め込んだセットです。

商品名 数量 賞味期限

コーヒーラスク ７０g 製造日から60日

みそラスク ７０g 製造日から60日

アーモンドクッキー ６枚 製造日から50日

プレーン＆ココアクッキー ７個 製造日から60日

みらいクッキー ５個 製造日から60日

本商品に含まれるアレルギー物質（特定原材料28品目中）
小麦・卵・乳成分・アーモンド

販売価格：１，０００円（税込）

取扱事業所：いわき学園（いわき市）

ＮＯ．６０２ 限定１００個

− 5 −



しあわせみそお楽しみ袋

健康な体作りは１日１杯のみそ汁から。

今話題の発酵食品「しあわせみそ」は

いかがでしょうか？

みそ   ８７０ｇ ４０年の歴史あるお味噌です。（カナダ産大豆使用）

          野菜たっぷりでお召し上がりください。

     注意事項：本製品の原材料に使用しているアレルギー物質（特定原材料等２７品目）大豆

クリップ ４本組 メモをはさんだりアレンジして使ってね！

花ふきん １枚 利用者さんが心を込めて１針１針仕上げた自信作です。

     寸法：３５ｃｍ×３５ｃｍ

おまけ  新聞紙で作ったエコバック。利用者みんなで作りました。

     やさいの保存やおすそわけに使ってね！

販売価格 １,０００円（税込）

取扱事業所  なこそ授産所（いわき市）

１５個

限定

ＮＯ．６０３

− 6 −



えごま畑からの贈り物
伊達市産のえごまを１００％使用した、えごまドレッシングと、同じく伊達市産のえごまパウダーの詰合せです。
施設の利用者さんがまごころ込めて栽培しました。皆様の毎日に「美味しい笑顔」をお届けします。

商品名 数量 容量 賞味期限

十年えごまドレッシング（プレーン） １本 195ｍｌ 製造日から6ヶ月

十年えごまドレッシング（くるみ） １本 195ｍｌ 製造日から6ヶ月

えごまパウダー １袋 50ｇ 製造日から1年

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

小麦・卵・ごま・大豆・りんご・くるみ

販売価格 ： ２，０００円（税込）

取扱事業所：工房ひろせ（伊達市梁川町）

商品名 数量 容量 賞味期限

十年えごまドレッシング（プレーン） １本 195ｍｌ 製造日から6ヶ月

十年えごまドレッシング（わさび） １本 195ｍｌ 製造日から6ヶ月

えごまパウダー １袋 50ｇ 製造日から1年

商品名 数量 容量 賞味期限

十年えごまドレッシング（唐辛子） １本 195ｍｌ 製造日から6ヶ月

十年えごまドレッシング（わさび） １本 195ｍｌ 製造日から6ヶ月

えごまパウダー １袋 50ｇ 製造日から1年

ＮＯ．１１７－①

ＮＯ．１１７－②

ＮＯ．１１７－③

− 7 −



地鶏のたまごと焼き菓子セット

施設の直営農場で大切に育てた新鮮卵と、

その卵を使用した焼き菓子の詰め合わせです。

取扱事業所：笹森の郷（福島市）

商品名 内容量 賞味期限 数量

笹やか地鶏の卵 6個 採卵から１８日間 2パック

パウンドケーキ プレーン 1カット 製造日から2週間 1個

パウンドケーキ チョコチップ 1カット 製造日から2週間 1個

パウンドケーキ シュトレン 1カット 製造日から2週間 1個

ワッフルクッキー ココナッツ 5個 製造日から3週間 1袋

ワッフルクッキー 紅茶 5個 製造日から3週間 1袋

プレーンクッキー 5枚 製造日から3週間 1袋

紅茶クッキー 5枚 製造日から3週間 1袋

スノーボール 6個 製造日から3週間 1袋

本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料28品目中）

卵、小麦粉、乳、大豆、アーモンド、オレンジ、りんご

販売価格：2,000円（税込） ＮＯ．１３１

限定２０セット

− 8 −



憩の詰合せ
ベーシック憩で人気のあるお菓子を詰合せました。

北海道産よつば無塩バターや全粒粉を使用し、素材にもこだわっています。

是非ご賞味ください。

商品名 内容量 賞味期限 数量

うさぎのみみ ７本入り 製造日から４週間 １

うさぎのしっぽ ７個入り 製造日から４週間 １

チョコチップクッキー ６個入り 製造日から４週間 １

スコーン（全粒粉） １個入り 製造日から４週間 ５

本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料28品目中）

小麦・乳成分・卵・アーモンド・くるみ・大豆

販売価格：２，０００円（税込）

取扱事業所：ベーシック憩（福島市）

ＮＯ．１３４

− 9 −



木工製品

手工芸品

『つぼみ』の焼菓子詰合せ
材料を吟味し心を込めて作りました。
お菓子作りは創造の世界でもあり、夢があります。

これからもみんなで夢のあるお菓子を作ってまいります。

販売価格 ２，０００円（税込）

取扱事業所：つぼみ（福島市飯坂町）

商品名 サイズ 賞味期限 数量

フルーツバターケーキ 9×11×1cm 製造日から７週間 １

いちじくバターケーキ 9×11×1cm 製造日から７週間 １

抹茶あずきバターケーキ 9×11×1cm 製造日から６週間 １

アーモンドクッキー 30ｇ 製造日から４週間 １

プティ・ショコラ 6.5×5×2cm 製造日から４週間 ２

クッキー ３枚入り 製造日から４週間 ２

レモンケーキ 直径5.5×2cm 製造日から４週間 ２

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

小麦・乳成分・卵・アーモンド・くるみ
ＮＯ．１４２

限定１００個

− 10 −



就労継続支援Ｂ型事業所

アットホームお菓子詰め合わせ

3,000円（税込）

アットホームで製造している“ふくたね（アーモンドチョコレート）”
と焼菓子をセットにしました。
素材にもこだわったお菓子をぜひご賞味ください。

ふくたね（アーモンドチョコレート）

内容量 ：各６０ｇ/瓶（３０００円セット）
３２粒/筒 （２０００円セット）

賞味期限：３ヶ月

アレルゲン：乳成分・大豆・アーモンド

保存方法：直射日光を避け23℃以下で常温保存
（気温により冷蔵保存が必要となります）

焼菓子

内容量 ：komekoﾁｮｺｸﾙﾐｸｯｷｰ 5枚/袋（３０００円セット）
大判１枚/袋（２０００円セット）

ｽﾉｰﾎﾞｰﾙくるみ 60ｇ/袋（両セット共通）

賞味期限：１ヶ月

アレルゲン：小麦・乳成分・大豆・クルミ

保存方法：直射日光及び高温多湿を避けて保存

注文数量：１箱以上

ほうじ茶

レモン

コーヒーミルク

各４粒ずつ

桑の葉

ブロンド

酒粕

ストロベリー

きなこ

注文数量：１セット以上 限定：１００セット

2,000円（税込）

瓶入りのふくたねが
4種類、焼き菓子2種
類（komekoチョコ
クルミ、スノーボー
ルくるみ）が箱に
入ったセットになっ
ています。
ギフト用の紙袋も
セットになっており
ます。

ふくたね8種類と、焼
き菓子2種類（komeko
チョコクルミ、スノー
ボールくるみ）が入っ
たお得なセットになっ
ています。
手作りのかごにお花を
添えてありますので、
プチギフトとしていか
がでしょうか。
ギフト用の紙袋もセッ
トになっております。

（かごと花の色の組み
合わせの指定はできま
せんのでご了承くださ
い。）

ティラミス

ブロンド

酒粕

ストロベリー

ふくたね

ふくたねの味と、焼き菓子の種類
が昨年度のカタログ掲載と異なっ
ております。

ＮＯ．１５１－①

ＮＯ．１５１－②
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商品名 商品説明 内容量 数量

コーヒー

“くろ～ば～オリジナル”のブレンド
コーヒーを味わってください。バッグタ
イプなのでお手軽にお楽しみいただけま
す。（賞味期限 １ヶ月）

※製造者：SEKIYAコーヒー

10 g ２

コースター

『会津木綿』で作り上げたコースター
です。使うほどに味がでて、色や風合い
の変化を楽しむことができます。
（色・柄はお任せとなります）

12.5cm
×

17.5cm
２

クッキー

３種の味をミックスしています。優し
い風味と甘さのクッキーを味わってくだ
さい。（賞味期限 ６ヶ月）
※製造者：Earl Grey（アールグレイ）

90 g １

🏡🏡おうちカフェ詰合せセット☕

販売価格 ２，０００円（税込）
取扱事業所：共に生きる くろ～ば～（福島市）

詰合セット
『くろ～ば～』取扱商品で
おうちカフェを気軽にお楽
しみください

ＮＯ.１５２
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☆豆かりんとう こだわりＰＯＩＮＴ☆
＊全材料国産
＊青豆・黒豆の２種類をブレンドして生地に練り
込んでいます

＊三温糖・なたね油使用
＊なたね油で揚げた後、オーブンで焼き上げ軽い
仕上がり

♡手作りクッキー こだわりＰＯＩＮＴ♡
＊全材料国産

＊トランス脂肪酸含有量は、通常の１０分の１
以下に抑えたものを使用

＊サクサクとしてコーヒーなどにピッタリ

商品名 種類 数量 賞味期限

豆かりんとう 黒糖・塩・プレーン・黒胡椒・唐辛子。焼き花梨
糖（黒糖）

各１袋
製造から
３ケ月

手づくりクッキー コーヒー・ごま塩 各１袋・ミックス２袋
４袋

製造から
３ケ月

コードバンド 色はお任せ （縦35mm×横35mm） １個

印鑑・ＵＳＢ
ケース（横型）

色・柄はお任せ （縦43mm×横92mm）
１個

★印鑑・USBケース（横型）★

なくしやすい印鑑やUSBメモリーなどこれに入れておけば大切な情報
も安心して持ち歩けます。
革のため使えば使うほど柔らかくなり愛着がわきます。

☆コードバンド(小)☆
充電器などちょっとしたコードもこれ一つでスッキリ！！
デスクの上などスッキリさせることができます。
革のため丈夫で長持ちし、便利なボタン付きの人気商品です♬

取扱事業所：

販売価格 ： ２，０００円（税込）

ＮＯ．２０２
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手作りクッキー詰め合わせ
手作りクッキーは、国産の小麦やてんさい糖、有精卵を使用した体に優しいクッキーです。

ごまクッキーは、ごまをたっぷりと練り込んだ生地を薄く伸ばして焼き上げたほんのり塩味の

クッキーです。クッキーと一つ一つ丁寧に縫った刺し子のコースターが一枚入ったセットにな

っています。※色、柄はおまかせとなります。

①              

本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等 28 品目中)                       

小麦・乳成分・卵・ごま                           

取扱事業所 まち子ちゃんの店（田村市）

商品内容 内容量・個数 賞味期限

① 手作りクッキー・コースターセット クッキー１袋 ８１ｇ×５袋

コースター １０㎝×１０㎝

製造日より

７５日

② 手作りごまクッキー・コースター

セット

ごまクッキー１袋 ７２ｇ×７袋

コースター    １０㎝×１０㎝

③ 手作りクッキー・ごまクッキー

・コースターセット

クッキー１袋    ８１ｇ×３袋

ごまクッキー１袋  ７２ｇ×３袋

コースター     １０㎝×１０㎝

販売価格 2,000 円（税込）

ＮＯ．２１１―① ＮＯ．２１１―② ＮＯ．２１１―③
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焼菓子詰合せ
一つひとつ心を込めて作りました。

エル白河オリジナルの詰合せをお届けします。

商品名 サイズ 消費期限 数量

クッキー(ざらめ） ５枚入り 製造日から30日 １

クッキー（チョコチップ） ５枚入り 製造日から30日 １

フロランタン 7.7×7.7×2cm 製造日から14日 ２

ショコランタン 7.5×7.5×2cm 製造日から14日 ２

干し芋 200g 製造日から3ケ月 １

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

小麦・卵・乳成分・アーモンド

販売価格 ： ２，０００円（税込）

※ 1回の注文数は３０個までとさせていただきます。

取扱事業所：地域サポートセンター エル白河（白河市）

ＮＯ．３０５
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焼菓子詰合せ

商品名 内容量 総身期限 数量

シュガーラスク 120g 製造日から60日 １

塩キャラメルラスク 120g 製造日から60日 １

黒糖ライブレッドラスク 120g 製造日から60日 １

凍みもち 90g 製造日から30日 １

ポンキャラメル 3枚 製造日から90日 １

バタークッキー 5枚 製造日から60日 １

チョコチップクッキー 5枚 製造日から60日 １

保存方法：直射日光・高温多湿を避けてください。

※ 本製品に含まれるアレルギー物質（特定原材料等２８品目中）
小麦・乳成分・卵・アーモンド・りんご

販売価格 ： １箱 ２，０００円（税込）

取扱事業所：さぎそうの家（猪苗代町）

ＮＯ．４０２

限定１００個
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会津高田梅（壺入り）

カリカリ梅で有名な会津高田梅、会津美里町で生産した高
田梅を一粒一粒丁寧に種を取り加工しました。安全な食品
です。プラスチックの壺に入れ、桐箱風の化粧箱に入れまし
たので、ご家庭はもちろん、ご贈答にも喜ばれること間違い
なしの商品です。是非ご賞味ください。

希来里からの贈り物

各限定５０個

商品名 内容量 容器サイズ 賞味期限

会津高田梅（甘漬け）

５００g 壺：直径１０×高さ１３cm
箱：縦12×高さ１４cm １年

会津高田梅（塩漬け）

原材料 ：梅（会津美里産）、紫蘇（会津産）
漬け込み原材料：氷砂糖、食塩、雑穀酢（小麦粉を含む）

販売価格 ２，０００円（税込）

ＮＯ．４０４－①

ＮＯ．４０４－②

取扱事業所：共同作業所 希来里（会津美里町）
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内容品名 内容量 賞味期限

パンオザマンド 40ｇ 28 日間

プレーンサブレ 40ｇ 28 日間

チョコチップクッキー 40ｇ 28 日間

パンプキンサブレ 40ｇ 28 日間

ちーず de チュ～☆ 40ｇ 28 日間

木の実サブレ 40ｇ 28 日間

紅茶サブレ 40ｇ 28 日間

セサミスティック 40ｇ 28 日間

スノーボール 50ｇ 28 日間

お菓子

Copain ギフトセット

売価  2,000 円（税込）

取扱事業所：障がい福祉サービス事業所 コパン(会津若松市)

秋限定のパンプキンサブレやコパン人気 No1 のスノーボールなどコパンおすすめのクッキーの詰め合わせ。

一年通して人気のラインナップを取り揃えました。国産小麦とバターの旨みと香り。それぞれの特性を

活かして丁寧かつ繊細な仕事によって、ひと手間を惜しまずひとつひとつ手作りで丁寧にお店で

焼き上げました。芳醇なハーモニーをご堪能ください。

ＮＯ.４０９
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くって
みらんしょ！

富夢富夢のもちころ・おかき入りお楽しみ袋

安心安全な地元食材を使い地域の方々に教えていただきなが
ら一つ一つ手間をかけて作り上げました。会津の家庭の味を
おとどけします。

売価 ２，０００円（税込）
賞味期限：製造日から３か月
注文数・納期は要相談となります。

おびつきます！

もちころ しょうゆ味 小５０ｇ ３個

もちころ 塩味 小５０ｇ ３個

おかき とうがらし味 小６０ｇ ３個

取扱事業所：ドリームハウス富夢富夢（喜多方市）

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

大豆

ＮＯ．４１０
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あいづじげんからの贈り物

会津美里町の特産品である「えごま」を使ったドレッシングとパウダーをセッ
ト、其れに季節に応じて「高田梅の甘漬け」「黒ニンニク」「揚げ餅」一品を
加えた四季折々の商品をお届けいたします。

会津美里町産の「えごま」を使ったドレッシングです。

えごまドレッシング～200㎖ １本 （賞味期限：製造日～6ケ月）

えごまわさびドレッシング～200㎖ １本 （賞味期限：製造日～6ケ月）

えごまパウダー～80ｇ １袋 （賞味期限：製造日～4ケ月）

《季節限定品から一品》

高田梅漬～200ｇ 1パック （賞味期限：製造日～6ケ月・7～６月）

黒にんにく～100ｇ １袋 （賞味期限：製造日～４ケ月・8～３月）

揚げ餅～150ｇ １袋 （賞味期限：製造日～６ケ月・4～7月）

販売価格 ２，０００円(税込）

取扱事業所：美里工房（会津美里町）

＊会津美里町の生まれと言われる天海大僧正の諡号は慈眼大師です。その慈眼大師
の慈眼（慈悲の心をもって世の中を見る目の意味）にあやかりたいと思いキャラク
ターの名称を「あいづじげん」と名づけました。

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

小麦・卵・ごま・大豆・りんご

本製品製造工程では特定原材料中、くるみ成分を含む製品を製造しています。

ＮＯ．４２０

限定５０個
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さくらの焼菓子セット

内容品名 賞味期限 個数

ラスク（クランベリー、チョコレート・黒糖・
ガーリック・プレーン・シナモン・キャラメル・
ホワイトチョコ・シュガー・ブラックペッパー）

製造日より７週間 各１袋

フィナンシェ 製造日より３６日間 ２袋

馬九行久 製造により６０日間 ２袋

冬季限定の、チョコレートラスクとホワイトチョコのプチラスク入り。フィナンシェとくる
みのタルト、「馬九行久（うまくいく）」も入った焼菓子の詰合せです。

販売価格 ２,０００円（税込）

取扱事業所：アクセスホームさくら（二本松市）

ＮＯ．５１１

限定２００個
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           焼き菓子詰め合わせ

￥2,000 (税込み)

杜のどーなつとあとりえ北山で製造しているイチオシの焼き菓子を詰め合わせにしました！
すべての商品におからを使用した大豆お楽しみセットです！

おからクッキー 各１袋
（プレーン、ごま、ココア）

おからパウダーを練りこんだ

シンプルなクッキー

どーなつくんの顔がかわい

らしい♪ 甘さ控えめです

内容量：7枚入り

賞味期限：製造より 40日

アレルゲン：小麦・卵・乳成分

     大豆

スノーボール 各１袋
（プレーン、ココア、抹茶）

おからパウダーを練りこんだ

スノーボール

卵不使用で、ほろほろ触感が

特徴です

内容量：6個入り

賞味期限：製造より 50日

アレルゲン：小麦・乳成分

     大豆・アーモンド

きらず揚げ 2袋

おからと豆乳を練りこんだ

どこか懐かしい揚げ菓子

一度食べたらとまらない

おいしさです

内容量：60ｇ

賞味期限：製造より 45日

アレルゲン：小麦・大豆

      ごま

チョコナッツクッキー１袋

おからパウダーを練りこんだ

ザクザク食感クッキー

よりカカオを感じられるよう

独自にブレンドしたチョコが

こだわりポイント！

内容量：8枚入り

賞味期限：製造より 40日

アレルゲン：小麦・卵、乳成分

     大豆・アーモンド

社会福祉法人希望の杜福祉会 杜のどーなつ・あとりえ北山（いわき市）

外箱は
こんな感じ！

ＮＯ．６２２
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贈答用手作りジャムセット

伊達市産の果物を使用し、保存料、添加物の入っていない手づくりジャムのセットです。
いちご、ブルーベリー、ブドウの中からお好きなジャムを選んで詰め合わせ出来ます。

販売価格 ： １箱 ２，２００円（税込）

取扱事業所：たけの子の家（伊達市）

商品名 容量 数量 賞味期間

イチゴジャム １５０ｇ ２本 製造から6カ月

ブルーベリージャム １５０ｇ ２本 製造から6カ月

ぶどうジャム １５０ｇ １本 製造から6カ月

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

使用していません

ＮＯ．１０４
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干し芋詰合せ

麦芽糖などのお芋由来の糖を多く含み、栄養価も高く、食物繊維も多く含有してい
る食品です。まるでスイーツのような食感に仕上げたソフトな干し芋です。

是非、ご贈答にもどうぞ。

商品名 サイズ 消費期限 数量

干し芋(紅はるか） 200g 製造日から3ケ月 4

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中）

使用していません

販売価格 ： ２，５００円（税込）

取扱事業所：フラット白河（白河市）

ＮＯ．３１０
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商品詳細 内容量

味付け海苔、ふりかけ、混合茶、ドリップコーヒーなど

忙しい毎朝の食卓を応援したく、身体に良いものを詰合せました。

しじみ海苔（８袋詰８切６枚）

賞味期限：８か月程

サイズ（H150×W150×D100 ㎜）

海苔かつおふりかけ（８0ｇ）

賞味期限：８か月程

サイズ（H200×W140 ㎜）

七福茶（35ｇ）

賞味期限：８か月程

サイズ（H190×W115 ㎜）

ドリップコーヒー（10 袋入）

賞味期限：１年程

サイズ（H50×W230×D135 ㎜）

つながりのボールペン（１本）

サイズ（H35×W150 ㎜）

【Pick up】  しじみ海苔（８袋詰８切６枚）

                       本品（８袋詰）でしじみ約 480 個分の

オルニチンが入ってます。疲労回復に最適！

【Pick up】  椏久里珈琲（ドリップコーヒー10 袋入り）

椏久里珈琲の香り高いアグリブレンドを

手軽にドリップコーヒーで美

味しく味わえます

ほっと悠から朝の応援詰合せ

販売価格     3,000 円（税込）

取扱事業所 : 特定非営利活動法人ほっと悠 （南相馬市原町区）

NO.５０５
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ぽけっと詰合せセット
カラフルなエコクラフトテープを使った小物入れは、軽くてプレゼントに最適!!
マスクのビーズストラップもケースも一つ一つ心を込めて作りました。

Ａ：エコクラフトの小物入れセット

【限定３０個】Ａ

ＮＯ．１１４－①

Ｂ：マスクケース・ビーズストラップセット

【限定３０個】Ａ

ＮＯ．１１４－②

品名 内容 サイズ 数量

Ａ：エコクラフトの
小物入れセット

石畳編みの小物入れ 縦15×横15×高5cm １

赤べこの小物入れ 縦6×横10×高6cm １

Ｂ：マスクケース＆
ビーズストラップセット

マスクケース 縦20×横13cm １

マスクビーズストラップ 長さ32cm １

販売価格 １，０００円 ( 税込み )

取扱事業所：共同作業所ぽけっと（福島市）

－26－



お楽しみセット
日常で使いたい製品をセットしてみました。

商品名 数量

マスク ３枚

シュシュ２個入れ １セット

ポケットティッシュケース １個

コースター５枚入れ １セット

マスクケース １個

ポーチセット（巾着２、フリーケース１） １個

刺繍入り雑巾 ２枚

しおり ３枚

販売価格 １，０００円（税込）

取扱事業所 ： 食工房ひもろぎ（白河市）

ＮＯ．３０９

※色・柄サイズはお任せとなります。
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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 特徴

アクリルたわし １個 なのはなの家 福島市 長さ13cm
幅 9cm

アクリル毛糸を使用して作成しました。
洗剤が少なくてすみます。

こまち棒 ２本組 こまち作業所 小野町 長さ25cm 不織布を細長くカットして作った小型のモップ
です。

色薄紙のポチ袋 5枚組 フラット白河 白河市 縦13㎝
横7.5㎝

花紙を１枚１枚貼り付けて作りました。白河だ
るまのハンコを押してあります。

花たわし １個 ドリーム＆
ホープ 棚倉町 直径約9cm 硬さの異なるチュールレースを６枚重ね合わせ

て作りました。

ヤシ油石けん １個 あいの里 会津若松市 重さ
約180g

椰子から採った天然植物油のみを原料に使い、
化学添加物を含まない石けんです。

雑巾セット ５枚組 なこそ授産所 いわき市 古タオルで作った雑巾です。

６事業所の商品の詰め合わせです。

販売価格 １，０００円（税込）

※色柄はおまかせとなります。

５０個限定
ＮＯ．８８８－④
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いぬセット

ねこセット

お楽しみセット
可愛い犬と猫のデザインのＣＤラックとコースターです。

いぬ・ねこ好きの方へのプレゼントに是非どうぞ。

商品名 材質 数量 サイズ

ＣＤラック 杉 １個 14×17×8.5cm

コースター 朴ノ木 １個 11×11×0.8cm

販売価格 １，５００円 (税込）

取扱事業所 ： ファームもみの木（福島市）

各セット共通

ＮＯ．１２９―①

ＮＯ．１２９―②
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（税込）

Aセット・Ｂセット サイズ

ハーバリウムボールペン 2本 約14㎝×1㎝
ペンケース 約20㎝×6㎝

Cセット サイズ

マスクカバー 3枚 約12㎝×13㎝

ハーバリウムオイルと共にドライフラワーなどを封

入しました。キラキラとした透明感をお楽しみくださ

い。プレゼントにもおすすめです。
ペンケースは淡色系・濃色系で選択できます。

不織布マスク使用時の肌荒れが

気になる方に・・・
不織布マスクを挟んで使用します。

内側は肌に優しいガーゼ使用です。

※A・Ｂ・Ｃともに色・柄はおまかせとなります。

Dセット サイズ

ガーランド クリスマス 約12㎝×150㎝
あかべこ 約 ９㎝×150㎝

（ヒモ部分を含む）

（税込）

フェルトで製作したガーランドです。
お部屋の壁やドアなどに飾ってお楽しみいただ
けます。

取扱事業所：きずなハウス(田村市）

Aセット Bセット

淡色系 濃色系

ＮＯ．２４１－① ＮＯ．２４１－②

ＮＯ．２４１－③

ＮＯ．２４１－④
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おたのしみセット
手づくり革小物

外寸：11.5×18 展

開時：24×18

マルチに使えるミニポーチ

通帳も⼊るサイズなので、 銀

行セットにも使えます！！

ファスナーもついているので 保

険証などのカード類も しっ

かり管理できます！

販売価格：各セット ２,０００円（税込）

サイフ：9×10.5 キ

ーカバー：3.5×4 コイ

ンケース：4×3.6

ねこ好きさん垂涎のセット！

※ 表情には個体差が御座います。ご了承ください。

Ａセット（ミニマルチポーチ）

サイフ：9.5×10.5 キー

カバー：3.3×4.5 コインケ

ース：4×3.6

いぬ好きさん垂涎のセット！

※ 表情には個体差が御座います。ご了承ください。

限定 10セット

Ｂセット（ねこセレクト） Ｃセット（いぬセレクト）

限定 10セット 限定 10セット

取扱事業所：ワークセンター歩（福島市）

ＮＯ．１０８－①

ＮＯ．１０８－② ＮＯ．１０８－③
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会津木綿セット
会津木綿を使用した小物のセットです。

販売価格： 各 ２，０００円（税込）

取扱事業所：なのはなの家（福島市）

※ 色・柄はお任せとなります。
１回のご注文は２０セットまでとなります。
ご注文から納品までお時間をいただく場合がございます。

商品名 サイズ

会津木綿マスク入れ Ｈ１１０×Ｗ２５０mm

会津木綿巾着 Ｈ１５０×Ｗ１１５mm

会津木綿カードケース Ｈ１１６×Ｗ１１０mm

会津木綿ブローチ 直径３０mm

Ｂセット

赤やピンク系の明るい色です。

Ａセット

紺やグリーン系の落ち着いた色です。

ＮＯ．１１３―②ＮＯ．１１３―①
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おしゃれにタオルキャップ

がん治療中の方や普段使い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
とっても良いです。プレゼントにもお勧めです。

商品名 サイズ 数量

ケアキャップ フリーサイズ ２

マスク 大人用 ゴムひもは調整可 １

マスクチャーム １

マスクバンド １

※ 色柄はお任せとなります。
大量注文は要相談となります。

販売価格 ２，０００円 （税込）

取扱事業所 ： 梁川ふれ愛ガーデン（伊達市）

ＮＯ．１５３
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銀河の詰合せ
Ａセット ランチョンマットとコースターのセットです。

両面に会津木綿を使用しているので気に合わせてコーディネートできます。

（色、柄はおまかせになります）

Ｂセット 会津木綿のきんちゃくとヘアゴムとコースターのセットです。

女子力アップすると思います。（色、柄はお任せとなります）

Ａセット Ｂセット

区分 商品名 サイズ 数量

Ａセット

ランチョンマット ３７×２５cm １

コースター １０×１０cm ４

Ｂセット

きんちゃく ２２×１９cm マチ６cm １

コースター １０×１０cm １

ヘアゴム リボンのサイズ２×３．５cm １

※手作りのため若干大きさは変わる場合があります。

ＮＯ．２４０－① ＮＯ．２４０－②

販売価格 ： ２，０００円（税込）

取扱事業所：銀河工房（田村市）

各セット 限定３０個
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商品内容 サイズ等（約/ｍｍ）

バッグ 約 H190×W170

ペットボトル入れ 約 H180×W70

きんちゃく 約 H130×W100

お 楽 し み 袋

・セット A は赤い帆布、セット B は紺の帆布、セット C はドット柄厚地の布です。

・バッグは裏表ポケット付き、ペットボトル入れは便利なナスカン付き、きんちゃく

は小物入れるのに便利な小さいサイズです。

※写真のペットボトルは商品に含まれません。

取扱事業所：ドリーム＆ホープ

販売価格

2,000 円（税込）

帆布等の丈夫な布地のバッグ、ペットボトル

入れきんちゃくをセットにしました。

試着イメージ

セット A セット B

セット C

―３５―

３０３－④

３０３－⑥

３０３－⑤



ふれあいの家詰合わせセット
ふれあいの家で製作したエコ商品の品々を詰合せしました。全て手作
りで、利用者さん達が丹精込めて作りました。

商品名 サイズ 数量

足ふきマット 横76cm～78cm×縦41cm～43cm １

布ぞうり 横10cm～13cm×縦22cm～27cm １

アクリルタワシ 横10cm～12cm×縦11cm～13cm １

ポチ袋 横6.5cm×縦11.5cm １

※ 色・デザインはお任せとなります。布ぞうりのサイズはお選びください。

手づくり品ですので、形とサイズに多少のばらつきがあります。

足ふきマット、布ぞうりを洗濯する場合、色落ちする場合があります。

ネットに入れてください。

販売価格 ： ２，０００円（税込）

取扱事業所：ふれあいの家（喜多方市）

ＮＯ．４０７
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会津地域の伝統工芸品である【会津木綿】を使用した商品です。
クラージュの会津木綿小物で日常をオシャレに彩りましょう♪
赤系・青系から選べます。

商品内容 個数 サイズ

プリーツマスク（ノーズワイヤー入り） 1 H160×W165 ㎜ ※開いた状態

ネックストラップ 1 長さ 50㎝ ※金具含む

バッジ（大） 1 直径 30 ㎜
バッジ（小） 1 直径 23 ㎜

ク ラ ー ジ ュ

会津木綿♪お楽しみ袋♪

取り扱い事業所 コパン・クラージュ（会津若松市）

赤系

アジャスター

としてもお使い

いただけます

ＮＯ.４１５－① 青系 ＮＯ.４１５－②

販売価格 ２，０００円（税込）
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取扱事業所 自立研修所 えんどう豆
販売価格 ２,０００円（税込）

商品名 サイズ 数量
刺繍ランチトートバック 縦22cm×横36cm×まち14cm 1

巾着 縦23cm×横23cm 1

ポケットティッシュカバー 縦9cm×横12.5cm 1

さをりコースター 縦12cm×横12cm 2

えんどう豆の仲間のイラスト製品と
さをり織りのセット

ランチトートバックは、りきさんの描いた絵が刺繍になりました！テーマは
「hataraku boku」です。色は生成り。 綿１００% キャンパス地です。
巾着は、くるみちゃんの描いたキャラクターが勢ぞろい。プレゼントにもいか
がですか？
ポケットティッシュカバーと、さをりコースターは、仲間の感性で織っていま
す。織りの色や風合いをお楽しみ下さい（色や風合いはお任せください）

ＮＯ．５０３
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ハッピーセット
さをり織り専門の「アートさをり」が、心を込めて揃えました。

商品名 サイズ

コインケース 11×8×2cm（まち付き）

平ポーチ 14×10cm

ら・ポーチ 14×10×4cm（まち付き）

※ 色・柄はお任せとなります。

販売価格 ： ３，０００円（税込）

取扱事業所：アートさをり（福島市）

ＮＯ．１１０
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本革製品詰め合わせ
HANA は就労継続支援 B 型事業所です。一つ一つ丁寧に手作業で商品を制作しています。

大変質の良い革をお手頃価格でご提供しています。キーホルダーはお子さんからお年寄り

まで幅広い年代の方に、ペンケースはビジネスマンや OL さんにもオススメです。

下記の３パターンをご用意させていただきます。

              

【サイズ】ペンケース：約縦 15cm×横 2.5cm、キーホルダー：約縦 4～9cm×横 4～6cm

※デザイン・色はお任せになります。

取り扱い事業所 HANA（伊達市）

販売価格 3,000 円（税込）

① 本革ペンケース   10 本入セット

② 本革キーホルダー 10 個入セット

③ 本革ペンケース・キーホルダー 各 5 本・5 個入セット

ＮＯ．１２７－①

ＮＯ．１２７－②

ＮＯ．１２７－③
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Tel.0248-42-3077
info＠worcle-yabuki.jp

販売価格

3,000円 （税込）

worcleブランド詰合せ
内容品名 サイズ

✉
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COLORFUL で作っている人気の雑貨 4 点・アクセサリー・ミニチュアハウス 1 点のセットです。

雑貨はぬり絵の袋に入れてお届けします。

                  

                  

※各商品の色・柄・組み合わせは、おまかせとなります。

取り扱い事業所： COLORFUL（会津若松市）

品名 商品詳細 数量

會津しおり 会津木綿の柄の折り紙を使用して作った、しおりです。切り絵で、白

虎隊、赤べこを表現しました。会津のお土産にピッタリの商品です。

（縦 15×横 5．5cm）

2

會津キーホルダー 会津もめんを使ったリボンとそれぞれのパーツに思いを込めて作っ

たキーホルダーです。（12 ㎝）
1

ハーバリウムの

ネックレス

小さなガラスドームのハーバリウムをペンダントトップにあしらっ

たネックレスです。中には小さなプリザーブドフラワーやビーズが入

っています。光が当たる角度によってキラキラ輝きます。

（チェーン 50ｃｍ アジャスター5ｃｍ トップ 1.5ｃｍ）

1

ミニクリップ ペーパークイリング技法（細長く切った紙を、端から巻いてパーツを

作り、それらを組み合わせて作品を作る技法）で作ったお花などのパ

ーツを乗せたクリップです。（縦 4.5cm 横 1.2cm）

1

ミニチュア

ハウス

クラフトテープで作ったミニチュアです。イスや観葉植物など細

部までこだわって作っています。(縦 13cm×横 17cm×奥行 6cm)
1

販売価格：３，０００円（税込）

ＮＯ．４１８
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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

取扱事業所：あだち共労育成園（大玉村）

ＮＯ．１０３
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お楽しみ袋

※ 色・柄はお任せとなります。

販売価格 ： ５，０００円（税込）

取扱事業所：すずらん工房（伊達市梁川町）

商品名約 サイズ 数量

シートクッション 約40cm×40cm 厚み約6～8cm １

パッチワークカバー 縦29cm×横41cm １

リュック型ポーチ 縦15cm×横13cm×ﾏﾁ7cm １

会津木綿ペンケース 縦6cm×横20cm×ﾏﾁ2cm １

ペットボトルホルダー 500mlサイズのペットボトルが収納可能 １

ミニ巾着 11cm×11cm １

ポケットティッシュケース 縦12cm×横9cm １

日常生活で便利に使えて、尚且つ彩りと楽しさを持てる、温かみのある雑貨をまとめて
みました。一つ一つ丁寧に作りましたので、どうぞご活用くださいませ。

ＮＯ．１１５
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杜の花お楽しみ袋
人気商品の「うさ耳巾着」、おにぎりが２個入る「おにぎり巾着」、シュー
ズポーチ（大）（小）、フクロウぬいぐるみのセットになります。

会津木綿で作成した商品です。

ＮＯ．１４０

商品名 サイズ 数量

おにぎり巾着 幅17×高さ15cm １

うさ耳巾着 幅17×高さ18cm １

シューズポーチ（大） 幅19×高さ5cm １

シューズポーチ（小） 幅12×高さ5cm １

ぬいぐるみ 幅14×高さ11cm １

限定５セット

販売価格 ５,０００円（税込）

取扱事業所 ： 杜の花（福島市）
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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。

ＵＫＯＫＯＲ Ｅｎｊｏｙ Ｂａｇ

品名 サイズ 数量

花ふきん 縦34cm×横34cm １

ふりぃポーチ 縦9cm×横12cm １

巾着袋 縦31cm×横26cm １

ミニ巾着袋 縦22.5cm×横17.5cm １

たぁわぁしぃＥＣＯ 直径10cm １

HENP COASTER 直径10cm １

染SEN ふりーケース 縦34cm×横34cm １

なべしき 直径30cm １

※ 色・柄はお任せとなります。

販売価格 ５，０００円（税込）

取り扱い事業所：社会福祉法人緑樹の会

ＵＫＯＫＯＲ うつみね（郡山市）

ＮＯ．２０３
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お楽しみ袋

ホームウエアーとエプロンのセットです。

サイズ：フリーサイズ 色・柄はおまかせとなります。

限定 ４セット

販売価格 ５，０００円(税込）

取扱事業所：工房トマトハウス（郡山市）

ＮＯ．２０９
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発行：福島県授産事業振興会

福島県福島市御山町８番３０号
福島県保健衛生合同庁舎４階

電話 024-563.1228 ＦＡＸ 024-563-1234
Ｅ-ｍａｉｌ info@f-jusan.jp


