
贈りものに心をこめて・・・冬
全国

福祉施設
特選品ギフト

肉まん ≪愛知県≫

いろんな味が楽しめる、おすすめセット。
A-1 招福肉まんバラエティーセット
（招福肉まん　１００ｇ×５個・招福八丁肉まん　１００ｇ×３個・招福

コーチンまん　１００ｇ×２個）

3,690円（税・送料込）

名古屋肉まん本舗で一番売れている、人気のセット。
A-2 招福肉まん特選セット
（招福コーチンカレーまん　１８０ｇ×４個・招福肉まん　１００ｇ×２
個・招福八丁肉まん　１００ｇ×２個）

3,990円（税・送料込）
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焼きあごとスパイスが香るカレースープと、コシの強い手延べう
どんのセットです。
C-1あごだしカレースープ＆手延べうどんセット
手延べうどん ( 2 人前 ) × 1袋、あごだしカレースープ ( 1 人前 ) × 2袋

2,600円（税・送料込）

本場長崎の味を、是非ご家庭でお楽しみください。
C-2長崎ちゃんぽん・皿うどん詰め合わせ
ちゃんぽん ( 2 人前 ) × 2袋
皿うどん ( 2 人前 )　 × 2袋 

3,200円（税・送料込）

手延べうどん・長崎ちゃんぽん＆皿うどん ≪長崎県≫

B-1 長崎焼き菓子 Aセット
カステラ5切カット（蜂蜜・抹茶・チョコ）各１本
焼きドーナツ（プレーン・ココア）各２個
ラスク（プレーン・フランス・黒ゴマ・コロコロ・メープル）各２袋

3,750円（税・送料込み）

蜂蜜・抹茶・チョコ・黒糖カステラの中から、ご希望の２本の組
み合わせが可能です。中身は10切カットになっています。
B-4 長崎かすてら半斤２本セット

2,240円（税・送料込み）

B-2 長崎かすてらの詰合せ
カットカステラ（4切入）（蜂蜜、抹茶、チョコ、黒糖）各2袋
長崎かすてらラスク（８本入）　2袋

3,823円（税・送料込み）

カステラ ≪長崎県≫
蜂蜜味だけではない、長崎のカステラをお楽しみください。

B-3 長崎かすてらとパウンドケーキの詰合せ
カットカステラ（4切入）（蜂蜜、抹茶、チョコ、黒糖)各1袋
長崎かすてらラスク（８本入）1袋
オレンジケーキ・チョコチップケーキ・ガトーショコラ 各5個

4,556円（税・送料込み）
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薄焼きの大豆せんべいと、そこにチョコレートをコーティング
した、大豆イソフラボンたっぷりのお菓子です！

D-1 ぱりまるしょこら
3,800円（税・送料込）

洋菓子 ≪愛知県≫ パイ・まんじゅう

地元のさつまいもとかぼちゃを白あんに練り込んだ自家製あんを
パイとまんじゅうで焼き上げました。
E-1 和のギフト 
（パイと焼きまんじゅうの詰め合わせ）

3,267円（税・送料込）

≪新潟県≫

F-1 手染めタオル１　大小各２枚 1,650円（税込）
F-2 手染めタオル２　大３枚小１枚 1,650円（税込)
F-3 手染めタオル３　大５枚小３枚 3,300円（税込）
F-4 手染めタオル４　大小各４枚 3,300円（税込）

F-5 藍染めタオル１　２枚　　　1,650円（税込）
F-6 藍染めタオル２　４枚　　　3,300円（税込）

タオル ≪東京都≫

※地域別送料がかかります。

手染めタオルは、赤、黄、紫、緑、水色、オレンジ、ピンクの7色で染めさせていただいた商品です。
藍染めタオルは、インド藍を使用し、染めさせていただいた商品です。
※手染めタオルの色に関しまして在庫状況に応じて出荷させていただきます。

深いコーヒーの香りがくつろぎの時間を一層豊かに演出します。
あいのわコーヒーとほろ苦コーヒー、二つの味わいをぜひ楽しん
でみて下さい。
H-1あいのわコーヒー＆ほろ苦コーヒー
  （各ドリップコーヒー１０杯入り）

2,500円（税込）

コーヒー ≪東京都≫

※地域別送料がかかります。

カレー

カフェで提供しているトマトベースの本格的なチキンカレーをご家
庭でも楽しめるようレトルトにしました。
G-1 ふぉらんレトルトカレー　5食セット

2,700円（税込）

≪東京都≫

※梱包料（2 個セットまで 100 円（税込）、5 個セットまで 140 円（税
込）5 個セット以上　220 円（税込））と地域別送料がかかります。
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I-1 おひとり様セット
（ソーセージ3種、ベーコン、ドイツ風ロースハムスライス一種、正味400g）

3,650円（税・送料込）

I-2 お徳用ハムソーセージセット
 （ソーセージ3種、モモ肉ハム1種、ドイツ風ミートローフ1種、フラ ンス製

粒マスタード瓶入り、正味730ｇ）

4,620円（税・送料込）

I-3 お徳用五人家族向け　ハムソーセージセット
（ソーセージ4種、ドイツ風ロースハム1種、フラ ンス製粒マスタード瓶入

り、正味約1.1㎏）

4,600円（税・送料込）
I-4 上州牛のドイツ風ローストビーフ
（正味300ｇブロック１個、ソース、西洋わさび入り化粧箱入り）

5,500円（税・送料込）

富岡で採れた果物です。ブルーベリーは自舎農場で栽培して
います。無農薬有機栽培の認定を受けています。

I- 5ジャム三点セット
（いちご・ブルーベリー・りんご・無花果の中から3種　各正味260ｇ 箔押
し、畳紙の化粧箱入り）

2,820円（税・送料込）

平飼いしている鶏の有精卵です。大地をしっかと踏みし
め、すくすくと育っています。
I-7 平飼い自然有精卵
（10ヶ入り3パック）

2,780円（税・送料込）

有精卵6個、ジャム2個、熟成サラミ、ドイツ風ミートローフ
の詰め合わせセットです。
I-8 大地の恵みを喰らう

5,670円（税・送料込）

クール便

群馬県産の上州牛を使用したハンバーグ6個セットです。
I-6 上州牛のハンバーグ
（160g × 6個）

5,000円（税・送料込）

大地の恵み ≪群馬県≫
有名デパートの通販商品を格安でお届けします。配送日時を指定できます。２１時までの配送指定が可能です。
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かつてないしっとりやわらかな燻製 .封を切った瞬間に燻製の豊
かな香りが広がります。塩味を控え素材の味を最大限引き出しま
した。お子様からご高齢の方までおいしく召し上がれる逸品です。
K-1 伊達の燻製　潮風セット
銀鮭（80g程度）×3切れ、メカジキ（60g程度）×1切れ、大粒帆立（25g程度）×４粒

6,090円（税・送料込）

ワインやお酒の友に！ご贈答はもちろんご自宅でも楽しみたい
方にもピッタリのセットです。
K-2伊達の燻製　海の幸セット
銀鮭（80g程度）×2切れ、大粒帆立（25g程度）×3粒

3,570円（税・送料込）

燻製 ≪宮城県≫

≪山形県≫洋菓子

一つひとつ心を込めて作った、添加物が一切入っていない体
に優しいお菓子です。午後のひと時にいかがですか。
J-1 クッキー詰合せ　　1 袋 5個入り× 18袋

3,000円（税・送料込）

水土舎のブルーベリーは無農薬有機栽培のJAS認定を受
けています。2k以上のご注文は5％引きで販売いたします。
I-9 JAS 認定有機ブルーベリー　1kg（冷凍）

2,620円（税・送料込）

みかんジュース

熊本県特別栽培農産物「有
作くん」の認定を受けた、熊
本県河内町のみかんのみ
を使用した、100％ストレー
トジュースです。みかん本
来の味がそのまま味わえま
す。
L-1 おっぺしゃんジュー
ス温州みかん  （８本入り）

3,511円（税・送料込）

熊本県特別栽培農産物「有
作くん」の認定を受けた、熊
本県河内町の河内晩柑のみ
を使用した、100％ストレート
ジュースです。酸味が程よく
スッキリした味わいが好評で
す。
L-2 おっぺしゃんジュー
ス河内晩柑   （８本入り）

3,511円（税・送料込）

熊本県特別栽培農産物「有
作くん」の認定を受けた、
熊本県河内町のみかんのみ
を使用しました。みかんの
風味が口いっぱいに広がり
ます。

L-3 おっぺしゃんゼリー
温州みかん  （10本入り）

3,831円（税・送料込）

熊本県特別栽培農産物「有
作くん」の認定を受けた、
熊本県河内町河内晩柑の
みを使用しました。口当たり
よくさわやかな後口が癖に
なります。

L-4 おっぺしゃんゼリー
河内晩柑   （10本入り）

3,831円（税・送料込）

※ジュース同士、ゼリー同士であれば入り数内での組み合わせは自由に出来ます。
　（例：みかんジュース4本と晩柑ジュース4本のセット等）
※同一箇所なら４箱分まで送料同額（5箱以上は別途送料）

≪熊本県≫

※濃縮還元ではありません

※北海道・沖縄は追加送料がかかります。北海道 1000 円・沖縄 800 円
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赤いラベルの「ミートソース風」は、自社栽培の高糖度ミニトマト
と大船渡の特産品「さんま」で作られています。
素材にも配慮し、「アレルゲンなし」で仕上げていますので、お子
様からお年寄りまで安心してお召し上がりいただけます。平成
３０年度岩手県ふるさと食品コンクールにて「優秀賞」と「さんて
つ特別賞」をダブル受賞、岩手県水産加工品コンクールにて「岩
手県民特別賞」を受賞し、大船渡市のお土産としても人気です。
新しいさんまの食べ方をお試しください。
M-1トマさんソース　スタンダードセット
　　（ソース＝300g×４種セット）

4,120円（税・送料込）

パカッと開けて食べられる軽めの１食分（110g缶）がセットに
なっています。
パスタ、カレー、ディップソース、トースト、ホットサンドなどいろ
いろな食べ方でお楽しみ下さい。
仲間でシェアしていただくにも便利です。
M-2トマさんソース　バラエティセット
　　（110g缶×４種×３セット）

5,960円（税・送料込）

岩手県のブランド米「銀河のしずく」、「金色の風」と陸前高田市
だけで栽培されている東日本大震災の復興ブランド米「たかた
のゆめ」の３種がセットになっています。
M-4 いわてのお米食べ比べギフト
　　（３合（450g）×３銘柄）

3,472円（税・送料込）

≪岩手県≫三陸・大船渡 特産品

トマさんのカレーで食欲をアップして、元気に乗り切りましょう！
お米もセットになっています。ご飯を炊いて、カレーを温めれ
ば「新しいサンマの食べ方、岩手の美味しさ」をすぐお召し
上がり頂けます。
M-3トマさんソース　カレーセット
　　（カレー３種＋いわてのお米３種）

5,204円（税・送料込） この「もしもの備え」という非常食は、当会の代表が東日本大
震災の避難所での食事があまりに非日常的すぎて、「温かい食
事」が口に出来るだけでも“辛さや寂しさ”を紛らわすことが出
来ただろうに…と感じて「温かいご飯」と「どうぞ」と１回で受け
渡しできるキット型にこだわって形にしたものです。
おにぎりの列に並び、水の列に並び、缶詰の列に並ぶ・・・とい
う長時間の物資配布に障害のある方や高齢の方々は耐えられ
ず、受け取れないこともしばしばあったからです。
そして、停電は不安とトラブルを増しました。
「もしもの灯り」は本体の底に１～２ｃｃほんの１滴の水分が
あれば、電池も充電も不要で１週間以上連続点灯するライト
です。
家、車の中、職場のロッカーなど「もしも…」の事態は防災バッ
グのある場所で起きるとは限りません。「もしも…」の１食を確
保できるように整えましょう。
M-5もしもの備え　安心セット
　　（非常食（２人食入）＋LEDライト１個）

4,178円（税・送料込）
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O-3キーマカレー　　　　　　　　　　　　　　576円（税込）

香味野菜ブイヨン、熟成トマトペースト、20種のスパイスをブレン
ドした本格ルウにホロっとやわらか鳥足一本で贅沢に仕上げました

O-1メガチキンカレー　甘口　　　650円（税込）
O-2メガチキンカレー　辛口　　　650円（税込）

本格カレー・石けん ≪宮城県≫

バターと豆乳で贅沢に仕上げたコクとまろやかさ、スパイス香る豚
ひき肉にひよこ豆がアクセント。スプーンが止まらない美味しさ！

純正植物油100％を使用したハンドメイド
石けんの4種セットになります。セット内容
はアボガド＆スイートアーモンド石けん、オ
リーブ100％石けん、どくだみ石けん、レッ
ドクレイマーブル石けんになります。
O-4 手作り固形石けん4種セット
　　　　　　　　2580円（税込）

※送料は東北 850 円・関東山梨 1000 円です。その他は地域別送料がかかります。尚、発送先１カ所につき、お買い上げ１万円以上は送料無料です。
贈答用の化粧箱を使用する場合は別途１００円となります。必要な方はご注文ください。

原料にEM発酵液（自然界に有能な微生
物）を配合し、環境にも優しい石けんになり
ます。無添加なので敏感肌の方にも刺激が
少なく、頑固な油汚れもスッキリと落とします。

肌に優しい「純粋無添加」な石鹸の3個セッ
トになります。乾燥肌、敏感肌、肌トラブル
に悩む方や赤ちゃんにも安心してお使いい
ただけます。

O-5 涼蘭石けん1.5kg
　　　　　　　　　　 528円（税込）

O-6わらしべ石けん3個セット
　　　　　　　　　　 720円（税込）

良質なバターに茹でた紅花卵の黄身だけを加え風味よく、
さらに桜の花を添えて上品に焼き上げたクッキーです。

N-1 風花 クッキー 15枚入 3,240円（税・送料込）
N-2 風花クッキー 20枚入 3,780円（税・送料込）

良質なもち米に地元山形産の味噌・醤油を加え、たっぷりくるみ
を混ぜ、美味しく仕上げました。

N-3くるみゆべし詰合せ　　　　　　3,780円（税・送料込）

クッキー・和菓子 ≪山形県≫



電話 : 03-5849-2028　Fax :03-5849-2029
営業時間：9:00～16:30　定休日：土・日・祝日
〒120-0001　東京都足立区大谷田 1-44-3

足立区大谷田就労支援センター

ギフト商品のお申し込みは

お支払いは下記の振込先までお願いいたします
振込口座　足立成和信用金庫（1327）
　　　　　佐野支店（008）
　　　　　普通預金　口座番号　0933462
　　　　　口 座 名　福）あいのわ福祉会　足立区大谷田就労支援センター

クール便冷凍餃子 ≪山形県≫

にんにくが効いた、これぞ餃子！やみつきになるおいしさです
P-1 べにぃちゃん餃子（にんにく入）　３０個入り

辛くないのでお子さんでも美味しく食べられます
P-3カレー餃子　３０個入り

にんにくが苦手な方やにんにくを食べると次の日が心配という
方におすすめ
P-2 べにぃちゃん餃子（にんにくなし）　３０個入り

さわやかな柚子の香りと辛みの強い大人向けの味です
柚子こしょうとねぎと豚肉の組み合わせが最高においしい餃子です
P-4 柚子こしょうねぎ餃子　３０個入り

3,500円（税・送料込）（北海道、中国、四国、九州、沖縄は別途３００円かかります）組み合わせ自由で2袋


