
2017年夏号

贈りものに心をこめて……

全国福祉施設特選品ギフト

夕張メロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪北海道≫

大地の恵みをたっぷり受けたジューシーな夕張メロンです。

A-1 秀品　1.3㎏～×２玉　         8,000円（税・送料込）
A-2 秀品　大箱8㎏ 5～ 6玉　16,500円（税・送料込）
A-3 優品　1.3㎏～　×　２玉　　6,000円（税・送料込）
A-4 優品　大箱8㎏　5～6玉　13,500円（税・送料込）
A-5 良品　1.3㎏～　×　２玉　　5,000円（税・送料込）
A-6 良品　大箱8㎏　5～ 6玉		10,500円（税・送料込）
	 （７月１０日～７月３１日までの販売となります。）
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クッキー　　　　　　　  ≪山形県≫
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。

B-1　風花15枚入り

3,000円	（税	・送料込）
			

B-2　風花20枚入り

3,500円（税・送料込）

和のパイ　　　　　　　≪新潟県≫

梅酒梅を種ごと白餡で包みパイで焼き上げた当事業所
一番の人気商品「うめえパイ」と、地元の薩摩芋と南
瓜を使った「さつまいもパイ」「かばちゃパイ」の、3
種のパイ詰め合わせギフトです。

C-1　和のギフト
（パイ3種 12個セット）

・うめパイ（梅酒梅＋白餡）、さつまいもパ
イ（薩摩芋餡＋黒胡麻）、かぼちゃパイ（南
瓜餡＋白胡麻）

2,580円（税・送料込）

クール便アイスクリーム　　　　    ≪千葉県≫
新鮮な牛乳を主原料とした質の良いアイスクリームです。

Ｅ-1　スタンダードセット　　　（１０個入り）
バニラ、抹茶、チョコ、ストロベリー、ロイヤルミルクティーを各２個

4,772円（税・送料込）
Ｅ-2　よくばりセット　　　（14個入り）
バニラ、抹茶、チョコ、ストロベリー、ロイヤルミルクティー、梨を各２個、ピーナッ
ツ、菜の花の丘のバニラアイスを各１個

5,972円（税・送料込）

ピッツェル　箱の詰合せ   ≪岩手県≫
雑穀の生産量日本一を誇る岩手県で、地場産雑穀を食べやす
く加工し材料に拘り、１枚１枚手作りで丁寧に焼き上げました。
８種類、それぞれ風味豊かなバターの香りと素材の旨味を活
かしております。それぞれの味比べをお楽しみください。

G-1　ピッツェル（８種）　12枚入り　　3,700円
（税・送料込）

※7月～9月はクール便代が220円かかります。

みかんジュース　　　　  ≪熊本県≫
「有作くん」の認定を受けた寺本果実園のみかんのみ
を使った濃縮還元でない100%ジュースです。

F-1　おっぺしゃん温州みかんジュース180ml
　　　（８本入り）

3,723円（税・送料込）洋菓子　　　　　　　　≪愛知県≫

特定原材料7品目（小麦・乳・卵・えび・かに・そば・落花
生）不使用のお菓子です。「みんないっしょに」ぱりぱり
の食感をお楽しみください。紅茶はシーズンにより種類
が変わります。

D-1　ぱりまるギフト
4,010円（税・送料込）
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H-1　YAMASHIROクッキー
　　　詰合せＡ
　2,600円（税・送料込）
ちゅい～る（アーモンド・ココナッツ）各５

枚、スノーボール・プレーン（５個入り）２

袋、スノーボール・リンゴ（５個入り）２袋、

スノーボール・カシス（５個入り）２袋

ちゅい～る　　　　　　　≪青森県≫

ちゅい～るのナッツの香ばしさとスノーボールは雪をイ
メージするホロホロした食感です。

パフィ　　　　　　　　　≪福岡県≫

パフィは、九州産小麦粉を使った、しっとりとした口当たり
の焼き菓子です。

H-2　YAMASHIROクッキー
　　詰合せB
　3,600円（税・送料込）
ちゅい～る（アーモンド・ココナッツ・セザム）

各５枚、スノーボール・プレーン（５個入り）

３袋、スノーボール・リンゴ（５個入り）３袋、

スノーボール・カシス（５個入り）３袋

I-1　パフィ10個入り 

2,200円
（税・送料込）

カステラ	 《長崎県》

はちみつ味だけではない、長崎のカステラをお楽しみく
ださい。
J-1 長崎焼き菓子詰合せ A セット

 3,320円（税・送料込み）

J-2 長崎焼き菓子詰合せ Ｂセット

2,900円（税・送料込み）

J-3 長崎焼き菓子Ｃセット 　

2,480円（税・送料込み）

J-4 長崎かすてら2 本セット （軍艦島デザイン BOX）
2,060円（税・送料込み）

I-2　パフィ５個
　　ココアパフィ５個入り

2,200円
（税・送料込）

I-3　パフィ　２０個入り
3,400円
（税・送料込）

I-4　パフィ１０個・
　ココアパフィ１０個入り

3,400円
（税・送料込）
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クール便

N-1 南部男の無口なじゃあじゃあ麺（６食）

3,024円（税・送料込）

じゃあじゃあ麺　　　　　　　　　　　　　　　		　　　　　　《岩手県》
もちもち麺と特製肉みそがクセになる。

たかたのゆめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　《岩手県》

東日本大震災で甚大な被害を受けた陸前高田市だけで栽培される復興ブランド米 (新しい品種 )です。
おにぎりに適した「冷めても美味しいお米」として一般社団法人おにぎり協会より認められています。

K-1 たかたのゆめギフト（大）
たかたのゆめ真空キューブ米（2合：300g）× 3個、たかたのゆ
めせんべい24枚（牛：ごぼう、溜：たまり、糖：ざらめ、辛：唐
辛子）4種各 6枚

3,996円（税・送料込）

K-2 たかたのゆめギフト（小）
たかたのゆめ真空キューブ米（2合：300g）× 3個　、たかたの
ゆめせんべい12枚（牛：ごぼう、溜：たまり、糖：ざらめ、辛：
唐辛子）4種各 3枚

3,348円（税・送料込）

一つ一つ手作りの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

L-1 クッキー詰合せ　1袋５ヶ入り・18袋

3,000円（税・送料込）

クッキー・チーズケーキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《山形県》

フランス産のキリークリームチーズをたっぷり贅沢に使ったチーズケーキで
す。賞味期限は冷蔵で1週間、冷凍だと熟成されてさらにおいしさアップし
ます！

L-2 チーズケーキ (10 個入り）

2,300円（税・送料込）
クール便
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燻製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宮城県》

今までにない。しっとり、やわらかな燻製をぜひともご賞味ください。
レンジで5秒温めますと燻製の豊かな香りが広がります。

O-1 伊達の燻製　薫風セット
         （銀鮭約80g×3切、メカジキ×1切、大粒帆立4粒）　

4,980円（税・送料込）

ご贈答用にはもちろん伊達の燻製をご自宅でも楽しみたい
方にもぴったりのセットです。
O-2 伊達の燻製　お手軽セット
 　　（銀鮭約60gﾊｰﾌﾞなし×2切、大粒帆立3粒）

2,980円（税・送料込）

そうめん	 《長崎県》

ちょっとしたご挨拶に大好評のセット。
M-1 手延べそうめん詰め合わせ A
手延べそうめん×1袋、黒ごまそうめん×1袋、梅そう
めん×1袋、めんつゆ×6袋

2,600円（税・送料込）

4種類のそうめんが入ったオススメセット。
M-2 手延べそうめん詰め合わせ B
手延べそうめん50g× 16束、黒ごまそうめん	50g × 8
束、梅そうめん50g× 8束、柚子そうめん50g× 8束

3,600円（税・送料込）



本格カレー 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宮城県》
じっくり炒めたペーストと特製ブイヨンで仕上げました。

Q-3 レトルト牛たんカレー　（1人前	250ｇ）

970円（税込）
Q-4 レトルトカレー牛たん　（1人前	180ｇ）

640円（税込）
Q-5 レトルトカレー和風すーぷ

520円（税込）

Q-1 レトルトチキンカレーマイルド　（1.5人前	350ｇ）

730円（税込）
Q-2 レトルトチキンカレースパイシー　（1.5人前	350ｇ）

730円（税込）

ホロッとやわらか鶏足一本の本格カレー 厚く切った牛タンの本格カレー	 	

※東北・関東甲信越は送料６００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１万以上は送料無料です。

冷凍餃子３０個入り	 	《山形県》
（組み合わせ自由で２袋）　べにぃちゃん餃子（にんにく入）　　べにぃちゃん餃子（にんにくなし）　カレー餃子　柚子こしょうねぎ餃子　
トマトチーズ/バジル入餃子

組み合わせ自由で2袋3,400円（税・送料込み）

クール便

にんにくが効いた、これぞぎょうざ！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）

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）

山形県授産製品・商品品評会で優秀賞を受賞しました。子どもから大人まで好まれる味に仕上がっていておい
しいと絶賛されました。

P-3 カレー餃子	

さわやかな柚子の香りと辛みが口いっぱいに広がる大人向けの味です。
“柚子こしょう”と“ ねぎ ”と“ 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

ピザ感覚で食べられる餃子！おやつやビールのおつまみとしても最高です。

P-5トマトチーズ / バジル入餃子

（北海道、中国、四国、九州、沖縄は別途３００円かかります）
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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。夜間は２１時までの配送指定が可能です。

R-1　お一人様セット
　　 （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425g）り

3,400円
（税・送料込）

R-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670ｇ）

4,500円
（税・送料込）

R-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、正味約1200g）

4,860円（税・送料込）

R-4　上州牛のドイツ風ローストビーフ
　　　ローストビーフ４0０ｇ、ソース、西洋わさび入り）

　　　（化粧箱入り）

4,860円
（税・送料込）

富岡で採れた果物です。ブルーベリーは水土舎の自舎農
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。

R- 5　ジャム三点セット
（ブルーベリー・苺・無花果　各正

味260ｇ）（金箔押し、畳紙の化粧

箱入り）

2,800円（税・送料込）

平飼いの有精卵です。大地をしっかと踏みしめ、健康な
環境ですくすくと育っています。
R-6　平飼い自然有精卵　（10ヶ入り3パック）

2,160円
（税・送料込）

大地の恵みいっぱいの商品の詰め合わせです。
R-7　大地の恵みを喰らう
（有精卵6個、ジャム2個、熟成サラミ、納豆3個、ドイツ風ミートローフ）

5,180円
（税・送料込）

クール便



ギフト商品のお申し込みは
電話 :03-5849-2028　Fax:03-5849-2029（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	ギフト事業係

お支払いは下記の振込み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


