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全国福祉施設特選品ギフト
贈りものに心をこめて……

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。

A-2　長崎焼き菓子詰合せ Ｂセット

2,900円　　　
（税・送料込み）

A-1　長崎焼き菓子詰合せ A セット

A-3　長崎焼き菓子Ｃセット

2,480円　　　
（税・送料込み）

A-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）

3,320円　　　
（税・送料込み）

あったかご飯キット　　　　　　　　　　　　　　　　    　　《岩手県》

「逃げた先にある安心。もしもの備え」は、東日本大震災の避難所生活の体験から企画された新しい緊急時・災害時等備
蓄品です。15 ～ 20 分でいつでもどこでも「炊きたてのご飯が食べられるキット」です。

B-1 逃げた先にある安心。もしもの備え
スタンダード（２人用）×３箱セット＝6食

7,344円（税・送料込）

B-2 逃げた先にある安心。もしもの備え
コンパクトボックス（１人用）×４箱セット＝4食

5,616円（税・送料込）
１食のセット内容
①岩手県陸前高田市の復興ブランド米「たかたのゆめ」の “ アルファ
　化米 ”
②岩手県野田村の “ のだ塩 ”
③青森県世界自然遺産「白神山地」の “ ５年保存水 ”
④ご飯をアツアツに炊きあげる “ ヒートパックと加熱袋 ”
⑤食べる時に使用する “ スプーン ”

の５点がセットになっています。
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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。

C-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）

3,537円
（税・送料込）

C-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）

C-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1.3㎏）

4,860円（税・送料込）

C-4　上州牛のドイツ風ローストビーフ
　　　（正味４0０ｇブロック１個、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。

C- 5　ジャム三点セット
（ブルーベリー・林檎・無花果　各

正味260ｇ）（金箔押し、畳紙の化

粧箱入り）

2,750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。
C-6　平飼い自然有精卵　（10ヶ入り3パック）

2,295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。
C-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）

クール便 クール便

クール便
クール便

5,315円
（税・送料込）

4,636円
（税・送料込）



全国福祉施設特選品ギフト

2 3

麺類	 	 	 	 	 	 	 	 	《長崎県》

冷凍餃子３０個入り	 	 	 	 	 	 	 	 	《山形県》

（組み合わせ自由で２袋）　

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。

F-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

F-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。

F-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。

F-4 柚子こしょうねぎ餃子
鍋に入れても、茹でてお好みのたれで食べるのもおいしい　　熱々でどうぞ

F-5 鍋餃子 （北海道、中国、四国、九州、沖縄は別途３００円かかります）

コシのある麺としっかりしたスープが自慢。
あごらーめんはあっさりとしたしょうゆ味で
大人気。
D-1らーめん詰め合わせ
あごらーめん(3 人前 )  ×2 袋豚骨らーめん(3 人前 ) ×1 袋
坦坦麺 (3 人前 ) ×1 袋

3,500円（税・送料込）

手延べならではの細い麺とコシの強さが
特徴。
冬の進物には最適です。
D-2 手延べうどん・手延べそば詰め合わせ
手延べうどん(2 人前 )×4 袋、手延べそば(2 人前 ) ×4 袋
あごだしうどんスープ (5 袋入 ) × 3 袋

3,600円（税・送料込）

長崎といえば、ちゃんぽん・皿うどん。スープ
も付いているので簡単に調理できます。
D-3 長崎ちゃんぽん・皿うどん詰め合わせ
ちゃんぽん (2 人前 ) × 3 袋
皿うどん (2 人前 )　 × 3 袋 

3,500円（税・送料込）

肉まん	 	 	 	 　　　　　	 	 	《愛知県》

名古屋コーチンや知多三元豚をベースに、愛知の食材をふんだんに使用した、本格手包み中華まん。愛
知産小麦「きぬあかり」を100％使用した皮のモッチリとした食感は、「とてもおいしい」と評判です。
E-1 招福肉まん　バラエティーギフト 
個包装電子レンジ対応袋使用、野崎白菜肉まん（１００ｇ）×５、八丁味噌肉まん（１００ｇ）×３、名古屋コーチン肉まん（１００ｇ）×２

3,550円（税・送料込）

名古屋コーチンのスパイシーなカレーの中から、とろーり玉子が出てくる！！！
E-2 名古屋コーチンカレーまん 
個包装電子レンジ対応袋使用、名古屋コーチンカレーまん（１８０ｇ）×６　　　　

3,850円（税・送料込）
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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。

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

5,980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。
G-2 伊達の燻製　海の幸セット
 　　（銀鮭約60g×2切、大粒帆立3粒）

3,570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。

H-3 牛たんカレー　

810円（税込）

H-1 メガチキンカレー　甘口　

650円（税込）

H-2 メガチキンカレー　辛口

650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１万２千円以上は送料無料です。
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パフィ　　　　　　　　　≪福岡県≫

九州産小麦粉を使用。
しっとりとした口当たりの焼き菓子です。

J-1　パフィ10個入り 

2,800円
（税・送料込）

J-2　パフィ５個
　　ココアパフィ５個入り

2,800円
（税・送料込）

J-3　パフィ　２０個入り
4,100円
（税・送料込）

J-4　パフィ１０個・
　ココアパフィ１０個入り

4,100円
（税・送料込）

じゃあじゃあ麺　　　　      ≪岩手県≫

もちもち麺と特製肉味噌がクセになる

I-1　南部男の無口なじゃあじゃあ麺（６食）

　　　　　　3,240円
（税・送料込）

すぎのこハウス　　　　　≪山形県≫

プチピチとした新食感のえごまのクッキーやパウンドケー
キと、そば粉を使用しスーパーフードとして今話題のそばの
実を香ばしく炒って散らしたパウンドケーキは、他では購
入できない逸品です。贈答用に大きい箱、ご家庭用に食べ
きりサイズのケーキをご用意しました。是非ご賞味下さい。

K-2　えごまと味噌のパウンドケーキ＆そばの実パ
　　ウンドケーキ詰合せ　2,100円（税・送料込）

（えごまと味噌のパウンド１本・そばの実パウンド１本）または、（えごまと味

噌のパウンド（小）５個・そばの実パウンド（小）５個入り）

K-3　えごまと味噌のパウンドケーキ＆そばの実パ
　　ウ ンドケーキ詰合せ　2,800円（税・送料込）

（えごまと味噌のパウンド（小）8個・そばの実パウンド（小）8個入り）

K-4　えごまと味噌のパウンドケーキ＆
　　　　　　　そばの実パウンドケーキ詰合せ

3,300円（税・送料込）
（えごまと味噌のパウンド２本・そばの実パウンド２本入り）

クール便

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。午後のティータイムにいかがですか。

K-1　クッキー・パイ詰合せ     3,000円（税・送料込）
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焼き和菓子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《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。

L-1 風花  20枚入り　　
3,500円（税・送料込）

L-2 風花  15枚入り　　
3,000円（税・送料込）

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。

M-1  YAMASHIRO クッキー詰合せＡ
 ちゅい～る（ｱｰﾓﾝﾄ ・゙ココナッツ）　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

2,600円（税・送料込）

M-2 YAMASHIRO クッキー詰合せ B
ちゅい～る（ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ココナッツ・ｾｻﾞﾑ）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

3,600円（税・送料込）

L-3 ゆべし詰合せ 12個入

3,500円（税・送料込）
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みかんジュース　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　《熊本県》

和のギフト　　　　　   　《新潟県》

生おからを使用したヘルシーな焼きかりんとうと、十日
町産のさつまいも・かぼちゃで作ったパイと人気商品の
うめパイの詰め合わせギフトです。

O-1 和のギフト  （３色パイとかりんとうの詰め合わせ）

2,800円（税・送料込）

しょこら　　　　　　　　  　《愛知県》

手焼きした大豆せんべいをチョコレートでコーティングしま
した。チョコレートの優しい口どけとサクッとした食感が特徴
です。

P-1 ぱりまるしょこらギフトセット（5 個入り）

3,200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。

N-3 おっぺしゃんゼリー
温州みかん  （10本入り）　

3,791円（税・送料込）
※同一箇所なら４箱分まで送料同額

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（濃縮還元でな
い）ジュースです。みかん本来の
味がそのまま味わえます。

N-1　おっぺしゃんジュー
ス 温州みかん  （８本入り）

3,471円（税・送料込）
※同一箇所なら４箱分まで送料同額

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（濃縮還元でな
い）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。

N-2　おっぺしゃんジュー
ス河内晩柑   （８本入り）

3,471円（税・送料込）
※同一箇所なら４箱分まで送料同額

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。

N-4　おっぺしゃんゼリー
河内晩柑   （10本入り）

3,791円（税・送料込）
※同一箇所なら４箱分まで送料同額



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　フク）アイノワフクシカイアダチクオオヤタシュウロウ
　　　　　　　　　　シエンセンター


