
ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

2 （社福）みのり園 みのり園 宮城県仙台市 三連フクロウ ¥500

廃油石けん（粉） ¥300 内容量：250ｇ

・廃油から作られていてエコ!!使用済み植物油を、沈殿と濾過で精製した後、リサ
イクルしてせっけんの原料に使用しています。
・蛍光増白剤や合成界面活性剤などの添加物を加えていないので、自然環境に
優しく、生分解も早いので川や海を汚しません。
・添加物を加えていないので手肌に優しいです。台所用洗剤として最適です！

廃油石けん（液） ¥300
内容量：500ｍｌ ・EM菌と呼ばれる、酵母などの自然界の有用な微生物により除菌ができ、環境

に優しく食器洗いをすることができます。

ポストカード ¥100
サイズ：手紙サイズ

・障害をもった男性がもちゃんがパソコンを使ってデザインしています。
・動物や乗り物などかわいいイラストがたくさん。
・メッセージを書いて友達や両親など大切な人に送ろう！
・色がきれいなので、額に入れて飾るも良し！

缶バッジ（小） ¥200
・障害をもった男性がもちゃんがパソコンを使ってデザインしています。
・動物や乗り物などたくさんのイラストをバッジにしました。
・リュックや帽子につけてもおしゃれです。

エコポット ¥150

・いろんな色がありますが、どれも淡くて優しい色です。
・再生紙と水だけで作成しているエコな商品です!!
・着色はせず、原料となる紙そのものの色を使っています!!
・エコポットでお気に入りの観葉植物を育てよう！
・使い終わったら、埋めて、土に還しましょう。

七夕ストラップ（スワロフスキー） ¥700

・有名な仙台の七夕祭りをモチーフにしたストラップです。
・一品一品心をこめて手作りで作っています。
・一つ一つ色が違います。
・スワロフスキーを使っています。

七夕ストラップ（ノーマル） ¥600

・ピンクとブルーの２色
・有名な仙台の七夕祭りをモチーフにしたストラップです。
・一品一品心をこめて手作りで作っています。
・2011年夏の新製品です。

ヘアピン ¥150

ヘアゴム（小） ¥150

ヘアゴム（大） ¥400

天使ストラップ ¥500

クローバーストラップ ¥800

バッグストラップ（小） ¥500

4 (社福）わらしべ舎西多賀工房 わらしべ舎西多賀工房 宮城県仙台市

5 （社福）仙台市手をつなぐ育成会 とちのき 宮城県仙台市

6 （社福）緑仙会 パルいずみ 宮城県仙台市

iwamoto
タイプライタ
雑貨商品一覧



ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

バッグストラップ（大） ¥1,500

象パズル
大：￥1,000

小：￥700

・木材は主にヒバを使用!!
・安全を考慮し、色塗り等の加工はしていません！

木工玩具 \600～

・ヒコーキ、自動車、ウマ、ウサギ、象、トリの親子、ヘリコプター、猫、キリン、カ
エルなど各種取り揃えています。
・木材は主にヒバを使用!!
・安全を考慮し、色塗り等の加工はしていません！
※写真はヒコーキ

しおり

動物,メルヘ
ン：
\50

詩入り：
\100

・フェルト動物、詩入り、メルヘンなど各種取り揃えています。

まゆだま ¥150
内容量：3個入

・まどか荒浜は、津波により全壊。利用者と職員は、仙台ワークキャンパスの中に作業ス
ペースを借り、商品を製造しています。
・まゆ玉は肌の潤いを保つとともに、透明感のある肌へと導くと言われているセリシンが多
く含まれています。お湯に3～5分位浸し、目じりや小鼻、ひじやかかとをなでるように使用
して下さい。非常に細かいシルク繊維が、毛穴の奥に詰まった古い角質や汚れを取り除く
ので、美肌効果が期待できます!!

福幸だるま ¥600

・まゆだまで「復興」と「福幸」をかけたダルマを作りました。
・赤：「開運」「大願成就」運が上向くように
・緑：「健康」「家内安全」体調が上向くように
・黄：「豊縁」「金運」景気が上向くように

9 （社福）いずみ授産所 いずみ授産所 宮城県仙台市
猫の手ストラップ
（白、ミケ、黄トラ、茶トラ、白トラ）全5種

¥300

・ガラス細工のストラップです。
・一つ一つ丁寧に仕上げています!!この精度でこの値段は絶対にお勧めです。
・入荷するとすぐに売り切れる人気商品です。

10 クリップ（小） ¥200
内容量：3個入

70～

・動物、花などかわいいデザインがついたクリップです。
・テーブルの上の書類をこのクリップでちょっとはさむことで癒されること間違いな
しです。

なべしき（イヌ、ネコ、ウサギ） ¥800

キッチンペーパースタンド（イヌ、ネコ、ウサギ） ¥800

はしおき ¥200

・十二支とその他の動物全25種類!!
・電ノコで形を整え、ひとつひとつきれいに磨き上げています!!
・家族全員の干支をそろえよう！全部見つけられるかな？
・ちょっとしたインテリアとしてもオススメです。

ナチュラルマグネット ¥250

メモアニマル ¥300

がまがま ¥1,300

・さおり織で作ったかえるの小銭入れです。
・かわいいがまがまが、あなたを覗き込みます。
・お金がたまる事間違いなし！
・小物入れやインテリアとしてもおススメです。

（社福）仙台市手をつなぐ育成会 ワークつるがや 宮城県仙台市

11 （社福）仙台市手をつなぐ育成会 ワーキングギルド花梨 宮城県仙台市

6 （社福）緑仙会 パルいずみ 宮城県仙台市

まどか荒浜

7 （社福）一寿会 一寿園 宮城県仙台市

総額1万以上宮城県仙台市8 （社福）円

12 （社福）胆沢コスモス会 コスモスの家 岩手県奥州市



ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

まめねこサイフ ¥1,300

・さおり織で作った猫の小銭入れです。
・小物入れやインテリアとしてもおススメです。

ゆめぞう ¥1,000
・中にポプリ(ラベンダー)が入っていていい香りがします!!
・香りをかわいさに癒されること間違いなし!!

まめねこ ¥1,000
・中にポプリ(ラベンダー)が入っていていい香りがします!!
・香りをかわいさに癒されること間違いなし!!

16 NPO法人黒川こころの応援団 さをり本舗ねこや 宮城県黒川郡 さをりストラップ ¥700
・さおり織のストラップです。
・布の部分を作るだけで約2時間もかけてじっくりと作り上げています。

桐整理箱 （塗装仕上げ・大） ¥5,600

【サイズ】
外寸：高さ320mm×幅300mm×奥行き235mm、
引出内寸：高さ70mm×幅253mm×奥行き
205mm

・和装小物や貴重品の整理に便利な、総桐作り三段引き出しの整理箱です。記
念品やご贈答品としてもふさわしく、桐独特の落ち着いた風合いが高級感を醸し
だします。シンプルなデザインは、和風モダンなインテリアとしてどんなお部屋に
もアレンジできる万能の品です。
・銅、塗装仕上げ

桐整理箱 （焼き加工仕上げ・大） ¥5,600

【サイズ】
外寸：高さ320mm×幅300mm×奥行き235mm、
引出内寸：高さ70mm×幅253mm×奥行き
205mm

・"和装小物や貴重品の整理に便利な、総桐作り三段引き出しの整理箱です。
記念品やご贈答品としてもふさわしく、桐独特の落ち着いた風合いが高級感を
醸しだします。シンプルなデザインは、和風モダンなインテリアとしてどんなお部
屋にもアレンジできる万能の品です。
・桐、塗装仕上げ

オリジナルキャンドル
（ヤクルト型、プリン型）全2種

¥300

・ヤクルト型とプリン型の２種類
・結婚式で使われたキャンドルを再利用して作られたエコなキャンドルで、幸せを
分けてもらえるにちがいなし!!
・1つ1つ色が違う!!
・キラキララメ入り!!

フローティングキャンドル ¥400
内容量：2個入

・水に浮かべるキャンドルです!!
・お風呂に浮かべて、癒されてみてはいかがでしょうか

米袋加工品メモホルダー ¥500

・お米を入れる米袋から作られている。
・ひとつひとつ丁寧に染めあげて、アイロンをかけて、きれいに作られたもので、
手作りだからこそできる商品です。

米袋加工品ポチ袋 ¥500
内容量：5枚入

・お米を入れる米袋から作られている。
・ひとつひとつ丁寧に染めあげて、アイロンをかけて、きれいに作られたもので、
手作りだからこそできる商品です。

米袋加工品封筒（横・縦） ¥500
内容量：5枚入

・お米を入れる米袋から作られている。
・ひとつひとつ丁寧に染めあげて、アイロンをかけて、きれいに作られたもので、
手作りだからこそできる商品です。

米袋100円加工品各種
（名刺カード、メッセージカード、ポストカー
ド、
クラフトパーツ、かざぐるま）

¥100

・名刺カード、メッセージカード、ポストカード、クラフトパーツ、かざぐるま等
・お米を入れる米袋から作られている。
・ひとつひとつ丁寧に染めあげて、アイロンをかけて、きれいに作られたもので、
手作りだからこそできる商品です。

アクリルモップ ¥700

・アクリル毛糸100％使用!!
・洗えば、何度でもご使用いただけます!!
・モップは各社共通サイズ、今ならアクリル棒1本付き!!
・経済的でまさにエコ!!

竹とんぼ ¥1,000 ・昔なつかしの竹とんぼです。ひもで駆動するので高く飛びます！！

宮城県仙台市29 （社福）緑仙会 パル三居沢

友愛園 山形県新庄市

31 （社福）共生福祉会 仙台ワークキャンパス 宮城県仙台市

12 （社福）胆沢コスモス会 コスモスの家 岩手県奥州市

25 （社福）山形県手をつなぐ育成会

30 （特非）多夢多夢舎 多夢多夢舎中山工房 宮城県仙台市



ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

クラフトバック ¥2,500
・一つ一つ手編みで作られている一点もの!!
・夏、お出明けの際、お買い物の際に!!

クラフトかご
大：\700
中：\400
小：\200

・一つ一つ手編みで作られている一点もの!!
・小物入れなどにどうぞ!!

アクリルタワシ ¥250
・尐量の洗剤で汚れがよく落ちます!!
・ハート型やスイカ型などかわいい形がいっぱい!!

コースター（布、クラフト）全2種 ¥200
・２枚入り
・コースターとしてはもちろん、ちょっとしたインテリアとしてもgood!!

ケータイクリーナー ¥500
・ミサンガをつなげたケータイクリーナー!!
・すべて手作りの一点もの!!

サマーハット ¥1,500

手編み小物入れ ¥700

・手編みの小物入れです。大・中・小の３サイズ（大７００円、中４００円、小２００
円）。

シュシュ ¥200
・とってもカラフル。選ぶのが楽しくなるシュシュです。

しおり ¥350 鮮やかな色がたくさんあり、選ぶのが楽しくなるしおりです。

キーホルダー（刻印） ¥750

人形ブローチ ¥850

箱型サイフ ¥2,000

三角サイフキーホルダー ¥700

リンゴキーホルダー ¥700 小ぶりのリンゴがとってもキュート！バッグ、携帯、お好きな所に！

宮城県気仙沼市32 （社福）キングス・ガーデン宮城 幸町ブランチ

41 （特非）福島市あらい福祉会 ワークセンター歩 福島県福島市



ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

ネコキーホルダー ¥800

43 （特非）あたご あたご 福島県南会津郡 割り箸 ¥300
内容量：5本入

箸袋の柄がとっても素敵です。お客様にお出しすると喜ばれること間違いなし！

パズル

12ピース：
　　　　\1,500

9ピース：
\1,200

動物コロコロ ¥1,300

クリップ ¥80

合わせキーホルダー ¥400

ウォッシュクリーン ¥350

ティッシュBOXケース ¥650

ティシュケース ¥200

（社福）宮城県身体障がい者福祉協会 啓生苑 宮城県仙台市

44 （社福）牧人会

41 （特非）福島市あらい福祉会 ワークセンター歩 福島県福島市

あだち 福島県安達郡



ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

1 (特非)　麦の会 コッペ 宮城県仙台市

クッキー
＇ごま、ココナツ、紅茶、コーヒー、バター、
くるみチョコ、コンコンブル、ココア、ネグロ
ス（
全8種

¥100
内容量：3～4枚
賞味期限：90日 合計50

・バター：北海道産「よつ葉」のバター使用!!
・ごま：国産白ごまがたっぷり入って香ばしい!!
・ココナツ：・オーガニックココナツ＆バター。食べごたえ◎にじゅうまる
・紅茶：オーガニック・アールグレイ茶葉使用!!、紅茶の香りがgood!!
・ココア：高級純正ココアたっぷり!!、オーガニックアーモンドスライス入り!!
・くるみチョコ：チョコチップ＆オーガニックくるみたっぷりのクッキー!!
・ネグロス：フィリピン・ネグロス島の黒砂糖を使用。売り上げの一部が住民支援
になる「フェアトレード」商品!!
・コンコンブル：天然酵母使用の乾パン風クッキー、乳製品、卵不使用。

ミルクキャラメル ¥200
内容量：30g 7個入
賞味期限：28日

・材料にこだわり、100%手作りのミルクキャラメルです。
・リピーターが多い。
・甘くて疲れた時に食べると元気になります!!
・お昼休みのちょっとしたおやつにどうぞ!!

クッキー
＇ココア、マーブル、シュガー、チーズ、紅
茶、
レーズン、緑茶、ごまごま、チョコレート、
コーヒー（全10種

¥200
内容量：50ｇ
賞味期限：21日

・サクサクしてとても軽いクッキーです。
・多種多様の味があるみのり園のクッキーをご賞味あれ！

油麩 ¥400
内容量：4本
賞味期限：90日 70

・宮城の登米産の有名な油麩です。　・ボリュームあってヘルシーです。
・小麦粉＇グルテンという成分（を、油で揚げて作ったあげ麩です。
・お味噌汁に入れるだけで美味しいしジューシーです。
・宮城のＢ級グルメで有名。
・ケンミンショーで紹介されました！
・短く丸い形なのは、一般に売られているような長くまっすぐに揚げるのが難しいから。
　障害者の方が生産しやすいように、この形になっている。

油麩丼 ¥400
内容量：112ｇ
賞味期限：1年 70

・仙台名物の油麩がなんとどんぶりになりました！調理要らずで簡単。
・卵と一緒にレンジでチンするだけ！!

ラー油
＇ずんだ、桜こあみ、牛タン（

¥500
内容量：70g
賞味期限：1年 合計60

・ずんだ：ずんだ豆が甘くてまろやか。食べやすいので家族だんらんに最適の一
品です。
・牛タン：仙台名物の牛タンがたっぷり。濃い目で結構辛く、お酒の当てにもどう
ぞ！
・桜こあみ：南三陸産の桜こあみの佃煮を使用しています。エビの味がたまりま
せん。

トマトカレー ¥400
内容量：200g
賞味期限：2年

・お豆腐屋さんのゆば入りです!!
・パスタソースとしても使用していただけます!!
・野菜がたっぷり入っています。
・ちょっとピリ辛です。

牛タンカレー
タンとめしあがれ

¥600
内容量：180ｇ
賞味期限：1年

希望の缶詰＆高砂長寿味噌セット ¥1,200
内容量：
賞味期限：

かりかり豆 ¥250
内容量：90ｇ
賞味期限：30日

おからかりんとう
＇えび、かぼちゃ、さつまいも、えごま、
ごんぼの豆乳、（全5種

¥400
内容量：
賞味期限：90日

・ボリュームたっぷり、家族みんなで食べられるサイズです。
・チャック付きのパッケージで便利！

おからかりんとう＇小（
＇えび、かぼちゃ、さつまいも、えごま、
ごんぼの豆乳、（全5種

¥100
内容量：
賞味期限：90日

チキンカレー
＇マイルド、スパイシー（

¥700
内容量：350ｇ
賞味期限：1年

・鶏のモモ肉が、1本まるまる入っています。
・骨はスプーンで簡単に取れます!!
・スプーンでつつくと崩れるくらい柔らか!!
・辛さが選べるので、老若男女においしく食べていただけます。

宮城県伊具郡

宮城県柴田郡

宮城県仙台市

2 (社福)みのり園 みのり園

(社福（わらしべ舎西多賀工房4

3 (社福（はらから福祉会 はらから

わらしべ舎西多賀工房

宮城県名取市

宮城県登米市

iwamoto
タイプライタ
食品商品一覧



ID 法人名 施設名 所在地 写真 商品名 価格 基本情報 ロット 説明

牛たんカレー＇箱（ ¥1,000
内容量：250ｇ
賞味期限：1年

・何と牛タンがゴロッと入った手作りカレー!!
・仙台のお土産として大人気の一品です!!
・仙台名物の牛タンが思う存分堪能できます!!

牛たんカレー＇パウチ（ ¥700
内容量：180ｇ
賞味期限：

・何と牛タンがゴロッと入った手作りカレー!!
・仙台のお土産として大人気の一品です!!
・仙台名物の牛タンが思う存分堪能できます!!

乾燥きくらげ ¥400
内容量：20g
賞味期限：

・震災で苗床が流されてしまいましたが、復活しました！
・純国産の乾燥きくらげです。

乾燥しいたけ ¥300
内容量：25g
賞味期限：

・震災で苗床が流されてしまいましたが、復活しました！
・純国産の乾燥しいたけです。

14 (社福)仙台市肢体不自由児者父母の会 仙台自立の家 宮城県仙台市

クッキー
＇ショコラ、オレンジ、よしなり、シナモン、
塩、マーブル、ごま、ジンジャー、むらさき
いも、
むらさきいもマーブル、抹茶、ハーブ、レモ
ン、チョコチップ（全14種

¥300
内容量：60ｇ
賞味期限：40日 合計数量60～ ・種類が豊富で選ぶのが楽しいクッキーです。

・高級なよつ葉バターを使用し、しっとり食べ応えがあります。

イサダフレーク ¥250
内容量：20g
賞味期限：

・オキアミで作ったフレークです。
・鰹節と同じように豆腐やおひたしに使っていただけると思います。
・津波のひどかった陸前高田の施設で作られています。
・今年は地震の影響で2回しか漁に行けなかったものを加工
・当分、イサダ漁には出られそうにないので貴重!!

藻塩 ¥500
内容量：120g
賞味期限：

・昆布のだしが入ったお塩です。
・おにぎりに使っても美味しいお塩です。
・津波のひどかった陸前高田の施設で作られています。

ゆずまるクッキー ¥300
内容量：40g
賞味期限：

・ゆずの味がきいていてオイシイクッキーです!!
・想像より軽い歯ざわりでサクサク、フワフワ!!食べ出したら止まりません。
・

幻となりし海の幸
三陸の恵み

¥400
内容量：30g
賞味期限：

・わかめ、ふのり、イサダフレーク、藻塩の4種類が入って、三陸の海の幸が満載
です。
・いろいろなものを試してみたいという方にオススメ!!

サイコロさんま角煮 ¥400
内容量：100g
賞味期限：

・第57回　全国水産加工たべもの展　　『大阪府知事賞受賞』
・平成18年度　岩手県水産加工食品コンクール
　『岩手県水産加工業協同組合連合会会長賞』
・岩手・三陸産秋刀魚使用!!
・ご飯のおかず、おつまみ、お子様のおやつとしてどうぞ!!

あらびきさんま ¥500
内容量：80ｇ
賞味期限：

・「第57回全国水産加工食べもの展」　大阪府知事賞、
・「平成17年度・いわての産業まつり 特産品コンクール」岩手県市長会会長賞
・「平成22年度岩手県水産加工品コンクール」・岩手県知事賞
・岩手・三陸産秋刀魚使用!!
・ふりかけやおにぎり、チャーハンの具に!!

17 ＇社福（愛心福祉会 やましろ作業所 青森県青森市 YAMASHIROちゅい～る＇10枚セット（ ¥1,500
内容量：10枚＇アーモンド5枚／ココナッツ5枚（
賞味期限：180日 10

「ちゅい～る」とは、フランス語で“瓦”を意味する言葉。アーモンドやココナッツの
香ばしさに溢れ、さっくりとした食感が大人気の欧風焼き菓子です。オシャレな味
わいのお菓子「ちゅい～る」で、贅沢なティータイムをお楽しみください。

18 ＇社福（梵珠福祉会 アップルハウス大釈迦 青森県青森市 津軽のりんごジュース ¥4,500
内容量：190g×30本＇缶入り（
賞味期限：120日

・青森産のりんごをぎゅっと搾って缶詰にした100％ストレート果汁の純粋なりん
ごジュース。
・さわやかな酸味と甘みの絶妙なバランスで、後味すっきり。飲みやすいと評判
の絶品。

19 ＇社福（美景会 大石の里 青森県弘前市
リンゴジュース・アップルパウンドケーキ詰
め合わせ

¥2,500

内容量：アップルパウンドケーキ750g、リンゴ
ジュース「りんご汁」1000ml ×2本
賞味期限：ジュース1年／ケーキ35日

・青森の特産りんごのおいしさを余すところなく活かした、リンゴジュース「りんご
汁」と、そのリンゴをたっぷりと使用したアップルパウンドケーキの詰め合わせで
す。
・アップルパウンドケーキ750g、リンゴジュース「りんご汁」1000ml ×2本

13 (社福)矢本愛育会 ぎんの星

宮城県仙台市(社福（わらしべ舎西多賀工房4 わらしべ舎西多賀工房

あすなろホーム 岩手県陸前高田市

合計100～宮城県東松島市

15 (社福)燦々会
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野田塩ラーメン ¥1,200
内容量：麺120g×3食入、スープ30g×3食入
賞味期限：要冷蔵20日

・江戸時代から伝わる技法を再現して作られた「野田塩」は各種ミネラルを含
み、その「旨み」は寿司屋や料亭などでも幅広く使われています。そんな高級天
然海水塩を使用した、さっぱりとした中にも旨みのある天然塩ラーメンです。

南部男の無口なじゃあじゃあ麺 ¥1,800
内容量：麺180g*×6食入、肉味噌50g×6食入
賞味期限：要冷蔵14日

・岩手県の新しい名物であるじゃあじゃあ麺。最高のじゃあじゃあ麺を作ろうと立
ち上がった地元メンバーと共に開発されたオリジナル製品です。上質な南部小
麦を使い、自然な旨みを引き出したもちもち感の麺、それを引き立てる香ばしくコ
クのある秘伝の味噌ダレのセット。じゃあじゃあ麺にはうるさい地元民たちも納得
の美味しい製品に仕上がりました。

三陸海鮮ラーメン ¥1,800

内容量：麺120g×6
スープ＇醤油味（30ｇ×2
スープ＇味噌味（37g×2
スープ＇塩味（30g×2
賞味期限：高温多湿を避け30日

・エビ・カニ・魚介エキスをたっぷり使用した３種類のスープが特徴の海鮮ラーメ
ンです。岩手の海の味と香りをたっぷり詰め込みました。わかめ、エビ、ホタテ等
お好みで入れて頂きますとさらに美味しくお召し上がり頂けます。

三陸ほやラーメン ¥1,350
内容量：麺120g×3、スープ30g×3
賞味期限：要冷蔵20日

・「海のパイナップル」ともいわれる三陸の珍味「ほや」を麺に練りこんだラーメン
です。磯の香りが凝縮された「ほや」は粉末にする事により独特のうまみが生ま
れます。厳選した国内産「ほや」だけを使用しました。平成15年度岩手県水産加
工品コンクール優秀賞受賞。

佐助豚餃子・焼売セット ¥3,000

内容量：佐助豚餃子20g×10個、雑穀餃子20g
×10個、雑穀焼売25g×10個、海老焼売25g×
10個、ホタテ焼売25g×10個
賞味期限：製造後3ヶ月
冷凍保存

・地元、岩手の有名ブランド豚「佐助豚」を100％使い、その他の食材にもこだ
わった餃子・焼売です。二戸の久慈ファームで生産される佐助豚は非遺伝子組
み換えの飼料に、200～300万年前の地層から採取された植物性炭化物を加え
ることで肉の臭みとアクがカットされた豚肉。さらに、キメ細やかな肉質が特徴
で、細部までバランスよく入った脂は、低い温度で分解されることからジューシー
な食感が楽しめます。

お肉無しのヘルシー餃子・焼売セット ¥2,500

内容量：おからこんにゃく雑穀餃子20g×10個、
おからこんにゃくねぎ餃子20g×10個、納豆餃子
20g×10個、おから海老焼売25g×10個
賞味期限：製造後3ヶ月
冷凍保存

・お肉の代用品として大豆製品を使用し、お肉を使用した餃子と比較するとカロ
リー20%OFF、脂質60%OFFを実現したヘルシーな餃子・焼売です。お肉の代わり
に入っているのは、おからとコンニャクを合わせ、お肉のように加工した「おから
コンニャク」と呼ばれる食品を使用しています。

24 (特非)福祉ネットＡＢＣ ぴぁ 宮城県仙台市 伊達の燻製 ¥4,000

内容量：燻製銀鮭：80g×２切、燻製メカジキ：約
70g×１切、燻製ほたて：約30g×３個、燻製とう
ふ＇辛味噌（×1個、燻製とうふ＇ハーブ＆ペッ
パー（×1個
賞味期限：魚介類：冷凍60日・冷蔵10日／豆
腐：冷蔵7日

・宮城県特産「宮城白目大豆」を使用した豆腐や、宮城の海でとれた魚介類な
ど、宮城県産の原料にこだわった燻製です。漬け込み液に使用した自家製ハー
ブ入りのソミュール液が、魚の気になる臭みを取り、燻製の際に使用した桜チッ
プの薫る滑らかな味わいとなっています。

26 ＇社福（月山福祉会 月山 山形県鶴岡市 ワンちゃんビスケット ¥700
内容量：300g＇小袋100g入り×3袋（
賞味期限：120日　＇開封後30日（ 10

・安心・安全・健康にこだわって製造されたワンちゃんのおやつ・遊び・調教用ビ
スケット。原料は、鮮度の良い魚骨・魚肉・血合いをすり潰した物に緑黄色野菜、
豆腐カラなど、全て地元産の良質な素材を用いており、添加剤は一切使わず、
清潔に仕上げているのでワンちゃんだけでなく飼い主も食べられるほど安全で
す。

27 ＇社福（山形県身体障害者福祉協会 山形県リハビリセンター 山形県山形市 おてんば米姫 ¥350
内容量：１袋200g
賞味期限：常温にて製造日より30日 15

・山形県産米100％を使用し、醤油と砂糖で甘じょっぱく、昔懐かしの味に仕上げ
た丸型米菓子。
・サクサクした軽い食感はお茶うけに最適。手作りならではの保存料等は一切使
わず、山形のおいしいお米のみを使用したこだわりの商品です

28 ＇社福（仙台市手をつなぐ育成会 くるみの木 宮城県仙台市 えびポン・塩ごまポン ¥250
内容量：10枚
賞味期限： 計20

・塩味押さえ目のポン菓子です。
・えび味と塩ごま味があります。
・えびポン：三陸産干しえびと宮城県産ひとめぼれのポン菓子で
　素材本来のおいしさそのまま!!
・塩ごまポン：宮城県産ひとめぼれを使用した自然食!!
　ごまと塩の風味が絶妙なポンせんべい!!

季節のジャム＇さくらんぼ（ ¥550
内容量：
賞味期限：

・季節の果物で作られたジャム!!
・パンに付けて食べてもよし、ヨーグルトに入れて食べてもよし!!

季節のジャム＇晩柑（ ¥500
内容量：
賞味期限：

・季節の果物で作られたジャム!!
・パンに付けて食べてもよし、ヨーグルトに入れて食べてもよし!!

季節のジャム＇南高梅（ ¥550
内容量：
賞味期限：

・季節の果物で作られたジャム!!
・パンに付けて食べてもよし、ヨーグルトに入れて食べてもよし!!

あじ味噌 ¥500
内容量：150ｇ
賞味期限：90日

・甘いお味噌です。
・田楽や野菜スティックにつけてどうぞ!!
・炒りごまを擂って使用しているので、風味豊かな味噌に仕上がっています。
　ごはんのおともにはもちろん、味噌田楽にしていただいても、美味しくいただけ
　ます。

宮城県仙台市

岩手県久慈市

23 ＇社福（悠和会 ワークステージ銀河の里 岩手県花巻市

30 ＇特非（多夢多夢舎 多夢多夢舎中山工房

22 ＇社福（修倫会 福祉工場みずき
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33 ＇社福（翔友 みやこワークステーション 岩手県宮古市 自家焙煎珈琲はまなすブレンド ¥450
内容量：100g
賞味期限：焙煎日より6か月 10

・生豆を一粒一粒選別して焙煎した珈琲!!
・酸味が少なく、味わい豊かなブレンドをお楽しみください!!

34 (社福)洗心会 ワークショップひまわり 宮城県気仙沼市
ひまわりクッキー
＇プレーン・ゴマ・チョコ・黒砂糖・シュガー
各種2個ずつ入り（

¥200
内容量：40g
賞味期限：30日 30

・1つの袋でプレーン・ゴマ・チョコ・黒砂糖・シュガーの5種類の味を楽しめます!!

ドーナツ
＇プレーン、チョコ、チョコチップ、ラムレー
ズ、
抹茶（全5種

¥150
内容量：1個
賞味期限：14日

・プレーン生地に豆乳を練り込んだ、焼きドーナツです。
・チョコ：グレードの高いチョコを練り込んだタイプ。
・チョコチップ：チョコのもりのわに、さらにチョコチップを練り込みました。
・ラムレーズン：ラム酒が利いた、ちょっと大人の味のもりのわです。
・抹茶：抹茶を練り込んだ、和テイストのもりのわです。

おからのお茶 ¥300
内容量：10袋入
賞味期限：

・からだにやさしいノンカフェイン＆カロリーゼロ！！
・おからを原料に作られています。食物繊維、大豆イソフラボン、脂肪の吸収を
抑えるサポニン含有。
・水出し・お湯だし対応。１リットルにティーバッグ１～２袋入れます。

クラッカー
＇海老一味、黒胡椒、ごまチーズ（全3種

¥300

内容量：
賞味期限：海老一味14日
　　　　　　 黒胡椒、ごまチーズ21日

・歯ごたえがまろやかなクラッカーです。
・お酒のアテにも最適です。

クッキー
＇ココア、紅茶、ごま、そば茶、山塩アーモ
ンド（全5種

¥200
内容量：6～7個
賞味期限：35日

食彩酢 ¥1,200
内容量：720ml
賞味期限： ・熟成期間を十分にとり、丸みが出るまで自然に任せたこだわりの逸品!!

米酢 ¥1,000
内容量：
賞味期限：

こころ漬
＇ごぼう、大根きゅうり、しょうが（全3種

¥700
内容量：
賞味期限： ・ごぼう、大根きゅうり、しょうがの3種類

わくわく漬 ¥700
内容量：
賞味期限：

39 ＇社福（太陽学園 太陽学園 福島県福島市
クッキー
＇アーモンドココア、ココナッツ、マーブル（
全3種

¥300
内容量：
賞味期限：1か月 合計60

40 ＇特非（ＳＷＥＬＬ　ＩＮ　ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ　つぼみ つぼみ 福島県福島市
ジャム
＇いちご、いよかんマーマレード（

¥550
内容量：135ｇ
賞味期限：

パンに塗って食べるもよし、ヨーグルトに入れて食べるもよし!!
・いちごジャム…震災前のいちごを使用しており、現在は出荷制限がかかってい
る
　　　　　　　　　　　ため、生産　ができない状態。数量限定!!
・いよかんマーマレードジャム…愛媛県産のいよかんを使用。

42 ＇特非（かたつむり でんでんむし 福島県田村郡
豆かりんとう
＇塩、黒胡椒、黒糖、唐辛子（全4種

¥200
内容量：
賞味期限：

ようかん
＇あっプル、かぼちゃ（全2種

¥450
内容量：
賞味期限： 冷やして食べてもＧＯＯD！甘すぎず食べやすいですよ。

ひだまり 福島県喜多方市37 ＇特非（ひだまり

38 ＇特非（こころん こころや 福島県西白河郡

35 (社福)希望の杜福祉会 希望の杜 福島県いわき市

合わせて
2万以上

43 ＇特非（あたご あたご 福島県南会津郡
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ふき菓子 ¥350
内容量：
賞味期限：

うどん ¥400
内容量：300ｇ
賞味期限：

ドレッシング
(梅ドレッシング、じゅうねんドレッシング、
　たまりんドレッシング)全3種

¥500
内容量：180ｇ
賞味期限： ふくしま特選品大賞受賞!!

味噌
＇しいたけみそ／じゅうねんみそ（

¥500
内容量：150ｇ
賞味期限：

ジャム 150g：\550
100g：\400

内容量：100g、150g
賞味期限：

マドレーヌ ¥700
内容量：5個入
賞味期限：

ルシアンクッキー
＇アールグレイ、くるみ、メープル（

¥400
内容量：
賞味期限：

マフィン
＇ドライフルーツ＆ナッツ、いちご、キャラメ
ル（

¥400
内容量：2個入
賞味期限：

ドライフルーツ
＇コーン、バナナ、カシューナッツ、
マンゴー、ドライ納豆（

¥350

内容量：コーン：g、バナナ：g、カシューナッツ：g、
　　　　　マンゴー：g、ドライ納豆：g
賞味期限：

コーヒー ¥400
内容量：100ｇ
賞味期限：

たんぽぽの家 福島県東白川郡45 ＇社福（鮫川福祉会

43 ＇特非（あたご あたご 福島県南会津郡

ポッケ 宮城県仙台市

＇社福（仙台市手をつなぐ育成会 ホープすずかけ 宮城県仙台市

＇社福（ポッケコミュニティネットワーク


