


宮城県の就労支援施設で作る商品や委託業務、運営する
店舗を紹介するカタログです。お菓子、お弁当、野菜等
の食品や、ポーチ、バッチなどの手工芸品、レストラン
などバラエティーに富んだ内容になっています。ぜひご
利用ください。

※価格は全て税込です。
※価格、内容量、デザイン等は予告なしに変更する場合がござ
　います。
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食品

真心込めて丁寧に。自慢の味をお試しください。
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食品

内容量：５０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：１年             

原材料：牡鹿半島の海水

牡鹿半島の海域は、金華山沖で黒潮と親潮が合流する場所で、豊富な魚介資源が育ち、

常に海水の入れ替わりが早く綺麗な海水が一定なうえ、山からの伏流水にはミネラルが

多く含まれております。その海水で作った塩は、味に深みがあり、ほのかに甘いです。  

                                                                                 

塩　　\400

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ

内容量：５０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：１年             

原材料：塩（牡鹿半島産）バジル（石巻産）

石巻の綺麗な山水で育ったバジルは香りも良く、牡鹿半島の海水で作った塩との相性は

抜群です。牡鹿の塩の甘みとバジルの豊潤な香りは、料理をより引き立たせ、食欲を刺

激することでしょう。ぜひ一度ご賞味ください。                                                     

                                               

バジルシオ　　\400

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ

内容量：４２０ｇ      保存：常温　　　消費期限：２日             

原材料：小麦粉　マーガリン　生クリーム　白神酵母　砂糖　塩（原材料の一部に乳、

大豆を含む）

青森県と秋田県にまたがる世界遺産「白神山地」で採取された天然の酵母を使用してお

り、																	その風味の豊かさとあわせて生クリーム入りでしっとりした食感が美味しい食パン

です。                                                                                                      

白神酵母の食パン　　\330

工房かやの実
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食品

内容量：６５ｇ       保存：常温　　　消費期限：１日             

原材料：小麦粉　マーガリン　卵　砂糖　脱脂粉乳　塩　バニラビーンズ

ほんのり甘い菓子パン生地に手作りのオリジナルカスタードクリームがたっぷりと入っ

た一品。バニラビーンズの香りも楽しめます。                                                        

                                                                                    

クリームパン　　\120

工房かやの実

内容量：３０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：砂糖　卵白　ドライいちご　色素

口に入れるとスッと溶けてしまうメレンゲのお菓子。中に入っているドライいちごの食

感も一緒にお楽しみください。                                                                             

                                                                      

いちごスフレ　　\140

工房かやの実

内容量：３００ｇ      保存：要冷蔵　　賞味期限：９０日            

原材料：わかめ　塩

牡鹿半島の海域でとれた三陸産わかめで、色つや、歯触りも良く、塩蔵ですが簡単な																	水

洗いで美味しく食べられます。                                                                             

                                                     

湯通し塩蔵わかめ　　\600

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ
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食品

内容量：１５０ｇ      保存：要冷蔵　　賞味期限：９０日            

原材料：わかめ　塩

牡鹿半島の海域でとれた三陸産わかめで、色つや、歯触りも良く、塩蔵ですが簡単な																	水

洗いで美味しく食べられます。                                                                             

                                                     

湯通し塩蔵わかめ　　\350

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ

内容量：３０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：記載通り           

原材料：ひじき

牡鹿半島で育ったひじきで、色も味も良く、磯の香りが豊潤です。                             

                                                                                                                       

                      

ひじき　　\650

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ

内容量：１５ｇ       保存：常温　　　賞味期限：記載通り（約１年）      

原材料：ふのり

牡鹿半島で育ったふのりで、シャキシャキとした食感で歯ごたえもあり、磯の香りがと

ても良いです。                                                                                                  

                                                        

ふのり　　\400

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ
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食品

内容量：１斤        保存：常温　　　消費期限：１日             

原材料：小麦粉　砂糖　植物性油脂　生クリーム　白神酵母　塩

普通の酵母と比べて約４～５倍のトレハロースを含む白神山地から作られた野生酵母を

使用し、その風味の豊かさと合わせ生クリームでしっとりとした食感がおいしい食パン

です。                                                                                                              

         

白神酵母食パン　　\310

くるみの木

内容量：４枚        保存：常温　　　消費期限：１日             

原材料：小麦粉　砂糖　塩　オリーブオイル　卵　トマト　バジル

バジルの風味漂う人気パンです。トーストすることによってさらにバジルの風味が香ば

しく、お口いっぱいに広がります。                                                                       

                                                                          

トマトバジルパン　　\200

くるみの木

内容量：４枚        保存：常温　　　消費期限：１日             

原材料：小麦粉　砂糖　植物性油脂　ブルーベリー　卵　コンデンスミルク　イースト

　塩

目にやさしいと言われているブルーベリーがギュっと凝縮されたほんのり甘い味。リ

ピーターの多いパンです。                                                                                   

                                                                   

ブルーベリーパン　　\230

くるみの木
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食品

内容量：約６０ｇ      保存：常温　　　消費期限：１日             

原材料：ごまあん　小麦粉　砂糖　卵　植物性油脂　塩　イースト

大正１３年から続く、餡作りのノウハウ、製造方法にこだわりました。じっくりと時間

をかけて製造した本物のごまあんを是非ご賞味下さい。                                            

                                                                                            

ごまあんぱん　　\130

くるみの木

内容量：約６０ｇ      消費期限：１日             

原材料：ずんだあん　小麦粉　砂糖　卵　植物性油脂　塩　イースト　枝豆

仙台名物ずんだを使用したあんぱんです。

※ずんだは、枝豆またはそら豆をすりつぶして作る緑色のペーストのことで南東北の郷

土料理に用いられます。                                                                                      

                                           

ずんだあんぱん　　\130

くるみの木

内容量：約６０ｇ      保存：常温　　　消費期限：１日             

原材料：カマンベールチーズ　小麦粉　砂糖　卵　植物性油脂　塩　イースト

当店人気ＮＯ１のまろやかなカマンベールチーズパンです。                                      

                                                                                                                       

                

カマンベールチーズパン　　\140

くるみの木
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食品

内容量：３枚        保存：常温　　　賞味期限：７日             

原材料：小麦粉　砂糖　卵　植物性油脂　みそ

昔懐かしい仙台駄菓子の一つ、秘伝の仙台味噌を使用した伝統のみそパンです。           

                                                                                                                       

                                  

みそパン　　\200

くるみの木

内容量：３０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：卵白　砂糖　コーヒー　ココナッツ

口中で溶けていく感触がクセになるお菓子です。                                                     

                                                                                                                       

      

コーヒースフレ　　\150

くるみの木

内容量：３０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：卵白　砂糖　ココナッツ

軽くて甘い食感が特徴で口どけ良く、高級ファインココナッツを使用しております。そ

の他にコーヒー、レモン、抹茶味等がございます。                                                  

                                                                                        

ココナッツスフレ　　\150

くるみの木
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食品

内容量：３０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：卵白　砂糖　ラズベリー

精製工程の少ないきび砂糖をラズベリーピューレに加えた高級のメレンゲ菓子です。     

                                                                                                                       

                                      

ラズベリースフレ　　\150

くるみの木

内容量：１０枚       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：精白米　きび　黒米　押麦　もち玄米　米粒麦　もち米　玄麦　青玄麦　はだ

か麦　発芽玄米　赤米　ひえ　大豆　小豆　あわ　小麦粉　醤油

油を一切使わず、お米の素材をそのまま生かしたヘルシーなふんわりとしたせんべいで

す。宮城県産ひとめぼれを使用しております。流通量の３％以下しかない希少な国内産

１４雑穀を贅沢にブレンドし、ミネラル・食物繊維も豊富です。スープや日本茶に入れ

ても代謝が高まり、そしゃくが弱い方でもさらにおいしく食べやすく、離乳食・介護食

また非常食としても便利なポン菓子です。                         

醤油ポン　　\300

くるみの木

内容量：１０枚       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：精白米　きび　黒米　押麦　もち玄米　米粒麦　もち米　玄麦　青玄麦　はだ

か麦　発芽玄米　赤米　ひえ　大豆　小豆　あわ　小麦粉　砂糖

油を一切使わず、お米の素材をそのまま生かしたヘルシーなふんわりとしたせんべいで

す。宮城県産ひとめぼれを使用しております。流通量の３％以下しかない希少な国内産

１４雑穀を贅沢にブレンドし、ミネラル・食物繊維も豊富です。スープや日本茶に入れ

ても代謝が高まり、そしゃくが弱い方でもさらにおいしく食べやすく、離乳食・介護食

また非常食としても便利なポン菓子です。                         

ありがとうポン（砂糖）　　\300

くるみの木
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食品

内容量：２枚        保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉　砂糖　バター　生クリーム　アーモンド　蜂蜜　卵

本格的なフランス産小麦１００％を使用しています。アーモンドスライスをたっぷり使

用し焼き上げた、自慢の逸品です。                                                                       

                                                                          

フロランタン　　\260

くるみの木

内容量：５０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉　バター　砂糖　クルミ　卵　ウィートブラン　塩

素材にこだわり本格的なフランス産小麦１００％を使用しています。くるみもたっぷり

使用しています。                                                                                               

                                                          

くるみクッキー　　\220

くるみの木

内容量：５０ｇ       賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉　バター　砂糖　ごま　卵　ウィートブラン　塩　

口の中で崩れるホロホロ感のある本格的なフランス産小麦１００％を使用しています。

白ごまをたっぷり使用した風味豊かな焼き菓子です。                                               

                                                                                          

ごまクッキー　　\220

くるみの木
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食品

内容量：５０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉　バター　砂糖　クルミ　卵　ウィートブラン　塩　

口の中で崩れるホロホロ感のある本格的なフランス産小麦１００％を使用しています。

食物繊維たっぷりのウィートブランを使用した体に優しいクッキーです。                    

                                                                                                            

プレーンクッキー　　\220

くるみの木

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、卵、チョコ

チップ、くるみ、食塩、重曹

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。チョコチップとオーガニックくるみがたっぷ

り入った、サクッと柔らかく口どけの良いクッキーです。放射能検査済み。低トランス

脂肪酸マーガリン使用。                                                                                      

                         

くるみチョコ　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、マスコバド糖、

卵、くるみ、食塩、シナモン

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。フィリピン・ネグロス島の黒砂糖（マスコバ

ド糖）使用。売り上げの一部が現地住民支援に寄付されるフェアトレード商品です。放

射能検査済み。低トランス脂肪酸マーガリン使用。                                                  

                                                 

ネグロスクッキー　　\350

コッペ
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食品

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、卵、ココ

ア、アーモンドスライス、食塩

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。最高級純正ココアたっぷりの生地にオーガ

ニックスライスアーモンドをローストして加えました。濃厚なクッキーです。放射能検

査済み。低トランス脂肪酸マーガリン使用。                                                           

                                            

ココアクッキー　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、バター、

卵、紅茶葉、食塩

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。オーガニックアールグレイ紅茶葉を使用した

香り豊かなクッキーです。放射能検査済み。低トランス脂肪酸マーガリン使用。           

                                                                                                                  

紅茶クッキー　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、ココナッ

ツ、卵、、バター、食塩

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。オーガニックココナッツとバターの組み合わ

せが絶品。食べごたえのあるクッキーです。放射能検査済み。低トランス脂肪酸マーガ

リン使用。                                                                                                        

             

ココナッツクッキー　　\350

コッペ
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食品

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、バター、

卵、食塩

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。よつ葉のバターをたっぷり使用したプレーン

タイプ。放射能検査済み。低トランス脂肪酸マーガリン使用                                      

                                                                                                

バタークッキー　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、卵、乳加工

品、白ごま、食塩

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。白ごまがたっぷり入った甘さ控えめの香ばし

いクッキーです。放射能検査済み。低トランス脂肪酸マーガリン使用。                       

                                                                                                          

ごまクッキー　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、乳加工品、

卵、コーヒー（カフェインレス）、食塩

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。フェアトレードのカフェインレスコーヒーを

使用しています。だから体にやさしいクッキーです。放射能検査済み。低トランス脂肪

酸マーガリン使用。                                                                                            

                     

コーヒークッキー　　\350

コッペ
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食品

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、卵、味噌

（国産）、黒ごま、白ごま、唐辛子

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。埼玉県の“おにっこハウス“のこだわり国産大

豆のみそを使用。一味唐辛子がきいています。放射能検査済み。低トランス脂肪酸マー

ガリン使用。                                                                                                     

              

おにみそクッキー　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：小麦粉（国産）、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、卵、しょう

が、シナモン、食塩、重曹

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。生の生姜をすりおろして生地に混ぜていま

す。シナモン入りで紅茶にも合います。放射能検査済み。低トランス脂肪酸マーガリン

使用。                                                                                                              

          

ジンジャークッキー　　\350

コッペ

内容量：９０ｇ       賞味期限：６０日            

原材料：小麦粉（国産）、全粒粉（国産）、なたね油、白ごま、砂糖、食塩、天然酵母

（バックフェルメント）

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。天然酵母使用の乾パン風クッキーです。白ご

またっぷりのスティックタイプ。かみしめるほど味わいが増します。お酒のおつまみに

も。乳製品・卵不使用。放射能検査済み。＊工場では卵・乳を含む製品を製造していま

す。                                                                                 

コンコンブル　　\350

コッペ
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食品

内容量：８０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：６０日            

原材料：麦粉（国産）、オートミール、オリーブ油、砂糖、卵、くるみ、食塩、重曹

　　　　　

東北産の小麦を使用した手作りクッキー。パレスチナオリーブのエクストラバージンオ

リーブ油使用。くるみとオートミールの風味が生きています。フェアトレード商品で

す。乳製品不使用。放射能検査済み。＊工場では乳を含む製品を製造しています。        

                                                                              

オリーブオートミールクッキー　　\350

コッペ

内容量：１斤        保存：常温　　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉（国産）、ショートニング（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、スキム

ミルク、生イースト、食塩

岩手産南部小麦を使用した手作りパン。歯ごたえのあるしっかりした食感が特徴です。

ご希望に応じてスライスします。放射能検査済み。＊工場では卵を含む製品を製造して

います。                                                                                                           

           

食パン　　\265

コッペ

内容量：１本        保存：常温　　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉（国産）、全粒粉（国産）、生イースト、レモン果汁、食塩

　　　　　　　

岩手産南部小麦を使用した手作りパン。歯ごたえのあるしっかりした食感が特徴です。

ご希望に応じてスライスします。放射能検査済み。＊工場では卵・乳を含む製品を製造

しています。                                                                                                     

               

フランス（風）パン　　\205

コッペ
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食品

内容量：１ヶ        保存：常温　　　消費期限：３日             

原材料：小麦粉（国産）、小豆、マーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、卵、

スキムミルク、生イースト、食塩

岩手産南部小麦を使用した手作りパン。北海道産の低農薬小豆から作った自家製の粒あ

んがたっぷり入っています。昔懐かしい味です。放射能検査済み。                             

                                                                                                      

あんパン　　\130

コッペ

内容量：１ヶ        保存：常温　　　消費期限：３日             

原材料：小麦粉（国産）、レーズンマーガリン（乳・大豆由来原材料含む）、砂糖、

卵、スキムミルク、生イースト、食塩、ラム酒

岩手産南部小麦を使用した手作りパン。オーガニックレーズンを生地にまぜています。

お子さんにも人気が高く、おやつにもぴったりです。                                               

                                                                                          

レーズンツイスト　　\65

コッペ

内容量：１個        保存：要冷蔵　　賞味期限：７日             

原材料：小麦粉、卵、バター、砂糖、レーズン、杏、オレンジピール、ラム酒、ブラン

デー、ベーキングパウダー、塩

レーズン、杏、オレンジピールなどのフルーツをたっぷり使ったボリューム満点のパウ

ンドケーキです。                                                                                               

                                                          

パウンドケーキ　　\118

すていじ仙台
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食品

内容量：１個        保存：要冷蔵　　賞味期限：７日             

原材料：小麦粉、卵、バター、砂糖、チョコチップ、ココアパウダー、ベーキングパウ

ダー、ラム酒、ブランデー、塩

チョコチップがたっぷり入り、ラム酒とブランデーが効いた大人の味。                       

                                                                                                                       

                          

チョコパウンドケーキ　　\118

すていじ仙台

内容量：１個        保存：要冷蔵　　消費期限：３日             

原材料：クリームチーズ、生クリーム、砂糖、卵、小麦粉、レモン果汁、バニラオイル

クリームチーズをたっぷり使ったコクのあるチーズケーキ。冷やしてお召し上がりくだ

さい。                                                                                                              

                                                

チーズケーキ　　\162

すていじ仙台

内容量：１個        保存：要冷蔵　　消費期限：３日             

原材料：小麦粉、砂糖、卵、菜種油（大豆油を含む）、紅茶、ベーキングパウダー、塩

ダージリンの葉が練り込まれたボリューム満点のシフォンケーキです。ホイップクリー

ムやアイスとも相性が良いケーキです。                                                                 

                                                                              

シフォンケーキ　　\118

すていじ仙台
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食品

内容量：１個        保存：要冷蔵　　消費期限：３日             

原材料：小麦粉、バター、砂糖、チョコチップ（大豆由来の乳化剤を含む）、ココアパ

ウダー、生クリーム、ラム酒

濃厚なチョコレートの味わいがやみつきになること間違いなし。重量感と品格のある

ケーキです。                                                                                                     

                                                       

ガトーショコラ　　\140

すていじ仙台

内容量：１３枚       保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、粉糖、卵、バニラオイル

バターの風味がそのまま味わえる優しい風味のクッキーです。                                   

                                                                                                                       

                  

バタークッキー　　\270

すていじ仙台

内容量：１３枚       保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、粉糖、卵、くるみ、ココアパウダー、バニラオイル

香ばしいくるみがアクセントになったサクサクのクッキー。くるみ好きにはたまらな

い、材料や品質にこだわった自信の味です。                                                           

                                                                                   

くるみクッキー　　\270

すていじ仙台
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食品

内容量：１３枚       保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、卵、バター、粉糖、チョコチップ（大豆由来の乳化剤を含む）、ココ

アパウダー、バニラオイル

チョコチップをたっぷり練りこんだ白と黒のクッキーです。                                      

                                                                                                                       

                

チョコチップクッキー　　\270

すていじ仙台

内容量：１３枚       保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、粉糖、アーモンドパウダー、アーモンドスライス、卵、バニ

ラオイル

アーモンドスライスとアーモンドパウダーを生地に練りこんだ贅沢なクッキーです。

アーモンドの豊かな風味をお楽しみください。                                                        

                                                                                     

アーモンドクッキー　　\270

すていじ仙台

内容量：１３枚       保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、粉糖、卵、ココアパウダー、バニラオイル

ココアパウダーがたっぷり入ったクッキーです。甘すぎないけどコクがあるティータイ

ムにぴったりのクッキーです。                                                                             

                                                                      

ココアクッキー　　\270

すていじ仙台
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食品

内容量：１３枚       保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、粉糖、レーズン、卵、バニラオイル

たっぷり練りこまれたレーズンがアクセントになった、とても上品な味。一度食べると

やみつきになるかも。                                                                                         

                                                              

レーズンクッキー　　\270

すていじ仙台

内容量：７枚        保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、粉糖、卵、アーモンドパウダー、くるみ、えごま、きび、あ

わ、赤米、黒米、バニラオイル

えごま、あわ、きび、黒米、赤米がたっぷり入った、栄養バランスの良いクッキー。時

間のない朝のごはん代わりに、お子様のおやつにもおすすめ。                                   

                                                                                                  

えごま入り五穀クッキー　　\270

すていじ仙台

内容量：８本        保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：強力粉、水、小麦粉、オリーブオイル、菜種油、グラニュー糖、ローズマ

リー、ベーキングパウダー、塩

スティックで食べられるお手軽なお菓子。塩味ですのでお酒のおつまみにもおすすめ。  

                                                                                                                       

                                        

ローズマリースティック　　\216

すていじ仙台
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食品

内容量：５個        賞味期限：７日             

原材料：米粉、オーガニックショートニング、アーモンドパウダー、粉糖、塩、（粉末

ほうれん草）

アレルギー特定原材料を使用していないのでアレルギーの方にも安心してお召し上がり

いただけます。                                                                                                  

                                                        

ポルボローネ　プレーン/ポルボローネ　ほうれん草　　\324

すていじ仙台

内容量：８本        保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉、バター、牛乳、生クリーム、強力粉、アマランサス、塩、グラニュー

糖

パイ風味のサクサクした食感が楽しい塩味のクッキーです。お酒のおつまみにもぴった

りなクセになる味です。                                                                                      

                                                                

塩クッキー　　\378

すていじ仙台

内容量：１５０ｇ      保存：要冷蔵　　賞味期限：５ヶ月（未開封）       

原材料：サラダ油、アップルビネガー、玉葱、根生姜、セロリ、塩、にんにく、蜂蜜、

粉マスタード、黒胡椒、白胡椒

酸味の効いたフレンチドレッシング。コールスローやマリネなど、アレンジが効くすぐ

れものです。                                                                                                     

                                                      

フレンチドレッシング　　\388

すていじ仙台
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食品

内容量：１５０ｇ      保存：要冷蔵　　賞味期限：５ヶ月（未開封）       

原材料：サラダ油、アップルビネガー、トマトホール缶、りんご、生姜、パプリカ粉、

玉葱、粉マスタード、にんにく、塩、砂糖

トマトの味が効いたフレッシュなドレッシング。マカロニやパスタとあわせたり、サラ

ダだけでなくお肉料理にも活用いただけます。                                                        

                                                                                    

トマトドレッシング　　\388

すていじ仙台

内容量：１５０ｇ      保存：要冷蔵　　賞味期限：５ヶ月（未開封）       

原材料：サラダ油、玉葱、醤油米酢、トマトピューレ、根生姜、たまり醤油（小麦粉と

大豆）、白ごま、味醂、三温糖、白胡椒

醤油ベースのさっぱり味のドレッシング。サラダにはもちろん、冷やっこや白身魚の竜

田揚げ等にかけても美味しくいただけます。                                                           

                                                                                  

和風ドレッシング　　\388

すていじ仙台

内容量：１本　１５０ｇ   保存：要冷蔵　　賞味期限：５ヶ月（未開封）       

原材料：

自家製ドレッシング３本セット。ご贈答用にはもちろん、結婚式などのギフトにもお勧

めです。                                                                                                           

                                                  

ドレッシング３本セット　　\1,134

すていじ仙台
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食品

内容量：４００ｇ      保存：要冷蔵　　消費期限：５日             

原材料：丸大豆（国産大豆）、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤（グリセリン

脂肪酸エステル）

濃厚豆腐を型入れし、重しを載せ水気を切った少し固めのお豆腐。味噌汁や麻婆豆腐に

おすすめ。                                                                                                        

                                                    

木綿豆腐　　\220

すまいる作業所

内容量：４００ｇ      保存：要冷蔵　　消費期限：５日             

原材料：丸大豆（国産大豆）、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤（グリセリン

脂肪酸エステル）

出来たてのお豆腐をそのまますくった、豆の甘さが際立つ濃厚豆腐。冷奴などにおすす

め。                                                                                                                 

                                              

よせ豆腐　　\220

すまいる作業所

内容量：２個入り      保存：要冷蔵　　消費期限：５日             

原材料：丸大豆（国産大豆）、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤（グリセリン

脂肪酸エステル）

お豆腐を香ばしく揚げたボリューム満点の厚揚げ。そのままでも、お料理にも幅広く使

えます。                                                                                                           

                                                  

厚揚げ　　\220

すまいる作業所
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食品

内容量：２００㏄      保存：要冷蔵　　消費期限：５日             

原材料：丸大豆（国産大豆）、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤（グリセリン

脂肪酸エステル）

濃厚で糖度の高い無調整豆乳。トロリとした食感は飲むというより、食べるといった感

覚。付属のニガリで自家製豆腐も作れます。                                                           

                                                                                  

食べる豆乳　　\130

すまいる作業所

内容量：３個入り      保存：常温　　　消費期限：３日             

原材料：小麦粉、豆乳、おから、砂糖、卵粉末、膨張剤、食塩、ショートニング（油）

ミヤギシロメ大豆１００％のおからと豆乳を使用したドーナツです。沖縄風のサクサク

したドーナツと白ゴマ入りのふわふわしたドーナツの二種類があります。                    

                                                                                                            

おからドーナツ　　\130

すまいる作業所

内容量：６個入り      保存：要冷蔵　　消費期限：５日             

原材料：丸大豆（国産大豆）、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤（グリセリン

脂肪酸エステル）、人参、ひじき、ゴマ

人参、ひじき、ゴマがたっぷり入ったがんもどき。一つ一つ手作業で丸めています。     

                                                                                                                       

                                      

がんもどき　　\220

すまいる作業所
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食品

内容量：２枚入り      保存：要冷蔵　　消費期限：５日             

原材料：丸大豆（国産大豆）、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤（グリセリン

脂肪酸エステル）

豆腐と同じ国産大豆（ミヤギシロメ）で作られた香ばしい油揚げ。                             

                                                                                                                       

                      

油揚げ　　\110

すまいる作業所

内容量：５個入り      保存：常温　　　消費期限：３日             

原材料：小麦粉、豆乳、豆腐、砂糖、卵粉末、脱脂粉乳、油脂、膨張剤、食塩、植物た

んぱく、澱粉、乳化剤、香料、着色料

ミヤギシロメ大豆１００％の豆腐と豆乳を使用したモチモチ食感のドーナツです。プ

レーン味、ゴマ味、コーヒー味の三種類があります。                                               

                                                                                           

とうふドーナツ　　\220

すまいる作業所

内容量：１２個入り     保存：常温　　　賞味期限：６０日            

原材料：小麦粉、おから、砂糖、バター、マーガリン、卵、豆乳、食塩、ベーキングパ

ウダー

ミヤギシロメ大豆１００％のおからを使用しサクサク食感が楽しめるヘルシーなクッ

キーです。プレーン味、ゴマ味、紅茶味、ココア味の四種類があります。                    

                                                                                                             

おからクッキー　　\220

すまいる作業所
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食品

内容量：１個        保存：常温　　　賞味期限：１４日            

原材料：鶏卵、砂糖、はちみつ

直径１５センチほどのボリューム満点なクグロフ型のカステラです。                          

                                                                                                                       

                        

カステラ　　\500

仙台自立の家

内容量：５５ｇ       保存：常温　　　賞味期限：３０日～４０日        

原材料：小麦粉（北海道産）、バター、乳加工品、砂糖、鶏卵など

小麦粉、バターは北海道産を使用しております。季節にあわせた、お月見クッキー、こ

いのぼりクッキーなどの創作クッキーも人気です。                                                  

                                                                                        

クッキー　　\250

仙台自立の家

内容量：２００ｇ      賞味期限：１４日～２１日        

原材料：小麦粉（北海道産）、鶏卵、バター、砂糖、牛乳、ベーキングパウダーなど

紅茶、オレンジ、ラムレーズンとくるみなどの、さまざまなケーキを取り揃えておりま

す。※ご希望に合わせてセット商品も承っております。                                            

                                                                                            

パウンドケーキ　　\500

仙台自立の家
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食品

内容量：８枚入り      保存：常温　　　賞味期限：４５日            

原材料：共通（小麦粉・マーガリン・グラニュー糖・コーンスターチ・卵・ラム酒・バ

ニラオイル）　ココア（カカオ・アーモンド）　チョコチップ（チョコレート・シナモ

ン）

プレーン・ココア・チョコチップの３種。甘さも控えめで、サクッと軽い食感に仕上げ

ました。ご予算に応じて１０５円～ご用意できますので、お気軽にお問合せ下さい。     

                                                                                                                      

アイスボックスクッキー各種　　\180

仙台もぐらの家

内容量：８本入り      保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：小麦粉・全粒粉・菜種油・豆乳・きび砂糖・（黒ごま／白ごま／青のり）・塩

黒ごま・白ごま・青のりの３種類。体に優しい素材を使用。塩気もあり、おやつ・おつ

まみ両方でお楽しみいただけます。ご予算に応じて内容量の変更も可能です。お気軽に

お問合せ下さい。                                                                                               

                   

ごまスティック／青のりスティック　　\150

仙台もぐらの家

内容量：２個入り      保存：常温　　　賞味期限：１５日            

原材料：砂糖・小麦粉・ココア・バター・レーズン・卵・クルミ・ラム酒・ベーキング

パウダー

ココア生地にローストしたクルミとラムレーズンが入っている、少し大人なケーキで

す。また、他店のブラウニーにはないふんわりした食感が特徴です。ご予算に応じて大

きめサイズ等もご用意できますので、お気軽にお問合せ下さい。                                

                                                              

ブラウニー　　\200

仙台もぐらの家
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食品

内容量：１個入り      保存：常温　　　賞味期限：１５日            

原材料：小麦粉・ココア・卵・砂糖・乳加工品・ラム酒・牛乳・ベーキングパウダー・

チョコレート・カカオマス・乳化剤（大豆由来）・植物油脂

チョコチップ入りのしっとりしたチョコケーキです。そのままでも、冷やしても美味し

く召し上がれる商品です。ご予算に応じて大きめサイズ等もご用意できますので、お気

軽にお問合せ下さい。                                                                                         

                       

チョコパウンド　　\130

仙台もぐらの家

内容量：１００ｇ      保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：米（ひとめぼれ）砂糖（てん菜）、塩（国産塩）

宮城の米、砂糖、塩のみを使用したシンプルだけど懐かしい味です。素朴な味のポン菓

子をどうぞご賞味ください。                                                                                

                                                                    

ジャポン　　\100

多機能型施設　第三虹の園

内容量：１００ｇ      保存：常温　　　賞味期限：３０日            

原材料：マカロニ、砂糖（てん菜）、塩（国産塩）

水蒸気の力でマカロニふくらませたポン菓子です。マカロニ、砂糖、塩のみを使用した

シンプルな製法です。仕上げに砂糖をからめてあります。                                         

                                                                                              

イタリポン　　\150

多機能型施設　第三虹の園
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食品

内容量：４０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：国産小麦、黒砂糖、三温糖、おから、黒ごま、米油、食塩、膨張剤

国産の黒砂糖・おから・小麦を使用し、ほどよい甘さがくせになるスティック状の食べ

やすい新感覚のかりんとうです。油は米油を使用し、ショートニング油は使用していま

せん。                                                                                                              

         

黒糖おからかりんとう（スティックタイプ）　　\155

みずきの里丸森

内容量：４０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：国産小麦、砂糖、おから、食塩、米油、膨張剤

「ヒマラヤの岩塩」ほたかみの塩を使用しています。ヒマラヤ岩塩は、人的加工を一切

していない体に優しい天然ミネラルたっぷりの岩塩です。ほたかみの塩とミヤギシロメ

大豆のおからを使用した、ほどよい甘塩っぱさがたまらないかりんとうです。              

                                                                         

しおおからかりんとう（スティックタイプ）　　\155

みずきの里丸森

内容量：１３０ｇ      保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：国産小麦、三温糖、米油、ごま、澱粉、リンゴペースト、おから、食塩、膨張

剤

国産大豆「ミヤギシロメ」のおからと、黒ごまを生地に練り込みました。

隠し味のりんごとごまのハーモニーが楽しめる商品です。人気Ｎｏ１商品です。           

                                                                                                                      

ごまかりんとう　　\360

みずきの里丸森
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食品

内容量：１３０ｇ      保存：常温　　　賞味期限：９０日            

原材料：国産小麦、三温糖、さつまいも、米油、澱粉、おから、米粉、味噌、食塩、膨

張剤

小麦・ミヤギシロメ大豆のおから・米油など国産品を使用して作りました。さつまいも

は焼き芋にした国産紅あずまをふんだんに生地に練りこみました。女性に大人気のかり

んとうです。                                                                                                     

               

さつまいもかりんとう　　\360

みずきの里丸森

内容量：原材料欄をご覧下さい保存：要冷蔵　　賞味期限：冷蔵３０日、冷凍９０日    

原材料：銀鮭（約９０ｇ）３切れ、メカジキ（約８５ｇ）１切れ、大粒ホタテ（貝柱約

２５ｇ）４個　、塩、砂糖、タイム、オレガノ、ローリエ、ローズマリー、白ワイン

宮城の厳選された安心・安全の食材（放射能検査済）を使用しています。原料を自家製

のハーブ液に漬けこんだ後、電子スモーク機を用いて、さくらチップで燻し、一つ一つ

丁寧に仕上げました。かつてない芳醇な香りとソフトな食感を実現しました。「宮城づ

くし」にこだわった地元、宮城に根差した商品です。ギフトがおすすめです。※発送は

クール便（冷凍）になります。                              

伊達の燻製　ギフト　　\3,888

障害福祉サービス事業所　ぴぁ

内容量：銀鮭１切（約９０ｇ）保存：要冷蔵　　賞味期限：冷蔵３０日、冷凍９０日    

原材料：銀鮭、塩、砂糖、オレガノ、ローリエ、ローズマリー、白ワイン

宮城の厳選された安心・安全の食材（放射能検査済）を使用しています。原料を自家製

のハーブ液に漬けこんだ後、電子スモーク機を用いて、さくらチップで燻し、一つ一つ

丁寧に仕上げました。かつてない芳醇な香りとソフトな食感を実現しました。「宮城づ

くし」にこだわった地元、宮城に根差した商品です。                                               

            

伊達の燻製　銀鮭　　\486

障害福祉サービス事業所　ぴぁ
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食品

内容量：１００ｍｌ     保存：要冷凍　　賞味期限：記載なし（食品衛生法に準ずる）

原材料：ジャージー牛乳（宮城県大崎市田尻産）

宮城県大崎市田尻産のジャージー牛乳を１００％使用したアイスクリームです。																	ジャー

ジーミルク、バニラ、ラムレーズン、ナッツチョコ、ゴマ、抹茶の６種類の味が																	ござい

ます。                                                                                     

アイスクリーム　　\250

フォンテーヌ

内容量：１２ｇ       保存：常温　　　賞味期限：３６５日           

原材料：コーヒー豆

自家焙煎したコーヒーをドリップバック（カップオン）にしました。マグカップに乗せ

てお湯を注ぐだけで簡単に本格的なコーヒーが楽しめます。プレゼントでお送りする

際、名入れも承ります。                                                                                      

                          

オリジナルブレンド深煎りドリップバックコーヒー　　\60

ホープすずかけ

内容量：１Ｌ        保存：常温　　　賞味期限：製造から６ヶ月        

原材料：コーヒー豆

コーヒーをすぐに飲めるよう、自家焙煎したコーヒーをパックに詰めました。夏季限定

販売で香り高く、市販の物より濃厚で飲みごたえがあると評判の商品です。夏のギフト

（お中元など）にもにおすすめです。                                                                    

                                     

アイスコーヒー１Ｌ 無糖（リキッドタイプ）　　\500

ホープすずかけ
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食品

内容量：１８ｇ       保存：常温　　　賞味期限：製造から３ヶ月        

原材料：ばれいしょでん粉、牛タン、食塩、黒コショウ、昆布、鰹節、酒（米・米

麹）、なたね油

スモークした牛タンを生地に混ぜて焼き上げました。牛タンの風味が香ばしいせんべい

です。サクサクとした軽い食感が好評です。仙台土産として、また日常のおやつとして

はもちろん、ビールのお供等にぴったりです。                                                        

                                             

牛タンせんべい　　\150

ホープすずかけ

内容量：１００ｇ      保存：常温　　　賞味期限：焙煎から３か月        

原材料：コーヒー豆

毎日、自家焙煎し、新鮮な香りをお届けしております。オリジナルブレンドでは焙煎度

合いを中煎り・深煎りの２種類用意しております。中煎りでは甘みとコク・程良い酸味

をバランスよく感じられるよう焼き上げ、また深煎りでは酸味が昇華し、甘みとコク・

芳醇な香りを楽しんで頂けるよう焼き上げました。                                                  

          

オリジナルブレンドコーヒー（中煎り・深煎り）　　\300

ホープすずかけ

内容量：１００ｇ      保存：常温　　　賞味期限：焙煎から３か月        

原材料：コーヒー豆　（この商品は豆を挽いてありますが、ご要望に応じて豆の状態で

もお届けいたします。お買い上げ後は冷暗所で保管ください。）

コーヒーにも他の農作物同様に「旬」があるのはご存じでしょうか？産地国や農園の高

度・気候などによって収穫時期が様々なため、お客様の手元には一年中、「旬」の豆が

届くことになります。それらの豆を自家焙煎した、新鮮なコーヒーをお楽しみくださ

い。                                                                                  

旬のｽﾄﾚｰﾄｺｰﾋｰ（ひと月に１～３種類を取り扱い）　　\400

ホープすずかけ

-34- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



食品

内容量：５枚入り（４０ｇ） 保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・バター・グラニュー糖・膨張剤・ココナッツ

なつかしい味わいを是非お楽しみ下さい。                                                              

                                                                                                                       

クッキー（ココナッツ）　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：５枚入り（４０ｇ） 保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・バター・グラニュー糖・膨張剤・アーモンド

ローストアーモンド（一度素焼きしてます）たっぷりで、かりっと香ばしく！！ひと手

間加えた味をご賞味ください。                                                                             

                                                                      

クッキー（アーモンド）　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：５枚入り（４０ｇ） 保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・バター・グラニュー糖・膨張剤・ココアパウダー

ふたつの味（バターとココア）を贅沢に楽しんでください。                                      

                                                                                                                       

                

クッキー（マーブル）　　\216

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：５枚入り（４０ｇ） 保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・バター・グラニュー糖・膨張剤・紅茶

口いっぱいに広がるアールグレイの味と香り。                                                        

                                                                                                                       

    

クッキー（紅茶）　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：５枚入り（４０ｇ） 保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・バター・グラニュー糖・膨張剤・アーモンド・ココア

ローストアーモンドとココアでコクのある濃厚な味です。                                         

                                                                                                                       

              

クッキー（ココアアーモンド）　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：５枚入り（２７ｇ） 保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・バター・グラニュー糖・膨張剤・抹茶

シフォンケーキ・クッキーに使用している抹茶はよろづ園茶舗（創業・文政１２年＜

１８２９年＞仙台市）の碾茶（てんちゃ）を使用しています。碾茶を挽いて粉状にした

保存料を使用していない生きたお茶ですので、光や時間により香り、味、そして色も変

わりやすく繊細です。                                                                          

クッキー（抹茶）　　\216

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：４６ｇ       賞味期限：２１日            

原材料：小麦粉・卵黄・発酵バター・ショートニング・グラニュー糖・シナモン・レー

ズン・クルミ

くるみとレーズンの歯ごたえとシナモンの香りがたっぷり味わえます。                       

                                                                                                                       

                          

クッキー（ロッシュ）　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：５０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日            

原材料：砂糖・小麦粉・ヘーゼルナッツ・アーモンド・卵・膨張剤・バニラ香料

一度食べたら、「やみつき」になるナッツたっぷり。コーヒーやワインなどに浸してお

召し上がりいただきますと美味しさがＵＰします。                                                  

                                                                                        

ガリガリ君（ビスコッティー）　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：２５ｇ       保存：常温　　　賞味期限：１４日            

原材料：小麦粉・卵・発酵バター・粉糖・レモンピール

国産レモン（広島産）を中心に使用しております。                                                  

                                                                                                                       

        

マドレーヌ（レモン）　　\162

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：２５ｇ       保存：常温　　　賞味期限：１４日            

原材料：小麦粉・卵・発酵バター・粉糖・ゆず

シフォンケーキ・マドレーヌに使用しているゆずは、気仙沼大島”北限のゆず栽培人”小

山田由紀子さんが愛情たっぷりに育てたゆずを使用しています。                                

                                                                                                   

マドレーヌ（ゆず）　　\162

メルヴェイユ仙台

内容量：２５ｇ       保存：常温　　　賞味期限：１４日            

原材料：バター・卵・小麦粉・砂糖・アーモンド・転化糖・トレハロース

焦がしバターとアーモンドの香ばしい風味が特徴で紅茶との相性抜群です。フランスの

伝統的な焼菓子。                                                                                               

                                                          

金の延べ棒（フィナンシェ）　　\162

メルヴェイユ仙台

内容量：４２ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日（夏季１４日）     

原材料：小麦粉・卵・バター・グラニュー糖・レーズン・杏・オレンジピール・ラム

酒・ペクチン

ほんのりラム酒入り。                                                                                         

                                                                                                     

パウンドケーキ　　\216

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：４４ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日（夏季１４日）     

原材料：小麦粉・卵・バター・グラニュー糖・レーズン・杏・オレンジピール・イチヂ

ク・ペクチン

イチジク・杏・ぶどうを丁寧にカットし、旨みを引き出したフルーツケークです。        

                                                                                                                       

                                    

フルーツケーク　　\216

メルヴェイユ仙台

内容量：３０ｇ       保存：要冷蔵　　賞味期限：２１日（夏季１４日）     

原材料：ココアバター・全粉乳・砂糖・カカオ豆・アーモンド・ブラウンシュガーバニ

ラエッセンス・麦芽エッセンス・乳化剤（大豆由来）

ヴァローナミルクチョコとナッツのクリスピーな食感。                                            

                                                                                                                       

            

ロックチョコ（バトンアーモンド）　　\378

メルヴェイユ仙台

内容量：３０ｇ       保存：常温　　　賞味期限：２１日（夏季１４日）     

原材料：砂糖・カカオバター・全粉乳・乾燥いちご・バニラエッセンス・乳化剤（大豆

由来）

ヴァローナホワイトチョコとフリーズドライ苺のコンビネーション。                          

                                                                                                                       

                        

ロックチョコ（いちご）　　\378

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：５本（２０ｇ）   保存：要冷蔵　　賞味期限：２１日（夏季１４日）     

原材料：チョコレート・ココアバター・オレンジ・砂糖・グルコースシロップ（小麦由

来）乳化剤・ココア

ヨーロッパ産のオレンジピールを大人の味に。                                                        

                                                                                                                       

    

オランジェット　ココアスティック　　\378

メルヴェイユ仙台

内容量：６５ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・バニラビーンズ

バニラビーンズがリッチなシフォンです。                                                              

                                                                                                                       

シフォンケーキ（バニラ）　　\270

メルヴェイユ仙台

内容量：５９ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・バナナ・レモン果汁

完熟バナナを沢山使い、軽食にも！                                                                       

                                                                                                                 

シフォンケーキ（バナナ）　　\200

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：７１ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・ココアパウダー

ココアの深い味わい。                                                                                         

                                                                                                     

シフォンケーキ（ココア）　　\210

メルヴェイユ仙台

内容量：８５ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・コーンスターチ・ゆず

シフォンケーキ・マドレーヌに使用しているゆずは、気仙沼大島”北限のゆず栽培人”小

山田由紀子さんが愛情たっぷりに育てたゆずを使用しています。                                

                                                                                                   

シフォンケーキ（ゆず）　　\302

メルヴェイユ仙台

内容量：５９ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・紅茶

アールグレーの豊かな香りが魅力の商品です。当店の人気Ｎｏ．１商品。                    

                                                                                                                       

                            

シフォンケーキ（紅茶）　　\200

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：５６ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・木いちご・国産レモン・コーンス

ターチ

甘酸っぱいキュートな味。小さなお子様からご年配まで幅広いお客様に好評です。        

                                                                                                                       

                                    

シフォンケーキ（木いちご）　　\280

メルヴェイユ仙台

内容量：９０ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・抹茶

シフォンケーキ・クッキーに使用している抹茶はよろず園茶舗（創業・文政１２年・仙

台市）の碾茶（てんちゃ）を使用しております。保存料を使用していない碾茶を挽いて

粉状にし生地に混ぜております。生きたお茶の繊細な香りをお楽しみ下さい。              

                                                                         

シフォンケーキ（抹茶）　　\435

メルヴェイユ仙台

内容量：４２ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・ラカントＳ・抹茶

砂糖と同じ甘さでカロリーゼロの甘味料を使用したシフォンケーキ。仙台よろづ園茶舗

の碾茶（てんちゃ）が格別の旨さを醸し出します。                                                  

                                                                                        

ラカントシフォンケーキ（抹茶）　　\259

メルヴェイユ仙台
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食品

内容量：３８ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・ラカントＳ・ココアパウダー

砂糖と同じ甘さでカロリーゼロの甘味料を使用したシフォンケーキ。深いココアの味わ

いです。                                                                                                           

                                                  

ラカントシフォンケーキ（ココア）　　\194

メルヴェイユ仙台

内容量：３９ｇ       保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・ラカントＳ・紅茶

砂糖と同じ甘さでカロリーゼロの甘味料を使用したシフォンケーキ。豊かな紅茶の香り

をお楽しみ下さい。                                                                                            

                                                            

ラカントシフォンケーキ（紅茶）　　\173

メルヴェイユ仙台

内容量：２８８ｇ      保存：要冷蔵　　消費期限：４日             

原材料：小麦粉・卵・キャノーラ油・グラニュー糖・木いちご・国産レモン・コーンス

ターチ

このサイズは、プレゼントにもお勧めです。ふっわふわな食感とさわやかな木いちごの

香るシフォンケーキを是非お楽しみ下さい。                                                           

                                                                                  

14cmシフォンケーキ（木いちご）　　\870

メルヴェイユ仙台
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弁当

味はもちろん、コストパフォーマンスだって負けてはい

ません。
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弁当

お米本来の味を楽しめるおむすびが２つ入ったお得感のある弁当です。冷めても美味し

いおむすびとぴったりのおかずを、日替わりでご用意しております。おむすびの内容も

ご要望に応じて変更できます。自慢のおむすび、是非ご賞味下さい。                          

                                         

＜ご注文について＞

３０個未満のご注文は３日前までにお願いします。また１００個前後の場合は１週間前

までにお願いいたします。

＜配達可能地域＞

お届け先までの距離に応じて、最低ご注文金額を設けさせていただいております。        

                                                         

配達可能地域（無料）：仙台市内・近郊                           

おむすび弁当　　\432

すていじ仙台

すていじ仙台特製の幕の内弁当です。メインのおかず、お野菜もたくさん入って彩りも

豊かに仕上げています。価格もリーズナブルですから、ぜひ一度ご賞味ください。        

                                                                                            

＜ご注文について＞

３０個未満のご注文は３日前までにお願いします。また１００個前後の場合は１週間前

までにお願いいたします。

＜配達可能地域＞

お届け先までの距離に応じて、最低ご注文金額を設けさせていただいております。        

                                                         

配達可能地域（無料）：仙台市内・近郊                           

500円弁当　　\540

すていじ仙台

お肉、お魚、お野菜をバランス良く盛り込み、揚げ物や焼きもの、煮ものなど色とりど

りのおかずがいっぱいです。また、プチデザートやフルーツも入っています。会議や研

修等でご利用いただいていますから、初めてのご注文の方にもおすすめです。              

                                                 

＜ご注文について＞

３０個未満のご注文は３日前までにお願いします。また１００個前後の場合は１週間前

までにお願いいたします。

＜配達可能地域＞

お届け先までの距離に応じて、最低ご注文金額を設けさせていただいております。        

                                                         

配達可能地域（無料）：仙台市内・近郊                           

700円弁当　　\756

すていじ仙台
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弁当

１０品以上のおかずと変わりご飯が入り、和洋それぞれ熟練の調理人が腕を振るってお

作りしています。行事やイベント、おもてなしにと幅広くご利用いただいています。

ちょっと贅沢したい、そんな日にピッタリのお弁当です。                                         

                                

＜ご注文について＞

３０個未満のご注文は３日前までにお願いします。また１００個前後の場合は１週間前

までにお願いいたします。

＜配達可能地域＞

お届け先までの距離に応じて、最低ご注文金額を設けさせていただいております。        

                                                         

配達可能地域（無料）：仙台市内・近郊                           

1000円弁当　　\1,080

すていじ仙台

主に地場の食材を使って手作り惣菜と「角田産有機栽培」のお米を使用しております。

ご予算に応じてのご注文も承っております。配達も致しますのでお気軽にお問合せ下さ

い。                                                                                                

ご注文は、３日前までにお願い致します。                                                              

                                                                                               

配達可能地域（無料）：主に仙南地域                            

お弁当　　\1,080

虹の園

お客様のご希望に合わせた金額（５００円～）内容で弁当をお作り致します。主菜の内

容は魚・肉から選ぶことができ、会議・会合・イベント等お客様の用途に合わせて調理

致します。彩豊かでおいしいお弁当を、ぜひご堪能下さい。

※配達可能地域以外でもお気軽にご相談下さい。                                               

ご注文は、最低でもご注文日より土日・祝日を除く３営業日前までにお願いします。     

                                                                                                                       

              

配達可能地域（無料）：多賀城市・塩竃市・利府町                      

特製弁当　　\600

レインボー多賀城
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手工芸品

世界にひとつだけ。お気に入りの一品がここにありま

す。
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手工芸品

サイズ：３８㎜                                     

原材料：スチール                                                                                               

                                                                     

くじらのしっぽオリジナルの缶バッジの販売の他、お客様オリジナルの缶バッジも製作

します。金額は上記記載の金額でお受けします。しかもデザイン料は別途掛かりませ

ん。ぜひ興味のある方一度ご連絡お待ちしております。（大量注文の場合は、製造以外

で材料を仕入れる際に５日必要となります。）                                                        

       

オリジナルキャラバッジ　　\120

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ

サイズ：５８㎜                                     

原材料：スチール                                                                                               

                                                                     

くじらのしっぽオリジナルの缶バッジの販売の他、お客様オリジナルの缶バッジも製作

します。金額は上記記載の金額でお受けします。しかもデザイン料は別途掛かりませ

ん。ぜひ興味のある方一度ご連絡お待ちしております。（大量注文の場合は、製造以外

で材料を仕入れる際に５日必要となります。）                                                        

       

干支バッジ　　\170

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ

サイズ：３８㎜                                     

原材料：キーホルダー（鉄　ニッケル）

携帯ストラップ　（ナイロン　真鍮　鉄）

リール（鉄　クローム）                                                                                      

                                  

くじらのしっぽオリジナルのキーホルダー、携帯ストラップ、リール（社員証、定期な

どに使用）の販売の他に、上記金額でお客様のオリジナルの製品も製作します。デザイ

ン料は別途掛かりません。ぜひ興味のある方ぜひ一度ご連絡お待ちしております。        

                                                                             

缶バッジアクセサリー　　\350

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ
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手工芸品

サイズ：３０×４０×１２（ｃｍ）                            

原材料：着物の帯地                                                                                            

                                                                       

当事業所のお勧め商品です。しっかりとした帯地がトートバックにぴったりで、鮮やか

なデザインもお楽しみ頂けます。                                                                          

                                                                        

帯地トートバッグ　　\15,000

指定就労継続支援多機能型あしあと

サイズ：３５×２５．５×１０（ｃｍ）                          

原材料：帆布                                                                                                     

                                                                 

丈夫で使いやすく人気の帆布バック、あなただけのオリジナルバックを作ってみません

か？                                                                                                                 

                                              

トートバック　　\1,500

指定就労継続支援多機能型あしあと

サイズ：                                        

原材料：綿                                                                                                        

                                                               

しろくま、くま、ペンギン、ネコとお好きな動物もお選びいただけます。                    

                                                                                                                       

                            

ペットボトルカバー　　\600

指定就労継続支援多機能型あしあと
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手工芸品

サイズ：３．５㎝×４㎝                                 

原材料：メリノウール                                                                                         

                                                                         

一つ一つ手作りのフェルト製品です。一つの製品ができるまでニードル（針）を使い、

何千回もチクチクしながら丁寧に製作しています。種類は様々、気になった方は、是非

お問い合わせください！                                                                                      

                         

フェルトマスコット　　\800

いずみ授産所

サイズ：３．５㎝×３．５㎝                               

原材料：メリノウール                                                                                         

                                                                         

肉球、ネコ、ウサギ、お散歩ネコの４週類をモチーフに制作したフェルトストラップで

す。カラーバリエーション豊富に取り揃えておりますのでお気に入りが見つかるはずで

す。                                                                                                                 

       

フェルトストラップ　　\300

いずみ授産所

サイズ：９ｃｍ×６ｃｍ                                 

原材料：メリノウール、陶器                                                                                

                                                                               

お水入らずのフェルトで作ったさぼてん達。形も色もさまざまで、顔のついたユニーク

なさぼてんも。ほっと一息つきたい方に、インテリアとしてデスク周りなどにいかがで

すか？                                                                                                              

         

フェルトさぼてん　　\550

いずみ授産所
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手工芸品

サイズ：４㎝×８㎝                                   

原材料：紙（クラフトテープ）                                                                             

                                                                                 

クラフトテープ（紙テープ）を使用し色々な動物たちを製作いたしました。玄関での鍵

入れ等にお子様のおやつ入れに使用方法は広がりがあります。ネコ、パンダ、ウサギ、

クマ、むすび丸の５種があります。                                                                       

                                   

どうぶつかご　　\250

いずみ授産所

サイズ：２４㎝×４ｍｍ                                 

原材料：綿                                                                                                        

                                                               

７色のビーズを使用し、一編み一編み「あなたの願いが叶いますように」との願いを込

めて製作しています。ご自分用として、贈り物としてもご利用ください。                    

                                                                                                            

ミサンガ　　\100

いずみ授産所

サイズ：１１．５㎝×８．５㎝                              

原材料：綿、ミシン糸（綿１００％）                                                                    

                                                                                       

色とりどりの生地を使い、丁寧に製作しています。ノーマル型と服型をご用意致しまし

た。色や柄も様々ですので、贈り物等にも喜ばれます。                                            

                                                                                            

ティッシュケース　　\200

いずみ授産所

-51- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：１１．５㎝×８．５㎝                              

原材料：綿、ミシン糸（綿１００％）                                                                    

                                                                                       

色とりどりの生地を使い、丁寧に製作しています。ノーマル型と服型をご用意致しまし

た。色や柄も様々ですので、贈り物等にも喜ばれます。                                            

                                                                                            

ティッシュケース服型　　\250

いずみ授産所

サイズ：６．５㎝×２㎝                                 

原材料：メリノウール                                                                                         

                                                                         

フェルトボールで製作したいもむし君。色も形も一点ものです。鞄などにワンポイント

として付けていただければかわいく目立つこと間違いなしです。                                

                                                                                                    

フェルトいもむし君　　\500

いずみ授産所

サイズ：１６５㎝×１５㎝                                

原材料：アクリル                                                                                               

                                                                     

編み棒を使用せず、指で編んだマフラーです。素材の色選びから編み方まで心を込めて

編んでいます。あなたの首元そして心も温めます。                                                  

                                                                                        

指編みマフラー　　\900

いずみ授産所

-52- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：３㎝×３㎝                                   

原材料：アクリル樹脂、ネオジウム磁石                                                                 

                                                                                         

手作りのマグネットです。レジン液でコーティングしてありますのでとても丈夫で、マ

グネットは強力です。ひとつひとつ、色やデザインが異なり選べる楽しみがあります。  

                                                                                                                       

 

ＵＶレジンマグネット（大）　　\200

いずみ授産所

サイズ：１．８㎝×１．８㎝                               

原材料：アクリル樹脂、ネオジウム磁石                                                                 

                                                                                         

手作りのマグネットです。レジン液でコーティングしてありますのでとても丈夫で、マ

グネットは強力です。ひとつひとつ、色やデザインが異なり選べる楽しみがあります。  

                                                                                                                       

 

ＵＶレジンマグネット（小）　　\150

いずみ授産所

サイズ：１３㎝×８㎝                                  

原材料：アクリル毛糸                                                                                         

                                                                         

色とりどりのアクリル毛糸を使用し、ＰＯＰなアクリルたわしを製作いたしました。ア

クリル毛糸の特性が洗剤なしでも茶渋などの汚れを落とします。                                

                                                                                                    

アクリルたわし（スポンジ入）　　\150

いずみ授産所
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手工芸品

サイズ：３８㎝×３３．５㎝                               

原材料：綿、ミシン糸（綿１００％）、刺繍糸（ポリエステル１００％）                    

                                                                                                                       

「季節シリーズ」や宮城のゆるキャラ「むすび丸」、仙台七夕は観光のお土産に人気で

す。細やかなステッチは、丁寧な手業です。                                                           

                                                                                  

刺繍ふきん　　\500

いずみ授産所

サイズ：３８㎝×３３．５㎝                               

原材料：綿、ミシン糸（綿１００％）、刺繍糸（ポリエステル１００％）                    

                                                                                                                       

「季節シリーズ」や宮城のゆるキャラ「むすび丸」、仙台七夕は観光のお土産に人気で

す。細やかなステッチは、丁寧な手業です。                                                           

                                                                                  

刺繍ふきん七夕　　\600

いずみ授産所

サイズ：３６㎝×３２㎝                                 

原材料：綿、ミシン糸（綿１００％）                                                                    

                                                                                       

一枚のタオル生地からお手拭タオルを製作いたしました。木製のハンガー付ですので、

水回り等を明るくかわいく飾りながら、お使いいただけます。                                   

                                                                                                  

タオルふく　　\750

いずみ授産所
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手工芸品

サイズ：１０ｃｍ×１０ｃｍ                               

原材料：国産粘土                                                                                               

                                                                     

全行程手作業にて、妥協せず、精魂込めて製作致しております。大きさや装飾等・お気

軽にご相談下さい。（追加料金別途・事前にお問い合わせ下さい。）                          

                                                                                                        

手づくりマグカップ　　\500

一寿園

サイズ：１０ｃｍ×１０ｃｍ                               

原材料：国産粘土                                                                                               

                                                                     

全行程手作業にて、妥協せず、精魂込めて製作致しております。大きさや装飾等・お気

軽にご相談下さい。（追加料金別途・事前にお問い合わせ下さい。）                          

                                                                                                        

手づくり湯呑み　　\400

一寿園

サイズ：３ｃｍ×１０ｃｍ                                

原材料：紙、ラミネート、ひも                                                                             

                                                                                 

５枚で１セットとなっております。オリジナルのイラストをパソコンでデザインし、製

作しています。裁断、ひも通しなど手作業で一枚一枚丁寧に仕上げております。           

                                                                                                                  

しおり（各種・５枚入）　　\200

一寿園
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手工芸品

サイズ：２０ｃｍ×１６ｃｍ                               

原材料：段ボール、和紙、製本テープ、ひも                                                           

                                                                                             

味わいのある詩とイラストが、心を和ませてくれます。現在、図柄は４８種類ご用意し

ております。                                                                                                     

                                                      

壁掛け（ポストカード１枚付）　　\300

一寿園

サイズ：１１ｃｍ×９ｃｍ×６ｃｍ                            

原材料：本体：米ヒバ

種類：ウサギ・ネコ・カエル・イヌ・ゾウ                                                              

                                                                               

手作りによる、木の温もりあふれる玩具です。ウサギ・ネコ・カエルは車輪の軸をずら

すことにより、飛び跳ねるような動きを演出しております。塗装はしておりませんので

お子様にも安心安全です。                                                                                   

                           

動物木製玩具（ひも付き）　　\700

一寿園

サイズ：１２ｃｍ×７ｃｍ×６ｃｍ                            

原材料：本体：米ヒバ　種類：飛行機・ヘリコプター・ダックスフンド（ダックスフン

ドのみひも付き）品サイズ：ヘリコプター（横１５ｃｍ×高さ１１ｃｍ×幅１０ｃｍ）・

ダックスフンド（横１８ｃｍ×高さ９．５ｃｍ×幅６ｃｍ）・飛行機（横１８ｃｍ×高さ

８．５ｃｍ×幅１４ｃｍ）                                         

手作りによる、木の温もりあふれる玩具です。ダックスフンドは車輪の軸をずらすこと

により、飛び跳ねるような動きを演出しております。塗装はしておりませんのでお子様

に安心安全です。                                                                                               

                   

木製玩具　　\1,200

一寿園
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手工芸品

サイズ：５．５ｃｍ×７ｃｍ                               

原材料：木製ピンチ、フェルト、ビーズ                                                                 

                                                                                         

カラフルで可愛い小鳥のピンチ。ビーズは一つ一つ丁寧に付けました。紐を通してお気

に入りの写真やポストカードを吊るしたり、輪ゴムの代わりに袋の口を留めたり、ラッ

ピングのアクセントに使用するのもオススメです。                                                  

                                                 

小鳥ピンチ　　\200

一寿園

サイズ：１２ｃｍ×７ｃｍ×６ｃｍ                            

原材料：本体：米ヒバ

種類：自動車・ウマ                                                                                            

                                                           

手作りによる、木の温もりあふれる玩具です。塗装は施しておりませんので、お子様に

安心安全です。                                                                                                  

                                                        

木製玩具　　\600

一寿園

サイズ：１８ｃｍ×８ｃｍ×５ｃｍ                            

原材料：本体：米ヒバ                                                                                         

                                                                         

手作りによる、木の温もりあふれる玩具です。塗装は施しておりませんので、お子様に

安心安全です。                                                                                                  

                                                        

木製玩具・鳥の親子（ひも付き）　　\1,000

一寿園
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手工芸品

サイズ：１７ｃｍ×９ｃｍ×２ｃｍ                            

原材料：本体：米ヒバ                                                                                         

                                                                         

手作りによる、木の温もりあふれるパズルです。電動糸鋸により丁寧に切り出しまし

た。塗装は施しておりませんので、お子様に安心安全です。                                      

                                                                                                 

木製ゾウパズル　　\1,000

一寿園

サイズ：１２ｃｍ×７ｃｍ×２ｃｍ                            

原材料：本体：米ヒバ                                                                                         

                                                                         

手作りによる、木の温もりあふれる玩具です。電動糸鋸により丁寧に切り出しました。

塗装は施しておりませんので、お子様に安心安全です。                                            

                                                                                            

木製ゾウパズル(小）　　\700

一寿園

サイズ：１１．５ｃｍ×２４ｃｍ                             

原材料：本体：米ヒバ・欅　　

台座：欅（けやき）                                                                                            

                                                       

象嵌細工の技術を利用してキリンの模様を表現しております。本体は台座から取り外し

可能です。＊商品サイズは台座を除いたものです。                                                  

                                                                                        

木製キリンの置物　　\1,800

一寿園
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手工芸品

サイズ：２５ｃｍ×１７ｃｍ                               

原材料：本体：欅（けやき）                                                                                

                                                                               

孔雀が羽を広げた様子を電動糸鋸を駆使して表現いたしました。欅（けやき）の持つ高

級感と重厚な佇まいをお楽しみ下さい。木の風合いを生かすために塗装は施しておりま

せん。                                                                                                              

         

木製孔雀の置物　　\3,800

一寿園

サイズ：１５ｃｍ×縦１７ｃｍ                              

原材料：本体：欅（けやき）                                                                                

                                                                               

イルカの躍動感を欅（けやき）の力強い木目を利用して表現いたしました。欅（けや

き）の持つ高級感と重厚な佇まいをお楽しみ下さい。木の風合いを生かすために塗装は

施しておりません。＊厚さは台座を含まない本体の寸法です。                                   

                                                            

木製イルカの置物　　\1,200

一寿園

サイズ：直径９ｃｍ                                   

原材料：紙　花紙                                                                                               

                                                                     

仙台七夕で使用した飾りをリユースし製造しています。材料は紙と水だけで、接着剤な

どを使っていないので、そのまま土に還すことのできる、地球に優しい手づくりエコ

ポットです。                                                                                                     

                

エコポット(3号)　　\100

工房かやの実
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手工芸品

サイズ：直径１５ｃｍ                                  

原材料：紙　花紙                                                                                               

                                                                     

仙台七夕で使用した飾りをリユースし製造しています。材料は紙と水だけで、接着剤な

どを使っていないので、そのまま土に還すことのできる、地球に優しい手づくりエコ

ポットです。                                                                                                     

                

エコポット(5号)　　\200

工房かやの実

サイズ：１７㎝×２５㎝×３ｃｍ                             

原材料：木材（青森ひば）                                                                                   

                                                                             

お風呂で香りを楽しめる入浴雑貨です。使用いただいた後は自然乾燥して繰り返し使用

できます。このほかにもトロピカルシー・トロピカルランド（６５０円）、おままご

と・乗り物・昔ばなしシリーズ（各１３００円）、十二支（１６２０円）等、たくさん

の種類があり幅広くお楽しみいただけます。                                                           

     

青森ひばの入浴雑貨　　　\1,300

工房けやき

サイズ：約２０㎝×１０㎝×４㎝                             

原材料：木材（青森ひば）                                                                                   

                                                                             

多くの方に「青森ひばの香りをお届けしたい」という想いから、入浴雑貨を切り取った

際に出た端材をブロック状にして袋に詰めました。お求めやすい価格で入浴雑貨と同様

の香りをお楽しみいただけます。青森ひばの消臭効果も実証済みですので、トイレや玄

関周り等臭いの気になる場所にもお使いいただけます。                                            

              

お試しひばの湯　　\110

工房けやき
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手工芸品

サイズ：　８．５ｃｍ×１７．５ｃｍ                           

原材料：さをり布、接着芯、木綿、縫い糸                                                              

                                                                                           

バッグの中で出し入れしやすいシンプルなフォルムです。

（メガネケース　小　８ｃｍ×１６ｃｍ　価格　７００円）                                      

                                                                                                           

メガネケース（大）　　\750

工房すぴか

サイズ：文庫　１２ｃｍ×１６ｃｍ                            

原材料：さをり布、接着芯、木綿、縫い糸                                                              

                                                                                           

さをり生地のブックカバーです。通帳入れとしてもお使いいただけます。文庫本サイズ

と新書本サイズの二種類を用意しました。

（新書　１２ｃｍ×１８．５ｃｍ　価格　８５０円）                                               

                                                                     

ブックカバー　　\800

工房すぴか

サイズ：９ｃｍ×１２ｃｍ                                

原材料：さをり布、接着芯、木綿、縫い糸、ドットボタン                                         

                                                                                                         

手のひらサイズの小銭入れ。ポイントカードや名刺もまとめて収納できます。              

                                                                                                                       

                                

小銭入れ　　\700

工房すぴか
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手工芸品

サイズ：２．５ｃｍ×１４ｃｍ                              

原材料：さをり布、接着芯、木綿、縫い糸、リングホルダー金具                                

                                                                                                               

ベルトやバッグに付けられます。カラフルな色柄からシックな色柄まで取り揃えまし

た。                                                                                                                 

                                               

すぴかキーチェーン　　\500

工房すぴか

サイズ：２ｃｍ×８．５ｃｍ                               

原材料：さをり布、接着芯、木綿、縫い糸、刺繍糸、ストラップ紐                             

                                                                                                                 

縁起物のふくろう（不苦労）の可愛らしいストラップ。贈り物に喜ばれています。        

                                                                                                                       

                                    

ふくろうストラップ　　\500

工房すぴか

サイズ：１３×１０×３ｃｍ                               

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

かわいらしいサイズのミニ・ポーチです。                                                              

                                                                                                                       

さをり織り　ポーチ（小）　　\1,404

織音
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手工芸品

サイズ：１９×１４×４㎝                                

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

化粧品入れとしても最適なサイズです。                                                                 

                                                                                                                     

さをり織り　ポーチ（大）　　\2,592

織音

サイズ：１２×９㎝                                   

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

ハンカチやティッシュ入れとしてもお使い頂けます。                                               

                                                                                                                       

          

さをり織り　スクエアポーチ（小）　　\864

織音

サイズ：２１×１６㎝                                  

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

使いやすいスクエアなデザイン。幅広い用途でお使い頂けます。                                

                                                                                                                       

                    

さをり織り　スクエアポーチ（大）　　\2,592

織音
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手工芸品

サイズ：１０×１２×２㎝                                

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

お手頃サイズのかわいらしい縦長のポーチです。                                                     

                                                                                                                       

      

さをり織り　縦長ポーチ　　\1,080

織音

サイズ：８×７×２ｃｍ                                 

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

コロンとかわいいフォルムが人気。プレゼントにも喜ばれております。                       

                                                                                                                       

                          

さをり織り　小銭入れ　　\540

織音

サイズ：１８×６㎝                                   

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

個性的なさをり織りのペンケース。                                                                       

                                                                                                                 

さをり織り　ペンケース（小）　　\1,080

織音
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手工芸品

サイズ：２１×８㎝                                   

原材料：さをり糸（綿）                                                                                      

                                                                           

ペンはもちろん、定規や消しゴムも余裕で収まるサイズです。                                   

                                                                                                                       

                  

さをり織り　ペンケース（大）　　\1,620

織音

サイズ：３０×２１ｃｍ                                 

原材料：レーヨン、ミシン糸                                                                                

                                                                               

拭き取った軽い油汚れやコーヒー等の汚れが、水洗いで簡単に落ちます。使い方として

は、キッチンはもちろんの事、窓ふき、鏡、家具、自動車等にお使い頂けます。お歳暮

やお中元、粗品等でのご利用も頂いており、年間２万枚の販売実績があります。           

                                                                           

ウォッシュクリーン　　\324

第二啓生園

サイズ：１３．５×１．５㎝                               

原材料：ビーズ、リリアン、水糸、ストラップ金具、ボンド                                      

                                                                                                           

仙台七夕の吹き流しをイメージしたストラップです。お土産やプレゼントとして喜ばれ

ています。特に海外へのプレゼントとして大変好評を頂いております。                       

                                                                                                          

七夕ストラップ　　\600

第二啓生園
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手工芸品

サイズ：８．５×５．０㎝                                

原材料：和柄布（綿）、木綿糸、刺しゅう糸、綿、ペレット、ビーズ、ボンド              

                                                                                                                       

    

健幸平和を願って、心を込めて全て手縫いで仕上げています。着物姿が可愛らしいうさ

ぎのお地蔵様です。                                                                                            

                                                            

うさこ地蔵　　\500

第二啓生園

サイズ：５．０×４．５㎝                                

原材料：樹脂粘土、アクリル絵の具、磁石、ビーズ、シール、ボンド、ニス                 

                                                                                                                       

  

樹脂粘土で作った動物たちにマグネットを付けました。お子様向けにビーズやシールを

飾り付けて可愛らしく仕上げています。                                                                 

                                                                              

動物マグネット　　\200

第二啓生園

サイズ：３．５㎝×０．７㎝                               

原材料：ウッドクリップ、工芸ガラス                                                                    

                                                                                       

カラフルなモザイク風デザインから、季節やイベントに合わせたモチーフデザインま

で、様々な種類を製作しています。郵便やレシートをまとめて挟むのにも便利です。１

個入り、２個入り、３個入り、を取り揃えています。                                               

                                                    

クリップ　　\120

多機能型施設　第二虹の園
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手工芸品

サイズ：約３㎝×３㎝                                  

原材料：工芸ガラス                                                                                            

                                                                       

主に季節に合わせたモチーフで製作しています。毎回の窯入れ環境によって凹凸具合な

どが多少変わりますが、その違いも面白く感じられると思います。１個入りと２個入り

があり、値段は１２０円～です。                                                                          

                                 

マグネット　　\120

多機能型施設　第二虹の園

サイズ：約２㎝×５㎝                                  

原材料：工芸ガラス                                                                                            

                                                                       

５㎜×５㎜のガラスを並べた左右の両端が市松模様の箸置きです。模様に２色使ってい

るものと、複数色使っているものがあります。普段使いでも来客用でもお使いいただけ

ます。                                                                                                              

         

箸置き　　\400

多機能型施設　第二虹の園

サイズ：Ａ３サイズ                                   

原材料：ケナフ（環境植物）                                                                                

                                                                               

ケナフ（環境植物）繊維を漉き混んだケナフ和紙です。

ランチョンマットに、照明に、使い道は色々！                                                        

                                                                                                

ランチョンマット　　\84

多機能型施設　第二虹の園
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手工芸品

サイズ：直径約７㎝×高さ１２ｃｍ                            

原材料：粘土、釉薬                                                                                            

                                                                       

手作りの商品です。柔らかな風合いをお楽しみいただけます。デザイン、サイズ等お問

合わせください。                                                                                               

                                                          

湯のみ　　\430

多機能型施設　第二虹の園

サイズ：約１０ｃｍ×６ｃｍ                               

原材料：粘土、釉薬                                                                                            

                                                                       

豆の形をしたまめ皿です。ちょっとした取り分け皿、小皿として使い勝手がいいです。  

                                                                                                                       

                                        

まめ皿　　\210

多機能型施設　第二虹の園

サイズ：直径２５ｃｍ                                  

原材料：粘土、釉薬                                                                                            

                                                                       

たたら作りのピザ皿です。　手作りの風合いが出ています。ピザのＭサイズがぴったり

です。                                                                                                              

                                                

ピザ皿　　\1,080

多機能型施設　第二虹の園
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手工芸品

サイズ：３３ｃｍ×１００ｃｍ                              

原材料：綿１００％                                                                                            

                                                                       

ｔａｍｔａｍｄｏｔの楽しい雰囲気を、やわらかな風合いの生地といっしょに、いつも

身近に使ってほしい。このてぬぐいは、そんな想いから生まれました。ハンカチの代わ

りにしたり、頭に巻いて帽子に、首に巻いてストールにお使い下さい。様々なモチーフ

を使った、にぎやかなロボット柄です。                                                                 

tam tam dot×てぬぐい（ロボ黄）　　\1,200

多夢多夢舎中山工房

サイズ：３３ｃｍ×１００ｃｍ                              

原材料：綿１００％                                                                                            

                                                                       

ｔａｍｔａｍｄｏｔの楽しい雰囲気を、やわらかな風合いの生地といっしょに、いつも

身近に使ってほしい。このてぬぐいは、そんな想いから生まれました。ハンカチの代わ

りにしたり、頭にまいて帽子に、首に巻いてストールにお使い下さい。様々なモチーフ

を使った、にぎやかなロボット柄です。                                                                 

tam tam dot×てぬぐい（ロボピンク）　　\1,200

多夢多夢舎中山工房

サイズ：３３ｃｍ×１００ｃｍ                              

原材料：綿１００％                                                                                            

                                                                       

ｔａｍｔａｍｄｏｔの楽しい雰囲気を、やわらかな風合いの生地といっしょに、いつも

身近に使ってほしい。このてぬぐいは、そんな想いから生まれました。ハンカチの代わ

りにしたり、頭にまいて帽子に、首に巻いてストールにお使い下さい。かわいいバス柄

を、伝統的な豆絞りの色で染め上げました。                                                           

    

tam tam dot×てぬぐい（バス）　　\1,200

多夢多夢舎中山工房
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手工芸品

サイズ：３３ｃｍ×１００ｃｍ                              

原材料：綿１００％                                                                                            

                                                                       

ｔａｍｔａｍｄｏｔの楽しい雰囲気を、やわらかな風合いの生地といっしょに、いつも

身近に使ってほしい。このてぬぐいは、そんな想いから生まれました。ハンカチの代わ

りにしたり、頭にまいて帽子に、首に巻いてストールにお使い下さい。落ち着いた雰囲

気の丸小紋柄です。                                                                          

tam tam dot×てぬぐい（まるあお）　　\1,000

多夢多夢舎中山工房

サイズ：３３ｃｍ×１００ｃｍ                              

原材料：綿１００％                                                                                            

                                                                       

ｔａｍｔａｍｄｏｔの楽しい雰囲気を、やわらかな風合いの生地といっしょに、いつも

身近に使ってほしい。このてぬぐいは、そんな想いから生まれました。ハンカチの代わ

りにしたり、頭にまいて帽子に、首に巻いてストールにお使い下さい。落ち着いた雰囲

気の丸小紋柄です。                                                                          

tam tam dot×てぬぐい（まるサーモン）　　\1,000

多夢多夢舎中山工房

サイズ：３３ｃｍ×１００ｃｍ                              

原材料：綿１００％                                                                                            

                                                                       

ｔａｍｔａｍｄｏｔの楽しい雰囲気を、やわらかな風合いの生地といっしょに、いつも

身近に使ってほしい。このてぬぐいは、そんな想いから生まれました。ハンカチの代わ

りにしたり、頭にまいて帽子に、首に巻いてストールにお使い下さい。布たっぷりに筆

で描いた、大きな丸の柄です。                                                                     

tam tam dot×てぬぐい（まるわさび）　　\1,000

多夢多夢舎中山工房

-70- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：３１ｃｍ×２１ｃｍ                               

原材料：原料は、天然パルプになっております。                                                     

                                                                                                 

手に優しい成分の天然パルプを使用しております。水洗いをしてからご使用下さい。ご

使用後は水洗いするだけで汚れが簡単に落ち何度でもご使用なれます。洗剤で洗うとよ

り清潔さを保てます。色は５色お好みの色をお選び下さい。また、台所の油汚れや自転

車・机・家具にとあらゆる所にご利用いただけます。                                               

            

ニュークリーンふくぞうくん　　\315

虹の園

サイズ：本体サイズ　１０㎝                               

原材料：ビーズ、リボン                                                                                      

                                                                           

仙台七夕まつりの七夕飾りをイメージし、「仙台」「ＳＥＮＤＡＩ」のご当地限定ロゴ

入りオリジナルリボンを取り入れています。お土産に大変喜ばれています。                 

                                                                                                              

七夕すとらっぷ　　\600

パルいずみ

サイズ：本体サイズ　４㎝                                

原材料：ビーズ                                                                                                  

                                                                   

このストラップは「杜の都仙台」を象徴する「ケヤキ」に精が宿るというストーリーを

形にしたものです。可愛らしい妖精をモチーフにし、色鮮やかな「ケヤキの葉」がより

一層ご当地感と限定感を出しています。                                                                 

                                       

杜の都のケヤキの精ストラップ　　\500

パルいずみ

-71- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：本体サイズ　８㎝                                

原材料：ビーズ                                                                                                  

                                                                   

ページェントが輝くケヤキをイメージして編み上げました。たくさんの電球の中には１

個だけピンクの光があり、それを見つけると幸せになるそうです。「ピンクの光の葉ス

トラップ」はそんなストーリーが元になっています。                                               

                                                   

SENDAI光のページェント　ピンクの光の葉ストラップ　　\800

パルいずみ

サイズ：本体サイズ　４㎝                                

原材料：ビーズ                                                                                                  

                                                                   

「幸福」のシンボルという言い伝えのある四つ葉のクローバー。季節を問わず、幅広い

年代から人気のパルいずみロングセラー製品です。                                                  

                                                                                        

クローバーストラップ　　\500

パルいずみ

サイズ：直径４ｃｍ×高さ７．５ｃｍ                           

原材料：キャンドル、顔料                                                                                   

                                                                             

ヤクルト容器をリユースして製作。高さがあるので、長時間ご使用いただけます。        

                                                                                                                       

                                    

ヤクルト型キャンドル　　\250

パル三居沢

-72- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：直径６ｃｍ×高さ４ｃｍ                             

原材料：キャンドル、顔料                                                                                   

                                                                             

プリンを型取ったカラフルなキャンドル。どっしりとした安定感が好評です。              

                                                                                                                       

                                

プリン型キャンドル　　\250

パル三居沢

サイズ：直径４ｃｍ×高さ２．５ｃｍ                           

原材料：キャンドル、顔料                                                                                   

                                                                             

ラベンダーの香りが付いた癒されるお手軽サイズのキャンドルです。                          

                                                                                                                       

                        

香り付きミニキャンドル　　\200

パル三居沢

サイズ：　バラ：直径２．７ｃｍ×２ｃｍ                         

原材料：キャンドル、顔料                                                                                   

                                                                             

水に浮かべて楽しめるキャンドル。ハートとバラの形がセットになっており、ピンクの

他にブルーもあります。                                                                                      

                                                                

フローティングキャンドル　　\300

パル三居沢

-73- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：四方　約１ｃｍ×２ｃｍ                             

原材料：キャンドル、顔料                                                                                   

                                                                             

ブロック型のちいさなキャンドル。カラフルなのでインテリアとしてもお楽しみいただ

けます。                                                                                                           

                                                  

ミニブロックキャンドル　　\300

パル三居沢

サイズ：１０ｃｍ×１３ｃｍ                               

原材料：アクリル毛糸極太                                                                                   

                                                                             

アクリル毛糸の特性で洗剤を使わず食器やキッチンシンク、浴槽など様々なシーンで活

躍するエコたわしです。                                                                                      

                                                                

アクリルたわし　　\200

パル三居沢

サイズ：６㎝×２㎝                                   

原材料：ビーズ、テグス                                                                                      

                                                                           

丸いビーズを使用し、一つ一つ丁寧に作っております。色の組み合わせは様々で、蓋の

部分は開閉することができます。大人っぽさの中に可愛らしさも感じられる商品です。  

                                                                                                                       

 

バックストラップ　　\500

ホープすずかけ

-74- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：２㎝×０．５㎝                                 

原材料：パール、音符チャーム、ピアス                                                                 

                                                                                         

パールとト音記号のチャームが付いたピアスです。イヤリングにすることも可能です。

落ち着いた印象も可愛らしい印象も、どちらも与えてくれるようなアクセサリーです。  

                                                                                                                       

 

音符ピアス　　\600

ホープすずかけ

サイズ：直径３㎝前後                                  

原材料：羊毛フェルト、毛糸他                                                                             

                                                                                 

フェルトボール１個１個が、すべて利用者さんの手作り商品。世界でたった１個のフェ

ルトボール商品となっております。お正月には『だるま』、３月には『雛人形』と、季

節ごとに趣向を凝らして商品作りを行っています。クリスマスにはこの『サンタ』をツ

リーに飾ってみませんか？ご注文お待ちしています。                                               

            

フェルト製品　　\500

ホープすずかけ

サイズ：７×１９ｃｍ                                  

原材料：綿、キルト生地、リネン、ファスナー                                                        

                                                                                               

様々な種類の糸や、色を組み合わせています。また、柄も裏地も一つとして同じものが

無いため、自分だけのペンケースを選ぶことができます。元気いっぱいのＰＯＰなデザ

インから、落ち着いた色味のものまで取り揃えております。                                      

                                                         

さをり織りペンケース　　\1,200

みどり工房若林

-75- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：１４×２２ｃｍ

１４×２２                          

原材料：綿、キルト生地、リネン、ファスナー                                                        

                                                                                               

完成に至るまですべて手作り。様々な種類の糸や、色を組み合わせて織り上げていま

す。また、柄も裏地も一つとして同じものが無いため、自分だけのポーチを選ぶことが

できます。元気いっぱいのＰＯＰなデザインから、落ち着いた色味のものまで取り揃え

ております。                                                                              

さをりポーチ（大）　　\2,000

みどり工房若林

サイズ：１１．２×１７ｃｍ　　　　                           

原材料：綿、キルト生地、リネン、ファスナー                                                        

                                                                                               

完成に至るまですべて手作り。様々な種類の糸や、色を組み合わせて織り上げていま

す。また、柄も裏地も一つとして同じものが無いため、自分だけのポーチを選ぶことが

できます。元気いっぱいのＰＯＰなデザインから、落ち着いた色味のものまで取り揃え

ております。                                                                              

さをりポーチ（中）　　\1,500

みどり工房若林

サイズ：７×１２ｃｍ                                  

原材料：綿、キルト生地、リネン、ファスナー                                                        

                                                                                               

完成に至るまですべて手作り。様々な種類の糸や、色を組み合わせて織り上げていま

す。また、柄も裏地も一つとして同じものが無いため、自分だけのポーチを選ぶことが

できます。元気いっぱいのＰＯＰなデザインから、落ち着いた色味のものまで取り揃え

ております。                                                                              

さをりポーチ（小）　　\800

みどり工房若林

-76- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：１０×１０ｃｍ                                 

原材料：綿                                                                                                        

                                                               

カラフルなコースターでお茶の時間に、華やかさを演出します。洗濯も可能です。        

                                                                                                                       

                                    

さをり織りコースター　　\300

みどり工房若林

サイズ：梱包時：８×９ｃｍ                               

原材料：綿、ゴム、ビーズ                                                                                   

                                                                             

さをりの生地で作った小さいお花が、可愛いワンポイントに。髪留めだけでなく、手帳

などのバンドとしてもお使いいただけます。                                                           

                                                                                  

さをり織りお花ゴム　　\400

みどり工房若林

サイズ：１０．９×８ｃｍ                                

原材料：綿、ポリエステル、ポリウレタン                                                              

                                                                                           

ポケットが二つに分かれているので、バスや電車の定期券を入れられます。使うときに

スッと出せる便利グッズです。＋１００円でビーズをあしらった種類も承ります。        

                                                                                                                    

パンチングレザーカードケース　　\500

みどり工房若林

-77- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：５×８ｃｍ                                   

原材料：綿、ポリエステル、ポリウレタン、ゴム                                                     

                                                                                                 

髪をまとめるときだけでなく、カバンなどに付けて可愛らしいワンポイントにいかがで

しょうか？                                                                                                        

                                                    

パンチングレザーリボンゴム　　\200

みどり工房若林

サイズ：干支　はしおき                                 

原材料：ブナの木、木彫オイルを使用しています。                                                  

                                                                                                   

ご家族やご友人へのプレゼントに大人気の商品です。研磨とオイル塗装を繰り返し、手

触りよく温もりのある製品に仕上げています。                                                        

                                                                                    

干支　はしおき　　\160

ワーキングギルド花梨

サイズ：約２㎝×５㎝                                  

原材料：ブナの木、木彫オイルを使用しています。                                                  

                                                                                                   

動物のはしおきは全１２種類で「かに」「くじら」「ぞう」「こぐま」が人気です。一

つひとつ手づくりで製作しています。研磨とオイル塗装を繰り返し、手触りよく温もり

のある製品に仕上げています。                                                                             

                               

動物箸置き　　\160

ワーキングギルド花梨

-78- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：約３．５㎝円形                                 

原材料：ブナの木、マグネットを使用しています。                                                  

                                                                                                   

強力なマグネットを使用しております。自然のぬくもりを大切にしており表面はオイル

塗装をしておりません。表情は数種類ございます。笑顔と共に感謝の気持ちを届けたい

という思いで、一つひとつ丁寧に心をこめて作っています。                                      

                                                         

スマイル　マグネット　　\125

ワーキングギルド花梨

サイズ：約３．５㎝×３．５㎝                              

原材料：ブナの木、木彫オイル、マグネットを使用しています。                                

                                                                                                               

ブナの木、木彫オイル、強力なマグネットを使用しています。木のぬくもりが感じられ

る優しい雰囲気が人気です。                                                                                

                                                                    

ナチュラル　マグネット　　\250

ワーキングギルド花梨

サイズ：２４㎝×１８㎝（タイル部分：７．５㎝×７．５㎝）                

原材料：シナベニヤ、花タイル、ニス                                                                    

                                                                                       

中央にカラフルな花形の耐熱タイルを敷き詰めました。お鍋やグラタン皿を置いて、お

使い下さい。ねこのしっぽは、かけて収納できるので便利です。                                

                                                                                                    

ねこのなべ敷き　　\800

ワークつるがや

-79- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：１３㎝×１８㎝                                 

原材料：シナベニヤ、古布、ニス                                                                          

                                                                                   

板の切り出しからニス塗りまで心をこめて手作りしました。いぬ、ねこ、うさぎの３種

類ございます。色合いや柄などお好きなものをお選びください。着物生地の部分は防水

加工済みですので、安心してお使いいただけます。                                                  

                                                 

こーすたぁ　　\450

ワークつるがや

サイズ：１２㎝×１３㎝                                 

原材料：シナベニヤ、ウッドピンチ、古布、セラムコート（絵具）                             

                                                                                                                 

背中に付いているクリップに写真やメモ、カードなどを挟んで飾ってください。いぬ、

ねこ、うさぎがあります。それぞれ数種類の色をご用意していますので、お好みの色を

お選びいただけます。付属の座布団は着物の古布を使用しています。                          

                                                                 

くりっぷ　　\650

ワークつるがや

サイズ：２０㎝×１２㎝                                 

原材料：シナベニヤ、古布、ニス、マジックテープ                                                  

                                                                                                   

いぬ、ねこ、うさぎを用意しています。中央部分にタオルをかけてお使いください。肩

ひもにマジックテープが付いており、お好きな場所にかけることができます。着物の古

布を使用しています。お好きな柄をお選びください。                                               

                                                   

タオルかけ　　\450

ワークつるがや

-80- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：７㎝×６㎝                                   

原材料：シナベニヤ、ウッドピンチ、鈴、セラムコート（絵具）、リリアン                 

                                                                                                                       

  

後ろに付いているクリップにメモを挟んでお使い下さい。あなたの大事なメッセージ

（伝言）を可愛いねこがしっかりお伝えします。数種類の色をご用意していますので、

お好みの色をお選びいただけます。                                                                       

                                    

ねこの伝言番　　\300

ワークつるがや

サイズ：７㎝×３㎝                                   

原材料：シナベニヤ、ウッドピンチ、セラムコート（絵具）、古布                             

                                                                                                                 

ワークつるがやオリジナルクリップです。いぬ、ねこ、うさぎには、着物の古布を使っ

て可愛くスカーフや前掛けを付けました。表情や着物の色合い、同じものは２度と出来

ない偶然性の高いアイテムです。季節に応じ、いろいろとご用意しています。              

                                                                         

ミニくりっぷ　　\100

ワークつるがや

サイズ：１８㎝～２０㎝                                 

原材料：葦、和紙、墨汁                                                                                      

                                                                           

北上川で育った自然の葦を一本一本丁寧に皮をむき、きれいに磨き上げました。ペン型

に仕上げ、ひと味違った文字の絵手紙や年賀状を書くのにお勧めです。ペン先はカッ

ターで削れますので、お好みの太さでお楽しみいただけます。                                   

                                                            

葦ぺん（墨付）　　\200

ワークつるがや

-81- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：１８㎝×２０㎝                                 

原材料：葦、和紙、墨汁、葉書                                                                             

                                                                                 

北上川で育った自然の葦を一本一本丁寧に皮をむき、きれいに磨き上げました。ペンタ

イプ・ブラシタイプ・極細タイプの３種類をご用意しました。味わいが異なるペンをお

楽しみください。うす墨、はがき付ですので、手軽に絵はがきを描けます。                 

                                                                       

葦ペンセット（薄墨、葉書２枚付）　　\350

ワークつるがや

サイズ：高さ：３０㎝　直径：１７㎝                           

原材料：葦、古布、缶                                                                                         

                                                                         

北上川で育った自然の葦を使用して、磨きから編み上げまで丁寧に仕上げました。くず

かごや新聞立てとしてお使いになれます。着物の古布がアクセントとなり、“和モダン”

の雰囲気を演出してくれます。                                                                             

                              

よし囲い　　\500

ワークつるがや

サイズ：高さ：４４㎝　直径：２５㎝                           

原材料：葦、古布、缶                                                                                         

                                                                         

北上川で育った自然の葦を使用して、磨きから編み上げまで丁寧に仕上げました。くず

かごとしてだけではなく、傘立てや生け花用としてもお使いになれます。着物の古布を

使用しています。お好きな柄をお選びください。                                                     

                                               

よし囲い（大）　　\850

ワークつるがや

-82- 特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター



手工芸品

サイズ：１９㎝×２３㎝                                 

原材料：葦、古布                                                                                               

                                                                     

北上川で育った自然の葦を使用して、磨きから編み上げまで丁寧に仕上げました。中央

の飾りはお好みで、取り外しが可能です。お部屋のインテリアに“和モダン”の雰囲気を

取り入れてみてはいかがでしょうか？                                                                    

                                    

ミニよしず　　\750

ワークつるがや

サイズ：葦：２４㎝×１０㎝　高さ：１１㎝                        

原材料：葦、古布、コーヒーがら（乾燥）                                                              

                                                                                           

着物の古布を使用して、色とりどりの可愛いふくろうが出来上がりました。ふくろうの

中には、ドリップしたコーヒー豆が入っていますので、香りもよく、消臭効果もありま

す。北上川で育った自然の葦を丁寧に編み上げて、台にしました。                             

                                                               

香福　　\750

ワークつるがや

サイズ：５ｃｍ×５ｃｍ                                 

原材料：信楽すいひ粘土                                                                                      

                                                                           

信楽の土を使用し、ひとつひとつ心を込めて作っております。すべて手作りなので、表

情もひとつひとつ違っていますが、みんなやさしい表情をしています。お部屋や玄関の

飾りとしていかがでしょうか。                                                                             

                               

お地蔵さん(土鈴)　　\1,000

わたげの樹
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手工芸品

サイズ：６ｃｍ×１０ｃｍ                                

原材料：				信楽すいひ粘土                                                                                      

                                                                       

信楽の土を使用し、ひとつひとつ手作りで心を込めて作っております。通常の地蔵さん

より一回り大きい作りになっています。優しい表情が特徴で、ほのぼのとした印象を与

えます。お部屋や玄関の飾りとしていかがでしょうか。                                            

                                                     

お地蔵さん(土鈴)大　　\1,300

わたげの樹

サイズ：６ｃｍ×５ｃｍ                                 

原材料：信楽すいひ粘土、釉薬                                                                             

                                                                                 

信楽の土を使用し、作品ひとつひとつを手作りで心を込めて作っております。無事に

帰って来れるよう「無事カエル」という意味もあり、手に取った方が笑顔になれるよう

願いを込めて作っています。お部屋や玄関の飾りとしていかがでしょうか。                 

                                                                        

カエル(土鈴)　　\1,000

わたげの樹

サイズ：５ｃｍ×５ｃｍ                                 

原材料：信楽すいひ粘土                                                                                      

                                                                           

信楽の土を使用し、作品ひとつひとつを手作りで心を込めて作っております。「不苦

労」または「福老」に通じ縁起物とされています。表情豊かなふくろうをお部屋や玄関

に飾ってみてはいかがでしょうか。                                                                       

                                    

ふくろう(土鈴)　　\700

わたげの樹
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手工芸品

サイズ：６ｃｍ×５ｃｍ                                 

原材料：信楽すいひ粘土                                                                                      

                                                                           

信楽の土を使用し、作品ひとつひとつを手作りで心を込めて作っております。困ったよ

うな顔が特徴で、どこか憎めない表情をしています。お部屋や玄関の飾りとしていかが

でしょうか。                                                                                                     

               

犬(土鈴)パグ　　\1,000

わたげの樹
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受託作業

どんな仕事も一生懸命。
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受託作業

参考価格：むすび丸ストラップ、８００円                                                              

       

保有設備：トロテックレーザー加工機                                                                    

   

作業説明・特記事項等：希望納期・数量・価格等をメールもしくはＦＡＸにてご連絡く

ださい。                                                                                                           

                                                  

レーザー加工　　

指定就労継続支援多機能型あしあと

参考価格：こちらの商品で１５００円（税込）                                                        

           

保有設備：工業用ミシン（中厚地・厚地）・刺繍機・ロックミシン                             

                             

作業説明・特記事項等：希望納期・数量・価格等をメールもしくはＦＡＸにてご連絡く

ださい。                                                                                                           

                                                  

縫製　　

指定就労継続支援多機能型あしあと

参考価格：白黒片面７００円等                                                                          

保有設備：カラーレーザープリンタ：ＩＰＳｉＯ　ＳＰ　Ｃ７２１　名刺カッター：

ジェルジェットプリンタ　ＩＰＳｉＯ　ＧＸ　ｅ７７００                        

作業説明・特記事項等：ご要望のデザインでお作り致します。先ずは、ご連絡下さい。

初回のみデザイン料として別途料金がかかります。片面５００円～、両面１０００円

～。                                                                                                                 

        

名刺作成・印刷　　

一寿園
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受託作業

参考価格：１０万円～（１年分更新費用込）                                                           

         

保有設備：Ｄｒｅａｍ　Ｗｅａｖｅｒ　ＣＳ５（ＰＣソフト）                                   

                         

作業説明・特記事項等：ＨＰのご依頼の際は他社見積もり（年単位）をご持参いただけ

れば、他社見積もりより３０％引きで作成させていただきます。                                

                                                                                                    

HP作成　　

ＣＯＭ’Ｓ

参考価格：名刺１００枚（両面）／カラー１０００円                                               

                 

保有設備：Ａｄｏｂｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ・Ａｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ等  

                                               

作業説明・特記事項等：印刷物・デザイン業務は、１つの案件につきお客様のご要望に

沿ったデザイン案を、最低でも３パターン作成いたします。                                      

                                                                                                

デザイン業務全般　　

ＣＯＭ’Ｓ

参考価格：デザイン・印刷込　１０００部／１９９９０円                                         

                     

保有設備：Ａｄｏｂｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ・Ａｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ等

（ｍａｓｔｅｒ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｃｓ５　ｃｓ６）                    

作業説明・特記事項等：１つの案件につき最低でも２パターン以上のレイアウトを提案

させていただきます。

なるべく多くのデザイン案を提出したいと考えていますので、お早めにご相談くださ

い。

・Ａ４両面４色（カラー）デザイン・印刷料込　　《１０００部　１９９９０円》　

《１００００部　３８８８０円》                                                      

チラシ作成　　

ＣＯＭ’Ｓ
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受託作業

参考価格：角２封筒／　５００部　／７５００円等　                                               

                 

保有設備：製本機、輪転機（リコー　サテリオＡ６５０）、コピー機（Ｃ８３０ｍ）     

                                             

作業説明・特記事項等：冊子製本、年賀状印刷承っております。他、お気軽にご相談く

ださい。                                                                                                           

                                                  

印刷・製本他　　

仙台自立の家

参考価格：１束　１００円                                                                            

保有設備：１０メートル×４５メートルの栽培温室１棟の内部に、播種設備＋栽培架台

を２系統保有。

【主な野菜】ほうれん草、ルッコラ、小松菜、小ネギ、山東菜（べかな）、三つ葉、な

ど

作業説明・特記事項等：施設内や近隣店舗（スーパーや公共施設）、福祉施設等での販

売、定期出荷も承っております。アクがなく歯触りのやわらかな野菜です。                 

                                                                                                              

水耕栽培　　

仙台自立の家

参考価格：１工程　１円～                                                                            

保有設備：                                                                                   

作業説明・特記事項等：封入、封緘、ポスター折り等はこれまでに実績があります。作

業室にスペースがあるので、保管が可能です。                                                        

                                                                                    

封入、封緘作業　　

パルいずみ
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受託作業

参考価格：お見積もり致します。                                                                         

保有設備：ｆａｓｔｂｉｎｄ　製本機                                                                    

   

作業説明・特記事項等：一冊一冊に価値のある「フォトアルバム」の製作や、カレン

ダー等の大量製作に向いている「リング製本」を行っております。ご希望のサイズ・

ページ数でお見積もり致します。電話・メールにてお気軽にお問合せ下さい。（例）

ハードカバー　Ａ４サイズ・１６Ｐ　\４，６４４　　リング　Ａ４サイズ・１３Ｐ

　\１，０８０                                         

製本（ハードカバー、リング綴じ）　　

レインボー多賀城

参考価格：３円／１個～（詳しくは要相談）                                                           

         

保有設備：                                                                                   

作業説明・特記事項等：笹かまぼこやお菓子等の箱など、様々な箱に対しての実績多数

あります。平均して、月産６，０００個ほど完成させております。荷受け、納品にも対

応しております。                                                                                               

                   

箱折り作業　　

ワークつるがや

参考価格：０．５円／１部（詳しくは要相談）                                                        

           

保有設備：                                                                                   

作業説明・特記事項等：チラシ折り、折りこみの作業を行います。３，０００部／日で

の実績があります。荷受け、納品にも対応しております。                                         

                                                                                              

チラシ折り作業　　

ワークつるがや
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店舗運営

笑顔でおもてなし。ごゆっくりお寛ぎください。
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店舗運営

平成３年の設立時から添加物等を出来るだけ使わず、手作りで体に優しい製品づくりを

モットーにパン、クッキーの製造をしています。衛生面、品質管理を徹底するとともに

従業員一同、まごころをこめて丁寧に安全でおいしいものを作るよう心がけておりま

す。                                                          

主な販売内容：手作りパン・クッキー・焼き菓子・ポンせんべいなど                          

                                                                    

〒９８０-０００３　宮城県仙台市青葉区小田原４丁目１－２

TEL：０２２－２２３－２４８３　営業時間 １０：００～１７：００　定休日：日曜

日・祝日　駐車場：３台駐車可能               

くるみの木　　

くるみの木

国産小麦で作るパンとクッキーのお店。（月曜日はクッキーのみ）。１０時ごろから焼

き上がります。焼き立てのパンをご賞味下さい。また、オリーブ油・黒砂糖といった

フェアトレード商品、またお豆腐・レトルトカレーなど他の福祉事業所の製品も取り

扱っています。                                                      

主な販売内容：パン・クッキー・ラスク・オリーブ油・黒砂糖                                   

                                                              

〒９８３-０８３４　仙台市宮城野区松岡町１７－１

TEL：０２２－２９９－１２７９　営業時間 １０：００～１６：００　定休日：土・

日・祝日　駐車場：あり                       

コッペ　　

コッペ

シェフ（調理師）と利用者がつくる、素材にこだわった美味しい料理と真心をこめたお

もてなしで、ゆっくりと楽しいひとときをお過ごしください。                                   

                                                                          

主な販売内容：かりよんランチ：５５０円　                                                           

                                              

〒９８１-３２０３　宮城県仙台市泉区高森７丁目１－４

TEL：０２２－２４４－７３７７　営業時間 １０：００～１５：００　定休日：日曜・

祝日　駐車場：５台可能                    

レストラン　かりよん　　

すていじ仙台
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店舗運営

角田市で採れた旬の果実を使用し、イタリア製の機械で製造した本格ジェラートや、ふ

わふわのシフォンケーキなど、一度食べたら虜になること間違いなしの商品を取り揃え

ております。ぜひ一度お越しください！                                                                 

               

主な販売内容：ジェラート：シングル２５０円、ダブル３５０円　シフォンケーキ：

カット１００円　小ホール５００円　大ホール１，０００円　フレバ―つき１，２００

円                                               

〒９８１-１５０５　角田市角田字田町１００－１（Ａ－ｃｏｏｐ角田店内）

TEL：０２２４－６３－４３６６　営業時間 ９：３０～１８：３０　定休日：不定休　

駐車場：有り                

にじいろカフェ　　

多機能型施設　第三虹の園

工房「美山の里」は、『みやぎ木のやすらぎ空間確保対策事業』により、宮城県産木材

を利用して角田市西根六区に建設されたものです。緑あふれる美しい山々に囲まれた中

でジャム作りをしています。旬の素材をふんだんに使用した果実等のジャム作りと販売

を行っています。

●地方発送やギフト等でのご利用も承っておりますのでお気軽にお問い合わせくださ

い。         

主な販売内容：ブルーベリー　２００ｇ：８００円　１５０ｇ：６００円　１００ｇ：

４００円　その他、完熟梅ジャム、あんずジャム、ゆずジャム、いちじくジャム、いち

ごジャム、なしジャムも２００ｇ、１５０ｇ、１００ｇで販売しております。            

〒９８１-１５１５　宮城県角田市笠島字出戸２８－５

TEL：０２２４－６５－３８１１　営業時間 １０：００～１６：００　定休日：毎週　

月曜日・火曜日　駐車場：１０台駐車可能             

工房　美山の里　　

多機能型施設　第三虹の園

本場大阪のレシピで作られた本格ぎょうざ。材料は白菜、ニラ、ニンニク、生姜、全て

国内産のものを使用しています。製造したぎょうざは、急速冷凍にして、品質を落とさ

ず冷凍にしております。一度食べたらやみつきの本格ぎょうざ是非、ご賞味下さい。

（虹の園他店舗でも販売しております。）※発送はクール便（冷凍）になります。        

             

主な販売内容：１０個入り：２５０円　２０個入り：５００円                                   

                                                              

〒９８１-１５０５　宮城県角田市角田中島上２１３

TEL：０２２４－６３－４３７７　営業時間 １０：００～１７：００　定休日：毎週　

土曜日・日曜日、祝・祭日　駐車場：有り              

バカ美味ぎょうざ【お持ち帰り専門店】　　

多機能型施設　第三虹の園
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店舗運営

がぎゅうベーカリーは、平成１９年８月１２日に日本財団様より助成金を頂き開設いた

しました。国産小麦「ゆきちから」を１００％使用した焼きたてのパンを是非お召し上

がりください。また、がぎゅうベーカリーは皆様の憩いの場、交流の場としてのお席も

ご用意しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。                                  

主な販売内容：食パン（１斤）：２５０円　田舎風フランスパン：１００円　クロワッ

サン１６０円　その他菓子パン：１００円～                                                           

       

〒９８１-１５９２　角田市角田字田町５４-１

TEL：０２２４－６１－１７７７　営業時間 ７：３０～１６：００　定休日：毎週　日

曜日　駐車場：３台駐車可能                      

がぎゅうベーカリー　　

多機能型施設　第二虹の園

ゴルフ場利用のお客様をメインにボリュームのある食事を提供しております。安心と値

ごろ感のある店づくりをしています。                                                                    

                                                    

主な販売内容：麺類・定食・丼物・日替わりランチ                                                  

                                                    

〒９８１-１５０１　宮城県角田市藤田字北谷地１５０－２

TEL：０２２４－６３－５９７１　営業時間 １０：００～１４：３０　定休日：天候に

よる　駐車場：約５０台駐車可能               

にじいろレストラン　　

多機能型施設　第二虹の園

緑に囲まれ、木のぬくもりある建物で、ゆったりとした時間をお楽しみください。コー

ヒー、紅茶は、それぞれ専門店と連携し、厳選された豆、茶葉を使用しています。小さ

なお子様連れには、安心して遊べる「絵本のへや」が人気です。                                

                                     

主な販売内容：コーヒー：４００円　紅茶：４００円　ケーキセット：７００円           

                                                                              

〒９８１-０９５２　宮城県仙台市青葉区中山２丁目１８－５

TEL：０２２－２７７－００８１　営業時間 １２：００～１７：００　定休日：日・

月・祝　駐車場：２台                    

café&shopたむたむ亭　　

多夢多夢舎中山工房
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店舗運営

ぱぴハウスは、平成１２年用お年玉付き年賀葉書等寄附金をいただいて建築し、平成

１６年用お年玉付き年賀葉書等寄附金によって増築いたしました。蒔を焚いた石窯で焼

く本格的なイタリアンピザをお召し上がりいただきながら、皆様の憩いの場、交流の場

としてもご利用いただければと思っております。                                      

主な販売内容：通常のメニューは、ピザ９種類、パスタ３種類（内日替わり１種）平日

のランチ８５０円（前菜、飲み物、ピザｏｒパスタ、ミニデザート付                          

                             

〒９８１-１５２２　宮城県角田市佐倉字町裏一番６３番地

TEL：０２２４－６３－１４８１　営業時間 １１：００～１９：００（ラストオーダー

１８：３０）　定休日：毎週　月曜日・火曜日　駐車場：有   

ぱぴハウス　　

虹の園

店舗に併設したアイスクリーム工場にて製造したアイスクリームを提供しています。大

きなガラス越しにキラキラ輝く陽光を受けた明るい店内は、キッズコーナーも完備し小

さなお子様連れのお客様もごゆっくりおくつろぎいただけます。                                

                                     

主な販売内容：イタリアンジェラート（２色盛り・２５０円）、コーヒー等ドリンク類  

                                                                                    

〒９８４-０８１５　宮城県仙台市若林区文化町１５－１２

TEL：０２２－２８６－２００４　営業時間 １０：３０～１７：００　定休日：日、

月、祝日　駐車場：　４台有り                 

フォンテーヌ　　

フォンテーヌ

平日限定ランチが超お勧め。ピザｏｒパスタを選んでいただきます。サラダ、ドリン

ク、デザートがセットで８００円。ピザは石窯で焼き上げる本格ピザです。                 

                                                                                       

主な販売内容：ピザ・パスタ　イタリアン　平日限定ランチ８００円                          

                                                                    

〒９８９-１５０１　宮城県柴田郡川崎町前川字北原２２－９

TEL：０２２４－８５－１６５６　営業時間 １１：００～１８：００　定休日：毎週　

日曜日、月曜日　駐車場：１５台駐車可能          

ぱぴハウス　川崎店　　

多機能型施設　レインボー川崎
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店舗運営

国産小麦「ゆきちから」を使用した、体に良いパンです。毎日焼き立てをお届けいたし

ます。                                                                                                              

                        

主な販売内容：食パン、フランスパン、菓子パン、調理パン各種                                

                                                                

〒９８９-１５０１　宮城県柴田郡川崎町前川字北原２２－９

TEL：０２２４－８５－１６５６　営業時間 ８：３０～売切れしだい終了　定休日：毎

週　日曜日、月曜日　駐車場：１５台駐車可能        

がぎゅうベーカリー　川崎店　　

多機能型施設　レインボー川崎

新製法により冷やしても硬くならない特徴の串団子や、あんに大粒のくるみをたっぷり

と入れ、玉子、バター、ミルク、小麦粉で練り仕上げた生地で包んだサクッとした食感

の揚げまんじゅう等を販売しております。店内でもお召し上がりいただけます。           

                                                   

主な販売内容：・団子　１本　￥１３０　　・つつみ揚げ（揚げ饅頭）　１個￥１０８  

                                                                                    

〒９８５-００２４　宮城県塩竈市錦町１８－２

TEL：０２２－３６７－５３１１　営業時間 １０：００～１７：００　定休日：毎週　

日曜日　駐車場：１台分あり                      

つつみ屋　塩釜店　　

レインボー多賀城

事業所内の麺工房で作った出来立てのうどんと芳香なコーヒーを召し上がりながら、

ゆったりと過ごしていただける空間です。                                                              

                                                         

主な販売内容：なご味セット（季節のうどん（小）・ごはん・香物・小鉢）：７００円

　季節のうどん：７００円                                                                          

〒９８３-０８２４　宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷５丁目２２－１

TEL：０２２－３９５－７９６６　営業時間 ９：３０～１６：３０　定休日：土・日・

祝日　駐車場：あり                  

麺とコーヒーの店　　なご味　　

ワークつるがや
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事業所一覧

ア

指定就労継続支援多機能型あしあと（特定非営利活動法人　あしあと）

宮城県仙台市青葉区小田原5-1-16980-0003〒

EMAIL: sewing-section@ashiato-sendai.jp    URL: http://www.ashiato.or.jp/ashiato/index.html

TEL: 022-797-8142   FAX: 022-797-8143

49P・87P

イ

いずみ授産所（社会福祉法人　愛子福祉会）

宮城県仙台市宮城野区安養寺2丁目1番2号983-0832〒

EMAIL: info@izumi212.or.jp    URL: http://www.izumi212.or.jp

TEL: 022-295-8587   FAX: 022-295-8594

50P

一寿園（社会福祉法人　一寿会）

宮城県仙台市太白区富田字南ﾉ西26982-0033〒

EMAIL: ichijuen@dune.ocn.ne.jp    URL: 

TEL: 022-243-3447   FAX: 022-243-4104

55P・87P

オ

織音（特定非営利活動法人　輝くなかまチャレンジド）

宮城県石巻市中浦1丁目2-62986-0847〒

EMAIL: kokorosaoriisinomaki@yahoo.co.jp    URL: http://kokorosaorimiyagi.wix.com/home

TEL: 0225-23-0659   FAX: 0225-23-0659

62P

カ

工房かやの実（社会福祉法人　仙台市手をつなぐ育成会）

宮城県仙台市泉区七北田字日野3-4981-3131〒

EMAIL: kayanomi@titan.ocn.ne.jp    URL: http://www.sendaishi-ikuseikai.or.jp

TEL: 022-771-7766   FAX: 022-773-8055

5P・59P

ク

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ（社会福祉法人　石巻祥心会）

宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番 牡鹿福祉ｾﾝﾀｰ｢清優館｣内986-2523〒

EMAIL: kujira@i-shoshin.or.jp    URL: http://kujiranoshippo.wix.com/kujira

TEL: 0225-44-1753   FAX: 0225-44-1754

5P・6P・48P

障害福祉サービス事業所　くじらのしっぽ（社会福祉法人　石巻祥心会）

宮城県石巻市鮎川浜清崎山7番 牡鹿福祉ｾﾝﾀｰ｢清優館｣内986-2523〒

EMAIL: kujira@i-shoshin.or.jp    URL: http://kujiranoshippo.wix.com/kujira

TEL: 0225-44-1753   FAX: 0225-44-1754

5P・6P・48P

くるみの木（社会福祉法人　仙台市手をつなぐ育成会）

宮城県仙台市青葉区小田原4丁目1-2980-0003〒

EMAIL: kurumi@aurora.ocn.ne.jp    URL: http://www.sendaishi-ikuseikai.or.jp

TEL: 022-223-2483   FAX: 022-223-7425

8P・92P

コ

工房けやき（社会福祉法人　仙台市手をつなぐ育成会）

宮城県仙台市太白区東中田2丁目15番1号981-1107〒

EMAIL: keyaki95@deluxe.ocn.ne.jp    URL: http://www.sendaishi-ikuseikai.or.jp

TEL: 022-242-8090   FAX: 022-242-8091
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事業所一覧

工房すぴか（特定非営利活動法人　煌の会）

宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目22番10号983-0043〒

EMAIL: kagayakinokai-130508@etude.ocn.ne.jp    URL: 作成中（優先調達アンケート回答の時点）

TEL: 022-781-5272   FAX: 022-781-5472

61P

コッペ（特定非営利活動法人　麦の会）

宮城県仙台市宮城野区松岡町17-1983-0834〒

EMAIL: muginokai@k5.dion.ne.jp    URL: http://www.muginokai-koppe.com/

TEL: 022-299-1279   FAX: 022-299-1279

13P・92P

ＣＯＭ’Ｓ（一般社団法人　ＣＯＭ’Ｓ）

宮城県多賀城市桜木3丁目4-1 復興ﾊﾟｰｸ内F-21号館1F985-0842〒

EMAIL: info@com-s.org    URL: http://com-s.org

TEL: 022-766-9373   FAX: 022-766-9373

88P

ス

すていじ仙台（社会福祉法人　チャレンジドらいふ）

宮城県仙台市泉区高森7丁目1-4981-3203〒

EMAIL: info@stage-s.jp    URL: http://www.c-life.or.jp

TEL: 022-777-3266   FAX: 022-777-3267

18P・45P・92P

すまいる作業所（特定非営利活動法人　コスモスクラブ）

宮城県仙台市泉区南光台東3-11-35981-8001〒

EMAIL: sumairu_sa@ybb.ne.jp    URL: 

TEL: 022-773-8610   FAX: 022-773-8610

25P

セ

仙台自立の家（社会福祉法人　仙台市肢体不自由児者父母の会）

宮城県仙台市青葉区吉成台2丁目12-24989-3206〒

EMAIL: sjiritu@msd.biglobe.ne.jp    URL: http://www5e.biglobe.ne.jp/~sjiritu/

TEL: 022-303-0260   FAX: 022-719-4055

28P・89P

仙台もぐらの家（社会福祉法人　一歩一歩福祉会）

宮城県仙台市青葉区折立1-2-37982-0261〒

EMAIL: mogura@coast.ocn.ne.jp    URL: http://sendaimoguranoie.wix.com/home

TEL: 022-226-1441   FAX: 022-226-0456

29P

タ

多機能型施設　第三虹の園（社会福祉法人　臥牛三敬会）

宮城県角田市角田字中島上213981-1505〒

EMAIL: info@nijinosono.or.jp    URL: http://www.nijinosono.or.jp

TEL: 0224-63-3662   FAX: 0224-63-3662

30P・93P

第二啓生園（社会福祉法人　宮城県身体障害者福祉協会）

宮城県仙台市宮城野区幸町4丁目6-2983-0836〒

EMAIL: dai2kei385-7861@shinsho-miyagi.or.jp    URL: http://www.shinsho-miyagi.or.jp

TEL: 022-385-7861   FAX: 022-291-1783
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事業所一覧

多機能型施設　第二虹の園（社会福祉法人　臥牛三敬会）

宮城県角田市佐倉字町裏一番63番地981-1522〒

EMAIL: info@nijinosono.or.jp    URL: http://www.nijinosono.or.jp

TEL: 0224-63-1481   FAX: 0224-63-3262

66P・94P

多夢多夢舎中山工房（特定非営利活動法人　多夢多夢舎中山工房）

宮城県仙台市青葉区中山2丁目18-5981-0952〒

EMAIL: info@tamutamu.jp    URL: http://tamutamu.jp

TEL: 022-277-0081   FAX: 022-277-8809

69P・94P

ニ

虹の園（社会福祉法人　臥牛三敬会）

宮城県角田市佐倉字町裏一番63番地981-1522〒

EMAIL: info@nijinosono.or.jp    URL: http://www.nijinosono.or.jp

TEL: 0224-63-1481   FAX: 0224-63-3262

46P・71P・95P

ハ

パルいずみ（社会福祉法人　緑仙会）

宮城県仙台市泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢8-11981-3131〒

EMAIL: pal-izumi@viola.ocn.ne.jp    URL: http://www.ryokusenkai.org

TEL: 022-377-4802   FAX: 022-377-3762

71P・89P

パル三居沢（社会福祉法人　緑仙会）

宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢12-1980-0845〒

EMAIL: pal-sankyozawa@titan.ocn.ne.jp    URL: http://www.ryokusenkai.org/

TEL: 022-211-8815   FAX: 022-211-8815

72P

ヒ

障害福祉サービス事業所　ぴぁ（社会福祉法人仙萩の杜ぴぁ）

宮城県仙台市宮城野区日の出町1丁目5-30983-0035〒

EMAIL: sensyu-mori@tiara.ocn.ne.jp    URL: http://peer-abc.org/

TEL: 022-783-3250   FAX: 022-783-3251

32P

フ

フォンテーヌ（社会福祉法人　愛子福祉会）

宮城県仙台市若林区文化町15-12984-0815〒

EMAIL: info@ice-fontaine.com    URL: http://www.ice-fontaine.com

TEL: 022-286-2004   FAX: 022-286-2411

33P・95P

ホ

ホープすずかけ（社会福祉法人　仙台市手をつなぐ育成会）

宮城県仙台市宮城野区鶴ｹ谷5丁目22番1号983-0824〒

EMAIL: suzukake@crest.ocn.ne.jp    URL: http://www.sendaishi-ikuseikai.or.jp

TEL: 022-252-4640   FAX: 022-252-4672

33P・74P

ミ

みずきの里丸森（社会福祉法人　はらから福祉会）

宮城県伊具郡丸森町大内字横手19番地981-2501〒

EMAIL: hatamaki@harakara.jp    URL: http://www.harakara.jp

TEL: 0224-79-2141   FAX: 0224-79-2146
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事業所一覧

みどり工房若林（特定非営利活動法人　みどり会）

宮城県仙台市若林区若林2-5-5 SKﾋﾞﾙ2B984-0826〒

EMAIL: midorikobo_waka_2002@pony.ocn.ne.jp    URL: http://www.s-midorikai.org/

TEL: 022-762-7610   FAX: 022-762-7611

75P

メ

メルヴェイユ仙台（社会福祉法人　鹿島育成園）

宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1-30 柏木ｻﾄｳｺｰﾎﾟ1F981-0933〒

EMAIL: merveilleux-sendai@beetle.ocn.ne.jp    URL: http://http://merveilleuxsendai.wix.com/ho

TEL: 022-342-1502   FAX: 022-342-1507

35P

レ

多機能型施設　レインボー川崎（社会福祉法人　臥牛三敬会）

宮城県柴田郡川崎町前川字北原22-9989-1501〒

EMAIL: papikawasaki@watch.ocn.ne.jp    URL: http://www.nijinosono.or.jp

TEL: 0224-85-1656   FAX: 0224-84-6833

95P

レインボー多賀城（社会福祉法人　臥牛三敬会）

宮城県多賀城市鶴ｹ谷1丁目10-3985-0841〒

EMAIL: spgt76g9@shore.ocn.ne.jp    URL: http://www.nijinosono.or.jp

TEL: 022-362-8660   FAX: 022-349-8762

46P・90P・96P

ワ

ワーキングギルド花梨（社会福祉法人　仙台市手をつなぐ育成会）

宮城県仙台市若林区鶴代町4番44号984-0001〒

EMAIL: w-karin@isis.ocn.ne.jp    URL: http://www.sendaishi-ikuseikai.or.jp

TEL: 022-237-2220   FAX: 022-237-2221

78P

ワークつるがや（社会福祉法人　仙台つるがや福祉会）

宮城県仙台市宮城野区鶴ｹ谷5-22-1983-0824〒

EMAIL: w-tsuru@room.ocn.ne.jp    URL: http://tsurugaya-fukushi.jp/

TEL: 022-395-7966   FAX: 022-395-7968

79P・90P・96P

わたげの樹（社会福祉法人　わたげ福祉会）

宮城県仙台市若林区遠見塚1-18-48984-0823〒

EMAIL: watage_fuwa@yahoo.co.jp    URL: http://watage.or.jp/welfare.html

TEL: 022-285-3531   FAX: 022-285-7505

83P
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