
菓子類 （順不同）食　品

京ぜんざい  10袋入

1,600円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／150g×10袋

＜お店からの一言＞
京都・堀川三条で70年
“あんこ屋”を営んでおり
ます。あんこ屋の作るお
善哉と羊羹をご賞味くだ
さい。

一口羊羹  5本入
1,000円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／55g× 5本

都製餡株式会社 京都教会

TEL : 075-811-9286 FAX : 075-801-1658

所在地：京都府京都市中京区岩上通三条下る
	 下八文字町709番地
URL:http://www.miyako-an.jp/	
営業時間：8:30～18:00
定休日：土・日・祝日
担当者名：山梨晃司

【注文方法】
電話注文
【決済方法】
代引き

季節のコレクションオータム　42枚入

3,240円（税込）
☆別途送料がかかります

●商品内容／プレミアム・アマンド　13枚
	 ケベック州メープル　16枚
	 ヘーゼルナッツカフェプラリネ　13枚

＜お店からの一言＞
今秋新発売　ヘーゼルナッツのコクと香りがアップ
した『ヘーゼルナッツカフェ　プラリネ』を詰め合
わせた秋におすすめのギフトです。

TEL : 0558-85-0232 FAX : 0558-99-9102

所在地：静岡県伊豆市市山550
URL : https://www.tokyorusk.co.jp
営業時間：10:00 ～ 17:00
定休日：なし
担当者名：遠藤和香

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
代引き

東京ラスク　伊豆ファクトリー 三島教会
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プレミアム黒玉（飴）

550円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／120g

＜お店からの一言＞
創業明治15年の銘菓「出口の黒玉」
プレミアム黒玉として新発売、本店のみでの販売
です。

TEL : 0558-85-2525 FAX : 0120-06-0713

所在地：静岡県伊豆市門野原134-1
営業時間：10:00 ～ 17:00
定休日：火曜日
担当者名：大川正明

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
代引き

有限会社　でぐち 三島教会

炭焼せんべい

＜お店からの一言＞
備長炭で焼いた「炭焼せんべい」と素朴な味の
「田舎あられ」など種類豊富に取り揃えており
ます。ホームページをご覧ください。
　太田屋米菓　春日部　で検索 TEL : 048-752-2015 FAX : 048-763-3695

所在地：埼玉県春日部市八丁目273
mail : info@ootaya-beika.com
営業時間：8:00～ 18:00
定休日：水曜日
担当者名：折原靖典

【注文方法】
ネット通販・電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
代引き・クレジットカード

有限会社　太田屋米菓 春日部教会

648円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1袋（10枚）

やわあられ（カップ）
324円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／110g入

18



菓子類 （順不同）食　品

栃惣せんべい  10枚入・20枚入

540円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／10枚入

＜お店からの一言＞
埼玉県春日部市、旧日光街道沿いにある
堅焼き煎餅店です。
米と水だけで生地から製造しています。
どうぞご賞味ください。

1,080円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／20枚入

栃惣せんべい 春日部教会

TEL : 048-752-3944 FAX : 048-752-3944

所在地：埼玉県春日部市粕壁東1-5-17
URL：http://tochisou.shop-pro.jp
Twitter：＠soubeisan
Facebook：栃惣せんべい店
営業時間：8:00～19:00
定休日：なし
担当者名：都築千恵

【注文方法】
ネット通販・
FAX
【決済方法】
振込・代引き

おからかりんとう（各種）

1袋380円（税込）
☆別途送料がかかります

＜おからかりんとう各種＞
	 くるみ、かぼちゃ、ずんだ、おから、牛タン、
	 むらさきいも、ごま、みそ、えび、さんま、
	 りんご、ごぼう、コーヒー、ねぎみそ、しお、
	わかめ、牛乳、さつまいも

＜お店からの一言＞
きらら女川は、障がいや病気をもった
仲間たちの働く場所です。
独自のおからかりんとうの製造を中心
に毎日頑張っています。

TEL : 0225-98-8062 FAX : 0225-98-8074

所在地：宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜
	 字鷲神144-7
営業時間：10:00 ～ 17:00
担当者名：沼田利恵

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込

就労継続支援B型事業所　きらら女川 石巻教会

よりどり3袋
1,000円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／130g×3袋

●商品内容／1袋（130g）
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小鹿野こいし

１個120円（税込）
☆別途送料がかかります

＜お店からの一言＞
小鹿野こいしは、山芋を練り込んだ
リピーターの多いお菓子です。

※決済方法については、当店とお客様
　とで直接決めさせていただきます。

TEL : 0494-75-0355 FAX : 0494-75-0474

所在地：埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野
	 1882
営業時間：9:00～ 18:00
定休日：水曜日
担当者名：八宮八重子

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
お問い合わせく
ださい

八宮松雪堂 秩父教会

サンドクッキー（ブルーベリー）
6個入・10個入

1,506円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／6個入

＜お店からの一言＞
石川県能登産のブルーベリーをジャムにしてクリー
ムと合わせ、サクサクのクッキーでサンドしまし
た。ドライブルーベリーも粒ごと入れ、甘酸っぱさ
とまろやかな一品です。

TEL : 076-255-0607 FAX : 076-255-0607

所在地：石川県金沢市西都1丁目54
URL:http://seito-kogura.net
mail : seito-kogura@almond.ocn.ne.jp
営業時間：9:30～ 18:30
定休日：木曜日
担当者名：小倉江里子

【注文方法】
電話注文・FAX・
メール
【決済方法】
振込・代引き

菓子工房　西部　KOGURA 金沢教会

2,420円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／10個入

●商品内容／10個入	 1,376 円（税込）	
	 15 個入	 2,020 円（税込）	
	 20 個入	 2,620 円（税込）
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菓子類 （順不同）食　品

三笠　10ケ詰
有限会社　鳳月堂 中野教会

TEL : 03-3384-0466

所在地：東京都中野区本町4-31-10
URL:https://tsuku2.jp/hogetsudo
営業時間：10:00～18:00
定休日：木曜日
担当者名：須藤晴美

【注文方法】
ネット通販
【決済方法】
振込・
クレジットカード

黄八丈サブレ　14 枚入

1,750円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／14枚入

＜お店からの一言＞
八丈島に伝わる伝統工芸品。本場黄八丈のマフラーと
着物の形も愛らしい、八丈生まれの本格サブレです。 TEL : 04996-2-3476 FAX : 04996-2-4949

所在地：東京都八丈島八丈町三根1029-7
URL:http://www.ki8jo.com/index.html
mail : bbki8jo@yahoo.co.jp
営業時間：9:00～17:00
定休日：不定休
担当者名：山下　巧

【注文方法】
ネット通販・電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
振込・代引き・
クレジットカード

八丈民芸やました 千代田中央教会

黄八丈マフラー
27,500円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／約140cm

13,770円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1ケース【（30g× 10本）× 10箱】

備蓄用ようかん

※備蓄用ようかんは、1箱（10 本）での販売も出来ます。
　お問い合わせください。

2,592円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1箱（10個入）

＜お店からの一言＞
1933年創業。お客様から愛され育てられ、昭和30
年後半から立正佼成会御用を勤め、ご本仏さまに奉
献させていただいております。
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