
2020 SPR ING・SUMMER［HIB ITEMA］ 福祉商品と出会うワクワクする場をつくりたい

障害のある人が作った“良いモノ”カタログ

このカタログは、障がい者施設で作られた商品を集めたものです。

ひとりひとりのできることから生まれた丁寧で優しい商品を手に

とることは「工賃」と「できる」をもっと増やすことにつながります。

年２回発行　「日々のてまひま」  https: / /h ib i tema.com/

P I C K U P !

雲仙岳の麓の自然の中、

昔ながらの製法で作られた

雲仙手延べ麺特集！

つるっと
もちもち
うま～～



あごだし1
とんこつ2
しょうゆ3
とんこつしょうゆ4

長崎手延拉麺セット5

長崎手延拉麺

内容量：2食入（スープ付き）／サイズ：H240×W75×D20mm／賞味期限：あごだし2020年9月上旬、とんこつ2020年10月下旬、しょうゆ2020年12月下旬、とんこつしょうゆ2020年11月中旬

各 500 円

1セット 2,000 円

本場の手延べ製法が生む、独特のコシと風味。

手延べ素麺6 240 円
手延べ

う ど ん

饂飩7 300 円
内容量：素麺50g×４束（200g）、饂飩200g／サイズ：
H240×W75×D15mm／賞味期限：素麺2022年3月下
旬、饂飩2020年10月下旬

福岡産小麦、国内産の十六穀、長崎崎戸産の
塩、国内産原料にこだわって作りました。

十六穀素麺8 440 円
十六穀

う ど ん

饂飩9 440 円
内容量：素麺50g×４束（200g）、饂飩70g×3束（210g）
／サイズ：H240×W75×D15mm／賞味期限：素麺2021
年6月下旬、饂飩2020年11月下旬

国産小麦を砧で挽くことによって、絹のよう
な艶やかさとコシの強い麺になりました。

手延べ砧うどん瑞宝10

440 円
内容量：2食入（あごだしスープ付き）／サイズ：
H240×W75×D20mm／賞味期限：2020年10月中旬

福岡産で限定生産されているラーメン専用小麦粉を使い、ラーメンでは珍しい手延べで伸ばすことで、
コシの強い茹でのびしにくい麺に仕上げました。

UNZEN

（あごだし×１,とんこつ×１,しょうゆ×１
 とんこつしょうゆ×１）

4種類のスープ！まとめて味比べ♪

九州三大麺どころ

長崎雲仙生まれの
手延べラーメン！

日々てま

昔ながらの手延べ製法
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わたしたちが
作っています！

コロニーエンタープライズ ｜長崎県雲仙市｜
コロニーエンタープライズでは島原地方で盛んな伝統ある「手延べ素麺」を製造から直販を一貫して
行っています。 一日の生産量として１t（約20,000食）を製造しています。素麺のほか、オリジナルの
うどんやラーメン等、季節に合った商品を取り揃えています。是非、ご利用ください。 

450 円

長崎県崎戸産天然塩、福岡産小麦粉を 100％使用。
煎りゴマと擦りゴマを練り込んだ、香ばしい風味が
特徴の至極の一品です。

500 円

950 円

黒胡麻
う ど ん

饂飩12黒胡麻素麺

黒胡麻素麺
う ど ん

饂飩セット（黒胡麻素麺×１,黒胡麻饂飩×１）

11

13

内容量：素麺50g×４束（200g）、饂飩70g×3束（210g）／サイズ：H240×W90×D20mm／賞味期限：2021年4月下旬、饂飩2020年9月下旬

手延べ素麺 優温麺18
内容量：65g（あごだしスープ付き）／サイズ：H190×W190×D40mm／賞味期
限：2020年7月下旬

400 円

15

4,320 円

すり胡麻だけでなく、煎り胡麻も練りこんだ、
よそにはないこだわりの素麺です。

内容量：50g×40束／サイズ：H65×W350×D210mm／
賞味期限：2021年4月下旬

16

17 2,450 円

1,290 円

内容量：1kg:50g×20束／サイズ：H30×W330×D210mm／
内容量：1kg:50g×40束／サイズ：H45×W330×D210mm／
賞味期限：2021年3月下旬

14

600 円

内容量：2食入（スープ付き）／サイズ：H240×W75×D20mm
／賞味期限：2020年12月下旬

女性や子どもにも食べやすい細麺タイプ。

つるりとした食感!

夏の贈り物にやっぱり手延べそうめん！

黒ごまたっぷりの
そうめん&うどん

つるんと心地よしのどごし
口の中に広がるゴマの豊かな香りと
風味が食欲そそります♡

原料にこだわり、強力粉を100％使用した
コシが強く、滑らかなのど越しの麺です。

日々てま

お家で本格長崎ちゃんぽん♪

夜食、おやつに、ちょっと食べたいとき便利！

表示価格はすべて税込みです。

お湯かけて3分で本格的な島原素麺の温かなにゅう麺が
簡単に出来上がります。長崎産あごだしスープ付き。

小さなにゅうめん　ミニ優温麺19
内容量：15g×４袋／サイズ：H205×W95×D70mm／賞味期限：2020年7月下旬

650 円

お湯かけて3分でにゅう
麺入りのスープが簡単
に出来上がります。わか
めスープ、中華スープ、
柚子お吸いもの、お吸い
ものの４種セット。

「手延べ素麺 優温麺」は、日本が誇るべきすぐれた地方産品として経済産業省の補助事業「The Wonder 500」に認定されています。

黒胡麻そうめん 島原
手延べ素麺

長崎ちゃんぽん手延麺

３分
お湯かけて

３分
お湯かけて

1kg

 40束入り

 １食入 ミニ4個入

2kg
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みどりの園 ｜福岡県久留米市｜
利用者の方と一緒に、てまひまかけて、一つ一つ作られているオリジナルのカレーです。製造はもと
よりレトルト加工まで自分たちで行う、こだわりにこだわりぬいたカレー作り！日々、カレー製造に
力を注いでいます。. 

わたしたちが
作っています！

イエローキッチン ｜佐賀県唐津市｜
イエローキッチンはＨ27年4月1日佐賀県唐津市相知に、障害者の就労支援施設として生まれました。
食にこだわり、自立を目指している方が、将来自炊できる手助けをしたいと思い、支援しております。
調理を通じ、ルールを守り、仲間と協力して、日々作業しています。 

わたしたちが
作っています！

国産の肉と野菜を使用。ご家庭で食べるカ
レーとは違う、イエローキッチン手作りの、
こだわりカレーです。

イタリアンキーマカレー24

内容量：200g／サイズ：H200×W150×D15mm／賞味期
限：2020年10月中旬

佐賀牛合挽煮込みハンバーグ25

内容量：190g／サイズ：H200×W150×D45mm／賞味期
限：2020年10月中旬

佐賀牛を使用した、贅沢な一品。贈り物とし
ても、喜ばれています。

佐賀牛スジカレー26

内容量：180g／サイズ：H200×W150×D15mm／賞味期
限：2020年10月中旬

佐賀牛のすじをじっくり煮込み、玉葱の甘味
とスパイスの効いた大人のカレーです。

スパイス香る３種のカレー！ 「日々のてまひま」監修です。

佐賀牛と国産野菜を丁寧調理。便利なレトルトパウチです。

500 円 550 円 550 円

イタリアンキーマカレー・佐賀牛合挽煮込みハンバーグセット

各2個セット 2,000 円

27

大人気のキーマカレー、佐賀牛ハンバーグを
お得なセットにしました！

本格的な香辛料をたっぷりとブレンドした
チキンカレー！

チキンカレー20 550 円
内容量：180g／サイズ：H200×W140mm／賞味期限：
2021年6月上旬

カレー３種セット
（チキンカレー×１、豆カレー×１、野菜カレー×１）

23
1,650 円

海外で味わえるような、スパイスの効いた
パンチがあるこだわりのカレー！

豆カレー21 550 円
内容量：180g／サイズ：H200×W140mm／賞味期限：
2021年6月上旬

ココナッツの風味がとてもきいてて、優し
く感じるグリーンカレー風のカレー！

野菜カレー22 550 円
内容量：180g／サイズ：H200×W140mm／賞味期限：
2021年6月上旬

表示価格はすべて税込みです。

日々てま

日々てま

一度食べたら、また食べたい！
スパイスの魅力。パッケージも
かわいいから贈り物にもおすすめ！

（イタリアンキーマカレー×2、佐賀牛合挽煮込みハンバーグ×2）
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わたしたちが
作っています！

わたしたちが
作っています！

わたしたちが
作っています！

れんこん ｜福岡県久留米市｜
障害者の仕事創出と地域貢献を目的に新規就農し、収穫した野菜を加工・販売しています。
たまねぎドレッシングは、福岡県「まごころ製品」美味しいものグランプリで２年連続グランプリ
を受賞しました！ 

ひまわり畑 ｜大分県大分市｜
出来るだけ安心・安全を考え栽培・漬け込み・加工・販売までを一貫して行っています。
生産者の顔が見える商品を数多く製造しています。 

自社農場の玉ねぎとゴマの手作りドレッシング。お肉、魚料理にも。

大分県で栽培収穫した新鮮な野菜を、自社で漬け込みました。

大分県産の大根を乾燥し特選丸大豆醤油に
漬け込みました。コリコリとした歯ごたえと
甘味が癖になります。

割干漬33
内容量：100g／サイズ：H200×W145×D10mm／賞味期限：
2020年7月下旬

きざみ高菜34
内容量：150g／サイズ：H200×W145×D15mm／賞味期限：
2020年9月下旬

大分県産の高菜を使用。自社にて原体から漬
け込みをしています。チャーハンなどによく
合います。添加物不使用。

ピリ辛高菜35
内容量：100g／サイズ：H200×W145×D10mm／賞味期限：
2020年9月下旬

大分県産の高菜を使用した油いためのピリ
辛です。高菜の辛味が癖になります。

270 円

400 円
300 円

270 円 270 円

大分県産の梅を使用。昔ながらの塩としそで
漬け込んだ梅干しです。添加物不使用。

南高梅39
小梅干38

内容量：小梅干80g、南高梅140g／
サイズ：H130×W130×D21mm／賞味期限：2020年10月下旬

農薬・除草剤を使わず自社農場で栽培した、たまねぎ
とゴマを使った手作りドレッシング。福岡県産丸大豆
使用の本醸造醤油、みりんは本みりん、まろやかでゴ
マの香り豊かなこだわりの味です。

１本

3本セット（箱入） 3本セット（箱入）

ドレッシングだけれど、野菜の他にも肉・魚等にソース
としてタレとして素材の美味しさを発揮します！
たまねぎとゴマを使い、国産原料にこだわっているの
で安心です！

１本

日々てま

ゆずごしょう高菜36
内容量：100g／サイズ：H200×W145×D10mm／賞味期限：
2020年9月下旬

女性に人気のゆずごしょうと大分県産高菜
のコラボ商品です。ゆずごしょうの香り豊か
な味がくせになる一品です。

ゆずマヨ高菜37
内容量：100g／サイズ：H200×W145×D10mm／賞味期限：
2020年9月下旬

大分県産のゆずごしょう（赤・青）に特製マヨ
ネーズを加えた高菜漬です。　お子様や女性
の方に人気の商品です。

270 円 270 円

福岡県「まごころ製品」美味しいものグランプリ２年連続グランプリ受賞！

たまねぎドレッシング
プレミアム 28

29

たまねぎドレッシングセット
（プレミアム×2、ジャパンプレミアムレッド×1）

32

640 円

2,190 円

（箱入）2,330 円

内容量：1本あたり150g／サイズ：H160×W45×D45mm／賞味期限：
2020年12月上旬／３本セット箱サイズ：H50×W180×D150mm

たまねぎドレッシング
ジャパンプレミアムレッド 30

31

780 円

2,610 円
内容量：1本あたり150g／サイズ：H160×W45×D45mm／賞味期限：
2020年12月上旬／３本セット箱サイズ：H50×W180×D150mm

表示価格はすべて税込みです。

プレミアムレッドは野菜やお肉、
隠し味に…色々 ツカエル万能調味料！
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わたしたちが
作っています！

ひまわりパーク上牟田　｜福岡県福岡市｜
国産のジャガイモと、こだわりの素材で、ひとつひとつ丁寧に作っています。油で揚げておらず、無添
加なのでとってもヘルシーです。低カロリーなので、仕事の合間にパクパク食べちゃってください。 

わたしたちが
作っています！

BOCCHI ｜福岡県北九州市｜
障害福祉サービス事業所BOCCHIは世界文化遺産のある街・北九州の八幡で、地元の素材を使い、
からだとこころにやさしい製品をつくっています。 

内容量：30g／ サイズ：H220×W130×D30mm／賞味期限：2020年7月中旬

ヘルシーポテチしお49

ヘルシーポテチのりしお48

47 ヘルシーポテチ
マジカルスパイス

ミネラルたっぷりの宮古島の海の恵み「雪
塩」を使用。まろやかな塩味で、ほんのりニ
ガリの風味。

海の旨味がたっぷり、対馬の「浜御塩焼塩」
と、「青すじのり」を使用。海の風味が楽しめ
ます。

バジルなど十数種類のスパイスが調合され
た「マジカルスパイス」を使用。スパイシー
でビールに合います。

大人気！ 北九州の酒蔵・溝上酒造とコラボした酒粕のお菓子。

地ビール麦芽の搾り粕を、栄養豊富なオリジナルクッキーに！

各 350 円

表示価格はすべて税込みです。

無添加でノンフライ。
飽きの来ない塩、
海の香りの青のり、
やみつきスパイスの
ヘルシーポテチです。

内容量：8本入り×3種／サイズ：各H160×W120×D30mm／賞味期限：2020年8
月下旬

５本入り 400 円 ５個入り 540 円
内容量：5個／サイズ：H20×W140×D90mm／賞味期限：2020
年7月中旬

フィナンシェ44

内容量：5個／サイズ：H150×W120×D100mm／賞味期限：
2020年7月下旬

丸ぼうろ45

内容量：5枚／サイズ：H250×W160×D30mm／賞味期限：2020
年８月下旬

クッキーフォーユー46
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41

42

各 500 円

令和元年秋にリリースした八幡地ビール「GHH」。製造時に使用
するホップの繊維・タンパク質が豊富な絞り粕を利用した
BOCCHIのオリジナルクッキーです。八幡の町で企画された八
幡珈焙會とともに。

43

内容量：3袋3枚／サイズ：H450 ×W170 ×D120 mm／賞味期限：2020年１２月下旬
（珈琲）2020年7月下旬（クッキー）

1,080 円

「THANK YOU」、「FOR YOU」の文字を入れた
BOCCHIのオリジナルクッキーです。

環境都市北九州のみつばちがあつめた蜂蜜を
使っています。

表面はカリっと感をだしつつ、中身はしっとり。

40 酒かすスティックおつまみAセット
(ブラックペッパー・ごま・チーズ) 

酒かすスティック野菜たっぷりBセット
(かぼちゃ・トマト・ほうれん草)

酒かすスティックあっさり和風Cセット
(しょうが・わさび・黒糖)

※１袋 8本入り、味の違う3セットです。

箱入りです！

ビールの形が
かわいい！珈琲3袋、クッキー3枚

５個入り 500 円

八幡珈焙會DRIP BAG COFFEE＆
Beer Grain cookies



わたしたちが
作っています！
わたしたちが
作っています！

とわ・え・もあ｜福岡県福岡市｜
かりっこ、のりしお、キビキビ、添加物は一切使用せず手作りで仕上げています。
無添加げんまいスナック全3種。無農薬有機玄米を使用したベビーフード。 

わたしたちが
作っています！

セルプちくほ  ｜福岡県飯塚市｜

「働く障がいのある方を応援します！」をテーマに自主商品を開発し、積極的に販売しています。 

オートミールやナッツなどがゴロゴロ入った
手作りクッキー。

オートミールビスケット61

400 円
内容量：2枚／サイズ：各155×W125×D50mm／賞味期限：
2020年7月上旬

2枚セット

軽いおやつにちょうどいい！ お土産にしたい個性派かりんとう。

530 円

1袋あたり内容量：50g／サイズ：H150×W120×D60mm／
賞味期限：2020年9月下旬

1袋あたり内容量：50g／サイズ：H150×W120×D60mm／
賞味期限：2020年9月下旬

1袋あたり内容量：50g／サイズ：H150×W120×D60mm／
賞味期限：2020年9月下旬

420 円

160 円 160 円 380 円

420 円 420 円

シナモン・珈琲・牛乳
かりんとう３種Aセット

50

1袋あたり内容量：45g／サイズ：H150×W120×D60mm／
賞味期限：2020年9月下旬

あられ53

ローストされた玄米パフに贅沢にキャラメ
ルとアーモンドをコーティング。美味しさと
ヘルシーのバランスが良い一品です。

キャラポン60 270 円
内容量：60g／サイズ：H125×W125×D155mm／賞味期限：
2020年7月下旬

日々てま げんまい３種セット
（かりっこげんまい×1、のりしおげんまい×1、キビキビげんまい×1）

表示価格はすべて税込みです。

どなたにも美味しく食べてもらえるやさし
い味付けで一番の人気おやつ。

のりしおげんまい

内容量：26g／サイズ：H180×W120×D45mm／賞味期限：2021年6月下旬

190 円

砂糖や調味料などを一切加えないおこめ味
の無添加スナック。離乳時期などのお子様の
おやつとしてロングセラーおやつ。

かりっこげんまい56

57

59

170 円
ほんのりと優しい甘みの味付けでおこめ本
来の甘味もたのしめるおやつ。

キビキビげんまい58 170 円

直径
15cm！

シナモン 珈琲 牛乳

きなこおから・豆乳黒ゴマ・黒糖
かりんとう３種Bセット

51
きなこおから 豆乳黒ゴマ 黒糖

しょうが・青のり・おから
かりんとう３種Cセット

52
しょうが 青のり おから

じゃがいも・黒ゴマ・唐辛子・青のり・プレーン
味の5種類。

1袋あたり内容量：55g／サイズ：H170×W140×D70mm／
賞味期限：2020年9月下旬

揚餅54

餅をつき昔ながらの製法のまま、優しい甘み
のあるサクサクの食感です。

1袋あたり内容量：90g／サイズ：H150×W120×D60mm／
賞味期限：2020年8月下旬

きなっこくるみ55

ローストしたクルミに黄な粉と黒糖の風味
豊かな味が楽しめます。

玄米だけで作られたやさしいおやつ。
離乳食にも！

キャラメル味が
やみつきになります
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さざなみ Aloha　｜福岡県福岡市｜
バター等を使わず、オリーブオイルで作り、で
きるだけ無添加のものを使うようにし、食べる
とほっこりして元気がでてくるお菓子作り目
指しています。 

わたしたちが
作っています！

わたしたちが
作っています！

お菓子工房ももち ｜福岡県福岡市｜
「お菓子工房ももち」は、地域から通い、仕事をしながら「自分で生活するこ
と」を目指す場所です。自分の持ち場に責任を持って次の工程へとつない
でいます。たくさんの仲間とつくったお菓子をぜひ、ご賞味ください。 

かぼちゃの種が入った、味わい
深い堅焼きビスコッティ。

かぼちゃの
ビスコッティ

67

内容量：33g／サイズ：H150×W70×D50mm／賞味期限：2020年7月下旬

栗をふんだん使った濃厚チョコレート
ケーキ。

無添加の赤・白ワインの豊かな香りが広
がる大人の味。

抹茶の風味豊かな生地に、黒豆がたっぷ
り入った和の味わい。

小麦を使わないグルテンフリー。香ばしいオ
レンジピールが入った、濃厚なショコラ。

1セット各

菓子工房 IBUKI　｜佐賀県武雄市｜

シンプルでやさしい味のお菓子はパティシエの人柄
がそのまま表現されています。慌しい日々の中で、少
しでもホッとする瞬間のお手伝いになればと想い、
メンバーが一丸となり、心を込めて焼き上げました。 

わたしたちが
作っています！

ラム酒の効いた少し大人な味わいに、ドライ
フルーツを入れしっとりと焼き上げました。

しっとりした生地にブルーベリーを混ぜ込み、
ちょっぴりおしゃれにマーブル模様にしました。

チョコレートを生地に練りこみ、しっとり濃厚な
仕上がりです。幅広い年齢層に人気の商品です。

佐賀県の風味豊かな嬉野茶をぜいたくに使っ
た、濃厚しっとりパウンドケーキ。アクセント
に大納言を使用しました。

バナナたっぷりなのでしっとりしていて、
バナナの風味がたまらないおいしさです。

1セット 1,040 円

IBUKI 5 種セット73 日々てま

（フルーツケーキ×1、バナナケーキ×1、ブルーベリーケーキ×1、
抹茶ケーキ×1、チョコレートケーキ×1）

バターをふんだんに使用したしっとり濃厚な
クッキー。一度食べたらもう一度食べたくなる、
人気No，1商品です！

卵白の生地に、クランベリーの酸味が効
いたクッキー。色合いが華やかで、贈り物に
ぴったりなクッキーです。

アールグレイの風味豊かなクッキー。
大人の女性に大人気、手みやげ等にお勧めです。

クッキー３種セット77 日々てま

（プレーンクッキー×1、クランベリークッキー×1、紅茶クッキー×1）

オリーブオイルと無添加素材。おいしくてやさしい手作り焼き菓子。

内容量：ほっこり栗チョコケーキ、ワインケーキ、グルテンフリーAlohaショコラ
115g,抹茶黒豆ケーキ:105g／サイズ：ほっこり栗チョコケーキ、グルテンフ
リーAlohaショコラ、抹茶黒豆ケーキ：H40×W130×D45mm、ワインケーキ：
H45×W130×D45mm／賞味期限2020年7月中旬

230 円

1,800 円

ほっこり栗チョコケーキ62

ワインケーキ63

抹茶黒豆ケーキ64

グルテンフリー Alohaショコラ65

さざなみ Aloha４種セット66450 円さざなみ Aloha ケーキ 日々てま

１個あたり内容量：60g／サイズH70×W70×D20mm／賞味期限：2020年7月中旬

220 円

220 円

200 円

200 円

200 円

フルーツケーキ68

ブルーベリーケーキ 1969

チョコレートケーキ71

バナナケーキ70

抹茶ケーキ72

表示価格はすべて税込みです。

（ほっこり栗チョコケーキ×1、抹茶黒豆ケーキ×1、ワインケーキ×1、グルテンフリーAlohaショコラ）

ティータイムに、パティシエ特製パウンドケーキを。

内容量：プレーン、クランベリー74g紅茶66g／サイズ：プレーン：H150×W60×D50mm、クランベリー：
H80×W60×D50mm、紅茶：H100×W60×D50mm／賞味期限：2020年7月中旬

750 円

各250 円

プレーンクッキー74 クランベリークッキー75

紅茶クッキー76

無添加素材を吟味したクッキーを、トリコロールカラーのリボンでラッピング♪

個包装です！
お土産にもどうぞ
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レモンよりレモンと言われるほど爽やかな香りが特徴のレモ
ングラスは、心身ともにリフレッシュできるハーブです。食べ
すぎた時のお茶としてもおすすめです。佐賀県・武雄産の国産
ハーブティーです！

水溶性食物繊維、サポニンが豊富なゴボウはおなかに栄養を届けお通じをス
ムーズにしてくれます。ゴボウの香りが口の中に広がり、やみつきになる香ば
しいお茶です。熊本産のごぼう茶にルイボスをブレンドした、当店オリジナル
のハーブティーです！

わたしたちが
作っています！

わたしたちが
作っています！
わたしたちが
作っています！

アベル  ｜福岡県福岡市｜
アベルは発達障がい者に特化した福祉サービス事業所です。彼らは、仕事に就く・社会に出る目標をもっ
て、体と心づくりのトレーニングを頑張っています。このアベル商品は、畑作りから加工まで一貫して彼
らが行い、体力、集中力、そして作業を通し、報告や質問の仕方等、就労スキルを身につけています。 

kataru　｜福岡県小郡市｜
福岡県産の果物を使用し一つ一つ手作りで無添加にこだわっ
て作っています。どなたにも食べやすい優しい味に仕上げて
います。 

佐賀県武雄産の
レモングラス

熊本産のごぼう茶とルイボスティーをブレンド

果肉たっぷり！

ほのぼの HaKaTa　｜福岡県福岡市｜
「人に愛を届けたい」をコンセプトに、プレゼント
したくなるような雑貨を手掛けています。 

わたしたちが
作っています！

レモングラス ごぼう&ルイボスティ

香りと栄養豊かなハーブティー。美容に嬉しい習慣♪

無農薬栽培で丁寧に育てたハーブで、いつもの料理がワンランクアップ！

地元の新鮮果物を、みずみずしいジャムにしました。

内容量：2g×10包／サイズ：H170×W110×D40mm／賞味期限2020年9月下旬

1,940 円860 円ハーブティーレモングラス78

内容量：ローズマリー：8g、ローリエ：4g、唐辛子：10g／サイ
ズ：H135×W85×D15mm／賞味期限2020年11月下旬

ドライハーブ80

480 円

表示価格はすべて税込みです。

料理に出番の多い3種(唐辛子、ローズマリー、
ローリエ)の自家製ドライハーブのセットです。

イチゴジャム84 いちじくジャム85 ブルーベリージャム86

福岡県産イチゴを使用した果
肉たっぷりの甘酸っぱいジャム
です。

朝倉産「とよみつひめ」を使用
してます。プチプチとしたいち
じくの食感が楽しめます。

八女産ブルーベリーが沢山入った
さわやかなジャムになっています。

内容量：2g×２5包／サイズ：H220×W139×D65mm／賞味期限2021年3月下旬

ハーブティーごぼう＆ルイボスティー79

7種類の自家製無農薬ハーブと高級海塩を
ブレンド。一振りでお料理に深みを与えて
くれる魔法の調味料です。

ハーブソルト82 550 円

内容量：ハーブソルト30g、ローゼルソルト25g／サイズ：
H50×45×45mm／賞味期限：2021年5月下旬

ローゼルソルト83 550 円

内容量：140g／サイズ：H78×W56×D56mm／賞味期限：2020年12月上旬

540 円540 円540 円

内容量：ローゼルティー：3g、ミントティー：3g、レモングラスティー：
4g／サイズ：H115×W85×D10mm／賞味期限2020年11月下旬

ハーブティー81

自家製無農薬ドライハーブを使った、香り高い
オリジナルブレンドのハーブティーです。

3種セット 750 円3種セット

25包10包

限定
30個

F
O
O
D



わたしたちが
作っています！

ひまわりパーク六本松 ｜福岡県福岡市｜
35名のメンバー全員が絵を描き、美術館やギャラリーで発表しています。そのユニークで秀逸な
作品をアートグッズを介して紹介し、多くの方々とつながっていく事を目指しています。 

表示価格はすべて税込みです。

A
R
T
 C
R
A
F
T

2種の可愛い絵柄の便せん10枚と
花柄の封筒5枚のセット。

サイズ：H105×W148×D5mm

レターセット87 500 円

25枚の絵柄が異なるひと言箋に３枚のミニ封筒付。
横書きと縦書き2種のセット。

2種セット2種セット

2種セット

14枚の絵柄が異なる一筆箋の２種セット。
メッセージが書きやすい罫線がついています。

サイズ：H75×W110×D5mm

ひとこと箋89
サイズ：H85×W180×D5mm

一筆箋88 700 円

新天町のからくり時計、裏は博多ラーメンの絵柄で博多土産に
ぴったり。簡易マスク入れにも最適。

サイズ：H110×W220mm

チケットホルダー90 350 円

人気作家簑田利博のイラストを両面に大きく使ったデザインの
２種セット。

サイズ：H297×W210mm

クリアファイル91 700 円

700 円

ほかにないアートが詰まったレターセットで
大切な人に、元気を贈りませんか。



わたしたちが
作っています！

工房まる ｜福岡県福岡市｜
絵画、陶芸、木工など、創作を主とした活動を行なっています。イラストの魅力を活かした、カレン
ダーをはじめとするアート雑貨から、ユルさや曖昧さが心地良いクラフト製品まで、製作に携わ
るメンバーの持ち味を活かした商品作りを行なっています。 

マスタード グリーン

ターコイズ

A
R
T
 C
R
A
F
T

小さな草花が似合うモルタル製の一輪挿しです。
置いても吊るしても使えて、気軽に緑を飾ることができます。

各
サイズ：H140×W50×D50mm、素材：モルタル、針金、ガラス小瓶

maru の小さな一輪ざし93

1,320 円

カラーをお選びください。
マスタードイエロー、グリーン、ターコイズ

箱入り

クリップになった「ピーナッツくん」。
紙を挟んで壁に掛けられるようツイストコード
がついてます。

サイズ：H65×W20×D15mm、素材：（本体）木 、（クリップ）スチール

92

330 円

暮らしに寄り添うmaruのアートクラフトグッズ。
素朴なデザインと愛らしさが、暮らしに癒しをもたらします。

ピーナッツくんクリップ

日々てまひま

おすすめ商品を

お中元、お歳暮

お祝いなど、

贈り物に

いかがですか？
ご提案します。

イベント、

ノベルティ企画



企業で
働く人たち

障害者
施設

障害者
施設

ギフト

友人

障害者
施設

家族

・障害のある人たちの日中活動や就労を支援する福祉施設の商品と物語を伝え、社会と福祉の出会いをつなぐ流通ブランドを目指しています。

・限定数について：各商品の限定数を超えた注文があった場合、抽選とさせていただきます。限定生産のため、何卒ご了承ください。

・「日々てまひま福祉商品カタログ」を社内回覧してくださる、企業さま、事業者さまご紹介ください。

福岡県福岡市博多区千代1-20-14 　TEL：092-403-0091  FAX：092-403-0087

https://fukushigoto.co.jp

092-403-0091
「日々のてまひま」についてのお問い合わせ

info@hibitema.com
 （株式会社ふくしごと）

日々てま情報Instagram発信中！
商品のリクエスト、ご意見、

ご感想お待ちしております！

公式サイト

日々のてまひまの目的、しくみ、商品情報などくわしくご覧いただけます。 https://hibitema.com

デザインリニューアルしました!

@hibitema #hibitema

Follow me!

障害は、個人ではなく社会のなかにあります。みんな何かしらの

障がいに関わる当事者です。難しさを抱えるもの同士、ちょっと

した買い物が、仲間をハッピーにする。そんな未来につながる

仕組みを作りたい。日々てまは、少し先の未来経済を考え、

安心して誰もが働きたい社会を目指します。

福祉商品と出会う

工賃を増やす、「できる」を増やす

気になる！日々のてまひまカレーPICK UP

３種のカレーができるまでのストーリー、美味しさのヒミツを特集します！

 | 2020秋冬号 予告 | 

誰もが障害当事者の時代。少し先の未来の経済を照らそう。

日々てまNEXT

※配布時期が決まり次第、お伝えいたします。
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