
H I B I T EMA  2 02 0  秋冬号障害福祉事業所がつくる「良いモノ」カタログ

スパイスカレー／佐賀牛合挽煮込みハンバーグ・キーマ・牛スジカレー／無農薬栽培ドライハーブ／たまねぎドレッシング／
朝倉産りんご酢ピクルス／大分県産高菜・梅干／島原手延拉麺・うどん／北九州酒かすスティック・ビールクッキー／フィナンシェ／
無添加ヘルシーポテチ／かりんとう・くるみ菓子／無添加焼菓子／果物ジャム／玄米おやつ・キャラポン／フルーツティー・ハーブ
ティー／自家焙煎珈琲／アートクラフト雑貨・バック・てぬぐい など厳選101点！
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101 九州各地域の自然の恵みを生かした食品や地元企業とのコラボ商品、
無添加おやつ、アートを生かした雑貨など食卓の定番からギフトまで！



表示価格はすべて税込みです。
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辛口甘口

日々のてまひま
スパイスカレー
手作りだからこそ、こだわれる。
無添加スパイスカレー３種。

香辛料とたっぷりのトマトを
ブレンドした、さっぱり味わえ
る本格派チキンカレー！

580円

日々のてまひま
チキンカレー

580円

1,730円

580円
内容量：180g／サイズ：H200×W140mm／賞味期限：2021年10月下旬 内容量：180g／サイズ：H200×W140mm／賞味期限：2021年10月下旬

ココナッツの風味で、お子様、女性にも食べ
やすい、やさしいスパイスカレー！

ピリッとスパイスの効いたパンチがある
あとひく味のこだわりのカレー！

日々のてまひま
野菜カレー

日々のてまひま
豆カレー

日々のてまひまカレーは、ひとつのお皿にあいがけ
しても美味しいカレーとしてレシピ開発されました。
お肉、豆、野菜の栄養たっぷりな食材を３種の
カレーとして、ぜひお召し上がりください！

日々のてまひまカレー3種セット
（チキンカレー、豆カレー、野菜カレー各1）

宮村ゆかりさん 監修
ミヤムの恋する cooking

内容量：180g／サイズ：H200×W140mm／賞味期限：2021年10月下旬

中辛

日々てまカレー
やみつき～
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ご家庭で本格的な味を手軽に！
佐賀牛と国産野菜を使用したこだわり素材の贅沢レトルトパウチ

× 2

× 2

580円

580円 530円レトルト

レトルト

レトルト

2,100 円

レトルト
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イエローキッチン ｜佐賀県唐津市｜
食材にこだわり肉はもちろんニンニクまでもが国産。酸化剤、
防腐剤を使わずに家庭と同じ調味料だけを使いつくっています。
全て手作りのレトルトをご賞味下さい。 

佐賀牛スジカレー

内容量：180g／サイズ：H200×W150×D15mm／賞味期限：2021年4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。

佐賀牛合挽煮込みハンバーグ

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。

イタリアンキーマカレー

内容量：200g／サイズ：H200×W150×D15mm
賞味期限：2021年4月中旬

キーマカレー&
煮込みハンバーグ
各2個セット

内容量：190g／サイズ：H200×W150×D45mm
賞味期限：2021年4月中旬

水を使わず野菜と肉の水分だけで作った
旨味凝縮のカレーです。

大人気！お得なキーマカレーと
ハンバーグのセットです！

みどりの
そ 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。 

新しい発見づくしのカレ
ー製造でした！

宮村さんの絶妙なスパイ
ス配合は最高です。

ふんだんに香辛料のきい
た風味豊かなカレー

をご賞味下さい。

日々のてまひまスパイスカレーは、
料理家と福祉施設でレシピから共同開発した商品です。

日々のてまひまカレー商品
開発について、

宮村さんにお話を伺いまし
た！

みやむら

宮村ゆかりさん

栄養士、飲食店、ローフードマイスター講師などの経験
を経て、料理家として活躍中。美味しいものが大好きだ
けど、健康的でもありたい。
「そんな私が恋した料理をみなさまにお届けしたい！」
と飲食店のレシピ開発や料理教室を主宰。

栄養士・栄養教諭　
ローフードマイスタープレミアム認定講師
ミヤムの恋するCooking主宰

Q,日々のてまひまカレー開発でこだわった部分などありますか？
まずは、自分が食べたいと思うカレーを基本に、みどりの園さんが以前より作
られているカレーと同じように無添加にこだわり、より明確に中に何が入って
いるかわかるもので（ミックスパウダーなど使わず）レシピを考えました。

Q,福祉施設との商品開発をしていかがでしたか？
施設の利用者さんがカレーを作るので、工程の中で、作業は限られるのかなと
思っていたのですが、担当の方がすごくサポートされていて、できる仕事、でき
ない仕事をきちんと分けて作業されていたので、作業面でも特に心配すること
なく、むしろ、みなさん、真面目に取り組まれていたので安心感はありました。

Q,今後、福祉施設と作ってみたい商品などありますか？
例えば、味の部分から携わってみたい。調味料を作るなど、施設利用者さんと
味見をしながら、「あ！これは美味しい！」「これは苦手」など、施設と共有し
ながら、選定から調合など関われたら、自分だけでは思いつかない味に出会
えることもあり、その施設独自の味を出せるのではないかなと思っています
。

［料理家］

［製造する施設］

一般のレトルトカレーと違って、全て手作業で、レトルトカレーを作るので、
だからこそ中身にこだわれた部分もあります。

interv iew
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箱入 2,450円

670 円

500 円

790 円

580円

580円

820 円

9

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！ 

アベル ｜福岡市早良区｜
アベルは発達障がいや精神障がいを持つ人たちの就労支援事業所です。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。 

たまねぎドレッシング3本セット
プレミアム 2本
ジャパンプレミアム レッド 1本

内容量：1本150g／サイズ：H160×W45×D45mm／賞味期限：2021年6月上旬

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い、国産
原料にこだわった安心ドレッシング プレミアム

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。

ジャパンプレミアム レッド

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！

唐辛子／ローリエ／ローズマリー
ドライハーブ3種セット

レモングラスティー／ローゼルティー／ミントティー
ハーブティー3種セット

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

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。

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。

自家製無農薬栽培のローゼルをたっぷり
使ったピンク色の塩。おにぎりやお弁当、
お料理の彩り、付け塩に。

内容量：レモングラスティー：4g、ローゼルティー：3g、ミントティー：3g、／サイズ：H115×W85×D10mm
賞味期限2021年6月下旬

ハーブソルト

ローゼルソルト

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11月下旬

内容量：唐辛子：10g、ローリエ：4g、ローズマリー：8g／サイズ：H135×W85×D15mm／2021年6月下旬

自社農場のたまねぎとゴマの手作りドレッシング！お肉、魚料理にも
ギフトにも！家庭用にも♩

無農薬栽培で丁寧に育てたハーブ、自然の香りで自宅やお仕事の合間に
リラックス効果を楽しみましょう！

レモングラスティー

ミントティー

唐辛子

ローズマリー

ローリエ

ローゼルティー

ローゼルソルト

ハーブソルト
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プレミアムはまろやか！

サラダに◎レッドは濃厚
！

お肉料理に合いますよ

日々てまスタッフのおす
すめ

Tamura
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内容量：ミックスピクルス190ｇ、大根ゆず195ｇ、玉ねぎ・オリーブ148ｇ
サイズ：H210×W120×D20mm／賞味期限：2020年1月27日ごろまで

内容量：きざみ高菜150ｇ、ピリ辛高菜、ゆずこしょう高菜、ゆ
ずマヨ高菜100gサイズ：H200×W145×D10mm／賞味期
限（全て）：2021年3月上旬

内容量：100ｇ／サイズ：H200×W145×D10mm
賞味期限：2021年1月上旬

1,320円
ミックスピクルス／大根ゆず／
玉ねぎ・オリーブ

きざみ高菜／ピリ辛高菜／
ゆずごしょう高菜／ゆずマヨ高菜

280 円

各 440円

各 280円 320円

420円

1,120 円

リンゴの唄 ｜福岡市博多区｜
ときめきセレクション2018を受賞した「博多ピクルスシリーズ」。
一つ一つを手作りで丁寧に仕上げています。りんご酢を使用しているので
食べやすい美味しさです。 

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。 

博多ピクルス 3種セット

ミックスピクルス

大根ゆず

玉ねぎ・オリーブ

割干漬

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
小梅干

内容量：小梅干80g、南高梅140g
サイズ：H130×W130×D21mm／賞味期限：2021年4月上旬

朝倉産の新鮮野菜を甘酸っぱいりんご酢で
漬け込んだフルーティなピクルスです

そのまま食べてもおいしい、いろいろな料理にもアレンジが出来る、
リピーターが一番多い商品。

シリーズ唯一の和風仕立て。ゆずのさわやかな香りが食欲を
そそる、冬の野菜と果実を組み合わせた人気商品。

ギリシャ産のオリーブと紫玉ねぎを組み合わせたほのかな甘み
を感じる逸品。

ピリ辛高菜

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。

きざみ高菜

大分県の高菜を自社にて原体から漬け
込みをしています。添加物不使用。

ゆずごしょう高菜

ゆずごしょうと大分県産高菜のコラボ。ゆずごしょう
の香り豊かな味がくせになる一品です。

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。

ゆずマヨ高菜

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。

大根ゆず ミックスピクルス 玉ねぎ・オリーブ

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

パンにも合う！

ピリ辛高菜、ゆずごしょう高菜の原料の一部に小麦を含みます。
ゆずマヨ高菜の原料の一部に大豆・乳成分・卵を含みます。
ピリ辛高菜、ゆずごしょう高菜の原料の一部に小麦を含みます。
ゆずマヨ高菜の原料の一部に大豆・乳成分・卵を含みます。

美容、栄養、疲労回復に
万能な梅！

チャーハンに合う！ ピリ辛！

女性に人気！ お子様 に人気！

まとめ買いで毎日の食卓に！
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高菜4種セット24
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内容量：2食入（スープ付き）／サイズ：H240×W75×D20mm／賞味期限：あごだし製造より6か月、とんこつ製
造より6か月、とんこつしょうゆ2021年7月中旬、ごま塩とんこつ2021年4月上旬

各530円

内容量：15g×４袋／サイズ：H205×W205×D80mm
賞味期限：2021年3月

70g
2束

スープ

630円
70g
2束 スープ

680円

15g
４食 スープ

内容量：65g／サイズ：H190×W190×D40mm
賞味期限：2021年4月

420円

65g
1食 スープ

28 30
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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、茹でのびしにくい麺に
仕上げました。

あごだし とんこつしょうゆ

UNZEN

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：製造より6か月

長崎ちゃんぽん手延麺

小さなにゅうめん
ミニ優温麺

優温麺

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。

３分
お湯かけて

３分
お湯かけて

ちゃんぽんでは
珍しい手延べ麺！

九州三大麺どころ
長 崎 県の『島原』

長崎雲仙の手延べ製法で、独特の強いコシと滑らかな
のど越しのよい麺に仕上げました

女性や子どもにも
食べやすい細麺
タイプです。

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。

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。

ミニ個食 4個入り
（4 種類のスープ付き）

1食入（あごだしスープ付き）

お吸いもの

忙しい合間に！ご飯のお供に！
ちょうど良いサイズ  

わかめ

柚子お吸いもの 中華

もちもち
つるつる～

あっさり塩分ひかえめ
あごだし

細麺によくからむ
とんこつ

コクのある濃厚な
とんこつしょうゆ

ごまの香りが懐かしい
ごま塩とんこつ

29 3 1とんこつ ごま塩とんこつ

２分を目安にお好みで茹でて付属のスープ
と一緒にお召し上がりください♩
お好みで具材をトッピングすると一層美味
しいラーメンに！（写真はイメージです）

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 5



うどん

内容量：200g／サイズ：H240×W75×D15mm、賞味期限：2021年6月

  320円

 1,470円

 2,940円

530円

煎りゴマと擦りゴマをたっぷり練り込んだ、
ゴマの香ばしくて豊かな風味が
口の中にひろがる至極の一品です

鍋の締めなどオールマイティに使える、細麺タイプの手延べうどん

内容量：70g×3束（210ｇ）／サイズ：H240×W75×D15mm
賞味期限：2021年5月

460円

70g
3束

70g
2束

スープ

70g
3束 1,000円

50g
4束

70g
3束

そうめん うどん

H I B I T E M A  A r R a n g e d  r e c i p e  V o . i

きのことクルミの
混ぜ麺

レシピ提供　料理家 宮村ゆかり さん

そうめんでもうどんでもOK！
いつもと違った味を楽しめます！

35
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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。 

本場の手延べ製法が生む、
独特のコシと風味。

［材 料］ 2人分
黒胡麻素麺or饂飩　2束
マッシュルーム　4個
玉ねぎ　1/8個
醤油　大さじ1
オリーブオイル　大さじ1
塩　少々

《仕上げ》
クルミ　大さじ1
トリュフオイル又はオリーブオイル 適量

［作り方］

①マッシュルーム、玉ねぎは薄くスライス
し、醤油、オリーブオイルでマリネして
おく。クルミは粗く刻んでおく。
②素麺は時間通りに茹で、しっかり冷水
でしめて、水気を切っておく。
③①のキノコのマリネと混ぜ合わせ、塩
と醤油(分量外)で味を整え、仕上げに
クルミとトリュフオイルをかけて完成！

手延べ
う ど ん

饂飩

コシが強くもっちりとした食感
冷しうどんや釜揚げうどん、
焼うどんなどにもおすすめです！

すべて国内産原料に
こだわって作りました。

一六穀饂飩

国内産小麦と十六穀、長崎崎戸産の天然塩を
使用した栄養たっぷりのうどん

内容量：70g×3束（210ｇ）／ サイズ：H240×W90×D20mm
賞味期限：2021年5月

黒胡麻
う ど ん

饂飩

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5月

黒胡麻素麺
う ど ん

饂飩セット
黒胡麻素麺黒胡麻饂飩 各1

Let's 
c�king!

460円
内容量：2食入（スープ付き）／サイズ：H240×W75×D20mm
賞味期限：製造より6か月

国産小麦を使用し、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
便利な
あごだしスープ付
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200g

200g×5袋

200g×10袋

手延べ饂飩

手延べ饂飩

手延べ饂飩

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 6
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内容量：8本入3種／サイズ：H160 ×W120×D30mm／賞味期限：2021年1月下旬

530円

530円

530円

420円

1,130円

北九州の酒蔵・溝上酒造とコラボした酒粕スティック
酒粕は栄養の宝庫！健康に美容にもマッチしたお菓子です

43

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。 

ビールのおつまみにもぴったりの3種セット。

ブラックペッパー・ごま・チーズ
酒かすスティックAセット

野菜をふんだんに使ったヘルシー3種セット。
かぼちゃ・トマト・ほうれん草
酒かすスティックBセット

和のあっさり風味の三種セット。
しょうが・わさび・黒糖
酒かすスティックCセット

地ビール麦芽の搾り粕が、栄養豊富なクッキーに生まれ変わりました！
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。

ギフト箱入り！
お土産にどうぞ

ビールの形の
可愛いクッキー

珈琲3袋、クッキー3枚入

八幡珈焙會DRIP BAG COFFEE＆
Beer Grain cookies

お好みの飲み物とともに
くつろぎタイムにお召し上がり
いただきたいおすすめのお菓子です。

フィナンシェ 5本入

内容量：5個／サイズ：H20×W140×D90mm／賞味期限：2020年12月下旬

表面はカリっと、中身はしっとり…人気のフィナンシェ

内容量：3袋3枚／サイズ：H450×W170×D120mm
賞味期限：2021年2月上旬（珈琲）2021年12月
下旬（クッキー）

酒粕がチーズのような香ばしさ！
食べやすいスティックタイプ

酒のおつまみにも最適
！

これなら奥さんも
大目に見てくれる！？

Senzaki

日々てまスタッフのおす
すめ
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表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 7



各 370円

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！

47
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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。 

ひまわりパーク上牟田 ｜福岡市博多区｜
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。 

素朴な甘さとザクザク食感がおいしいかりんとう！手軽な小袋 3種セット

1袋あたり内容量：50g／サイズ：H150×W120×D60mm
賞味期限：2021年2月下旬

1袋あたり内容量：50g／サイズ：H150×W120×D60mm
賞味期限：2021年2月下旬

1袋あたり内容量：50g／サイズ：H150×W120×D60mm
賞味期限：2021年2月下旬

440円 440円 440円

400円

シナモン・珈琲・牛乳
かりんとう３種Aセット

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

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

しょうが 青のり おから

1袋あたり内容量：90g／サイズ：H150×W120×D60mm／賞味期限：2021年1月下旬

きなっこくるみ
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。

カリッとした歯応えと
きな粉の優しい味

内容量：30g／ サイズ：H220×W130×D30mm／賞味期限：2020年12月中旬

ヘルシーポテチ マジカルスパイス

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。

ヘルシーポテチ のりしお

海の旨味がたっぷり、対馬の「浜御塩焼塩」と、「青のり」を
使用。磯の風味が楽しめます。

ヘルシーポテチ しお
ミネラルたっぷりのまろやかな塩味で、海の風味が楽しめます。

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 8



ほっこり栗
チョコケーキ

ワインケーキ 抹茶黒豆ケーキグルテンフリー
Alohaショコラ

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！

プレーンクッキー
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：2021年1月上旬

内容量：115g／サイズ：H40×W130×D45mm／賞味期限：2020年12月中旬

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

プレーン／クランベリー／紅茶260円
クッキー３種セット 790円

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。

クランベリークッキー 260円
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。

紅茶クッキー 260円

530円

1,940円

内容量：115g／サイズ：H40×W130×D45mm／賞味期限：2020年12月中旬

470 円

内容量：115g／サイズ：H45×W130×D45mm／賞味期限：2020年12月下旬
アルコールが含まれるため、お子様や運転時はご遠慮ください。

470 円

内容量：105g／サイズ：H40×W130×D45mm／賞味期限：2020年12月中旬

470 円

240円

コロンと丸いひとくちクッキー
ちょっとした贈り物や手土産に♪

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：33g／サイズ：H150×W70×D50mm／賞味期限：2020年12月下旬
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さざなみ Aloha　｜福岡市城南区｜
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を目指しています。 

お菓子工房ももち ｜福岡市早良区｜
「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。 

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。

グルテンフリーAlohaショコラ

さざなみAloha4種セット
お家族用や贈り物にどうぞ

栗をふんだん使った濃厚チョコレートケーキ。

ほっこり栗チョコケーキ

無添加の赤・白ワインの豊かな香りが広がる大人の味。

ワインケーキ

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。

抹茶黒豆ケーキ

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

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 9



限定30個

イチゴジャム

いちじくジャム

ブルーベリージャム

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：140g／サイズ：H78×W56×D56mm／賞味期限：2021年5月上旬

内容量：140g／サイズ：H78×W56×D56mm／賞味期限：2021年5月上旬

内容量：全て60g／サイズ：H70×W70×D20mm／賞味期限：2021年1月上旬

内容量：140g／サイズ：H78×W56×D56mm／賞味期限：2021年5月上旬

570円

210 円

230 円

230 円

210 円

210 円

1,090円

570円

570円

地元の新鮮果物を、
みずみずしいジャムにしました !

福岡県産イチゴの
果肉がたっぷり♡

朝倉産いちじくの
プチプチ食感！

八女産の
さわやかブルーベリー♩

64

65

66

68

67

69

70

71

72

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。 

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。 

IBUKI 5種セット

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。

1セット (箱入 )

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

フルーツケーキ

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。

チョコレートケーキ

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。

抹茶ケーキ

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。

ブルーベリーケーキ

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。

バナナケーキ

ティータイムに、
パティシエ特製パウンドケーキを。

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 10



420円

180円

180円

200円

560円

280円

580円

人気の玄米で作ったキャラポン、
得用サイズが仲間入りしました！

材料は九州産、添加物なしの安心おやつ

かりっこげんまい／キビキビげんまい／
のりしおげんまい

お仕事の合間に 60g家族みんなで 130g

とわ・え・もあ ｜福岡市西区｜
かりっこ、のりしお、キビキビ、オートミールビスケット、キャラ
ポン、材料は全て九州産を使用し、添加物は一切使用せず手作
りで仕上げています（※産地が変わる場合があります）　

無農薬有機玄米を使用したベビーフード

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

キャラポン得用
内容量：60g／サイズ：H125×W125×D155mm／賞味期限：2021年1月下旬

内容量：130g／サイズ：H170×W150×D60mm／賞味期限：2021年1月下旬

栄養豊富なオートミールやナッツなどがゴロゴロ入った手作りビスケット。

オートミールビスケット
2枚セット

内容量：2枚／サイズ：H155×W125×D5mm／賞味期限：2021年1月下旬

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
キビキビげんまい
のりしおげんまい

げんまい３種セット

内容量：１袋26g／サイズ：H180×W120×D45mm／賞味期限：2020年12月下旬 おこめ本来のほんのりと優しい甘み

香ばしくてサクサク！
直径 12cm の
大満足ビスケット

や
み

つ
き

に

なるキャラメル味 !
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仕事のお供に！
サクサクパクパク、

食べ始めたら止まらない
！

日々てまスタッフのおす
すめ

Onishi

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 11



茶葉とドライフルーツを
たっぷりブレンド♩
朝の食パンに合う
味わいある紅茶です

アーモンドは、同じ工場で落花生、大豆、カシューナッツ、クルミを取り扱っています。アーモンドは、同じ工場で落花生、大豆、カシューナッツ、クルミを取り扱っています。

お茶として楽しめるだけでなく、茶葉は丸ごと食べられるので、ハーブティーと
フルーツも一緒に摂っていただけます。甘酸っぱいジュースのような味わいです。

カカオ独特の風味・香りとのバランスを考え、選び抜かれたハーブを使用。
香ばしいアーモンドローストや、優しい甘みの福岡県産ドライフルーツな
どを使用したコクのある深い味わいをお楽しみいただけます！

食パンがおいしいフルーツティー
内容量：20g／サイズ：H150×W90×D55mm／賞味期限：2021年11月下旬

1,120 円

食パンがおいしいカカオティー
内容量：20g／サイズ：H150×W90×D55mm／賞味期限：2021年11月下旬

980 円

茶葉とドライフルーツを丸ごと食べられる新感覚のフルーツティーと
香ばしいアーモンドローストを使用したカカオティーで気分をリフレッシュ！

25包

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。

2,040円

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

内容量：１袋100g／サイズ：H140×W120×D60mm／賞味期限：2021年2月中旬
1,260円

内容量：8ｇ×6パック／サイズ：H130×W110×D4mm
賞味期限：2021年4月下旬

690円

珈琲生豆の仕入れから焙煎、厳選した豆だけを使用した
新鮮で香りとコクがある自家焙煎珈琲です。

熊本産のごぼう茶と
ルイボスティーを
ブレンド

自宅やオフィスで
本格珈琲を

ほのぼの HaKaTa ｜福岡市博多区｜
「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。 

工房きずな ｜福岡市西区｜
珈琲生豆の仕入れから焙煎、そして一粒ずつハンドピッキングを
行い、厳選した豆だけを使用した新鮮な自家焙煎珈琲をお届け致
します。珈琲豆本来の豊かな香りとコクをお楽しみください。 

珈琲サントス・モカ・コロンビア
中深煎り100ｇ粉　3種セット

珈琲ドリップパック浅煎り&中深煎り
飲み比べ６パックセット

すっきりとした甘味が特徴。どなたにも好まれる珈琲です。

フルーティでとても香りのよいのが特徴。特に女性の方に大人気商品です。

さわやかな酸味とコクが特徴。珈琲好きには堪らない深みがあります。

サントス

モ　カ

コロンビア

80

81

82

83

84

表示価格はすべて税込みです。えびえび■特定原材料 7 品目表示 ■特定原材料 7 品目表示 かにかに 小麦小麦 そばそば たまごたまご 乳乳 落花生落花生 12



4,160円

紙箱入り 1,390円

各810円

530円1,470円

紙箱入り 4,390円

サイズ：H370×W360×D110mm、素材：キャンバス（ペンキ塗装）
※手作り商品です。個体差がありますので、味わいとしてお楽しみください。

サイズ：H140(針金込)×W50×D50mm、素材：モルタル、針金、ガラス小瓶
※手作り商品です。個体差がありますので、味わいとしてお楽しみください。

サイズ：H100×W45mm、素材：プラスチック

サイズ：H105×W148×D5mm
便箋／サイズ：H85×W180×D5mm
クリアファイル／サイズ：H297×W210mm

サイズ：H210×W150×D20mm、素材：木、針金
※手作り商品です。形、木目など個体差がありますので、味わいとしてお楽しみください。

小さな一輪挿し
小さな草花が似合うモルタル製の一輪挿しです。
置いたり吊るしたり、気軽にお部屋にグリーンを。

どうぶつじょうぎ
イラストのユルさと、キッチリした目盛りを合わせてみた
ら、ちょっと他にはないカワイイ定規になりました。
子どもから大人まで、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれ
ています。

レターセット
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。

一筆箋＋クリアファイル
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。クリアファイルは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。

掛け時計
ひとつひとつ、丸い形に木を切り出し、丁寧に磨き、文字
まで手作り。同じものが２つとない時計です。

一筆箋２種
クリアファイル２種

人気作 家、簑田利博さんのイラスト

置イテモ、吊ルシテモ

文 房具に遊び心を

あちこちに可愛い絵 柄

カーキ マスタード

イエロー ブルー

ターコイズ

ゆるい形を数 字
時 間もなんとなく曖 昧
それが心地いい

85 イエロー 86 ブルー

87 カーキ 88 マスタード 89 ターコイズ 90 ブラウン

91

94

92

しっかりとした厚みがあります草花以外、ペン立てとしても！

箱入りです。贈り物にもどうぞ！

内側のふちのカラーが青と黄色
２種類あります。(写真は黄色)

木版文字がビンジテージ感が
かっこいい！

木版も手彫り。ひとつひとつ
ていねいに制作しています。

WOOD CUT BAG

形も文字もとても優しい形

やさしい眼差しの鳥です

maruの手描き線画アート

93
１種14枚入りの２種セット

裏面

ペンギン（白）

トリ（緑）

WOOD CUT BAG WOOD CUT BAG

約21cm
(個体差有り)

ペンキでコーティングしたバッグに、手彫りの木版
を１文字ずつ押したクラフト感のあるバッグです。
使い込むとクタクタな柔らかい風合いに。

表示価格はすべて税込みです。 13



各2,080円

2,100円

370 円

サイズ：H420(持ち手含770mm)×W470×D130mm
素材：Cotton100%

サイズ：H210×W370mm(底200×170mm)、素材:キャンバス100%

サイズ：H170×W82mm

工房まる ｜福岡市南区｜
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。 

ひまわりパーク六本松 ｜福岡市中央区｜
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。 

PICFA ｜佐賀県三養基郡基山町｜
PICFAはPICTURE（絵画）とWELFARE（福祉）を合わせた造語です。
創作活動と福祉の両方を追い求めていくことを意味しています。
メンバーの絵が生かせるようなデザインで、ニーズにあった商品
づくりをしています。 

アトリエブラヴォ ｜福岡市博多区｜
アートをツールに社会と繋がるを合言葉に、絵画・デザイン・陶芸・
壁画制作などの仕事をしています。アトリエを飛び出し沢山の方
と楽しさを分かち合いたい、愛あるグッズをお届けいたします。 

踊るCIRCUSとPie r ro tの文字、
その隙間をゾウやトラが楽しそう
に曲芸してるデザイン。

六地蔵一筆箋
ちょっと何かを伝えたい時、
直筆の言葉を送ってみませんか？
六地蔵がお供いたします。

お買い物や旅行の
サブバックにも最 適な
大容量！！

カラー３種

少し大きめサイズがGood!

両面に、ゾウのイラスト

「ゆっくり歩こう」ゾウのランチバッグ。
ミニトートの中ではすこし大きめ、
使い勝手バツグンです。

2柄各15枚 計30枚
かわいい罫線入り下敷付

101

95 ブラック 96 レッド

PICFAサーカス団
マルシェバック編

各 1,500円サイズ：H350×W900mm

P ICFAメンバー16名の書き下ろし、約404種
類のイラストでアウトドアを表現「人間界（中
央から左側）」と「妖怪世界（中央から右側）」
が山や川、そしてビーチでアウトドアを繰り広
げている。その様子は人間界と妖怪世界がシン
メトリーで表現されています。

ブラック 98 グリーン97
99 ピンク

てぬぐい

ナチュラル100

GO SLOW ランチバッグ

ざっくりした厚手の生地
と

アートがお洒落！マチも
広く、

エコバックとしても使え
そう！

日々てまスタッフのおす
すめ

Nagasue

アトリエブラヴォ作 家全員
で描いたゾウでデザイン

「G O SL OW」

お地 蔵さんの
優しい表 情に
癒されます

表示価格はすべて税込みです。 14



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。

福岡県福岡市博多区千代1-20 -14 　
TEL：092-403-0091  FAX：092-403-0087　ht tps : // fukushigoto.co. jp

092-403-0091

カタログのご契約、商品・購入方法ついては 株式会社ふくしごと までお問い合わせください。

info@hibitema.com
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092-403-0087　

https://fukushigoto.co.jp

働く障害者の給与は
今、16 , 0 0 0円 /月。

現在、施設で働く障害者の給与（工賃）は、月額平均16,000円。
障害者年金（70,000円）と合わせても、自立した生活は望めません。
国は、これが30,000円になれば自立した生活ができると考えています。

障害者の就労をサポートする施設には、就労移行施設、A型就労支援施設、B型
就労支援施設があります。中でも就労者がもっとも多いB型就労支援施設の平
均工賃は、現在月額平均16 , 0 0 0円です。

近年、障害者人口は増加傾向にあります。高齢化や高齢出産の影響に加え、か
つては見過ごされていた発達障害などが可視化され福祉の対象となったこと
も一因です。また災害の被害によるストレス障害やうつ病など、後天的な二次
障害を持つ方が増えたという背景もあります。

福祉商品は、スーパーや百貨店では、
ほとんど買えません。

昔と比べ、福祉商品のレベルが上がり、優れたものが増えています。施設
が努力を重ねたからです。でも販売する場所が福祉施設や公共施設など
に限られていて、私たちの手元に届きません。広報・プロモーションまで
を施設で補えないこと、商品掛け率が高いことも原因の一つです。

「とどける」「みがく」
しくみをつくろう。

福祉商品に出会える場を増やし、きちんと欲しい人に届ける仕組み。商品
の価値を高め、魅力を磨く仕組み。今、福祉商品にはその両方が必要で
す。「日々のてまひま」は、そんなコミュニティを作り、持続的に福祉商品
を買い支える仕組みと社会的価値を生み出すサービスです。

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。

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害に
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。

日本人口の7.4%、クラスに2人は障害者。
働く意欲のある障害者は、34 . 2万人。

障害者の数は937万人。30人の教室で考えると、クラスに2人はいる計算
です。そのうち就労をサポートする就労支援事業所に通う障害者は34.2
万人。これだけの人々が働きたい！ もっと稼ぎたい！と考えています。

16,000

FACEBOOK、Instagramでも最新情報発信中！ぜひフォロー＆いいねをお願いします。

日々のてまひまWEBサイトでは、カタログにご協力いただいている、企業や事業所様の声を掲載しています！
カタログと合わせて、ぜひWEBもチェックしてください。

@hib i tema

https://hibitema.com/

ht tps : //www. facebook .com/hib inotemahima


