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『あさがお』の花言葉は... 愛情、結束

『あさがお広場』は、障がい者支援事業所様にて、

製造／加工した商品の紹介の場を提供するために、

オープンしたサイトです。

愛を持って作られた、商品の数々をお届けいたします。

皆様と事業所様とを結ぶ、懸け橋を目指しております。
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調理例：パスタ

調理例：豚汁
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ぱれった・けやき宮城野（宮城県仙台市）

精神障害者の活動拠点として長年地

域に根差した活動を続けております。

当事業所が製造している 乾燥野菜

「べんりだ菜』は、常温保存品として

重宝されております。

5種類の国産野菜を食べやすい

大きさにカットしてありますので、

そのまま煮込むだけでみそ汁から

炊き込みご飯、パスタの具としても

ご利用頂けます。

便利で美味しい商品となっております。

是非お試し下さい。

べんりだ菜（5袋）
2，800円

5種類の国産野菜を、
食べやすい大きさにカットした
乾燥野菜です。

乾燥りんご（5袋）
2，700円

乾燥玉ねぎ（5袋）

2，500円

調理例：炊き込みご飯
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べんりだ菜（5袋） 2,800円

べんりだ菜(10袋) 4,800円

＜原材料＞

大根、ニンジン、ごぼう、ねぎ、しいたけ

内容量：35g

賞味期限：180日

アレルギー：なし

乾燥りんご（5袋） 2，700円

乾燥りんご(10袋) 4，300円

＜原材料＞

りんご

内容量：20g

賞味期限：180日

アレルギー：りんご

乾燥玉ねぎ（5袋） 2，500円

乾燥玉ねぎ(10袋) 4，000円

＜原材料＞

玉ねぎ

内容量：20g

賞味期限：180日

アレルギー：なし

お試しセット 3，000円

お得セット 5,200円

＜内容＞

べんりだ菜2袋、乾燥りんご2袋、乾燥玉ねぎ2袋 合計6袋

＜原材料＞

大根、ニンジン、ごぼう、ねぎ、しいたけ、玉ねぎ、りんご

内容量：べんりだ菜35g、乾燥りんご、乾燥玉ねぎ20g

賞味期限：180日

アレルギー：りんご
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Re～らぶ（北海道札幌市）

北海道産小麦粉を100％使用したごま煎餅です。煎餅というより、チップスのような軽い味わい。

噛めば噛むほどコクのある味わい『元祖ごま煎餅』、ごまの深みと香りを楽しめる『黒ごま煎餅』

かろやかな風味『白ごま煎餅』、旨味やコクが強く、香りも高く濃厚な味わい『金ごま煎餅』

4種をご用意いたしました。ぜひ、一度ご賞味ください。
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元祖ごま煎餅（５袋セット） 2,200円

＜原材料＞

小麦粉（北海道産）、黒ごま、白ごま、砂糖、

塩、食用油

賞味期限：45日

アレルギー：小麦粉、ごま

黒ごま煎餅（５袋セット） 2,200円

＜原材料＞

小麦粉（北海道産）、黒ごま、砂糖、

塩、食用油

賞味期限：45日

アレルギー：小麦粉、ごま

白ごま煎餅（５袋セット） 2,200円

＜原材料＞

小麦粉（北海道産）、白ごま、砂糖、

塩、食用油

賞味期限：45日

アレルギー：小麦粉、ごま

金ごま煎餅（５袋セット） 2,200円

＜原材料＞

小麦粉（北海道産）、金ごま、砂糖、

塩、食用油

賞味期限：45日

アレルギー：小麦粉、ごま

ごま煎餅（６袋（４種）セット） 2,350円

＜原材料＞

小麦粉（北海道産）、黒ごま、白ごま、金ごま、

砂糖、塩、食用油

賞味期限：45日

アレルギー：小麦粉、ごま

●セット内容

元祖ごま煎餅75ｇ × 5袋

●セット内容

黒ごま煎餅75ｇ × 5袋

●セット内容

白ごま煎餅75ｇ × 5袋

●セット内容

金ごま煎餅75ｇ × 5袋

●セット内容

元祖ごま煎餅75ｇ × 2袋

黒ごま煎餅 75ｇ × 2袋

白ごま煎餅 75ｇ × 1袋

金ごま煎餅 75ｇ × 1袋
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酒井珈琲（北海道札幌市）

酒井珈琲独自の品質基準により、生豆を選別、良い豆だけを焙煎し、

より澄んだ味わいを追求しております。

皆様の好みの珈琲がきっと見つかるはずです。

プレミアブレンド・浅煎りブレンド・深煎りブレンド・モカブレンド・

キリマンブレンド・グテマラブレンドなどそれぞれの珈琲が楽しめるセットになります。
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酒井珈琲セット Ａ

3,200円

＜レギュラー珈琲（ドリップ）＞

プレミアムブレンド（10g） × ３袋

深煎りブレンド（10g） × ３袋

浅煎りブレンド（10g） × ３袋

キリマンジャロブレンド（10g） × ３袋

モカブレンドブレンド（10g） × ３袋

グァテマラブレンド（10g） × ３袋

原材料：コーヒー豆

賞味期限：240日

アレルギー食品：なし

酒井珈琲セット B

3,300円

＜レギュラー珈琲（水だし）＞

水だしアイスコーヒー（30g × 3パック） × ５袋

原材料：コーヒー豆

賞味期限：240日

アレルギー食品：なし

酒井珈琲セット C

3,700円

＜レギュラー珈琲（100g粉）＞

プレミアムブレンド（100g）× １袋

深煎りブレンド（100g）× １袋

浅煎りブレンド（100g）× １袋

キリマンジャロブレンド（100g）× １袋

モカブレンドブレンド（100g）× １袋

グァテマラブレンド（100g）× １袋

原材料：コーヒー豆

賞味期限：240日

アレルギー食品：なし

酒井珈琲セット D

4,000円

＜レギュラー珈琲（ドリップ）＞

プレミアムブレンド（10g） × 5袋

深煎りブレンド（10g） × 5袋

モカブレンドブレンド（10g） × ５袋

＜レギュラー珈琲（100g粉）＞

プレミアムブレンド（100g）× １袋

グァテマラブレンド（100g）× １袋

＜レギュラー珈琲（水だし）＞

水だしアイスコーヒー（30g × 3パック） × １袋

原材料：コーヒー豆

賞味期限：240日

アレルギー食品：なし

＜レギュラー珈琲（ドリップ）＞

プレミアムブレンド（10g） × ５袋

深煎りブレンド（10g） × ５袋

浅煎りブレンド（10g） × ５袋

キリマンジャロブレンド（10g） × ５袋

酒井珈琲セット E

6,200円

モカブレンドブレンド（10g） × ５袋

グァテマラブレンド（10g） × ５袋

トラジャブレンド（10g） × ５袋

マンデリンブレンド（10g） × ５袋

カフェインレスブレンド（10g） × ５袋

原材料：コーヒー豆

賞味期限：240日

アレルギー食品：なし
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工房かのん（北海道釧路市）

昆布は釧路産の竿前昆布で、すべて無添加・天日干し100％を使用しています。

一つ一つ丁寧に手作業でカットし、袋詰めを行っています。

桂恋昆布は柔らかく、煮物や昆布巻きにして食べることができます。

だし昆布は、おでんなどのお出汁にぴったりです。

おやつ昆布はそのまま食べることができ、子供のおやつやお酒のお供に。

粉末昆布はお味噌汁やチャーハンなど幅広く使用することが出来ます。是非、一度ご賞味ください。



常
温
食
品

釧路の桂恋昆布3個セット 3,500円

＜原材料＞

昆布

賞味期限：2年

アレルギー：なし

おやつ昆布10個セット 1,500円

＜原材料＞

昆布

賞味期限：２年

アレルギー：なし

昆布まるごと生き生きセット 3,400円

＜原材料＞

昆布

賞味期限：２年

アレルギー：なし

粉末昆布、昆布塩３個セット 2,500円

＜原材料＞

昆布、塩

賞味期限：２年

アレルギー：なし

＜内容＞
桂恋昆布 200g×3袋

＜内容＞
おやつ昆布20g×10袋

＜内容＞
桂恋昆布 200g×1袋
だし昆布 30ｇ×2袋
粉末昆布 50ｇ×1袋
おやつ昆布 20g×3袋

＜内容＞
粉末昆布 40ｇ×１個
昆布塩（海水） 46ｇ×１個
昆布塩（ヒマラヤピンク岩
塩）46ｇ×１個

早煮昆布とも呼ばれる竿前昆布は、昆布が熟成する前
（6月）に採取された若くて柔らかい昆布です。
おでん、佃煮、昆布巻などの煮物に最適です。

丁寧に1つずつ手作業でカットしています。天日干しのまま、
天然の海の味を堪能することができます。カルシウムも多く
含んでいますのでお子様のおやつや晩酌のお供に。

4種類の製品で、竿前昆布まるごと1本余すところなく使用。
昆布の成分は高血圧、脳卒中の予防、肌に潤いとツヤ、肥満
を防ぐ等の効能があります。

竿前昆布を粉末にしました。水にも溶け、お手軽にだしとして、
隠し味として幅広く使うことができます。
昆布塩は粉末昆布にそれぞれヒマラヤピンク岩塩、海水を混
ぜた2種類ご用意しました。揚げ物などにぴったりです。お好
みで楽しんでみて下さい。
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就労継続支援Ｂ型事業所 楓（山形県米沢市）

なでらの森では、安心・安全にこだわった食品づくりに取り組んでおり、

加工品においても国産原料・無添加で製造を続けております。

自家栽培できる原料についても農薬不使用で栽培しておりますので、

小さなお子様からご年配の方まで安心して召し上がって頂けます。

アイスの甘さと、イチゴの甘酸っぱさがベストマッチ

です。 みかんの爽やかな甘さが、ヨーグルトを引き立てます！

第1回

山形うまいもんコンテスト

「ファインフードコンテスト」

審査員特別賞受賞

山形山菜

さとやまソルトセット
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ドライフルーツセット 2，500円

＜原材料＞

イチゴ(宮城県産)、みかん(和歌山県産)、ラ・フランス(山形県産)、

デラウェア(山形県産)、紅玉(山形県産)、平種なし柿(山形県産)

内容量

・イチゴのドライフルーツ 10g、・みかんのドライフルーツ 15g

・ラ・フランスのドライフルーツ 15g、・ぶどうのドライフルーツ 20g

・りんごのドライフルーツ 20g、・柿のドライフルーツ 20g

賞味期限：180日

アレルギー：なし

国産の原料を無添加で、加糖せずじっくり丁寧に乾燥

して作ったドライフルーツです。

アイスクリームや、ヨーグルトに混ぜたり、お菓子やパン

の生地に混ぜてもおいしく召し上がれます。

ハーブソルト＆スパイスセット 2，300円

＜原材料＞

モンゴル塩(中国産)、バジル、セージ、タイム、にんにく、青唐辛子、

パセリ、唐辛子 ※塩以外は山形県産

内容量

ハーブソルト 35g、スパイシーミックスソルト 35g、一味唐辛子 15g

ガーリックバジルソルト 35g

賞味期限：1年

アレルギー：なし

山形山菜さとやまソルトセット 3，800円

＜原材料＞

食塩、よもぎ、こごみ、うこぎ、桑笹、クマ笹、月山筍

※原材料は、すべて山形県産を使用

内容量

よもぎ 19g、こごみ 20g、うこぎ 20g、くわ 20g、ささ 20g、

月山筍 20g

賞味期限：1年

アレルギー：なし

料理の隠し味に！料理にいいアクセントをつけます。

食塩以外は、山形県産のハーブを使用しています。

第１回山形のうまいもん「ファインフードコンテスト」

審査員特別賞受賞！自信の塩を、是非ご賞味ください。
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くじらのしっぽ（宮城県石巻市）

良質な素材にこだわり、バウムクーヘンを中心に一つ一つ心をこめて手作りし、

多くのお客様に「おいしい」と喜んで頂いています。

濃厚な味わい魅力の一品。ぜひ一度お試しください。

見た目もかわいらしい『いしりんバウム』

外はパリッと、中はしっとり、バターの香りがたまりません。

贈り物にもピッタリの『いしりんバウム』

石巻のバームクーヘンは癖になる味わいです。
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まきりんバウム（ホール）

＜内容＞

●まきりんバウム（ホール）×１個

賞味期限：28日

アレルギー：卵、乳、小麦、オレンジ、大豆

いしりんバウム（ホール）

＜内容＞

●いしりんバウム（ホール）×１個

賞味期限：28日

アレルギー：卵、乳、小麦、オレンジ、大豆

いしりんまきりん詰合せセット

＜内容＞

●いしりんバウムスティック×２個

●いしりんバウムラスク×１個

●まきりんバウム（小）×３個

●まきりんバウムラスク（５枚）×１個

賞味期限：28日

アレルギー：卵、乳、小麦、オレンジ、大豆

＜原材料＞

【まきりんバウム】

卵（国産）、砂糖、ショートニング、バター、ク

リーム、小麦粉、植物油脂、洋酒（0.1%未

満）、食塩／乳化剤、香料、加工澱粉、ソル

ビトール、リン酸Ｎａ、着色料（カロチン）、膨

張剤、（原材料の一部に卵、乳、小麦、オレ

ンジ、大豆を含む。）

【いしりんバウム】

卵（国産）、砂糖、小麦粉、バター、ショート

ニング、アーモンド、水飴、脱脂粉乳、食塩、

食用精製加工油脂、洋酒（0.1%）、植物油

脂、コーンスターチ、レモン果汁／乳化剤、

香料、加工澱粉、トレハロース、増粘剤、着

色料（カロチノイド、カロチン）、ソルビトール、

リン酸Ｎａ、膨張剤、澱粉分解物、（原材料

の一部に卵、乳、小麦、オレンジ、大豆を含

む。）

【いしりんバウムスティック】

卵（国産）、砂糖、小麦粉、バター、ショート

ニング、アーモンド、水飴、脱脂粉乳、食塩、

食用精製加工油脂、洋酒（0.1%）、植物油

脂、コーンスターチ、レモン果汁／乳化剤、

香料、加工澱粉、トレハロース、増粘剤、着

色料（カロチノイド、カロチン）、ソルビトール、

リン酸Ｎａ、膨張剤、澱粉分解物、（原材料

の一部に卵、乳、小麦、オレンジ、大豆を含

む。）

【いしりんバウムラスク】

砂糖（国産）、卵、小麦粉、バター、ショート

ニング、アーモンド、水飴、脱脂粉乳、食塩、

食用精製加工油脂、植物油脂、洋酒

（0.1%）未満、レモン果汁、コーンスターチ

／乳化剤、香料、加工澱粉、トレハロース、

増粘剤、着色料（カロチノイド、カロチン）、ソ

ルビトール、リン酸Ｎａ、膨張剤（原材料の一

部に卵、乳、小麦、オレンジ、大豆を含む。）

【まきりんバウム（小）】

卵（国産）、砂糖、ショートニング、バター、ク

リーム、小麦粉、植物油脂、洋酒（0.1%）、

食塩／乳化剤、香料、加工澱粉、ソルビトー

ル、リン酸Ｎａ、着色料（カロチン）、膨張剤、

（原材料の一部に卵、乳、小麦、オレンジ、大

豆を含む。）

【まきりんバウムラスク】

卵（国産）、砂糖、バター、ショートニング、ク

リーム、小麦粉、洋酒（0.1%）未満、植物油

脂、食塩／乳化剤、香料、加工澱粉、ソルビ

トール、リン酸Ｎａ、着色料（カロチン）、膨張

剤、（原材料の一部に卵、乳、小麦、オレンジ、

大豆を含む。）

ふんわりしっとり、丁寧に焼き上げました。
素材に拘りやさしい甘さです。
年輪を思わせる層の重なりは贈り物におすすめです。

外はサクッと、中はもっちり、
噛むほどに美味しさが広がります。
発酵バターを使用しておりコクと風味が魅力です。

食べきりサイズのまきりんバウム小と
いしりんバウムスティックに、それぞれのラスクを
セットにしました。
食感や風味の違いが楽しいセットです。
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鮫川たんぽぽの家（福島県鮫川村）

福島県鮫川村の特産品である『じゅうねん(えごま)』を使用した香り高いドレッシング。

果実の形を残した無添加のイチゴジャム。

生麺の美味しさと乾麺の日持ちの良さを併せた半生うどんが大好評です。

高品質なものを手作りで皆様にご提供できるよう、真心を込めて日々生産しております。
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半生うどん一歩300ｇ×6 3,380円

＜原材料＞

小麦粉(国内製造)、食塩、小麦たん白、

酸性発酵調味料(サバを含む)/加工でん粉

賞味期限：９０日

アレルギー：小麦

うどん・どれ・すぅべぇセット 3,430円

＜原材料＞

【うどん】小麦粉(国内製造)、食塩、小麦たん白、

酸性発酵調味料(サバを含む)/加工でん粉

【ドレッシング】醸造酢(国内製造)、つゆ、食用植物

油脂、玉葱、すりじゅうねん、白だし、三温糖、紹興酒、

オイスターソース/調味料(アミノ酸等)、酸味料、ビタ

ミンB1、カラメル色素、増粘剤(加工でん粉)

賞味期限：うどん90日、ドレッシング150日

アレルギー：小麦

うどん・つゆ・ドレセット 3,７３0円

＜原材料＞

【うどん】小麦粉(国内製造)、食塩、小麦たん白、

酸性発酵調味料(サバを含む)/加工でん粉

【ドレッシング】醸造酢(国内製造)、つゆ、食用植物油脂、

玉葱、すりじゅうねん、白だし、三温糖、紹興酒、オイスター

ソース/調味料(アミノ酸等)、酸味料、ビタミンB2、カラメル

色素、増粘剤(加工でん粉)

【うどんつゆ】しょうゆ(大豆・小麦を含む)(国内製造)、米

発酵調味料、砂糖、食塩、いりこ、混合削り節(うるめいわし

節、さば節、いわし節、そうだかつお節)、かつお節だし、かつ

お節エキス、こんぶ/調味料(アミノ酸等)

細めんギフト ３,5８0円

＜原材料＞

【うどん】小麦粉(国内製造)、食塩、小麦たん白、

酸性発酵調味料(サバを含む)/加工でん粉

【うどんつゆ】しょうゆ(大豆・小麦を含む)(国内製造)、

米発酵調味料、砂糖、食塩、いりこ、混合削り節(うるめいわ

し節、さば節、いわし節、そうだかつお節)、かつお節だし、か

つお節エキス、こんぶ/調味料(アミノ酸等)

【じゅうねんみそ】米味噌(大豆を含む)(国内製造)、三温糖、

すりじゅうねん、みりん、かつお節、こんぶ/カラメル色素

＜内容＞
半生うどん 300g×6袋

＜内容＞
半生うどん一歩300ｇ×4
じゅうねんドレッシング
180ml×1
油すぅべぇ×６
ポチ袋×４
つまようじ入れ×3

＜内容＞
半生うどん一歩300ｇ×４
うどんつゆ(濃縮300ml）
×1
じゅうねんドレッシング
180ml×1

賞味期限：うどん90日、ドレッシン
グ150日、うどんつゆ180日
アレルギー：小麦

＜内容＞
半生うどん細麺250g×4
じゅうねんドレッシング
180ml×1
じゅうねんみそ150ｇ×1

賞味期限：うどん90日、ドレッシン
グ150日、じゅうねんみそ180日
アレルギー：小麦
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メルヴェイユ仙台（宮城県仙台市）

安全、安心、丁寧をモットーに菓子製造販売をしています。

お菓子に最高の「スイーツエッグ」、宮城県大島の「小山さん家のゆず」、

地元柏木の「仙台味噌」、文政12年創業仙台市よろづ園茶舗の「碾茶」を

使用する等材料にとことんこだわり美味しさを追求しています。

＜原材料＞

・アイスボックスクッキー(アーモンド)：小麦粉、無塩バター、

グラニュー糖、アーモンド、卵黄（卵を含む）／膨張剤

・アイスボックスクッキー(マーブル)：小麦粉、無塩バター、

グラニュー糖、卵黄（卵を含む）、ココアパウダー／膨張剤

・アイスボックスクッキー(紅茶)：小麦粉、無塩バター、グラ

ニュー糖、卵黄（卵を含む）、紅茶／膨張剤

・アイスボックスクッキー(ココナッツ)：小麦粉、無塩バター、

グラニュー糖、ココナッツ、卵黄（卵を含む）／膨張剤

・アイスボックスクッキー(抹茶)：小麦粉、無塩バター、グラ

ニュー糖、卵黄（卵を含む）、抹茶／膨張剤

くまさんクッキー：小麦粉、無塩バター、粉糖、卵、アーモン

ドプードル／膨張剤

・ロッシュクッキー:小麦粉、グラニュー糖、レーズン、卵、

ショートニング、クルミ、発酵バター、シナモン

・マドレーヌ(柚子)：発酵バター、卵、粉糖、小麦粉、柚子／

膨張剤

・マドレーヌ(レモン)：発酵バター、卵、粉糖、小麦粉、レモン

／膨張剤

・パウンドケーキ：小麦粉、フルーツ砂糖漬（砂糖、オレンジ

ピール、チェリー砂糖漬、水飴、乾燥アップル、ブランデー、

パイン砂糖漬）、グラニュー糖、卵、無塩バター、発酵バ

ター、ラム酒／膨張剤、酒精、香料、着色料（カルミン酸）

・フルーツケーキ：小麦粉、アーモンドプードル、グラニュー

糖、卵、いちじく、あんず、レーズン、無塩バター、発酵バター、

オレンジキュラソー原酒／膨張剤、酒精、香料、カルメラ色

素

・フィナンシェ（プレーン）：発酵バター、卵白（卵を含む）、

グラニュー糖、アーモンドプードル、小麦粉、ハチミツ／トレ

ハロース

・フィナンシェ（ココア）：発酵バター、卵白（卵を含む）、グ

ラニュー糖、アーモンドプードル、小麦粉、ココア、ハチミツ

／トレハロース

・ちーずぼーる：小麦粉、無塩バター、ナチュラルチーズ

（乳成分含む）、卵、グラニュー糖、牛乳、塩／膨張剤

・ビスコッティ(ヘーゼルナッツ味)：小麦粉、グラニュー糖、

ヘーゼルナッツ、卵、アーモンドプードル／膨張剤、バニラ

香料

ご褒美セット 1,900円
＜内容＞

●アイスボックスクッキー

マーブル1袋、紅茶1袋

●マドレーヌ

柚子1袋、レモン1袋

●フィナンシェ

プレーン1袋

●ビスコッティ

ヘーゼルナッツ味1袋

賞味期限：30日

アレルギー：卵、小麦

もてなしギフト 2,750円
＜内容＞

●アイスボックスクッキー

アーモンドココア1袋、ココナッツ1袋

●マドレーヌ

柚子1袋、レモン1袋

●フィナンシェ

プレーン1袋

●ビスコッティ

ヘーゼルナッツ味1袋

賞味期限：30日

アレルギー：卵、小麦

誰もが笑顔ギフト 3,750円
＜内容＞

●アイスボックスクッキー

アーモンド1袋、マーブル1袋、紅茶1袋

ココナッツ1袋、抹茶1袋

●マドレーヌ

柚子1袋、レモン1袋

●フィナンシェ

プレーン1袋、ココア2袋

●ちーずぼーる

ちーずぼーる1袋

賞味期限：30日

アレルギー：卵、小麦

●クッキー

くまさんクッキー(3枚)1袋

●パウンドケーキ

パウンドケーキ 1袋

●フルーツケーキ

フルーツケーキ1袋

●クッキー

くまさんクッキー(3枚)1袋

ロッシュクッキー(2枚) 1袋

●パウンドケーキ

パウンドケーキ 1袋

●フルーツケーキ

フルーツケーキ1袋
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シフォンケーキ（紅茶） 2，450円

＜原材料＞

卵、小麦粉、グラニュー糖、食用植物油脂、紅茶葉

内容量：紅茶 × 1ホール（20cm）

賞味期限：製造日（冷凍発送）より14日、冷蔵にて解凍後4日

アレルギー：卵、小麦

シフォンケーキ（木いちご） 3，100円

＜原材料＞

卵、グラニュー糖、小麦粉、木いちご、食用植物油脂、レモン果汁、バニラ香料

内容量：木いちご × 1ホール（20cm）

賞味期限：製造日（冷凍発送）より14日、冷蔵にて解凍後4日

アレルギー：卵、小麦

シフォンケーキ（バニラ） 2，780円

＜原材料＞

卵、小麦粉、グラニュー糖、食用植物油脂、バニラビーンズ/バニラ香料

内容量：バニラ × 1ホール（20cm）

賞味期限：製造日（冷凍発送）より14日、冷蔵にて解凍後4日

アレルギー：卵、小麦

シフォンケーキ（抹茶） 4，050円

＜原材料＞

卵、グラニュー糖、小麦粉、食用植物油脂、抹茶

内容量：抹茶 × 1ホール（20cm）

賞味期限：製造日（冷凍発送）より14日、冷蔵にて解凍後4日

アレルギー：卵、小麦

シフォンケーキ（彩りセット：10種） 3,200円

＜原材料＞

卵、小麦粉、グラニュー糖、食用植物油脂、紅茶葉、レモン果汁、ココアパ

ウダー、ごま、食用胡麻油、みそ（大豆を含む）、かぼちゃ、牛乳、バニラ

ビーンズ/バニラ香料、準チョコレート（砂糖、カカオマス、ココアバター、全

粉乳、脱脂粉乳）、ゆず、木いちご

内容量：紅茶 × 1、バナナ × 1、ココア × 1、⿊ごま × 1、

仙台みそ × 1、かぼちゃ × 1、バニラ × 1、チョコ × 1、

ゆず × 1、⽊いちご × 1

（1カット：1ホール（直径20cm）の1/10の大きさ）

賞味期限：製造日（冷凍発送）より14日、冷蔵にて解凍後4日

アレルギー：卵、小麦
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くじらのしっぽ（宮城県石巻市）

くじらのしっぽは、宮城県石巻市の牡鹿半島にある唯一の障害福祉事業所です。

独自で製造している金華塩は、地元の漁業組合さん（海水提供）と、

製材所さん（廃材提供）に協力を頂き、昔ながらの製法（平釜式）にて、

塩造りをしています。

毎年、金華山黄金山神社初巳大祭の際に神殿に奉納させて頂いております。

くじらのしっぽの商品は牡鹿半島の海の恵みを、

そのまま全国にお届けしたい思いで商品製造に力を入れています。
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塩蔵わかめセット 3,500円

＜原材料＞

わかめ（宮城県産：牡鹿）、食塩

＜内容量＞

塩蔵わかめ大（250ｇ）×3袋、塩蔵わかめ小（120ｇ）×3袋

賞味期限：冷蔵３ヶ月

アレルギー：一部えびを含む

くじらのしっぽ海産物セット 5,000円

＜原材料＞

わかめ（宮城県産：牡鹿）、食塩、ひじき、ふのり

＜内容量＞

塩蔵わかめ大（250ｇ） ×2袋、ふのり（15ｇ）×2袋、

ひじき（30ｇ）×2袋

賞味期限：【わかめ】冷蔵３ヶ月【ふのり・ひじき】製造から１年

アレルギー：一部えびを含む

くじらのしっぽ商品詰め合わせセット

4,500円

＜原材料＞

わかめ（宮城県産：牡鹿）、食塩、ひじき、ふのり、海水、バジル

＜内容量＞

塩蔵わかめ大（250ｇ）×1袋、塩蔵わかめ小（120ｇ）×1袋、

ふのり（15ｇ）×1袋、ひじき（30ｇ）×1袋、金華塩（50ｇ）×1袋、

バジル塩（50ｇ）×1袋

賞味期限：【わかめ】冷蔵３ヶ月【ふのり・ひじき・バジル塩】

製造から１年

アレルギー：一部えびを含む



『あさがお広場』は、
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

あさがお広場 検索

運営会社：合同会社あさがお広場

mail：sys@asagao-hiroba.com

URL：http://asagao-hiroba.com
あさがお広場


