
●１回のご寄附につき、「感謝の品」を１つ贈呈します。

●寄附金額によって、お選びいただける「感謝の品」が異なります。

●30万円以上のご寄附を寄せてくださった方には、追加して「感謝の品」を贈呈します。
　追加贈呈につきましては、寄附金の入金確認後に別途、個別にご案内させていただきます。

●「感謝の品」のお届けは、寄附金の納付確認後、３～４か月のお時間をいただいております。
　また、配送日・時間の指定はできませんので、ご了承ください。

※「感謝の品」は、ご寄附に対するお礼として贈呈しているものであり、受け取られた場合の経済的利益については「一時所得」に該当します。

※熊本県は、総務大臣によるふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けています。

※　「略称」は、寄附申込書等に希望する「感謝の品」の名称を書くときに使用してください。

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

肥後の偉人
２１３０１

深煎り詰合せ
２１３０２

ジョイナス
２１３０３

エスプレッソ
２１３０４

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

シルバー
２１３０５

ゴールド
２１３０６

ふるさとくまもと応援寄附金（熊本県のふるさと納税）

肥後の偉人ものがたり

熊本にゆかりのある「加藤清正」「横井小楠」「細川ガラシャ」三人
のイメージでコーヒー豆を配合したオリジナルブレンドコーヒーで
す。熊本の文化の香りをお届けする贈り物や、歴史探訪の思い出
深いお土産として活用頂きたく製品を作っています。

ドリップコーヒー3種×8
袋（計24袋）

深煎り豆エスプレッソ詰
合せ（３本セット）

デザインは熊本城や昔ながらの長屋をイメージした、熊本の新た
なお土産・贈り物として制作しております。このアイスコーヒーは世
界のコーヒー豆をジョイナスコーヒーでオリジナルブレンドした、そ
のまま冷やしてお飲み頂ける風味豊かな商品となっております。
深煎り豆エスプレッソは牛乳で薄めて頂くと、美味しいカフェラテと
なりお召し上がり頂けます。

施設所在市町村 人吉市

事業所では、個々の得意分野・可能性を含め自発的に活動・行動する事により成長する自分に自信をつけさせ、一般就労でも通用
する人材育成に努めています。 また、利用者間とのコミニケーションで思いやりや尊重し合う事の出来る人間力の向上に取り組んで
ます。

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

シルバーセット

6種類のスパイスを混ぜ合わせた秘伝のタレにじっくりと漬け込み
ました。ご自宅に届いたら、自然解凍後、レンジでチン！もしくは油
で揚げるだけ。しっかりと味がしみ込んだ唐揚げは、冷めても柔ら
かくジューシーで、一度食べたらクセになる味わいです。お子様の
おやつやお酒のおつまみ、お弁当にもおすすめです。

【クール便でお届け】
塩もも（生肉）400g、塩む
ね（生肉）400g、ジュー
シーもも（生肉）400g

1
就労支援センターワンピース 施設所在市町村 荒尾市
私どもNPO法人まちくらネットワーク熊本では、熊本市北区・宇土市・荒尾市の3拠点で障害をお持ちの方々の就労支援を行っており
ます。各拠点ともに「まちパンLab」という店舗を運営しており、そこでは手作りパン・手作りクッキー・自家焙煎コーヒー等の販売を行っ
ております。「利用者を納税者に」を合言葉に日々販売活動に取り組んでおります。

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

令和４年３月３１日まで有効

　ふるさと納税（寄附金）で熊本県に１万円以上のご寄附をいただいた皆様※に贈呈する「感謝の品」に、
新しく、障害者就労施設等の製品が加わりました。以下のご案内を十分お読みいただいた上でお選びくださ
い。

※ふるさと納税の趣旨を踏まえ、熊本県在住者の方への「感謝の品」の贈呈は行っていません。

熊本県総務部市町村・税務局税務課

「感謝の品（障害者就労施設等分）」一覧

アイスコーヒー1,000ml×
2本
深煎り豆エスプレッソ（カ
フェオレベース）600ml×
1本

ジョイナスオリジナルア
イスコーヒー

デザインは熊本城をイメージした、熊本の新たなお土産・贈り物と
して制作しております。このアイスコーヒーは世界のコーヒー豆を
ジョイナスコーヒーでオリジナルブレンドした、そのまま冷やしてお
飲み頂ける風味豊かな商品となっております。

アイスコーヒー1,000ml×
4本

深煎り豆エスプレッソ
（3本セット）

デザインは昔ながらの長屋をイメージした、熊本の新たなお土産・
贈り物として制作しております。この商品は牛乳で薄めて頂くと、
美味しいカフェラテとなりお召し上がり頂けます。

深煎り豆エスプレッソ（カ
フェオレベース）600ml×
3本

2

サンサイド事業所

ゴールドセット

6種類のスパイスを混ぜ合わせた秘伝のタレにじっくりと漬け込み
ました。ご自宅に届いたら、自然解凍後、レンジでチン！もしくは油
で揚げるだけ。しっかりと味がしみ込んだ唐揚げは、冷めても柔ら
かくジューシーで、一度食べたらクセになる味わいです。お子様の
おやつやお酒のおつまみ、お弁当にもおすすめです。

【クール便でお届け】
塩もも（調理済）400g×
2、塩むね（調理済）400g
×2、ジューシーもも（調
理済）400g、赤牛ハン
バーグ2個

品　物　名 紹　　介 内　　容

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」



施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

レギュラー
２１３０７

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

エコセット
２１３０８

お楽しみ
セット

２１３０９

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

崎津バッグ
２１３１０

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

馬油①
２１３１１

馬油②
２１３１２

5

天草きぼうの家 施設所在市町村 天草市
精神障害者や発達障害者に就労訓練を行い、地域で安心して生活できるように支援する通所の障害福祉サービス事業所です。手
織り作業や一般の農園の手伝いなどをしています。
天草の美しい自然をイメージして、障害者が一本一本織っている「天草さをり織り」で色々な雑貨を作っています。地元の物産館や
ネットショップで委託販売しています。手触りが優しくあたたかみがあると好評です。
また、製品を通して施設のことや天草のことを知っていただき、「天草を旅したくなりました」との声をいただいています。

﨑津天主堂の帆布バッ
グと手織りコインケース

色々な種類の糸を使い、天草の美しい自然をイメージして手織りし
た「天草さをり織り」。その小片を一つ一つ厚手の帆布バッグに
貼って、世界遺産登録された崎津集落の崎津天主堂を描きまし
た。日本テレビ系列「日テレNews24」で紹介されました。
コインケースは全面、手織りで、カード入れや小物入れなどにも使
えます。織り布に接着芯を貼り裏地をつけて、丈夫に仕立ててい
ます。

　※一点物ですので、色柄はおまかせください。

帆布バッグ１枚、コイン
ケース1個
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障がい者支援施設阿蘇くんわの里 施設所在市町村 阿蘇市
雄大な阿蘇の山々の麓にある阿蘇くんわの里は、障がいのある人々が集う障がい者支援施設です。一人一人の個性を尊び、働く喜
びを知り、自立するための入所・通所・グループホーム施設を完備しております。心身ともに健全な社会人の育成を目指し、トータル
サポートを行っています。自立した日常・社会生活を送る為の就労や生産の機会を提供します。また、就労体験の中で安心安全な馬
油製品を手作りで丁寧に作っています。

馬油石けん１個・
馬油クリーム２個セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。馬
油石けんは洗い上りが肌に優しい石けんです。洗顔から全身にご
利用いただけます。馬油クリームは、べとつかず、すーっと肌にな
じみます。肌荒れを防ぎ肌を滑らかにしてくれます。

馬油石けん90g　１個
馬油クリーム30g　２個

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

レースのエコバッグ、立
体マスク２枚、プリーツ
マスク１枚、エコバッグ
（小サイズ・色付き）

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」
品　物　名 紹　　介 内　　容

巾着バッグ＋マスクの
お楽しみ５点セット

新型コロナウイルスの流行により、医療従事者などが大変な状況
のなか、「自分たちにも何か出来ることを」と、マスクやエコバック
制作を開始しました。マスク不足の期間中は、施設内や地域の方
達にマスクを提供する事が出来、とても喜んで頂きました。誰かの
力になる事で利用者さん達の励みになり、制作意欲にも繋がって
います。今回のセットは、メインバック、サブバック両方に使用出来
る便利な巾着バック、立体マスク2枚、プリーツマスク2枚の5点セッ
トを用意しました。洗って何度でも繰り返し使用出来、エコでお得な
セットになっております。よろしくお願い致します。
　
　※男性用、女性用両方準備出来ます。

巾着バッグ、立体マスク
２枚、プリーツマスク2枚

4

特定非営利活動法人山風華 施設所在市町村 山都町

品　物　名 紹　　介 内　　容

マスク＋バッグのエコ５
点セット

新型コロナウイルスの流行により、医療従事者などが大変な状況
のなか、「自分たちにも何か出来ることを」と、マスクやエコバック
制作を開始しました。マスク不足の期間中は、施設内や地域の方
達にマスクを提供する事が出来、とても喜んで頂きました。誰かの
力になる事で利用者さん達の励みになり、制作意欲にも繋がって
います。今回のセットは、大容量の荷物が入る透け感がオシャレ
なレースカーテン生地のエコバック、マスク3枚、コンビニ用の小サ
イズのエコバックの5点セットを用意しました。洗って何度でも繰り
返し使用出来、エコでオシャレなお得セットになっています。よろし
くお願い致します。
　
　※男性用、女性用両方準備出来ます。

通潤橋が有名な山都町(旧矢部町)にある特定非営利活動法人 山風華です。
施設のモットー『 笑 顔 』…自然豊かな場所で、いきいきと楽しく利用者さん達が過ごしています。毎日、就労継続支援Ｂ型で施設外
作業、施設内作業などを一生懸命取り組んでいます。施設外では地域の農家さん達からの依頼でハウス内の片付けや収穫、選別
作業などを行っており、施設内では、箱折りやラベル貼りの作業や手芸品の制作などを行っています。

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

レギュラーコーヒー

当苑のレギュラーコーヒーは、コロンビア・ブラジル産のコーヒー豆
を使用しており、コーヒー豆から直接抽出したレギュラーコーヒー
が手軽に味わえる新しいタイプのコーヒーパックです。また、味の
濃さを湯量と抽出時間で調整できるので、召し上がる方のお好み
に合わせていただくことができます。

レギュラーコーヒー　8g
×90袋

3

就労支援事業所友愛苑 施設所在市町村 相良村
友愛苑は、熊本県球磨郡相良村にある、障がいのある方のための福祉施設です。
その使命は、人吉・球磨地域の障害のある方の「働く・くらす」を支援することです。このために、仕事をする場所の提供、生産活動、
レクリエーションの企画と運営、知識や能力向上のための訓練を行っています。加えてコーヒー加工事業では、オリジナルの特選
コーヒーを全国のお客様にお届けしています。

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」
品　物　名 紹　　介 内　　容

馬油石けん②・
馬油クリーム①セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。馬
油石けんは洗い上りが肌に優しい石けんです。洗顔から全身にご
利用いただけます。馬油クリームは、べとつかず、すーっと肌にな
じみます。肌荒れを防ぎ、肌を滑らかにしてくれます。

馬油石けん90g×2個、
馬油クリーム30g×1個



和潤精①
２１３１３

和潤精②
２１３１４

きらめき①
２１３１５

きらめき②
２１３１６

きらめき③
２１３１７

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

甘夏みかん
２１３１８

提供可能時
期：２月中旬
～4月

玉ねぎ
２１３１９

提供可能時
期：３月中旬
～5月

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」

きらめき和潤精オイル
①・きらめき和潤精石
けん①セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。き
らめき和潤精オイルは、高品質な馬油をさらに4回の精製濾過を
行った最高品質の馬油オイルです。すーっと肌になじみます。ロー
ズの香りでリラックス効果が期待できます。きらめき和潤精石けん
は、高品質な馬油をさらに4回の精製濾過を行った最高品質の馬
油を原料に造りました。きめ細かい泡立ちが、肌を滑らかにしてく
れます。ローズの香りでリラックス効果が期待できます。

きらめき和潤精オイル
30ml×1個、きらめき和
潤精石けん80g×1個

きらめき和潤精クリー
ム①・きらめき和潤精
石けん①セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。き
らめき和潤精クリームは、高品質な馬油をさらに4回の精製濾過を
行った最高品質の馬油を原料に造りました。べとつかず、すーっと
肌になじみます。肌荒れを防ぎ、肌を滑らかにしてくれます。ロー
ズの香りでリラックス効果が期待できます。きらめき和潤精石けん
は、高品質な馬油をさらに4回の精製濾過を行った最高品質の馬
油を原料に造りました。きめ細かい泡立ちが、肌を滑らかにしてく
れます。ローズの香りでリラックス効果が期待できます。

きらめき和潤精クリーム
30g×1個、きらめき和潤
精石けん80×1個

和潤精オイル①・
馬油クリーム①セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。和
潤精オイルは高品質な馬油をさらに精製濾過した高品質馬油の
オイルです。すーっと肌になじみ、無香料だから全身にご利用いた
だけます。馬油クリームは、べとつかず、すーっと肌になじみます。
肌荒れを防ぎ、肌を滑らかにしてくれます。

和潤精オイル15ml×1
個、馬油クリーム30g×1
個

和潤精オイル①・
馬油石けん①セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。和
潤精オイルは高品質な馬油をさらに精製濾過した高品質馬油の
オイルです。すーっと肌になじみ、無香料だから全身にご利用いた
だけます。馬油石けんは、洗い上りが肌に優しい石けんです。洗
顔から全身にご利用いただけます。

和潤精オイル15ml×1
個、馬油石けん90g×1
個

きらめき和潤精オイル
①・きらめき和潤精ク
リーム①セット

鳥取大学特許技術で精製濾過した高品質な馬油で造りました。き
らめき和潤精オイルは、高品質な馬油をさらに4回の精製濾過を
行った最高品質の馬油オイルです。すーっと肌になじみます。ロー
ズの香りでリラックス効果が期待できます。きらめき和潤精クリー
ムは、高品質な馬油をさらに4回の精製濾過を行った最高品質の
馬油を原料に造りました。べとつかず、すーっと肌になじみます。
肌荒れを防ぎ、肌を滑らかにしてくれます。ローズの香りでリラック
ス効果が期待できます。

きらめき和潤精オイル
30ml×1個、きらめき和
潤精クリーム30g×1個

甘夏みかん

農薬や化学肥料を使用しないで栽培しました。除草剤も使用して
いません。農薬不使用のため、外見は今一つの物もありますが、
味は保証します。酸味が強めですが、さっぱりした清々しい味が楽
しめます。健康に欠かせないクエン酸やビタミンＣがたっぷり、疲
れた時に食べるとシャキッとします。皮もマーマレードの材料として
最適です。安全安心、そして本当の味がするみかん栽培をしてい
きたいと思います。

　（お客様レビュー）
とても美味しかったです。甘すぎない自然の甘さでたくさん食べら
れます。10㎏は多いかなと思いましたが、あっという間に食べきり
ました。来年もまたお願いしようと思います。（ももまま様）

甘夏みかん　10kg（約30
個）

7

エコネットみなまたはたらーく（傍楽生） 施設所在市町村 水俣市

品　物　名 紹　　介 内　　容

1986年設立の企業組合エコネットみなまたは、胎児性・小児性水俣病患者や精神障害者の雇用、さまざまな障害をもつ生徒の職場
研修の受け入れなどを積み重ねてきました。
2020年4月、障害者福祉サービス事業所「エコネットみなまた　はたらーく（傍楽生)」（就労継続支援B型）を開設しました。
障害のある人もない人も、共に生き（共生）・共に働く（共働）場であり、いろいろな困難を抱える人たちと共に生きる「お互いさま」の社
会を目指しています。

　仕事は下記の内容です。
１．化粧石けんの製造と販売
２．農産品や食品の販売
３．玉ねぎや柑橘類の栽培などの農作業
４．ジャムやジュースなど加工品の製造と販売

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

こだわりサラダ玉ねぎ

農薬や化学肥料を使わないで栽培しました。玉ねぎ特有の辛みが
少なく、みずみずしい品種です。生のまま薄く切ってサラダに。お
好みのドレッシングでどうぞ。
他にも「シーチキンサラダ」や「贅沢にホクホクしながら食べる天ぷ
ら」、「スライスした玉ねぎに卵を落とし、鰹節や青じそを載せてご
ま油を垂らす」などレシピも豊富です。
冷蔵庫の野菜室で保存すると長持ちします。
水俣病で苦しんだ街だからこそ、安心安全な作物をお客様に届け
たい。こんな思いで農薬や化学肥料を使わないで農業をやってい
ます。お客様の「おいしい」の一言を聞くのを励みにして頑張って
います。

サラダ玉ねぎ　8kg（約30
個）



不知火
２１３２０

提供可能時
期：２月中旬
～3月

自然派①
２１３２１

自然派②
２１３２２

自然派③
２１３２３

おれんじ
セット

２１３２４

提供可能時
期：1月下旬～
2月中旬

30セット限定

自然派④
２１３２５

自然派ジュース6本セッ
ト

農薬・化学肥料不使用のものを、はたらーく加工場で搾りました。
コクのある甘さや、濃厚な味、さっぱり感やあっさり感など6種類の
味が楽しめます。
2種類紹介～甘夏ジュースには1本あたり約10個の甘夏が入って
います。河内晩柑は、和製グレープフルーツと言われていて、あっ
さりした美味しさです。

　（売れる商品づくり審査会コメント）
・何も足しておらず、自然のおいしさが引き立つ
・素朴な製品であるが、製造でも工夫があり、みかん本来の味が
残されており美味。
・素材の生産方法から商品の製造方法まで百貨店向きの商品だ
と思う。ギフトとしても考えられる。

甘夏ミカンジュース
720ml、温州みかん
ジュース720ml、不知火
ジュース720ml、ミックス
ジュース720ml、河内晩
柑ジュース720ml、ス
イートスプリングジュー
ス720ml

自然派せっけんセット

1986年、水俣病患者、チッソ労働者、水俣市民54名で設立した「水
俣せっけん工場（エコネットみなまたの前身）」の設立趣旨は、水
環境を汚さない、自然の営みと循環していける商品を作ることで
す。環境や人体に優しい商品を製造販売することで、大量生産、
消費、廃棄ではなく、未来につながる暮らし方も提案していきたい
と思います。
石けん作り30年のベテラン鹸化師が作っている緑茶石けんは、水
俣産無農薬茶の粉を配合した化粧石けんです。茶葉のカテキン成
分を練り込みました。保湿作用に優れ、きめ細やかな肌に整えま
す。泡立てネットを使うとよく泡がたつので、泡洗顔をお勧めしま
す。

緑茶石けん（化粧石け
ん）80g、馬油石けん（化
粧石けん）80g、ミントの
香りお風呂の石けん
100g×3個、洗濯用粉
せっけん1.2kg、台所用
固形石けん90g×2×2
袋、台所用液体石けん
300ml

不知火

不知火海のさわやかな南風をあびながら育ったみかんたち
デコポンと同様の品物です。農薬や化学肥料を使用しないで栽培
しました。除草剤も使用していません。農薬不使用のため、外見は
今一つの物もありますが、味は保証します。甘みが強く濃いオレン
ジ色をしています。温州みかんとネーブルに、ポンカンの風味を足
したような良いとこ取りで贅沢なみかんです。ポッコリデコポン、
ちょっぴり皮がしぼんだくらいが食べごろです。安全安心、そして
本当の味がするみかん栽培をしていきたいと思います。

　（お客様レビュー）
本日、MINAMATA　orange不知火、到着しました。甘さの中にすっ
ぱみが主張しおいしいです。ご馳走様です。

不知火　6kg（23～25個）

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」

わくわくするおれんじ
セット

農薬や化学肥料を使用しないで栽培したいろいろなみかんの詰め
合わせセットです。甘夏、不知火、八朔、ポンカン、パール柑などさ
まざまなみかんが入ります。種類や割合は時期により異なります。
どれが入ってくるか、開けてみてからのお楽しみ！わくわくする
セットです！
圃場では除草剤も使用していません。農薬不使用のため、外見は
今一つの物もありますが、味は保証します。
例えば、パール柑～甘夏より大きく、皮が厚いですが身離れがよ
く、食べやすいです。酸味が少なくあっさりした甘さが特徴です。八
朔の栽培農家は、熊本県でも数少なく、水俣市では1軒だけ、貴重
なみかんです。

甘夏みかん、不知火、
八朔、ポンカン、パール
柑など5～6種類のみか
んセット　6kg

自然派 甘夏ジュース＆
マーマレードセット

甘夏みかんジュース、甘夏マーマレードは、農薬・化学肥料不使
用のものを、はたらーく加工場で製造しました。
甘夏ジュースは、一本当たり約10個の甘夏みかんが入っていま
す。さっぱりした自然のままのおいしさです。
甘夏マーマレードの原料は、甘夏、温州ミカンジュース、粗糖の
み。ほろ苦い大人なジャムです。

　（売れる商品づくり審査会、ジュースについてのコメント）
・何も足しておらず、自然のおいしさが引き立つ
・素朴な製品であるが、製造でも工夫があり、みかん本来の味が
残されており美味。
・素材の生産方法から商品の製造方法まで百貨店向きの商品だ
と思う。ギフトとしても考えられる。

甘夏みかんジュース
720ml×2本、甘夏マー
マレード140g×2本

自然派ジュース＆サイ
ダーセット

ジュースは、農薬・化学肥料不使用のものを、はたらーく加工場で
搾りました。甘夏ミカンジュース～一本当たり約10個の甘夏みかん
が入っています。さっぱりした自然のままのおいしさです。温州ミカ
ンジュース～1本あたり約15個のみかんが入っています。コクのあ
る甘さが特徴です。甘夏サイダー～農薬・化学肥料不使用の甘夏
果汁を10％配合しています。ななうら塩サイダー～農薬・化学肥料
不使用の甘夏果汁を5％、熊本県お立ち岬温泉水からとった塩を
配合しました。

　（売れる商品づくり審査会、ジュースについてのコメント）
・何も足しておらず、自然のおいしさが引き立つ
・素朴な製品であるが、製造でも工夫があり、みかん本来の味が
残されており美味。

甘夏ジュース720ml、温
州ジュース720ml、甘夏
サイダー200ml、ななうら
塩サイダー200ml



施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

い草①
２１３２６

20セット限定

い草②
２１３２７

20セット限定

い草③
２１３２８

20セット限定

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

淡水
２１３２９

あこや①
２１３３０

熊本市北区の就労継続支援B型事業所クラウド熊本です。平成３０年１２月に開設。熊本市、合志市、山鹿市、菊陽町などからご利
用頂いています。　本真珠の卸に30年間携わってきた代表が、真珠を通して利用者さん達に元気になってもらいたいという想いで開
設いたしました。若年性認知症の方や、精神疾患の方、知的障がいの方、難病の方などがお互いに助け合いながら、和気あいあい
と製作に取組んでいます。SNSなどで海外からもお問い合せを頂いております。
今年、独自ブランド「山珠海珠（Sun,Sky,Sea）」を立ち上げました。山と海、木と真珠。人も山や海のように、他者を受け入れ、それぞ
れらしく生きることができる社会にしたいという祈りを込めております。

熊本市就労継続支援B型事業所　クラウド熊本
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施設所在市町村

品　物　名 紹　　介 内　　容

淡水本真珠　念珠
　（人絹房・紺）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ4mm～5mm

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」
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熊本県くすのき園 施設所在市町村 宇城市
熊本県くすのき園の就労継続支援B型事業所では、障がいのある方々が通所され生産活動を行っています。ゆったり、広々とした空
間の作業場ですので、車いすでも安心して余裕のある移動ができます。
い草製品作りと部品組み立ての委託作業を主に取り組んでいます。利用者の方それぞれの障害の状態に応じて、無理のない作業
内容を提供しております。「仕事が生き甲斐」と日々活き活きと作業に取り組んでおられます。

い草製品詰め合わせ
①

八代産い草のみを使用し、1本1本の「いぐさ」から生地を織り上
げ、加工を施し1つ1つ丁寧に手作業で仕上げています。中がスポ
ンジ状になっているい草は、余分な水分を吸収したり、吐き出した
りと“天然のエアコン”の役割を果たす天然素材です。色や形・出
来上がりには、多少の違いが見られますが、手作りならではの温
かみのある製品となっております。汚れた場合は、固く絞ったふき
ん等でやさしく拭いてください。色移り防止のため加工を施してい
ますが、色移りすることもございます。

★い草コースターは平成28年度第57回全国推奨観光土産品審査
会における観光長官賞、平成30年度第59回では全国商工会連合
会会長賞を受賞しました。

ランチョンマット2枚（赤、
青、橙、緑、紫の中から
2枚）、い草コースター2
枚（ランチョンマットと同
色）、くまモン柄織コース
ター2枚

※色組み合わせはお任
せください。

い草製品詰め合わせ
②

ランチョンマット2枚（赤、
青、橙、緑、紫の中から
2枚）、い草コースター2
枚（ランチョンマットと同
色）、い草メモ帳（くまモ
ン刺繍）1個

※色組み合わせはお任
せください。

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

八代産い草のみを使用し、1本1本の「いぐさ」から生地を織り上
げ、加工を施し1つ1つ丁寧に手作業で仕上げています。中がスポ
ンジ状になっているい草は、余分な水分を吸収したり、吐き出した
りと“天然のエアコン”の役割を果たす天然素材です。色や形・出
来上がりには、多少の違いが見られますが、手作りならではの温
かみのある製品となっております。汚れた場合は、固く絞ったふき
ん等でやさしく拭いてください。色移り防止のため加工を施してい
ますが、色移りすることもございます。

★い草コースターは平成28年度第57回全国推奨観光土産品審査
会における観光長官賞、平成30年度第59回では全国商工会連合
会会長賞を受賞しました。

い草製品詰め合わせ
③

八代産い草のみを使用し、1本1本の「いぐさ」から生地を織り上
げ、加工を施し1つ1つ丁寧に手作業で仕上げています。中がスポ
ンジ状になっているい草は、余分な水分を吸収したり、吐き出した
りと“天然のエアコン”の役割を果たす天然素材です。色や形・出
来上がりには、多少の違いが見られますが、手作りならではの温
かみのある製品となっております。汚れた場合は、固く絞ったふき
ん等でやさしく拭いてください。色移り防止のため加工を施してい
ますが、色移りすることもございます。

★い草コースターは平成28年度第57回全国推奨観光土産品審査
会における観光長官賞、平成30年度第59回では全国商工会連合
会会長賞を受賞しました。

ランチョンマット2枚（赤、
青、橙、緑、紫の中から
2枚）、い草コースター2
枚（ランチョンマットと同
色）、い草敷物（くまモン
柄織）1枚

※色組み合わせはお任
せください。

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・白）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm



あこや②
２１３３１

あこや③
２１３３２

あこや④
２１３３３

あこや⑤
２１３３４

あこや⑥
２１３３５

あこや⑦
２１３３６

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

たまこひ①
２１３３７

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・白、ピンク）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm
房は白とピンクの綾
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たまきな荘就労支援センター風工房R 施設所在市町村 玉名市
風工房Rは、障害や病気を持った方の「働きたい気持ち」を応援する事業所です。地域の中での福祉向上に寄与し、地域と共に歩
み、利用者主体の豊かな人生を支援するためにコーヒーや焼き菓子・軽作業を通し、一人一人の希望や目標に合わせた作業を行っ
ています。

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・茶）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・灰）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

たまこひワンドリップ
セット

ワンドリップコーヒー
グァテマラ6袋、エチオピ
ア5袋、ブレンド6袋

品　物　名 内　　容紹　　介
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

たまこひ（い）では、一粒ずつ目視でハンドピックの作業を行い常
に新しく質の良いものを提供するため週に1～2回の自家焙煎で、
挽きたてのコーヒーをお楽しみいただけるよう努めています。香り
高く最高級豆のグァテマラとフル―ティーな味わいのエチオピア豆
の2種類の豆をご用意しております。またワンドリップは、ブレンドも
含め3種類をご準備しています。ぜひ、ご賞味ください。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・紫）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・緑）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm

あこや本真珠　念珠
　（正絹房・黒）

「一生ものの　お念珠をあなたへ。」
利用者さんが真珠を選り分け、一つ一つ丁寧に糸を通して作った
お念珠です。真珠は古来より「魔除け」として使われてきました。あ
る国では、真珠を身につけると、気が整い健康になるという言い伝
えもあります。「人生諦めてました。でも、これからは大丈夫。」
これは、利用者さんの言葉です。何回も何回も失敗。諦めずに取
組み、３日かかったのが３時間でできるようになり、自信を取り戻し
ました。クラウド熊本のお念珠は、作り手が幸せになったお念珠な
のです。身につける方も幸せになります。感謝を込めて、心を込め
て、祈る気持ちでこしらえさせていただきます。
これが、クラウドの「一生ものの　お念珠」です。

念珠（数珠）　全長約
27cm（房から親玉まで
約14cm）
珠の大きさ3mm～5mm



たまこひ②
２１３３８

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

ミックス
ジュース
２１３３９

提供可能時
期：1～10月
提供可能数：
200

ポメロ
ジュース
２１３４０

提供可能時
期：1～10月
提供可能数：
200

ツナグ
２１３４１

提供可能数：
300

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

にんにくみそ
２１３４２

オリジナル
ブレンド
２１３４３

ブラック
ベリー

２１３４４

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」

醗酵ブラックベリーの詰
合せ

施設内の畑にて育てた無農薬のブラックベリーを使い、絞り果汁
のみを醗酵させたシロップと、ブラックベリーの果肉を醗酵させた
無添加ジャムの詰合せ商品です。また、製品には活性の強い乳酸
菌が入っており、健康食品としても幅広い年齢層の方に勧めたい
商品です

ブラックベリーのシロッ
プ180g×2本、ジャム
140g×2個

12
社会福祉法人やまなみ会インターワーク 施設所在市町村 産山村

オリジナルブレンド珈琲
ワンドリップ4種詰合せ

珈琲豆を自社オリジナルにてブレンドし、丁寧に自家焙煎していま
す。各々のブレンド豆に合わせて焙煎されたワンドリップタイプの
珈琲が、10パックずつ４種類入っています。是非飲み比べながら
ご賞味下さい。

ワンドリップ珈琲10p×4
種

にんにくみそ詰め合わ
せ

県産無添加みそとうぶやま産にんにくを使い食品添加物不使用で
つくり上げた商品です。甘口・辛口・阿蘇の赤牛入り甘口・阿蘇の
赤牛入り辛口の4種類です。フードマスター監修の品で素材の旨
味を活かした商品です。

阿蘇赤牛にんにく肉み
そ（甘口）、阿蘇赤牛に
んにく肉みそ（辛口）、産
山にんにくみそ（甘口）、
産山にんにくみそ（辛
口） 各120g×1個（計4
個）

たまこひコーヒーセット

たまこひ（い）では、一粒ずつ目視でハンドピックの作業を行い常
に新しく質の良いものを提供するため週に1～2回の自家焙煎で、
挽きたてのコーヒーをお楽しみいただけるよう努めています。香り
高く最高級豆のグァテマラとフルーティーな味わいのエチオピア豆
の2種類の豆をご用意しております。またワンドリップは、ブレンドも
含め3種類をご準備しています。ぜひ、ご賞味ください。

ワンドリップコーヒー
（グァテマラ10袋、エチオ
ピア5袋、ブレンド5袋）、
豆（挽いたもの）（グァテ
マラ100g×2袋、エチオ
ピア100g×2袋）

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」

11

第二天水学園 施設所在市町村 玉名市

阿蘇外輪山東部に位置し、標高約700ｍの高冷地で大自然に囲まれた施設です。寒暖の差が大きく良質な生産物が多く、利用者さ
んは主に農作業の実習作業に出向いています。ならではの生産物を活かし商品開発を行っています。

第二天水学園は玉名市天水町にて就労継続支援Ｂ型事業を定員３４名にて実施しています。
主に知的障害をお持ちの方で一般的就労が現時点で困難な方を対象に、農作業（稲作・みかん・トマト・パクチー）や工芸品（わらじ・
しめ縄等の藁製品）作り、清掃作業等を通しての生産活動の機会を提供し、就労支援、移行支援、生活支援、相談支援を行っていま
す。なかでも、設立当初から農業を福祉プログラムに取り入れ、「農福連携」をコンセプトに、“福祉”と“農業”をつなぎながら就労支援
事業を展開してきました。同一敷地内に児童・高齢施設が併設してあり、共生型福祉サービスの一環として地域との交流も積極的に
行っています。

品　物　名 紹　　介 内　　容

くまもとの本格米焼酎
原酒　ツナグ

第二天水学園は、昭和５４年よりスタートさせた「農福連携」の取り
組みの中で、障がい者就労支援として稲作に力を入れてきまし
た。この「ツナグ」は、有明海をのぞむ緑豊かな玉名市天水町のお
米と、豊富な清流の錦町にある常楽酒造とが出会って生まれた本
格米焼酎です。原料のお米、麹米も全て第二天水学園産の「森の
くまさん」で、古米ではなく、食卓で食べるお米を使用しているた
め、お米の甘みがあふれ、まったり濃厚な焼酎に仕上がっていま
す。全国的にも珍しい取り組みの商品となっており、まるで日本酒
のような４１度の焼酎（原酒）を、是非とも手に取っていただきたい
と思っています。

本格米焼酎　原酒　アル
コール41度　720ml×１
本

くまもとの
ポメロジュースセット

玉名市天水町は古くから“みかん”の生産が盛んな地域です。
第二天水学園は、昭和５４年よりスタートさせた「農福連携」の取り
組みの中で、障がい者就労支援とみかんを結びつけ、その想い
を、加工したジュースとして表現しました。
熊本県産の全国的に珍しいポメロ（ゆげひょうかん）のストレート
ジュースです。無添加なので子どもから高齢者まで安心してお飲
みいただけます。有明海の潮風と、段々畑斜面に降り注ぐ太陽の
光を浴び、できる限りの農薬や消毒を控え、育てています。
ひとつひとつ皮をむき、選別しながら丁寧に加工しており、グレー
プフルーツに似たすっきり・香り・栄養・おいしさがそのまま詰まっ
ています。

ポメロ（ゆげひょうかん）
のストレートジュース
720ml×2本

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」

くまもとの
ミックスジュースセット

玉名市天水町は古くから“みかん”の生産が盛んな地域です。
第二天水学園は、昭和５４年よりスタートさせた「農福連携」の取り
組みの中で、障がい者就労支援とみかんを結びつけ、その想い
を、加工したジュースとして表現しました。
熊本県産の温州ミカン・スィートスプリングのストレートミックス
ジュースです。無添加なので子どもから高齢者まで安心してお飲
みいただけます。有明海の潮風と、段々畑斜面に降り注ぐ太陽の
光を浴び、できる限りの農薬や消毒を控え、育てています。
ひとつひとつ皮をむき、選別しながら丁寧に加工しており、糖度１２
～１４度、甘み・香り・栄養・おいしさがそのまま詰まっています。

ミックス（温州ミカン、ス
イートスプリング）のスト
レートジュース720ml×2
本



施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

いきなり団子
２１３４５

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

さをり織り①
２１３４６

20個限定

受注が多い場
合はお待たせ
することがあり
ます

ポシェット
２１３４７

10個限定

受注が多い場
合はお待たせ
することがあり
ます

さをり織り②
２１３４８

10個限定

受注が多い場
合はお待たせ
することがあり
ます

さをり織り③
２１３４９

10個限定

受注が多い場
合はお待たせ
することがあり
ます

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

TSUBASA
２１３５０

20セット限定TSUBASAセット

はなぞの学苑の生活介護のご利用者が作られた手芸・陶芸・木工
の作品です。手芸はさをりをトートバックに加工しました。さをりは
一点一点色や織りの風合いが違い温かみのある作品です。陶芸
は、シンプルな絵付けを行い学苑の窯で焼きあげました。食器とし
てはもちろん、小物入れにも使えます。木工は、杉を使った桜の形
のコースターです。一枚一枚、糸ノコでカットしペーパーかけをして
仕上げています。ティータイムのお供にどうぞ。

さをり織トートバッグ
（30cm×21cm×12cm）1
個、杉製コースター（直
径12cm、高さ1cm）1個、
皿（15cm）１枚

15

はなぞの学苑 施設所在市町村 熊本市
はなぞの学苑は、就労継続支援B型と生活介護の通所の多機能型事業所です。就労継続支援B型は、農芸・受注・施設管理・カフェ
の4つの内容で作業に取り組んでいます。生活介護では3つのグループに分かれ、木工・手芸・陶芸などの作業や健康活動、創作な
ど様々な活動に取り組んでいます。ご利用者のみなさんには個性豊かな感性があり、ものづくりにもその個性が反映されています。

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

さをり織りポケットバッ
グ＆くまキーホルダー

さをり織りの生地は、障がいのある方の作業として、日々少しずつ
織りあげています。
縦糸のセットを職員が行い、横糸はご利用者それぞれの感性で配
色されていきますので、織り手によって、色合いの変化や目の詰
み具合も個性が現れます。縦25cm×横23cm×マチ7cmのショル
ダーバッグです。肩ひもは長さの調節ができます。くまキーホル
ダーも、さをりの生地を使用しています。縦8cm×横6cm（金具部
分を除く）です。

　※色の選択はできません。

ショルダーバッグ（25cm
×23cm×7cm）1個、
キーホルダー（8cm×
6cm）1個

寄附金額3万円以上の方への「感謝の品」

さをり織りベアー＆
くまキーホルダー

さをり織りの生地は、障がいのある方の作業として、日々少しずつ
織りあげています。
縦糸のセットを職員が行い、横糸はご利用者それぞれの感性で配
色されていきますので、織り手によって、色合いの変化や目の詰
み具合も個性が現れます。全長25cm、座ると20cm、横幅20cmの
ベアーのぬいぐるみです。くまキーホルダーも、さをりの生地を使
用しています。縦8cm×横6cm（金具部分を除く）です。

　※色の選択はできません。

ぬいぐるみ（25cm×
20cm）1個、キーホル
ダー（8cm×6cm）1個

さをり織りコースター＆
竹箸セット

さをり織りのコースターは、直径約12センチのもの4枚です。生地
の配色は、作り手の個性が表れ、すべて手作業の織物であるた
め、同じものはありません。竹箸は、すべての工程を手作業で行っ
ておりますため、1本1本の形状には微差があり、独特の温かみを
感じられる味わいがあります。食事用（長さ22cm）×３組と、菜箸
（長さ30cm）１組のセットです。

　※色の選択はできません。

コースター4枚（直径
12cm）、竹箸（長さ
22cm）×3組、竹箸（長さ
30cm）×1組

スウェーデン刺繍
ポシェット

アールブリュット（生の芸術）展でも高い評価を得た作家さんのス
ウェーデン刺繍生地を使用しています。下書きも目印もないまっさ
らな布の上に、次々と糸が模様となって織りなされていく様子は圧
巻です。縦15cm、横20cm、厚み7cm程のポーチです。内側は裏地
付き、ポケットなしです。

　※色の選択はできません。

ポーチ（15cm×20cm×
7cm）1個

いきなり団子

当店のいきなり団子は、熊本県産のさつま芋（契約農家）、九州産
小麦粉、北海道産の小豆、砂糖はてんさい糖を使用して、風味豊
かに蒸しあげております。県内の某有名デパートからも納品依頼
があっております。ぜひ一度召し上がってください。

【クール便でお届け】
いきなり団子　90g×10
個（1～1.3kg）

14

城南学園生活介護事業所じょうなんみなサポ 施設所在市町村 熊本市

「みなサポ」とは、障がいのある方だけでなく、子供からお年寄りまで「みんな」を「サポート（支援）」するという意味です。常時介護を必
要としている方でも、あと少しで福祉的就労が可能ではないかという方々に対して生活介護の中でもできるお仕事、働く環境を作り出
し、提供することを目指しています。また、これまでお世話になった地域の方々ともっと繋がりたい、交流の場でありたい、癒しの場、
情報発信の場でありたいと考えています。そして地域の方々と共に歩み続けることで、生きがいのある、笑顔あふれる安心安全な生
活をサポートして行き、皆さんが気軽に集える場を目指いています。

品　物　名 紹　　介 内　　容

13
肥後和菓子処　京櫻 施設所在市町村 合志市
就労継続支援Ａ型事業所「風の森」の作業所兼販売所として、Ｒ1.5.1にオープンしました。私どもの障がい者就労施設では、18～70
歳までの、色々な障がいを持った仲間が、自分の個性を生かし、健常者の方にも劣ることなく、負けない商品作りを日々研究・努力し
ている会社です。

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」



施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

滝川豚骨
２１３５１

賞味期限：製
造後2カ月

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

ジャムと
焼き菓子
２１３５２

施設名

施設の
紹介

略称 ※ 備考

ニラ餃子
２１３５３

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

こだわりの米粉ニラ餃
子（冷凍）

日本一の七城米、美味しい水が産地の熊本県菊池市で、自然農
法で作ったニラや野菜を取り入れ、こだわりの飼育方法で育てら
れたSPF豚肉を使用し、一つ一つ丁寧に包み込みました。餃子の
皮は米粉で作ったモチモチの触感で、焼き餃子・蒸し餃子・揚げ餃
子、お鍋に入れたりといろいろな料理に最適です。こだわりの手作
り餃子をぜひご賞味ください。

【クール便でお届け】
米粉ニラ餃子　1パック
10個入り×5パック（タレ
付）

品　物　名 紹　　介 内　　容
寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

フレッシュジャムと7種
の焼き菓子セット

熊本県産のみかんや小麦粉、米粉、小国のジャージー牛乳などを
使用し、安心・安全をモットーにすべて手作りしたジャムと焼き菓子
の詰め合わせセットです。
果実本来の色と風味を楽しめるジャムは、みかんの皮を剥くところ
から瓶詰めまでの全工程を手作業で製造し、パンとの相性も良く、
お子さんから高齢の方まで美味しく食べられる商品です。
焼き菓子は熊本県産の小麦粉や米粉など県産の物にこだわり製
造しました。また、たくさんの味や食感を楽しめるように７種類を厳
選し、それぞれが大量生産では味わえない手作り感のある真心を
込めた逸品です。
「熊本」を存分に味わえる商品になっております。

季節のジャム（河内みか
ん）150g、スノーボール
（プレーン6個、ストロベ
リー6個）、クッキー詰合
せ（バターサブレ3個、コ
コアアーモンド5個、メー
プル2個、ミルクくるみ5
個）、シュガーラスク10
個
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就労支援センターいやしき 施設所在市町村 菊池市

熊本県菊池市の七城町にある就労支援センターいやしきでは、ご利用者20名と自然農法で安心・安全な野菜作りに取り組んでいま
す。ニラやホウレン草など、育てた野菜は物産館や店舗等でも販売をしています。また、自然の大地で育った野菜を使用し、米粉の
皮で包んだ❝米粉ニラ餃子❞は大好評です。

寄附金額１万円以上3万円未満の方への「感謝の品」

滝川豚骨ラーメン箱
セット　2セット

国産小麦を使い、安心・安全を目指してこだわりの麺作りを行って
います。熊本ラーメンの特徴である中太麺に、ニンニク入りのスー
プが絶妙に絡みます。全国推奨観光土産品にも推奨品として選ば
れており、贈答用をはじめご自宅用としてもご利用いただける商品
となっております。

4食入り560g（麺100g×
4、豚骨スープ4袋）×2
セット
※スープは福岡県産
（560g中80g）
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託麻ワークセンター 施設所在市町村 熊本市

熊本市東区小山の清閑な住宅街の一角にある事業所で主に知的障がい者の方々を中心に障害福祉サービスを提供しながら多様な
福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつ
つ、自立した生活を地域社会において営む事ができるよう支援することを目的に事業を展開しております。また、自主製品としてパン
や焼き菓子などの商品を製造・販売し、地域住民との関わりを深めつつ、障害のある方々の自立や社会参加に繋げています。

16

社会福祉法人ひまわり学園 施設所在市町村 御船町

ひまわり学園は、市内へのアクセスが良好でありながらも自然豊かな御船町にある、就労継続支援Ｂ型事業所です。豊かな自然の
中で、ハンディを持つ仲間たちが生き生きと仕事を行っています。日中は事業所で仕事を行い、夜から朝までは自宅で過ごす。この
ような生活を地域の中で営むことを大切にし、豊かで有意義な毎日を過ごしていけるように支援を行っています。

品　物　名 紹　　介 内　　容


