2022 年６月発行

いつも応援してくださっている皆さまへ
平素よりきつつき共同作業所の活動を応援していただき、誠にありがとうございます。お
かげさまで、昨年度はたくさんの商品を皆さまにお届けすることができました。
さて、今回の販売では特別価格商品をいくつかご用意しております。そのなかでも、きつ
つき作業所で手作りしている「洋なしケーキ」は、毎年楽しみにしてくださるお客様もいら
っしゃる、夏の人気商品です。いつもよりお得に購入できますので是非お試しください。
これからも地域の皆様に親しんでいただける商品づくりをしていきたいと思いますので、
ご要望などございましたらお聞かせください。
「マスクの着用」
「作業机の消毒」
「手元の消毒」
などの衛生管理に努め、安心・安全な商品をお客様にお届けしてまいります。よろしくお願
いします。

販売元：社会福祉法人交響
きつつき共同作業所
住 所：東区戸坂南一丁目２７－２
ＴＥＬ：０８２－２２９－７００５
ＦＡＸ：０８２－２２９－７００８
担 当：岩田・松出・末広

注文の締切日時
７月４日（月）16 時

101

洋なしケーキ

102

バターケーキ

税込 1,100 円→1.000 円

税込 1,100 円→1.000 円

限定商品

限定商品

特別価格

ほんのりラムの香るしっとりした生地と果肉たっぷりの爽
やかな洋なしのケーキです。冷蔵庫で冷やすとさらにおい
しくなります。
約 280g 賞味期限 7 日

コロナに負けるな！
特別セール

103

アーモンドクッキー

特別価格

30 年以上みなさまに愛され続けている、きつつき定番のパ
ウンドケーキです。
約 310g 賞味期限 12 日

コロナに負けるな！
特別セール

104

ミックスクッキー

税込 370 円→350 円

税込 370 円→350 円

定番商品

定番商品

特別価格

広島 S-1 サミット 2019 スナック部門最優秀賞受賞！
きつつきといえばアーモンドクッキー。香ばしいアーモン
ドをたっぷり使った人気商品です。
6 本入 約 100g 賞味期限 21 日

コロナに負けるな！
特別セール

105

きな粉ダーマ

特別価格

くるみ、ナッツ、ココアナッツ、一粒アーモンド、抹茶、
スライスアーモンド、オレンジサブレの 7 種のクッキーが
入っています。
約 100g 賞味期限 21 日

コロナに負けるな！
特別セール

106

ごまダーマ

税込 350 円→300 円

税込 350 円→300 円

定番商品

定番商品

特別価格

きな粉好きにはたまらない、軽い口当たりの一口サイズの
クッキーです。卵不使用です。
18 個入 約 80g 賞味期限 21 日

特別価格

すりごまがたっぷり入って香ばしい、軽い口当たりの一口
サイズのクッキーです。卵不使用です。
18 個入 約 80g 賞味期限 21 日

107

マドレーヌ

108

からす麦クッキー

税込 400 円

税込 320 円

定番商品

定番商品

外はカリッ、中はふんわり。かわいいシェル型のマドレー
ヌです。
5 個入 約 100g 賞味期限 1２日

蒲刈産の藻塩をアクセントに、食物繊維豊富なオートミー
ル（からす麦）のサクサク感がとまらないクッキーです。
7 枚入 約 80g 賞味期限 21 日

109

ビスコッティ

110

広島クッキーズ

税込 380 円

税込 540 円

定番商品

定番商品

イタリアで古くから愛される、ザクザクとした固い食感と
素朴な味わいのクッキーです。コーヒーに浸して柔らかく
して食べるのもおすすめです。
３本入 賞味期限 2 ヵ月

平和への願いを込めた千羽鶴再生紙を使用した BOX に、き
つつきのクッキーが入ったオリジナルセットです。
約 150g 賞味期限 28 日

きつつき共同作業所のスイーツは、
保存料無添加で、素材にこだわり丁寧
にひとつひとつ手作りされています。
安心の美味しさをぜひお楽しみくだ
さい。

111

クッキー＆マドレーヌ
セット

税込 2,000 円

定番商品

きつつきのクッキー9 種（各 2 枚）、マドレーヌ 4 個、ショ
コラマドレーヌ 4 個が BOX に入っています。贈り物にい
かがですか。
賞味期限 14 日

701

やまだ屋のあんを
使ったクロワッサン
特別価格

SOAR

ソアーの人気商品、あんクロワッサンです。やまだ屋の上品
な甘さのさらしあんを、ひとつまみの岩塩が引き立てます。
約 30g 賞味期限 納品当日

703

アーモンドチョコ
クロワッサン

税込 90 円

税込 70 円
限定商品

702

限定商品

特別価格

SOAR

つぶつぶ食感がアクセントのアーモンドチョコを巻いたク
ロワッサンです。
約 86g 賞味期限 納品当日

近江牛カレーパン

税込 180 円
限定商品

特別価格

SOAR

近江牛をじっくり煮込んだコクと旨味のあるカレールー
を、サクッとした衣にとじこめました。
約 95g 賞味期限 納品当日

ベーカリーカフェ SOAR（ソアー）
〒732-0053
広島市東区若草町 15-20
082-236-7383
営業時間 7:30～16:30
定休日 日曜・祝日・第 2 水曜・第４水曜
駐車場 2 台
イートインスペースあり
全席禁煙

社会福祉法人交響が運営する、広島駅からほど近い公園に面したパン屋さんです。
たくさんの種類のおいしい手作りパンとドリンクをご用意してお待ちしております。
（上記はカタログ限定価格です。SOAR では定価販売しています）

412

ぽん菓子（玄米）

413

ぽん菓子（白米）

税込 220 円 限定商品
イベントで人気のきつつきのぽん菓子がパッケージをリニ
ューアルして登場。東広島産のお米を使用しています。
約 100g 賞味期限 60 日

902

ルイボスティー

901

スティックシュガー

税込 320 円
定番商品
コーヒータイムに欠かせないスティックシュガー。
かなりお得な商品です。
5g×100 本入

903

きつつきからの贈り物

税込 780 円

税込 200 円

定番商品

定番商品

ノンカフェイン、ノンカロリーで、ミネラルやポリフェノ
ールを多く含み、すっきりした後味のお茶です。
ティーバッグ（4g）×25 袋入

きつつきのおいしいクッキーとかわいいアクリルたわしを
セットにしました。
（色柄の指定はできません）
賞味期限 21 日

定番商品
カタログ販売期間以外でもご注文いただける
商品です。製造に時間がかかるものもござい
ますので、お気軽にご相談ください。
限定商品
カタログ販売だけの限定商品です。

601

ふわふわいりこ

税込 330 円
定番商品
100％広島産のいりこを使って 1 枚ずつ焼き上げました。
こどもからおとなまで、カルシウムの補給に。晩酌のおと
もにも。
10g 賞味期限２ヶ月

特別価格
カタログ販売だけのお得な割引商品です。

401

ドリップバッグ スペシャルブレンド

税込 160 円 定番商品
厳選した 5 種類の豆をブレンドし、コク、酸味、苦味を程よく感じるバランスの取れたコーヒ
ーを、ドリップバッグでお手軽に楽しみませんか。（1 袋）

402

ドリップバッグ オーガニック

税込 160 円 定番商品
無農薬有機農法で育てたコーヒーを、ドリップバッグでお手軽に楽しみませんか。（1 袋）

403

ドリップバッグ 8 袋セット

税込 1,５00 円

定番商品

スペシャルブレンド４袋、オーガニック 4 袋
ギフト BOX 入りで贈りものにぴったりです。

404

スペシャルブレンドコーヒー

税込 900 円 定番商品
厳選した 5 種類の豆をブレンドし、コク、酸味、苦味を程よく感じるバランスの取れたコーヒ
ーです。
約 180g（粉）

405

オーガニックコーヒー

税込 1,400 円

定番商品

無農薬有機農法で育てたコーヒーです。
約 180g（粉）

406

ブルマンブレンドコーヒー

税込 1,400 円

定番商品

ブルーマウンテン№1 をたっぷりブレンド。口当たりがとてもまろやかなコーヒーです。
約 180g（粉）

407

コーヒーギフト A セット

税込 2,160 円

定番商品

スペシャルブレンド 120g、ブルマンブレンド 120g
ギフト BOX 入りで贈りものにぴったりです。

408

コーヒーギフト B セット

税込 3,240 円

定番商品

スペシャルブレンド 100g、オーガニック 100g、ブルマンブレンド 100g、ブラジル 100ｇ
ギフト BOX 入りで贈りものにぴったりです。

409

コーヒーギフト C セット

税込 5,400 円

定番商品

スペシャルブレンド 120g、ブルマンブレンド 120g、オーガニック 100g、ブラジル 100g、
コロンビア 100g、グァマテラ 100g
ギフト BOX 入りで贈りものにぴったりです。

410

ストレートアイスコーヒー

税込 500 円

限定商品

ネルドリップ抽出された、きりっと苦いのにすっきり飲めてしまう無糖のアイスコーヒーです。
ビン 1 本 200ml

411

ストレートアイスコーヒー 3 本セット

税込 1,650 円

限定商品

ギフト BOX 入りで贈り物にぴったりです。
200ml×3 本入

きつつきのカタログ販売でお取り扱いしているコーヒーは、
府中町の名店「深川珈琲」で丁寧に石焼焙煎されたスペシャルティコーヒーです。
石焼焙煎とは、遠赤外線によって豆の表面だけでなく芯まで熱を均等にいきわたらせ、
本来持っている豆のうまみを引き出し、香ばしく風味を増すことのできる、こだわりの焙煎方法です。
手間を惜しまず焙煎された本物のコーヒーを、ぜひご賞味ください。

501

きょうされんふきん １枚

税込 250 円
定番商品
きょうされんふきんは、障がいのある人たちが縫製した、きょうされんの
オリジナル商品です。カラフルな縁取りが楽しい、丈夫で長持ちするふき
んです。（縁取りの色指定はできません）
レーヨン 100% 約 340 ㎜×300 ㎜

502

きょうされんふきん 3 枚組

税込 750 円
定番商品

503

きょうされんふきん 5 枚組

税込 1,250 円
定番商品

504

和布巾（きょうされんふきん）

税込 250 円
定番商品
縁取りが白色のきょうされんふきんです。
贈答用にシンプルなラベルでご用意しました。
1 枚 レーヨン 100% 約 340 ㎜×300 ㎜

505

プロふきん

税込 340 円
定番商品
メッシュ状のパナマ織で吸水性抜群。少し長めで食器をしっかり受け止
め、手によくフィットする食器用ふきんです。
1 枚 レーヨン 60% 綿 40% 約 600 ㎜×330 ㎜

301

アクリルたわし 1 枚

302

アクリルたわし 3 枚組

税込 100 円

税込 200 円

定番商品

定番商品

洗剤の節約ができて環境にやさしい。こどものお手伝いに
も安心して楽しくお使いいただけます。袋状になっている
ので指を入れて使えます。
（色柄の指定はできません）

アクリルたわし大 1 枚、小 2 枚のセットです。
（色柄の指定はできません）

303

えんぴつ押しピン

304

えんぴつマグネット

税込 110 円

税込 160 円

定番商品

定番商品

小枝を使った素朴な風合いが魅力の押しピンです。
爪を痛めることなく付け外しができる優れもの。
１箱５個入

小枝を使った素朴な風合いが魅力のマグネットです。
冷蔵庫やキャビネットにお使いください。
１箱 4 個入

602

千羽鶴再生紙グッズ
３点セット

税込 600 円
定番商品
千羽鶴再生紙グッズ（A6 ノート 1 冊、平和のしおり 5 枚、
ボールペン 1 本）をセットにしました。

201

メッセージカード（チューリップ）

72 ㎜×110 ㎜ 20 枚入

202

メッセージカード（かに）

80 ㎜×100 ㎜ 20 枚入

203

メッセージカード（ビーグル）

95 ㎜×107 ㎜ 20 枚入

204

メッセージカード（りんご）

72 ㎜×95 ㎜ 20 枚入

税込 150 円
定番商品
カラフルでかわいいメッセージカードです。（色指定はできません）

205

はばたけおりづる

206

花びら型封筒セット

税込 150 円

税込 150 円

定番商品

定番商品

おりづるの形のカードにのせて、平和のメッセージを届け
てみませんか。
86 ㎜×120 ㎜ 20 枚入 （色指定はできません）

開くと花びら型になる、オープン型の封筒。専用のメッセ
ージカードで感謝の気持ちを伝えてみませんか。
約 60mm×60mm 封筒 8 枚
専用のメッセージカード 16 枚
専用の帯 8 本付
（色指定はできません）

販売スケジュール
日程

（ご注文の受付期間）

（納品期間）

（注意事項）

Ａ

～ 6/1３（月）16 時受付分

→

7/5（火）～7/8（金）納品

Ｂ

～ 6/2０（月）16 時受付分

→

7/12（火）～7/15（金）納品

※7/13（水）パン納品なし

Ｃ

～ 6/2７（月）16 時受付分

→

7/20（水）～7/22（金）納品

※7/18（月）海の日
7/19（火）は仕分け作業
を行いますので納品はで
きません。

Ｄ

～ 7/4（月）16 時受付分

→

7/26（火）～7/29（金）納品

※7/27（水）パン納品なし

※ きつつき共同作業所は（土）
（日）（祝）お休みのため、納品はありません。
※ （月）は商品の仕分け作業を行うため、納品はありません。
※ ベーカリーカフェ SOAR は（日）
（祝）
、第 2（水）
、第 4（水）が定休日のため、
7/13（水）
、7/27（水）はパンの納品はありません。
※ 商品は代金との引き換えとさせていただきます。

ご注文書 記入例

