美味しい味覚を
こだわり込めて造り上げました。
丹精込めた逸品を食卓にお届けします。

①

鯖へしこ

1,800円(税込)

国産の鯖を１本１本丁寧に漬け込みました。
（税込）
塩は海のシルクロードを、ぬかは自家栽培のピロー
ル農法コシヒカリからとれた米ぬかを使用しています。
素材の細部にもこだわった自慢の商品です。
■内容量/へしこ鯖 １本
■賞味期限/製造日より6ヶ月

②

お惣菜セットA 2,300円 (税
若狭のお惣菜８袋セットです

■内容量/煮豆４種（ひじき豆・大豆五目煮・金時豆・黒豆）
120ｇ入 × 2袋

■賞味期限/製造日より2ヶ月

③

お惣菜セットB

2,600円(税

若狭のお惣菜10袋セットです
■内容量/煮豆４種（ひじき豆・大豆五目
（金時豆・黒豆）

120ｇ入 × 3袋
120ｇ入 × 2袋

＊こちらのページの商品は
クール便での商品出荷となりま
す。 直送の場合は送料+クール
便代(+\300)がかかります。

■賞味期限/製造日より2ヶ月

■製造元/

福井県三方上中郡若狭町下タ中11-27-1

コミュニティーネットワークふくい

若狭事業所

霊峰白山の豊かな水が流れる
勝山の大地で自家栽培にこだわり
大切に育てたもち米だけを
丹精込めてお餅にいたしました。
ご賞味ください。

注文受付期間
12月20日までとさせていただきます

早期割引（①～⑫）
12月10日までのご注文は10％割引
納品期間について
12月中～年末まで

厳選ふくいの味
福井県産農林水産物を主原料として、県内の食品加工業者が
製造したこだわりの「地域加工食品」を対象に、
品質や表示について福井県が基準を定め、それに適合するもの

丸 餅

④ 大丸餅 1,200円(税込)
大丸餅10個入×1パック(1個80ｇ）

⑤ 中丸餅 1,400円(税込)
中丸餅15個入×1パック(1個65ｇ）

⑥ 小丸餅 1,500円(税込)
小丸餅20個入×1パック(1個50ｇ）

とぼ餅
⑨ とぼ餅単品 ごま 400円(税込)
5枚入×1パック(1枚70ｇ）

⑩ とぼ餅単品 えび 400円(税込)
5枚入×1パック(1枚70ｇ）

⑪ とぼ餅単品 こごめ 400円(税込)
5枚入×1パック(1枚70ｇ）

⑦ とぼ餅 五色パック
400円(税込)
5枚入×1パック(1枚70ｇ）

⑧ とぼ餅単品 豆 400円(税込)

⑫ とぼ餅単品よもぎ400円(税込)
5枚入×1パック(1枚70ｇ）

5枚入×1パック(1枚70ｇ）

■賞味期限/未開封時製造日より１ヶ月

お鏡餅
⑬ お鏡餅 三合重 1,000円(税込)
直径 上段9ｃｍ 下段11ｃｍ （葉付小みかん付き）

⑭ お鏡餅 五合重 1,200円(税込)
直径 上段10ｃｍ 下段14ｃｍ （だいだい付き）

⑮ お鏡餅 一升重 2,500円(税込)
直径 上段14ｃｍ 下段16ｃｍ （だいだい付き）

■賞味期限/未開封時製造日より１ヶ月
■製造元/

福井県勝山市元町3丁目5-18

コミュニティーネットワークふくい

おくえつ事業所

創業以来愛され続け、製法と素材を
守り続けて今も変わらない懐かしい
クッキ―です

⑯ クッキ-セットS

¥1,000 （税込）

【内容量】 コインクッキー 各 さくら 1袋 ゆず 1袋
紫芋 1袋 黒糖 1袋

⑲ クッキーセットＬ

¥3,000（税込）

【内容量】 リーフパイ
4枚
コインクッキー 各 ﾐﾙｸ 1袋 ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ 1袋
さくら 1袋 ゆず
1袋
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ1袋 黒糖
1袋
ナッツクッキー 3袋

⑰ クッキーセットM

¥2,000（税込）

【内容量】 リーフパイ
4枚
コインクッキー 各 ﾐﾙｸ 1袋 ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ 1袋
さくら 1袋 ゆず
1袋

⑳ クッキーコーヒーセットＬ

⑱ クッキーコーヒーセットＭ

¥3,000（税込）

【内容量】 ドリップコーヒー 5枚
コインクッキー 各 ﾐﾙｸ 1袋 ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ
さくら 1袋 ゆず
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ1袋 黒糖
紫芋 1袋 黒ｺﾞﾏ
ナッツクッキー 3袋

1袋
1袋
1袋
1袋

¥2,000（税込）

【内容量】 ドリップコーヒー 3枚
コインクッキー 各 ﾐﾙｸ 1袋 ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ 1袋
黒糖1袋 ゆず
1袋
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ1袋 紫芋
1袋

■内容量/ ・コインクッキー 各45ｇ/1袋
・ナッツクッキー 各 3枚/1袋 ・ﾘｰﾌパイ1袋/1枚

■賞味期限/クッキー（コイン・ナッツ）・リーフパイ
製造日より２ヵ月

■製造元/ 福井県福井市島寺町92-15

ドリップコーヒー別記記載

コミュニティーネットワークふくい 丹南事業所

ピロール米

㉑ 3kg

（コシヒカリ）

2,000円（税込）
化粧箱入り（贈答用）

㉒ 5kg

2,500円（税込）

3kg（化粧箱入り）

㉓ 10kg 5,000円

（税込）

ピロール米は、土壌の微生物を元気にするピロール
資材を使用し栽培したお米です。美味しくなるだけで
はなく、弱アルカリ性で栄養豊富なお米です。
5kg

㉔ 塩あめ
㉕ 塩あめ

7個 108円（税込）

㉖ 海のシルクロード

25個 324円（税込）

若狭湾のミネラル豊富な海水を100%
使用しました。
薪でじっくり煮詰めた自家製塩です。

乳化オリゴ糖入りの優しい味の塩あめです。

324円

（税込）

■内容量/100ｇ

■製造元/ 福井県三方上中郡若狭町下タ中11-27-1

コミュニティーネットワークふくい

若狭事業所

㉗

高級 １ダース
４００円（税込４３２円）
（特紡上質糸２本編み）

最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

㉚

純綿 １ダース
５００円（税込５４０円）

㉘

特用Ｂ １ダース
３２０円（税込３４５円）
（特紡糸＋ポリエステル）
最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

㉛

㉜

プリント付き高級 １ダース
８００円（税込８６４円）

（綿 １００％）
最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

㉙

特用Ａ １ダース
３６０円（税込３８８円）
（特紡糸＋ポリエステル）
最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

（特紡上質糸２本編み）
※型作成費（初回のみ）10,000円いただきます。

特用すべり止め付 １ダース（Ｓ，Ｍ）

1,080円（税込1,166円）
（特紡糸＋ポリエステル）
最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

㉝

プリント付タオル（白）♯２２０

１３０円（税込１４０円）
プリント付タオル（カラー） ♯２２０
１５０円（税込１６２円）
（綿１００％）

最少出荷数 100本単位

■製造元/

㉞

無地タオル（白） ♯２２０
１００円（税込１０８円）

無地タオル（カラー）♯２２０
１２０円（税込１２９円）
（綿１００％）

㉟

スムス布手袋 １ダース

マチ付き １ダース ５２０円（税込５６１円）

マチなし １ダース ４００円（税込４３２円）

（綿１００％）
最少出荷数 ５ダースから１ダース単位

最少出荷数 100本単位

福井県あわら市山室72-98

コミュニティーネットワークふくい

あわら事業所

カタログ商品リスト
商品番号
１頁

２頁

３頁

４頁

5頁

◆

■別紙よりご注文ください。
金額（税込）

商品名

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚-1
㉚-2
㉛-1
㉛-2
㉜-1
㉜-2
送 料

鯖へしこ （1本）
お惣菜セットＡ
お惣菜セットＢ
大丸餅
中丸餅
小丸餅
とぼ餅 五色パック
とぼ餅 単品 豆
とぼ餅 単品 ごま
とぼ餅 単品 えび
とぼ餅 単品 こごめ
とぼ餅 単品 よもぎ
お鏡餅 三合重
お鏡餅 五合重
お鏡餅 １升重
クッキーセットＳ
クッキーセットＭ
クッキーコーヒーセットM
クッキーセットL
クッキーコーヒーセットL
ピロール農法米 こしひかり（福井県産） 3kg 化粧箱入
ピロール農法米 こしひかり（福井県産） 5kg
ピロール農法米 こしひかり（福井県産） 10kg
塩あめ7個入り
塩あめ25個入り
海のシルクロード
最少出荷数５ダースから１ダース単位
軍手 高級 １ダース
最少出荷数５ダースから１ダース単位
軍手 特用Ａ １ダース
最少出荷数５ダースから１ダース単位
軍手 特用Ｂ １ダース
最少出荷数５ダースから１ダース単位
軍手 純綿 １ダース
軍手 プリント付き高級 １ダース 最少出荷数５ダースから１ダース単位
軍手 特用滑止め付 １ダース（S,M) 最少出荷数５ダースから１ダース単位
最少出荷数 １００本単位
プリント付タオル（白）♯２２０
最少出荷数 １００本単位
プリント付タオル（カラー） ♯２２０
最少出荷数 １００本単位
無地タオル（白） ♯２２０
最少出荷数 １００本単位
無地タオル（カラー）♯２２０
スムス布手袋 １ダース（マチ付） 最少出荷数５ダースから１ダース単位
スムス布手袋 １ダース（マチなし） 最少出荷数５ダースから１ダース単位
一箇所のお届け先毎に送料850円
但し、北海道・九州・沖縄は＋800円別途申し受けます。
クール便対象の商品については送料+300円頂きます。

◆ ご入金方法 下記口座にお振込みいただきますよう、お願い致します。
手数料はお客様ご負担となります。
北陸銀行 福井支店

（普） 2601180

福井銀行 清水町支店

（普） 1007218

フク）コミュニティーネットワークフクイ リジチョウ ニシムラシゲキ

◆ お問い合わせ先 下記に電話・FAXでお問い合わせください。

0776-98-5588（本部）

FAX 0776-98-5523

※営業時間/8:30～17:00（土日祝除く）

1,800
2,300
2,600
1,200
1,400
1,500
400
400
400
400
400
400
1,000
1,200
2,500
1,000
2,000
2,000
3,000
3,000
2,000
2,500
5,000
108
324
324
432
388
345
540
864
1,166
140
162
108
129
561
432

お申し込み方法
商品注文書をご記入の上、
下記へ、FAX・メール・郵送 いずれかにてお申込みください。

送料
お届け先毎に送料850円を申し受けます。 北海道・九州・沖縄は＋800円
クール便対象の商品（①②③）については送料+300円
事業所でのお受取りの出来る商品もありますのでご相談ください

お支払
・事業所でのお支払
・口座振込 （手数料はご負担頂いております）

お願い
商品は厳選して万全の状態で発送いたしますが、
万一お届けした商品にお気づきの点がございましたら、
商品到着後速やかにご連絡ください。

【お問い合わせ】
〒910-3623

福井県福井市島寺町92-15

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい
TEL 0776-98-5588

FAX 0776-98-5523

■営業時間/8:30～17:00（土日祝を除く）

◆HP http://www.cnf.or.jp

◆E-mail soumu@cnf.or.jp

