
社会福祉法人 

コミュニティーネットワークふくい 

商品カタログ 



家栽培に 

こだわりました 

自 

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 

 中丸餅15個入×1パック(1個65ｇ） 

 小丸餅20個入×1パック(1個50ｇ） 

大丸餅10個入×1パック(1個80ｇ） 

■大丸餅 1,200円(税込) 

■中丸餅 1,400円(税込) 

■小丸餅 1,500円(税込) 

■お鏡餅 五合重 1,200円(税込) 

■お鏡餅 一升重 2,500円(税込) 

 直径 上段9ｃｍ 下段11ｃｍ （葉付小みかん付き） 

 直径 上段10ｃｍ 下段14ｃｍ （だいだい付き） 

 直径 上段14ｃｍ 下段16ｃｍ （だいだい付き） 

■お鏡餅 三合重 1,000円(税込) 

◆製造 

コミュニティーネットワークふくい おくえつ事業所 

丸 餅 

お鏡餅 

■賞味期限/未開封時製造日より１ヶ月 

※写真は3合重です 
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対象商品 ■～■ 
 

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   

 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 

■とぼ餅単品 ごま    400円(税込) 

■とぼ餅単品 えび    400円(税込) 

■とぼ餅単品 豆     400円(税込) 

■とぼ餅単品 よもぎ   400円(税込) 

■とぼ餅単品 こごめ   400円(税込) 

■とぼ餅  五色パック  400円(税込)   

5枚入×1パック(1枚70ｇ） 

5枚入×1パック(1枚70ｇ） 

5枚入×1パック(1枚70ｇ） 

5枚入×1パック(1枚70ｇ） 

5枚入×1パック(1枚70ｇ） 

5枚入×1パック(1枚70ｇ） 

※写真は五色パックです 

◆製造 

コミュニティーネットワークふくい おくえつ事業所 

とぼ餅 

■賞味期限/未開封時製造日より１ヶ月 
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11 

然の味 

そのものです 

自 

■海のシルクロード 324円（税込） ■塩あめ  7個 108円（税込） 

■塩あめ 25個 324円（税込） 

■お惣菜セットＡ 2,300円（税込） ■お惣菜セットＢ 2,600円（税込） 

5kg 

■内容量/煮豆4種 

 （ひじき豆・大豆五目煮・ 金時豆・黒豆） 

     各120g入 × 2袋 

■賞味期限/製造日より2ヶ月 

■内容量/煮豆4種 

 （ひじき豆・大豆五目煮） 各120g入 × 3袋 

      （ 金時豆・黒豆） 各120g入 × 2袋 

■賞味期限/製造日より2ヶ月 
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■内容量/100g×1袋 

◆製造 

コミュニティーネットワークふくい若狭事業所 
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コシヒカリ（ピロール米） 

3kg（化粧箱入り） 

5kg 

■ 3ｋｇ 2,000円（税込） 

 ■ 5ｋｇ 2,500円（税込） 

 ■10ｋｇ 5,000円（税込） 
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◆製造 

コミュニティーネットワークふくい若狭事業所 

ピロール農法栽培

【地球環境に優しい農法】 

あきさかり 

■ 5ｋｇ 2,250円（税込） 

 
21 ■10ｋｇ 4,500円（税込） 
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美白米と呼ばれるほど、 

精米白度が高いお米です。 

福井県生まれのブランド米 
福井県の水豊かな里山で育てました。 

◆製造 

コミュニティーネットワークふくい福井事業所 
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ったりとした 

ひとときのために 

ゆ 

■内容量／ 

コインクッキー（ゆず・黒糖・抹茶・紫芋） 

各45g×1袋 

■賞味期限／製造日より2ヶ月 

■内容量／ 

コインクッキー（ミルク・ブルーベリー・抹茶・ゆず・紫芋・黒糖） 

各45g×1袋 

パウンドケーキ（プレーン・チョコ）各1袋 

リーフパイ×3袋 

ドリップコーヒー（西村珈琲）×3袋 

■賞味期限／ 

コインクッキー 製造日より2ヶ月 

パウンドケーキ 製造日より2週間 

リーフパイ 製造日より1ヶ月 

ドリップコーヒー 別記記載 

■内容量／ 

コインクッキー（抹茶・黒糖・紫芋） 

チャングクッキー（プレーン・チョコ）各1枚×2袋 

リーフパイ×2枚 

ドリップコーヒー（西村珈琲）×3袋 

■賞味期限／ 

コインクッキー 製造日より2ヶ月 

チャングクッキー 製造日より2ヶ月 

リーフパイ 製造日より1ヶ月 

ドリップコーヒー 別記記載 

■内容量／ 

コインクッキー（ミルク・ブルーベリー・黒ごま・ 

ゆず・紫芋・黒糖）各45g×1袋 

チャングクッキー（チョコ・抹茶）各1枚×3袋 

パウンドケーキ（プレーン・チョコ）各1袋 

リーフパイ×3枚 

■賞味期限／ 

コインクッキー 製造日より2ヶ月 

チャングクッキー 製造日より2ヶ月 

パウンドケーキ 製造日より2週間 

リーフパイ 製造日より1ヶ月 

■内容量／ 

コインクッキー（ゆず・抹茶・紫芋・黒糖・ 

チョコチップ・ブルーベリー・黒ごま・ミルク） 

各45g×1袋 

■賞味期限／製造日より2ヶ月 

■クッキーセットＳ 1,000円(税込) 

■クッキーセットＭ 2,000円(税込) 

■クッキーセットＬ 3,000円(税込) ■クッキー＆コーヒーセットＬ 3,000円(税込) 

■クッキー&コーヒーセットＭ 2,000円(税込) 

23 

24 

25 

26 

27 



■別紙よりご注文ください。

金額（税込）

1 　大丸餅 1,200

2 　中丸餅 1,400

3 　小丸餅 1,500

4 　お鏡餅　三合重 1,000

5 　お鏡餅　五合重 1,200

6 　お鏡餅　一升重 2,500

7 　とぼ餅　五色パック 400

8 　とぼ餅　豆 400

9 　とぼ餅　ごま 400

10 　とぼ餅　えび 400

11 　とぼ餅　こごめ 400

12 　とぼ餅　よもぎ 400

13 　海のシルクロード（100g） 324

14 　塩あめ　7個 108

15 　塩あめ　25個 324

16 　お惣菜セットA （クール便） 2,300

17 　お惣菜セットB （クール便） 2,600

18 　ピロール米（コシヒカリ）3kg　 化粧箱入(真空パック) 2,000

19 　ピロール米（コシヒカリ）5kg 真空パック 2,500

20 　ピロール米（コシヒカリ）10kg 紙袋 5,000

21 　あきさかり　5kg 紙袋 2,250

22 　あきさかり　10kg 紙袋 4,500

23 　クッキーセットS 1,000

24 　クッキーセットM 2,000

25 　クッキーセットL 3,000

26 　クッキー＆コーヒーセットM 2,000

27 　クッキー＆コーヒーセットL 3,000

　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。

　事業所でのお支払い、または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

　下記に電話・FAXでお問い合わせください。

4頁

3頁

カタログ商品リスト

商品番号 商品名

2頁

1頁

◆　　送　料

◆ お支払方法

◆お問い合わせ

5頁

0776-98-5588（本部）  FAX 0776-98-5523 

      ※営業時間/8:30～17:00（土日祝除く） 



◆事業所でのお支払い

[お問い合わせ・お申込み]

◆（社福）コミュニティーネットワークふくい 〒910-3623　福井県福井市島寺町92-15

TEL.0779-88-1040

TEL.0770-62-2550

[E-mail] soumu@cnf.or.jp

[URL] http://www.cnf.or.jp

TEL.0776-98-5588　FAX.0776-98-5523

◆(社福)ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸふくい 福井事業所 TEL.0776-33-8350

◆(社福)ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸふくい 丹南事業所 TEL.0776-98-2910

お支払

送料

お申込み

お願い

商品は厳選して万全の状態で発送いたしますが、万が一お届けした商品にお気づきの点が

事業所にてお受け取りのできる商品もありますのでご相談ください。

　　　　　（　クール便対象商品 　 +300円　）

　　　　　（　北海道・九州・沖縄 　+800円　）

お届け先毎に 送料850円 を申し受けます。

注文書をご記入の上、FAX ・ メール ・ 郵送 いずれかにてお申込みください。

◆(社福)ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸふくい おくえつ事業所

◆(社福)ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾈｯﾄﾜｰｸふくい 若狭事業所

ございましたら、商品到着後、速やかにご連絡ください。

◆口座振込（手数料はご負担いただいております）


