
被災地復興支援企画2023

認定NPO法人トゥギャザーは、障がい者の自立と社会参加を支援する活動の一つとして全国各地の障害者福祉事業所で作られた
商品の販売支援を行っています。
その支援の一環として震災以降、多くの企業や市民のみなさまに被災地復興支援を続けていただき、風化させないことを目的とした
被災地の障害者福祉事業所で作られた商品の販売支援を重点課題として取り組んでいます。
毎年3月～5月を被災地復興支援期間として、たくさんの方のご協力を得て商品カタログを作成し販売支援を行っております。

東日本大震災は2年前に10年という節目を迎えましたが、年月としての区切りは、震災を風化させてしまう1つの要因ともなっています。
未だ終わりの見えないコロナ禍という状況ではありますが、 被災地の美味しいものを食べて支援に繋がるこの取り組みに、ぜひご参加ください。
今年も、みなさまのご支援を被災地の障がい者にお届けします。
どうぞよろしくお願い致します。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
被災地支援の参加方法（お申込み方法）
商品カタログをご覧いただき、お気に入りの商品をお選びください。
注文用紙に数量・お名前・ご住所等の必要事項をご記入いただきMailかFAXにてお申込み下さい。

注文書がこちらへ届きましたら、受注確認のMailまたはFAXを致します。

発送について
ご注文頂いた際に、納品予定日をお知らせ致します。（お届けは、お申込みより約１ヶ月前後）

送料について
25,000円以上のご注文で送料無料
25,000円未満のご注文の場合 近畿 1,000円 北海道・沖縄1,800円 その他の地域 1,100円
頂戴いたします
トゥギャザー難波事務所または、梅田スカイビル地下1階「パティスリーとっと」での
商品の受け渡しも可能となっておりますので、お気軽にお声掛けください。
その場合、送料はかかりません。

お支払いについて
商品到着時に請求書とお振込み先を同封いたしますので、2週間以内に、ご入金下さい。
お振込み手数料につきましては、お客様でご負担の程お願い致します。

お問い合わせ先
認定NPO法人トゥギャザー 担当 田中・別府
〒５５６－００１１ 大阪市浪速区難波中３丁目９－１ 難波ビルディング４０３
TEL：０６－６６４６－３３８０ FAX：０６－６６３４－８１２２

Mail：patisserie-tot@hb.tp1.jp ホームページ ： https://together.or.jp



1 りんごジュース5缶セット 2 うめぇ手羽3種セット 3 タンと召し上がれ 4 ミートソース 5 かぼちゃポタージュ

青森県 アップルハウス大釈迦 岩手県 鳥もと 宮城県 くりえいと柴田 宮城県 くりえいと柴田 宮城県 くりえいと柴田

1,000円 賞味期限半年 1,800円 賞味期限90日 650円 賞味期限1年 320円 賞味期限1年 320円 賞味期限1年

プレーン・餃子・辛い

6 キーマカレー 7 手羽元カレーマイルド 8 手羽元カレースパイシー 9 海鮮汁（プレーン・5食入） 10 海鮮汁（梅・5食入）

宮城県 わらしべ舎 宮城県 わらしべ舎 宮城県 わらしべ舎 岩手県 盛岡アビリティセンター 岩手県 盛岡アビリティセンター

700円 NEW! 賞味期限1年半 700円 NEW! 賞味期限1年半 700円 NEW! 賞味期限1年半 650円 賞味期限300日 650円 NEW! 賞味期限300日

11 あぶら麩 12 ひげ鯨大和煮 13 牛たんデミグラスソース煮込 14 イタリアンバーグ(鯨肉) 15 金華さば170g（味噌煮）

宮城県 登米大地 宮城県 木の屋水産 宮城県 木の屋水産 宮城県 木の屋水産 宮城県 木の屋水産

380円 賞味期限3ヶ月 650円 NEW! 賞味期限2年 900円 NEW! 賞味期限2年 900円 NEW! 賞味期限2年 540円 賞味期限2年

第47回宮城県水産加工品品評会
農林水産大臣賞、受賞商品。



16 米姫2種セット（塩・醤油） 17米姫小2種セット（塩・醤油） 18 クッキー4種セット 19 クッキー4種セット 20 ラスクとクッキーセット

山形県 山形県リハビリセンター 山形県 山形県リハビリセンター 宮城県 仙台自立の家 宮城県 コッペ 福島県 いわき学園

800円 賞味期限1ヶ月 600円 NEW! 賞味期限1ヶ月 1,400円 賞味期限30日 1,400円 賞味期限60日 580円 賞味期限30日

米姫に食べきりサイズが登場
しお・ジンジャー
マーブル・プレーン ココア・ごま・ココナツ・いちご

メロンパンラスク
ソルトクッキー

21 高菜4種セット 22温州みかんジュース5本セット 23 温州みかんゼリー5本セット 24 滝川ラーメン醤油（2食入） 25 滝川ラーメン豚骨（2食入）

大分県 ひまわり畑 熊本県 オレンジワークの会 熊本県 オレンジワークの会 熊本県 ひまわり学園 熊本県 ひまわり学園

1,200円NEW! 賞味期限3ヶ月 1,250円 賞味期限180日 1,250円 賞味期限180日 450円 賞味期限60日 450円 賞味期限60日

旨辛にんにく・からマヨ
激辛・マヨ

26 キャラメルナッツ 27 あおさ海苔佃煮 28 つながりのボールペン 29 木工知育パズル（ねこ） 30 シトラスリボンピンバッジ

熊本県 ひまわり学園 熊本県 まどか工房 福島県 南相馬ファクトリー 北海道 さるがわ 愛媛県 くろ～ば～

180円 賞味期限30日 750円 賞味期限270日 300円 インク：黒 2,000円NEW! 350円

さをりの糸を巻いています
（色指定不可）

シトラスリボンプロジェクト商品
シトラスカラー（色指定不可）



総数 金額

りんごジュース5缶セット 1,000

うめぇ手羽3種セット 1,800

タンと召し上がれ 650

ミートソース 320

かぼちゃポタージュ 320

キーマカレー 700

手羽元カレー（スパイシー） 700

手羽元カレー（マイルド） 700

海鮮汁（プレーン・5食入） 650

海鮮汁（梅・5食入） 650

あぶら麩 380

ひげ鯨大和煮 650

牛たんデミグラスソース煮込み 900

イタリアンバーグ 900

金華さば（味噌煮） 540

米姫2種セット 800

米姫（小）2種セット 600

クッキー4種セット（自立の家） 1,400

クッキー4種セット（コッペ） 1,400

ラスクとクッキーセット 580

漬物4種セット 1,200

温州みかんジュース5本セット 1,250

温州みかんゼリー5本セット 1,250

滝川ラーメン醤油（2食入） 450

滝川ラーメン豚骨（2食入） 450

キャラメルナッツ 180

あおさ海苔佃煮 750

つながりのボールペン 300

木工知育パズル（ねこ） 2,000

シトラスリボンピンバッジ 350

合計

Mail　 □発送　□とっと受取　□トゥギャザー事務所（難波）受取

団体名 担当者名

住所／〒

TEL　　 FAX

お申込み先　FAX:06-6634-8122　Mail：patisserie-tot@hb.tp1.jp

被災地復興支援企画2023注文書 

商品名 単価
お名前・数量等記入欄 合計


