
お問い合わせ：認定NPO法人ひゅーるぽん
　　　　　　　　 コミュニティほっとスペースぽんぽん
　　　　　　　　　  〒731-0102 広島市安佐南区川内 6-28-14　Tel.082-831-6888 Fax.082-831-8589

ぽんぽんはアートの活動を通して障がいのある人たちの
社会参加を応援しています。この商品の売上げの一部は
アーティストに還元されます。

日々の活動を
紹介してます

pongpong.art

Facebookでは
最新の情報が
満載です。

https://pong2.thebase.in

2021

　お花バック 販売価格 3,500円（税込）

※ひとつひとつ手描きのため、柄はお任せになります。
　手縫いのため、サイズには若干の誤差が出ます。

サイズ ：  約 縦48cm 横30cm マチ14cm （最大）　
　　　　 内ポケットつき
素　材 ：  布

アーティスト ： Takashi Miyashou

大人気の
お花バックシリーズ
今回は使い方、
魅せ方がいろいろ。
楽しいバックが
できました。
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　寄付つきフェイスタオル 販売価格 1,500円（税込）

サイズ ： 約 横81㎝×縦33.5㎝
素　材 ： 綿100% 日本製

今治産の厚手でしっかりしたタオルです
この商品の売り上げの一部は、ひゅーるぽん活動支援制度
「HullFan（ひゅーるふぁん）」の寄付として大切に使わせて
いただきます。
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　きくらげ佃煮13

　ぬりえエコバック
プラ板キーホルダー付き
販売価格 1,200円（税込）

バック
サイズ ： 約 横31.5×縦36cm(持ち手長さ 約35cm)
素　材 ： コットン100% 4.7オンス

キーホルダー
サイズ ： 約4cm程度　素材：プラ板

アーティスト ： Gaku Utsunomiya

アーティスト ： Fukushu Uemura

自由に色を塗って自分だけの
オリジナルエコバックにしよう！！
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※キーホルダーの
　柄は選べません

地域×ぽんぽんコラボ食品

カタログ限定デザイン

手描き

プラ板キーホルダー

大容量でいろんな物が入ります ポケット収納があります スナップ付きで中身がとび出しにくいです

みやもときくらげ農園　広島市安佐南区川内5丁目5-26
https://miyamotokikurage.jimdo.com

内　容　量 ： 5０g　袋のサイズ ： 12.2cm×14.7cm

箱サイズ ：10.5cm×15cm×8.5cm
砂　　糖 ： １つ 7.5cm×7.5cm×2cm

川内きくらげ
ぽんぽんの近くにあるきくらげ農園。
夏のお供にピッタリの「きくらげ佃煮」です。ぽんぽんのアートが
ラベルに使用された特別バージョンでお届けします。ぽんぽんの近くにある

お饅頭屋さん。
この夏は、お供えの
砂糖が登場しました。
作業の一部はぽんぽん
でも行っています。

天然だしの
佃煮は保存料を
使わず無添加で、
自然な甘みで
後味もよく、

仕上がりました。

販売価格 800円（税込）

　お供砂糖12

販売価格 800円（税込）

この売り上げの一部は、アーティストへ還元されます。

ぽんぽんオリジナルLINEスタンプ

ぽんぽんBASEショップ

販売中です！

120 円（税込）

全４０
スタンプ

トラミとくろちゃんと
グレーとやんちゃ２

トラミとくろちゃんと
グレーとやんちゃ

QRコード
読み取り
簡単検索

有限会社ツネモト 広島市安佐南区川内１丁目18-22

ツネモト

http://tsunemoto.info

３段セット　２つ入り
ぽんぽんのアート
ラッピングがつきます。 のしが必要な場合は

注文書の備考欄に
記入をお願いします

アーティスト ：
Takahiro Ogawaアーティスト ：

Takashi
Miyashou

※ラッピング柄は
　選べません。

SNSで商品の詳細や使い方を随時
ご案内する予定です。

ぜひ、ご登録してください！！
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オススメ！！オススメ！！

長崎県特産品
島原手延べうどんそば

製造元：島原手延素麺協同組合  伝統の手法により、
小麦粉・水・塩を原料とした無添加・無漂白の安心できる食品です。

コーヒービーンズショップ スマイルのスペシャルティコーヒーギフト

島原小町（全粒粉入手延べそうめん）
販売価格 2,400円（税込）

　数字ウエストポーチ
販売価格 2,200円（税込）

販売価格 3,430円（税込）
ホンデュラス　ネルソン・ラミレス 250g
ピーチ、チェリー、シュガーとミルクチョコレートの風味
ブラジル　モンテ・アレグレ 250g
柑橘系果物、カシューナッツ、ミルクチョコレート、
ブラウンシュガーの風味

ピーチ、チェリー、
シュガーとミルク
チョコレートの風味

柑橘系果物、カシューナッツ、
ミルクチョコレート、
ブラウンシュガーの風味

ベリー、ナッツ、
シュガーケーン、
チョコレートの風味

ブラジル　モンテ・アレグレ 200g
柑橘系果物、カシューナッツ、ミルクチョコレート、
ブラウンシュガーの風味
グアテマラ　サン・クリストバル 200g
ベリー、ナッツ、シュガーケーン、チョコレートの風味

100g        700円

250g  1,580円

（税込）

全粒粉入り手延べそうめん
毎年リピーターの多い
１番人気の商品です。
１年に１度のこの機会に
ぜひご購入ください。

全国区のカルチャー雑誌でも
取り上げられる有名店

鯛だしうどん
つゆ付き

鯛の奏で
（島原手延べそうめん）

販売価格 3,300円

　　　　　　　　  （税込）

化粧箱：900g詰（50g×18束）
標準価格3,564円（税込）
包装寸法：21.9×33.7×3.6cm

1,260g詰（90g×14束）
／手延べうどん（丸）・手延べうどん（平）
標準価格4,860円（税込）
包装寸法：31.2×23.8×3.2cm

丸うどん90g詰×5束、平うどん90g詰×5束
鯛エキス入り出汁80ml×4本
標準価格4,860円（税込）
包装寸法：31.3×24.2×4.7cm

※刺繍の数字や色合いは選べません。
サイズ ： ウエストポーチ本体　約28cm×24cm　　
　　　　ポケット大 ｠約23cm×23cm
　　　　ポケット小 約18.5cm×12.5cm
　　　　ペン入れ(2) 約14cm×5.5cm
素　材 ： 布

アーティスト ： Ryo Saitou

島原のれん
（手延べうどん）

販売価格 3,000円

　　　　　　　　 （税込）

人気
No.1!!

ギフトに
おすすめ！

M-1

C-1 ギフトA

販売価格 2,900円（税込）

C-2 ギフトB

C-3 C-4 C-5 C-6

M-2

M-3

ホンデュラス
ネルソン・ラミレス

100g        600円

250g  1,350円

（税込）

ブラジル
モンテ・アレグレ

100g        600円

250g  1,350円

（税込）

グアテマラ
サン・クリストバル（深煎）

水にパックを入れるだけ。
冷蔵庫で約半日～１日。

600cc用 1,100円

1000cc用 1,650円

（５パック入り）
（税込）

水出し
アイスコーヒー

ギフトは、箱入りです。
のしは、ご指定ください。
（うちのし、そとのし、のしなし、
 お中元、記名）

ギフトは、箱入りです。
のしは、ご指定ください。
（うちのし、そとのし、のしなし、
 お中元、記名）

ご自宅用

ポケットが３つもついて
実用性抜群！！
数字の刺繍はひとつひとつ
丁寧に縫っています
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　持ったらおもしろくて
　いいツッコミが
　もらえる扇子
販売価格 1,500円（税込）

※ひとつひとつ手描きのため異なります。

サイズ ： 約 高さ21cm 横 37cm(開いた時)
素　材 ： 紙、木

アーティスト ： Naomi Sano
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　革のオーダー小銭入れ
大）　販売価格 5,000円（税込）

小）　販売価格 4,000円（税込）

サイズ ： 大 約10cm×16cm (金具込み)
　　　   小 約9cm×13cm (金具込み)
素　材 ： 革、サインペン　　　　　
　
・備考欄に描くものをご記入ください。
 （例：犬、猫、車など）

・商品注文後、個別のやりとりをお願いします。
・商品の受け渡しは、秋ごろになります。

アーティスト ：
Hidetaka Koshi

アーティスト ： Takahiro Ogawa

アーティスト ： Miki Tomoshige

古志英隆による
世界に１つの小銭入れ
ペット、愛車などを
描き下ろします

夏にピッタリ！
メッシュのきんちゃくできました。
カラーはお好みで！
サイズも用途に
合わせて２サイズ！

プラ板を
自由気ままに
色を塗り、重ねて
こだわって作ってます。
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　アートきんちゃく
大）　販売価格 550円（税込）

小）　販売価格 330円（税込）

※色合い、ひもの色はひとつずつ違います。
大 サイズ：約24cm×19cm（絞り口まで約20cm）
小 サイズ：約16cm×17.5cm（絞り口まで約12cm）
素材：メッシュ生地
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　しあわせになるピン
バレッタ　販売価格 880円（税込）

キッズピン　販売価格 330円（税込）

※形・色はひとつひとつ異なります。

サイズ ： バレッタ　約4cm×10cm
　　　　厚さ2cm（金具 ・ 飾り込み）
　　　　キッズピン　約3cm×5.5cm×厚み1cm
素　材 ： プラ板、金具
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アーティスト ： Gaku Utsunomiya

バレッタの
裏部分です

必要なものを入れておくと、いろんな
作業をしながらすぐに取り出しが可能です。

クスッと笑みがでる癒し系の
アートステッカーができました！
水筒やコップ、車にも
貼れて用途いろいろ。
耐水、耐光のステッカー

　アートステッカー
なまけもの　販売価格 500円（税込）

①なまけもの　２枚セット
サイズ ： 約10cm×9cm
素　材 ： ラベルシール

②むし　３枚セット
サイズ ： 約6.5cm×6.5cm～
素　材 ： ラベルシール
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数量限定

数量限定・手描き

な
ま
け
も
の

む
 し

ピンの着用（１歳児）

ファスナー部分みどり系

（大）

（大）

（小）

（小）

ピンク系

カタログ
限定価格

Coffee
む　　　し　販売価格 500円（税込）

水筒に貼ったイメージです


