
  【ご注文方法について】 
 

  別紙「申込書」に必要事項を記入の上、店頭、FAXにてお申込みください。 
 

  【お支払方法について】 
 

  ◆ご注文時にご指定のお支払方法で、申込書に記載の＜ご注文合計金額＞をお支払いください。 

  ◆お支払方法は次の３種類よりお選びいただけます。 

   ①銀行振込 （前払い） 

    代金を当法人指定の口座へお振込みください 

      Ⓐ山口銀行  床波（とこなみ）支店    普通5010620 

                 名義 ： 特定非営利活動法人ぐうですぐう  理事長 西川浩子 

      Ⓑ西京銀行  西岐波（にしきわ）支店  普通2037431 

                   名義 ： 特定非営利活動法人ぐうですぐう  理事長 西川浩子 

     ※払込用紙はお客様にてご準備をお願いします。    ※振込手数料はお客様のご負担となります。 

     ※ご注文者様と同名で のお振込みをお願いします。  ※ご入金確認後の出荷となります 

                            （確認は平日営業日となります）。 

   ②各店舗にてお支払い 

    下記の店舗にご来店の際にお支払ください 

    対象店舗 ：  ぐうですぐう CAFÉ & FOODS（宇部市あすとぴあ3-3-33）                 

   ③代金引換 （別途代引手数料がかかります） 

    ご注文者とお届け先が同じ場合に限ります。配達員に、商品と引き換えに代金をお支払ください 

 

【配送手数料について】 
 

  商品をご注文いただいた際の配送手数料は、下表の通りです（全て山口県宇部市からの発送です）。 

  ※ギフト１個あたりの配送手数料です。複数個を同一住所に配送する場合はお問合せください。 

  ※お届け先ごとに配送手数料がかかります※ヤマト運輸での配送となります。※税率８％の場合の価格です。 

自然の素材にこだわって、 

ぐうですぐうのメンバーが丁寧に手作りした製品が、 

大切なあの方に、ご家庭に、 

「自然とのふれあい」をお届けします。 

特定非営利活動法人ぐうですぐうは、障害のある人達が、 

その特性を生かして様々な新しい価値を創造し、 

もっと地域社会に参加することを支援するために活動するNPOです。 

障がい者の就労機会の創出(就労継続支援事業Ｂ型)、 

障がい児の成育の場の提供(日中一時支援)を行っています。  

障がい者とともに新しい価値をつくる 

ぐうですぐう 

お問い合わせ 
 

特定非営利活動法人ぐうですぐう 
〒755-0152 山口県宇部市あすとぴあ3丁目3-33 

0836-39-9033   月〜金：午前9時〜午後6時（土・日・祝祭日はお休みさせていただきます） 
FAX 0836-39-9058   ホームページ http://www.goodesgoo.info/ 

ご案内した商品は、次の店舗でもご購入いただけます（一部商品を除く） 

 ぐうですCAFÉ & FOODS（宇部市あすとぴあ 3-3-33） 

 Bar Miel （バルミエール）ときわ遊園店（宇部市則貞３ときわ公園内） 

 Bar Miel （バルミエール）ときわ湖畔店（宇部市野中3-5-32-7ときわ公園内） 

 ぐうですぐう 

夏の贈り物   

2019 

Ａ B・C D・E・F Ａ B・C D・E・F

冷凍 冷凍 常温 冷凍 冷凍 常温

北海道 ¥1,944 ¥2,160 ¥1,728 関　西 ¥972 ¥1,188 ¥756

東　北 福島を含む ¥1,404 ¥1,620 ¥1,188 中　国 山口を除く ¥972 ¥1,188 ¥756

関　東 ¥1,188 ¥1,404 ¥972 四　国 ¥1,080 ¥1,296 ¥864

信　越 新潟・長野 ¥1,188 ¥1,404 ¥972 九　州 沖縄を除く ¥972 ¥1,188 ¥756

北　陸 富山・石川・福井 ¥1,080 ¥1,296 ¥864 沖　縄 ¥1,555 ¥2,095 ¥1,339

中　部
静岡・愛知・三重・

岐阜 ¥1,080 ¥1,296 ¥864 山　口 ¥864 ¥972 ¥648

セット セット

配送先 配送先

http://www.goodesgoo.info/


ぐうですぐうの製品は、自然の素材や地元の新鮮な素材にこだわり、 

保存料などの添加物をできるだけ使わずに作られています。 

お口とからだに優しい味をお楽しみください。 

はちみつ&はちみつブルーベリーソースセット 
 はちみつ（１個） 

 はちみつブルーベリーソース（１個） 

 ストロベリージャム（１個） 

 はちみつチョコレート(1個) 

 ストロベリー（２個） 
 ヨーグルト（２個） 
 夏みかん（２個） 

セット F               3,200円 （税込）・常温 

人気商品が 
一度に 

楽しめます 

さくさくクッキー 12袋（24枚）セット 
 チョコナッツ（２袋） 

 クルミ（２袋） 

 コーヒー（２袋） 

 ヘーゼルナッツ（２袋） 

 ピスタチオ（2袋） 

 ゴマ（２袋） 

玉ねぎドレッシング 
 

あすとぴあのカフェ「ぐうです CAFÉ&FOODS」のランチで大人気のド

レッシング。保存料を使用せず、あすとぴあの「ぐうです農園」で育てた

新鮮なたまねぎとセサミオイルを贅沢に使い、自然で優しい味に仕上げて

います。（200ml540円，350ml760円/冷蔵保存・賞味期限 60日）

※ギフトセットには入れていませんが、単品注文承ります。 

はちみつ焼きドーナツ 
 

山口県宇部産の純粋はちみつをたっぷり使い、丁寧に焼き上げました。 

保存料、香料は一切使用していません（個包装/常温保存・賞味期限10日） 

 プレーン はちみつとバターの風味が際立つ美味しさ 

 チョコ  ココア生地にチョコチップがアクセント 

 はちみつレモン  

はちみつ＆はちみつ関連製品、ジャム 
 

 はちみつ 山口県宇部市西岐波のみかん農園で自家養蜂により採取した蜂蜜は、

自然で濃厚な味わいです（130ｇ, 300g/常温保存・賞味期限２年） 

 はちみつブルーベリーソース 自家養蜂の蜂蜜を使ったブルー ベリーソース。

炭酸で割ったり、ヨーグルトに入れるなど、様々なお料理にお使いいただけま

す。（130g/常温保存・賞味期限1年） 

 ストロベリージャム 甘さを控えめにして、果肉の美味しさを引き出しました。

（130g/常温保存・賞味期限3ヶ月） 

 はちみつチョコレート 大人なダークチョコレートを自家養蜂のはちみつで優

しい味に仕上げました。パンやアイスのトッピングに。 

  （1１0g/常温保存・賞味期限１年） 

 

 

さくさくクッキー 
 

6種の味が楽しめるさくさくで食べ応えのあるクッキーです。 

              （個包装2枚入り・賞味期限60日）  

 クルミ  コーヒー  ヘーゼルナッツ 

 ピスタチオ  チョコナッツ   ゴマ  

イタリアン・ジェラート 
 

イタリア Carpigiani社のマシーンで製造する本格的イタリアンジェラート。

乳脂肪分が少ないので、食べた瞬間は濃厚でも、後味はさっぱり。スプーン

で練るとさらに美味しくなります（90ml/冷凍保存）  

 ミルク  山口県宇部市の「西本牧場」低温殺菌牛乳を使用 

 抹茶   抹茶と地元「小野茶」の煎茶をブレンド。コクが自慢 

 チョコ  大人が食べても甘すぎない、ビターな仕上がり 

 ストロベリー さっぱりとした甘さがあとをひきます 

 ヨーグルト ヨーグルトの酸味と爽やかな味が 

 夏みかん 萩産の夏みかんと濃厚ミルクのコラボ！！ 

 

セット C              5,800円  （税込）・冷凍 

セット B          3,900円 （税込）・冷凍 セット A                  2,000円  （税込）・冷凍 

セット E        3,000円 （税込）・常温 

ジェラート６種 6個セット 
 ミルク（１個） 
 抹茶（１個） 
 チョコ（１個） 

ジェラート６種 12個セット 
 ミルク（２個） 
 抹茶（２個） 
 チョコ（２個） 

 ストロベリー（１個） 
 ヨーグルト（１個） 
 夏みかん（１個） 

味の 
バリエーションが 
増えました！ 

GIFT限定味が 
1種 

入っています！ 

はちみつ焼きドーナツ 12個セット 
 はちみつ焼きドーナツ・プレーン（4個） 

 はちみつ焼きドーナツ・チョコ（4個） 

 はちみつ焼きドーナツ・はちみつレモン（4個） 

セット D              2,100円 （税込）・常温 

女子会などの 
集まりに 

いかかでしょう！ 

朝食のお供に 

GIFT限定味が 
さらに 

なかま入り！ 

ジェラート11種 18個セット 
 ミルク（２個） 
 抹茶（２個） 
 チョコ（２個） 

 ストロベリー（２個） 
 ヨーグルト（２個） 
 夏みかん（２個） 

 ほうじ茶（１個） 
 プリン（１個） 
 

 アールグレイ（２個） 
 マンゴー（１個） 
 アーモンド（１個） 

一押しは、これで
す！ 


