
寅

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

あ
な
た
は

ど
ち
ら
の

パ
ー
カ
ー
に
？

2021

　パーカー
販売価格 4,000円（税込）

素　材 ： グレー:綿90%　ポリエステル10%
　　　　オートミール:綿100%
　　　　裏パイル生地(裏毛)　8.4オンス アーティスト ： Hidetaka Koshi

車と電車がバックプリントされた
シンプルでかわいいパーカーです！！
5 ※サイズは注文書に明記しております。

※イラスト（版）の大きさは全共通なので
サイズによって見え方は異なります。

＜Lサイズの場合＞

（表） （裏）

�����

�����

受注生産

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

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！！

12 5
締め切り

（日）

　2022-2023 カレンダー
　「はしもとくん」
販売価格 1,200円（税込）

サイズ ：B6サイズ（卓上式） 

アーティスト ： Ryo Saitou

アーティスト ： Fukushu Uemura アーティスト ： Fukushu Uemura . Miki Tomoshige

13

　福がくるだるま-トラver-
販売価格 880円（税込）

サイズ ： ダルマ高さ7cm 土台1.5cm マグネット付
※ひとつひとつ手描きのため柄は異なります。
　柄はお任せください。 

15

2022年１月から２０２３年の
３月までリング式のカレンダー
ポストカード付きで
カットしてお使いいただけます。
今回は１枚モノではなく
めっくて楽しんでいただく
仕様に作りました。

Pong Pong
オリジナル年賀状

　2023 年賀状（５枚セット）
販売価格 560円（税込）

14

カレンダー中身の一部になります。

カタログ限定

受注生産

お
年
玉

お年玉つき
年賀ハガキです

2021年バージョン
毎年人気のダルマ
来年の「寅」の
ダルマです。
たくさん並べても
かわいい干支ダルマ
福 銖くんと未 来 の
福来コンビが
つくっています。

「トラがかぶってる」



NEW

　みっちゃんの刺繍入り
　筆箱ポーチ
販売価格 1,200円（税込）
サイズ ： 筆箱本体16.5cm×6.5cm
　　　   ゴムの長さ25cm
素　材 ： 布、ゴム アーティスト ： Minori Okamoto

アーティスト ： Fukushu Uemura アーティスト ： Fukushu Uemura

かわいい刺繍が入った筆箱ポーチ。
ベルトつきなので
A５サイズのノートや
手帳につけると
便利に活用できる！！

8

サイズ ： 20×23cm マチ7cm
素　材 ： 布

アーティスト ： Ryo Saitou

数字がひとつひとつ手縫いの
1点もの、お子さまのお出掛けに
便利なリュックとなっています。

　おまかせ文房具セット
　　販売価格 1,500円（税込）

内　容 ： クリアファイル、ボールペン、ポスト

サイズ ： 22×33.5 マチ10.5cm
素　材 ： 布

便利な文房具セットを
カタログ限定商品として販売。
お得な商品になります。
ぜひお買い求めください。

9

　手帳バンド　販売価格 800円（税込）

素　材 ： 本体 ゴム　ひも、チャーム部分　金具、プラ板
サイズ ： 横幅13cm（B6サイズにはまるサイズです）
　　　　チャームサイズ　1.5cm

仕事に学校に、プライベートに使って
いただきたい「手帳バンド」
カラフルに４色揃えました。
12

　ミニトート（ブルー）
　　販売価格 2,750円（税込）

ちょっとしたお出かけに
便利なサイズ。
かわいい２種類のねこの
イラストです。
帆布生地でしっかりした
つくりとなっております。

10

　ミニトート（レッド）
　　販売価格 2,750円（税込）

11

・注文がたくさん入るとお待ちいただくことが
 ありますのでご了承ください。
・一点もののため、柄の出方や色合いは異なります。

カタログ
限定商品

カタログ限定商品

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、
 お歳暮、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、
 お歳暮、記名）

ご自宅用

Coffee

長崎県特産品
ちゃんぽん皿うどん
島原手延べうどんそば

冬の季節限定 ちゃんぽん・皿うどんを加え
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

ちゃんぽん 皿うどん詰め合わせ
販売価格 2,300円（税込・送料別）

販売価格 3,430円（税込・送料別）

ホンデュラス ネルソン・ラミレス 250g
ブラジル モンテ・アレグレ 250g
ホンデュラス ネルソン・ラミレス 250g
ブラジル モンテ・アレグレ 250g

ピーチ、チェリー、リフレッシングな
アシディティ、シュガーと
ミルクチョコレートの風味

やわらかい柑橘系の果物、
ピーナッツ、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
グアテマラ サン・クリストバル 200g
ブラジル モンテ・アレグレ 200g
グアテマラ サン・クリストバル 200g

100g        700円

250g  1,580円

（税込・送料別）

ちゃんぽんとパリパリ麺の
皿うどん詰め合わせです。
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

女性のお客様
1番人気 ！

島原小町
（全粒粉入り手延べそうめん）

販売価格 2,400円

（税込・送料別）

長崎ちゃんぽん 100g×4/スープ4　長崎皿うどん　60g×4/スープ4
標準小売価格1個2,916円　包装外寸=357×298×80mm

※調理例（具材は入っていません）

※調理例 明太子と、とろろの豆乳スープ
（具材は入っていません）

※調理例（具材は入っていません）

全粒粉入り手延そうめん50g×18束
標準小売価格1個3,564円　包装外寸=337×219×36mm

オススメ
商品!!

M-1

C-1 ギフトA

販売価格 2,960円（税込・送料別）

C-2 ギフトB

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

M-2 麺の調べ
（手延べうどん・そば）

販売価格 3,200円

（税込・送料別）

1,260g詰(90g×14束)
手延うどん(丸)90g×4束　手延うどん(平)90g×4束　そば90g×６束

標準小売価格1個5,400円　包装外寸=312×238×32mm

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・送料別）

ブラジル
モンテ・アレグレ

ベリー、ナッツ、
シュガーケーン、
チョコレートの風味

100g        630円

250g  1,420円

（税込・送料別）

グアテマラ
サン・クリストバル（中煎）

100g        630円

250g  1,420円

（税込・送料別）

グアテマラ
サン・クリストバル（深煎）

製縫は工房尾道帆布さんで行っております。
注文が多い場合、お待ちいただくことがあり
ますので予めご了承ください。

※多少形や色味は異なります。

ポケット
部分

４色から選べます
（チャームの種類とペンを指す部分の色はお任せになります）

　子ども用おでかけリュック
  　お好きな数字２つオーダー
販売価格 3,300円（税込）

7

　子ども用おでかけリュック
　  数字おまかせ
販売価格 2,750円（税込）

6

オーダーの場合は、ふた面にくる２つの数字を
お好きなものをオーダーできます。
ご希望の数字を２つ注文用紙にご記入ください。

ひもの長さ調整が可能なので、
長い間愛用できます。

肩に負担がないように3cm幅にしてあります

荷
物
が
飛
び
出
し
に
く
い

仕
様
に
な
っ
て
い
ま
す

モデル身長75cm（１才）

※写真のペンは
　ついていません。

※写真のペンはついていません。

赤

青

緑

黄

※カード、ふせんなどのカタログ限定の福袋
　中身の種類はおまかせになります。


