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「コウモリのダンス」佐竹 未有希（知的障害）
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「遊びに来たよ」佐竹 未有希（知的障害）
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「おばけlコンビ」佐竹 未有希（知的障害）「おばけlコンビ」佐竹 未有希（知的障害）」佐竹 未有希（知的障害）

「おばけハウス
」佐竹 未有希（

知的障害）

「おばけやしき」佐竹 未有希（知的障害）
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「遊びに来たよ」佐竹 未有希（知的障害）

「かぼちゃ
とネコ」佐
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）

「おばけlコンビ」佐竹 未有希（知的障害）

「おばけハウス」佐竹
 未有希（知的障害）

「かぼちゃ
とネコ」佐
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知的障害

）
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Halloween Gift

www.ar t-mura.com

1.ハロウィンタウンバケツ
サイズ：横幅約12cm×奥行約12cm×高さ約23cm
花器：横幅9cm×奥行9cm×高さ9cm
花材：ローズ・あじさい+ハロウィンピック

4,200円

2.ハロウィンフラットパンプキン
サイズ：横幅約15cm×奥行約15cm×高さ約18cm
花器：横幅5cm×奥行5cm×高さ10cm
花材：ローズ・あじさい+ハロウィンピック

3,900円

パソナハートフルの大人気商品のプリザーブドフラワーがハロウィンギフトになりました。
一つひとつ心を込めて手作りしています！

12.フェルトバッグ
サイズ：ハロウィンカボチャ 横幅20cm×高さ27cm　　おばけくん 横幅18cm×高さ35cm　　ハロウィンカボチャ×おばけくん 横幅22.5cm×高さ22.5cm

各800円

13.カード小（封筒付）
サイズ：9cm×6cm

各100円

14.カードセット（10枚セット）
サイズ：5.5cm×9cm

200円

15.サシェ（スタンド付）
サイズ：10cm×9cm

各250円

ハロウィンカボチャ ハロウィンカボチャ×おばけくん

おばけくん

「マジック オア トリット！ 」 ピンク
松澤 弥香

「マジック オア トリット！ 」 ホワイト
松澤 弥香

「おばけのハロウィン」 イエロー
松澤 弥香

「マジックオアトリット！」
松澤 弥香

「おばけのハロウィン」
松澤 弥香

「おばけのハロウィン」 ホワイト
松澤 弥香

※10/30（金）までの納品をご希望の方は10/29（木）までにご注文ください。注文申込：10月30日（金）〆切
※個数は限定販売となりますので御了承ください。 ※価格は全て税込みです。
※障害のある社員が一つひとつ手作りで作成しております。多少サイズ・色等のイメージが異なる場合がございますのでご了承ください。
※大量注文も承ります。



4.パウンドケーキ ギフトセット（3個）
※お菓子の内容は同じです。
BOXサイズ：横幅9cm×奥行6cm×高さ9cm　賞味期限：１ヶ月

各600円

5.マシュマロチョコレートがけ（8個入）
BOXサイズ：横幅16cm×奥行8cm×高さ3.3cm
賞味期限：10日間

690円

6.マシュマロチョコレートがけ（15個入）
BOXサイズ：横幅20cm×奥行12cm×高さ3.3cm
賞味期限：10日間

1,300円

7 .マシュマロチョコレートがけ（20個入）
BOXサイズ：横幅20cm×奥行16cm×高さ3.3cm
賞味期限：10日間

1,700円

9.パンプキンクッキー（8個入）
BOXサイズ：横幅10cm×奥行10cm×高さ15cm　賞味期限：45日

680円

8.ハロウィンラスク ボックス
シュガーバターラスク75g+オリーブペッパーラスク75g
BOXサイズ：横幅9.5cm×奥行9.5cm×高さ17cm　賞味期限：一週間

680円 1,000円

お菓子のみ

1,650円
ラッピングBOX入

1,800円

10.かぼちゃキャンドル
サイズ：直径6.5×高さ7.5cm
BOXサイズ：横幅7.5cm×奥行7.5cm×高さ8cm

ハロウィンにピッタリのおばけかぼちゃキャンドルです。
かわいいリボンとボックスでラッピング致します！レトロなハロウィンＢＯＸに、

パンプキンクッキーが入っています。

バターの香りが嬉しいしっとりとした口あたりの
定番の一番人気商品です。

3.パンプキンケーキ ホール
BOXサイズ：横幅19.5cm×奥行19.5cm×高さ8cm　賞味期限：１ヶ月

旬のかぼちゃをふんだんに使った新作のケーキです。
レーズンの入ったしっとりとしたケーキは、まさに旬の美味しさです！

「マジックオアトリット！」
松澤 弥香

「おばけのハロウィン」
松澤 弥香

パン工房の食パンを使った2種類のラスクが登場。
甘いシュガーバター味とスパイシーなオリーブペッパー味をお楽しみください。

オリーブペッパーラスクシュガーバターラスク

Sサイズ

550円
Lサイズ

600円

11.ハロウィン シューズキーパー
※シューズキーパーの柄は何種類かございます。お好きな柄をどうぞ

いわずと知れた、売り切れ続出のロングセラー商品です。
今年もかわいいハロウィン絵柄が出揃いました。

マシュマロの上にチョココーティングをしてかぼちゃの種を飾りました。
もっちりとした食感と溶けるような舌触りをお楽しみください！

パン工房のお菓子は保存料・着色料等、添加物を使用しない体にやさしいお菓子です。保存は16℃以下の  涼しいところに保存してください。賞味期限に関わらず、開封後はなるべく当日中にお召し上がりください。



Halloween Gift

お問い合わせ先：株式会社パソナハートフル アート村 〒100-8228  東京都千代田区大手町2-6-4   Tel.03-6734-1094  Fax.03-6734-1095

総　　計 円＋発送料実費（送料は後日ご連絡致します。）

※発送料は、実費頂きます。また、1・2のプリザーブドフラワーは移動用に別途ケース代@700円を頂きます。大変恐縮ですが、ご了承くださいませ。

ご注文者様お名前（会社・チーム名・拠点名）：

納品先お名前：

備考：

納品先ご住所：〒

TEL： E-Mail：

※お客様の個人情報は株式会社パソナハートフルにおいて厳重に管理致します。

ご注文者様ご住所：〒

TEL： E-Mail：

※どちらかに必ず○をお付けください （ 個人 ・ 会社等 ） でご購入
※お申し込み方法：パソナハートフルにFax（03-6734-1095）にてお送りください。

1. ハロウィンタウンバケツ ＝　　　　　　　　　円4,200円 ×     個

2. ハロウィンフラットパンプキン ＝　　　　　　　　　円3,900円 ×     個

10. かぼちゃキャンドル ＝　　　　　　　　　円1,000円 ×     個

11. ハロウィン シューズキーパー ＝　　　　　　　　　円Lサイズ 600円 ×     個Sサイズ 550円 ×     個

9. パンプキンクッキー（8個入） ＝　　　　　　　　　円680円 ×     個

8. ハロウィンラスク ボックス ＝　　　　　　　　　円680円 ×     個

4. パウンドケーキギ フトセット（3個） ＝　　　　　　　　　円マジック オア トリット！ 600円 ×     個

5. マシュマロチョコレートがけ（8個入） ＝　　　　　　　　　円690円 ×     個

6. マシュマロチョコレートがけ（15個入） ＝　　　　　　　　　円1,300円 ×     個

7. マシュマロチョコレートがけ（20個入） ＝　　　　　　　　　円1,700円 ×     個

3. パンプキンケーキ ホール ＝　　　　　　　　　円ラッピングBOX入 1,800円 ×     個お菓子のみ 1,650円 ×     個

12. フェルトバッグ ＝　　　　　　　　　円ハロウィンかぼちゃ×おばけくん 800円 ×     個

14. カードセット（10枚セット） ＝　　　　　　　　　円200円 ×     個

13. カード小（封筒付） ＝　　　　　　　　　円

おばけくん 800円 ×     個ハロウィンかぼちゃ 800円 ×     個

おばけのハロウィン 600円 ×     個

15. サシェ（スタンド付） ＝　　　　　　　　　円マジック オア トリット！ 250円 ×     個おばけのハロウィン 250円 ×     個

マジック オア トリット！ ピンク 100円 ×     個おばけのハロウィン イエロー 100円 ×     個

マジック オア トリット！ ホワイト 100円 ×     個おばけのハロウィン ホワイト 100円 ×     個

※お申し込みの後、下記口座にお振り込み下さいませ。（恐縮ですが、お振込み手数料はお客様にてご負担頂きますようお願い致します。）
三菱東京UFJ銀行　虎ノ門中央支店　普通 5931141　（株）パソナハートフル


