
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

令和４年４月 

横須賀市障害福祉課 

 

 

 



 
 
   は じ め に 
 
  このカタログで紹介する自主製品は、障害のある方が心を込めて一つ一つ手作りをして 

おり、各種作業や役務は、障害のある方が力を合わせて取り組んでいます。それぞれの売 
り上げは、経費を除いて作業に携わった方々に工賃として還元されます。たくさんの製品 
・作業・役務がありますので、ぜひ活用・注文してみてください。 

 
 
 
   お 願 い 
 

・掲載品は各施設や販売会等で販売しています。その他の販売場所につきましては、各施設にお問い 
合わせください。 

・掲載内容は令和４年３月時点の情報であり、予告なく変更になる場合がありますのでご注文前には 
各施設へご確認ください。 

  ・施設への発注等に関してお困りのことやご相談がございましたら、障害福祉課へお問い合わせくだ 
さい。 

 
 
 
   ア ク セ ス 方 法 （冊子の一番最後のページにも検索方法の記載がございます。） 
 

このカタログは横須賀市ホームページからもダウンロードできます。 
         
          こちらの QR コードから、 
          直接掲載ページへつながります。 
 
       https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/syougaihukusi/20160421.html 
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１．お菓子（焼菓子） 注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

1-１クッキー各種 

100 円～200 円／1 袋 
１つ１つ手作りしています。写真のクッキーの他に 

もいろいろな味のクッキーを作っています。おやつ 

として、おみやげとして是非一度お試しください。 

大量注文のご依頼はお早目にご連絡ください。 

《トライⅡ》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-2 焼菓子各種 150 円～／1 個 
各種パウンド、マフィン、クッキーの他、クリスマ 

スなどに向け季節に応じた商品を数多く取り揃えて 

おります。ご予算に応じて詰め合わせも承ります。 

お気軽にお電話でご相談下さい。 

《ピケマルシェ 365 日》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-3 オリジナルギフト 

   ご予算に応じて／1 箱から 
ご希望に応じて、洋菓子の詰め合わせを致しま 

す。アラカルトでお菓子を詰め合わせて頂き、 

オリジナルギフトを作成致します。ご予算に応 

じて 300 円の袋詰め～贈答品としての箱詰め 

まで対応致します。 

（箱の料金は別途）100 円～。 

《ピケマルシェ 365 日》 

 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 

1-4 動物クッキー 200 円／1 個 
動物や乗り物など色々な型のクッキーを詰めていま 

す。硬めの食感がなんだか懐かしく感じる、シンプ 

ルなクッキーです。ご贈答用に箱詰め（箱代別途）、 

地方発送など、なんでもご相談ください。大量注文 

の際は、お早めにご連絡をお願いいたします。 

《やすらぎ第二作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

箱代別途 100 円で詰め合わせも承ります。 

5 箱入り、又は 10 個入り。 

例）5 個 1,100 円＋箱代 100 円＝1,200 円 

                （送料別途） 

 

1-5 あまねクッキー 220 円／1 袋 
一袋にシュガーバニラ・ごま・チョコ・ココア・マ 

ーブル・紅茶・抹茶と 7 つの味が入ったミックスク 

ッキーです。よつ葉バター100％使用。国産小麦粉、 

横須賀産の新鮮卵に京都のお抹茶を使うなど、原材 

料を厳選して作っています。 

《ワークハウスあまね》 

 

 

 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

お好みで箱入りギフトセットもお作りします。

（1,500 円～3,000 円位まで）賞味期限は 

製造日より 2 週間から 4 週間です。 

製品により異なります。 

1-6 焼菓子各種 

151 円～／1 個（税込） 
厳選材料を使用。マドレーヌ・クッキー・パウ 

ンドケーキ等約 30 種類です。パシフィコ横浜 

うまいもの博等において販売実績あり。結婚式 

の引菓子や企業のノベルティとしてご好評いた 

だいております。和三盆のスノーボールを代表 

とし、数々のコンテストで入賞した実力派です。 

大量注文は納期 1 ヶ月前までにお願いします。 

《あすなろ学苑》 

個人注文：〇 大量注文：〇

 

1-7 チーズスティック 160 円～／1 袋 
パルメザンチーズとゴーダチーズをたっぷり使

用した濃厚な味わいです。プレーンとセサミの２種

類で、とても食べやすいです。大量注文の際は、事

前にお問い合わせ下さい。 

《フロムワン福祉園（菓子工房アンナカフェ）》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

1-8 レモンサブレ 200 円／1 袋 
国産レモン使用。香り豊かなさくさくサブレです。 

大量注文はご相談承ります。 

《アトリエ夢喰虫》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-9 かぼちゃのポッキー 

170 円／1 袋 
自然派のお菓子です。大量注文はご相談承りま 

す。 

《アトリエ夢喰虫》 
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１．お菓子（焼菓子） 注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

1-10 スティッククッキー 

200 円／1 個 
スティック黒糖、スティックコーヒー、スティ 

ックきなこの 3 種類があります。すべて無添加 

なので安心です。どすこい横須賀のメンバーが 

まごころを込めて作っています。 

《特定非営利活動法人 どすこい横須賀》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

 
すべて無添加なので安心です。 

 

1-11 クッキー 150 円～／1 袋 
ちょこっとくっきー、スノーボール、ショートブレ 

ッド、骨まで愛して（ゴマ）、ゆずクッキー、はいチ 

ーズ、ミックス（プレーン・ごま・紅茶・抹茶・シ 

ナモンの５種類） 

どすこい横須賀のメンバーがまごころを込めて作っ 

ています。 

《特定非営利活動法人 どすこい横須賀》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
1-12 こうちゃクッキー 

100 円～／1 個 
フェアトレードのアールグレイが薫り高いクッキ

ー。ちょっとつまんで食べやすいキューブ型。ほ 

かのクッキーと詰め合わせにしたり、コーヒーや紅

茶とセットにしたり、組み合わせしやすい定番クッ

キーです。100 円、150 円、200 円と、ご用途 

に合わせてお値段を決められます。 

《ぼくのくれよん》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 
1-13 きなこ・マーマレード・チーズ・ 

コーヒークッキー 100 円～／1 個 
左上：きなこをたっぷりと使用した、さくさく食感 

のクッキー 

左下：手作りのマーマレードを練りこんだ、さわや 

かな風味のマーマレードクッキー 

右上：とろけるチーズを混ぜ込んだサクサク食感の 

クッキー。ちょっぴり塩味の利いた卵不使用 

の製品。 

 右下：コーヒーとシナモンの香る癖になるクッキー 

 ほかのクッキーと詰め合わせにしたり、コーヒーや 

紅茶とセットにしたり、組み合わせしやすい定番ク 

ッキーです。100 円、150 円、200 円と、ご用途 

に合わせてお値段を決められます。 

《ぼくのくれよん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-14 ココアクッキー 

100 円～／1 個 
生地に、純ココアを練りこんだ子どもに人気のク 

ッキー。ちょっとつまんで食べやすいキューブ型。 

ほかのクッキーと詰め合わせにしたり、コーヒー 

や紅茶とセットにしたり、組み合わせしやすい定 

番クッキーです。100 円、150 円、200 円と、 

ご用途に合わせてお値段を決められます。 

《ぼくのくれよん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-15 ごまクッキー 

100 円～／1 個 
ごまがたっぷり入った、香ばしいクッキー。 

ちょっとつまんで食べやすいキューブ型。ほ 

かのクッキーと詰め合わせにしたり、コーヒ 

ーや紅茶とセットにしたり、組み合わせしや 

すい定番クッキーです。100 円、150 円、 

200 円と、ご用途に合わせてお値段を決めら 

れます。 

《ぼくのくれよん》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 
1-16 ミックスクッキー 

100 円～／1 個 
定番の「ごま」「こうちゃ」「ココア」の三種類が 

ミックスされた一番人気のクッキー。お試しや贈 

り物、催事用に最適な商品です。ほかのクッキー 

と詰め合わせにしたり、コーヒーや紅茶とセット 

にしたり、組み合わせしやすい定番クッキーです。 

100 円、150 円、200 円と、ご用途に合わせて 

お値段を決められます。 

《ぼくのくれよん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
1-17 ブラウニークッキー 

200 円～（6 個入）／1 個 
ココア生地のスクエア型クッキーにくるみとチョ 

コチップを混ぜ込んだ食感の楽しいほろ苦いクッ 

キーです。風味を閉じ込める、遮光性の包材を使 

用し、高級感のあるクッキーです。バレンタイン 

デーには特別包装で、ご提供いたします。 

賞味期限：冬季 8 週間 夏季 4 週間 

《ぼくのくれよん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-18 抹茶ブラウニー 

200 円～（6 個入）／1 個 
クッキー生地に抹茶を練りこみ、チョコチップ 

とくるみを混ぜ込みました。ほろ苦い抹茶の風 

味が癖になる、女性に人気のクッキーです。バ 

レンタインデーには特別包装で、ご提供いたし 

ます。賞味期限：冬季 8 週間 夏季 4 週間 

《ぼくのくれよん》 
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１．お菓子（焼菓子） 注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-19 焼き菓子袋詰め・ギフト BOX 

350 円～／1 袋（1 箱） 
陽だまり自慢の焼き菓子をセットで。350 円、 

800 円、1,000 円、3,000 円、ラッピング代込 

価格など。ご予算に応じてお求め内容などお気軽 

にご相談ください。干支根付つきお年賀セット 

（1,050 円）も毎年好評です。焼き菓子と手芸の 

セットもできます。数量が必要なイベント向け 

100 円～のプチギフトにも最善を尽くします。カ 

ラーシールにイベント・記念日・御社名などサー 

ビスで入れられます。ラッピング方法により、箱 

＋包装代が別途かかります。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-20 オレンジクッキー 

200 円／1 袋 
アーモンド生地にオレンジピールがキラキラと、 

見た目もさわやかなサクサクのバタークッキーで 

す。冷やしてもおいしくいただけます。卵不使用。 

町内会などの各種イベント、お礼、お返しなどに。 

また、「陽だまり」の焼き菓子の詰め合わせギフト 

にお使いいただけます。大量注文は 2 週間前まで 

にご相談ください。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-21 紫いもクッキー 

200 円／1 袋 
紫いもパウダーを生地にたっぷり練り込み焼 

き上げた、お野菜のクッキーです。お芋の自 

然な甘みをお楽しみいただけます。卵不使用 

のバタークッキーです。町内会などの各種イ 

ベント、お礼、お返しなどに。また、「陽だ 

まり」の焼き菓子の詰め合わせギフトにお使 

いいただけます。大量注文は 2 週間前までに 

ご相談ください。 

《陽だまり》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

1-22 スノーボールクッキー 

（アーモンド） 200 円／1 袋 
アーモンド生地をまんまるくコロンと仕上げ、雪 

化粧でかわいらしさを UP。さくほろ食感が人気 

のバタークッキーです。アーモンド・きなこ・コ 

ーヒー・まっ茶味があります。町内会などの各種 

イベント、お礼、お返しなどに。また、「陽だま 

り」の焼き菓子の詰め合わせギフトにお使いいた 

だけます。大量注文は 2 週間前までにご相談くだ 

さい。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-23 スノーボールクッキー 

（きなこ）200 円／1 袋 
「陽だまり」人気のスノーボールの姉妹品です。 

きなこの香ばしさを贅沢に感じられる和風スノー 

ボールです。仕上げの雪化粧にもきなこを使い、 

おいしさ UP。さくほろ食感が人気のバタークッ 

キーです。アーモンド・きなこ・コーヒー・まっ 

茶味があります。町内会などの各種イベント、お 

礼、お返しなどに。また、「陽だまり」の焼き菓子 

の詰め合わせギフトにお使いいただけます。大量 

注文は 2 週間前までにご相談ください。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-24 スノーボールクッキー 

（コーヒー）200 円／1 袋 
「陽だまり」人気のスノーボールの姉妹品で 

す。アーモンド生地に、コーヒーの香りとほ 

 ろにがさがくせになるスノーボールです。仕 

上げは雪化粧でおいしさ UP。さくほろ食感 

が人気のバタークッキーです。アーモンド・ 

きなこ・コーヒー・まっ茶味があります。町 

内会などの各種イベント、お礼、お返しなど 

に。また、「陽だまり」の焼き菓子の詰め合わ 

せギフトにお使いいただけます。大量注文は 

2 週間前までにご相談ください。 

《陽だまり》

個人注文：〇 大量注文：〇 

1-25 みっくすクッキー 

200 円／1 袋 
バタークッキー。プレーン・ココア・まっ茶味の 

生地をかわいい型で抜きました。季節やイベント 

に合わせて形が楽しめます。ハロウィン、クリス 

マス時期は特におすすめです。町内会などの各種 

イベント、お礼、お返しなどに。また、「陽だま 

り」の焼き菓子の詰め合わせギフトにお使いいた 

だけます。大量注文は 2 週間前までにご相談くだ 

さい。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-26LOVE クッキー 

200 円／1 袋 
ハートの形をモチーフに愛らしいクッキーに仕上 

げます。バレンタイン、ホワイトデーの時期など 

におすすめ。みっくすクッキー、サブレの生地で 

対応が可能です。町内会などの各種イベント、お 

礼、お返しなどに。また、「陽だまり」の焼き菓子 

の詰め合わせギフトにお使いいただけます。大量 

注文は 2 週間前までにご相談ください。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-27 ビスコッティ 

200 円／1 袋 
ドライフルーツ、ナッツ、チョコがたっぷり 

詰まったシリアルバー。ノンオイルなのでヘ 

ルシーです。そのまま朝食代わりにしたり、 

 コーヒーやミルクに浸して楽しむのもおすす 

めです。町内会などの各種イベント、お礼、 

お返しなどに。また、「陽だまり」の焼き菓 

子の詰め合わせギフトにお使いいただけます。 

大量注文は 2 週間前までにご相談ください。 

《陽だまり》 
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１．お菓子（焼菓子） 注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-28 サブレ（アーモンド） 

200 円／1 袋 
アーモンドをたっぷり使って焼き上げた香ばしい 

本格バターサブレです。1 袋の中で、バター味と 

ココア味を楽しめます。姉妹品に、ココナッツサ 

ブレ、コーヒーサブレがあります。町内会などの 

各種イベント、お礼、お返しなどに。また、「陽だ 

まり」の焼き菓子の詰め合わせギフトにお使いい 

ただけます。大量注文は 2 週間前までにご相談く 

ださい。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-29 サブレ（ココナッツ） 

200 円／1 袋 
ココナッツをたっぷり使って焼き上げた香ばしい 

本格バターサブレです。姉妹品に、アーモンドサ 

ブレ、コーヒーサブレがあります。町内会などの 

各種イベント、お礼、お返しなどに。また、「陽だ 

まり」の焼き菓子の詰め合わせギフトにお使いい 

ただけます。大量注文は 2 週間前までにご相談く 

ださい。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-30 サブレ（コーヒー） 

200 円／1 袋 
アーモンドをたっぷり使って焼き上げた香ば 

しいコーヒー風味の本格バターサブレです。 

姉妹品に、アーモンドサブレ、ココナッツサ 

ブレがあります。町内会などの各種イベント、 

お礼、お返しなどに。また、「陽だまり」の焼 

き菓子の詰め合わせギフトにお使いいただけ 

ます。大量注文は 2 週間前までにご相談くだ 

さい。 

《陽だまり》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

1-31 フロランタン 200 円／1 個 
はちみつを使ってキャラメリゼしたスライスアー 

モンドを、クッキー生地にたっぷり乗せて焼き上 

げました。リッチな味わいを楽しんでいただきた 

い、フランス伝統の焼き菓子です。町内会などの 

各種イベント、お礼、お返しなどに。また、「陽だ 

まり」の焼き菓子の詰め合わせギフトにお使いい 

ただけます。大量注文は 2 週間前までにご相談く 

ださい。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-32 フィナンシェ 

（プレーン・ショコラ）150 円／1 個 
アーモンドプードルやはちみつを贅沢に使い、 

しっとりさっくり焼き上げた、本格レシピの 

焼き菓子です。味は、プレーンとショコラを 

ご用意。フランス伝統の味わいをぜひ。町内 

会などの各種イベント、お礼、お返しなどに。 

また、「陽だまり」の焼き菓子の詰め合わせギ 

フトにお使いいただけます。大量注文は 2 週 

間前までにご相談ください。  《陽だまり》 

  

個人注文：〇 大量注文：× 

美味しいと人気の商品です。 

1-33 ソフトチップス（りんご・柿） 

300 円／1 袋 
国産減農薬の果物をノンシュガー、ノンオイル

で仕上げています。食べやすいソフトな食感で

す。季節限定です。 

《あんしん農園》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

（納期はご相談させてください） 

 
レーズン他もあります。 

 

1-34 ディアマン（アーモンド、 

ごま、レーズン） 200 円／1 袋 
サクサクっと口どけの良い美味しいクッキーです。 

大量注文の納期はご相談させてください。 

《あんしん農園》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
小さいお子様をはじめ、幅広い層の方に好評です。 

1-35 ごぼうかりんとう・クラッカー 

200 円／1 袋 
食物繊維が豊富なごぼうを生地にたっぷり練り込 

み、健康志向にこだわった製品です。甘い「かり 

んとう」、塩味の「クラッカー」の 2 種類があり、 

食べやすいスティック状にしました。甘味も控え 

めです。大量注文は 1 ヵ月前までにお願いいたし 

ます。           《第二はまゆう》 

  

個人注文：〇 大量注文：〇 

 

1-36 シナモンシュガーパイ 

220 円／1 袋 
発酵バター入りのとても香りのよいパイ生地を

使用し、シナモンをふんだんに混ぜ、サクッとした

食感に焼き上げました。形は食べやすいスティ

ック状にカットしてあります。大量注文は、１か月

前にご予約して下さい。 

《第二はまゆう》 

 

 



１．お菓子（焼菓子）注文先情報は掲載施設一覧へ

商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

1-101
ココアアーモンド
クッキー

ココア風味とアーモンドの食感
7枚
160円～

○ ○

30個以上注文の場合は
15日前までにご連絡を
お願いいたします。

風

1-102 ジャムクッキー
ジャムをサンドした見た目もかわいい
クッキー

７個
160円～

○ ○

1-103 フルーツゼリークッキー ほんのり甘くフルーティー
7枚
160円～

○ ○

1-104 野菜クッキー 甘さ控えめこだわりのヘルシー。
８枚
160円～

○ ○

1-105
マドレーヌ
（ココアレーズン）
（バニラゼリー）

手作りのおいしさ
1個
140円

〇 〇

1-106 クッキー

添加物を使わずに、卵と砂糖、バターの基
本材料にこだわって作っています。プレー
ン、紅茶、コーヒー、ごま、抹茶の５種類
の味を揃えています。

1袋
150円

○ ○
10個以上は要予約。
１ヵ月前までにご注文
下さい。

喫茶レゼル

1-107 いちごクッキー いちごチップ入り。
1袋
200円（大）

○ ○

ギフト対応可能。大量注
文の場合は１週間前まで
にご注文願います。

つばさ第二

1-108 ミックスクッキー ココア、よもぎ、プレーンの３種入りです。
1袋
220円

○ ○

1-109 クッキー
ココア、よもぎ、白ゴマ、黒ゴマ、
プレーンの5種類です。

1袋
220円(大)
約15枚入
150円(小)
大より少なめ

○ ○

1-110 スノーボール 小麦粉、バター、粉糖のサクサクボール。
1袋
200円

○ ○

1-111 マドレーヌ
バニラ、ココア、抹茶、レモンの４種類を
取り揃えています。

1個入/100円
２個入/200円

〇 〇

1-112 クッキー関鳥(せきとり) サクッと軽い食感のクッキーです。
1袋5枚入
150円

○ ○

20個以上は2週間前まで
にご連絡ください。

どすこい横須賀1-113 チョコチップクッキー 甘さ控えめビターチョコ入り
1袋5枚入
200円

○ ○

1-114 ロックケーキ
歯の丈夫な方は一度チャレンジしてみて
は？

1袋5枚入
250円

○ ○

1-115 クッキー各種
各施設の人気商品を販売しています。
全て無添加、手作りです。

1袋
100円～

○ ○
ともしびショップ
マリン

1-116 焼き菓子各種
全て手作りにこだわり心を込めて作ってい
ます。一番人気はパンダクッキー（3枚入
120円）

1個
100円
～840円

○ ○

大量注文は遅くとも4日
前までにはご連絡くださ
い。
配達のご相談承ります。

長沢ベーカリー

1-117 和風マフィン
他にも菓子パン等40～50種類を取り揃え
ています。

1個
130円

○ 要相談

店頭での販売です。
ご来店お待ちしておりま
す。
場所は掲載施設一覧をご
覧ください。

パン工房
ピーターパン

1-118 クッキー詰め合わせ
詰め合わせ方による価格、祝い用などラッ
ピングに応じます。

要相談 ○ ○

紅茶・コーヒー・マド
レーヌ・ジャムとの詰め
合わせ等、お値段・用途
に合わせて整えます。

ぼくのくれよん
1-119

クッキー焼き菓子
詰め合わせ

クッキーや焼き菓子をご予算やイベントの
内容に応じて詰め合わせます。保育園の卒
園式や子供会・自治会行事などでご利用頂
いています。

1袋
100円～
要相談

○ ○
用途に合わせた内容・包
装でお作りいたします。

1-120 スコーン
プレーン、紅茶、チーズ・チョコチップの
４種類です。

3個入り
200円

○ ○
賞味期限が短いです。
（夏季４日、冬季７日）

1-121 クッキー
くるみ、抹茶、よもぎ、チョコチップがあ
ります。

1袋70g～
100円～

200円
○ 要相談

大量注文の場合はまずご
連絡下さい。

横須賀ヘーメット

5



 
 

6 
 

１．お菓子（洋菓子・その他）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
1-37 ガトーショコラ【冬季限定】 

850 円～（１個/税込） 
素材にこだわり北海道産小麦粉・国産バター・きび 

砂糖を使用しています。チョコレートにはカカオ成 

分の高いクーベルチュールチョコレートを使用し

ているため、香りが高く甘すぎない上品なケーキと 

なっています。チョコレートをふんだんに使った濃 

厚なガトーショコラのため冬季限定の製品です。 

※大量注文の場合は早めにご連絡を頂ければご用 

 意できます。 

《下町作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
結婚式の引き出物としてもご利用いただいてい 

ます。膨張剤（ベーキングパウダー）は使って 

いません。 

1-38 パウンドケーキ  

500 円～（1 個/税込） 
素材にこだわり北海道産小麦粉・国産バター・きび 

砂糖を使用しています。焼き上がりはレモンが香る 

手作りシロップで仕上げました。さっぱりした風味 

でありながら、しっとり重厚感のあるケーキです。 

※大量注文の場合はお早めにご連絡をいただけれ 

ばご用意できます。 

《下町作業所》 

 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

          カット→ 

 

1-39 パウンドケーキ 

1 本 500 円、カット 100 円 
新鮮な果汁たっぷりのオレンジ・レモンをはじ 

め、バナナはたっぷり生地に練り込み、ココア・ 

抹茶は濃厚に仕上げています。選べるお味は、 

5 種類（オレンジ、レモン、ココア、バナナ、 

まっ茶）。「陽だまり」自慢のパウンドケーキで 

す。町内会などの各種イベント、お礼、お返し 

などに。また、「陽だまり」の焼き菓子の詰め 

合わせギフトにお使いいただけます。大量注文 

は 2 週間前までにご注文ください。 

《陽だまり》 

個人注文：〇 大量注文：× 

 
さくら、栗、いちご、マンゴー、紅茶など 

 

1-40 シフォン 600 円／1 個 
新鮮な卵をたっぷり使って焼き上げた、しっとり 

ふわふわのシフォンケーキです。生クリームを添 

えなくても美味しくお召し上がり頂ける自慢のレ 

シピです。味は季節により異なります。味のご希 

望があれば 2 週間前までにご注文ください。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

写真はバナナ味です。 

 

1-41 陽だまりマフィン 

170 円／1 個 
味は、バナナ・紅茶・抹茶・いちごみるく・コー 

ヒーです。町内会のイベント、年末年始、和風行 

事、敬老の日などの手土産用にもお使い頂けます。 

焼菓子や手芸との詰め合わせセットにも対応いた 

します。お味のご希望と、大量注文は 2 週間前ま 

でにご注文ください。      《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

1-42 カステラ 380 円／1 個 
はちみつと新鮮な卵をたっぷり使って、ふわ 

ふわに焼き上げました。甘さ控えめなので、 

ご年配の方にもご好評です。町内会などの各 

種イベント、お礼、お返しなどに。また、「 

陽だまり」の焼き菓子の詰め合わせギフトに 

お使いいただけます。大量注文は 2 週間前ま 

でにご相談ください。 

《陽だまり》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

1-43 パウンドケーキ 

（小）150 円～ （大）600 円～ 
プレーン、紅茶、ゆず、チーズ、抹茶小豆、ラムレ 

ーズン、チョコチップ、シナモンバナナ、バナナ、 

プレミアムチョコパウンドがあります。どすこい横 

須賀のメンバーがまごころを込めて作っています。 

※写真のサイズは（小）になります。 

《特定非営利活動法人 どすこい横須賀》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-44 レモンケーキ 550 円 
レモンの爽やかさと、しっとりとした食感が楽し 

め、チーズケーキのような香りがするパウンドケ 

ーキです。大量注文は、1 か月前にご予約して下 

さい。 

《第二はまゆう》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 
1-45 パウンドケーキ 
ホール 1,000 円～ カット 130 円～    

プレーン、ロイヤルミルクティ、ブルーベリー＆

いちじく、マーブルオランジェ、季節限定のアッ

プル、バナナ、マンゴーなど、素材を贅沢に使用

したオリジナルパウンドケーキです。大量注文の

際は事前にお問い合わせ下さい。 

《フロムワン福祉園》 



 
 

7 
 

１．お菓子（洋菓子・その他）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
「至福のお届け」優秀賞受賞。 

 

1-46 デザート各種 

183 円／1 個（税込） 
旬のイチゴをピューレにして使用し、甘酸っぱさと 

コクを兼ね備えたイチゴムース。横須賀産の地卵を 

使用した濃厚でとろけるプリンは 1 番の人気商品で 

す。全て手作りです。賞味期限は製造日より 5 日。 

大量注文は最大 200 個まで、納期 1 ヶ月前までに 

ご注文ください。 

《あすなろ学苑》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

 
 

1-47 ラムケーキ 550 円／1 本 
ラムの香りがきつすぎず、上品な美味しさです。き 

めが細かく、しっとりふっくらした食感。ラムが濃 

い方がお好きな方は、ご注文時にお申し付けくださ 

い。対応いたします。大量注文は 1 ヵ月前までにご 

予約ください。 

《アトリエ夢喰虫》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

 
 

1-48 ドライマンゴー 

250 円／1 袋 
形はふぞろいですが、種の周りのジューシーで 

一番美味しいところを使用しています。 

《アトリエ夢喰虫》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

1-49 プレーンマドレーヌ 

100 円～／1 個 
飾りのアーモンドダイスが目を引く、シンプルなマ 

ドレーヌ。ラム酒の香りがほんのり香るしっとりと 

したマドレーヌです。クッキーなどと併せて詰め合 

わせもご要望に応じます。 

賞味期限：2 週間 

《ぼくのくれよん》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

1-50 抹茶マドレーヌ 

100 円～／1 個 
抹茶の風味があじわえるマドレーヌ。中には、細か 

くなった甘納豆が入り、味のアクセントになってい 

ます。クッキーなどと併せてつめあわせもご要望に 

応じます。 

賞味期限：2 週間 

《ぼくのくれよん》 
 

 

  



商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

1-122 カップケーキ
添加物を使わずに、卵と砂糖、バターの基本材
料にこだわって作っています。レモン、紅茶、
ごま、抹茶の4種類の味を揃えています。

1個
50円

○ ○

10個以上は要予約。
１ヵ月前までにご注文
下さい。

喫茶レゼル

1-123 パウンドケーキ
添加物を使わずに、卵と砂糖、バターの基本材
料にこだわって作っています。レモン、紅茶、
ごま、抹茶の4種類の味を揃えています。

1個
150円

○ ○

1-124 手作りデザート アイデアいっぱいのデザートです。
200円
（税込）

〇 －
久里浜障害者支援
センターゆんるり

1-125
飴
（黒糖きな粉飴）
（べっこう飴)

身体に良い黒糖ときな粉のみで作りました。食
べやすい丸型です。べっこう飴はコクがあり添
加物なしです。かわいいハート型です。

1袋
200円

○ ○
大量注文は早めに
御相談ください。

第二はまゆう

1-126 パウンドケーキ
いちご、バナナ、チョコレート、抹茶、レモン、
フルーツの 6種類です。

1個
500円

○ ○

ギフト対応可能。
大量注文の場合は１週間
前 までにご注文願いま
す。

つばさ第二

1-127 夢みる金太郎
バターの風味にさつまいもの甘じょっぱさが
マッチしたパウンドケーキは人気商品です。

1個
200円～

○ ○
20個以上は2週間前まで
にご連絡ください。

どすこい横須賀

1-128 恐竜のうんち
フレークに濃厚なチョコレートをコーティング
したチョコクランチ

1箱(５個入)
200円

○ ○
20個以上は3週間前まで
にご連絡ください。

1-129 ブサックマ
一口サイズでクマの形をした濃厚なチョコレー
トです。

1袋(６個入)
200円

○ ○
20個以上は2週間前まで
にご連絡ください。

1-130 宝石箱
キウイ・イチゴ・パイナップルのドライフルー
ツに濃厚なチョコレートをコーティングした
心ときめく商品です。

1袋
200円

○ ○
20個以上は5週間前まで
にご連絡ください。

1-131 ケーキ各種
各施設の人気商品をセレクトして販売していま
す。全て無添加、手作りです。

1個
300円～

○ ○
ともしびショップ
マリン

1-132 ラスク 4枚入です。
1個4枚入
50円

○ 要相談 店頭での販売です。
ご来店お待ちしておりま
す。
場所は掲載施設一覧をご
覧ください。

パン工房
ピーターパン

1-133 ラスク ジャンボ 4枚入です。
1個4枚入
100円

○ 要相談

1-134 とうふプリン 白ごま、黒ごま、抹茶の３つの味があります。
1個
150円～

○ ○
大量注文はお早目に
ご相談ください。

フロムワン福祉園

1-135 シフォンケーキ 種類は季節ごとに変わります。

1ホール
1,200円
1カット
150円

○ －
注文販売です。
賞味期限は3日です。

ぼくのくれよん

1-136 グロサリー商品各種
商品掲載は事業所HPにて掲載

HP: https://www.spacehot.jp

〇 〇
商品についてのお問い合
わせは、HP・メール・お
電話でお願い致します。

スペース・ほっと

１．お菓子（洋菓子・その他）注文先情報は掲載施設一覧へ

８



 

９ 
 

２．食料品（パン・ジャム）注文先情報は掲載施設一覧へ 

個人注文：〇 大量注文：〇 

2-1 元気あんぱんシリーズ 

140 円～／1 個 
元気パン発の今までにないあんぱん！生地を従来の 

ものからバター風味たっぷりのデニッシュ生地に変 

えました。季節に合わせ変化しますよ。まずはお気 

軽にお電話ください。 

《清光園 元気パン Coneru》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 元気コッペ（コッペパン） 

160 円～／1 個（税抜） 
柔らかいコッペパンに色々な具材を挟みます。1 番 

人気はやはり、あんことマーガリン。他にも地産地 

消の取り組みもしています。 

《清光園 元気パン Coneru》 
 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

2-3 ミニ食パンシリーズ 

150 円／1 個 
インスタ映えを目指し、ちっちゃい食パンを作 

りました！そのまま食べてもよし！シチューや 

パスタのお供にもオススメです！まずはお気軽 

にお電話ください。 

《清光園 元気パン Coneru》 
 

個人注文：〇 大量注文：〇 

２-4 ホテルブレッド／シルキーブレッド 

（食パン） 価格の詳細はお問合せ下さい。 
ご希望に応じてスライスも行っております。まずは 

お気軽にお電話ください。お待ちしております。金 

額等の詳細はお問合せください。大量注文等ご予約 

いただければ、ご要望に対応いたします。 

《清光園 元気パン Coneru》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

2-5 パン各種 

価格の詳細はお問合せ下さい。 
菓子パン・惣菜パン・色々と取りそろえております。 

種類は常時 50 種類以上、気軽にお問い合わせお願 

いします。イートインスペースもご用意しており、 

挽き立てミル引きコーヒーと共にくつろげます。大 

量注文等ご予約いただければ、ご要望に対応いたし 

ます。 

《清光園 元気パン Coneru》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

日、月、祝日は休みですが、イベント等の大 

量注文、またご予算により少量注文も承りま 

す。お気軽にお電話でご相談ください。 

 

2-6 パン各種 80 円～／1 個 
当店の天然発酵種と、全国でもまだ数少ない日 

本の木質ペレット燃料を使用したパン窯で焼い 

ています。同じパンでも燃料の木の状態で微妙 

に焼き加減が違います。毎日が少しずつ違うパ 

ンをお楽しみ下さい。 

《ピケマルシェ 365 日》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

    コンテストで 2 回銀賞受賞。 

 

2-7 パン各種 

140 円～172 円／1 個（税込）が主力 
甘型・おかず型・イギリスパン等様々な種類を取り 

揃えています。パンのみでなくクロワッサン・デニ 

ッシュも当方で生地から手作りしています。学校の 

文化祭・企業の一般開放・町内の運動会等にて 1 日 

500 個の納品実績あり。当日中にお召し上がりく 

ださい。大量注文は 1 日最大 500 個、納期 1 ヶ 

月前までにご注文ください。 

《あすなろ学苑》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

SELP 商品見本市 代表選抜商品 

至福のお届け 優秀賞受賞 

きらっと輝く製品コンテスト食品部門の部 

 最優秀賞受賞 

2-8 ジャム各種  

540 円～／1 個（税込） 
果物とグラニュー糖だけで煮詰めた、無添加のジャ 

ムです。マーマレード・ブルーベリー・イチゴ・ミ 

ックスベリー・パイナップルの他、旬の果物を使っ 

たジャムを取り揃えております。コンテスト等受賞 

歴複数あり。賞味期限は製造日より 8 か月です。 

大量注文は最大 500 個まで、納期 1 ヶ月前までに

ご注文ください。 

《あすなろ学苑》 

  

個人注文：〇 大量注文：〇 

（納期はご相談させて下さい） 

国産無農薬・減農薬の果物を使っています。 

 

2-9 国産こだわりのジャム 500 円 

※いちご・ブルーベリーは 600 円 
国産にこだわり、無農薬・減農薬の果物を季節 

ごとに手作りで丁寧にジャムにしています。添 

加物を一切使わず、てんさい糖 100％のグラニ 

ュー糖と国産レモン果汁のみで製造。ヨーグル 

トにもおすすめです。あんしんで美味しいジャ 

ムをプレゼントにいかがですか？ 

《あんしん農園》 



２．食料品（パン・ジャム）注文先情報は掲載施設一覧へ

商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

2-101 ジャム各種 全て無添加・手作りです。
1個
500円～

○ ○
ともしびショップ
マリン

2-102 ジャム各種

地元の安全で安心な果物を使っています。
国産、無添加なのでお子さんでも安心して
召し上がれます。果物の旬の季節で変わる
品揃えです。

1瓶
420円

○ －

長沢ベーカリー

2-103 パン各種

個性豊かな職人達が心を込めてパンを作っ
ています。30種類以上揃えています。職人
達のやさしいきもちがたくさんの人の心に
届きますように。
人気の食パンはもちもちの弾力です。
(１斤210円)
あんぱんは国産あずきの粒あんです。
(１個120円)

スコーン1個
40円
～210円

○ ○

大量注文は遅くとも4日
前までにはご連絡くださ
い。
配達のご相談承ります。

2-104 菓子パン各種

他にも合わせて40～50種類を手作りして
います。

1個
20円
～320円

○ 要相談

店頭での販売です。ご来
店お待ちしております。
場所は掲載施設一覧をご
覧ください。

パン工房
ピーターパン

2-105 食パン
1斤
220円

○ 要相談

2-106 調理パン各種
1個
120円～

○ 要相談

2-107 マーマレードジャム 無添加製品です。
1瓶
350円

○ ー ぼくのくれよん

10



 

１１ 

２．食料品（弁当・惣菜・その他） 

             注文先情報は掲載施設一覧へ 

個人注文：〇 大量注文：要相談 

2-10 手づくり弁当 500 円／1 個 
彩りを考慮し、栄養とバランスを考え作成しており 

ます。年に数回のお楽しみ弁当は 400 円でご提供 

しています。好評につき事前予約をお願いいたしま 

す。配送は久里浜～逸見くらいまでは対応可能です。 

（イベント等での価格、数量は要相談） 

《キッチン彩》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

2-11 ドルチェメニュー 

500 円～／1 食 
県立大学駅徒歩 3 分のカフェ・ドルチェです。日替 

わりスープとデザートの付いた各種定食。オリジナ 

ルカレー。冷やし中華、鍋焼きうどん、ぜんざい、 

クリームあんみつなどの季節メニュー。ピラフ、お 

でん、ナポリタンなどの軽食。メニューを豊富に取 

り揃えてお待ちしています。自家製の梅シロップ割 

りの梅スカッシュも人気です。ご休憩・待ち合わせ 

に、飲み物のみのご利用も可能です。 

《カフェ・ドルチェ》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

お弁当のみでなく、オードブル等も承ります。 

ご予算に応じて、食材のアレンジメントを致し 

ます。 

2-12 弁当各種 291 円～550 円 

/1 個（税込）が主力 
行政機関や企業様・各種団体等の会合において、 

お弁当・パーティー用のオードブルの納品実績 

あり。1 万円以上のご注文で市内の配達可能で 

す。大量注文は、最大 300 個まで。 

納期 1 ヶ月前までにご注文下さい。 

《あすなろ学苑》 

 

  
個人注文：〇 大量注文：〇 

エビ・イカ・ホタテ等の旨味にスパイスを加えた食 

べるラー油です。賞味期限は製造日より 8 か月です。

 

2-13 食べるラー油（よこすかカレー味）

540 円／1 個（税込）
ご飯に混ぜてチャーハンに、パンにチーズとカレ 

ーラー油を一緒にトッピングしてトーストするな 

どアイデア次第でいろいろなレシピにお使いいた 

だけます。横須賀おみやげコンテスト銀賞受賞。 

大量注文は最大 500 個まで、納期 1 ヶ月前まで 

にご注文ください。 

《あすなろ学苑》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

2-14 らっきょう漬け各種 

400 円（1 袋 150ｇ） 
国産らっきょう使用。全行程において手作り 

です。おいしいと評判です。ご希望があれば 

配達もいたします。お問い合わせお待ちして 

おります。 

《茜洋舎・働く家しらかば》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

2-15 梅干し（白・赤） 

830 円（1 パック 280g） 

2,000 円（1 パック 950ｇ） 
国産南高梅使用。全行程において手作りです。塩 

分濃度 18％。白は塩漬け、赤は紫蘇入りです。 

粒が大きく、懐かしい味と評判です。ご希望があ 

れば配達も致します。お問い合わせお待ちしてお 

ります。      

《茜洋舎・働く家しらかば》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

2-16 おとうふ各種 

290 円／150 円～（各 1 個） 
ふろむわんとうふ（絹豆腐）、とうふプリン（白ご 

ま味、黒ごま味、抹茶味）があります。100％国 

産大豆（ミヤギシロメ）を使っています。大正時 

代から続く老舗豆腐店の職員が製造している豆乳 

です。ボリュームもあり、濃厚な味わい、お試し 

ください！大量注文の場合は事前にご相談くださ 

 い。     

《フロムワン福祉園（とうふ工房）》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

    
2-1７ハーブティー 

300 円／1 個（税込） 
 

無添加のハーブティーです。 

農園で栽培から行っております。 

 

《ともしびショップマリン》 



商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

2-108 そうざい各種
おかずのみのご注文も承ります。
しょうが焼き、酢豚、ハンバーグ、あんか
け野菜など。

350円 〇 要相談

店頭でご注文を伺い、出
来立てを販売しています。
お電話でご注文頂いた後
のご来店にも対応してい
ます。

カフェ・ドルチェ

2-109
サンドイッチ、
ピザトースト

ご好評いただいています。

1個
450円

○ ○

お弁当としての注文の
場合は相談承ります。

喫茶レゼル

2-110
野菜カレー、
ハヤシライス

1個
350円～
450円

○ ○

2-111 オードブル
ご予算に合わせてお作りします。具材のリ
クエストもご相談ください。

応相談 ○ ○ まずはお電話ください。

さくらマート

2-112 日替わり弁当
別料金でご飯を大盛りに、またお赤飯に変
えることも可能です。
季節限定のお弁当もございます。

1個
400円
(税抜)～

○ ○

ご注文は2日前までにお電
話でお願いいたします。
（大量注文は１週間前ま
で）価格・内容・配達・
大量注文はご相談くださ
い。10個以上は配達承り
ます。
（久里浜～汐入周辺ま
で）

2-113 いなり寿司、巻き寿司
7つの具材の七福太巻、細巻各種ご用意して
ます。
安くて美味しいおいなりさんも人気です。

いなり寿司
3個100円
(税抜)～

○ ○

店頭で販売しています。
お電話でも承ります。2-114 天ぷら各種

安くて美味しい天ぷらを揃えています。
一番人気は野菜のかき揚げ(60円税抜)！

さつまいも等
1個39円
(税抜)～

○ ○

2-115 フライ、コロッケなど
イカフライ、アジフライなどが人気です。
アジフライ(100円税抜)は手のひらサイズで
の大きさで食べごたえあり！

イカフライ等
1個60円
(税抜)～

○ ○

2-116 野菜
季節に合わせた野菜を育てています。
無農薬です。

1袋
100円～

○ ○
種類等はお問い合わせ
ください。

第1かがみ田苑

2-117
お焼き
（つぶしあん）
（野沢菜高菜）

焼いたお焼きを、更に蒸して作りました。
お召し上がりの際、レンジで温めると、
ふっくらしてとてもおいしくなります。季
節と、保存方法により消費期限が異なりま
す。

１個
150円

○ ○
大量注文は早めに御相談
ください。消費期限等も
お問い合わせください。

第二はまゆう

2-118 手作り弁当

安心・安全にこだわり製作しています。
バランスのとれた昼食として自信をもって
お届けします。
メニューはnagomi-obento.comからご覧
いただけます。

１個
550円

○ －

配達は水・金のみ、1食か
ら承ります。配達範囲は
ご相談にて応じさせてい
ただきます。

なごみ

2-119 割干大根
切干大根より太くて食べごたえのある干し
大根です。

1袋
100円

○ －
ご要望があれば大袋もお
作りします。

働く家しらかば

2-120 椎茸
原木を使用し、ハウスで育てています。
秋から冬にかけての期間限定です。

１袋180g
300円

○ 要相談

大量注文の場合はまずご
連絡下さい。

横須賀ヘーメット

2-121 干し椎茸
原木を使用し、ハウスで育てた椎茸を使っ
ています。
秋から冬にかけての期間限定です。

１袋140g
200円

○ 要相談

２．食料品（弁当・惣菜・その他）

注文先情報は掲載施設一覧へ

１２
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 ３．生活雑貨（日用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 

個人注文：〇 大量注文：× 

3-1 刺繍ランチョンマット 

500 円／1 個 
なかまが一針一針さした刺繍モチーフを使い、ラン 

チョンマットを作りました。細やかな縫い目が自慢 

です。サイズ約 30cm×40cm 

大きさは製品によって異なります。 

《ワークハウスあまね》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-2 刺繍ハンドタオル 

250 円／1 個 
28cm×41cm のハンドタオルに、なかまが一針一 

針刺繍したモチーフを縫い付けています。ハンカチ 

やおしぼりとしてお使いください。ちょっとした贈 

り物にも最適です。細やかな縫い目が自慢です。大 

量注文は、1 ヵ月前までのご連絡で最大 30 枚まで 

対応可能です。 

《ワークハウスあまね》 
 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

なかまの絵文字は温かくてほっこりします 

サイズ 40cm×40cm 

2 枚一組 言葉や絵柄を変えた組み合わせ 

 

3-3 ふきん なかまの絵文字 

250 円／1 個 
なかまたちが描いた絵や文字消しゴムでハンコ 

を作りました。そのハンコを使い布用インクで 

作った布巾です。この布巾で、日頃の感謝を伝 

えてみませんか？ 

《ワークハウスあまね》 

個人注文：〇 大量注文：× 

3-4 刺繍クッションカバー 

1,500 円／1 個 
なかまが一針一針さした刺繍モチーフを使い、クッ 

ションカバーを作りました。細やかな縫い目が自慢 

です。サイズ 40cm×40cm、大きさは製品によっ 

て多少異なります。製品はカバーのみの販売です。 

《ワークハウスあまね》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-5 アクリルたわし 100 円／1 枚 
洗剤をあまり使わずに洗いものができるので、川や 

海を汚さず環境に優しいたわしです。いろいろな色 

があるので迷ってしまいます。キッチンに合わせて 

選んでみてはいかがですか？20 枚以上の大量注文 

の場合は 1 ヵ月前までにご連絡ください。 

《すずらん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

家事も楽しくなること間違いなし！ 

 

3-6 まほうのたわし 

150 円／1 個 
スポンジをアクリル毛糸でカバーして、カラフ 

ルに仕上がったタワシ！環境にやさしく、食器  

だけでなくお風呂場にもお使いいただけます。 

20 個以上のご注文は 1 か月前までにご連絡下 

さい。 

《すずらん》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

3-7 さらし製ふきん 150 円／1 枚 
スタンプがきれいなさらしふきん。花柄の他、猫、 

肉球柄などもあります。ひとつひとつ丁寧に心をこ 

めてスタンプを押して作っています。20 枚以上の 

ご注文の場合は 1 ヶ月前までにご連絡ください。 

《すずらん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

希望の柄がある場合や、20 枚以上のご注文の場合 

は 1 ヶ月前までにご連絡ください。 

 

3-8 刺しゅう台ふきん 200 円／1 枚 
かわいい刺しゅうで見ていて楽しくなる台ふきん。 

タオル地で裏がさらしになっているので、絞りやす 

く、とても使いやすくなっています。野菜柄や季節 

の柄などがあり、ちょっとしたプレゼントにもおす 

すめです。            《すずらん》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

3-9 刺子ふきん 300 円／1 枚 
色々な世代の方に手にとっていただけるよう

様々な柄で季節感や色の組み合わせを意識して作

成している布巾です。利用者一人ひとりが縫うこ

と、製品にすることを楽しみにしながら日々作っ

ています。ぜひ手にとってみてください。 

《茜洋舎・働く家しらかば》 
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 ３．生活雑貨（日用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 

個人注文：〇 大量注文：要相談 

3-10 花ふきん 300 円／1 枚 
刺しゅうでイラストや文字などのデザインを施 

したふきん。花以外に動物や野菜など 20 種類 

ほど柄を用意しています。長方形・正方形があ 

ります。 

《アトリエかもめ》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

3-11 アクリルたわし 100 円／1 枚 
ひとつひとつ丁寧に手作りしています。可愛らしい 

イチゴの形に仕上げました。 

《ウィニング・ウィンド》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

3-12 刺子ふきん 

50～150 円／1 枚 
表と裏の 2 つのデザインが楽しめる一点もので 

す。一針一針丁寧に縫って仕上げています。 
《田浦障害者活動センター》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

3-13 ハワイアンたわし 

300 円／1 個 
ハワイ産の太い糸で作っているので、汚れがよく落 

ちます！ぜひ、お試しください！大量注文の場合は 

事前にお問い合わせください。 

《フロムワン福祉園》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

3-14 刺し子のふきん 500 円／1 枚 
細かな一目刺しのふきん。とても丈夫です。カラー 

も色々取り揃えております。食卓のアクセントにい 

かがですか？また、額縁に入れて壁掛けとして飾っ 

ても素敵ですよ。10 枚以上のご注文は 1 ヵ月前ま 

でにご相談下さい。 

《はやぶさ工房》 

  

個人注文：〇 大量注文：要相談 

お気に入りを見つけてください！ 

 

3-15 刺子ふきん 

250 円～600 円／1 枚 
国産さらしにこだわって手触りの良いふきんを作

っています。時間をかけて丁寧に針を進めた想いの

こもった商品です。作り手のセンスが光る個性豊か

な色合いで、同じものはありません。大量注文は 2

ヵ月前までにご連絡いただき、相談させて下さい。 
※メール注文で、数日間返信がない場合は、お手数ですが、 

お電話でご連絡をお願い致します。 

《下町作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：× 

コースター100 円 

ランチョンマット 500 円など（各 1 枚） 

 

3-16 裂織り製品 ※価格上記参照 
コースター・ランチョンマット・化粧ポーチ等がご 

ざいます。糸の組み合わせ、織る人の力加減で風合 

いが異なり、同じものは無い世界に一つだけの製品 

です。個性豊かな手作り品のため数は少ないです

が、ぜひご覧ください。 

《下町作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-17 ドレスタオル 

350 円～／1 個 
ドレスのような形に可愛らしいスタンプが押さ

れたちょっと小さめなタオルです。タオルは日 

本製・綿 100％です！プチギフトにもおすす 

めです。全 4 色でご用意しています。 

《下町作業所》 
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 ３．生活雑貨（日用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-18 ふきん 350 円／1 枚 
ひとつひとつ丁寧な仕上がりを心がけ、デザインも 

いろいろあります。お好きなものをお選びください。 

《浦上台地域作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：× 

3-19 メガネスタンド 700 円／1 個 
長くご愛用いただいています。プレゼント用にもど 

うぞ。在庫の中から選んでください。数が多い場合 

は柄を選ぶことができます。ご注文はお早目にお願 

いいたします。 

《浦上台地域作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：× 

3-20 ニューリモコンラック 

1,300 円／1 個 
丈夫でとてもしっかりしています。在庫の中か 

ら選んでください。数が多い場合は柄を選ぶこ 

とができます。ご注文はお早目にお願いいたし 

ます。 

《浦上台地域作業所》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

3-21 コースター 80 円／1 個 
色とりどりの和紙を使用して作りました。表面には 

ニスが塗ってあります。 

《たけのこ会協同作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：要相談 

3-22 ここかん 250 円／1 個 
色とりどりの和紙を使用して作りました。表面には 

ニスが塗ってあります。 

《たけのこ会協同作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：× 

3-23 ティッシュケース 

250 円／1 個 
ポケットティッシュを入れて使うティッシュケ 

ースです。色とりどりの糸、模様も様々です。 

《たけのこ会協同作業所》 

個人注文：〇 大量注文：要相談 

3-24 刺繍ふきん 150 円／1 枚 
28cm×28cm 2 枚重ねでとても丈夫です。 

一枚一枚丁寧に刺繍して仕上げています。デザイン 

も色々でとっても可愛いので贈り物にいかがでしょ 

うか。大量注文の場合は要相談。1～2 ヶ月前にご 

連絡ください。 

《やすらぎ作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：要相談 

3-25 アクリルたわし 100 円／1 個 
二重になっていて指が中に入るので洗いやすいで 

す。色もカラフルでひとつひとつ丁寧に手作りし 

ています。大量注文の場合は要相談。早めにご連 

絡ください。 

《やすらぎ作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：× 

3-26 切手箱 

300～450 円／1 個 
ペン立て 300 円 本立て 450 円 

古切手を使って作っています。製作に時間がか 

かるのでご注文はお早めにお願いします。手作 

り製品のためサイズが多少異なります。お問い 

合わせください。 

《やすらぎ作業所》 
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 ３．生活雑貨（日用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

ネコ皿（小）280 円 

ネコ皿（大）500 円 

葉皿    100 円～ 

フリーポット 350 円～ 

箸置き３つ 300 円～             

箸置き５つ 500 円～          

（各１個） 

 

3-27 陶芸品各種 ※価格は上記参照 
ひとつひとつ丁寧に時間をかけ手作業で線をつけて 

います。ネコ製品が主ですが、他に犬やブタの製品 

もあります！プレゼントなどにも最適です。通常よ 

りお日にちを頂きますが、大量注文可能です。ご連 

絡下さい。 

《公郷かりがね作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：要相談 

 

3-28 手作りカイロ「ホット・ホット」 

450 円／1 個 
レンジで 2 分♪繰り返し使える、体に優しい自然素 

材を使った手作りエコ・カイロです。体に当てれば 

ポッカポカ。冬限定商品です。大量注文の場合はま 

ずご連絡ください。 

《障害者地域作業所コミュニティセンターフレンズ》 

 個人注文：〇 大量注文：× 

 

3-29 なべつかみ 

300 円／1 個（税込） 
 

サラシに可愛い刺しゅう♪下地はタオル地４枚

重ね♪使いやすい手のひらサイズの手づくり鍋

つかみです。 

 

《障害者地域作業所 

コミュニティセンターフレンズ》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

3-30 手作りマスク 400 円～／1 個 
立体型に裁断してあるので、すっきりとした付け心 

地です。子ども用・M サイズ・L サイズがあります。 

夏用は、冷感素材を使用し、さわやかな着用感。 

《ぼくのくれよん》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

3-31 アームカバー 300 円～／1 個 
ショート丈のアームカバー。肘で、もたつきません。 

ゴムの取り換え口があるので、ゴム調節やゴムのと 

りかえも簡単。 

《ぼくのくれよん》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

3-32 コースター 

200 円～（2 枚入）／1 個 
2 枚入りの布製コースター。両面、異なる生地 

を使用しているので、気分に合わせて使い分け 

てください。サイズは、2 種類。 

《ぼくのくれよん》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

3-33 ネコクリップ 

324 円～／1 個 
かわいらしいネコをモチーフにしたクリップで 

す。カーテンアクセサリーとしてもお使いいた 

だけます。 

《めいあい衣笠》 

 個人注文：〇 大量注文：要相談 

 
 

3-34 縫製品 

150 円～250 円／1 個 
刺繍入りのテーブルダスターや手書きイラストの

付いたハンドタオル、ハンコが押してあるガーゼハ

ンカチ（2 枚入り）です。ご家庭でも学校でも使い

やすいデザインです。 

《あまね共同作業所》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

  
3-35 フラワーアクリルたわし 

100 円～／1 個（税込） 
アクリル 100％の毛糸で作られたエコでキュ

ートなアクリルたわしです。アクリル毛糸の繊

維はとても細かく、お互いに絡み合うので洗剤

で汚れを分解しなくても汚れをかき出してキ

レイにする事ができます。またアクリルたわし

を使って洗剤に触れる機会を減らし、つらい手

荒れを軽減する効果もあります。茶渋や水垢は

もちろん、乾いた状態でもホコリを取ることも

可能です。         《ぶどうの木》 
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 ３．生活雑貨（日用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

3-36 ティシュケースに花を添えて 

500 円／1 個（税込） 
布でバラの花を作り、ティッシュケースにアレンジ

しました。 

ケースは木製、プラスチック製があります。お部屋

に花を咲かせてください。プレゼントの場合は素敵

にラッピングいたします。 

10 個以上の注文の場合は、2 週間前までにお願い

いたします。 

《ゆずりは》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

 
 

3-37 鍋つかみ 

300 円～／1 個（税込） 

 
つかみやすく使いやすい形を追求しました。お料理

が楽しくなるよう布地の種類や柄の配色にもこだ

わっています。大量注文については 2 ヵ月前までに

ご相談下さい。 

 

《就労継続支援 B 型事業所 つばさ》 

 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

 

3-38 ステンシル染めふきん 

２00 円／1 枚 
輪に縫ってある晒に季節の花、野菜、魚、お地

蔵様などをステンシル染めし、漂白にも強く色

落ちしにくく乾きやすいふきんです。 

 

《わたぼうし作業所》 

 

     

 



３．生活雑貨（日用品）注文先情報は掲載施設一覧へ

商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

3-101 エプロン
左右にポケットがついた便利なカフェエプ
ロンです。色柄多数。

1枚
700円
(非課税)

○ － 浦上台地域作業所

3-102 マジカル垢すり お風呂のお供に最適です。
1個
350円
(非課税)

○ ○

10個以上のご注文は2ヵ
月前までにお願いします。

風

3-103 マジカルたわし 洗剤なしでもよく落ちます。
1個
200円
(非課税)

○ ○

3-104 ティッシュケース
ポケットティッシュ入りの使い勝手の良い
ティッシュケースです。

1個
150円

〇 〇 まずはご連絡ください。

就労継続支援B型事業所
つばさ

3-105 マスク 清潔感のあるWガーゼ使用。
1枚
200円～

〇 ○ 色、形等ご相談ください。

3-106 シューズキーパー かわいい布の袋の中に竹炭が入っています。
1個
300円～
(非課税)

○ ○

大量注文はお早目にご相
談ください。

第1かがみ田苑

3-107 マスク かわいい布で作ったマスクです。
1枚
200円～
(非課税)

○ ○

3-108 ふきん
各施設の人気商品を販売しています。
ステンシルで柄がひとつひとつ入っている
晒しふきんと刺繍の布巾があります。

1枚
150円～

○ ○ 大量注文承ります。
ともしびショップ
マリン

3-109 アクリルたわし ひとつひとつ手作りです。
1個
150円
(非課税)

○ － ギフト対応可能です。 働く家しらかば

3-110 アクリルたわし サイズ2種類あります。

1個
100円(小)
150円(大)
(各 非課税)

○ 要相談

大量注文の場合はまずご
連絡下さい。

横須賀ヘーメット3-111
アイロンビーズ
コースター

アイロンビーズで作ったいろいろな形の
コースターです。

1枚
100円
(非課税)

○ 要相談

3-112 マット

靴下を作る時に出る端切れを工場から譲り
受け、編みこんで作っています。サイズ注
文受け付けます。(50㎝×50㎝～150㎝
×150㎝くらいまで)

1枚200円～
800円
(非課税)

○ 要相談

3-113 なべしき
19ヶのビールビンのフタを綿と布で包みつ
ないだ六角形の可愛らしいなべ敷きです。

1枚
300円
(非課税)

○ －
ワークショップ
ひまわり

1８
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３．生活雑貨（事務用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-39 ネックストラップ 

800 円／1 本 
学校や会社、園等のネームホルダーストラップに 

お使いいただけます。サテンリボンで丁寧に編み 

上げています。様々な色の組み合わせの製品をご 

用意しています。落ち着いた色で編みリボン無し 

のメンズ用もご用意しています。大量注文の場合 

は早めにお問い合わせいただければ、ご用意でき 

ます。ご希望の長さがございましたら、お作りす 

る事も可能です。       《下町作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

画像は一例です。色見本もございます。 

 

3-40 ネックストラップ 

800 円／１本 
ハワイアンレイ編みのネックストラップです。お 

手持ちのネームホルダーなどに付け替えてご利用 

ください。友達や職場の同僚と揃えたり、各種イ 

ベントなどのギフトにも。1 本からお好きな色の 

リボンを組合せてお作りします。大量注文は 2 ヵ 

月前までにご注文ください。焼菓子との詰合せも 

できます。          《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-41 デコはさみ（丸刃ケース付） 

400 円／1 個 
丸刃の実用はさみ使用。刃先ケースにリボン 

や飾りでデコレーション。飾りはおまかせで 

す。かわいく、楽しく仕上げています。町内 

会などの各種イベント、お礼、お返しなどに。 

また、「陽だまり」焼き菓子をセットにしたギ 

フトとしてもお使いいただけます。大量注文 

は 1 ヵ月前までにご相談ください。 

《陽だまり》 

個人注文：〇 大量注文：× 

サイズは A4 22cm×30cm 

3-42 デコパージュ A4 クリアブック 

30 ポケット 300 円／1 個 
紙ナプキンの絵柄を「A4 クリアブック 30 ポケッ 

ト」の表紙に貼った製品です。クリアブックの色は、 

紙ナプキンの絵柄が綺麗に映る“白”が中心です。 

シンプルなクリアブックも可愛い紙ナプキンの絵柄 

で、ほっこりしたアイテムに。絵柄は色々取り揃え 

ております。      《ワークハウスあまね》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

サイズ 12cm×6.5cm 3 枚一組 

同じ言葉で絵柄や色を変えた組み合わせ 

3-43 ポチ袋 なかまの絵文字 

100 円／1 個 
なかまたちが描いた絵や文字で消しゴムハンコを作 

りました。そのハンコを使って作ったポチ袋です。 

言葉は「ありがとう」「おめでとう」「ほんのきもち」 

…ちょっとユニークでどこか温かい、なかまの絵文 

字を通して、誰かに感謝やお祝いを伝えてみません 

か？          《ワークハウスあまね》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

和紙柄や洋風柄など様々あります。 

3-44 ポチ袋 100 円／1 個 
1 袋 5 枚入り。大きさは 3 種類あります。 

・封筒サイズ（9cm×18cm）  

・はがきサイズ（11cm×15cm） 

・普通サイズ（6.5cm×11cm） 

《たけのこ会協同作業所》 

個人注文：〇 大量注文：× 

3-45 ぽち袋 100 円／1 セット 
仲間たちが描いた絵を印刷して作りました。ちょっ 

と大きめ「ほんのきもち」「ありがとう」の言葉入り 

３枚入り。小さめサイズ 5 枚入り。 

《やすらぎ作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

3-46 はがき 100 円／3 枚 1 組 
牛乳パックを繊維状になるまで細かくし、紙漉 

きを施したハガキです。1 から手作業で作って 

います。乾燥機等は使用せず、天日干しで完成 

させます。 

《アトリエかもめ》 

 

 

 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

3-47 さをり織りカード 

（クリスマス、誕生日） 

200 円／1 個 
「さをり織り」といった手織りの布を使って作 

ったクリスマスカード、お誕生日カードです。 

手織りの布を使っているため、1 枚 1 枚デザイ 

ンが異なります。大量注文も可能です。30 枚 

以上ご注文の場合は、1 ヶ月くらい前までにご 

注文下さい。      《生活介護 WiSH》 
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３．生活雑貨（事務用品）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

ステンシル 

100 円／1 冊 

 

 

 

 

 

 

 

和紙染め・和紙しぼり 

150 円 

 

 

 

 

 

 

 

3-48 メモ帳（ステンシル・和紙染め・ 

和紙しぼり） ※価格は上記参照 
ステンシルを使った個性あふれる手作りメモ帳と、 

和紙染めと和紙しぼりを表紙に使ったメモ帳です。 

大量注文の場合はまずご連絡ください。 

《障害者地域作業所コミュニティセンターフレンズ》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

3-49 一筆箋 150 円／1 冊 
心を伝える季節感あふれる便箋です。大量注文の場 

合はまずご連絡ください。 

《障害者地域作業所コミュニティセンターフレンズ》

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

（左）カレンダー （右）石鹸 

3-50 カレンダーなど 

150 円／1 個 
牛乳パックを紙すきして作成したはがきサイズの

カレンダーと、デコレーションを施した固形石鹸で

す。お部屋のアクセントにどうぞ。大量注文につきま

しては、まずご連絡ください。 

《いずみ作業所》》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 

3-51 小袋 

150 円～（5 枚入）／1 冊 
カジュアル・和風・キッズ・エレガントなど、贈る

相手にあわせて選べるポチ袋です。 

《ぼくのくれよん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

3-52 

手すき名刺・メッセージカード 

２０円／１枚 
 

牛乳パックを再利用した手すきの名刺とメッセージカ

ードです。        《わたぼうし作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

3-53 手すきはがき  

押し花入り 100 円／２枚入 

無地    80 円／２枚入 
 

牛乳パックを再利用した手すきはがきです。 

散歩の途中摘んだ草花の押し花入りと無地ハガキ

があります。      《わたぼうし作業所》 

 

 



商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

3-114
パスケース
ネームホルダー

シンプルなパスケースやネームホルダーが、
利用者のセンスで色々なビーズでデコレー
ションされています。

1個
350円

○ ○
大量注文につきましては、
先ずはご相談ください。

あまね共同作業所

3-115 ポチ袋
カラフルな色彩の多様な絵柄が特徴です。
10枚セット。

1個
150円

〇 〇 納期等ご相談ください。
就労継続支援B型事業所
つばさ

3-116 しおり
まわりに使用済み切手を貼ってデザインし
ています。

1枚
70円

○ ― たけのこ会協同作業所

3-117 メモ帳 中のメモを差し替えできる布張りのメモ帳。
1冊
300円

○ ○ ぼくのくれよん

３．生活雑貨（事務用品）注文先情報は掲載施設一覧へ

２１
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４．手工芸品（アクセサリー）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-1 レジンピアス 250 円／1 個 
しぇるの目玉商品!！貝のデザインでとてもかわいい 

ピアスです。ご要望に合わせてイヤリングにもでき 

ますのでお申し付けください。こちらもいろいろな 

デザインがありますのでお問い合わせください。 

《ワークセンター しぇる》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-2 シュシュ 200 円～／1 個 
大人気のシュシュ。色やデザインをいろいろとご用 

意しています。どんなシュシュが届くか楽しみにし 

ていてください。 

《ワークセンター しぇる》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-3 ヘアゴム 200 円～／1 個 
お花の形に編んで作ったヘアゴムです。いろい 

ろな色のものをご用意していますのでお問い合 

わせください。 

《ワークセンター しぇる》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

（上）キーホルダー 

（左）ピン 2 個セット 

ピンは季節に合ったデ

ザインもあります。お

問い合わせください。 

 

4-4 レジンピン 2 個セット・ 

レジンキーホルダー 250 円／1 個 
今、流行のレジンで作ったヘアピンとキーホルダ 

ーです。いろいろなデザインのものを揃えていま 

す。お楽しみに！ 

《ワークセンター しぇる》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-5 和小物ピアス・イヤリング 

500 円～／1 組 
利用者の田中さんが片手で折ってくれた折り鶴 

を使ってピアスとイヤリングを作成しています。 

《トライⅠ》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

4-6 和小物ピアス・イヤリング 

700 円～／1 組 
利用者さんが折った折り紙で製作したピアス 

・イヤリングです。折り紙の色や水引のデザ 

インなど応相談ですがセミオーダー可能です。 

ピアス→イヤリング(またはその逆)への変更 

可能です。大量注文は出来ませんが、一度に 5 

個くらいまでなら注文可能です（その際は 1 

 ～2 週間ほどお時間をいただきます）。その他 

不具合等何かありましたらパッケージ裏に記 

載されている電話番号までご連絡ください。 

《トライⅠ》 

個人注文：〇 大量注文：× 

4-7 和小物ヘアアクセサリー 

500 円～／1 個 
利用者さんが折った折り紙で製作したヘアクリッ 

プや簪などのアクセサリーです。折り紙の色や水引 

のデザインなど応相談ですがセミオーダー可能で 

す。大量注文は出来ませんが、一度に２個くらいま 

でなら注文可能です（その際は 1～2 週間ほどお時 

間をいただきます）。その他不具合等何かありまし 

たらパッケージ裏に記載されている電話番号まで 

ご連絡ください。 

《トライⅠ》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

4-8 和小物ヘアゴム 

300 円～／1 個 
利用者さんが折った折り紙で製作した飾りの付い 

たヘアゴムです。大量注文は出来ませんが、一度 

に 2 個くらいまでなら注文可能です（その際は 1 

～2 週間ほどお時間をいただきます）。その他不具 

合等何かありましたらパッケージ裏に記載されて 

いる電話番号までご連絡ください。 

《トライⅠ》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

4-9 和小物ストラップ 

400 円～／1 個 
利用者さんが折った折り紙で製作したストラ 

ップです。大量注文はできませんが、一度に 

5 個くらいまでなら注文可能です（その際は 1 

～2 週間ほどお時間をいただきます）。その他 

不具合等何かありましたらパッケージ裏に記 

載されている電話番号までご連絡ください。 

《トライⅠ》 
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４．手工芸品（アクセサリー）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：× 

↑ ロングタイプ 

 

4-10 リボンレイ・リボンレイロング 

150 円／1 個 ロング 400 円／1 個 
2 色のリボンのカラーが可愛い一点ものです。杖 

や鍵、かばん、USB メモリにつけて目印に。ロン 

グサイズは 80cm あるので首にかけることがで 

きます。 

《田浦障害者活動センター》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

4-11 ミサンガ 

150 円／1 個 ロング 450 円／1 個 
長さ 20cm、丁寧に編み上げた一点ものです。ウ 

ッドビーズを間に入れたものもあります。ロングサ 

イズは長さ60～100cmで首にかけることができ 

ます。 

《田浦障害者活動センター》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-12 七宝焼き（ペンダント・ 

ブローチ） 500 円／1 個 
世界に一つの模様をお楽しみください。 

《たけのこ会協同作業所》 

個人注文：〇 大量注文：× 

4-13 ビーズストラップ 

150 円／1 個 
かわいいカラフルな手作りビーズストラップで 

す。 

《ウィニング・ウィンド》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-14 さをり織りヘアゴム 

小 80 円／1 個 大 100 円／1 個 
「さをり織り」といった手織りの布を使って作っ 

たヘアゴムです。手織りの布を使っているため、 

1 つ 1 つデザインが異なります。大量注文も可能 

です。30 個以上ご注文の場合は、1 ケ月くらい 

前までにご注文下さい。 

《生活介護 WiSH》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-15 さをり織りストラップ 

100 円／1 個 
「さをり織り」といった手織りの布を使って 

作ったストラップです。手織りの布を使って 

いるため、1 個 1 個デザインが異なります。 

大量注文も可能です。30 個以上ご注文の場 

合は、1 ケ月くらい前までにご注文下さい。 

《生活介護 WiSH》 

 

個人注文：〇 大量注文：〇 

（左・右上）小 2.5cm×3cm 前後 

（右下）  大 7×4cm 前後 

 

4-16 ストラップ（くま・うさぎ） 

小 300 円／1 個  大 500 円／1 個 
お洋服を着たくまやうさぎのデコレーションストラ 

ップ。陽だまり自慢の焼菓子をセットにしてギフト 

にすることも可能です。大量注文は 1 ヵ月前までに 

ご連絡下さい。時期やタイミングによりご用意でき 

るタイプが変わる場合があります。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

お好みのお色のリボンを組合せてお作りすること 

が可能です。 

 

4-17 プルメリアストラップ 

500 円／1 個 
ハワイアンレイ編みの華やかなストラップです。イ 

ベント、お祝い、お返しなどのギフトにもお使い頂 

けます。焼菓子との詰め合わせセットにも対応させ 

て頂きます。大量注文は 2 ヵ月前までにご注文下さ 

い。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-18 ビーズストラップ 

200 円／1 個 
色合わせから始めますので、同じものがなくひ 

とつひとつがオリジナルです。イベントの記念 

品やちょっとしたプレゼントにいかがですか？ 

 クリスマスバージョン（250 円）もあります。 

大量注文につきましては、まず、ご連絡下さい。 

《シャローム浦上台デイサービスセンター》 
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４．手工芸品（アクセサリー）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

（納期はご相談させて下さい） 

4-19 ちりめんストラップ 

300 円／1 個 
ちりめんを使った落ち着きのあるストラップです。 

《あんしん農園》 

 個人注文：〇 大量注文：〇 

（納期はご相談させて下さい） 

4-20 ビーズストラップ 

250 円／1 個 
キラキラのビーズストラップ、人気商品です。 

《あんしん農園》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

 
4-21 ビーズ・デコ製品 

100 円～800 円／1 個 
ビーズ製品はストラップ、ブレスレット、バレ

ッタ、ネックレスなど、様々な形のビーズを使

用して製品を仕上げています。デコ製品はキラ

キラのビーズやクールなモチーフなどを使用

し、動物ストラップやパスケース、ネームホル

ダーを飾り付けています。一つ一つ違ったデコ

レーションをしていますので、ぜひお手に取っ

てごらんください。 

《あまね共同作業所》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 

4-22 シュシュ 

100 円／1 個（税込） 
かわいい柄、無地、渋めの柄など、いろいろな布で

シュシュを作りました。大人からこどもさん迄ご使

用できます。 

20 個以上の注文の場合は、2 週間前までにお願い

いたします。 

《ゆずりは》 

 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-23 ヘアーバンド 300 円～／1 個 
洗顔時などに、ご利用いただけます。リボンタイプ 

とねじりタイプの 2 種類です。 

《ぼくのくれよん》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
4-24 くるみボタン（ヘアゴム） 

100 円／1 個（税込） 
ちょっぴりおしゃれなヘアゴムです。 

和服にヘアアクセントとしてもお使いいただ

けます。夏は浴衣にもぴったりです。20 個以

上の注文の場合は１か月前までにご連絡くだ

さい。 

《ぶどうの木》 

個人注文：〇 大量注文：× 

 
 

4-25 フェルトわんこ 

（キーホルダー）5５0 円～／1 個 
７㎝ほどの大きさの羊毛フェルトでひとつひとつ

丁寧に作り上げています。写真で愛犬のオリジナル

わんこも制作していますので気軽にお問い合わせ

ください。その他ご要望によりメモリアルわんこと

して愛犬との思い出をカスタムメイドしてお届け

します。 

《就労継続支援 B 型事業所つばさ》 

   

 



商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

4-101 リボンストラップ
リボンを組み合わせて編んだストラップで
す。ひとつひとつ手作りです。

1個
200円～
350円

○ － 茜洋舎

4-102 ヘアゴム
太めのヘアゴムにそろばんビーズなどを使
い飾りをつけました。

1個
300円

○ ○

大量注文につきましては、
先ずはご相談ください。

あまね共同作業所4-103 帽子止め

ひとつひとつ小さなビーズを通した手作り
作品です。風が強い日などに帽子が飛ばな
い様に帽子側・洋服側に止めるクリップが
付いています。

1個
300円

○ ○

4-104 メガネチェーン
ひとつひとつ小さなビーズを通した手作り
作品です。

1個
300円

○ ○

4-105
シーグラスの
アクセサリー

シーグラスを使ったアクセサリー 680円～ ○ ○

流木やシーグラス、貝殻
など自然の物を使った作
品についてはきちんと洗
浄、消毒して使用してい
ます。

エルオーエル

4-106 ミサンガ 手編みです。
1個
180円

○ ○

10個以上のご注文は2ヵ
月前までにお願いします。

風

4-107 亀キーホルダー 携帯電話やお財布にもつけられます。
1個
300円

○ ○

4-108 ストラップ おしゃれなハワイアン系ストラップ。
1個
180円

○ ○

4-109 ふくろうストラップ お財布やバッグにつけられます。
1個
200円

○ ○

4-110 プラ板ストラップ かわいい動物ストラップ。
1個
100円

○ ○

4-111 ビーズ製品各種 ストラップ・ネックレス等
1個
250円～

○ ○
大量注文につきましては、
まずはご相談ください。

公郷かりがね作業所

4-112 ビーズ製品各種
ストラップ・ブレスレット・帽子とめ・
ネックレス等です。

1個
250円～

○ ○ すずらん

4-113 ビーズ製品 ストラップ・指輪、ネックレス
1個
100円

○ － ギフト対応可能です。 働く家しらかば

4-114 レジンキーホルダー
レジンで作ったキーホルダー
いろいろなデザインのものがありますので
お楽しみ品です。

1個
250円～

○ ○
ワークセンター
しぇる

4-115
陽だまり
デコストラップ

小さなくま・うさぎや、大きめのくまさん
ストラップです。ビーズのキャラクタース
トラップもあります。

1本
300円～
600円

○ ○
焼き菓子とのセットも可
能です。

陽だまり

４．手工芸品（アクセサリー）注文先情報は掲載施設一覧へ

２５
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 ４．手工芸品（小物雑貨）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：× 

大津コミュニティつくるフェスタやふれあい広場 

で販売しました。鴨居コミュニティセンターでお 

子さん向けにジェルキャンドル作りの教室を開い 

たこともあります。 

4-26 ジェルキャンドル 

300 円／1 個 
グラスの中にカラー砂・ビーズ細工などを入れた 

透明ジェルのキャンドル。プレゼントに喜ばれま 

す。大量注文の場合はお時間を頂く場合がありま 

す。色やデザイン等は指定できませんのでご了承 

ください。      《il Gruppo パレッタ》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

デコパージュ 

2 個入 

100 円～ 

／1 個（税別） 

アソートでの 

納品となりま

す。 

 

 

キラキラ 

デコパージュ 

 

かわいく 

キラキラに 

仕上げました。 

 

4-27 デコパージュ各種 

50 円～／1 個 
石鹸をかわいくデコパージュして仕上げまし

た。柄はいろいろあるのですが、基本はお任

せいただきます。どうしても柄やデザインに

要望がある場合はお電話にてお問い合わせく

ださい。   《ワークセンター しぇる》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

4-28 手芸きんちゃく袋など 

350 円～／1 個 
利用者さんが 1 針 1 針刺した刺しゅう製品、ストラ

ップ、メガネチェーンなどのビーズ製品、マスクや

布製品など、各種販売しています。実用的、かつア

クセサリーとしても、長くご愛用頂ける作品です。

大量注文の際は事前にお問合せ下さい。   

        《フロムワン福祉園》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

4-29 フォトフレーム 

780 円～／1 個 
シーグラスを使った写真立て。その他、シーグラ 

スを使ったアクセサリー、雑貨の販売を行ってい 

ます。湘南海岸から三浦半島で採取したシーグラ 

スや貝殻を使ったアクセサリー、雑貨等販売して 

います。流木やシーグラス、貝殻など自然の物を 

使った作品についてはきちんと洗浄、消毒してま 

す。            《エルオーエル》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-30 ふわふわふんわり 

マグネット・ブローチ  

250 円～／1 個 
羊毛フェルトを使って 1 針 1 針心をこめて

作っています。仲間達の独創的なデザインは

必見です。オリジナルのデザインをご希望の

場合、また、大量注文の場合は 1 ヵ月前まで

にご連絡下さい。      《トライⅡ》 

個人注文：〇 大量注文：× 

4-31 お薬手帳入れ 

700 円～／1 個 
バラバラになりがちな保険証・診察券等もま 

とめて入るので安心です。ひとつひとつ、手作 

りで丁寧に仕上げています。 

《シャローム浦上台デイサービスセンター》 

個人注文：〇 大量注文：要相談 

縦 2.5cm×横 2cm 他にピンク・青・水色がありま

す。中には鈴が入っています。絵柄、カラーの指定

ができます。紐と内部の鈴の色は指定できません。 

4-32 干支根付 150 円／1 個 
牛革を使用したかわいい干支のイラストが刻印され 

た根付です。革の型抜き、刻印、色付け、鈴・紐付 

けを通所者で分担し、作成しています。携帯電話や 

杖、かばんなどにつけることができます。贈る方の 

干支を選んで、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれ 

ています。《田浦地域活動支援センター「こまめの会」》

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-33 革製品 

（ストラップ・財布） 

150 円～／1 個 
ストラップや財布等の小物を手作りしてい

ます。色・絵柄は要相談。イニシャルの刻印も

可です。ストラップは携帯電話や杖・かばん等

につけることができます。 

《田浦地域活動支援センター「こまめの会」》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

4-34 染物バッグ 

300 円～／1 個 
たまねぎの皮を使って煮出し、ひとつひとつ手 

作業で絞っています。そのため、柄もまったく 

同じ物はありません。 

《トライⅠ》 
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 ４．手工芸品（小物雑貨）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-35 デコパージュ 石鹸 

150 円／1 個 
紙ナプキンの絵柄を石鹸の片面に貼った製品です。 

水に濡れても落ちません。石鹸としてもお使いい 

ただけますし、そのまま飾っていただいても結構 

です。ちょっとした贈り物にもなります。 

サイズ 4.5cm×7cm 

《ワークハウスあまね》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

サイズは 12cm×16cm～17cm×22cm 

スタンドタイプと壁掛けタイプがあります。 

4-36 デコパージュ 写真立て 

300 円／1 個 
紙ナプキンの絵柄をフォトフレームに貼りま

した。フレームの中に紙ナプキンの絵柄を挟み、

OPP 袋に入れリボンでラッピングして販売して

おります。プレゼントにも最適です。サイズはマ

チマチですが価格は全て均一です。 

《ワークハウスあまね》 

 

 

個人注文：〇 大量注文：× 

B5 17.5cm×24cm と A4 22cm× 

30cm の 2 サイズです。価格は均一です。 

 

4-37 デコパージュ ビニールケース 

（ファスナー付き）300 円／1 個 
紙ナプキンの絵柄をビニールケースの表面に 

貼った製品です。ビニールケースはメッシュの 

柔らかいタイプで、OPP 袋に入れて販売して 

います。可愛い絵柄は目印にもなりますので、 

大切な物の保管にも重宝いたします。季節によ 

り様々な絵柄を取り揃えています。 

《ワークハウスあまね》 

個人注文：〇 大量注文：× 

全てハンドメイドで、どれもたったひとつだけのオ

リジナル製品です。約 18cm×26cm×マチ 8cm 裏

布あり、2 枚重ね 

4-38 巾着袋 刺繍なかまの絵 

450 円～／1 個 
なかまたちが描いた絵や文字をモチーフにして下絵

を描きました。ちょっとユニークで、ほっこりするよ

うな温かさがあります。それを一人のなかまが一針一

針刺繍をし、巾着袋に仕上げました。お弁当袋として

も使えます。大きさ・価格は製品によって異なります。 

《ワークハウスあまね》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

サイズ 約 20cm×26cm×マチ 7cm 

裏布あり、2 枚重ね 

4-39 手提げバッグ  

刺繍なかまの絵 550 円～／1 個 
なかまたちが描いた絵や文字で下絵を描きま

した。 一針一針なかまが刺繍をし、手提げバ

ッグに仕上げました。全てハンドメイドで、ど

れもたったひとつだけのオリジナル製品です。

大きさ・価格は製品によって異なります。 

《ワークハウスあまね》 

個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-40 革工芸品 216 円～／1 個 
一つ一つ手作業で製造しております。使えば使

うほど味が出て、長く楽しめる商品です。 

《めいあい衣笠》 

個人注文：〇 大量注文：× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-41 さをり織りミニポーチ・ 

さをり織りトートバッグ 

写真上 ミニポーチ 

700～1,500 円／1 個 

写真下 トートバッグ 

1,500～4,000 円／1 個 
デザイン、大きさにより価格が異なります。デ 

ザイン、大きさをご指定下さい。事前見積もり 

をいたします。1 ケ月前までにご注文下さい。 

《生活介護 WiSH》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-42 さをり織り 

ティッシュカバー 150 円／1 個 
「さをり織り」といった手織りの布を使って

作ったティッシュカバーです。手織りの布を使

っているため、1 つ 1 つデザインが異なりま

す。大量注文も可能です。30 個以上ご注文の

場合は、1 ケ月くらい前までにご注文下さい。 

《生活介護 WiSH》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

    

4-43 ミニ草履マグネット・ 

ストラップ 200 円～／1 個（税込） 
一つ一つ手で編んで仕上げています。マグネットは

色々な種類を集めて冷蔵庫などに貼るとちょっと

かわいいインテリアとしても使えます。ストラップ

はお家の鍵を付けて洋服のポケットに入る大きさ

でとても使いやすいです。20 個以上の注文の場合

は１か月前までにご連絡ください。《ぶどうの木》 
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 ４．手工芸品（小物雑貨）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

大：2 つに仕切られています。（写真左） 

小：4 つに仕切られています。（写真右） 

 

4-44 マルチボックス 350 円／1 個 
色とりどりの和紙を使用して作りました。表面に 

はニスが塗ってあります。大きさは 2 種類です。 

《たけのこ会協同作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

4-45 小物入れ（皿型） 

150 円／1 個 
色とりどりの和紙を使用して作りました。表

面にはニスが塗ってあります。大きさは 2 種

類です。（大：約 19cm、小：約 14cm） 

《たけのこ会協同作業所》 

 

個人注文：〇 大量注文：× 

（左上）特大  （右上）大 

（左下） 中  （右下）小 

4-46 小物入れ袋 

特大 250 円 大 200 円 

中 150 円 小 120 円／各 1 枚 
日本古来からの巾着をイメージ。大きさも 4 サ

イズで多様な用途にお応えします。目的に合わせ

てご利用ください。大量注文可能です。まずはご

相談ください。      《アトリエかもめ》 

個人注文：〇 大量注文：要相談 

①エコたわし 150 円 

②レッグウォーマー 200 円・300 円 

③マフラー 300 円・500 円・700 円 

（各 1 個） 

4-47 毛糸製品各種 

※価格は上記参照 
エコたわしは食器洗いにおすすめです。寒い 

日の足元にはレッグウォーマー、首元にはマ 

フラーを！レッグウォーマーとマフラーはサ 

イズで価格が異なります。大量注文につきま 

しては、まずご連絡下さい。《いずみ作業所》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

 

4-48 デザイン籠 

300 円～1,000 円/1

個 
電線・コード・ケーブル等からカラフルな芯

線を取り出し、鉄製の骨組みに巻き付け籠を

製作しております。１個つくるのに、相当な

時間を要し、芯線を取り出す作業・芯線を色

分けする作業・骨組みに巻き付ける作業・色

合いやデザインを考える人など、それぞれが

持っている熱意とセンスと力で立派な籠が出

来上がります。小物入れ、ペンスタンドなど

にご活用ください。    《いずみ作業所》 

 

 

個人注文：〇 大量注文：〇 

（左上・右上）はさみ 400 円（左下）鏡 600 円 

（右下）たから箱 500 円 

写真は一例です。可愛らしさをベースに、飾りは

おまかせになります。はさみはお子様にも安心な

先の丸いはさみです。価格はそれぞれ 1 つ分です。 

4-49 デコ小物各種※価格は上記参照 

小物入れ他、ヘアブラシなど、お好きな土台への

デコも可能です。クリスマス他、各種イベント、卒

園・入学祝などのギフトにいかがですか？ベース

の小物の色指定、大量注文は 1 ヵ月前までにご注

文下さい。焼菓子との詰合せもできます。 

             《陽だまり》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

  クリスマスや誕生日のプレゼントにいかが？ 

4-50 オーダーデコ小物 

※価格要相談／1 個から 
ご希望のお品をリボンやかわいいモチーフ、ぬい 

ぐるみ等でデコレーションします。ヘアブラシ、 

小物入れ、フォトスタンド、フラワーアレンジメ 

ントなど、幅広く対応致します。色や雰囲気など、 

ご希望を承ります。1 ヵ月前までにご注文下さ 

い。（大量注文は 2 ヵ月前までにお願いします。） 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

4-51 バラの花のコットンリース 

300 円～/1 個（税込） 
布でバラの花を作り、リースにアレンジして

います。沢山の色柄の布で、大小のバラを作

り、多彩な組み合わせを楽しみながら作成し

ています。リースの大きさによりお値段が違

います。玄関やリビングに飾るとパッと明る

くなりますよ。プレゼントには素敵にラッピ

ングいたします。10 個以上の注文の場合は

2 週間前までにお願いいたします。 

                        《ゆずりは》 

 

個人注文：〇 大量注文：〇 

4-52 にぎりんぼう 

100 円/1 個（税込） 
 

手の拘縮予防に最適です。中は綿が入っていて、

心地よい握り感です。お年寄りの方や、子どもさ

んまで使用できます。洗濯もできますので、洗い

替えとして 2－3 個持っておくと便利です。 

10 個以上の注文の場合は、2 週間前までにお願い

いたします。          《ゆずりは》 

 

① 
② 

③ 
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 ４．手工芸品（小物雑貨）注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 
4-53 がま口財布ポーチ 

300 円～/1 個 
お金の他、お薬や口紅、飴を入れたりと使用用途は

様々です。 

あると便利な１品です。 

《サポートセンター まぼり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

 

4-54 こぎん刺し製品 

150 円～/1 個 
 

青森県津軽に伝わる刺し子技法の製品です。 

 

《サポートセンター まぼり》 

 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-55 ねこピンチ 100 円～/1 個 
まぼっくる雑貨店の看板商品です。 

中に洗濯ばさみが入っているので、カーテン等に

つけると可愛いインテリアにもなります。 

サイズは大、小ございます。 

《サポートセンター まぼり》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

 

 
 

4-56 ブックカバー 

５00 円～/1 個（税込） 
 

＊可愛い＊おしゃれ＊シック＊など好みに合わせ

て選んで頂けるようバラエティーにとんだ柄を幅

広く用意し丁寧に作っています。プレゼントにもい

かがでしょうか。 

 

《就労継続支援 B 型事業所 つばさ》 

 
個人注文：〇 大量注文：応相談 

4-57 眼鏡ケース 

500 円～/1 個（税込） 
 

ちょっとポケットに入れて持ち運ぶのに便利

なサイズ感です。スマートに出し入れしやす

い形にこだわっています。大量注文応相談。 

 

《就労継続支援 B 型事業所 つばさ》 

個人注文：〇 大量注文：× 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-58 たまご型バッグ 

１８00 円～/1 個（税込） 
 

コロンとした可愛いシルエットのバッグです。持

ち手にクッション性を持たせ負担を軽減していま

す。見た目にも手にも優しいバッグです。 

 

《就労継続支援 B 型事業所 つばさ》 



４．手工芸品（小物雑貨）注文先情報は掲載施設一覧へ

商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

4-116 ファンシーボックス
使いやすい大きさのカゴにデコパーツやリ
ボンを付けたかわいらしい作品です。

1個
350円

○ ○

大量注文につきましては、
先ずはご相談ください。

あまね共同作業所

4-117 フラワーポット
ステキな器に色とりどりの造花を生けまし
た。お部屋・玄関の飾りにおすすめです。

1個
300円～
500円

○ ○

4-118 デコパージュ石鹸
デコレーションを施した固形石鹸です。観
賞用におすすめです。

1個
150円

○ 要相談
大量注文につきましては、
まずご相談ください。

いずみ作業所

4-119 かごバック
クラフト製の素材を編んで作りました。丁
寧に時間をかけて製作しています。

1個
1,600円～

○ － 公郷かりがね作業所

4-120 毛糸製品各種
リリアン式の器具を使って編んでいます。
ニット帽やショートマフラーが人気です。

300円～
（税込）

〇 〇

大量注文は要相談となり
ます。

サポートセンター
まぼり

4-121 BOOKカバー
文庫本タイプとハードカバータイプをご用
意してます。

大400円
小300円
（税込）

〇 〇

4-122 動物かご
クラフト製の素材で作った小物入れ。置い
ておくだけでもかわいいです！

1個
450円～

○ － すずらん

4-123 カゴ
手編みのカゴ製品です。大きさ、柄によっ
て価格が異なります。

１個
800円
～1,500円

○ 要相談
製作に日数をかけており
ますので、複数必要な場
合はご相談ください。

清光ホーム

4-124 こんこん草履
群馬県六合村の伝統工芸。スリッパ型の草
履です。

1足
３,000円～

○ ○

第1かがみ田苑

4-125 布草履 裂き織りの草履です。
1足
2,000円～

○ ○
サイズ、色合いご相談に
応じます。

4-126 雑貨各種
各施設・作業所の製品を手に取ってご覧い
ただけます。

１個
100円～

○ ○ 大量注文承ります。
ともしびショップ
マリン

4-127 和ゴム
ちりめん地で作ったヘアゴムです。柄もい
ろいろ、おしゃれです。

1個
100円

○ － はやぶさ工房

4-128 干支 陶芸 干支の焼き物です。
1個
500円～

○ 要相談

大量注文の場合はまず
ご連絡下さい。

横須賀ヘーメット

4-129 陶芸品
サイズ、形等注文受け付けます（自主生
産）

1個
１00円～
1,000円

○ 要相談

4-130 布袋 各種ございます。
150～
200円

○ －
ワークショップ
ひまわり

4-131 デコパージュ2個入

石鹸をかわいくデコパージュして仕上げま
した。柄はいろいろありますが基本はお任
せいただきます。どうしてもデザインに要
望のある場合はお電話にてお問い合わせく
ださい

1個
100円～

○ ○
アソートでの納品となり
ます。

ワークセンター
しぇる

4-132 お地蔵様(陶器)
年間50体しか作られない数量限定商品です。
5㎝ほどのかわいらしいお地蔵様です。

1体
500円

○ －

わたぼうし作業所

4-133 布小物各種
巾着、シュシュ、手さげ、ティシュケース
等各種ございます。パッチワークで作った
小さい巾着「あめちゃん袋」が人気です。

あめちゃん袋
150円～

○ ○

4-134 アート石鹸
おしゃれでかわいい絵柄使用。お部屋・衣
類の芳香剤他、実用品としても使えます。
絵柄防水加工。贈り物に好評です。

1個
２00円

○ ○

贈答可能。大量注文は
２ヵ月前までにご注文
ください。
お好みのお色で作成が可
能です。

陽だまり

３０
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5．花・ペット用品 注文先情報は掲載情報一覧へ 

個人注文：〇 大量注文：〇 

5-1 装飾アレンジメント 

10,800 円～／1 個 
ご予算、ご用途に合わせてご用意致します。 

《メイアイグリーン》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

左：花束 

 

 

 

 

 

 

右：フラワー 

アレンジメント 

 

 

 

 

 

5-2 花束・フラワーアレンジメント 

3,240 円～／1 個 
写真は 3,240 円の花束とフラワーアレンジメン 

トです。5,400 円、8,640 円、10,800 円など 

ご用意致します。お品代 3,240 円より配達承り 

ます。配達料金はお問い合わせください。 

《メイアイグリーン》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

5-3 こちょうらん 

16,200 円～／1 個 
写真は 3 本立ち胡蝶蘭 16,200 円です。 

3 本立ち 32,400 円、5 本立ち 54,000 円 

などございます。 

《メイアイグリーン》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

5-4 演壇のツボ花 

5,000 円～／1 個 
写真は 16,200 円のツボ花です。ご予算、会場の 

大きさに合わせてお作りいたします。 

《メイアイグリーン》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

5-5 お祝用スタンド花 

16,200 円～／1 個 
お名札をつけてお届け致します。1 段スタンド 

16,200 円、2 段スタンド 21,600 円より。 

《メイアイグリーン》 

 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

5-6 お花の苗 3,240 円～／24 個 
1 ケース 24 ポット入りのお花の苗。各種ご 

ざいます。1 ケースからご用意致します。1 

ポットあたりの価格はお問い合わせください。 

《メイアイグリーン》 

個人注文：〇 大量注文：〇 

愛犬の為の無添加、手作りのクッキーです。 

 

5-7 わんちゃんのプチグルメクッキー 

80 円～150 円／1 袋 
卵、薄力粉、オリーブオイルを使用しささみ味、 

 チーズ味、ミルク味、キャロブ味の 4 種類があり 

 ます。キャロブとはイナゴマメのさやを乾燥させ 

粉末状にしたものです。有機栽培のキャロブパウ 

ダーを使用しています。 

《トライⅠ》 

 
個人注文：〇 大量注文：要相談 

5-8 わんこのおやつ 

200 円／1 袋 
蜜いもをたっぷり蒸かしてじっくり焼き上げた、か 

ための犬用クッキーです。小麦粉不使用。人間の 

食べれる食材のみを使用しているため、飼い主さん 

も味見できる安心おやつです（無添加）。仕入の都 

合上、2 週間程日数を頂きます。大量注文はご相談 

ください。 

《陽だまり》 

 
  個人注文：〇 大量注文：要相談 

 

 

 

5-9 わんちゃんのクッキー 

150 円／1 袋 
添加物などを使用せず、自然の素材を生かした

クッキーです。小魚、ゴマ、ヨーグルト、野菜、

メープルシロップを使用した５種類のクッキー

をご用意しています。クッキーの種類ごとに違

った食感も楽しんでいただけます。ぜひお試し

ください。 

《あまね共同作業所》 



商品
番号

製 品 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

5-101
フラワー
アレンジメント

冠婚葬祭（法事、誕生日等）
1個
1,000円～

○ － ご予算に応じます。 働く家しらかば

5-102
ぼかし
（生ゴミたい肥）

1袋300ｇ
100円

○ ○
ＥＭ菌を使用。基材は米
ぬか、もみ殻

ぼくのくれよん

5-103
わんこクッキー
（犬用）

野菜とおからの2種類の味があります。
1袋
150円

○ ○

5-104 野菜の苗
当施設の畑で栽培している野菜の苗です。
(無農薬)

要相談 ○ －

トマト、ピーマン、ナス、
インゲン、ソラマメ等
栽培し自家消費していま
す。地域のバザー等で販
売しています。お問い合
わせください。

神奈川後保護施設
重度神奈川後保護施設

５．花・ペット用品 注文先情報は掲載施設一覧へ

３２
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６．各種作業・役務 注文先情報は掲載施設一覧へ 
個人注文：〇 大量注文：〇 

6-1 名刺作成 スミ単色印刷片面 
650 円（50 枚／非課税） 

1,200 円（120 枚／非課税） 
カラー、両面印刷、ご希望のデザインでの印刷も 

可能です。サークル活動や町内会用に少ない枚数 

でも承ります。お問合せ下さい。 

《ウィニング・ウィンド》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

（例）カラー片面印刷 1 枚 

30 枚まで    75 円 

31～70 枚    65 円 

71～100 枚   55 円 

101～150 枚  45 円 

151 枚以上    40 円 

6-2 各種ハガキ印刷 

※価格は上記参照 
年賀状、喪中はがき、往復はがき他各種印刷しま 

す。カラー、スミ単色、両面印刷等できます。お 

客様から長くごひいきにしていただいています。 

《ウィニング・ウィンド》 

 
個人注文：〇 大量注文：× 

6-3 のぼり 1,700 円～／1 個 
【のぼり・横断幕の作成】 

お祭りのイベントや講演会、発表会などで使わ 

れ好評をいただいております。サイズやデザイ 

ン作成についてはご相談ください。料金はサイ 

ズやデザインなどにより異なります。 

上記の料金とは別にデータ作成料 1,500 円を 

いただきます。     《仕事探しクラブ》 

個人注文：要相談 大量注文：要相談 

6-4 資源回収 ※価格要相談 
大量の古紙、クズ鉄等「専ら物」（廃棄物処理法） 

の回収。横須賀市の資源回収制度ではなく、正規 

の問屋に搬出します。事前見積もりをいたします。 

お早目にご連絡下さい。 

《いずみ作業所》 

 
個人注文：要相談 大量注文：要相談 

6-5 物置等の解体処分 

※価格要相談 
不要となった物置等の解体処理を承ります。事前 

見積もりをいたします。お早目にご連絡下さい。 

《いずみ作業所》 

 
個人注文：要相談 大量注文：要相談 

6-6 不用品の片づけ・搬出・清掃 

※価格要相談 
不用品の後片付けをお手伝いします。1.5 トン 

のトラック 2 台で、搬出します。県社協、市営 

住宅等実績あります。事前見積もりをいたしま 

す。お早目にご連絡下さい。 

《いずみ作業所》 

個人注文：〇 大量注文：× 

6-7 草刈り 500 円 

（1 ㎡～要相談／非課税） 
個人宅のお庭から、法人の敷地まで幅広く承りま 

す。手作業です。根こそぎ頑張らせて頂きます。 

公共施設からの発注実績あり。事前にお伺いして 

お見積り致します。ご依頼は 1 週間前までにお願 

いいたします。 

《陽だまり》 

 
個人注文：〇 大量注文：〇 

6-8 折り・組み・発送・ 

ポスティング・シール貼り 

※価格要相談 
広告・チラシ折り、封入作業、宛名シール貼りなど 

請け負います。普段より、折り・組み・投函のお仕 

事は専門の業者さんからの実績あり。近隣へのポ 

スティング。住所指定のポストへの投函も可能で 

す。投函エリアは応相談。小さい商品の袋詰めも可 

能です。納期などご相談ください。 

《陽だまり》 

 

  



商品
番号

作業名 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

6-101 清掃 要相談 ○ ○

納期等まずはお電話でご
相談下さい。

仕事探しクラブ

6-102 除草 応相談 ○ ○

6-103 封入 シール貼り、折り、封入などです。 1工程 １円 ○ ○

6-104
チラシ、パンフレット、
リーフレット、小冊子、
挨拶状、年賀状ほか

事業所までお気軽にお問い合わせ下さい。
ご希望の内容での見積もり致します。

応相談 ○ ○
１部からご注文承ります。
納期等まずはお電話でご
相談下さい。

6-105 封筒印刷 1部から承ります。

長形3号
20～30円
角形2号
30～40円

○ ○

納期等まずはお電話でご
相談下さい。6-106 名刺作成・印刷 １枚からご注文承ります。

1枚
16～32円

○ ○

6-107 ポスティング 1部 ７円 ○ ○

6-108 封入
商品のシール貼り、広告、チラシ折り、封
入

要相談 － ○

納期等まずはお電話でご
相談下さい。

フロムワン福祉園

6-109 シール貼り
食品関係の商品のシール貼り。以前に月餅
の表面シールを請け負っていたこともあり
ます。

要相談 － ○

6-110 草刈
手作業で刈った後、草刈機で丁寧に仕上げ
ます。

363円/１ｍ²
(税込)

－ ○
注文は700㎡ごとに承り
ます。

あすなろ学苑

6-111 資源回収
利用者とともに回収。新聞・雑誌・ダン
ボール・その他の紙・アルミ缶・鉄製品を
回収しています。

－ － 要相談

まずはご連絡ください。

あまね共同作業所

6-112 発送業務
宛名シール貼りからチラシ折り・封入まで
行います。
現在、約3,000部を請け負っています。

10円/1部 － 要相談

6-113 銅線作業

被覆付きの銅線が入手困難な為、通常の作
業としてなかなか成り立ちません。利用者
が、カッターを使い手作業で銅線被覆を剥
いています。

－ － －

被覆付き銅線の入手が困
難な為、少量でも結構で
すのでご協力いただける
方はご連絡ください。取
りに伺います。

6-114 缶つぶし
資源回収で集めてきたアルミ缶をプレス機
械を使って潰しています。

－ － －
持ち込み等、ご協力いた
だける方はご連絡くださ
い。

6-115 カード、チラシ
案内カード、メニューカード、A3以下のチ
ラシ広告など希望に応じ印刷します。

要相談 ○ ○ 数枚からでも承れます。

ウイニング・ウインド

6-116
パンフレット、
小冊子

2つ折り、３つ折りもできます。 要相談 ○ ○

その他印刷については、
お気軽にご相談をお待ち
しています。
各種丁寧に印刷します。

6-117 封筒印刷
角型2号、長形3号など各種封筒を丁寧に印
刷します。

要相談 ○ ○

数枚からでも承れます。
ご希望の印刷用封筒、
カードがあればお持ち込
み下さい。

6-118 文集、広報、案内状
学校、町内会、同好会等の文集、広報、会
報、各種案内状など写真入りも印刷します。

要相談 ○ ○
ご希望の印刷用紙があれ
ばお持ち込み下さい。納
期はご相談下さい。

６．各種作業・役務 注文先情報は掲載施設一覧へ

３４



商品
番号

作業名 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

6-119 封入
小さな賞品を袋に詰める作業ができます。
宛名シール貼り、文書折り、封入も行いま
す。

要相談 － 要相談

早めのご連絡をお願いい
たします。

浦上台地域作業所

6-120 シール貼り

現在は、携帯電話の電池パックのシール貼
りを受託しています。単純作業であれば正
確にシールを貼ることができ、宛名シール
等でも対応できます。

要相談 － 要相談

6-121 チラシ折り
A版、B版など各種サイズのチラシ折りを行
います。1,500枚なら1日で納品可能です。

0.2円／枚～ 〇 〇
丁寧に折り、責任を持っ
て納期厳守し納品を心が
けております。

エルオーエル

6-122 その他

チラシ折込やボールペン組み立て、ワイ
ヤーハーネス組み立て、シール貼り、お庭
やお部屋のお掃除、買い物代行、電球交換
他どんな仕事も請け負います！

要相談 〇 〇
日常的などんなお仕事も
お受けします。ご相談く
ださい。

6-123
ゲーム機の部品
組み立て

１枚からご注文承ります。 要相談 － 要相談
早めのご連絡をお願いい
たします。

風

6-124 発送業務
宛名シール貼りから印刷物の折り・発送業
務まで請け負います。
1週間で2,000部の対応が可能です。

要相談 － 要相談
納期等まずはお電話でご
相談下さい。

キッチンハウスあまね

6-125 発送業務
宛名シール貼り、折り、封入、郵便局等へ
の投函も行います。

要相談 － 要相談

早めのご連絡をお願いい
たします。

下町作業所

6-126 封入
障害福祉課からポスター包装、発送準備を
請け負ったことがあります。宛名シール貼
り、文書折り、封入まで行います。

要相談 － 要相談

6-127 修正シール貼り
カタログ・冊子等にシール等を貼り、修正
作業を行います。
市役所各課からの請負実績多数。

要相談 ― 要相談

6-128 ポスティング 要相談 － 要相談

6-129 箱折り、袋詰め
箸、ナプキン等セット封入、お菓子の箱組
み立てなど。

要相談 〇 ○ まずはご連絡ください。

就労継続支援B型事業所
つばさ

6-130 封入 宛名シール貼り、文書折り、封入など。 要相談 〇 ○ 枚数等ご相談ください。

6-131 パンフレット 配布、折り作業等 要相談 〇 〇 まずはご連絡ください。

6-132 部品、雑貨等組立 電気部品、釣り具等組立。 要相談 〇 ○
納期、個数等事前見積も
りしますのでまずはご連
絡ください。

6-133 名刺
パソコンで作成した「スカリン」名刺が出
来ます。

50枚
650円
100枚
1,200円
ほか

○ ○ 納期は１週間ほどです。
ともしびショップ
マリン

6-134 講師派遣
障害者理解について小学校、高校での授業
の実績あります。

要相談 － 要相談 まずはご連絡ください。 ぼくのくれよん

6-135 封入

企業の依頼で100円ショップ商品の袋詰め
を行っています。色々な袋詰めが可能で、
文書のシール貼り、折り、封入まで行いま
す。

要相談 － 要相談
納期等まずはお電話でご
相談下さい。

北部あおぞら作業所

６．各種作業・役務 注文先情報は掲載施設一覧へ

３５



６．各種作業・役務 注文先情報は掲載施設一覧へ

商品
番号

作業名 特 徴 価 格
個人
注文

大量
注文

備 考 注文先

6-136 日常清掃
ビルの共用部分（玄関回り、廊下、階段
等）を綺麗に清掃します。

要相談
横須賀（若松町、大滝町、
小川町、本町）のビルが
対象になります。

はやぶさ工房6-137 封入
宛名シール貼り、文書折り、封入れまでお
こないます。

要相談 ○ －
納期等まずはお電話でご
相談ください。

6-138 ポスティング 要相談 ○ －
横須賀（下町地区周辺）
その他の地域、ご相談く
ださい。

6-139 発送業務 宛名シール貼り、発送手続き 要相談 － 要相談

納期等まずはお電話でご
相談下さい。

ミラークよこすか

6-140 封入 宛名シール貼り、広告折り、封入、封とじ 要相談 － 要相談

6-141 店舗作業
店舗等での開店前清掃、開店準備、厨房補
助

要相談 － 要相談

6-142 部品組立 部品の組み立て、ＣＤケースのセット 要相談 － 要相談

6-143 ポスティング 要相談 － 要相談

納期等まずはお電話でご
相談下さい。

ワークショップひまわ
り

6-144 チラシ折り 要相談 － 要相談

6-145 清掃・除草

寺院清掃、大衆浴場（銭湯）と契約して清
掃行っています。その場合、利用者２～３
名＋支援者１人で行います。どんな場所で
も相談承ります。

要相談 － 要相談

ご相談は1週間前までにお
願いいたします。

わたげ

6-146 封入
宛名シール貼り、文書折り、封入まで行い
ます。
どんな仕事でもチャレンジいたします。

要相談 － 要相談

6-147 箱折・袋詰め 等
箱折、袋詰め等の内職的な軽作業を請けた
まわります。

要相談 － ○
納期等まずはお電話でご
相談下さい。

神奈川後保護施設
重度神奈川後保護施設

6-148 清掃
企業と契約し、健常者1人分の仕事を障害者
2人で請け負って仕事をしています。短時間
の仕事でも引き受けます。

要相談 ○ ○

ご相談ください。
陽だまり

6-149 発送業務
宛名シール貼り、折り、封入、郵便局等へ
の投函も行います。

100枚～
要相談

○ ○

３６
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カフェコーナーのご紹介 
美味しいメニューでほっと一息♪どうぞお立ち寄りください。 

 
カフェ・ドルチェ 喫茶レゼル 

元気パン coneru 

イートイン 
なごみ 

久里浜障害者支援センター 

ゆんるり おにぎりカフェ 
ジャカランダカフェ 

住所 安浦町 2-24-3 船越町 1-50 
武 1-1-16 

清光園洗濯棟 2 階 
米が浜通 2-16 久里浜 4-2-4 小川町 1-23 

連絡先 
046 

821-4539 

046 

861-2386 

046 

884-8885 

046 

826-0756 

046 

838-4627 

046 

841-0319 

(シャローム浦上台デイサービスセンター) 

メニュー 

・酢豚定食 ・中華丼 

・ハンバーグ定食 

・サンドウィッチセット 

・ナポリタン 

(スープ・デザート付 500 円)

・冷やし中華 or 

鍋焼きうどん 

（季節メニュー600 円） 

・クリームあんみつセット      

(お好きなお飲み物とセット 

で 550 円） 

・深煎りコーヒー(300 円) 

・ココア 

・紅茶 

・自家製梅スカッシュなど 

 

 

 

 

 

 

 

・カレー（サラダ付） 

・サンドウィッチ 

・ピザ 

・ハヤシライス 

（各 450 円～） 

・ドリンク（コーヒ 

ー250 円～） 

など 

 

 

・菓子パン、惣菜パン 

（各 50 円～200 円） 

・食パン（300 円） 

・ミルクティ 

・挽き立てミル引き 

珈琲 

・カフェオレ 

・ココア 

・コーンスープ 

 

 

 

 

 

（各 100 円）など 

 

 

 

 

 

・コーヒー 

・サンドウィッチ 

(1 セット 500 円) 

（各 200 円） 

・ホットコーヒー 

・アイスコーヒー 

・ホットティー 

・アイスティー 

・オレンジジュース 

 

（200 円） 

・本日のデザート 

 

（300 円） 

・デザートセット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コーヒー（250 円） 

・スペシャルコーヒー（350 円） 

・紅茶（250 円） 

・キャロットジュース（250 円） 

・リンゴジュース（250 円） 

・大豆のココア（250 円） 

・チョコレートケーキ（150 円） 

・アーモンドクッキー（150 円） 

・自家製コーヒーゼリー（100 円） 

・厚切りトースト（150 円） 

・きまぐれドリンク、きまぐれフ 

ード（当日の内容による価格） 

営業時間 
平日 9 時～16 時 

（16 時以降は要相談） 
平日 10 時～16 時 平日 10 時～16 時 

毎月第 3 土曜日 

11 時～14 時 

金曜日と日曜日 

10 時～14 時半 

日・祝日・年末年始を除く 

10 時～16 時 

その他 

人気のカフェ特製彩りカレ

ー（550 円）に加え、ボリ

ューム満点の定食やサンド

ウィッチなどの軽食もご用

意しています。お食事の方

へランチドリンクを＋150

円でご提供。県立大学駅徒

歩 3 分。ご休憩に、飲み物

のみのご利用も可能です。

お気軽にお立ち寄りくださ

い。 

お気軽にお立ち寄

りください。お得な

セ ッ ト メ ニ ュ ー

（600 円～）もご

ざいます。 

写 真 は 「 元 気 パ ン 

coneru」の店舗です。

おいしいパンをたくさ

んご用意しています。

工房内の見学室もござ

います。お気軽にお越

しください。 

お客様のリクエス

トでオープンしま

した。ご近所の憩い

の場としてご利用

いただいています。 

臨時休業の日がございま

す。詳しくはお問い合わせ

ください。 

神奈川歯科大学附属病院 1 階のカ

フェです。本格コーヒーを低価格で

ご用意させて頂いております。ぜひ

お気軽にお立ち寄りください。 
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ともしびショップのご案内 
 

 

ともしびショップ 

横須賀 

ともしびショップ 

保健福祉大学 

ともしびショップ 

サブアリーナ 

ともしびショップ 

マリン 

住所 
本町 2-1 

市立総合福祉会館内 

平成町 1-10-1 

県立保健福祉大学内 

不入斗町 1-2 

市総合体育館サブアリーナ内 

小川町 11 

横須賀市役所 1 階 

連絡先 046-821-1502 046-822-6462 046-826-2800 
080-2100-2778 

（平日 10 時～15 時） 

内容 

菓子類 

飲み物 

雑貨 

地域作業所等製品販売 

菓子類 

飲み物 

書籍 

地域作業所等製品販売 

菓子類 

飲み物 

水泳用品 

地域作業所等製品販売 

スカリングッズ 

地域作業所等製品販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「ともしびショップ」は、障害のある方が自立と社会参加を実現していくために、仲間や地域の方々とのふ
れあいを通して就労を体験する、神奈川県社会福祉協議会認定の喫茶店・売店です。障害のある方が働く地域
作業所や福祉施設などで作られたお菓子や工芸品などを販売しています。 

現在、横須賀市内で 4 ヶ所のともしびショップが開設されています。  
 
 
 
 



スカリングッズのご紹介

フェルトスカリン
650円／1個(税込)

横須賀市のシンボルキャラク
ターをフェルトで一つ一つ心
を込めてお作りしました。手
作りの為ご注文後多少お時間
を頂戴します。
《ともしびショップマリン》

個人注文：〇 大量注文：△ 個人注文：〇 大量注文：〇

個人注文：〇 大量注文：〇

個人注文：〇 大量注文：〇
個人注文：〇 大量注文：〇

スカリンエコバッグ
1,000円／１個(税込)

キャンパス地で出来ておりま
すので、お洗濯可能です。A4
サイズも入ります。
（サイズ横26センチ・縦31
センチ・まちなし・取手32セ
ンチ）
《ともしびショップマリン》

スカリンボールペン
LEDライト付き

400円／1個(税込)

新スカリンボールペンです。
今回はLEDライト付きになりま
した。
《ともしびショップマリン》

スカリンメモ
100円／1個(税込)

スカリンメモの中にはワンポ
イントでスカリンが印刷され
ています。
《ともしびショップマリン》

スカリン一筆箋
150円／1個(税込)

スカリン一筆箋の中には、表紙
と同じように柄が入っています。
何か一言添えたいときにいかが
でしょうか。
《ともしびショップマリン》

３9



事業所名 〒 住所 電話番号 ＦＡＸ e-mail 掲載ページ
掲載施設
MAPNo.

ア あすなろ学苑
238-
0026 小矢部4-19-4 852-0600 852-0609

gakuen
@sakura-asunaro.com

1/7/9/11/34 1

アトリエかもめ
239-
0833 ハイランド4-50-8 848-7023 848-7023 14/19/28 2

アトリエ夢喰虫
238-
0042

汐入町2-40-1
青柳ビル2階

826-3719 826-3719
g-yumekuimushi
@coda.ocn.ne.jp

1/7 3

あまね共同作業所
239-
0805 舟倉1-12-1 835-0723 833-4062

wanwan
@yokosuka-amane.or.jp

16/21/24/25/
30/31/34

4

あんしん農園
238-
0315 林1-18-10 876-7106 876-7106

anshinnouen
@gmail.com

4/9/24 5

いずみ作業所
238-
0316 長井1-18-56 856-7074 856-7074 20/28/30/33 6

il Gruppo パレッタ
238-
0043 坂本町4-2 823-6048 874-8395 igp@basil.ocn.ne.jp 26 7

ウイニング・ウインド
238-
0042 汐入町2-1 827-1489 827-1489

winningwind001
@gmail.com

14/23/33/34 8

浦上台地域作業所
239-
0815 浦上台2-31-15 841-7638 841-7638

uragsagyou
@yahoo.co.jp

15/18/35 9

エルオーエル
239-
0807

根岸町4-9-15
熔材ビル1階

876-8586 837-8507
lol0468768586
@sea.plala.or.jp

25/26/35 10

カ 風
238-
0315 林2-16-15 857-7006 857-7006 5/18/25/35 11

神奈川後保護施設・
重度神奈川後保護施設

238-
0047 吉倉町1-無番地 822-2824 825-3917 32/36 12

カフェ・ドルチェ
238-
0012 安浦町2-24-3 821-4539 876-9829

minatonotuki
@mail.goo.ne.jp

11/12 13

喫茶レゼル
237-
0076 船越町1-50 861-2386 861-2386 5/8/12 14

キッチン彩（いろどり）
239-
0805 舟倉1-30-7 833-1282 833-1282 11 15

キッチンハウスあまね
239-
0805 舟倉1-13-10 833-6725 833-6725 35 16

公郷かりがね作業所
238-
0022 公郷町4-11-6 851-5164 874-8818

karigane2014
@outlook.jp

16/25/30 17

久里浜障害者支援センター
ゆんるり

239-
0831

久里浜4-2-4
リバーサイド
久里浜1F

838-4627 838-4617 8 18

サ さくらマート
239-
0831 久里浜4-15-12 876-9338 876-9339 12 19

サポートセンターまぼり
238-
0035

池上2-14-10
田中ビル

854-4526 854-4549 29/30 20

仕事探しクラブ
238-
0043 坂本町4-2 821-1980 874-8385

s_club
@basil.ocn.ne.jp

33/34 21

下町作業所
238-
0006

日の出町1-8-7
プラーズ日の出町
101

827-3360 827-3360
susumeru-sitamachi
@wine.ocn.ne.jp

6/14/19/35 22

●掲載施設一覧
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事業所名 〒 住所 電話番号 ＦＡＸ e-mail 掲載ページ
掲載施設
MAPNo.

シャローム浦上台
デイサービスセンター

239-
0815 浦上台1-11-1 841-0319 841-0982 23/26 23

就労継続支援B型事業所
つばさ

238-
0014

三春町2-4
EMIAS203号

874-4290 874-4291
tsubasa1st
@energy.ocn.ne.jp

17/18/21/24/
29/35

24

障害者地域作業所
ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ・ﾌﾚﾝｽﾞ

238-
0035 池上2-10-18 853-5568 853-5568

ccfriends
@nifty.com

16/20 25

すずらん
238-
0022 公郷町4-11-6 851-5164 874-8818

karigane2014
@outlook.jp

13/25/30 26

スペース・ほっと
237-
0076 船越1-57 861-3664 876-9335 info@spacehot.jp 8 27

生活介護　Wish
239-
0807

根岸町4-10-８
ホワイトコーポ1階

836-1806 874-7738
wish.days.20180401
@gmail.com

19/23/27 28

清光園
238-
0313 武1-2074-2

857-1367
884-8885
 (元気パン)

857-1670
genkipanconeru
@outlook.jp 9 29

清光ホーム
238-
0313 武1-1977 858-1940 858-1942 30 30

茜洋舎
239-
0831 久里浜6-1 834-0957 834-0957

senyosha
@minos.ocn.ne.jp

11/13/25 31

タ 第1かがみ田苑
239-
0841 野比5-5-5 849-5340 849-5643 12/18/30 32

第二はまゆう
239-
0805

舟倉1-32-1
コーエイマンション
久里浜101

833-9567 833-9567
chikatu-dai2hamayuu
@r4.dion.ne.jp

4/6/8/12 33

田浦障害者活動センター
237-
0075

田浦町2-80-1
横須賀基督教
社会館内

861-9780 861-9781 14/23 34

田浦地域活動支援センター
こまめの会

237-
0075

田浦町2-80-1
横須賀基督教
社会館内

080-
5988-
5809

861-9767
taura-tikatsu
@yokosuka-ccc.jp

26 35

たけのこ会協同作業所
238-
0052 佐野町１－３６ 852-3903 853-4673

sagyoujo
@takenokokai.or.jp

15/19/21/23/
28/29

36

つばさ第二
237-
0076

船越町1-50
山田ビル2F

861-2373 874-4255 5/8 37

特定非営利活動法人
どすこい横須賀

238-
0315 林4-4-6 855-6323 855-6323 2/5/6/8 38

ともしびショップマリン
238-
8550 小川町１１

080-
2100-
2778

828-3776
tomosibimarin11
@yahoo.co.jp

5/8/10/11/18/
30/35/39

39

トライⅠ
238-
0006

日の出町1-6-8
フォレースよこすか
１－C

828-5658 828-5659 try@nanairo2011.or.jp 22/26/31 40

トライⅡ
238-
0017 上町2-2-12 821-3711 821-3722 try2@nanairo2011.or.jp 1/26 41

ナ なごみ
238-
0011 米が浜通2-16 826-0756 826-0756 12 42

長沢ベーカリー
239-
0842 長沢1-34-13 884-8911 884-8912 5/10 43

41



事業所名 〒 住所 電話番号 ＦＡＸ e-mail 掲載ページ
掲載施設
MAPNo.

ハ 働く家しらかば
238-
0031 衣笠栄町1-27-3 852-0130 852-0130

senyosha
@minos.ocn.ne.jp

11/12/13/18/
25/32

44

はやぶさ工房
238-
0041 本町2-21 884-8835 884-8995 14/30/36 45

パン工房ピーターパン
238-
0045 東逸見町1-54 828-8470 828-8470 5/8/10 46

陽だまり
238-
0012 安浦町2-23 826-2958 826-2958

minatonotuki
@mail.goo.ne.jp

3/4/6/19/23/
25/28/30/31/
33/36

47

ピケマルシェ３６５日
239-
0841 野比3-26-35 845-9729 845-9738

tsunoda
@piquemarche.com 1/9 48

ぶどうの木
238-
0035 池上5-3-2 852-0150 852-0155

ichimugi
@at.wakwak.com

16/24/27 49

フロムワン福祉園
238-
0022 公郷町3-69-1 852-4320 852-4437

from-one
@chienohikari.jp

1/6/8/11/14/
26/34

50

ぼくのくれよん
238-
0014 三春町5-95-14 823-1608 823-1608

2/5/7/8/10/
16/20/21/24/
32/35

51

北部あおぞら作業所
237-
0064 追浜町3-39 866-1143 866-1143 35 52

マ ミラークよこすか
238-
0008

大滝町2-15-1
横須賀東相ビル6階

821-3450 887-0480 36 53

めいあい衣笠
238-
0031 衣笠栄町1-27-2 874-6786 851-0619

meiaikinugasa
@bf.wakwak.com

16/27 54

メイアイグリーン
237-
0064 追浜町3-5 874-8038 874-8038 365meiai@gmail.com 31 55

ヤ やすらぎ作業所
239-
0807 根岸町4-4-23 876-8711 876-8711 15/19 56

やすらぎ第二作業所
238-
0022 公郷町4-11-6 852-2467 852-2467 1 57

ゆずりは
238-
0305 林1-23-7 827-7012 827-7013

kokoro.no.ki
@siren.ocn.ne.jp

17/24/28 58

横須賀ヘーメット
238-
0316 長井1-14-1 855-5951 855-5952 5/12/18/30 59

ワ ワークセンターしぇる
240-
0103 佐島2-3-21 874-7209 874-7248 shells.sajima@gmail.com 22/25/26/30 60

ワークショッフﾟひまわり
238-
0011 米が浜通2-18 822-9660 822-9660 18/30/36 61

ワークハウスあまね
239-
0805 舟倉2-10-11 837-8194 887-0678

wakuwaku
@yokosuka-amane.or.jp

1/13/19/27 62

わたげ
239-
0824 西浦賀3-13-21 844-0038 844-0036 36 63

わたぼうし作業所
238-
0043 坂本町2-32 823-5840 823-5840 17/20/30 64

42



59
6

38
11

43 48 32

2
5

1

58

29

30

31
18

19

63
浦上台
9・23

舟倉 4・15
16・33・62

追浜町 52・55

船越町
14・27・37

8
3

本町 45
大滝町 53
小川町 39

日の出町 22・40

米が浜通 42・61

安浦町 13・47

24
51

41

3654
44

掲載施設MAP

掲載施設一覧(40～42ページ)の
掲載ＭＡＰNo.にて
施設の詳細が確認ができます。

長井

田浦町 34・35

長沢 野比

ハイランド武

林

西浦賀

久里浜

吉倉町 12

汐入町

東逸見町 46

池上 20・25・49 根岸町
10・28・56

三春町

上町

小矢部

坂本町 7・21・64

衣笠栄町

佐野町公郷町
17・26・50・57

佐島
60

秋谷

湘南国際村

芦名

長坂

太田和

津久井

阿部倉
平作

衣笠町

森崎

大矢部

岩戸

佐原

鴨居

走水
大津町

池田町

馬堀海岸

夏島町

浦郷町

浦賀

箱崎町

泊町

湘南鷹取

山中町

田浦
大作町

追浜本町

田浦
泉町

長浦町

田浦港町

須軽谷

子安

御幸浜

吉井

二葉

桜が丘

久比里

長瀬

内川

神明町

久村

山科台

小原台

※紙面の都合上表記していない
地区があります。

光の丘

西逸見町

不入斗町
平成町
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このカタログは横須賀市ホームページからもダウンロードできます。 

 

横須賀市ホームページ 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/syougaihukusi/20160421.html 

 

横須賀市ホーム＞健康・福祉・教育＞福祉＞障害者福祉＞障害福祉のご案内＞ 

障害者就労施設等の自主製品・サービス＞ 

障害者施設や作業所の自主製品と取り組んでいる仕事のご案内 

 

 

 

              横須賀市 自主製品 一覧 

 

 

 

 

横須賀市障害福祉課 就労支援係 

〒238-8550 横須賀市小川町 11 番地 

          TEL 046-822-9837 

        FAX 046-825-6040 


