千葉市が大プッシュ！

FAX：043-216-8212
【お取り寄せ方法】 FAX

かすたねっとクッキー
チョコレートケーキ

いもの子せんべい

サクサクの食感★

期間限定の甘さ！

油で揚げずに、オーブンで二度焼きするこ
だわりが、サクサクの軽い食感を生んだ

長野県から新りんごを直送し
てもらい、この時期しか味わえ
ない甘さを一瓶に封じ込めた

えび、ごま、サラダ、黒こしょう、
砂糖、唐辛子
黒こしょう、砂糖：一袋（70g）
その他：一袋（70g） 各￥150

TEL：0596-58-0101 FAX：0596-58-6742
mail：nansei@kirei.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

ラスク
メープル、抹茶
一袋（80g） 各￥210

ジャム

素材にこだわり!!

スモモ、きんかん
各1瓶(150g) ￥400

メープルシュガーはカナダ産無
添加、抹茶は地元・菊川産高級
抹茶を使用

クリスト・シュトーレン
竹炭ソフトフランス

賞獲得のスウィーツ
イチゴジャムをはさんだカス
タネット型のクッキー、
ビター
な味のケーキは２品とも賞
を受賞！

あげもち

スモモときんかんは両方とも紀州
産。甘さ控えめで、アイスクリーム
にかけると絶品！

TEL：0537-73-5239 FAX：0537-73-2908
【お取り寄せ方法】☎ FAX

もち米から手づくり

なかよし作業所（和歌山県）

※シュトーレンのみ

第2川越いもの子作業所（埼玉県）
FAX：049-224-5037 mail：imonoko-d@d2imonoko.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

しょうゆ味、唐辛子味
各一袋(180g) 各￥370

こだわりの紀州産

草笛共同作業所（静岡県）

クッキー：70g ￥300
ケーキ：直径10cm

一口サイズが止まらない
国産うるち米を使い、じっくり焼
き上げた一口せんべいは、ビール
のお供にもピッタリ！

南勢ワークセンター（三重県）

TEL：0285-25-8111
【お取り寄せ方法】☎

１カップ（90ml） ￥250

オリーブハウス（千葉県）

りんごジャム
１瓶（150g） ￥470

くわの実（栃木県）

菜の花の丘のバニラアイス

千葉県産牛乳と房総の名物「菜の花」から
採れたはちみつを使用。千葉市観光土産推
奨品

シュガーラスク
1袋（65g） ￥120

TEL：0739-72-5130
FAX：0739-72-5720
mail：nakayo-2@vm.aikis.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

シュトーレン：350g ￥1,500
竹炭ソフトフランス：200g ￥210

味付けやしょうゆと唐辛子だけとシ
ンプルを追求した昔ながらの味で、
米からつくるこだわり

しずかの創造苑(茨城県)
TEL：0297-35-6311
FAX：0297-35-9898
【お取り寄せ方法】☎ FAX

個性光る洋菓子
ドイツのパン、シュトレーンはクリス
マスに！ 中身真っ黒のパンは整腸
作用もある竹炭

かすたねっと（東京都）
FAX：03-3948-1640 http://www.nerima-castanet.com/
【お取り寄せ方法】 FAX H P

クッキー
アーモンド、
ココア、紅茶、
ごま、
コーヒー
１袋（5枚入り） 各￥210

素朴なおいしさ
5種類の味がそろったクッキーは、子
どもから高齢者まで幅広く楽しめる素
朴な味わい

はーとふる・ビレッジ（茨城県）
FAX：0299-36-1800
mail：heart2@theia.ocn.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

草笛共同作業所（静岡県）
TEL：0537-73-5239 FAX：0537-73-2908
【お取り寄せ方法】☎ FAX

オートミールクッキー スノーボール マドレーヌ
スノーボール（プレーン、きなこ、スト
ロベリー、レモン）
クッキー：1枚入り ￥120
スノーボール：各５個入り ￥120
マドレーヌ：1個入り ￥120

プチサイズがうれしい
クッキーは食物繊維が豊富。スノーボー
ルはころころとして女性に人気！

みなとワークアクティ（東京都）

ラスク マドレーヌ
ラスク：１袋（12枚入り） ￥260
マドレーヌ：60g ￥140

TEL：03-5439-8057 FAX：03-5439-8058
mail：minato@yuai.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

ママの手づくり感

ポンせんべい

翠王合わせ茶 翠王茶

玄米プレーン味、十六穀プレーン味、十六穀
しょうゆ味、白米プレーン味、白米しょうゆ味
各一袋（10枚入り・50g） ￥120
各一袋（５枚入り・25g）￥200

翠 王 合 わ せ 茶：1袋(8g×10包)
￥500 翠 王 茶：1袋(2g×14包)
￥1,200、1袋(2g×30包)￥2,000

ベビーの離乳食にも！

翠王とはサツマイモの新品種。その
茎と葉でつくったお茶とブレンドティ
は栄養素満載！

安心素材と無添加でつくったせんべいは、赤
ちゃんも安心。浜松産の米やしょうゆを使用

初めての人も安心の飲みやすさ。
ミントは肉料理の後に、レモン
はくつろぎタイムに

協議会入賞の製品

コリアンダーの家（長崎県）
FAX：095-813-8713
mail：info@coriander.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

くるみ共同作業所（静岡県）

ワークランド・こすもす（福岡県）

TEL：053-430-6180
FAX：053-430-6181
mail：fukusen@lcck.co.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

TEL：0930-53-1022
FAX：0930-53-1033
【お取り寄せ方法】☎ FAX

ココア、ホワイト、ショートブレッド、コーン
フレーク、チョコチップ、ごま、アールグレー
１袋（3枚入り） 各￥120

ハーブは自家栽培

野菜を練り込み、自家栽培の食用花で
飾りつけ。静岡県社会福祉協議会・会
長賞に入賞製品

アトリエ名から取ったコスモスをモチーフに
したサブレ。箱づめされ、ギフトにも最適！

手作りクッキー

ハーブティ
ミントティ、レモングラス＆レモ
ンバーベナティ
ミント：1袋(3g×10包) レモ
ン：1袋(4g×8包) 各￥315

一袋（５枚入り） ￥300
一箱（12枚入り） ￥910

ギフトに打って付け

FAX：0299-36-1800
mail：heart2@theia.ocn.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

FAX：092-936-5430
【お取り寄せ方法】 FAX

はなのえん

一箱（16枚入り） ￥1,500
一箱（24枚入り） ￥2,100

はーとふる・ビレッジ（茨城県）

柚の木学園(福岡県)

くるみ共同作業所（静岡県）
TEL：053-430-6180
FAX：053-430-6181
mail：fukusen@lcck.co.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

こすもすサブレ

家庭で手づくりしたようななつかしさの
あるラスク。甘さ控えめのマドレーヌ

メタボが気になったら…

SaQuLa Coffee コーヒー豆
一袋（250g） ￥600

パテシエ直伝の味！

全粒粉クッキー

明治記念館「菓乃実の杜」のパテシエから
指導を受け、その伝統の味を守り続ける

ごま、ココア、レーズン、ココアマー
ブル、もち麦
マーブル：70g もち麦：80g
その他：100g 各￥200

せんべい

厳選豆をひとつに！

フライビーンズ、しょうが、味噌
各一袋（90g） ￥150

インドネシア、グアテマラ、ブラジルの豆
を厳選。コーヒー好きにはたまらない香り

アレルギーの方も安心

甘みのある瓦せんべいで、なつかしの食
感と味が楽しめる。人気はしょうが味

西麻布作業所（東京都）
TEL：03-3408-1545
mail：qq5v73m9k@yacht.ocn.ne.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

国産の全粒粉など素材を厳選！ 卵
や牛乳は不使用のため、乳製品アレ
ルギーの方も安心

コスモスワーク（岡山県）
FAX：0866-52-9390
【お取り寄せ方法】 FAX

ザクッとなつかしい

神戸光の村授産学園（兵庫県）
TEL：078-950-5101
FAX：078-950-5135
【お取り寄せ方法】☎ FAX

徳丸福祉園（東京都）
TEL：03-3935-7213
FAX：03-3935-7240
【お取り寄せ方法】☎ FAX

ハーブのお塩
小瓶（65g） ￥250 大瓶（100g） ￥350
詰替用袋（80g）￥315

ハーブ３種類をブレンド

味噌
一袋（１kg） ￥800

自然熟成の生味噌

絶大な人気を誇る料理用塩。肉や魚の臭み
がなくなり、
味がまろやかに。
料理好きにぜひ！

コリアンダーの家（長崎県）
FAX：095-813-8713 mail：info@coriander.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

地元 産の大豆、米 麹、天 然塩を使い、塩 分
12％と控えめ。
健康や添加物が気になる方へ！

トマトケチャップ ピザソース

はーとふる・ビレッジ（茨城県）

ケチャップ：一瓶（300g）
ピザソース：一瓶（280g） 各￥500

FAX：0299-36-1800
mail：heart2@theia.ocn.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

素材の味いきいき
紀州産のミニトマトを使用し、無添加・
無着色・保存料ゼロ。トマトの旨味を凝
縮した逸品

八街産にんにく
一袋（500g） ￥2000
一袋（1kg） ￥4000

なかよし作業所（和歌山県）

おどろきのサイズ！
完全無農薬栽培のジャンボサイズにんにく。素
材の旨味を感じる素揚げや天ぷらでどうぞ

就職するなら明朗塾（千葉県）
TEL：043-442-0101
FAX：043-440-2020
mail：k.shigeru@meiroh.com
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

タイカレー
中辛、辛口
小缶（200g）￥450
大缶（400g）各￥850

一度食べたらやみつきに

TEL：0739-72-5130
FAX：0739-72-5720 mail：nakayo-2@vm.aikis.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

草笛共同作業所・だいとう作業場（静岡県）
FAX：0537-72-7212
【お取り寄せ方法】 FAX

一袋（250g ／２人前）￥250

柚子、山椒、ふきのとう
1 箱（100g ×３個入り）各￥550

彩の国優良ブランド品
三段熟成から生まれたコシの強さと、半生麺の
みずみずしさが自慢。ブランド認定品

ごはんのお供の定番
米味噌を使用したおかず味噌。野菜スティック
に添えたり、味噌炒めにしてもグッド！

川越いもの子製麺（埼玉県）
FAX：049-298-5574
【お取り寄せ方法】 FAX

みやこ西院作業所（京都府）
TEL：075-321-8880
FAX：075-321-5588
【お取り寄せ方法】☎ FAX

秋田比内地鶏 燻製

あなたのショッピングが、誰かをハッピーにする！

１パック（65g ／ 12 個）

あけぼの作業所（東京都）

塩 梅干し

少量生産で実現した味

塩：一袋（250g）￥300
梅干し：１パック（300g）￥350

名水百選「天郷の水」で自家飼育の
若鶏を加工。秋田県比内地鶏ブラン
ド認証品

地元の恵みを活用
水木海岸からくみ上げ、じっくり炊き
上げた塩。梅干しはその塩や自家製
しそを使用

徳治のフルーティーカレー
徳治の 10 万人カレー（グリーンカレー）

全国の福祉施設の「おいしい」
「あんしん」
「たのしい」
「かいてき」の数々
を展示する「ナイスハートバザール」。そのイベントの中でも地元の土地
の恵みを感じる foods、ていねいな手仕事がほどこされた goods を
厳選紹介。会場でチェックした後は、このカタログを参考に、ぜひお取
り寄せを！ あなたのショッピングが障害者福祉支援につながります。し
あわせはみんなでシェアすると、もっとハッピーになる！

もくもく道場（秋田県）
FAX：0187-88-8062
【お取り寄せ方法】 FAX

第二幸の実園（茨城県）
FAX：029-282-0433
【お取り寄せ方法】 FAX

各１パック（200g）各￥450

お店でも人気の味

FAX：092-936-5430
【お取り寄せ方法】 FAX

飼育環境にもこだわった静岡県産の最高級素材！ お酒のつまみや野外
での食事にも最適

川越銘産「小江戸うどん（半生）
」

FAX：03-3395-4251
mail：chuumon_akebono@itarucenter.com
【お取り寄せ方法】 FAX mail

柚の木学園 ( 福岡県 )

地鶏ならではの歯ごたえ

おかず味噌

辛さとまろやかさが 絶 妙なバランスのグ
リーンカレー。ココナッツの甘さが引き立つ

フルティーカレーは甘口。10 万
人カレーは青唐辛子がベース。
店で人気の味をレトルトに！

駿河シャモシリーズ
ももハム、むねハム、ササミスモー
ク、モツスモーク、手羽元スモーク、
ももスライス
もも：１本（450g）￥1800 むね：
１本（300g）￥1500 ササミ：一
袋（120g ／4 枚入り）￥750 モ
ツ：一袋（180g）￥600 手羽元：
一袋（180g ／４本入り）￥700
ももスライス：一袋（130g）￥600

紀州天然だし
ちょっと訳あり紀州南高白干梅

商品情報の見方
①商品名………………… 数点まとめて紹介している場合もあります。
②内容・価格 …………… 商品にバリエーションがある場合は列記しています。価格はすべて税
込み（要確認）です。
③アトリエデータ ……… 商品を取り扱う施設名と地域、注文する際の連絡先を記しています。

だし：一 袋（10g × 10 パック ) ￥450
白干梅：１パック（180g）￥300

おばあが漬ける味
だしは黒潮育ちの地元魚を使用。キズ
があっても美味しさは変わらない梅は地元味！

なかよし作業所（和歌山県）
TEL：0739-72-5130 FAX：0739-72-5720
mail：nakayo-2@vm.aikis.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

④お取り寄せ方法 ……… お取り寄せができる連絡方法を記しています。
⑤

マーク ………

マークは、贈答用の包装や箱づめ、のし付きなど、ギフトに対応
していることをお知らせるマークです。

マークは、冷蔵や冷凍をし

て配送されることをお知らせするマークです。

※掲載商品の内容・価格等は2010年10月のイベント展示に際したものです。お取り寄せの場
合は価格変更となる商品があります。注文方法等の詳細は直接各アトリエにお問い合わせく
ださい。

【イベント概要】
ナイスハートバザール2010 in 東京
開催：2010.10.29 Fri 12:00-19:00 ／ 30 Sat 11:00-17:00
会場：ベルサール秋葉原
東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル
主催：社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国社会就労センター協議会
特定非営利活動法人日本セルプセンター
関東社会就労センター協議会

