新型コロナウイルス感染症の影響により、外出する人が少なくなった今、
福祉施設で作ったお菓子などが販売されているお店でも客足が減っている現
状があります。また、大規模なイベントが開催されないことにより、製造して
いる飲食物を販売する場がなく、在庫が大量に残ってしまっています。

福祉施設応援カタログ

売り上げは働いた施設利用者さんの大事な工賃となるため、売り上げが
下がり続ければ、工賃を支払うのも苦しい状況となってしまいます。
そこで、福祉施設で製造された商品を買って、福祉施設を応援しませんか？
また、みんなで食べて、この苦しいときを笑顔で乗り越えませんか？

秦野市社会福祉協議会
住所：秦野市緑町16- 3 電話：0463-84-7711

買って、食べて、応援 しよう！

社会福祉法人 地域精神保健福祉会
大根工芸 菓子工房「香音(かのん)」

社会福祉法人 かながわ共同会
希望の丘はだの ラポールセイカ

こんにちは大根工芸です！！
私たちの事業所では毎日（月～金曜日）菓子作りの作業を行っ

2020 年 4 月 焼き立てパンやランチを楽し

ています。

める新店舗「ラポールセイカ」がオープン！

出来上がったお菓子は併設の店舗菓子工房「香音」やともしび

ハンディがあっても無くても、おいしいもの

ショップ等で販売しています。

を提供し、喜んでもらいたいという思いで、日々製造しています。

心を込めて美味しいお菓子を作っているので、ぜひ一度味わっ

ぜひ、ご注文下さい。

てみてください。

①注文可能数（最低数と上限）

●

商品一覧

１回の
注文可能数

●

100 個以上でも
ご相談ください‼

②注文期限 ③商品の説明

合計

100 個まで

※価格はすべて税込み価格表示です。

①注文可能数（最低数と上限）

●

商品一覧

１回の
注文可能数

●

合計

100 個まで

②注文期限 ③商品の説明
※価格はすべて税込み価格表示です。

クッキー各種
クッキー

200 円/1 袋

100 円/1 袋

①５～５０個
②10日前まで
③種類：カントリー（くるみ、レーズン、ココナッツ）・
三色（アーモンド、ココア、抹茶）・ピーナッツ・ごま・
黒糖・シナモン・しょうがなどの種類があります

①30 個～５０個
②1 週間前まで
③種類：バニラ、紅茶、ココアなど5 つの味があります

マドレーヌ各種

ダコワーズ各種

パウンドケーキ

マフィンケーキ

120 円/1 個

120 円/1 袋

100 円/1 個

100 円/1 個

①５個～５０個 ②10日前まで
③種類：ラムレーズンとクランベリーの
2 種類があります

①30 個～５０個 ②1 週間前まで
③種類：プレーン、メイプル、フルーツなど
5 つの味があります

①５～１００個 ②10日前まで
③種類：プレーン・コーヒー・紅茶・桜などの
種類があります

配達日時や場所についてはご注文の際に、お電話にてご相談させていただきます。
配達について

配達可能エリア 秦野市内（配達希望に添えない場合がありますので、お電話にてご確認ください。）

配達について

郵送 送料をご負担いただければ、宅配便にてお届けも可能です。
注文
・
問合せ先

TEL 0463-79-2570

FAX 0463-79-2570

対応可能時間 【月～金】10：30 ～ 16：00（土日祝日休み）

住所 秦野市南矢名 2041-5

注文
・
問合せ先

①30 個～５０個
②1 週間前まで
③種類：プレーン、チョコチップなど4 つの
味があります

配達可能エリア まずはご相談ください。
郵送 不可

TEL 0463-71-6151
FAX 0463-72-8034
mail hadano@kyoudoukai.jp
対応可能時間 【月～金】9：00 ～ 16：00（土日祝日休み） 住所 秦野市南矢名 4-27-20

社会福祉法人 ビーハッピー みのりの家

社会福祉法人 寿徳会 ハッピーラボ
ハッピーラボは秦野市戸川にあります。知的障害をお持ちのご

みのりの家では障害を持たれた方々がクッキー作り、ビーズ手

利用者に対し、さまざまな作業を提供する通所の就労支援施設

芸、散歩やドライブなどそれぞれが楽しみながら日常を大切に

です。餃子販売や軽作業で得た収益は、ご利用者の作業工賃

過ごしています。

としてお支払いしています。

なかでもクッキーは作っている私たちも“おいしいな”と思い

1 階は餃子製造所と店舗が設置されています。職員とご利用者

ながら３０年が経ちました。１日に作れる量が決まっています。

の方が心を込めて製造・販売を行っています。

（急にたくさんは作れませんが･･･）ひとつひとつ丁寧に心を込

2 階は軽作業を行う作業所になっています。主にボールペンの

めて作っています。

●

①注文可能数（最低数と上限）

商品一覧

②注文期限 ③商品の説明

●

既に大量注文が入っている
場合もございます。
まずは、ご相談ください。

組み立て作業を中心に行っています。

１回の
注文可能数

合計

30～50 個

※価格はすべて税込み価格表示です。

①注文可能数（最低数と上限）

●

商品一覧

１回の
注文可能数

●

合計

150 箱まで

②注文期限 ③商品の説明
※価格は税込み価格表示です。

クッキー

クッキー

（５枚入り）

（６枚入り）

130 円

150 円

①１～１００個位 ②納品、発送日の１週間前まで
③内容：チョコ、紅茶、ごま、抹茶、ナッツ

国産野菜 ・ 神奈川県産 「高座豚」 を使用した具材。
素材本来の甘味、 野菜の歯ごたえ、 高座豚の旨味を活かした野菜たっぷりの餡を、
モチモチ ・ パリパリの皮で包みあげました。

①１～１００個位 ②納品、発送日の１週間前まで
③内容：プレーン、チョコ、紅茶、ごま、抹茶、ナッツ

クッキー
（60g、70g）

250 円
※写真はミックスのものです。

①１～１００個位 ②納品、発送日の１週間前まで
③種類：チョコ、抹茶、紅茶、ゴマ、ミックス
６０ｇ
ナッツ (クルミと ココナッツ入り)
プレーンは７０ｇ

）

クッキー箱入り
（６種類入り）

冷凍餃子 ( 中 )1 箱 12 個入

小 1,700 円

800 円
①最低は要相談、最高は１５０箱
②1 週間前まで
③サイズ【中】：32g/ 個
（一般的な餃子は一つ１５～２５g。２０g 以上で大きめと
言われます。）
・消費期限：180日
・アレルギー：小麦、ごま、大豆、豚肉

大 2,700 円
※写真は【小】のものです。

①１～１００個位 ②納品、発送日の１週間前まで
③種類：プレーン、チョコ、紅茶、ごま、抹茶、ナッツ
【小】１袋 60g（プレーンは７０g）
【大】１袋 100g（プレーンは１１０g）

ご予算やご要望に応じて様々なラッピングやイベント用のパッキングもできます。お気軽にご相談ください。
配達について

配達可能エリア ご相談ください。
郵送 郵送料をご負担いただければ可能。

配達について

【郵送料一律】780 円 【3,000 円以上ご購入】送料 390 円 【5,000 円以上ご購入】送料０円
注文
・
問合せ先

TEL 0463-80-2332
FAX 0463-83-7744
mail minorinoie@gmail.com
対応可能時間 【月～金】9：00 ～ 17：30（土日祝日休み） 住所 秦野市渋沢 1480-1

注文
・
問合せ先

配達可能エリア 秦野市内
郵送 郵送料をご負担いただければ可能。冷凍のため県内 918 円になります。
保冷バッグ 100 円（5 箱を詰める事が可能で3 ～ 4 時間保冷状態を保てます。）
TEL 0463-75-5418
FAX 0463-75-5418
mail info@happylab.biz
対応可能時間 【月～金】9：00 ～ 17：00（土日祝日休み） 住所 秦野市戸川 381-1

社会福祉法人 成和会 にこにこパン工房
秦野市清水町にあります、就労継続支援 B 型事業所にこにこパン

あんドーナツ

お米パン

130 円

258 円

①1～20 個 ②5日前まで
③お砂糖がたくさんかかった
あんドーナツです

工房です。当事業所では、障害をお持ちの方に、パンの製造・販

①1～20 個 ②5日前まで
③丸くずっしり！
食べればもちもち！

売という仕事を通じて働く場の提供をしています。さまざまなサ
ポートや配慮を受けながら、
『パン屋』という一般就労に近い環境

ミルクフランス

チキン竜田バーガー

で働いていくことが出来ます。当事業所で働いた経験を活かして、

170 円

302 円

一般就労への機運が高まった方には、一定の就労支援も行います。

①1～20 個 ②5日前まで
③ホイップと練乳クリームで
まろやかミルク感！

①1～20 個 ②5日前まで
③チキン竜田と野菜を
たっぷり挟んでいます

また作業に応じた工賃もお支払いしております。皆で力を合わせ
て作ったパンを、ぜひ召し上がってみて下さい！

●

①注文可能数（最低数と上限）

商品一覧

●

タルタルフィッシュバーガー

マヨコーン

１回の
注文可能数

216 円

181 円

合計

①1～20 個 ②5日前まで
③白身魚とタルタルソースは
相性抜群です

200 個まで

②注文期限 ③商品の説明
※価格はすべて税込み価格表示です。

幻のクリームパン
181 円
①1～20 個 ②5日前まで
③クリームたっぷり！シュークリーム
のようなクリームパンです

はたのカレーパン

クリームチーズ

チョコリング

186 円

216 円

140 円

①1～20 個 ②5日前まで
③大人気のカレーパン！

にこにこ塩パン

コロッケドッグ

118 円

194 円

①1～20 個 ②5日前まで
③フランス産の塩と発酵バターが
美味しい塩パンです

焼きそばドッグ
172 円
①1～20 個 ②5日前まで
③昔ながらの焼きそばパンです

①1～20 個 ②5日前まで
③シャキシャキコーンと
マヨネーズが美味しいです

①1～20 個 ②5日前まで
③デニッシュ生地に濃厚クリーム
チーズがよく合います！

①1～20 個 ②5日前まで
③ほくほくお芋のコロッケに
ソースが食欲そそります

ガーリックフランス

ポークソーセージ

237 円

172 円

①1～20 個 ②5日前まで
③ガーリックがガツンときいてる
フランスパン！

コロネ

183 円

①1～20 個 ②5日前まで
③なめらかチョコクリームが
詰まってます！

つぶあんぱん

180 円

170 円

①1～20 個 ②5日前まで
③メープル風味の
サクサクメロンパンです

①1～20 個 ②5日前まで
③あんこの優しい甘さが
美味しいです

①1～20 個 ②5日前まで
③皆大好き！
ソーセージのパン

ナポリタンドッグ

162 円

メープルメロン

①1～20 個 ②5日前まで
③チョコがかかった
ふわっとドーナツ

①1～20 個

配達について

注文
・
問合せ先

②5日前まで ③洋食屋さん定番のナポリタンを挟みました

配達可能エリア 秦野市内 ※1 回 3,000 円以上のご注文で配達承ります。
郵送 不可

TEL 0463-84-5556

FAX 0463-80-5011

mail nikopan@ha-seiwakai.jp

対応可能時間 【月～日】8：00 ～ 17：00（お店は月曜休みですが、電話対応可能です。）

住所 秦野市清水町 9-24

