
西和7町障害者等支援協議会　就労部会

施設では、一般企業で働くこ

とを目指している人や、その

施設で働くことに喜びや生き

がいを感じながら生活をして

いる人など、皆一生懸命に取

り組んでいます。

授産品はそういった施設で作られた製品の呼び名であり、

一つひとつの製品に障がいのある人達の溢れる思いが

ギュッと詰まっているものです。

実際の商品を手に取って

想像してみてください

共に暮らす町で働く、障がい

のある方に、一つの笑顔が生

まれることを。

そして、それを見たあなたの

顔にも笑顔がこぼれている様

子を。

そんな笑顔が西和7町に広がることを願い、七色満面（ナナショ

クマンメン）という事業名をつけ、カタログにしました。

じゅさんひん

授産品ってなんだろう？

私たちの暮らしている地域の中には障がいのある人

達が日々利用する施設があります。
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

（写真①）

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： １袋 ２００円（税込）

内容量： ５０ｇ

商品番号： 1-1
商品名： 虹のクッキー

事業所番号： ⑤

素朴な味ながら、バターの味がしっかり感じられます。
トッピングも様々で見た目に明るく、大人から子供まで幅広く楽しめます。
各種イベント・子供会などお土産にどうぞ。

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：

賞味期限： 製造日より３０日間

原材料：
小麦粉 無塩バター 砂糖 全卵
ドレンチェリー チョコレート アーモンド  ごま

販売期間： 通年
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

当事業所ではこくとうクッキーと同様一番新しい商品になります。
いちごのフリーズドライを混ぜ、仕上げとしていちごパウダーをかけ、いちごの甘酸っぱさを感じられます。
食感はサクッとしていますが、口どけを楽しめます。

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：

（写真①）

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： １袋 ２００円（税込）

内容量： ４８ｇ

商品番号： 1-2
商品名： いちごクッキー

事業所番号： ⑤

賞味期限： 製造日より３０日間

原材料：
 無塩バター 粉糖 アーモンドプードル
薄力粉 フリーズドライ

販売期間： 通年

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

当事業所ではいちごクッキーと同様一番新しい商品になります。
こくとうが生地としっかり混ざり合い、しつこくない甘さに仕上がりました。
食感はしっかりしていますが、黒糖の甘さが感じられる一品です。いちごクッキーと合わせて食べていただく
と味の違いがわかりやすいです。

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： １袋 ２００円（税込）

内容量： ４８ｇ

商品番号： 1-3
商品名： こくとうクッキー

事業所番号： ⑤

賞味期限： 製造日より３０日間

原材料：
 無塩バター 黒糖 アーモンドプードル  薄力粉
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

内容量： １１０ｇ

賞味期限： 製造日より４０日

原材料：
国産小麦、マーガリン、上白糖、鶏卵、発酵バター、黒糖、ピーナツ、ごま、コーンフ
レーク、チョコチップ

販売期間： 通年

生産数： １日１５個～

商品受け渡し： 店頭、電話注文、配達可能（※要相談）

その他：

コーンフレーク・チョコチップ・ゴマ・ピーナッツの4種類のクッキーが入ったミックスクッキー。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

商品番号： 1-4
商品名： クッキー事業所番号： ②

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： ３００円（税込）

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－４５－８１８２ FAX ０７４５－４５－８１８２

ホームページURL

見た目も可愛いメロンパンをクッキーにしました。

事業所名 NPO法人　大空の家

所在地 奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１６：００）※土日祝は定休日

生産数： 約３０袋/週

商品受け渡し： 喫茶　大空　　もしくは　大空の家

その他：

消費期限： ２８日

原材料：
小麦粉、バター、卵、砂糖、強力粉、メロンオイル

販売期間： 通年

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： ２１０円（税込）

内容量： ５個入

商品番号： 1-5
商品名： メロンクッキー

事業所番号： ①
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－４５－８１８２ FAX ０７４５－４５－８１８２

ホームページURL

たっぷりのバターと卵白で作るシンプルなクッキー。

事業所名 NPO法人　大空の家

所在地 奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１６：００）※土日祝は定休日

生産数： 約３０袋/週

商品受け渡し： 喫茶　大空　　もしくは　大空の家

その他：

消費期限： ２８日

原材料：
小麦粉、バター、卵白、砂糖

販売期間： 通年

（写真）フリーレイアウト

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： ２１０円（税込）

内容量： ６０ｇ

商品番号： 1-6
商品名： ラング・ド・シャ

事業所番号： ①
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－４５－８１８２ FAX ０７４５－４５－８１８２

ホームページURL

卵不使用。ばにら、ココア、ごまの３種類が入っています。

事業所名 NPO法人　大空の家

所在地 奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１６：００）※土日祝は定休日

生産数： 約３０袋/週

商品受け渡し： 喫茶　大空　　もしくは　大空の家

その他：

消費期限： ２８日

原材料：
小麦粉、バター、砂糖、ココア、ごま、ミックスピール

販売期間： 通年

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： ２１０円（税込）

内容量： ７５ｇ

商品番号： 1-7
商品名： 大空クッキー

事業所番号： ①
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

消費期限： 製造日より３０日間

原材料：
小麦粉、発酵バター、砂糖、全卵、バニラオイル、アーモンド

販売期間： 通年

生産数： 注文の応じて製造

商品受け渡し： 直売・いきいきプラザ喫茶にて販売

その他：
６日前までにご予約可能

アーモンドをたっぷり使った焼き菓子です。パリットした食感とバターの風味と、ほどよい甘さがたまりませ
ん。高級感があり、あゆみの家一番人気の商品です。是非一度お試しください！

事業所名 ＮＰＯ法人あゆみの家

所在地 斑鳩町龍田２丁目１－３４

営業日 月・火・水・木・金　（１０：００～１５：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５－７５－２７０７ FAX ０７４５－７５－２７２４

ホームページURL

メールアドレス ａｙｕｍｉｎｏｉｅ＠ｊｏy．ocn.ne.jp

商品番号： 1-8
商品名： アマンド

事業所番号： ③

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： １袋５枚入り　２７０円(税込）

内容量： １袋　４０ｇ
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス oujipoem@leto.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－７２－９１３１ FAX ０７４５－７２－９１３１

ホームページURL

厳選された材料を使い、添加物のない安心安全な素材のおいしいクッキーです。
お母さんが子供達の為に手作りするようなそんな優しさ溢れるクッキー作りに取り組んでいます。

事業所名 特定非営利活動法人　ポエム

所在地 北葛城郡王寺町畠田８－１７０７

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

生産数： １週間で約５００袋

商品受け渡し： 直売・予約販売（ひきとり、配達応相談）

その他：
現在１２０円売りのクッキーで９種類・１５０円売りのクッキーで４種類
その他に季節限定のクッキーなどを焼いています。
ご要望に応じて箱入りまた金額に応じての箱入りも致します。

消費期限： 製造日により４週間

原材料：
国内産小麦粉・よつ葉バター・上白糖・ＰＨＦ玉子・Ｂ．Ｐ（アルミフリー）
その他（クッキーの種類による）

販売期間： 通年

商品分類： クッキー・焼き菓子

価格： １袋　　１２０円（税込）　・　１５０円（税込）

内容量： １袋　　　３０ｇ　・　４０g  （種類により異なる）

商品番号： 1-9
商品名： クッキー

事業所番号： ⑥
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

生地がアーモンドの邪魔をせずに、しっかりとした味で、どこか懐かしい味わいです。
商品名は法隆寺の近くにある藤の木古墳からいただきました！
藤の木CAKEを持って藤の木古墳を訪れてみては・・・

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：
直射日光・高温多湿を避けて保存

賞味期限： 夏期：製造日より５日間 それ以外は製造日より６日間

原材料：
 小麦粉 無塩バター 砂糖 全卵
べに花オイル アーモンド ベーキングパウダー

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： ケーキ

価格： １個 １００円（税込）

内容量： １個

商品番号： 50-1
商品名： 藤の木古墳CAKE

事業所番号： ⑤
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

ケーキの味わいとパイナップルの甘みが重なり合い絶妙な甘さに仕上がりました。ぜひご賞味を！

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：
直射日光・高温多湿を避けて保存

賞味期限： 夏期：製造日より５日間 それ以外は製造日より６日間

原材料：
 小麦粉 砂糖 無塩バター 全卵 パイナップル ラム酒 バニラ

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： ケーキ

価格： １個 １００円（税込）

内容量： １個

商品番号： 50-2
商品名： パイナップルケーキ

事業所番号： ⑤
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

ほのかな紅茶の香りが心を癒してくれます。じっくりと堪能して下さい!!

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：
直射日光・高温多湿を避けて保存

賞味期限： 夏期：製造日より５日間 それ以外は製造日より６日間

原材料：
 小麦粉 砂糖 無塩バター 全卵 牛乳 紅茶葉 ベーキングパウダー

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： ケーキ

価格： １個 １００円（税込）

内容量： １個

商品番号： 50-3
商品名： 紅茶ケーキ

事業所番号： ⑤

13

mailto:rainbow@forest.ocn.ne.jp


商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

オレンジピールが入っているため、口の中に入れるとオレンジの香りが鼻からぬけていきます。やわらかめ
の生地で食べやすく、好評いただいております。

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：
直射日光・高温多湿を避けて保存

賞味期限： 夏期：製造日より５日間 それ以外は製造日より６日間

原材料：
 薄力粉 生クリーム 砂糖 オレンジピール オレンジキュラソー 全卵 ベーキングパウ
ダー

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： ケーキ

価格： １個 １００円（税込）

内容量： １個

商品番号： 50-4
商品名： オレンジケーキ

事業所番号： ⑤

※写真は2個分になります
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

しっとりとしていて蜂蜜の甘さが丁度いい感じです。
一度食べたらやみつきになります！
自治会や子供会などで切り分けて食べていただくのもありですし、1缶を“丸ごと一人で！”
なんて贅沢な食べ方も…

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：
直射日光・高温多湿を避けて保存

賞味期限： 製造日より７日間

原材料：
 全卵 砂糖 小麦粉 蜂蜜

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： ケーキ

価格： １缶 １５００円（税込）　/　１本 ６００円　/　１/２本 ３００円

内容量： １缶　/　１本　/　１/２本     ※１缶は３本分の大きさになります。

商品番号： 50-5
商品名： カステラ/パォン・デ・ロー

事業所番号： ⑤

※写真は1/2本が2つになります
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス rainbow@forest.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７５-０００８ FAX ０７４５-７５-０００８

ホームページURL

ふわっふわっの生地で食感もよく、程良い甘さです。甘いのが苦手な方でもついつい食べてしまいたくなりま
す。シフォンケーキのいいところは生クリームをつけたり、チョコレートをつけたりと色々な楽しみがあることで
す。是非一度試していただき、自分の好きな食べ方を発見してみてください。

事業所名 斑鳩町障害者支援センター 虹の家

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

営業日 月・火・水・木・金・第４土（８：４５～１７：３０）※日・祝日は定休日

生産数： 注文に応じて製造

商品受け渡し： 直売 （虹の家・いきいきプラザ喫茶担当日）、その他要相談

その他：
直射日光・高温多湿を避けて保存

賞味期限： 製造日より５日間

原材料：
 小麦粉 グラニュー糖 サラダ油 卵 ベーキングパウダー 食塩 酒石酸

販売期間： 通年

（写真①）

商品分類： ケーキ

価格： １個 ４００円（税込）

内容量： １個

商品番号： 50-6
商品名： シフォンケーキ

事業所番号： ⑤
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://kamisha.web.fc2.com/

メールアドレス kamisyakyo@gmail.com

所在地 上牧町上牧３２４５-１

営業日 月・火・水・木・金・土　（９:００～１６:００）　※第３土曜と日曜は定休日

TEL ０７４５-７９-０８９６ FAX ０７４５-７９-０８９５

商品受け渡し： 予約販売・アピタ西大和店毎週金曜・上牧町役場第２・第４火曜

その他：
３，４日前までにご予約していただいて（他の予約や販売状況と調整の上受付させて
いただきます）店頭にてお渡し

手作りのフワフワシフォンケーキです。特に大和茶シフォンは厳選された大和茶をふんだんに使用しあえて
甘さを抑えたことで、さらに大和茶の風味が増して奈良を感じるケーキです。
第５回スイーツ甲子園奈良大会準グランプリを受賞しました。
是非一度お試し下さい。

事業所名 社会福祉法人　上牧町社会福祉協議会

原材料：
卵・砂糖・小麦粉・サラダ油・バニラエッセンス（ココアパウダー）（大和茶）

販売期間： 通年

生産数： １週間で約４０個

価格： ２００円～２５０円（税込）

内容量： １個

消費期限： 製造日翌日まで

（写真①）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

商品分類： ケーキ

商品番号： 50-7
商品名： シフォンケーキ

事業所番号： ⑦
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－４５－８１８２ FAX ０７４５－４５－８１８２

ホームページURL

抹茶の香と、しっとりとした甘納豆を閉じ込めたケーキです。

事業所名 NPO法人　大空の家

所在地 奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１６：００）※土日祝は定休日

生産数： 約３０本/週

商品受け渡し： 喫茶　大空　　もしくは　大空の家

その他：

消費期限： １０日

原材料：
小麦粉、バター、卵、砂糖、抹茶粉、小豆、ベーキングパウダー

販売期間： 通年

（写真）フリーレイアウト

商品分類： ケーキ

価格： ８２０円（税込）

内容量： ３００ｇ

商品番号： 50-8
商品名： ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ（抹茶）

事業所番号： ①
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－４５－８１８２ FAX ０７４５－４５－８１８２

ホームページURL

チョコレートをたっぷりとはいってます。温めても、冷やしても美味しいです。

事業所名 NPO法人　大空の家

所在地 奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１６：００）※土日祝は定休日

生産数： 約３０本/週

商品受け渡し： 喫茶　大空　　もしくは　大空の家

その他：

消費期限： １０日

原材料：
小麦粉、バター、卵白、砂糖、アーモンドプードル、チョコレート、ココア、ラム酒、ベー
キングパウダー

販売期間： 通年

（写真）フリーレイアウト

商品分類： ケーキ

価格： ７２０円（税込）

内容量： ３００ｇ

商品番号： 50-9
商品名： ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ（ﾁｮｺ）

事業所番号： ①
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－４５－８１８２ FAX ０７４５－４５－８１８２

ホームページURL

事業所名 NPO法人　大空の家

所在地 奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１６：００）※土日祝は定休日

生産数： 約３０本/週

商品受け渡し： 喫茶　大空　　もしくは　大空の家

その他：
くるみの歯ごたえと、ブランデーレーズンの香のするケーキです。

消費期限： １０日

原材料：
小麦粉、バター、卵、砂糖、ベーキングパウダー、くるみ、レーズン、ミックスピール、ブ
ランデー、バニラオイル

販売期間： 通年

（写真）フリーレイアウト

商品分類： ケーキ

価格： ８２０円（税込）

内容量： ３００ｇ

商品番号： 50-10
商品名： ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ（ミックス）

事業所番号： ①
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス oujipoem@leto.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－７２－９１３１ FAX ０７４５－７２－９１３１

ホームページURL

スポンジケーキのようなフワフワ食感のマドレーヌ、フィナンシェのようにしっとり食感のアマンドケーキ。
クルミやオレンジピールのたっぷり入ったパウンドケーキとそれぞれバラエティに富んだ美味しさです。
利用者さんがボランティアさんに助けてもらいながら和気合々と作っています。

事業所名 特定非営利活動法人　ポエム

所在地 北葛城郡王寺町畠田８－１７０７

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

生産数： マドレーヌ　５０ヶ/日　　アマンドケーキ　１００ヶ/日　　パウンドケーキ　５０ヶ/日

商品受け渡し： 直売・予約販売（ひきとり、配達応相談）

その他：
ギフト用に箱入りも致します。
在庫はあまり置いていませんのでお電話で御確認下さい。

消費期限： マドレーヌ　製造日含め３日　その他　製造日より１週間

原材料：
よつ葉バター・国内産小麦粉・上白糖・アーモンドプードル
Ｐ.Ｈ.Ｆ.玉子・その他（Ｂ.Ｐ.アルミフリー）・クルミ・オレンジピール
スライスアーモンド・洋酒）・国内産レモン

販売期間： 通年

商品分類： ケーキ

価格： アマンドケーキ　８０円（税込）・マドレーヌ　１２０円（税込）・パウンドケーキ　１５０円（税込）

内容量： １袋　１ヶ

商品番号： 50-11
商品名： ケーキ

事業所番号： ⑥

21

mailto:oujipoem@leto.eonet.ne.jp


商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

原材料：
小麦粉、砂糖、パン酵母、卵、食塩、マーガリン、ショートニング、イーストフード、香
料、着色料、乳化剤、Ｖ．Ｃ、等

商品番号： 100-1
商品名： パン事業所番号： ②

通年

生産数： １日　３０個～

商品受け渡し：

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

販売期間：

商品分類： パン

価格： １００円～（税込）

内容量： 商品により異なる

消費期限： ご購入後、お早めにお召し上がり下さい。

店頭　　電話注文　　配達可能（※要相談）

その他：
ご注文はご入用日の３日前までにご連絡下さいますようお願いします。

ちいろば園ドンキーのパンは毎日焼き立てパンを提供しています。素朴でほっとする心のこもったパンを是
非お試し下さい。
※写真と実物は異なる場合がございます。ご了承下さい。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

22

http://chiiroba.main.jp/roba
mailto:chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp


商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

ポップコーンと相性抜群のキャラメルをふんだんに使用した、キャラメル味のポップコーンです。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

生産数： １ヶ月約７５個

商品受け渡し： ・店頭　　・電話注文　・配達可能（※要相談）

その他：
平群町道の駅、信貴山観光協会「ｉセンター」でも販売しています。

消費期限： 製造日から１２０日間

原材料：
コーン（遺伝子組み換えではない），水飴，砂糖，植物油，キャラメル，ホイップクリー
ム，バター，食塩，着色剤（カラメル，カロチン），乳化剤，酸化防止剤（Ｖ・Ｅ）（原材料
の一部に乳成分・大豆・落花生・卵を含む）

販売期間： 通年

商品分類： 食品その他

価格： １５０円（税込）

内容量： ６０ｇ

商品番号： 150-1
商品名： キャラメルポップコーン

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

貝殻形で食感サックサクのパスタのポン菓子「信貴山ｄｅポン」味はキャラメル、メープル、チョコレートの3種
類があります。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

生産数： １ヶ月　各種約７５個

商品受け渡し： ・店頭　　・電話注文　　・配達可能（※要相談）

その他：
平群町道の駅、信貴山観光協会「ｉセンター」でも販売しています。

消費期限： 製造日から９０日間

原材料：

デュラムセモリナ小麦，水飴，砂糖，植物油，着色料（カラメル）乳化剤，酸化防止剤（Ｖ・Ｅ）
キャラメル味：キャラメル，トレハロース，バター　（原材料の一部に乳成分・大豆・落花生含む）
メープル味：メープル，バター　（原材料の一部に乳成分・大豆を含む）
チョコレート味：キャラメル，ココア，カカオマス　（原材料の一部に乳成分・大豆・落花生含む）

販売期間： 通年

商品分類： 食品その他

価格： １８０円（税込）

内容量： ６０ｇ

商品番号： 150-2
商品名： 信貴山ｄｅポン

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

ちいろば園の畑で収穫したブルーベリーの実をじっくりことこと煮込んでジャムにしました。
他に季節のジャムとして、巨峰と柚子のジャムも作りました。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

生産数： 果実の収穫量により変動

商品受け渡し： ・店頭　　・電話注文

その他：
保存料は一切使用しておりませんので開栓後は必ず冷蔵保存の上、お早めにお召し
上がりください。

消費期限： 製造日より９０日間

原材料：
果実　　グラニュー糖　　レモン果汁

販売期間： 通年　（果実の収穫量で変動）

商品分類： 食品その他

価格： ４００円（税込）

内容量： １５０ｇ

商品番号： 150-3
商品名： ブルーベリージャム

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

ＴＶ　「秘密のケンミンＳＨＯＷ」で放送されたレインボーラムネは、生駒市の生駒製菓本舗が製造する激レア
商品です。
とても口どけの良いおいしいラムネです。
人気が高い商品の為、おひとり様１０個までのお買い上げとさせていただいています。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

生産数： 一か月　４００個

商品受け渡し： ・店頭

その他：

消費期限： 製造日より９か月間

原材料：
砂糖　澱粉　酸味料　増粘剤　（アラビアガム）　香料　着色料　（黄４、赤１０６、青１）

販売期間： 通年

商品分類： 食品その他

価格： １００円（税込）

内容量： ４０ｇ

商品番号： 150-4
商品名： レインボーラムネ

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

真夏の時期に旬を迎える無農薬栽培のブルーベリーです。
小さな粒を一口食べると爽やかな甘さと香りが口いっぱいに広がります。
また加工用冷凍ブルーベリーは好評で、自家製ジャム作りやジャム作りを楽しんでおられる

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

生産数： 年によって変動あり。

商品受け渡し：
・店頭、電話注文。加工用冷凍品については郵送も対応します。
（配送料はお客様負担となります）

その他：
上記写真とはデザインが異なる場合がございます。ご了承ください。

消費期限： 生鮮食品の為お早目にお召し上がりください。

原材料：
ブルーベリー

販売期間： ７月中旬から８月中旬程度。年によって違いがありますのでお問い合わせください。

商品分類： 食品その他

価格（税込）： 生食用１００ｇ３８０円、加工用冷凍ブルーベリー５００ｇ１３００円・１㎏２５００円

内容量： 上記の通り

商品番号： 150-5
商品名： ブルーベリー

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://www.moe.or.jp/

メールアドレス lasola@moe.or.jp

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南５-１４-１４

営業日 月・火・水・木・金（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５-７０-１５７７ FAX ０７４５-７０-１５７８

商品受け渡し： 配達

その他：
月・火・水・木・金の昼食用の弁当になります。当日１２時までのお届けになります。
イベント・会議用の仕出し弁当のご注文もお受けいたします。土・日・祝日の団体ご注
文も相談可能です。

毎朝、まごごろ込めて作っている手作りお弁当です。
お客様に喜んでもらえる献立を用意しております。ご注文お待ちしております。
平日のお昼のお弁当以外に、各イベント・会議用のお弁当もお受けいたします。内容等ご希望によりご用意
させていただきますので、お気軽にご相談ください。

事業所名 社会福祉法人 萌　らそら

原材料：

販売期間： 月・火・水・木・金 ※要申込当日９：１５まで受付。（土・日・祝日の団体注文は相談可能）

生産数： １日４５食（団体注文は４５食以上相談可能）

価格： １食５００円（税込）　※団体注文は価格・内容につき相談可能

内容量：

消費期限： 当日配達後２時間以内

（写真①）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

商品分類： お弁当

商品番号： 200-1
商品名： らそら弁当

事業所番号： ④
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス oujipoem@leto.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－７２－９１３１ FAX ０７４５－７２－９１３１

ホームページURL

利用者さんとボランティアさんが一緒に作った手作りのボカシ・肥料です。
E.M.ボカシ　　   　 ： 有用微生物Ｅ．Ｍ菌が生ゴミを発酵させて良い肥料に変化させます。
　　　　　　　　　　      出来た発酵液は薄めてから流し台、排水口、トイレの臭い消しや詰まり防止になります。
E.M.菌発酵肥料   ： 天然有機肥料に有機生物のE.M.菌を加え発酵させた安全肥料です。
　　　　　　　　　　　　　即効性はありませんが繰り返し使うとE.M.菌が定着し土の活力を与えます。

事業所名 特定非営利活動法人　ポエム

所在地 北葛城郡王寺町畠田８－１７０７

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

生産数：
商品受け渡し： 直売、予約販売（ひきとり、配達応相談）

その他：
数に限りが在ります。

消費期限：

原材料：
もみがら・米糠・黒蜜・ＥＭ菌・発酵促進剤　/ E.M.ボカシ

米糠・油粕・魚粉・骨粉（BSE対応済）・E.M.菌・糖蜜 /  E.M.菌発酵肥料
販売期間： 通年

商品分類： 食品以外
価格： ３５０円 （税込）

内容量： ボカシ / １kg  ・ 肥料 / ８００g

商品番号： 250-1
商品名： E.M.ボカシ・E.M.菌発酵肥料

事業所番号： ⑥
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス oujipoem@leto.eonet.ne.jp

TEL ０７４５－７２－９１３１ FAX ０７４５－７２－９１３１

ホームページURL

利用者さんが一生懸命育てた花の苗を低価格で提供しています。
季節に応じていろいろな苗を育てています。
JR畠田駅の植栽も行っていますのでまたご覧下さい。

事業所名 特定非営利活動法人　ポエム

所在地 北葛城郡王寺町畠田８－１７０７

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

生産数： 注文により個数相談

商品受け渡し： 直売、予約販売（ひきとり、配達応相談）

その他：
季節により種類有り

消費期限： 季節により変更あり

原材料：
さくら草・ノースポール・ムスカリ・すみれ・花菜・マリーゴールド・コスモス・他

販売期間： 通年

商品分類： 食品以外

価格： ３０円（税込）～商品により

内容量： １個から

商品番号： 250-2
商品名： 花の苗

事業所番号： ⑥
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス ayuminoie@joy.ocn.ne.lp

TEL ０７４５－７５－２７０７ FAX ０７４５－７５ー２７２４

ホームページURL

ボカシ作りは１５年前から始めました。このごろは人気があり良く売れています。地域のボランティアさんが、
お手伝い下さって一緒に楽しく作業を行っています。野菜・花作りに素晴らしい商品です。ぜひ一度ご利用
下さい。

事業所名 ＮＰＯ法人あゆみの家

所在地 斑鳩町龍田2丁目１－３４

営業日 月・火・水・木・金（１０：００～１５：００）※土日祝は定休日

生産数：

商品受け渡し： 直売、斑鳩町環境対策課

その他：

 野菜・花とても良質に育ちます。

消費期限：

原材料： もみがら、米糠、セラミック、糖蜜、EM菌

販売期間： 通年

（写真）フリーレイアウト

商品分類： 食品以外

価格：
１キロ入り１００円（税込）　※斑鳩町在住の方、斑鳩町より助成金ある為
斑鳩町外の方は３００円（税込）

内容量： １Ｋｇ

商品番号： 250-3
商品名： EMボカシ

事業所番号： ③
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://www.moe.or.jp/

メールアドレス lasola@moe.or.jp

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南５-１４-１４

営業日 月・火・水・木・金（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５-７０-１５７７ FAX ０７４５-７０-１５７８

商品受け渡し： 事業所受け渡し、郵送

その他：
印刷は、インクリボン式専用機、またはインクジェット式プリンターとなります。
台紙は、９号（５５×９１ミリ）を使用しておます。一般的なサイズが９号ですがそれ以外
の台紙をご希望の場合はご相談ください。

日々利用するご名刺を作成させていただきます。
デザイン等もご希望ありましたら、可能な限り対応させていただきます。ご相談ください。

事業所名 社会福祉法人 萌　らそら

原材料：

販売期間： 通年

生産数： ご注文内容・数によります。お気軽にご相談ください。

価格： 片面１色印刷１,２９６円（税込）～　※印刷色、面数、台紙により価格が異なります

内容量： 一箱（１００枚）

消費期限：

（写真①）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

商品分類： 食品以外

商品番号： 250-4
商品名： ご名刺

事業所番号： ④
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://www.moe.or.jp/

メールアドレス lasola@moe.or.jp

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南５-１４-１４

営業日 月・火・水・木・金（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５-７０-１５７７ FAX ０７４５-７０-１５７８

商品受け渡し： 事業所受け渡し、郵送

その他：
お渡しした際にはそのままお使いになれるよう、冊子・資料等の折り・綴りも引き受け
ます。
チラシ・ポスター・パンフレットのデザインについてはご相談ください。

簡易な印刷から冊子にするくるみ製本までお受けいたします。内容等により異なりますので、お気軽にご相
談ください。

事業所名 社会福祉法人 萌　らそら

原材料：

販売期間： 通年

生産数： ご注文内容・数によります。お気軽にご相談ください。

価格： 印刷内容枚数により価格が異なります。お見積りいたしますのでご相談ください。

内容量：

消費期限：

商品分類： 食品以外

商品番号： 250-5
商品名： 冊子・資料・チラシ等印刷

事業所番号： ④

←
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

bkpnk742@ybb.ne.jpメールアドレス

営業日 月・火・水・木・金（９：００～１６：３０）※土日祝は定休日

TEL ０５０-１１２８-８８６８ FAX ０５０-１１２８-８８６８

ホームページURL

250-6
商品名： さをり

事業所番号： ⑧

（写真①）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

商品分類： 食品以外

価格： ５０円～１,０００円程（税込）　特別注文については要相談

内容量： ３４種類程あり。商品により異なる

消費期限： なし

原材料：
綿・絹・金・銀糸など

販売期間： いつでもOKです。

生産数： 商品により異なる

商品受け渡し： 来所か郵送

その他：
しおり・どんぐりストラップ・おはしさま・髪留め・キューピー・匂い袋・帽子マグネット・ブ
ローチ・ポケットティッシュ・コースター・小銭入れ・ペンケース・メガネケース・メガネスタ
ンド・携帯ケース・ペンダント・ポーチ・ランチョンマットなど

笑顔を届ける”さをり織り”
か　わい町福祉作業所の
わ　たし達のキラリと輝く個性が
い　っぱい　いっぱい詰まったオリジナル商品です。
「美しい虹色」のハーモニーが皆様方に笑顔を届けられます事を願って頑張ってます。

事業所名 NPO法人リバティーほっかつ　河合町福祉作業所

所在地 奈良県北葛城郡河合町池部１－２－９　保健センター３F

商品番号：
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ＮＰＯ法人あゆみの家

所在地 斑鳩町龍田２丁目１－３４

営業日 月・火・水・木・金（１０：００～１５：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５－７５－２７０７ FAX ０７４５－７５－２７２４

ホームページURL

メールアドレス ayuminoie@joy.ocn.ne.lp

商品番号： 250-7
商品名： 陶芸品

事業所番号： ③

（写真①）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

商品分類： 食品以外

価格： ５０円～１０００円

内容量： 商品により異なる

消費期限：

原材料： 陶芸用　土

販売期間： 通年

生産数： 注文の応じて製造

商品受け渡し：

その他：

干支の置物で人気商品です。お雛さん・こいのぼり・花瓶・植木用鉢・皿・サラダボール・箸置き・メニュー立
て・小鉢など、ボランティアさんスタッフと楽しく作っています。

事業所名
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

その他：

月に１回、ディアーズコープ竜田川へ行き清掃委託業務を行っています。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

作業実施日： 月１回

作業実施時間： ２時間

作業内容：
コープの駐車場周りの草抜き、ゴミ拾い、溝掃除など

役務名： コープ清掃

価格： ２.,０００円/月（税込）

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

６名

役務番号： 300-1
役務名： コープ清掃

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

その他：

三郷町の委託によりちいろば園の隣にある勢野北グランドのトイレ清掃管理を行なっています。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

作業実施日： 週１～２回

作業実施時間： １０：００～１２：００もしくは、１３：００～１５：００の１～２時間程度

作業内容：
三郷町グランドトイレの清掃管理

役務名： 三郷町グランドトイレの清掃管理

価格： ２５,０００円/月（税込）

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

１１名

役務番号： 300-2
役務名： 三郷町勢野北グランドトイレの清掃管理

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

その他：
スチール缶やペットボトルに関しては回収していません。

現状月に２回リヤカーを引いて近隣住宅へのアルミ缶回収を行っております。
また遠方に関しては軽自動車にて回収しに行くこともあります。
作業活動につきましては職員が通常２名付き添うようにしていますが、障害を持った方達が中心となり回収
をさせて頂いています。

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

作業実施日： 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

作業実施時間： １０：００～１２：００及び、１３：００～１５：００

作業内容：
飲み終えたアルミ缶の回収業務

役務名： アルミ缶回収

価格： 応相談

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

９名

役務番号： 300-3
役務名： アルミ缶回収

事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

ホームページURL http://chiiroba.main.jp/roba

メールアドレス chiiroba97@biscuit.ocn.ne.jp

営業日 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

TEL ０７４５-７２-１９３２ FAX ０７４５-３１-５７６０

その他：

・行政の方へ・・・・上記以外にもなにかあればご紹介ください。(応相談)

事業所名 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

所在地 奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

作業実施日： 月・火・水・木・金　祝日不定休　※年末年始やゴールデンウィークなど連休取る事あり

作業実施時間： １０：００～１２：００及び、１３：００～１５：００で応相談

作業内容：

今後、受託したいと考えているため写真はありません。

役務名： ポスティングや高齢者の安否確認など(地域貢献)

価格： 応相談

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

　５～１０名程のグループに分かれて作業活動に取り組んでいます。

役務番号： 300-4
役務名： ポスティングや高齢者の安否確認など

(地域貢献)事業所番号： ②
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス kamisyakyo@gmail.com

TEL ０７４５-７９-０８９６ FAX ０７４５-７９-０８９５

ホームページURL http://kamisha.web.fc2.com/

毎日2名～3名のメンバーさんが喫茶業務を中心にお仕事されています。スタッフと供にお店の清掃や開店
準備、ケーキ作りを役割を決め頑張って活動されています。毎週金曜日にはアピタ西大和店にてシフォン
ケーキ販売を行っています。是非一度ご来店ください。

事業所名 社会福祉法人　上牧町社会福祉協議会

所在地 上牧町上牧３２４５-１

営業日 月・火・水・木・金・土　（９:００～１６:００）　※第３土曜と日曜は定休日

作業実施時間： ９：００～１６：００

作業内容：
喫茶業務・お菓子作り

その他：
地域でのケーキ販売活動

価格： メニューにより異なる

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

１日平均２～３名

作業実施日： 月・火・水・木・金・土(第３土曜と日曜は定休日）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

役務名： 喫茶業務

役務番号： 300-5
役務名： 喫茶業務（Cafeぷらっと）

事業所番号： ⑦
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス ayuminoie@joy.ocn.ne.jp

TEL ０７４５－７５－２７０７ FAX ０７４５－７５－２７２４

ホームページURL

喫茶営業中心の活動を行っています。メンバーさんの出来る所から能力を伸ばし自信を持てるように、ス
タッフが必ず１名付き添い、仕事の状況の確認及び、安全面において充分きよ付けて行っています。毎日楽
しく働いております。ぜひ一度足を運んでください。

事業所名 ＮＰＯ法人あゆみの家

所在地 斑鳩町龍田２丁目１－３４

営業日 月・火・水・木・金（10：0０～１5：００）※土日祝は定休日

作業実施時間： １０：００～１５：３０

作業内容： 喫茶ウエイトレス、喫茶、お菓子と陶芸品の販売

その他： 喫茶予約受け承ります

価格（税込）：
「飲み物」コーヒー、紅茶２００円・各アイスドリンク２２０円　・　「食事」ピラフ４００円、パスタ３７０
円、
カレー４３０円・うどん、そば３６０円、牛丼４３０円、チャンポン４２０円、ホットケーキ２２０円

作業従事者数
（スタッフ含む）

１日６人

作業実施日： 月・水・金　（※あゆみの家担当）

（写真①）

（写真②）

（写真③）

（写真④）

役務名： 喫茶業務

役務番号： 300-6
役務名： 喫茶業務

（喫茶レインボーウオーク）事業所番号： ③
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

作業実施日： 月・火・水・木・金

作業実施時間： １０：００～１５：００

作業内容：

役務名： 箱組み立て作業

事業所名 ＮＰＯ法人あゆみの家

所在地 斑鳩町龍田2丁目１－３４

ayuminoie@joy.ocn.ne.jp

営業日 月・火・水・木・金（10：0０～１5：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５－７５－２７０７ FAX ０７４５－７５－２７２４

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

３名～７名

役務番号： 300-7
役務名： 箱組み立て作業

事業所番号：

価格： 応相談

③

その他：

箱の用途は、ぞうり用の箱です。座って作業をします。地域のボランティアさんが毎月第二・第四金曜日の
午後にお手伝い下さいます。いつも楽しく話をしながら行っています。

ホームページURL

メールアドレス

箱組み立て作業は手作業です。色々な大きさ・柔らかい素材かたい素材とがありま
す。工程の中でホッチキス使用します。組み立てた箱を２５セットに重ねひもでくくりま
す。
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

事業所名 特定非営利活動法人　ポエム

所在地 北葛城郡王寺町畠田８－１７０７

役務番号： 300-8
役務名： 園芸清掃作業・施設内清掃作業

事業所番号： ⑥

営業日 月・火・水・木・金　（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

TEL ０７４５－７２－９１３１ FAX ０７４５－７２－９１３１

ホームページURL

メールアドレス oujipoem@leto.eonet.ne.jp

役務名： 園芸清掃作業・施設内清掃作業

価格： 清掃場所や規模により応相談

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

１日３～６人

作業実施日： 月・火・水・木・金　（土曜・日曜は不可）　※年末年始などの連休は応相談

作業実施時間： １０：００～１２：００　・　１３：３０～１５：００

作業内容：
・施設内フロアの掃除機掛け・モップ掛け・窓ふき・ゴミ回収・屋外施設の清掃全般など
・園芸作業として、除草やかん水など

その他：
上記作業内容以外であっても、ご相談に応じさせて頂きます。

当事業所では、園芸（野菜作り、お花の苗作り）作業を中心に行っています。その際、除草やかん水なども行っており、園芸の活動で
得たノウハウをいかして、清掃活動に取り組んでいきたいと思っています。最近は、利用者の方の工賃の伸び悩みもあり、新しい取
り組みに挑戦し、工賃のアップにもつなげていきたいと考えています。作業には事業所スタッフが必ず1名以上付き添い、作業状況
の確認及び、安全面において充分な管理を行なっています。施設内の清掃については未経験の部分はありますが、当事業所の利
用者の方のスキルは高く、できないこともいくつかあるとは思いますがお話しだけでも頂けたらありがたいです。まずは気軽にご相談
ください。
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

メールアドレス bkpnk742@ybb.ne.jp

所在地 北葛城郡河合町大字山坊２４番地３　総合福祉会館「豆山の郷」内

営業日 火・水・木・金・土・日　　※月曜定休日

FAX ０７４５－５７－３２６４

役務番号： 300-9
役務名：

役務名： 喫茶業務

価格：

喫茶業務（喫茶キャロット）
事業所番号： ⑧

ホームページURL

河合町総合福祉会館内の一角をお借りして営業するという恵まれた立地にあり、住民や高齢者の方々にも
沢山ご利用いただいております。また当店では飲食以外にも手作りクッキーやシフォンケーキ、手作りの小
物（アームバンド、ティッシュカバー）等も販売しております。　自分たちで作った物をお客様に買っていただく
喜びをみんなで分かち合い励みに頑張っています。近くにお越しの際には是非お立ち寄りください！

メニューにより異なる

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

作業実施日： 火・水・木・金・土・日　　※月曜定休日

作業実施時間： １０：００～１５：００

作業内容：
・喫茶業務
・お菓子、ケーキの販売

その他：

TEL ０７４５－５７－３２６４

事業所名 NPO法人リバティーほっかつ　河合町福祉作業所
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商品説明・事業所コメント

お問い合わせ先

作業実施時間： １０：３０～１８：００（L.O１７：３０）

作業内容：
喫茶での注文取り、配膳・下膳、レジなどウエイター業務全般

その他：

斑鳩町のいきいきの里内で営業しています。おいしいコーヒーなどの飲み物や日替わり弁当(火～金)や軽
食を用意して、みなさんのお越しをお待ちしています。季節に応じて、かき氷やぜんざいなども用意していま
す。
お風呂に入った後、のんびり喫茶で過ごしませんか？（お風呂に入らず、喫茶のみを利用してもらうことも可
能です。）

事業所名 社会福祉法人 萌　らそら

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町神南５-１４-１４

営業日 月・火・水・木・金（９：００～１７：００）※土日祝は定休日

１日２～３名

作業実施日： 火・水・木・金・土・日(第４火曜休み）

役務番号： 300-10
役務名： 喫茶業務（喫茶らそら）

事業所番号： ④

（写真②）

（写真③）

（写真④）

役務名： 喫茶業務

価格： メニューにより異なる

作業従事者数：
（事業所スタッフ含む）

TEL ０７４５-７０-１５７７ FAX ０７４５-７０-１５７８

ホームページURL http://www.moe.or.jp/

メールアドレス lasola@moe.or.jp
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〒636-0931 Tel：0745-45-8182
生駒郡平群町梨本546-1
〒636-0815 Tel：0745-72-1923
生駒郡三郷町勢野北5-6-14
〒636-015２ Tel：0745-75-2707
生駒郡斑鳩町龍田2丁目1-34
〒636-0143 Tel：0745-70-1577
生駒郡斑鳩町神南5-14-14
〒636-0143 Tel：0745-75-0008
生駒郡斑鳩町神南2-5-8
〒630-0021 Tel：0745-72-9131
北葛城郡王寺町畠田8丁目1707番地
〒639-0214 Tel：0745-79-0896
北葛城郡上牧町上牧3245-1
〒636-0053 Tel：050-1128-8868
北葛城郡河合町池部1-2-9　保健センター3F

西和7町　事業所マップ（事業所番号に対応）

①

特定非営利活動法人　ポエム

⑦ 社会福祉法人　上牧町社会福祉協議会

⑧
NPO法人リバティーほっかつ

　　　　　河合町福祉作業所

特定非営利活動法人　大空の家

② 社会福祉法人ちいろば会　ちいろば園

③ NPO法人　あゆみの家

④ 社会福祉法人　萌　らそら

⑤ 斑鳩町障害者支援センター　虹の家

⑥

1

5

2

6

3

7

4

8
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① ②
③ ④

営業時間
席

FAX
E-MAIL

事業所番号 ①
法人/事業所名 特定非営利活動法人　　大空の家

実施事業

平日 ９時～１６時
事業所内での飲食 不可

平群町保健福祉センター　プリズムへぐり　内にて「喫茶　大空」営業しています。

販売・営業担当者 中島

TEL ０７４５－４５－８１８２ ０７４５－４５－８１８２
ホームページURL

駐車場の有無 有り 事業所での直売 要予約

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

事
業
所
所
在
地
地
図

（地図データ）

o-zoranoie@maia.eonet.ne.jp

事
業
所
Ｐ
Ｒ

所在地
〒６３６-０９３１
奈良県生駒郡平群町梨本５４６－１

最寄駅からのアクセス 近鉄　元山上駅より徒歩１０分
営業日

生活介護
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① ②
③ ④

営業時間
席

FAX
http://chiiroba.main.jp/roba E-MAIL

所在地
〒６３６-０８１５
奈良県生駒郡三郷町勢野北５-６-１４

最寄駅からのアクセス 近鉄生駒線「勢野北口」駅下車、徒歩２０分

事業所番号 ②
法人/事業所名

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

事
業
所
所
在
地
地
図

事
業
所
Ｐ
Ｒ

喫茶ドンキーでは、毎日焼き立てのパンが店頭に並んでいます。イートインももちろんＯＫです。
また、毎月おすすめランチとして、主食のパンは、てりやきハンバーガー、とりハムバーガー（ブ
ルーベリーソース添え）、海老かつバーガーより選んでいただけ、副菜とデザート　ホットコーヒー
のおかわりＯＫがついてお値段８００円です。また、人気のシチューランチは、パンが食べ放題で
６５０円となっております。
お友達同士や小さいお子様連れの方もゆっくりおくつろぎいただけるスペースにご利用ください。

TEL ０７４５－７２－１９２３ ０７４５－３１－５７６０
ホームページURL

駐車場の有無 有り 事業所での直売 一部の商品に限り可能

営業日 月　火　水　木　金　祝日不定休 １０：００～１６：００
事業所内での飲食 可 テーブル席　　カウンター席

販売・営業担当者

社会福祉法人　ちいろば会　ちいろば園　　

実施事業
生活介護
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① ②
③ ④

営業時間

FAX
E-MAIL

事業所番号 ③
法人/事業所名 ＮＰＯ　法人あゆみの家

実施事業
生活介護

津村

所在地
〒６３６－０１５２
生駒郡斑鳩町龍田２丁目１－３４

最寄駅からのアクセス ＪＲ法隆寺駅より徒歩３０分
営業日 月～金　（土・日・祝日休み） １０：００～１５：００

駐車場の有無 有り 事業所での直売 有り

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

事
業
所
所
在
地
地
図

（地図データ）

事
業
所
Ｐ
Ｒ

斑鳩町いきいきプラザ内　喫茶レインボーウオークをオープンして６年です。利用者さんは、お運び中心に
仕事をしています。喫茶では、あゆみで作った無添加の菓子・陶芸品(皿・鯉のぼり・花瓶・雛・十二支の干
支・他色々）を販売しています。あゆみの家では、箱の組み立て・ＥＭボカシ作りもしています。ボカシは立
派な野菜・花が収穫できると、とても人気アップ中ですよ。１Ｋｇにて販売３００円です（斑鳩町在住の方は町
の助成により100円で販売）。フラダンスは６年目に入り１０曲をマスターし最近は皆さんからお声がかかり、
披露させて頂いています。音楽の演奏・たる太鼓・ヨガやストレッチ体操も取り組んでいます。

ayuminoie@joy.ocn.ne.jp

販売・営業担当者

TEL ０７４５－７５－２７０７ ０７４５－７５－２７２４
ホームページURL
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① ②
③ ④

≪喫茶らそら≫〒６３６－０１１１

席
FAX

E-MAIL

奈良県生駒郡斑鳩町神南５-１４-１４　　　　　　　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北１－１

事業所番号 ④
法人/事業所名 社会福祉法人 萌　　らそら

実施事業
就労継続支援（Ｂ型）

事
業
所
Ｐ
Ｒ

らそらでは、精神障がいをもっている方が自分らしく生き活きと生活できるよ
うに、お弁当販売や印刷の作業を行っています。
楽しんで食べていただけるおいしいお弁当を届け、可能な限りご希望に沿っ
た印刷物を作成させていただいています。お気軽にご連絡ください。

lasola@moe.or.jphttp://www.moe.or.jp/

販売・営業担当者 黒田昌平

所在地
〒６３６－０１４３

最寄駅からのアクセス ＪＲ・近鉄王寺駅より徒歩１０分

営業日
らそら月～金（土・日・祝休み）
喫茶らそら火～日（第４火曜休み）

ホームページURL
駐車場の有無 無し 事業所での直売 一部の商品に限り可能

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

事
業
所
所
在
地
地
図

（地図データ）

営業時間
らそら９：００～１７：００
喫茶らそら１０：３０～１８：００（L.O１７：３０）

事業所内での飲食 可 １２席
TEL ０７４５－７０－１５７７ ０７４５－７０－１５７８

看板あります!!
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① ②
③ ④

営業時間
席

FAX
E-MAIL

事
業
所
外
観
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

事
業
所
所
在
地
地
図

（地図データ）

事
業
所
Ｐ
Ｒ

主に身体に障害のある方々で普段は習い事や個人活動 、ミュージックベルの演奏など様々な活
動をしています。 お菓子作りは月1回はもちろん、注文があればクッキーなどを作っています。
クッキーつくりは様々な工程がありますが、メンバーは得意なことや自分の身体を動かせる範囲
で動かして職員と一緒に真心込めて作っています。 メンバーの気持ちが入ったお菓子を是非一
度ご賞味下さい。虹の家一同お待ち申し上げております。

TEL ０７４５－７５－０００８ ０７４５－７５－０００８
ホームページURL

駐車場の有無 有り 事業所での直売 要予約
rainbow@forest.ocn.ne.jp

営業日 月・火・水・木・金・第4土 ※日祝日除く ８：４５～１７：３０
事業所内での飲食 不可

販売・営業担当者 斑鳩町障害者支援センター 虹の家  担当：西川 

所在地
〒６３６-０１４３
奈良県生駒郡斑鳩町神南２-５-８

最寄駅からのアクセス JR王寺駅徒歩２０分

事業所番号 ⑤
法人/事業所名 特定非営利活動法人 虹の家/斑鳩町障害者支援センター 虹の家

実施事業
生活介護 居宅介護
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① ②
③ ④

営業時間
席

FAX
E-MAIL

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

事
業
所
所
在
地
地
図

（地図データ）

事
業
所
Ｐ
Ｒ

ポエムでは、「すべての人が夢や生き甲斐をもち、地域で豊かにくらして頂きたい」という理念のもと、地域と
共に育つ施設作りを行っています。ポエムの活動内容としては、焼き菓子の製造・販売、プラスチックの組
み立てなどの内職作業、野菜やお花の苗などの生産・販売、大正琴の演奏や絵画やトリム体操などの創作
活動、アルミ缶や古紙などの廃品回収、清掃作業といったような多岐にわたる様々な活動に取り組んでい
ます。特に焼き菓子においては、口コミでおいしさが広がり、ギフト商品や引き出物などに使って頂くこともあ
り、様々な用途で活用できますので、たくさんの注文をお待ちしています。

TEL ０７４５－７２－９１３１ ０７４５－７２－９１３１
ホームページURL

駐車場の有無 有り 事業所での直売 一部の商品に限り可能

営業日 月・火・水・木・金　※祝日を除く ９：００～１７：００
事業所内での飲食 不可 0

販売・営業担当者

所在地
〒６３０－００２１
奈良県北葛城郡王寺町畠田８丁目１７０７番地

最寄駅からのアクセス 畠田駅から徒歩１０分

oujipoem@leto.eonet.ne.jp

事業所番号 ⑥
法人/事業所名 特定非営利活動法人　ポエム

実施事業
生活介護
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① ②
③ ④

営業時間
席

FAX
E-MAIL

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

事
業
所
所
在
地
地
図

（地図データ）

事
業
所
Ｐ
Ｒ

２５年１０月より上牧町保健福祉センター（２０００年会館内）へ移転しました。ドリンク・軽食・お昼
は手作りのランチを限定５食で用意しております。手作りシフォンケーキも毎週金曜アピタで販売
をしています。　　お店では接客やケーキ作りを頑張っています。お客様にお声掛けしていただき
励みにしています。

TEL ０７４５－７９－０８９６ ０７４５－７６－０８９５
ホームページURL

駐車場の有無 有り 事業所での直売 一部の商品に限り可能

営業日 月・火・水・木・金・土（第３土曜は休み）　　 ９:００～１６:００
事業所内での飲食 可 テーブル５席

http://kamisha.web.fc2.com/

販売・営業担当者

所在地
〒６３９－０２１４
上牧町上牧３２４５-１

最寄駅からのアクセス ＪＲ王寺駅より上牧町出合行きバス（上牧町文化センター）下車徒歩5分

法人/事業所名 社会福祉法人　上牧町社会福祉協議会

実施事業
就労継続支援（Ｂ型）

事業所番号 ⑦
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① ②
③ ④

営業時間
席

FAX
E-MAIL

事
業
所
所
在
地
地
図

事
業
所
Ｐ
Ｒ

池部駅からすぐの保健センター３Fにお借りして活動してます。メンバーさんも電車で通い気安く、
またボランティアさんも沢山来て頂いてます。下請・さをり織り・古紙回収などのお仕事を頑張り、
他の活動としては調理実習・陶芸活動・グループ活動（図書・スポーツ・パソコン・音楽）などして
います。落ち着いて・楽しく・頑張ってます。

営業日 月～金（土日祝日休み） １０時～１６時３０分
事業所内での飲食 不可

TEL ０５０－１１２８－８８６８ ０５０－１１２８－８８６８
ホームページURL

駐車場の有無 有り 事業所での直売 不可

事
業
所
内
外
イ
メ
ー
ジ
図

（写真）

bkpnk742@ybb.ne.jp

事業所番号 ⑧
法人/事業所名 NPO法人リバティーほっかつ　河合町福祉作業所

実施事業
生活介護 就労継続支援（Ｂ型）

販売・営業担当者 布施

所在地
〒　６３６-００５３ 奈良県北葛城郡河合町池部１－２－９　保健センター３F
〒　６３６-００６１ 北葛城郡河合町大字山坊２４番地３　総合福祉会館「豆山の郷」内　※喫茶キャロット

最寄駅からのアクセス 近鉄池部駅
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◆ご注文の際は、本注文書をコピーしてご利用ください。
◆下記の①～⑥をご記入の上、ご注文される事業所へ送付してください。

宛

※フリガナ

※ご氏名

〒

※ご連絡先

ＦＡＸ

メールアドレス

※フリガナ

※ご氏名

〒

※ご連絡先

商品番号 備考
（味・種類等） 単価 数量 商品代金

- 円

- 円

- 円

- 円

- 円

- 円

- 円

- 円

- 円

数量合計 代金合計

円

◆ご注文に関しての注意事項◆（必ず下記事項を確認いただき、ご了承いただいた上でご注文下さい）

◆

◆

◆
◆

◆

掲載されている商品は、手作りになりますので、実際の商品とは色や形など異なる場合があります。

ご注文に関してのトラブルや問題等に対して、西和7町障害者等支援協議会は一切の責任を負いかねます。トラブルや問題
が発生した場合には、ご注文先の事業所へお問い合わせいただき、以後の対応をご確認ください。

お客様の個人情報につきましては、本サービス提供以外に利用することはありません。また、第三者へ提供することはあり
ません。定められた法令、規範を下に適切な情報管理を行います。

ご注文ありがとうございます。あなたのご注文で西和7町にまた一つの笑顔が生まれます！

　　ななしょくまんめん

七色満面　～西和七町授産品カタログ～　注文書

①注文を依頼する事業所 ②事業所番号 ③ご注文発注日

年　　月　　日（　　）

・マンションやアパート等にお住いの方は、建物の名称と部屋番号を必ず記載してください。
・会社様及び、団体様の場合は、ご担当者様の氏名を記載してください。
・お客様情報における「※」の項目は必ず記載してください。

④
お客様
情報

※ご住所

・商品の発送先が、上記④のお客様情報と異なる場合のみ⑤の発送先ご住所を記載してください。
・マンションやアパート等にお住いの方は、建物の名称と部屋番号を必ず記載してください。
・発送先ご住所のにおける「※」の項目は必ず記載してください。

⑤
発送先
ご住所

※ご住所

⑥
ご注文の
商品

商品名

商品数量合計/商品代金合計
（送料・手数料別）

商品の種類や、ご注文の数量によっては、お届けまでにお時間を頂く場合があるため、事前に注文される事業所へお問い合
わせください。（また、事業所からお客様へご注文内容等についての確認の連絡をさせていただくこともございます。）

「送料」「手数料」「商品代金」「お支払い方法」など、料金やお支払に係る事項につきましては、各販売事業所によって
取扱いが異なるため、必ずご注文される事業所へご確認ください。
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