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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

❶井原産の蜜芋を使った一口サイズの焼き菓子
です。香ばしく濃厚な風味が特徴です。

❷ごぼうの産地で有名な連島ごぼうを使い、甘
みを抑えたサクッと香ばしいクッキーです。

❸連島生姜の香り豊かなケーキです。体にやさし
い甘酒を使い、しっとりとした食感です。

Item.01 Item.02

しっとり蜜芋ガトー 連島ごぼうスティック
Item.03

連島生姜のあまざけーき

❶

❷

❸

❶岡山県産小麦ぼっけぇー粉使用外はサクッと
中はしっとりタイプ
❷岡山県産小麦ぼっけぇー粉使用甘みと酸味が
絶妙瀬戸内レモン果汁100％使用
❸岡山県産小麦ぼっけぇー粉使用岡山県産きな
粉使用外はサクッと中はしっとりタイプ
❹岡山県産小麦ぼっけぇー粉使用外はサクッと
中はしっとりタイプ

Item.01

Item.03

黒糖かりんとうドーナツ
きな粉かりんとうドーナツ

Item.02

Item.04

瀬戸内れもんかりんとう
かりんとうドーナツ

Item.01

Item.02 びわの葉茶
ガーデンハックルベリージャム

❶ ❷

❸ ❹

いちごの家「ナップ」
就労継続支援B型事業所

● TEL：086-697-5512
● 営業時間：水～日曜日　9：00～17：00

倉敷市真備町有井100-15
TEL：086-697-5512
FAX：086-697-5512

● E-mail　 momo33@mx6.kct.ne.jp

お取り寄せOK

● TEL：0868-35-0075
● 営業時間：月～金曜日　9：00～16：00

● E-mail　info@skidamarink.org
● Web     https://www.skidamarink.org/

● TEL：086-262-7711
● 営業時間：月～土曜日（日、祝日休み）　9：00～18：00

● E-mail　nature＠izumigakuen.jp
● Web     http://izumigakuen.jp/

● TEL：086-488-7788
● 営業時間：火～土曜日（祝日除く）　９：00～17：00

● E-mail　hinatabokko.rahurahu@i.softbank.jp
● Web     https://hinatabokko8.wixsite.com/hinata

岡山市南区浦安本町190
TEL：086-262-7711
FAX：086-262-7744

岡山県津山市林田２９-２２
TEL：0868-35-0075
FAX：0868-35-0075

倉敷市水島東栄町12-28
水島障がい者支援センター2階
TEL：086-488-7788スキダマリンク

ハーブティー
Item.01

・ハーブ　・花の刺繍額　・刺繍のランチョンマット　・アロマストーンディフーザー　
・つまみ細工髪留め　・つまみ細工ストラップ　・羊毛フェルトピアス　・羊毛フェルトストラップ　Other

ネイチャーファーム

ひなたぼっこラフラフ

ハーブソルト
Item.02

美味しいオーガニックハーブティーがと
ても身近に。一か月分が2,000円で。

素材の味がいきるオーガニックハーブソ
ルト。アウトドア、キャンプにも。

ハーブを楽しむ日常を、教材から実用
品、リラックスグッズまで。

ハーブクラフト
Item.03

❶ブルーベリーを超える抗酸化成分が含まれ
目を酷使する人には毎朝少量がベスト
❷鼻づまりや炎症を抑える作用があります。

真備町特産の筍、おからを基本にバリエーショ
ン。人気は生姜、シナモン入り、癖になる味

マービードーナツ
Item.03

・筍入り「たこ焼き」
・筍＆牛すじ入り
「たけコロ焼き」
・弁当
・寿司

Other

・食パン　・菓子パン　・調理パン
・サンドイッチ等

Other

・クッキー　・オレンジケーキ等

Other

❶

❷

一般社団法人 特定非営利活動法人　ひなたぼっこの会

お取り寄せOK

お取り寄せ応相談
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

● TEL：086-462-2912　担当：小谷 ● E-mail　itupoitupo@zb3.so-net.ne.jp
● Web     www.meyasubako.jp/index.html

● TEL：086-299-0630
● 営業時間：月～金曜日　8：30～17：15　担当：角木

● E-mail　fukusien@momozonogakuen.jp
● Web     http://momozonogakuen.jp

● TEL：086-261-7885
● 営業時間：月～土曜日　9：00～17：00

● E-mail　condor-work@ray.ocn.ne.jp
● Web     https://urayasusou209.jimdofree.com/

岡山市北区粟井2778-4
TEL：086-299-0630
FAX：086-299-0791

岡山県倉敷市矢部530-6
TEL：086-462-2912
FAX：086-463-3221

岡山市南区浦安本町208-6
TEL：086-261-7885
FAX：086-261-7886いっぽいっぽ

・パウンドケーキ
・クッキー

Other

ももぞの福祉園

ワークステーション・コンドル

社会福祉法人　ももぞの学園
障害者支援施設

社会福祉法人浦安荘　就労継続支援Ｂ型事業所

● TEL：0866-83-0491
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

● E-mail　anbt0251@v1.yct.ne.jp
● Web     https://tokiwa5.wixsite.com/keigyoukai/yakage

小田郡矢掛町南山田3034-4
TEL：0866-83-0491
FAX：0866-83-0492

❶無農薬にこだわり、浅口
産の新鮮なブルーベリー
とレモンを使用し、無添加
で作りました。
❷無農薬にこだわり、浅口
産の新鮮なデコポンを使
用し、無添加で作りました。
❸いちごと無農薬にこだ
わり、浅口産の新鮮なレモ
ンを使用し、無添加で作り
ました。
❹笠岡市茂平産のいちじ
くと浅口産のレモンを使
用し、無添加で作りました。

ほほえみ矢掛

お取り寄せOK

❶

❷

❸

❹

倉敷市で栽培されたサツマイ
モをたっぷり使用し、優しい甘
さで仕上げたスイートポテト
です。

Item.01

スイートポテト

・ツイストクッキー
・カップケーキ

Other
・菓子パン
・食パン
・クッキー

Other

花・米・野菜を作っています。農産物を通して、季節を感じて頂ければ幸いです。

花苗
Item.01

❶コンドル1番人気のメロンパ
ンをラスクにしました。きび砂
糖の優しい甘さが口に広がり
ます。

❷興陽高校の生徒さんが育て
た卵を使いました。かぼちゃ・
ココア・抹茶の3種あります。

Item.01 Item.02

メロンパンラスク マフィン

❶

❷

・さつま芋

Other

❷ ❸

❹

Item.01

Item.03

ブルーベリージャム
いちごジャム

Item.02

Item.04

デコポンジャム
いちじくジャム

Item.02

Item.04

米 Item.03 米菓子
豆菓子（塩・砂糖）
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

わくわくハンド・ベル

● TEL：0866-94-9091
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

総社市真壁399
TEL：0866-94-9091
FAX：0866-94-9092

● E-mail　hand@kinyoukai.or.jp
● Web     http://kinyoukai.or.jp

お取り寄せOK（豆腐以外）

● TEL：0865-65-1056 ● E-mail　kosan@mx41.tiki.ne.jp
● Web     tokiwavillage.sakura.ne.jp/wordpress/

● TEL：086-286-0951 ● E-mail　work@kinyoukai.or.jp
● Web     http://kinyoukai.or.jp

笠岡市新賀1008－３
ときわヴィレッジ内
TEL：0865-65-1056
FAX：0865-65-1058

岡山市北区一宮339-6
TEL：086-286-0951
FAX：086-284-9364

❶国産こんにゃく精粉を使
用した手作りの蒟蒻です。
白は何も入っていないプ
レーン、朱は豆板醤入り、
翠は青のり、クロレラ入り
です。

❷生芋100％使用した、味
シミも良く、もちッとした歯
ごたえの手作り蒟蒻です。

ヴィレッジ興産

Item.01 Item.02

手作りこんにゃく「直」 白・朱・翠 生芋こんにゃく

わくわくワーク

原料の大豆から総社の畑で育てました。
大豆の味をしっかり感じるお豆腐です。

手作り豆腐　響
Item.01

❷手作り豆腐の旨味たっぷりのおから
を使用した、甘さ控えめのクッキーです。
❸石臼でひいたきなこで作りました。
ほろほろ優しいくちどけのクッキーです。

Item.02

大豆から育て石うすで丁寧に作りまし
た。4色の大豆の味、それぞれをお楽しみ
下さい。

きなこ  
Item.04

❶

❷

お取り寄せOK

❶桜スモークの豊な香りとジューシー
で歯応えのある食感を大切に手作りし
た商品です。

❷風味豊かなレモンの香りとさっぱり
した味わいが楽しめます。

❸チーズの持つ濃厚で深いコクを引出
して作り上げた逸品です。

お取り寄せOK

❷ ❶ ❸

社会福祉法人　金曜会

● TEL：0866-94-3131 
● 営業時間：月～金曜日　10：00～16：00
　　　　　　メールはいつでも可能

● E-mail　kibijinokai＠waltz.ocn.ne.jp
● Web     http://kibijigakuen.ecgo.jp/

岡山県総社市溝口119
TEL：0866-94-3131
FAX：0866-94-3132

❶岡山県産ブランド米のヒメノモチを
100％使用。白さとなめらかな食感が
特徴です。

❷ヒメノモチのなめらかさ、豆の食感、
程よい塩加減。美味しくできています。

❸チーズをのせてピザ風にしても、
しゃぶしゃぶにしても美味しくいただ
けます。

Item.01

ひめのほっぺた（❶白餅・❷豆餅・❸スライス餅）

多機能型事業所 みぞくち

❸❷ ❶

社会福祉法人　吉備路の会

Other

・あん餅や生餅なども産直に卸し
ています。

Other

・ロースハム  ・肩ロースハム
・ボンレスハム  ・ベーコン
・スモークチキン

❸

❷

Item.03

おからクッキー
きなこクッキー

Item.01

Item.03

国産粗挽きソーセージ Item.02 レモンソーセージ
チーズソーセージ
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FAX：0866-94-9092

● E-mail　hand@kinyoukai.or.jp
● Web     http://kinyoukai.or.jp

お取り寄せOK（豆腐以外）

● TEL：0865-65-1056 ● E-mail　kosan@mx41.tiki.ne.jp
● Web     tokiwavillage.sakura.ne.jp/wordpress/

● TEL：086-286-0951 ● E-mail　work@kinyoukai.or.jp
● Web     http://kinyoukai.or.jp

笠岡市新賀1008－３
ときわヴィレッジ内
TEL：0865-65-1056
FAX：0865-65-1058

岡山市北区一宮339-6
TEL：086-286-0951
FAX：086-284-9364

❶国産こんにゃく精粉を使
用した手作りの蒟蒻です。
白は何も入っていないプ
レーン、朱は豆板醤入り、
翠は青のり、クロレラ入り
です。

❷生芋100％使用した、味
シミも良く、もちッとした歯
ごたえの手作り蒟蒻です。

ヴィレッジ興産

Item.01 Item.02

手作りこんにゃく「直」 白・朱・翠 生芋こんにゃく

わくわくワーク

原料の大豆から総社の畑で育てました。
大豆の味をしっかり感じるお豆腐です。

手作り豆腐　響
Item.01

❷手作り豆腐の旨味たっぷりのおから
を使用した、甘さ控えめのクッキーです。
❸石臼でひいたきなこで作りました。
ほろほろ優しいくちどけのクッキーです。

Item.02

大豆から育て石うすで丁寧に作りまし
た。4色の大豆の味、それぞれをお楽しみ
下さい。

きなこ  
Item.04

❶

❷

お取り寄せOK

❶桜スモークの豊な香りとジューシー
で歯応えのある食感を大切に手作りし
た商品です。

❷風味豊かなレモンの香りとさっぱり
した味わいが楽しめます。

❸チーズの持つ濃厚で深いコクを引出
して作り上げた逸品です。

お取り寄せOK

❷ ❶ ❸

社会福祉法人　金曜会

● TEL：0866-94-3131 
● 営業時間：月～金曜日　10：00～16：00
　　　　　　メールはいつでも可能

● E-mail　kibijinokai＠waltz.ocn.ne.jp
● Web     http://kibijigakuen.ecgo.jp/

岡山県総社市溝口119
TEL：0866-94-3131
FAX：0866-94-3132

❶岡山県産ブランド米のヒメノモチを
100％使用。白さとなめらかな食感が
特徴です。

❷ヒメノモチのなめらかさ、豆の食感、
程よい塩加減。美味しくできています。

❸チーズをのせてピザ風にしても、
しゃぶしゃぶにしても美味しくいただ
けます。

Item.01

ひめのほっぺた（❶白餅・❷豆餅・❸スライス餅）

多機能型事業所 みぞくち

❸❷ ❶

社会福祉法人　吉備路の会

Other

・あん餅や生餅なども産直に卸し
ています。

Other

・ロースハム  ・肩ロースハム
・ボンレスハム  ・ベーコン
・スモークチキン

❸

❷

Item.03

おからクッキー
きなこクッキー

Item.01

Item.03

国産粗挽きソーセージ Item.02 レモンソーセージ
チーズソーセージ
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

ハローファクトリー
社会福祉法人　美土里会

● TEL：086-296-0370
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

岡山市南区藤田1829-5
TEL：086-296-0370
FAX：086-296-2102

● E-mail　01＠midorikai.or.jp
● Web     http://midorikai.or.jp/

お取り寄せOK

お取り寄せOK

● TEL：086-250-4646
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：30

● E-mail　leapjapan2019@yahoo.co.jp

● TEL：0868-26-7525
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

● E-mail　hikari@tsuyamafukushi.or.jp

● TEL：0869-93-3898
● 営業時間：平日　9：00～17：00
　　　　　 藤工房わけ　担当：田邉

● E-mail　fujikoubou-0225@orchid.plala.or.jp
● Web     http://fujinosato-wake.org.

岡山県津山市川崎1566-1
TEL：0868-26-7525
FAX：0868-26-5143

岡山市南区築港新町1-7-38
TEL：086-250-4646

和気郡和気町藤野1025-2
TEL：0869-93-3898
FAX：0869-93-3893

岡山県産の食材にこだわり、一枚ずつ手焼
きで仕上げています。素材の味が活きてい
ます。

（合同会社）ＬＥＡＰＪＡＰＡＮ

せんべい
Item.01

岡山県産小麦『ぼっけぇ粉』を使用したクッ
キー各種。色々な食感・味が楽しめます。

クッキー
Item.02

・パクチークラッカー
 Pac Bee(パクビー)

Other

❶地域の農園で収穫した
柚子を柚子ジャムにし、
クッキー生地へ混ぜ合わ
せ焼き上げました。

❷岡山県産小麦粉にアー
モンドPDをふんだんに混
ぜ込み、さっくりと仕上げ
たボールです。

津山ひかり学園ひかりの丘

Item.01 Item.02

ゆずクッキー くるみのスノーボール

藤工房

❶茎が美味しいのが特徴です。生でも炒めても美味しいです。

❷ニンポウキンカンという種類で糖度が高いのが特徴です。

スティックブロッコリー
Item.01

キンカン
Item.02

チジミ系の葉ボタンです。

葉ボタン
Item.03

❶

❷

社会福祉法人津山社会福祉事業会

社会福祉法人　藤の里

❶ ❷

手作り麹がイキイキ！保存料・無添加だから安
心。国産大豆・米を使用した手作り味噌。

味噌
Item.01

❷岡山県産四つ葉バターを使用しており、しっとりとしたバターケーキ
です。
❸四つ葉バターを使用したサクサククッキー。プレーン・ココア・コー
ヒー味のクッキーが入っています。

バターケーキ
Item.02

ニコニコクッキー
Item.03

❷

❸

09 10

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ
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❶茎が美味しいのが特徴です。生でも炒めても美味しいです。
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スティックブロッコリー
Item.01

キンカン
Item.02

チジミ系の葉ボタンです。

葉ボタン
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❶

❷

社会福祉法人津山社会福祉事業会
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❸
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

望の丘ワークセンター
社会福祉法人旭川荘

● TEL：0866-48-3080

岡山県高梁市川上町
上大竹1231
TEL：0866-48-3080
FAX：0866-48-3088

● E-mail　nozomi@asahigawasou.or.jp

お取り寄せOK お取り寄せOK

お取り寄せOK

● TEL：0868-31-3221
● 営業時間：月～金曜日　9:00～17:00

● E-mail　kyoueikai@plus.harenet.ne.jp

● TEL：0863-55-4430
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

● E-mail　temarinosato@mx5.kct.ne.jp

● TEL：0866-31-7158
● 営業時間：月～金曜日　8：30～17：00　舟見まで

● E-mail　nozomi:1201＠ｍｘ41.tiki.ne.jp

玉野市迫間430-2
TEL：0863-55-4430
FAX：0863-55-1128

岡山県津山市勝部563
TEL：0868-31-3221
FAX：0868-31-3222

総社市井手1004-2
TEL：0866-31-7158
FAX：0866-31-7158さくらワークヒルズ

❶岡山県産米粉を使用、口どけが軽やか
でリッチな味わいが楽しめます

❷岡山県産米粉を使用、純ココアを使っ
たカカオの香りと味わいが口の中に広が
ります

❸岡山県産米粉を使用、アールグレイの
爽やかな香りとスッキリとした味わいが
楽しめます

❹サクサクと口どけのよい大きハートに
チョコチップがアクセント

❺プレーンココアの可愛いうさのクッ
キー食べきりサイズのおやつにピッタリ

地元玉野市の米粉を使った
パウンドケーキで、表面は
サクッ、中はフワッとした
食感です。

手毬の里　虹

米粉のパウンドケーキ
Item.01

Item.01～03

Item.04

米粉シフォンラスク（❶プレーン・❷ココア・❸紅茶）
❹うさちゃんのクッキー Item.05 ❺にちようのおやつ

のぞみ

❶

❸
❹

❺

❷

❶津山産小麦、県内産蜂蜜を
使用極力食品添加物を控え
た体に優しい焼菓子で、季節
限定商品も好評です。

❷油脂不使用でヘルシー、そ
の上カリカリした歯ごたえの
良い食感で癖になる美味しさ
です。

❸厚めのクッキー生地にブ
ルーベリーのシロップ漬けを
入れて焼き上げたシンプルで
素朴なお菓子です。

Item.01

Item.03

Item.02マドレーヌ
ガトー・バスクl i k e

ビスコッティ

❶

❶

❶

❷

❸

社会福祉法人　共栄会　社会就労センター

NPO法人

就労継続支援A型事業所

お取り寄せOK

❶高梁市川上町の自然を生かした原木栽培のし
いたけです。丸、スライスお好みでどうぞ。
❷原木栽培のしいたけを料理に使いやすいパウ
ダーに仕上げました。
❸岡山県産大豆を使用した「おから」のみを焙煎
し香ばしいお茶になりました。
❹高梁市川上町産りんご１００％のりんごジャム
です。

Item.01 Item.02原木乾しいたけ しいたけパウダー
Item.03 Item.04焙煎おから茶 りんごジャム

❶
❷

❸

❹

Other

・ゆずジャム
高梁市川上町産のゆず100％ゆず茶にも
ご利用ください。
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商品のお問合せ
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

❶真庭市産の緑茶を顆粒にし小分けにした飲みきりタイプ
です。1袋で500㎖作れます。
❷真庭市産の茶葉を使用したテ―バッグ紅茶です。クセが
少なく飲みやすい紅茶です。

顆粒緑茶Item.01

紅茶Item.02

きびの国から おかやまプレミアムパウンドケーキ（鳴門金時）Item.01

きびの国から おかやまプレミアムパウンドケーキ（高梁紅茶）Item.02

真庭市産の米粉を使用した揚げ菓子です。（アルミニウムフ
リーベーキングパウダー使用）

米粉菓子
Item.03

ゴ坊くん
Item.01

ジンジャークッキー☆ミックス
Item.03

さくっと！ゴ坊くん
Item.02

社会福祉法人 クムレ 
就労継続支援B型事業所 クラシス

● TEL：086-463-1366
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

倉敷市上東827-7
TEL：086-463-1366
FAX：086-697-5400

● E-mail　kurasis@cumre.or.jp
● Web     https://cumre.or.jp/kurashisu/

お取り寄せOK

お取り寄せOK

● TEL：086-448-1811
● 営業時間：月～金曜日　8：30～17：15

● E-mail　setouchigakuen@nyc.odn.ne.jp
● Web     https://www.setouchifukushi.jp/gakuen

● TEL：0867-46-2090
● 営業時間：9：00～17：00

● E-mail　dbpqy863@yahoo.co.jp
● Web     Facebook特定非営利活動法人灯心会

● TEL：0867-34-0706
● 営業時間：9：00～17：00

真庭市若代2887-1
TEL：0867-46-2090

倉敷市連島町矢柄6092
TEL：086-448-1811
FAX：086-448-1812

岡山県加賀郡吉備中央町
下加茂1506-109
TEL：0867-34-0706
FAX：0867-34-0185つばさ せとうち

灯心会

ＰＡＫＡＲＡ　ＤＯ
社会福祉法人 瀬戸内福祉事業会
多機能型事業所

NPO法人

お取り寄せOK（まずはご相談ください。）

お取り寄せOK

❶岡山総社産鳴門金時の特
有の甘さと香りが味わえる
一品となっています。
❷岡山高梁産地紅茶（和紅
茶）の茶葉の香りと甘さが味
わえる一品となっています。

❶

❶

❷ ❷

・パウンドケーキ
・焼きドーナツ
・マドレーヌ
・フィナンシェ
・シフォンケーキ
・クッキー

Other

❶地元特産の連島牛蒡をふんだんに使ったス
ティック状のクッキーです。甘さ控えめです。

❷連島牛蒡をふんだんに使ったゴ坊くんを新食感
に仕上げました。さくっとした食感です。

❸地元連島・水島のしんしょうがを使用したクッ
キーです。4種類の味が楽しめます。

パカパカクッキー
Item.01

❶

❷

❸

・ミックスクッキー　・ラング・ド・シャ
・スノーボール　・クレセントクッキー
・ナッツクッキー

Other

馬や蹄鉄の型をしたバターたっぷりの
さくさくクッキーです。

・Horse Treats
野菜や果物を原料とした、
無添加の馬のおやつ。
草食動物のおやつにどうぞ。
・蹄鉄お守り 

Other
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

❶真庭市産の緑茶を顆粒にし小分けにした飲みきりタイプ
です。1袋で500㎖作れます。
❷真庭市産の茶葉を使用したテ―バッグ紅茶です。クセが
少なく飲みやすい紅茶です。

顆粒緑茶Item.01

紅茶Item.02

きびの国から おかやまプレミアムパウンドケーキ（鳴門金時）Item.01

きびの国から おかやまプレミアムパウンドケーキ（高梁紅茶）Item.02

真庭市産の米粉を使用した揚げ菓子です。（アルミニウムフ
リーベーキングパウダー使用）

米粉菓子
Item.03

ゴ坊くん
Item.01

ジンジャークッキー☆ミックス
Item.03

さくっと！ゴ坊くん
Item.02

社会福祉法人 クムレ 
就労継続支援B型事業所 クラシス
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● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

倉敷市上東827-7
TEL：086-463-1366
FAX：086-697-5400
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● Web     https://cumre.or.jp/kurashisu/

お取り寄せOK

お取り寄せOK
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NPO法人
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

商品のお問合せ

プラットフォーム！玉島
社会福祉法人　P.P.P.

● TEL：086-526-2123

倉敷市上成342-1
TEL：086-526-2123

● E-mail　platform-tamashima@3flower.jp
● Web     http://www.3flower.jp/

お取り寄せOK

● TEL：086-239-2539
● 営業時間：月～土曜日　9：00～16：00

● E-mail　info@nicopan.com
● Web     http://www.nicopan.com

● TEL：086-261-0047
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00（祝日を除く）

● E-mail　sakura.fukutomiten@abeam.ocn.ne.jp

● TEL：086-957-4690 ● E-mail　wakatake@dance.ocn.ne,jp

岡山市南区福富西1丁目14-29
TEL：086-261-0047
FAX：086-261-0057

岡山市南区西市476　
セビアン西市駅前102
TEL：086-239-2539
FAX：086-239-2538

赤磐市町苅田217
TEL：086-957-4690
FAX：086-957-9901にこにこパン

障がい者デイセンターさくら

NPO法人 わかたけ

❶しっとりフワフワとした食感で、ひとつひとつの
原材料にこだわった商品です！
❷ヨーロッパ発祥のお菓子でさくさくの生地と
ブルーベリージャム、アップルカスタードとのコラボ
をお楽しみください。

シフォンケーキItem.01

リンツァトルテItem.02

Item.03

Item.04

❸クッキーの中に果物の果肉やアーモンドスラ
イスを練りこみ、さっくりと仕上げています。１人
でも、家族でも楽しめるお菓子です！
❹バターの風味が香る、サクサクのクッキーです。

オレンジクッキー他
ドロップクッキー各種

・フィナンシェ

Other

❶すりたて岡山産生姜をたっぷり使った、香り豊かで
なつかしい甘さです。「ついつい手が出る」と人気です。
❷ほろほろとやさしい口どけです。岡山県産の黒豆を
自家焙煎し、香ばしいきなこに仕上げました。ちょっと
した合間につまめる、あとひくおいしさです。
❸地元に愛され続ける、創業130年老舗「備前みそ」を
使用しています。濃厚な味噌の香りが口の中に広がり、
ゴマとの相性も良いです。
❹ふわっと溶ける優しいくちどけ食感に、岡山産黒豆
の風味もしっかり！きな粉の優しい甘さにほっこり癒
されます。
❺オートミール・かぼちゃ種・くるみ・白ごま・岡山産米
麹を入れ、ほんのりとした優しい甘さとパリッとした食
感が自慢です。しかもヘルシー菓子です。

Item.01 しょうがかりんとう
Item.04 スノーボール

Item.02 黒豆きなこ
Item.05 ぱきんぽきん・米麴入り

Item.03 備前みそクッキー

❶

❷

❸

❹

❺

一般社団法人フィール　　
障がい者就労継続支援A型事業所

社会福祉法人　泉学園

お取り寄せOK

❶

❷

岡山県産薄力粉を使用し、女性や子供の方でも
食べやすい大きさに作っています。

水あめを入れてしっとりさせています。ふわっと
した食感。

Other

・焼きドーナツ
（プレーン、コ
コア、黒ゴマ、
モカ、抹茶）

型抜きクッキー
Item.01

パウンドケーキ
Item.02

シイタケ工場と連携して
作っている乾燥シイタケ
です。安くておいしい商品
です。

乾燥しいたけ
Item.01

❹
❸
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商品のお問合せ

商品のお問合せ

あおぞら会

● TEL：086-206-1338
● 営業時間：月～金曜日　9：00～17：00

岡山市東区可知５丁目53-16
TEL：086-206-1338
FAX：086-206-1339

● E-mail　mizuho@aozorakai.org
● Web     http://aozorakai.org/

お取り寄せOK

● TEL：0866-56-8843
● 営業時間：月～金曜日　9：00～16：00

● E-mail　challenge@kibinosato.or.jp
● Web     http://www.kibinosato.or.jp

加賀郡吉備中央町
上野2470-5
TEL：0866-56-8843
FAX：0866-56-8911吉備の里チャレンジ

社会福祉法人　吉備の里

❶岡山県産米粉・小麦粉使用
の人気一番商品

❷岡山県産米粉・小麦粉使用

❸岡山県産米粉・小麦粉使用

❹岡山県産米粉・小麦粉使用

・ラスク商品

Other

❶

❷

❸❹

福祉農園で栽培した「にん
にく」を丁寧に熟成させま
した

黒にんにく
Item.01

にんぎょうクッキーItem.01

プレーンクッキーItem.03

Item.02

Item.04

うさぎクッキー
チョコクッキー

NPO法人

セル
プおかやま

特定非営利活動法人 
岡山県社会就労センター協議会（セルプおかやま）

［お問合せ］
〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1
岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館 きらめきプラザ１階
TEL:086-222-0300　FAX:086-226-0155
営業時間：月～金曜日 10:00～17:00
e-mail:okaselp@tempo.ocn.ne.jp
Web：https://selpokayama.com/

ハレの福産良品の一部は

こちらでも購入できます。

Self-Help「自助-自立｣の造語です｡障がいのあ

る人達が､自分にあった働き方で社会に貢献し､

自立した生活を自ら

の手で獲得すること

を目指しています。

岡山県セルプセンターでは、一人ひとりの個性

に合わせて社会自立の訓練、経済的自立を支援

するための生産・販売活動、また安定した工賃、

活動意欲の促進のため、障がい者が安心して働

き続けられるよう共同受注、販売促進事業を実

施しています。

「セルプ｣ってなぁに？ 障がいのある人たちの
働く願いを…

地域福祉の総合拠点施設、岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」1階にて、

ハレの福産良品をはじめ県内各地の施設・作業所で障がいのある人達が手作りした手工芸品や

お菓子などを展示・販売しています。

皆様の購入が、障がいのある人達の社会自立に向けた働く願いを支えます。
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