




 住所

TEL・FAX
E-mail
http://siz-rapport.jp/publics/index/31/

①商品名

②価格 250円 ①商品名 自家製パン
③一言 ②価格 110円～160円

③一言 おいしいパンです

①商品名 洋風ピザ
③価格

⑤一言

①商品名

③価格

②品番 ・駄菓子詰

 

〒422-8064

静岡市駿河区新川1-4-7

054-260-6731/054-260-6731

tasuka@s-ikuseikai.jp

Sono食パン

私達は手づくりの美味し
いパンとともに生きる喜
びとおもいやりの心を皆
さんにお届けします。

ﾗﾎﾟｰﾙ･ﾀｽｶ ﾍﾞﾝﾁﾀｲﾑ
（社福）静岡手をつな
ぐ育成の会を母体とす
る静岡市駿河区にある
就労継続支援Ｂ型事業
所。

自家製ミルクジャム入り

コーンやチーズをたっぷりトッ
ピング

ココでもベンチのパン買えます

毎月　第１火　葵区城東福祉エリア内
　　　　　　11：30～喫茶ラ・ポシェット
毎月　第１・３火　静岡県庁内 喫茶ぴあ～
毎月　第３火　12時頃～　葵区城内
　　　　中央福祉センター内１Ｆ　ロビー
毎月　第４木　葵区　シズウエル内１Ｆ
　　　　　　　11：30頃～　とも
毎月　第４金　葵区赤松老健こみに内
　　　　　　　　　　　　しずおかウィズ
毎月　第３日　中央福祉センター内２Ｆ
　　　　　　11：30頃～　おもちゃ図書館

ベンチタイム（新川）

水・木曜日の11:30頃から

元気に営業中!!

160円

菓子詰め合わせ
ご予算に合わせて…

お待ちしています！

ベンチタイム

http://siz-rapport.jp/publics/index/31/


 

ラポール・ファーム 

〒422-8026静岡市駿河区富士見台 2-4-7 

TEL：054-289-4055 FAX：054-291-7611 

E-mail：farm@s-ikuseikai.jp 

焼菓子作り 

季節の野菜づくり 

フェルトマスコット 
寄付でいただいた羊毛 100％の

毛糸を一生懸命ほぐしていま

す。それを丸めて商品の土台を

作っています。 

⑧スパイシーMIX C-FC004 ¥300(税込) 

 チーズ、白ごま、シナモンレーズン、しょう

が、黒こしょうの 5種類のクッキー 

 お酒のおつまみに最適 

①ミックスクッキー C-FC001 ¥250(税込) 

5種類のクッキーが入ったロングセラー 
 

②かぼちゃクッキー C-FC008 ¥250(税込) 

軽やかな食感とかぼちゃの風味が人気 
 

③紅茶クッキー   C-FC013 ¥250(税込) 

本格アールグレイの茶葉入りクッキー 

パウンドケーキ 
 

⑥いちじく    C-FP001 ¥600(税込) 

  いちじくの自然な甘さが人気 
 

⑦くるみレーズン C-FP002 ¥600(税込) 

 煎ったくるみの香りとレーズンの甘みの 

 コラボレーション 

⑩フェルトマスコット C-MB005 ¥350(税込) 

羊毛がかわいいマスコットに変身しました 

⑨入浴用ハーブ   C-MH001 ¥250(税込) 

ローズマリー、ローリエ、ラベンダーなど

様々なハーブを使いました 

入浴時のリラックスに 

C ラポール・ファーム 

ラポール・ファーム 
静岡市駿河区にある就労支 B型

事業所。現在 23 名の利用者と

7 名の職員で製菓作りと野菜作

りを中心に頑張っております。 

安全で安心な野菜作りをモット

ーとし、季節に応じて、様々な

野菜の種まきや収穫を行ってい

ます。 

厳選した食材を使用し、クッキ

ー、パウンド、カトルカール等

の焼菓子を手作りしています。 

コーヒークッキー 
 

④ビター     C-FC016 ¥250(税込) 

挽豆が香る大人のビター味 
 

⑤カフェオレ   C-FC017 ¥250(税込) 

甘みと苦みが合わさったカフェオレ味 

 

② 

④ 

⑦ 

⑤ 

⑥ 

③ 

① 



TEL／FAX
E-mail

HP

お持ちの方の就労支援を行っています。

パンやお菓子作りを通して、働く喜びを

感じ、作業能力の向上を目指しています。

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

③価格 ③価格
２つのブランドを展開しています。 ④サイズ ④サイズ
気軽に買えるおいしいお菓子と ⑤一言 ⑤一言
安心・安全のからだにやさしいお菓子を くるみの4種類あります。 ラスクです。
お客様のニーズに合わせて提供できるよう

努めております。

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

③価格 ③価格

④サイズ ④サイズ

⑤一言 ⑤一言

もちもちのシフォンケーキです。 食べやすいサイズです。

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

③価格 ③価格

④サイズ ④サイズ

⑤一言 ⑤一言

手作りプリンです。 手作りしています。

生地からていねいに

■パッケージにつきましては、季節等に応じて変更することがあります。

■内容量には多少の誤差があります。ご了承ください。

米粉１００％のしっとり カットサイズでお一人でも

こめこシフォン（ホール） こめこシフォン（カット）

Ｄ-03 Ｄ-04

1,200円（税込） 250円（税込）

商品写真 商品写真

なめらかプリン 菓子パン

Ｄ-05 Ｄ-06

１７０円（税込） １2０円～（税込）

１個入り

大切な人への贈り物に・・・

焼菓子の詰合せギフトも承ります。

ご予算やご希望に合わせて、お作り

することもできます。

１個入り

なめらかな口当たりが人気の

プレーン、シナモン、ごま 発酵バター香る一口サイズの

画像準備中 商品写真

直径１３センチ 8分の1カット

約２５ｇ 約５０ｇ

http://www.swc-aisei.or.jp/

商品写真 商品写真

ラスク キャラメルラスク

Ｄ-01 Ｄ-02

１2０円（税込） 250円（税込）

住所
〒420-0906
静岡市葵区薬師4-5

アトリエ・ポルト 054-655-3090／054-655-3091

ap@swc-aisei.or.jp

アトリエ・ポルトでは、主に知的に障がいを

『b-leaf』と『ron∞ron』（ロンロン）の

お気軽にお問い合わせください。



≪商品カタログ　No.○○≫ 住所

TEL・FAX
E-mail

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

③価格 ③価格

④サイズ ④サイズ

⑤一言 ⑤一言

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

③価格 ③価格

④サイズ ④サイズ

⑤一言 ⑤一言

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

③価格 ③価格

④サイズ ④サイズ

⑤一言 ⑤一言

≪注意事項等≫
■商品の仕様につきましては品質改良のため、予告なく品番、仕様、価格等を変更する場合もございますことをご了
承ください。

よせ 厚揚げ

E-０６ E-０７

２2０円 ２5０円

‘つるん’とした触感をスプー
ンでどうぞ

炒めて,煮て、何でも使える万
能な食材です

200g

２5０円 １５０円(小)　　３００円(大）

2枚入 200ml（小）   500ml（大）

大豆１００％の本格豆乳です

商品写真 商品写真

豆庵人気NO1 この厚みこの
おいしさは納得の一品です

商品写真 商品写真

油揚げ 豆乳

E-０３ E－０４　E-05

422-8026
静岡市駿河区富士見台１丁目４－４６

富士見作業所 ０５４－２８８－０１４０

qqga5z69k@themis.ocn.ne.jp

富士見作業所
障害を持つ人も高い所得を得る
ことができる『やりがいのある職
場づくり』をスローガンに、安心・
安全・健康をテーマにした商品
づくりを行っています。

商品写真 商品写真

E-01 E-02

つややかきぬ がっちりもめん

キレとコクの絶妙さをお楽しみ
くたさい

一口食べたら昔ながらの大豆
の味が口いっぱいに広がりま
す

300g 300g

２2０円 ２2０円

mailto:qqga5z69k@themis.ocn.ne.jp
mailto:qqga5z69k@themis.ocn.ne.jp
mailto:qqga5z69k@themis.ocn.ne.jp


商品名　バネポーチ
品番　   F-010
価格　   450円(税込)

商品名　2WAY ラミネートポーチ
品番　　 F-009
価格　　1,500円(税込)

商品名　ガーゼハンカチ
品番　   F-011
価格　　300円(税込)

それぞれの野菜の旬を大切に
して栽培しています。

商品写真

農作業では、播種・植苗から管
理・収穫まで、利用者さんと共
に行っています。

商品写真 商品写真

商品名　フラワーBOX
品番　　F-006
価格　　800円(税込)

F　ラポール・タスカ　麦の会

ラポール・タスカ 麦の会
(福)静岡手をつなぐ育成の会を
母体とする静岡市葵区にある
就労継続支援B型事業所。安心
安全に食べられる野菜作りや
小分け袋詰め作業、ドライフラ
ワー製品製作、縫製品など
様々な作業をしています。

商品写真 商品写真

〒422-8064
静岡市駿河区新川1-7-4
TEL/FAX  054-260-7381/054-260-7381
E-mail　 tasuka@s-ikuseikai.jp

商品名　ドライハーブ　ミント
品番　　 F-007　　価格　200円(税込)
商品名　ドライハーブ　レモングラス
品番　　 F-008　　価格　200円(税込)

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪

⑫ ⑬

⑭

⑮

⑯



ラポール安倍川　みろく（就労継続支援B型）

ラポール安倍川 住所

TEL

FAX

E-mail abekawa@s-ikuseikai.jp

ラポール安倍川　たまち（生活介護）
住所

TEL 054-204-0150

FAX 054-204-0151

E-mail abekawa@s-ikuseikai.jp

みろく

①商品名 ①商品名

②品番 ②品番

たまち ③価格 ③価格

④サイズ ④サイズ

①商品名 ミニミニポーチ ①商品名

②品番 G-4 ②品番

③価格 800円 ③価格

④サイズ 縦約7cm×横約8.5cm×マチ3.5cm ④サイズ

①商品名 ティッシュケース ①商品名裂き織りマット

②品番 G-6 ②品番 G-32

③価格 400円 ③価格 600円

④サイズ 横約12cm×縦約9cm ④サイズ横約40cm×縦約50cm

■品質改良のため、予告なく価格等を変更する場合もございますのでご了承ください。

（福）静岡手をつな
ぐ育成の会を母体と
する就労継続支援B型
（みろく）・生活介
護（たまち）事業
所。心をこめて手織
りに励んでいます。

G-17

■手作り品のため、サイズ・色・柄等、カタログ写真とは異なる場合がございます。注文時ご相談ください。

1200円

ペンケース

■手作り品のため、製作にお時間を頂く場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

横約20cm×縦約5cm×マチ5cm

商品写真

2020

054-273-2850

054-266-6010

〒420-0053
静岡市葵区弥勒2-8-5

縦約7cm×横約6.5cm 縦約18cm×横約13cm

商品写真 商品写真

くまのストラップ

G-23

500円

携帯ポシェット

1500円

G-43

〒420-0068
静岡市葵区田町5丁目63-3

mailto:abekawa@s-ikuseikai.jp
mailto:abekawa@s-ikuseikai.jp


TEL/FAX
E-mail

⑥フェイスガーゼ　H006　430円　34㎝×100cm

⑦ガーゼハンド　H007　240円　35㎝×35cm

■利用者デザインの注文については、デザインまたはインクの色等の指定が可能です。

②タオルハンカチ H002　220円 21cm×21cm（ピンク、ブルー、イエロー、グリーン、白）

③角判ハンカチ H003　280円 26cm×26cm（ピンク、ブルー、イエロー、グリーン）

④クリーニングクロス H004　150円 20㎝×20cm（ピンク、ブルー、イエロー、グリーン、白）

⑧半そでTシャツ　H008　1,800円　メン
ズサイズS～XXXL（XXLは+300円、XXXLサ
イズは＋500円）レディースサイズGS～
GL、ジュニアサイズ90～160cm、多色

⑨長そでTシャツ　H009　2,100円　メン
ズサイズS～XXL（XXLは+300円）、多色

転写プリント
転写シートを作り、素材にア
イロンプレスで貼り付けま
す。フルカラーの画像をプリ
ントするフルカラー転写と、
色つきのシートをプロッター
で切り抜いて使用するラバー
シート転写があります。

（カッティング後のカス取り）

⑪左 サコッシュ（30cm×23cm）H013　700円

（転写プリント受注例）

⑪右 ショルダーバッグ（36cm×38cm）H014　2,000円

　　　⑥　　　　　　⑦

（スクリーンプリント受注例）

オリジナルデザインでタオル、Ｔシャツなど
作ってみませんか

　　　　　⑩　　　　　　　　⑪

⑩左下 トートバッグ中（36㎝×37㎝）H011　650円

左記に挙げた2種類の方法で
プリントしています。スク
リーンプリントは単色向き
で、枚数が多いほどお得に
なります。転写プリントは
使用したシートの量で価格
が変わります。みなみメン
バーによる絵柄仕様も好評
です。興味がありましたら
まずはご相談ください！

アート活動
商品デザイン作成の他、絵画
や造形の時間を設けて作品制
作も行っています。年に1度
作品展を開いて展示販売も
行っています。

⑤スポーツタオル H005　1,100円 40㎝×113㎝（ピンク、ブルー、ライム、クリーム、ブラウン）

最高級綿糸使用、ソフトな風合いで軽量かつ高い吸水性を誇ります。
カラーバリエーションも豊富です。

　　　　　（ガーゼ色一覧）

スクリーンプリント

minami@s-ikuseikai.jp

（福）静岡手をつなぐ育成の
会を母体とする就労支援事業
所。現在14名の利用者と6名
の職員でアート活動やシルク
スクリーン印刷を中心に頑
張っております。

丈夫で着くずれしにくいTシャツ。色も豊富にあります。

　　　　　　　⑧　　　　　⑨

印刷するデザインの版を作
り、素材にインクで1枚ずつ
刷ります。工程を分担して手
刷りで印刷しています。

ソフトな風合いと肌ざわりのやさしさが評判のタオル、ハンカチです。

　　①　　　　　②　　　　　　③　　　　　 ④　　　　　　⑤
①フェイスタオル H001　430円 34㎝×84cm（ピンク、ブルー、イエロー、グリーン、白）

どの商品も利用者の描いた個性豊かなデザインが大好評です！

⑩右　 トートバッグ大（48㎝×40㎝）H012　850円

カラフルで使いやすいバッグシリーズです！
⑩左上 トートバッグ小（30㎝×20㎝）H010　450円

住所 〒422-8033 静岡市駿河区登呂5-7-12

ラポールみなみ 054-284-7684/054-204-3789

mailto:minami@s-ikuseikai.jp
mailto:minami@s-ikuseikai.jp
mailto:minami@s-ikuseikai.jp


住所

TEL・FAX
E-mail

商品名 商品名

品番 品番

価格 価格

サイズ サイズ

一言 一言

商品名 商品名

品番 品番

価格 価格

サイズ サイズ

一言 一言

商品名 商品名

品番 品番

価格 価格

サイズ サイズ

一言 一言

スマートに日常使いができる

■座イス・スツールは既存の布から選んで頂けることは出来ますが、細かい色の指定は承っておりません。
　また受注後、お届けするまでに時間をいただく場合がございます。詳しくは電話にてご連絡下さい。

布ぞうり ティッシュケース

Ｊ－30 Ｊ－25

¥800

約２３～２５cm 約１１×１１cm

履き心地良。

¥400

約 ９×１７cm 約 １５×１５cm(折りたたみ時)

顔にフィットしやさしい肌

BOXティッシュから詰め替えて

一押しの新商品！！

横幅23 奥行14 高さ12 (cm)

牛乳ﾊﾟｯｸを再利用しています。 正座の時に使うと足が楽です。

商品写真

伸縮性抜群の生地のぞうり

マスクフォルダー

Ｊ－５ Ｊ－６

¥300

Ｊ－２

¥1,500 ¥800

商品写真 商品写真

スツール 座イス

就労支援B型・生活介護の
多機能事業所です。
現在17名の利用者と7名の職
員でプラモデルの袋詰めと縫
製品の製作をしています。

―スツールの作業工程―

横幅30 奥行26 高さ22 (cm)

〒420－0854
静岡市葵区岳美７－１４

ラポールたけみ TEL:054-245-9141　FAX:054-245-9142

takemi@s-ikuseikai.jp

―たけみ紹介文―

Ｊ－1

一番の人気商品です。

牛乳パックを再利用してハサ
ミで切り、スツール・座イス
の成形作りをしています。

出来上がり☆

丈夫で座り心地抜群

プリーツマスク

綿を詰めてクッション部分を
作り、キルト布で縫製しま
す。

未使用のマスクが入るポケット付

触りのマスク

¥250



商品名：黒猫バサミ

価格：1個 300円

幸せを呼ぶ猫として人気があります。

カーテンにつけてもかわいいです。

商品名：レジン加工プラ板製品

価格：1個 100円～
商品名：A4クリアファイル

価格：1枚 120円

色とりどりのかわいいクリアファ

イルです。

商品名：FAX用紙

価格：小120円 大170円

ありんこの里マーク入り

のＦＡＸ用紙です。

商品名：会話ボード

価格：小400円 中500円 大650円

中はホワイトボードになっています。

ホワイトボード用のペンで書いたり

消したり自由自在。

商品名：どら焼き

価格：1個 110円

ありんこの里のキャラクター付き

どら焼き。おやつにぴったりです。

住所：〒422-8044

静岡市駿河区西脇753

TEL： 054－284-4054

FAX： 054－291-6277

e-mail： arinko@cotton.ocn.ne.jp

ホームページ：http://arinkonosato.com/

就労継続支援B型 ありんこの里

現在20名の利用者が在籍。

聴覚・ろう重複障害者の方々が地域で生き

生き暮らせるように、情報保障とコミュニ

ケーションの保障をします。

縫製品の製作と、袋入れ、部品加工などの

作業を行っています。

商品名：ペットボトル入れ

価格：１個 大800円

小600円

商品名：マスク

価格：1個 300円

手作りのストラップ、キーホル

ダー、ヘアピンなどがあります。便利な保冷保温ペットボトルカバーです。

さまざまな柄を取り揃えております。



わくわくものづくり体験

毎年8月にものづくり体験を行って

います。ｳｯﾄﾞﾊﾞｰﾆﾝｸﾞでﾄﾞｱﾌﾟﾚｰﾄを

作りました。

ラポール川原

（社福）静岡手をつなぐ育成の会を

母体とする静岡市駿河区にある就労

継続支援B型事業所。

20名の利用者と7名の職員が明るく

賑やかに働いています。

ラポール川原

〒421-0116 静岡市駿河区光陽町45

TEL:054-259-3119　FAX:054-259-3129

MAIL:kawahara＠s-ikuseikai.jp

ラポール川原

折り鶴ﾋﾟｱｽ･ｲﾔﾘﾝｸﾞ　¥1500(税込)

●37ｍｍ□までｶｯﾄした折紙で、一羽一羽

丁寧に折った折り鶴を使ったｱｸｾｻﾘｰ。

●折鶴の繊細さを際立たせるために、ｽﾜﾛﾌ

ｽｷｰで輝かせました。

一つで二つの富士山ﾏｸﾞﾈｯﾄ　¥550(税込)

定番の冬ふじ(ﾌﾞﾙｰ)・レアもの赤ふじ(ﾚｯﾄﾞ)

新緑の夏ふじ(ｸﾞﾘｰﾝ)・ダンディ黒ふじ(ﾌﾞﾗｯｸ)

●上下どちらにもがﾏｸﾞﾈｯﾄが付いています。

●二つに出来るので大きな紙を掲示する時でも

安心。

●静岡産のひのきの間伐材を使用し、一つひと

つ手作業で色の塗り分けをしています。

ラポール川原の賞状額縁

静岡県産材ﾋﾉｷの間伐材・端材を有

効利用しております。接合部に端ば

み加工を施し、充分な強度と木の風

合いを両立させました。

ウッドバーニング

電熱ﾍﾟﾝを使って木を焦がし絵や模

様を描く技法。

ﾗﾎﾟｰﾙ川原では、ｳｯﾄﾞﾊﾞｰﾆﾝｸﾞを通し

て「新しいことに挑戦する楽しさ」

「ものづくりの楽しさ」を学んでい

ます。

ウッドビーズネックレス　¥1,500(税込)

●お好みの長さに調節ができます。

●重さが15～20ｇと軽く、首が疲れません。

●金属アレルギーの方にも安心してつけてい

ただけるアクセサリーです。

手すきはがき(5枚入り)　￥120(税込)

●故紙ﾘｻｲｸﾙ品 ﾊｶﾞｷｻｲｽﾞ 100×148 無地

●手すきならではの素材感や温かみがあ

り、味のある文字や作品に仕上がります。

賞状額縁A4(ﾅﾁｭﾗﾙ､ﾎﾜｲﾄ､ﾌﾞﾗｳﾝ) ¥2,530(税込)

●賞状ｻｲｽﾞ297×210　静岡県産ﾋﾉｷ間伐材

賞状額縁A3(ﾅﾁｭﾗﾙ､ﾎﾜｲﾄ､ﾌﾞﾗｳﾝ) ¥2,970(税込)

●賞状ｻｲｽﾞ420×297　静岡県産ﾋﾉｷ間伐材

賞状額A3変形(ﾅﾁｭﾗﾙ､ﾎﾜｲﾄ､ﾌﾞﾗｳﾝ) ¥3,410(税込)

●賞状ｻｲｽﾞ436×310(大賞)　静岡県産ﾋﾉｷ間伐材

賞状額縁特 A3(ﾅﾁｭﾗﾙ､ﾎﾜｲﾄ､ﾌﾞﾗｳﾝ) ¥3,410(税込)

●賞状ｻｲｽﾞ514×363(褒賞)　静岡県産ﾋﾉｷ間伐材

笑福地蔵ﾊﾞｯｼﾞ､ﾏｸﾞﾈｯﾄ､ｽﾄﾗｯﾌﾟ　￥250(税込)

●木を焦がして絵を描くｳｯﾄﾞﾊﾞｰﾆﾝｸﾞで一つひ

とつ願いを込めて描きました。

●一つひとつ手描きなので表情が全て違いま

す。心に響いたお地蔵様を手に取ってみてく

ださい。

手すきハガキ

表面の凹凸が絵や文字に繊細な表情

を与えます。ｲﾝｸがにじまない上質

な仕上がりです。故紙をﾘｻｲｸﾙした

環境に優しい製品です。



住所: 〒420-0007

TEL:

FAX:

E-mail:

①商品名 秘伝のたれ ①商品名 手織りマフラー

②品番 Q-001 ②品番 Q-023

③価格 500円 ③価格 2000円

④サイズ 275g ④サイズ 18.5×156cm（目安）

⑤一言 衛生管理された調理室で利用者 ⑤一言 利用者さんが毎日少しづつ

さんと丁寧に仕込んだ自信作。 織り込んだまさに作品です。

①商品名 手織りバック類

②品番 Q-010～032

③価格 1,500～2,500円

④サイズ 各種

⑤一言 手作り、すべてが１点もの

①商品名 マスク各種、マスク入れ類

②品番 Q-021～050 ①商品名 指編みマット

③価格 260～500円 ②品番 Q-014(大)、Q-013(小)

④サイズ 大人用、こども用あり ③価格 500円(大)、200円(小)

⑤一言 デザイン・仕様各種、 ④サイズ 36×38cm(大)

⑤一言 丈夫でクッション性抜群、

丸洗いOK。

■手芸製品につきましては手作りのためデザインやサイズは目安とご理解ください。

縫製に自信あり。

　ウイン作業所 静岡市葵区柳町97-1

就労継続支援B型、現在19名が在籍。
食品製造・手芸品製作・DM便の配達・ポスティング・袋詰め・箱折り加工・シェアサイ
クル清掃などを日常の作業を通して支援を行っています。

054-250-8137

054-260-4125

win@ark.ocn.ne.jp

ウイン作業所ではそれぞれの能
力に応じて活動を行ない１歩ず
つ前進することができるようサ
ポートしています。
そのような活動の中で製品化さ
れた商品を宜しくお願いいたしま
す。

★★★
平成25年度
静岡県授産製品
コンクール
社会福祉協議会
会長賞受賞

mailto:win@ark.ocn.ne.jp
mailto:win@ark.ocn.ne.jp


■営業時間…10:00～15:00(ランチタイム11:00～14:00　オーダーストップ14:30)

皆さまのご来店を心よりお待ちしております

合皮マスクケース　T-015　200円(税込)
印鑑ケース　　　　　T-016　250円(税込)
アルコールジュレケース　T-017　350円(税込)

商品名　お薬手帳
品番　　T-014
価格　　550円(税込)

商品名　マスク(各種)
価格　　200円～400円

わ・ハハ弁当　　500円
静岡市葵区庁舎内　『茶木魚』にて販売中

日替わりお楽しみランチ
毎日違ったメニューをご用意し
ております。ご要望にもお応え
できるかもしれません。

商品写真 商品写真

ラポール・タスカ ラ・ポシェット
(福)静岡手をつなぐ育成の会を
母体とする静岡市葵区にある
就労継続支援B型事業所。城東
保健福祉エリア保健福祉複合
棟1Fで軽食喫茶「ラ・ポシェット」
を営業。

商品写真 商品写真

商品名　アニマルマグネット
品番　　T-012
価格　　100円(税込)

T　ラポール・タスカ　ぽけっと

ラポール・タスカ ぽけっと
(福)静岡手をつなぐ育成の会を
母体とする静岡市葵区にある
就労継続支援B型事業所。静岡
市中央福祉センター2Fで軽食
喫茶「ぽけっと」を営業。

鶏そぼろと炒り卵のミニ丼＋温
かいミニそばかミニうどんを選
んで下さい。女性に人気です。

商品写真 商品写真

〒420-0854
静岡市葵区城内町1-1
静岡市中央福祉センター内
TEL/FAX　054-272-8838/054-272-8838
E-mail   pocket@s-ikuseikai.jp

商品名　富士山ペンケース
品番　　T-013
価格　　300円(税込)

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪

⑫ ⑬

⑭

⑮

⑯



ラポール古庄
〒420-0812

静岡市葵区古庄6丁目14-18

TEL：054-264-2760

FAX：054-264-2776

MAIL：furusho@s-ikuseikai.jp

就労継続支援B型事業所。

プラモデルの袋詰めなどの下

請け作業や藍染め製品の製作

をしています。

藍染めストール

¥2000～

藍染めサコッシュ

¥1,000

藍染めＴシャツ

S-L ¥1,800

XL ¥2,000

2XL ¥2,500

ハンドタオル ¥600

フェイスタオル厚手 ¥800

フェイスタオル薄手 ¥600

マフラータオル ¥800

木製ピンチ

¥100
アームカバー

¥600

ティッシュケース ¥600

シュシュ ¥250



スエる君作り

牛乳パックのビニー

ルをはがす、ちぎる、

乾かす工程

商品ラベル付け

ブレスレット作り

どりぃむ

特定非営利活動法人ほがらかを母体

とする静岡市駿河区にある生活介護

事業所。15名の利用者と10人の職員

で共に明るく楽しく過ごしています。

どりぃむ

〒422－8034

静岡市駿河区高松3061-10

TEL/FAX:054-238-1133

MAIL：hogaraka@cy.tnc.ne.jp

ど り ぃ む

どりぃむの作業について

当事業所は生活介護事業所で、中重

度の障がいを持つ利用者が通ってい

ます。

作業は1日1時間ほど行います。

利用者が楽しんで参加できる事と手

指の巧緻性を高める事を目的に個々

にあった作業内容を考慮しながら取

り組んでます。

一つの工程に時間がかかるため、大

量生産はできませんが、一つ一つ心

を込めて作っています。

みるみるスエる君 5個入

¥50(税込)

『牛乳パックをリサイクル』

料理後のフライパンや鍋の油を

吸い取って、洗い物がらくらく

できちゃう！

~使い方~パットの袋は破らずに

そのまま冷めた油に本品を浸し

てください。油を十分に吸い

取ったらポリ袋等にいれ、捨て

てください。

つかいすて便利布

¥100（税込）480g入

リピーター続出‼

液体汚れも、さっとふいてポイ!!

さっとふいてポイ‼お掃除にとっ

ても便利。少しの汚れは1枚で、汚

れが多い時は２.３枚重ねて使って

も大丈夫！

ゴムバンド ¥150(税込）

バンドにマジックテープがついる

ので、弁当箱からA4ファイルまで

あらゆるものが簡単にひとまと

め！カーテンや上着をまとめたり

と使い方はあなた次第‼

ビーズ製品(税込)

ネックレス ¥500~

イヤリング ¥300

ピアス ¥300

ブレスレット ¥ 50

手作りマスク ¥250(税込)


