
N0. 法人名 事業所名 市町 所在地 電話番号 FAX番号 E-mail 分類 業務内容 参考単価 納期 受注可能エリア その他

1 合同会社　アンドＭ
就労継続支援A型　未来工房
宇都宮駅前

01　宇都宮市
宇都宮市駅前通り3-1-1
薄井ビル2階

028-610-7570 028-610-7571
miraikoubou.utsunomiya@gma
il.com

①食品
加工、選別、
ピッキング等

業務委託契約として要相談
※施設内・外での受注が可
能です。
※工程、工数を参考にした
個数単価算出や、時間単位
での工賃算出をお願いして
います。

要相談
※生産工程、納品場所、物
量などによって２～３日の
ものから１週間程度など、
幅広く対応させて頂きま
す。

近隣市町

・施設内・外での受託が可能です。
・施設内委託であれば納期によって受注可能エリアを拡げることもできます。運搬は
弊社でも行うことができます。運賃は別途請求または工賃への上乗せのいずれかでの
対応をお願いしています。
・施設外委託の場合は、作業時間、場所などをご相談させて頂きたいと思います。５
名から最大２０名まで作業人員を出すことが可能です。
・営業時間は9：30～15：00ですが、前後する場合でも対応致しますのでご相談下さ
い。

2 有限会社コパン
就労継続支援Ｂ型事業所　コ
パンＢｅ

01　宇都宮市 宇都宮市花房２－８－６ 028-680-7286 028-680-7286 copain@npocc.org ①食品 クッキー 120円/枚～ 要相談 近隣市町まで コパンよりクッキーを仕入れ、印刷（プリント）します。

3 有限会社コパン
就労継続支援Ａ型事業所　コ
パン

01　宇都宮市 宇都宮市鶴田町３３５９ 028-633-7455 028-633-7191 copain@npocc.org ①食品 パン（個人） 130円～400円
注文は3日前までにお願いし
ます。

所在市町のみ
注文書（メニュー表）をお渡しします。
2000円以上は無料で配達します。

4 有限会社コパン
就労継続支援Ａ型事業所　コ
パン

01　宇都宮市 宇都宮市鶴田町３３５９ 028-633-7455 028-633-7191 copain@npocc.org ①食品
パン
（団体/法人）

130円～400円
注文は10日前までにお願い
します。

所在市町または隣接する地
域（要相談）

イベントなどの大量受注の場合　注文書（メニュー表）をお渡しします。弊社規定に
より割引あり

5 有限会社コパン
就労継続支援Ａ型事業所　コ
パン

01　宇都宮市 宇都宮市鶴田町３３５９ 028-633-7455 028-633-7191 copain@npocc.org ①食品
ランチセット
（団体/法人）

600円～1000円
注文は10日前までにお願い
します。

所在市町または隣接する地
域（要相談）

サンドイッチ・菓子パン・焼き菓子・ブリックパックなどのセット。ご予算に応じて
対応いたします。

6 有限会社コパン
就労継続支援Ａ型事業所　コ
パン

01　宇都宮市 宇都宮市鶴田町３３５９ 028-633-7455 028-633-7191 copain@npocc.org ①食品
サンドイッチ/
オードブル

3000円～4000円
注文は10日前までにお願い
します。

所在市町または隣接する地
域（要相談）

大皿1皿5～6名分（おひとり500円程度）　ミックスサンド・フルーツサンド・カツサ
ンドなどご予算に応じてお作りいたします。

7 社会福祉法人　晃丘会
就労継続支援(B型)事業所ひば
り

01　宇都宮市 宇都宮市竹下町435番地158 028-670-0330 028-667-7315 info@koukyukai.or.jp ①食品 パン
食パン1斤300円
丸パン1個30円

注文は1週間前にお願いしま
す。

近隣市町まで 天然酵母のパンです。

8 社会福祉法人　河内四つ葉会 グーフォ・かわち 01　宇都宮市 宇都宮市中岡本町3178-3 028-673-0002 028-671-0785
kawachi-
yotsubakai@rouge.plala.or.
jp

①食品 パン、焼菓子 100～270円 注文は２日前までに 市内 約40種類のパン、焼ドーナツ、ラスク、クッキー

9 社会福祉法人すぎの芽会 デイセンターすぎの芽 01　宇都宮市 宇都宮市板戸町3650番地 028-667-8093 028-670-3370
ds-
center@suginomekai.or.jp

①食品
ブルーベリー
ジャム

500円＋税 通年 近隣市町村（要相談）
※ジャム製造はできません。商品納品のみとなります。
ジャムに貼るラベルの制作が出来ます。（簡易なもの）

10 恵友会 ひびき 01　宇都宮市 宇都宮市下小倉町1536 028-666-7601 028-666-7602
shogaifukushi-
hibiki@rord.ocn.ne.jp

①食品 パン 110円～300円
注文は7日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで オリジナル商品こんにゃく米粉パンです。

11 恵友会 ひびき 01　宇都宮市 宇都宮市下小倉町1536 028-666-7601 028-666-7602
shogaifukushi-
hibiki@rord.ocn.ne.jp

①食品 菓子
クッキー・ラスク
100円～

注文は7日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで 金額に応じた商品や詰め合わせを提案させていただきます。

12 社会福祉法人共生の丘 就労支援事業所konomi 01　宇都宮市 宇都宮市飯田町261 080-2113-3262 028-612-8576 konomi@kyouseinooka.com ①食品 パン 100円～250円
50個以上5日前にご注文下さ
い。

所在市町のみ 20種類以上の総菜パン、菓子パンを揃えています。

13 社会福祉法人共生の丘 就労支援事業所konomi 01　宇都宮市 宇都宮市飯田町261 080-2113-3262 028-612-8576 konomi@kyouseinooka.com ①食品 菓子 80円～1200円
30個以上7日前にご注文下さ
い。

県内全域
ポップコーンやクッキーを作っています。プリントができるクッキーは人気商品で
す。

14 社会福祉法人共生の丘 就労支援事業所konomi 01　宇都宮市 宇都宮市飯田町261 080-2113-3262 028-612-8576 konomi@kyouseinooka.com ①食品 餃子 4食パック1,100円
30パック以上7日前にご注文
下さい。

県内全域 宇都宮餃子会正会員です。贈り物のほか出張で焼き餃子を焼くことができます。

15
一般社団法人ソーシャルファー
ム栃木

ソーシャルファーム長岡 01　宇都宮市 宇都宮市長岡町293 028-680-6612 028-680-6613 sfnagaoka@kyoudou.net ①食品 加工食品
はちみつ500円～
ジャム300円～

在庫によるが、翌日発送 全国
サイズは各種あり。送料は別途発生。

16 社会福祉法人足利むつみ会 セルプ絆 02　足利市 足利市有楽町835-5 0284-41-7277 0284-64-9370 kizuna@mutumikai.ecnet.jp ①食品 パン ８０円～６５０円 特注の場合は、要相談
所在市まで（近隣は要相
談）

菓子パン、調理パン、ブレッドなど約70種類のパンを製造販売しています。

17 社会福祉法人渡良瀬会 水車 02　足利市 足利市葉鹿町735-1 0284-63-2300 0284-22-4562 yokomachi.s.b@gmail.com ①食品
ドリップパック
コーヒー豆

1個200円～
100ｇ540円～

注文の際には3日前までにご
連絡をお願いします。

県内全域 50個以上のご注文の際には、1週間前までにご連絡をお願いします。

18 社会福祉法人愛光園 一歩 02　足利市 足利市大久保町953-26 0284-91-3781 0284-91-3782
hikari500@camel.plala.or.j
p

①食品 菓子製造販売
クッキー、和菓子
500～

応相談 近隣市町

19 社会福祉法人足利むつみ会 セルプみなみ 02　足利市 足利市県町1507 0284－43－9171 0284－43－9811 selpminami@room.ocn.ne.jp ①食品 菓子
クッキー等
100円～200円

10個以上は5日前までに 県内全域 詰合せ、セット商品も対応可能です。

20 特定非営利活動法人海がめ 海がめ物語 03　栃木市 栃木市神田町6-15 0282-51-2291 0282-51-2921 umigame@cc9.ne.jp ①食品 弁当
日替わり弁当
500円

当日9:00～10:00
オーダー受付です。

所在市町のみ 無料で配達致します。

21 特定非営利活動法人海がめ 海がめ物語 03　栃木市 栃木市神田町6-15 0282-51-2291 0282-51-2921 umigame@cc9.ne.jp ①食品 菓子
クッキー
110円～220円

要相談 所在市町のみ 栃木市役所、栃木健康福祉センター、コエド市場でも販売。

22 特定非営利活動法人海がめ 海がめ物語 03　栃木市 栃木市神田町6-15 0282-51-2291 0282-51-2921 umigame@cc9.ne.jp ①食品 菓子
シフォンケーキ
160円～960円

要相談 所在市町のみ 栃木市役所、栃木健康福祉センター、コエド市場でも販売。

23 特定非営利活動法人海がめ 海がめ物語 03　栃木市 栃木市神田町6-15 0282-51-2291 0282-51-2921 umigame@cc9.ne.jp ①食品 菓子
パウンドケーキ
160円～1,280円

要相談 所在市町のみ 栃木市役所、栃木健康福祉センター、コエド市場でも販売。

24
特定非営利活動法人　蔵の街ウ
エイブ

蔵の街ウエイブ第1事業所 03　栃木市 栃木市平柳町1-2-7 0282-23-4465 0282-23-4465
kuranomachi_wave1@yafoo.co
.jp

①食品
加工用イチゴの
ヘタ取り

75円/1㎏ 当日 栃木市内
発注者が納品・引き取りを行ってくれることを希望しますが、やむを得ない時には引
き取り、納品が片道20分程度

25 社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家 03　栃木市 栃木市大平町横堀672 0282-20-1112 0282-22-1116 k.ochiai@suginokokai.or.jp ①食品
弁当

弁当400～1,000円
1週間程度の事前注文
（月～土）

県内全域
配達は栃木市内のみ応相談
第1土曜・第3木曜休日

26 社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家 03　栃木市 栃木市大平町横堀672 0282-20-1112 0282-22-1116 k.ochiai@suginokokai.or.jp ①食品 焼きそば
ソース味　塩味
380～480円

20食程度であれば当日可
（月～土 11:00～15:00）

県内全域
イベント等の大量注文については応相談
第1土曜・第3木曜休日

27 社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家 03　栃木市 栃木市大平町横堀672 0282-20-1112 0282-22-1116 k.ochiai@suginokokai.or.jp ①食品 いもフライ 1本　80円～
50本程度であれば当日可
（月～土 11:00～15:00)

県内全域
イベント等の大量注文については応相談
第1土曜・第3木曜休日

28 社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家 03　栃木市 栃木市大平町横堀672 0282-20-1112 0282-22-1116 k.ochiai@suginokokai.or.jp ①食品 オードブル
3～4人分　2,500円
5～6人分　3,500円

1週間程度の事前注文
（月～土）

県内全域
ご希望金額に合わせておつくりします
第1土曜・第3木曜休日

29
特定非営利活動法人ハートフル
ふきあげ

とみはりの杜事業所 03　栃木市 栃木市都賀町富張255-1 0282-91-1511 0282-21-7225 heartfulfukiage@cc9.ne.jp ①食品 菓子
揚げ餅、ふわふわおかき
300円

近隣市町は即日・翌日配送 県内全域 遠隔地の場合は、宅配便による発送も可

30 社会福祉法人　すかい 就労支援事業所　すかい 06　日光市 日光市　足尾町　2084 0288-93-2003 0288-93-2336 syurou1@sukai.jp ①食品 パン 130円～ 数量により要相談
県内全域
数量により要相談

納品場所、数量によりお持ちいたします。

31 社会福祉法人　すかい 就労支援事業所　すかい 06　日光市 日光市　足尾町　2084 0288-93-2003 0288-93-2336 syurou1@sukai.jp ①食品 焼き菓子 100円～ 数量により要相談
県内全域
数量により要相談

納品場所、数量によりお持ちいたします。

32 社会福祉法人　夢の森福祉会 夢の森 06　日光市 日光市大沢町274番地 0288-32-2280 0288-32-2281 yumenomori1@ap.wakwak.com ①食品 菓子 １５０円～ 応相談 近隣市町
表情豊かな動物クッキーなどを販売しています。
手作りの温かみを感じるクッキーです。

33 社会福祉法人　夢の森福祉会 夢の森 06　日光市 日光市大沢町274番地 0288-32-2280 0288-32-2281 yumenomori1@ap.wakwak.com ①食品 ジャム ３５０円 応相談 近隣市町
フレンチの音羽シェフ監修『苺とラズベリーのジャム』です。
程よい酸味でヨーグルト等との相性抜群です。

34 社会福祉法人　夢の森福祉会 夢の森 06　日光市 日光市大沢町274番地 0288-32-2280 0288-32-2281 yumenomori1@ap.wakwak.com ①食品 ドリンク各種 １５０円～ 応相談 近隣市町
日光市役所内カフェで販売しているコーヒーや自家製レモネードの出張販売を行いま
す。

35 特定非営利活動法人ふれ愛の森 ふれ愛の森 06　日光市 日光市今市815-2 0288-22-7438 0288-22-7439 fureai201@future.ocn.ne.jp ①食品
やきいもの販売
配達

やきいも
100円～/本

1週間前までにご注文下さ
い。

所在市町のみ
販売時期は10月から3月ぐらいです。
数がまとまれば配達も致します。

36 特定非営利活動法人ふれ愛の森 ふれ愛の森 06　日光市 日光市今市815-2 0288-22-7438 0288-22-7439 fureai201@future.ocn.ne.jp ①食品
手作りおにぎり
の販売配達

焼き鮭のおにぎり
150円/個

1週間前までにご注文下さ
い。

所在市町のみ 数がまとまれば配達も致します。

37 特定非営利活動法人ふれ愛の森 ふれ愛の森 06　日光市 日光市今市815-2 0288-22-7438 0288-22-7439 fureai201@future.ocn.ne.jp ①食品 パン
食パン
1.5斤630円

ご相談下さい。 所在市町のみ
金谷ホテルベーカリーのパンやクッキー等の販売をしています。配達やイベントの販
売もご相談下さい。

38 社会福祉法人すぎなみき会 みどりのき 06　日光市 日光市板橋178番地29 0288-25-3294 0288-25-7294 sugigaku@hyper.ocn.ne.jp ①食品 弁当
550 円 ～（日替わり）
680 円 ～ （牛タン弁当）

１０個以上は５日前までに
注文ください。

所在市町のみ 金額に応じた弁当をご提案します。

39 社会福祉法人すぎなみき会 みどりのき 06　日光市 日光市板橋178番地29 0288-25-3294 0288-25-7294 sugigaku@hyper.ocn.ne.jp ①食品 パン 食パン　270円
注文は２日前までにお願い
します。

所在市町のみ 耳までおいしい食パンです。１斤よりご予約可能です。

40 社会福祉法人すぎなみき会 みどりのき 06　日光市 日光市板橋178番地29 0288-25-3294 0288-25-7294 sugigaku@hyper.ocn.ne.jp ①食品 菓子 スコーン　160円
注文は２日前までにお願い
します。

近隣市町まで

41 社会福祉法人つむぎ 第２くわの実 07　小山市 小山市西黒田299-7 0285-45-3700 0285-45-3700
dai2kuwanomi@heart.ocn.ne.
jp

①食品 パン 130円～250円 注文は５日前までに 所在市町村のみ
20種類以上の菓子パン、総菜パンをそろえています。
配達は無料です。

42 社会福祉法人つむぎ 第２くわの実 07　小山市 小山市西黒田299-7 0285-45-3700 0285-45-3700
dai2kuwanomi@heart.ocn.ne.
jp

①食品 菓子 80円～130円 注文は１週間前までに 所在市町村のみ
金額に応じた詰め合わせも承ります。
配達は無料です。

43 社会福祉法人ソフィア会
社会就労センターえいぶるの
里

07　小山市 小山市東島田2403-2 0285-22-4561 0285-22-4581 able_net@navy.plala.or.jo ①食品 パン 100円～
注文は1週間前までにお願い
します。

近隣市町まで 総菜パン、菓子パン、ラスクなど30種類以上を揃えています。

44 社会福祉法人ソフィア会
社会就労センターえいぶるの
里

07　小山市 小山市東島田2403-2 0285-22-4561 0285-22-4581 able_net@navy.plala.or.jo ①食品 菓子 100円～
注文は1週間前までにお願い
します。

近隣市町まで
クッキー、カットケーキ、シフォンケーキなどバラエティーに富んだ菓子を揃えてい
ます。金額に応じた詰め合わせも承ります。

45 社会福祉法人ソフィア会
社会就労センターえいぶるの
里

07　小山市 小山市東島田2403-2 0285-22-4561 0285-22-4581 able_net@navy.plala.or.jo ①食品 アイス 160円～180円
注文は3日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで
とちおとめを使ったイチゴミルクなど10種類以上を揃えています。テイクアウトもで
きます。

46 彰義重政会
障害福祉サービス事業所　一
桃舎

07　小山市 小山市間々田750-1 0285-45-7199 0285-45-8437 ittosya@gamma.ocn.ne.jp ①食品 しいたけ 1袋200円
注文は2週間前にお願いしま
す。

近隣市町まで 栃木県産の菌床しいたけです。

47 彰義重政会
障害福祉サービス事業所　一
桃舎

07　小山市 小山市間々田750-1 0285-45-7199 0285-45-8437 ittosya@gamma.ocn.ne.jp ①食品
しょうゆ漬け各
種

1袋250円
注文は3週間前にお願いしま
す。

近隣市町まで
醤油漬け各種（ごぼう、れんこん、かんぴょう、しいたけ、玉ねぎ、チーズ漬け等）
国産野菜使用。様々なお料理にもアレンジできます。ギフト用承ります。

48
一般社団法人いちごの里めぶき
ファーム

いちごの里めぶきファーム 07　小山市 小山市大川島469 0285-38-9940 0285-38-9939 y.oguro@itigo.co.jp ①食品 菓子製造 時給860 応相談 小山市・栃木市

49 社会福祉法人 飛山の里福祉会 ハート二宮 08　真岡市 真岡市久下田1798 0285-74-5581 0285-74-5582
ninomiya@tobiyamanosato.or
.jp

①食品 パン、焼き菓子 100円～600円 2週間
近隣市町
その他、要相談

メロンパン、クッキー、ラスクを販売

50 那須塩原市社会福祉協議会 多機能型事業所心の里 11　那須塩原市 那須塩原市埼玉99-3 0287-63-0517 0287-73-5554 ①食品 クッキー １袋200円（約55ｇ）
参考：２００袋
１週間から１０日

近隣市町村

51 合同会社　natu-la オーガニックファームnatu-la 11　那須塩原市 那須塩原市渡辺2-7 0287-73-5516 0287-73-5506 go.natu-la@sky.plala.or.jp ①食品 菓子
クッキー・プリン・スコー
ン・シフォンケーキ・パウ
ンドケーキ　各　350円

近隣市町まで
現在　金・土にオープンしている店舗（敷地内）にて販売しています。
また市内数店舗での委託販売をしています。

52 社会福祉法人　太陽の里福祉会
生活支援センター　ぷらねっ
と

11　那須塩原市 那須塩原市上中野53 0287-65-0347 0287-65-2389 taiyou33@samba.ocn.ne.jp ①食品 パン・ラスク １個(袋)／100円～ 要相談 近隣市町 何かあればご相談ください。

53 社会福祉法人　太陽の里福祉会
生活支援センター　ぷらねっ
と

11　那須塩原市 那須塩原市上中野53 0287-65-0347 0287-65-2389 taiyou33@samba.ocn.ne.jp ①食品 味噌
１ｋｇパック(通常味噌)／
400円

要相談 近隣市町
手作り味噌です。樽売りも可能です。
何かあればご相談ください。

障害者施設等で受注できる業務内容一覧（①食品）



54 社会福祉法人　太陽の里福祉会
生活支援センター　ぷらねっ
と

11　那須塩原市 那須塩原市上中野53 0287-65-0347 0287-65-2389 taiyou33@samba.ocn.ne.jp ①食品 味噌
１ｋｇパック(倍こうじ味
噌)／500円

要相談 近隣市町
手作り味噌です。樽売りも可能です。
何かあればご相談ください。

55 社会福祉法人恵友会 桜花 12　さくら市 さくら市氏家1799-1 028-681-6720 028-681-6721 ouka@gol.com ①食品 パン 要相談 要相談
さくら市、矢板市、高根沢
町、宇都宮市一部

56 社会福祉法人恵友会 桜花 12　さくら市 さくら市氏家1799-1 028-681-6720 028-681-6721 ouka@gol.com ①食品 弁当 要相談 要相談
さくら市、矢板市、高根沢
町、宇都宮市一部

57
社会福祉法人とちぎ健康福祉協
会

桜ふれあいの郷 12　さくら市 さくら市鍛冶ヶ沢157-6 028-682-6611 028-682-6647 safure@nifty.com ①食品 パン・菓子等 要相談 要調整 近隣市町村まで
近隣保育園からの給食用パンの受注実績あり
ギフト用菓子（クッキー詰合せ）等の受注実績あり

58 社会福祉法人　大和久福祉会 就労支援事業所いっぴ 13　那須烏山市 那須烏山市藤田1055番地15 0287-88-1277 0287-88-1277 oowagu2041@proof.ocn.ne.jp ①食品 パン 100～300円 年間 那須烏山市他隣接市町 菓子パン、食パン、デニッシュ

59 社会福祉法人　大和久福祉会 就労支援事業所いっぴ 13　那須烏山市 那須烏山市藤田1055番地15 0287-88-1277 0287-88-1277 oowagu2041@proof.ocn.ne.jp ①食品 菓子 100円 年間 那須烏山市他隣接市町 クッキー

60 社会福祉法人はくつる会 工房つばさ 14　下野市 下野市箕輪425-1 0285-40-0388 0285-40-6700
hakutsuru@ouroura.ocn.ne.j
p

①食品 パン 100～300 要相談
下野市、壬生町、上三川
町、小山市、宇都宮市

61 社会福祉法人はくつる会 工房つばさ 14　下野市 下野市箕輪425-1 0285-40-0388 0285-40-6700
hakutsuru@ouroura.ocn.ne.j
p

①食品 漬物 300～500 要相談
下野市、壬生町、上三川
町、小山市、宇都宮市

時期によって種類が異なります。

62 社会福祉法人はくつる会 工房つばさ 14　下野市 下野市箕輪425-1 0285-40-0388 0285-40-6700
hakutsuru@ouroura.ocn.ne.j
p

①食品 あげせんべい 100～300 要相談
下野市、壬生町、上三川
町、小山市、宇都宮市

63 益子まちづくり株式会社 友愛作業所 16　益子町 益子町上大羽709 0285-81-8086 0285-81-8096 mmc.yuuai@aroma.ocn.ne.jp ①食品 菓子
クッキー200円～ 注文は2日前までにお願いし

ます。
近隣市町まで

クッキー、ガトーショコラ、チーズケーキ、
シフォンケーキなど焼き菓子が種類豊富にあります。

64 益子まちづくり株式会社 友愛作業所 16　益子町 益子町上大羽709 0285-81-8086 0285-81-8096 mmc.yuuai@aroma.ocn.ne.jp ①食品 パン 110円～
注文は2日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで 菓子パン、総菜パン種類豊富にあります。

65 株式会社ワンライン ワンラインおもちゃのまち 20　壬生町 壬生町緑町1‐15‐1 0282‐51‐6001 0282‐51‐6001 ooyama@one-line.co.jp ①食品 サプリメント 1袋2700円 1週間 県内全域 にんにくスプラウトを使用したサプリメント

66
社会福祉法人　壬生町社会福祉
協議会

壬生町就労支援施設むつみの
森

20　壬生町 壬生町壬生丁２３２－３ 0282-82-6174 0282-81-0236 mutsumi@mibu-shakyo.net ①食品 加工食品
ジャム
400円～700円

注文の翌営業日に発送しま
す。※20個以上は要相談

近隣市町まで
ラベルのデザイン制作や製造委託も可能です。（数量要相談）
送料は別途発生する場合あり。

67 社会福祉法人　恵友会 いぶき 23　高根沢町 高根沢町桑窪2266-2 028-676-3500 028-676-3501
ibukinosato@guitar.ocn.ne.
jp

①食品 パン 100円～300円
注文は2日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで 30種類以上の菓子パン、惣菜パンを揃えています。

68 社会福祉法人　恵友会 いぶき 23　高根沢町 高根沢町桑窪2266-2 028-676-3500 028-676-3501
ibukinosato@guitar.ocn.ne.
jp

①食品 菓子
ﾏﾄﾞﾚｰﾇ、ｸｯｷｰ、ﾀﾙﾄ他
50円～200円

注文は2日前までにお願いし
ます。

近隣市町まで
20種類以上の菓子類を揃えています。
金額に応じた詰め合わせも承ります。

69 社会福祉法人　パステル ＣＳＷおとめ 07　小山市 小山市乙女625-2 0285-39-6088 0285-39-6188 info@hukushi-pastel.jp ①食品 パン 110円～290円
注文は前日午前中までにお
願いします。

近隣市町まで 30種類以上の手作り菓子パン、惣菜パンを揃えています。

70 社会福祉法人　パステル ＣＳＷおとめ 07　小山市 小山市乙女625-2 0285-39-6088 0285-39-6188 info@hukushi-pastel.jp ①食品 酒粕製品 180円～3,000円
大量の注文はご連絡くださ
い。

全国
地元酒造メーカーの酒粕を使用した、酒粕生チーズプリン、酒粕パウンドケーキ、酒
粕焼チーズケーキ、酒粕クリームサンドの４種。大変美味しい逸品です。

71 社会福祉法人　パステル ＣＳＷおとめ 07　小山市 小山市乙女625-2 0285-39-6088 0285-39-6188 info@hukushi-pastel.jp ①食品 桑製品 130円～3,000円 １週間 全国
関東地方初のノウフクＪＡＳを取得（桑の葉・桑の実を使用）桑茶・抹茶、桑うど
ん、桑パスタ、桑パウンドケーキ、マルベリージャム、桑ドレッシング他

①食品

②小物雑貨

③事務用品

④農作物

⑤その他

⑥印刷

⑦クリーニング

⑧清掃・管理

⑨データ入力・情報処理

⑩飲食店等の運営

⑪その他

役務

チラシ、冊子、名刺、ポスター　など

クリーニング、リネンサプライ

清掃、除草作業

名刺等のデータ入力、集計、テープおこし　など

売店、レストラン、喫茶店　など

機密文書処理、文書の仕分け、封入、発送、袋詰め、梱包、箱折り、資源回収、部品組立、農作業　など

物品

弁当、パン、菓子、加工食品　など

缶バッチ、繊維製品、木工、各種記念品など

封筒、ハガキ、クリアファイル　など

花苗、野菜、果物、米　など

石鹸　など


