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 京都ほっとはあとセンター南丹ブロック 

 京都府南丹保健所 

 
 

ぬくもり京都丹波とは 
 

京都丹波地域の障害福祉事業所

において、独自性・地域性・市場競

争力があり、品質の高い「ほっとは

あと製品」を選定してお届けする

京都丹波発のオリジナルブランド

です。 

 

【南丹市】 
あじさい園 

あしたーる工房 

あゆみ工房 

京都太陽の園 

しぜん塾やぎ農園 

城山共同作業所 

園部共同作業所 

ヒーローズＪＡＰＡＮ 

ひより舎 

Grape garden 

ぬくもり京都丹波プロジェクト参加事業所 
 

 【亀岡市】 
 かめおか作業所 

 第二かめおか作業所 

 第三かめおか作業所 

 たのしくはたらく 

 ハーモニージョブズ 

 ワークスおーい 

 

 【京丹波町】 
 京丹波町共同作業所 

   丹波桜梅園 

 

木製プランター 

（大・中・小） 焼き板の良さを十

分に生かしたプラ

ンターです。大・

中・小とあります

が、お好みのサイ

ズもオーダー出

来ます。 

社会福祉法人京丹波町社会福祉協議会 

京丹波町共同作業所 和知支所 

京都府船井郡京丹波町篠原堂ノ下27 

TEL 0771-84-5005 FAX 0771-84-5030 

MAIL kyodohs.w3@ktbshakyo.or.jp 

花模様 普段から何気

なく使っている

ティッシュ箱。

カバーを つけ

ることで部屋

を花のように

明るくしてくれ

ます。 

社会福祉法人京丹波町社会福祉協議会 

京丹波町共同作業所 瑞穂支所 

京都府船井郡京丹波町三ノ宮縄手18-14 

TEL 0771-88-5200 FAX 0771-88-5201 

MAIL kyodohs.m4@ktbshakyo.or.jp 

さをり製品 
イチゴストラップやヘ

アゴムなどの小物や

ペンケース、巾着、

ポーチ、名札ホル

ダー、バッグなどい

ろんな製品を用意し

ています。ぜひ、お

気に入りの商品を見

つけてください。 

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 あじさい園 

京都府南丹市八木町八木杉ノ前44 

TEL 0771-42-5576 FAX 0771-42-5576 
MAIL  ajisaien@cans.zaq.ne.jp 

七宝焼製品 伝統工芸「七宝

焼」をスプーン、

フォーク、キーホ

ルダー、アクセサ

リー等にあしらい

ました。ぬくもり感

ただよう、逸品を

お届けします。 

社会福祉法人京都太陽の園 

障害者支援施設 京都太陽の園 

京都府南丹市園部町横田前32 

TEL 0771-62-2838 FAX 0771-62-3168 

MAIL taiyounosono@kyoto-taiyo.or.jp 

きょうされんふきん 
安心・安全で環境に

やさしいふきんです。 

奈良県産のかや生

地を８枚重ねて作っ

ています。吸水性抜

群、丈夫で長持ちの

自慢の逸品です。 

社会福祉法人亀岡福祉会 かめおか作業所 

京都府亀岡市薭田野町佐伯大門30-1 

TEL 0771-24-2596 FAX 0771-24-2597 
MAIL  craft@kamecomyu.net 

コンパクトエコバッグ 
コンパクトに簡

単に折りたたむ

ことができます。 

いつでもどこで

もさっと使えて

とても便利なエ

コバッグです。 

社会福祉法人亀岡福祉会 かめおか作業所 

京都府亀岡市薭田野町佐伯大門30-1 

TEL 0771-24-2596 FAX 0771-24-2597 
MAIL  craft@kamecomyu.net 

根付け ステンドガラスを小さく

カットし、電気窯に入

れて溶かしていくため

ガラスの溶け具合で

色合いや形は二度と

同じ物は出来ません。

世界に一つしかない

偶然のおもしろさを貴

方のものに。 

NPO法人船井ほのぼのかい 園部共同作業所 

京都府南丹市園部町上木崎町入道32 

TEL 0771-62-3249 FAX 0771-63-2941 

MAIL rgmsd298@ybb.ne.jp 

リサイクル和紙皿 
牛乳パックなど

の空いた容器を

キレイに洗い

カットして和紙を

のりなどで貼り

合わせ仕上げ

にニスを塗って

あります。 

NPO法人船井ほのぼのかい 園部共同作業所 

京都府南丹市園部町上木崎町入道32 

TEL 0771-62-3249 FAX 0771-63-2941 

MAIL rgmsd298@ybb.ne.jp 

よもぎ湯の素 自然の香り豊かな純

国産よもぎを100％

使用。ハーブの香り

が疲れを癒し、湯上

りさっぱり好評です。

（10パック入、５パッ

ク入あり １パック＝

15ｇ） 

社会福祉法人亀岡福祉会 第二かめおか作業所 

京都府亀岡市宮前町猪倉城山8-21 

TEL 0771-26-5434 FAX 0771-26-2173 

MAIL recycle@kamecomyu.net 

竹炭土壌改良 

（１ｋｇ入り） 
京都産竹炭を使用

しています。細かく

無数の孔がある竹

炭は透水性、通気

性、保水性にも優

れています。土に

混ぜてご使用くだ

さい。 

社会福祉法人亀岡福祉会 第二かめおか作業所 

京都府亀岡市宮前町猪倉城山8-21 

TEL 0771-26-5434 FAX 0771-26-2173 

MAIL recycle@kamecomyu.net 

アニマルたわし 
定番の「うさちゃ

ん」「ブタさん」「ゾ

ウさん」の他、毎

年の干支バージョ

ンあり、お子様に

も人気です。 

NPO法人城山共同作業所 城山共同作業所 

京都府南丹市八木町木原北東荘24-3､24-4 

TEL 0771-42-4562 FAX 0771-42-4562 
MAIL  tnkx60236@iris.eonet.ne.jp 

まごころポーチ     

（大・小） 
さをり織と帆布を組

み合わせることで、

さらに、さをり織の

表情が生きる商品

です。親子ポーチ

としても幅広くご使

用いただけます。 

社会福祉法人京丹波町社会福祉協議会 

京丹波町共同作業所 丹波本所 

京都府船井郡京丹波町須知鍋倉11-3 

TEL 0771-82-2015 FAX 0771-82-0406 

MAIL kyodohs.t1@ktbshakyo.or.jp 

さをり がまぐち財布 
手織りしたさをり

織の生地で作った

がまぐち財布は色

によって雰囲気が

違い、丸くて可愛

いフォルムが魅力

です。 

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 ひより舎 

京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5-10 

TEL 0771-72-0324 FAX 0771-72-0325 

さをり 丸ポーチ 
可愛い丸型が

幅広く人気な丸

ポーチは機能的

で個性的な商品

です。ぜひ、お

気に入りの逸品

を。 

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 ひより舎 

京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5-10 

TEL 0771-72-0324 FAX 0771-72-0325 

マフィン各種 美山の平飼い玉子

と米粉を使用し、国

産小麦粉とブレンド。

バターはよつ葉バ

ター、季節の野菜

や果物を使用し、

一つ一つていねい

に作っています。 

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木 
Grape garden 

京都府南丹市園部町美園町7-18 

TEL 0771-86-8815 FAX 0771-86-9001 
MAIL  npobudo0902@poppy.ocn.ne.jp 

生食パン（プレミアム） 

北海道産小麦粉

を100％使用し、

水やバター、生ク

リーム等、材料に

こだわった耳まで

柔らかい生食パ

ンです。 

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木 
Grape garden 

京都府南丹市園部町美園町7-18 

TEL 0771-86-8815 FAX 0771-86-9001 
MAIL  npobudo0902@poppy.ocn.ne.jp 

魚っシュくん 城山共同作業所と言

えばコレ‼洗剤要らず

のエコ商品「魚っシュく

ん」。洗って良し・飾っ

て良し・贈って良しの

三拍子揃ったアクリル

タワシです。お子さん

のお手伝いグッズとし

てもおススメです‼ 

NPO法人城山共同作業所 城山共同作業所 

京都府南丹市八木町木原北東荘24-3､24-4 

TEL 0771-42-4562 FAX 0771-42-4562 
MAIL  tnkx60236@iris.eonet.ne.jp 

ステンドグラス 

ランプ 
本場海外のステン

ドガラスを使い、本

ステンドのティファ

ニー技法やフュー

ジング技法などを

用い、本格的なス

テンドグラスの商品

となっています。 

NPO法人船井ほのぼのかい 園部共同作業所 

京都府南丹市園部町上木崎町入道32 

TEL 0771-62-3249 FAX 0771-63-2941 

MAIL rgmsd298@ybb.ne.jp 



黒豆茶 当施設で栽培した南

丹市産黒豆100％の

お茶です。ティーパッ

クで手軽に飲んでい

ただけ、お湯を注い

だ時から黒豆独特の

香ばしい香りと味わ

いが楽しめる健康的

なお茶です。 

社会福祉法人京丹波福祉会 あしたーる工房 

京都府南丹市園部町横田7-7 

TEL 0771-63-5053 FAX 0771-63-5383 

MAIL ashita-ru@cotton.ocn.ne.jp 

城山こまめっこ 

極小の黒豆。炊飯

準備していただき、

こまめっこを入れ、

スイッチオン。手軽

に黒豆ご飯の出来

上がりです。 

NPO法人城山共同作業所 城山共同作業所 

京都府南丹市八木町木原北東荘24-3､24-4 

TEL 0771-42-4562 FAX 0771-42-4562 
MAIL  tnkx60236@iris.eonet.ne.jp 

黒豆（大粒、極小） 

言わずと知れた丹の黒豆。

黒豆煮、洋風ミネストローネ

風などにも。 

極小黒豆「こまめっこ」は黒

豆ご飯や黒豆ぜんざいに。 

作り手は口丹地域の福祉事

業所のみ。 

株式会社みんなではたらく  たのしくはたらく 

京都府亀岡市東本梅町大内大坪101-35 

TEL 0771-26-2015 FAX 0771-26-2015 
MAIL  tanoshiku250501@apricot.ocn.ne.jp 

ビーツ 
飲む輸血と言われる奇

跡の野菜です。独特の

土臭さと甘みがあり、ボ

ルシチがメジャーです

が、ポタージュやゆでて

サラダにしたりピクルス

にしても美味しいです。 

株式会社みんなではたらく  たのしくはたらく 

京都府亀岡市東本梅町大内大坪101-35 

TEL 0771-26-2015 FAX 0771-26-2015 
MAIL  tanoshiku250501@apricot.ocn.ne.jp 

チョロギ 
食感は少しサクサク、煮

るとホクホクとします。味

の方は癖がなく食べや

すい、あっさり味です。

お味噌汁、茶碗蒸し、カ

レーなどの具にもお使

いいただけます。 

株式会社みんなではたらく  たのしくはたらく 

京都府亀岡市東本梅町大内大坪101-35 

TEL 0771-26-2015 FAX 0771-26-2015 
MAIL  tanoshiku250501@apricot.ocn.ne.jp 

味付き味噌 

各種 

亀岡の老舗、片山味噌を

使ったオリジナル味付き味

噌です。七種類の野菜を

使った「七福味噌」、舞鶴産

のにんにくをつかった「にん

にく味噌」などたくさんのお味

を用意しています。炒め物な

どの料理に使ってもOK！ご

はんにそのままのせても

OK！ぜひご賞味ください！ 

社会福祉法人亀岡福祉会 かめおか作業所 

京都府亀岡市薭田野町佐伯大門30-1 

TEL 0771-24-2596 FAX 0771-24-2597 
MAIL  craft@kamecomyu.net 

ど丹波シリーズ 材料は丹波産にこ

だわり、黒豆、水

菜、小豆、にんじ

ん、牛乳の５種類

のクッキーと、丹波

の黒豆入りグラ

ノーラを製造して

います。 

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 あじさい園 

京都府南丹市八木町八木杉ノ前44 

TEL 0771-42-5576 FAX 0771-42-5576 
MAIL  ajisaien@cans.zaq.ne.jp 

レギュラークッキー 
あじさい園の定番

クッキー10種類。

お中元やお歳暮、

プレゼントや冠婚

葬祭。金額に応じ

たクッキーセット

を承っております。 

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 あじさい園 

京都府南丹市八木町八木杉ノ前44 

TEL 0771-42-5576 FAX 0771-42-5576 
MAIL  ajisaien@cans.zaq.ne.jp 

ドリップパック 
利用者さんが一粒一粒

選別されたコーヒー生

豆を自家焙煎し、ドリッ

プパックに詰めています。

手作業で丁寧に作って

いるので、美味しく安心

してお飲み頂けます。

（お得な５袋セットあり） 

NPO法人アシスト  ヒーローズＪＡＰＡＮ 

京都府南丹市八木町玉ノ井北沢23番地4 

TEL 080-5715-5757 FAX 0771-55-9758 
MAIL  heros.japan.kyoto@gmail.com 

コーヒー粉 利用者さんが一粒

一粒選別された

コーヒー生豆を自

家焙煎し、中挽き

の粉にしています。

コーヒーメーカーな

どでたてられる方

にお得な袋です。 

NPO法人アシスト  ヒーローズＪＡＰＡＮ 

京都府南丹市八木町玉ノ井北沢23番地4 

TEL 080-5715-5757 FAX 0771-55-9758 
MAIL  heros.japan.kyoto@gmail.com 

自家製ハーブ 
農薬を使用せず

栽培した、自家製

ハーブのティー

パックです。３種

類のハーブティー

をご賞味いただけ

ます。 

NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木 
Grape garden 

京都府南丹市園部町美園町7-18 

TEL 0771-86-8815 FAX 0771-86-9001 
MAIL  npobudo0902@poppy.ocn.ne.jp 

米粉パン 

美山産の米粉を使用。丁寧な生地づくりを心

がけています。 

一般社団法人あゆみ会 あゆみ工房 
京都府南丹市美山町島往古瀬8 

TEL 0771-75-9500 FAX 0771-75-9501 

MAIL ayumikobo@ayumikai-kyoto.com 

http://ayumikai-kyoto.com/ ※4/1から住所・電話番号が

変わります。ホームページを御確認ください。 

お野菜チップス 
ノンフライ圧力製法で、油を使

わず、あっさり、サクサクのソフ

トな食感に仕上げています。 

油を使っていないので手が汚

れず召し上がれます。お子様

からお年寄りの方まで幅広い

方に人気の商品です。 

社会福祉法人亀岡福祉会 第三かめおか作業所 

京都府亀岡市保津町上火無28-86 

TEL 0771-21-2275 FAX 0771-22-7622 

MAIL shikikooubou@kamecomyu.net 

シフォンケーキ 
国産小麦・国産卵を使

用したシフォンケーキ。 

定番のものに加え、季

節毎に出る期間限定商

品が人気。 

しっとり、ふわふわの食

感とボリュームが特徴。 

社会福祉法人亀岡福祉会 第三かめおか作業所 

京都府亀岡市保津町上火無28-86 

TEL 0771-21-2275 FAX 0771-22-7622 

MAIL shikikooubou@kamecomyu.net 

もち焼きあられ 

京都府亀岡産のもち米

を100％使用した「もち

焼きあられ」。 

蒸しから焼きまでの全

工程を昔ながらの製法

で一つひとつ丁寧に仕

上げました。 

社会福祉法人亀岡福祉会 第三かめおか作業所 

京都府亀岡市保津町上火無28-86 

TEL 0771-21-2275 FAX 0771-22-7622 

MAIL shikikooubou@kamecomyu.net 

やぎのレア 

チーズケーキ 

るり渓で元気に育った

やぎの貴重なチーズ

を使い、口当たりの良

いチーズケーキに仕

上げました。 

お好みで、自家製のブ

ルーベリージャムを添

えてお召し上がりくだ

さい。 

株式会社アットホーム しぜん塾やぎ農園 

京都府南丹市園部町小山東町西山11-2 

TEL 0771-86-8261 FAX 0771-68-1222 

MAIL shizen109@athomeweb.net 

パン屋さんの 

シュークリーム 
牛乳で仕込んだポー

ションタイプのシュー

生地に特製クリーム

をたっぷり包んだ、冷

やしても美味しい製

品です。 

有限会社ハーモニーケア ハーモニージョブズ 

モーツァルト製パン・製菓 

京都府亀岡市追分町八ノ坪18番地 

TEL 080-3767-2511 FAX 0771-20-4674 

MAIL y-irsk8@leto.eonet.ne.jp 

紫芋のケーキ るり渓のフレッシュ

な平飼い卵を使用

し、アクセントにシナ

モンを加えています。

紫芋がしっかりと味

わえるしっとりとした

ケーキです。 

株式会社アットホーム しぜん塾やぎ農園 

京都府南丹市園部町小山東町西山11-2 

TEL 0771-86-8261 FAX 0771-68-1222 

MAIL shizen109@athomeweb.net 

絹生食パン シルクパウダー

と生クリームを

練り込み、ル

ヴァアン種を配

合して風味豊か

でなめらかな食

感に焼き上げた

食パンです。 

有限会社ハーモニーケア ハーモニージョブズ 

モーツァルト製パン・製菓 

京都府亀岡市追分町八ノ坪18番地 

TEL 080-3767-2511 FAX 0771-20-4674 

MAIL y-irsk8@leto.eonet.ne.jp 

ホテルブレッド食パン 

国産小麦10％

配合した、ミル

ク風味の食パ

ンです。 

有限会社ハーモニーケア ハーモニージョブズ 

モーツァルト製パン・製菓 

京都府亀岡市追分町八ノ坪18番地 

TEL 080-3767-2511 FAX 0771-20-4674 

MAIL y-irsk8@leto.eonet.ne.jp 

社会福祉法人松花苑 ワークスおーい 

ベーカリー＆カフェ ぱすてる 

京都府亀岡市大井町小金岐北浦16 

TEL 0771-23-0703 FAX 0771-25-4654 
MAIL  pastel@syokaen.jp 

丹波黒豆きなこらすく 

明智光秀ゆかりの丹波の

地で育った黒豆のきな粉を

ふんだんにまぶしたひと口

サイズのラスクです。きな粉

の香ばしい香り、バターの

コク、シュガーのまろやかな

甘さの三拍子が揃った逸品

です。 

社会福祉法人松花苑 ワークスおーい 

ベーカリー＆カフェ ぱすてる 

京都府亀岡市大井町小金岐北浦16 

TEL 0771-23-0703 FAX 0771-25-4654 
MAIL  pastel@syokaen.jp 

黒豆＆コーヒークッキー 
明智光秀ゆかりの丹

波の地で育った黒豆

と、こだわりを追求し

た地元のコーヒー店

の豆が相まって『豆

×豆』の香りと味が

楽しめます。 

社会福祉法人松花苑 ワークスおーい 

ベーカリー＆カフェ ぱすてる 

京都府亀岡市大井町小金岐北浦16 

TEL 0771-23-0703 FAX 0771-25-4654 
MAIL  pastel@syokaen.jp 

丹波黒豆のガレット 
明智光秀ゆかりの丹

波の地で育った黒豆

を粗挽きして１枚ず

つ丁寧に伸ばしまし

た。黒豆のガリッとし

た食感と芳ばしい香

りがお楽しみいただ

けます。 

黒大豆枝豆 
10月中旬～11月初

旬まで、期間限定の

一品です。黒大豆枝

豆なので、大粒で一

度食べるとやみつき

になる美味しさです。

その他、季節の野菜

も沢山販売しており

ます。 

社会福祉法人 桜梅会 丹波桜梅園 

京都府船井郡京丹波町中台桜梅37 

TEL 0771-86-0085 FAX 0771-86-0020 
MAIL  oubai000@deluxe.ocn.ne.jp 


