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てづくりのお店 あんだんて 

 

「てづくりのお店 あんだんて」は、城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワークが平

成 22 年 4 月に OPEN した店舗です。城陽市内の８つの福祉事業所で作られている手づくり製

品を販売しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク 

 

「城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク」は、城陽市の事業である障がい者就労

促進検討事業（平成 20・21年度）からの調査・報告を受け、具体的な実践として城陽市内の

障がい者の就労に携わる施設が連携をとりあうために平成 22年 1月に発足しました。 

福祉的就労の障がい者の工賃アップ、障がい者の就労促進と自立支援を図ることを目的と

して、城陽市内の事業所が共同して製品の開発、販路拡大等に取り組んでいます。 

 

＜ネットワーク組織構成＞ 

代  表 辻村憲隆（城陽作業所 施設長） 

副 代 表 石原章子（で・らいと 理事長） 

 平田達弥（京都梅花園 理事長） 

事 務 局 竹内 仁（みんななかま 統括施設長） 

 福）京都府聴覚言語障害センター 

 城陽作業所（平成 30年度ネットワーク事業委託先事業所） 

構成施設 福）京都梅花園 あんびしゃ 

 福）南山城学園 知的障害者デイサービスセンターあっぷ 

 福）南山城学園 身体障害者デイサービスセンターすいんぐ 

 特非）で・らいと チェリー工房 

 特非）城陽市の精神保健福祉をすすめる会野の花 ワークショップ野の花 

 福）京都府聴覚言語障害センター 障害者支援センター「みなみかぜ」 

 福）みんななかま ものづくりスペース みんななかま 

 福）うめの木福祉会 城陽作業所 

 

所在地 〒610-0121 城陽市寺田林ノ口 11-64 京都府情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 
TEL･FAX 0774-52-6341   営業時間 11:00～17:00（定休日：土日祝日、年末年始）  
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お申し込みのご案内 

 

＜ご注文の流れ＞ 

① 「てづくりのお店 あんだんて」に、お電話またはＦＡＸにてご注文下さい。 

② 「てづくりのお店 あんだんて」から、確認のお電話で注文完了です。 

③ 製品が準備でき次第、「てづくりのお店 あんだんて」からお客様へご連絡致します。 

④ ご指定の受け取り方法で、製品の受け渡しを致します。 

＊ ギフト包装などの個別注文にもお応えします。お気軽にお問い合わせ下さい。 ＊ 

 

＜ご注文の際の注意事項＞ 

・ 製品は、注文にあわせて手作りします。注文完了以降のキャンセルはご遠慮下さい。 

・ 製品は、一つ一つ手作りしている為、納品までにお時間をいただく場合がございます。 

予めご了承下さい。 

 

＜代金のお支払い方法＞ 

 ・現金でのお支払い 

「てづくりのお店 あんだんて」の窓口にてお支払い下さい。 

・お振り込みでのお支払い 

  製品の受け渡し後、30日以内に下記の口座へお振り込み下さい。 

なお、振込手数料はお客様負担となりますので、予めご了承下さい。 

京都やましろ農業協同組合 城陽南支店 普通 0027991 

ｼｬｶｲｸﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｳﾒﾉｷﾌｸｼｶｲ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｱｷﾂﾞｷﾐﾂｵ 

社会福祉法人うめの木福祉会 理事長 秋月満雄 
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品　名 ココナッツチュイール 品　名 アールグレイ紅茶クッキー
価　格 210円（税込） 価　格 210円（税込）
サイズ 縦12cm×横8cm×高さ5cm サイズ 縦15cm×横10cm×高さ3cm　
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 こだわりのうめクッキー 品　名 ほうじ茶クッキー
価　格 210円（税込） 価　格 210円（税込）
サイズ 縦15cm×横10cm×高さ3cm　 サイズ 縦9cm×横10cm×高さ3cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

焼 き 菓 子

ココナッツの風味豊かに焼き上げた薄焼きクッ
キー。サクッとした食感とともに南国のココナッ
ツの甘い香りをお楽しみいただけます。

（写真）

京都城陽青谷梅林の梅100％の濃厚な完熟梅ペー
ストを用い、梅の風味豊かに焼き上げた、やわら
かな食感のクッキーです。

（写真）

香り高いベルガモット（柑橘系）のさわやかな香
りのアールグレイ紅茶を使用し、サクッとした食
感に焼き上げました。口の中に紅茶の香りが贅沢
に広がる一品です。

（写真）

香り高いほうじ茶の味わいを存分にお楽しみいた
だける一品です。
京都府産ほうじ茶100％使用のきめ細かいほうじ
茶パウダーを贅沢に使用。

（写真）

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 
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品　名 シナモンシュガークッキー 品　名 メープルパウンドケーキ
価　格 210円（税込） 価　格 130円（税込）
サイズ 縦15cm×横10cm×高さ3cm　 サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 チョコモカパウンドケーキ 品　名 オレンジパウンドケーキ
価　格 130円（税込） 価　格 130円（税込）
サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 こだわりのうめパウンドケーキ 品　名 はんなり梅酒のうめパウンドケーキ
価　格 130円（税込） 価　格 130円（税込）
サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm サイズ 縦8cm×横8cm×高さ2cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

程よい苦みとコクのあるコーヒー味。
ふんわりとした生地に、カカオの風味豊かなチョ
コレートチップをたくさん混ぜ込みました。

（写真）

城陽青谷梅林の梅100％の濃厚な完熟梅ペーストを
用い、梅の風味豊かにしっとりと焼き上げまし
た。
＊ 本製品にはお酒は含まれていません。

（写真）

メープルチップをふんだんに使用し、メープルの
甘い香りをお楽しみいただけるパウンドケーキで
す。

（写真）

オレンジにほんのりラム酒が香る風味豊かなパウ
ンドケーキ。
幅広い年代の方にお選びいただいています。

（写真）

梅酒に漬かった梅果肉をふんだんに用い、芳醇な
風味のパウンドケーキ。梅果肉は、城陽青谷梅林
の梅100％使用。
＊ 本製品にはお酒が含まれています。

シナモンの豊かな香りが口に入れた瞬間にふわっ
と広がる一品です。
コーヒーや紅茶との相性抜群な、サクッとした食
感のクッキーです。

（写真）

（写真）

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 
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品　名 焼菓子詰め合わせ 品　名 五味五香　焼き菓子詰め合わせ
価　格 500円（税込） 価　格 1,000円（税込）
サイズ 縦18cm×横15cm×高さ6cm サイズ 縦23.5cm×横9cm×高さ7cm
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

品　名 手とて　てづくりビスケット 品　名 手とて　てづくりクッキー
価　格 200円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦8㎝×横6㎝×高さ5㎝ サイズ 縦8㎝×横6㎝×高さ5㎝
製造者 城陽作業所 製造者 城陽作業所

青谷の梅を練り込み焼き上げています。カリカリ
とした食感と梅の風味が特徴です。卵を使用して
いませんので、アレルギーのある方も安心して食
べていただけます。

（写真）

焼き菓子５種類各５枚（シナモンシュガークッ
キー、アールグレイ紅茶クッキー、ほうじ茶クッ
キー、ココナッツチュイール、胡麻チュイール）
の詰め合わせです。
＊ 時期により、内容は一部変更あり

（写真）

アメリカン・紅茶・ココア・ナッツ・プレーン・
抹茶・マーブルの７種類あります。進物用の詰め
合わせや個包装の個別対応も可能です。

お好きなパウンドケーキ2枚とクッキー（もしくはチュ
イール）１パックの詰め合わせです。
パッケージの色やデザインは用途によりお選びい
ただけますのでご相談ください。

（写真）

（写真）

じょうりんちゃん 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん 

クッキー1Pとパウンドケーキ 

2枚の詰め合わせです。 
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品　名 つまみ細工　ピン・ブローチ 品　名 ぱっちんどめ
価　格 580円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦5cm×横5cm サイズ 縦3cm×横5cm　
製造者 チェリー工房 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 3玉ペアゴム 品　名 3玉ヘアゴム
価　格 300円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦3cm×横8cm　 サイズ 縦4cm×横12cm　
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

ア ク セ サ リ ー

1つずつ手作業で作られたつまみ細工です。
ブローチとして、またはヘアアクセサリーとして
ご活用いただけます。

（写真）

手づくりで丸めた羊毛を使ったぺアゴムです。羊
毛のふわふわ感が心地いい製品です。色はお任せ
でお願いします。

（写真）

手づくりで丸めた羊毛を使ったぱっちんどめで
す。羊毛のふわふわ感が心地いい製品です。色
はお任せでお願いします。

（写真）

手づくりで丸めた羊毛を使ったヘアゴムです。羊
毛のふわふわ感が心地いい製品です。色はお任せ
でお願いします。

（写真）

 6



品　名 お花ヘアゴム
価　格 350円（税込）
サイズ 縦5㎝×横13㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま

手づくりで丸めた羊毛を使ってお花の形にしたヘ
アゴムです。羊毛のふわふわ感が心地いい製品で
す。色はお任せでお願いします。
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