福祉ぱれっと館 ゆり工房 ―夢を形に―
パレットに絵具をだしてさまざまな色がをできるように
ぱれっと館というパレットの上でみんなの力、個性が合わさることで
限界がない、新しい可能性が生まれる
ゆり工房

Simple is best

木工製品

～ ゆり工房 ～

ビーズ・さをり・布製品

パン・洋菓子

ゆり工房では、障がいをもった方々が就労や社会参加を目指して作業や活動に取り組んでいます。
■

■

■

特別なものではなく、素朴で飽きのこない、そして、いつも近くに置いてもらえるような製品を作ろう―。
これがゆり工房の製品づくりの原点です。ゆり工房の製品は、利用者の皆さんがひとつひとつ真ごころ込め
て仕上げています。

sweet ～菓子パン～

Hard〜～フランスパン～
お惣菜パン

［ベーコンエピ 140円〕 ［フランスパン 210円］
エピ＝「麦の穂」
バターの風味豊か
［ソーセージパン 140円〕 ［焼きチーズカレー 140円〕

［UFOクリーム 160円〕

［チョココロネ 120円〕 ［クリームパン 120円〕
チョコクリームがたっぷり

自家製のカスタードクリーム使用♪

アーモンド風味の生地と
生クリームの相性は抜群

まろやかビーフカレー

パリパリソーセージ

［フレンチトースト 160円〕
ハムとたまごをはさんで
甘ーいフレンチ液に
ひたしました
［レーズンカマンベール 150円〕
［あずきブレッド 120円〕

レーズンとカマンベールが
優しい甘さのかのこがたっぷり。
たっぷり！！
抹茶は春限定です。

［おにぎりやま 140円〕 ［焼きそばパン 150円〕
高菜、めんたいの２種類

［ちくわパン

ボリューム満点！！

［メロンパン 120円〕
大人気！
さくさくクッキー生地。

140円〕

ポテト、チーズの２種類。
ちくわとチーズの相性は
意外と◎

［ハムエッグ 150円〕

［ベーコンポテト 150円〕
ベーコン、ポテトサラダ
チーズ

［シナモンロール 140円〕 ［レーズンパン 120円〕

ハムとたまごの王道コンビ

リンゴとおさつの2種類

レーズンたっぷり！
昔なつかしいレーズンパン

焼き菓子

カスタードとカマンベール
チーズの甘じょっぱいコラボ

食パン

［ごぼうサラダ 140円〕
シャキシャキごぼうサラダが
［じゃこチーズ 140円〕
たっぷり☆
カルシウムたっぷり♪

［全粒粉トースト 260円〕
食物繊維たっぷり

［発酵バタートースト 260円〕

デニッシュ系

国産小麦使用。もっちり食感

パイ系

［エスカルゴ 140円〕

［クリームチーズフランス
１４０円]

［クッキー 130円〕
お手頃価格のサクサク
［マフィン 140円〕
型抜きクッキー。
リンゴ・おさつ
プレーン・紅茶・抹茶・いちご アーモンドの3種類
ごま・レモン・オレンジ

［焼きドーナツ 100円］
油であげていないのでとても
ヘルシー。プレーン・いちご
抹茶・メープル・チョコ・コーヒー

［レモンケーキ 140円〕
さわやかレモン風味。
レモンチョコで
コーティングしています。

［チーズデニッシュ 140円〕

■カフェオレクリーム＋チョコ■
■ホイップクリーム＋マーマレード■
■いちごクリーム＋ラズベリークリーム■

カリカリチーズ！！

［ブルーベリーパイ 130円〕 ［アップルパイ 130円〕
カスタード＋ブルーベり－ジャム
さわやかパイ

じっくりことこと
アップルコンポート

［シュガーラスク 150円〕
サクサクシュガーラスク

［アーモンドラスク 200 円〕
フランスパンにアーモンドキャラ
メルをのせて焼き上げました。

［ガーリックラスク
180円〕
ビールのおつまみにぴったり

リング 各種アクセサリー ８００円～

テディベア
ことり

ビーズマスコット

ミケネコ

バッグ

ハート

柴犬

（300円～500円）
動物やキャラクターなど約８０種類の
マスコットを作っています。
キーホルダーやストラップ・置き物として

キラキラ星

シマリス

バッグハンガー ８００円～

ペンギン
ひつじ

ブックカバー 630円
イルカ

フグ

ステゴザウルス セイスモサウルス

さをり織り

マトリョーシュカシリーズ
(400円～550円）

好きな色の糸を選んで数えて結んで
とんとんとんと織っていきます。
不思議で素適な織物です

高さ2.5cmのころんとしたかわいいマスコッ
トです。キーホルダーやストラップ、
携帯のイヤホンジャックにも

さをり織り マフラー・ストール 3500円
お好みの幅、長さで

キャラクターシリーズ

葉っぱのコースター 250円

四角コースター
200円
約12cm×12cm

メ
モ
た
て
３
０
０
円
大きさ H

おにぎりカー

4.5cm D ３cm

（大） 1000円
（小） 600円

大きさ （大）H 10cm W 4cm D

4.5cm

テープカッター （大）2000円
（小）６００円

え
ん
ぴ
つ
た
３て
０
０
円

大きさ （大）H 12.5cm W 19cm D 7cm
（小）H ７cm
W 10.5cm D 4.5cm

◇輪ゴムホルダー◇
３００円

輪投げ
どうぶつコロコロ 300円
大きさ H

４cm W

8cm W 10ｃm D

1800円

大きさ H 23cm W 13ｃm

写真立て １０００円
大きさ H17cm W22cm D 6cm

4.5cm

大きさ H 9m W 8cm D
8cm
※お好みの文字を入れることができます

木製のおもちゃを中心に季節の置き物、生活
雑貨など取り揃えております。
シンプルな作りの中にも優しさ、温かみのあ
る商品作りを目指しています。ほとんど塗装せ
ず、白木を活かしたおもちゃですので小さなお
子さまにも安心してお使いいただけます。
ぜひ手にとって木の温もりを感じて頂けたらと
思います。
Yurikoubou mokkou

カラりん 1000円
うさぎ・ぶた・きりん・ぞう
季節の置き物
シリーズ

さかなつりセット 2500円
さかなが8匹・釣竿1竿
お片付けできる池がついています。
大きさ 魚 H
2cm W 4cm
竿 30cm

〇パターゴルフ〇 ◇ボウリング◇
ぞうとイルカの2種類があります
大きさ ピン H 12cm W
大きさ H 9.5cm W 5.5ｃm

5ｃm D 2.3cm

1000円～2000円
【材質：スプルス材（マツ科）】マツ科特有の脂はほとんどなく
、無味無臭の良材です。
【塗料 】食品衛生法適合で食器にも使える塗料を使用しています。
■大きさは実寸と若干異なる場合がございます■。
H=縦 W＝横 D＝幅をあらわしています

ゆり工房の商品について
贈答や各種行事など用途ご予算に応じてお作り致します。
お気軽にお問合せください。
〒816-0824
福岡県春日市小倉3丁目242-1 福祉ぱれっと館 ゆり工房
TEL 092-575-2223 FAX 092-575-2224

―ゆり工房の商品に出会える場所―
【パン・洋菓子・木工製品・ビーズ・さをり】
〒816-0824

福岡県春日市小倉3丁目242-1

福祉ぱれっと館

1階

交流スペース

〒815-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通り2-6-1西鉄薬院駅ビル１F

ときめきショップ

ありがた屋

【木工製品・さをり】
〒818-0117

宰府の杜

福岡県太宰府市宰府1-14-34

【洋菓子】
〒816-0814 福岡県春日市春日1丁目8

サンマルク春日店
福岡県筑紫野市二日市中央1丁目1-1
ファミリーマート JR二日市駅店

〒816-0814

至須玖
いきいきプラザ

社会福祉センター

ルミエール春日店

福祉ぱれっと館
春日小 ゆり工房

昇町

JA 筑紫
春日支店

下白水交番

至宝町

ハローデイ春日店

〒816-0824
福岡県春日市小倉3丁目242-1福祉ぱれっと館内
社会福祉法人 宰府福祉会 障害者就労支援センター ゆり工房
TEL 092‐575‐2223 FAX 092‐575‐2224
E-mail yurikoubou61@gmail.com
≪福祉ぱれっと館１Ｆ 交流スペースで販売しております》
open 10:30～16:00（月～金） close土・日・祝
（その他行事等でお休みの場合あり）
※商品の売上金は、材料費などを除いて、すべて利用者の皆さんの工賃として支給されます。

