
〇食品製造・販売                                                

事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

つつじ作業所 

（福）おおぞら福祉会 

  

長浜市高月町柏原908 

TEL：85-4441 

自家製パン／全品130円 

エンゼルフードケーキ／130円 

季節のエンゼルフードケーキ／130円 

食パン1斤／260円 

150～200個  約１週間 朝に焼いたパンをお届けしま

す。 

フワッフワで大好評！ 

昼食・軽食にご活用ください。 

つつじぼうろ（5種）１袋5個入／130円  

プレーン・コーヒー・ココア 

抹茶・きなこ 

100個 約１週間 

200個以上 2～3週間 

軽食にいかがですか 

みそせんべい（3種） 

 プレーン・ごま・ピ－ナッツ／130円 

 

在庫あれば即日お渡し可。 

大口 約１週間～2週間 

小口 翌日～１週間 

大口は個数により納期は変

わりますが上限はありませ

ん。 

一つ一つ手作りで作っている

ため真心のこもった商品で

す。またサイズは一口サイズ

のためお求めやすいです。 

木樽味噌 

普通（1kg／800g）／550円  

倍こうじ（1㎏）／650円※数量限定 

熟成（1kg）／500円 

米こうじ（12月下旬～2月頃）／500円 

約1ヵ月 昔ながらの製法で、木樽で製

造しています。 

友愛ハウス 

（福）ひかり福祉会 

   

長浜市室町 396-2 

TEL：65－7830 

ゆうあいのお弁当 ご飯つきです。 

お弁当／550円 

ミニ弁当／500円 

おかずのみ／500円 

 長浜合同青果市場や地元農家

から新鮮な野菜を仕入れるな

ど食材選びにこだわり、「安

心、安全、手作り」をモットー

にしています。 

かぼちゃランド障害者就労

センター 

（福）ぽてとファーム事業団 

長浜市森町372-3 

TEL：63-3651 

がんばカンパニーのクッキー 

1袋／410円 

5日あればいくつでも対応

可 

自然にこだわり、食と自然と

食べ物をコンセプトに商品を

開発しています。 

http://www.hikari-welfare.net/index.html


 

事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

かぼちゃランド障害者就労セ

ンター 

（福）ぽてとファーム事業団 

長浜市森町372-3 

TEL：63-3651 

よつ葉乳業の乳製品 

①北海道よつ葉牛乳1000ml／260円 

 

②カマンベールチーズ90g／410円 

 

③クリームチーズ200g／486円 

 

④ゴーダチーズ200g／520円 

 

 

 

⑤チェダーチーズ200g／500円 

 

 

⑥北海道バター加塩150g／300円 

 北海道バター食塩不使用150g／310円 

  

⑦パンにおいしいよつ葉バター100g／300円 

  

 

 

⑧よつ葉のバターミルクパンケーキ 

ミックス450g／550円 

 

  

①72℃15秒殺菌のパスチャライ

ズ牛乳 

②丹念に作り上げたクリーミーで

上質な味わいです。 

③コクと酸味のバランスの良い滑

らかな非熟成タイプのチーズ。 

④牛乳本来のうまみとコクを引き

出した、まろやかな口当たりのセ

ミハードタイプのナチュラルチー

ズです。 

⑤コクと酸味の絶妙なバランスが

クセになるセミハードタイプのナ

チュラルチーズです。 

⑥十勝の大自然が育んだミルクの

味わいとコクが活きた、贅沢な味

わいです。 

⑦バターをホイップして、従来の

バターよりも口溶け良く仕上げ、

程好い塩味とミルクの優しい風味

です。 

⑧バターミルクパウダー（アルミ

ニウム不使用）を配合。香料、保

存料、安定剤は不使用です。 

 

 

 



 

事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

かぼちゃランド障害者就労セ

ンター 

（福）ぽてとファーム事業団 

長浜市森町372-3 

TEL：63-3651 

比叡ゆば本舗 

①【生ゆば】本さしみゆば180g／600円 

 

 

②【生ゆば】とろゆば180g／600円 

 

③【乾燥ゆば】徳用ゆば50g／540円 

 

④ゆず香る贅沢ゆばのお吸い物5g／100円 

 

 

田中製麺所の乾麺 

①そうめん250g×5束／650円 

 

②ひやむぎ250g×5束／650円 

 

③きしめん250g×5束／650円 

④中華そば250g×5束／650円 

⑤うどん250g×5束／650円 

 

⑥水車そば250g×5束／650円 

⑦よもぎそば200g×5束／650円 

 

⑧茶そば250g×5束／650円 

 

 

 ①豆乳をたっぷり含んだ生ゆばをミ

ルフィーユのように何層も重ねて、

食感のよいお刺身のように仕上げま

した。 

②とろっとクリーミーでクセのない

柔らかさです。 

③お湯で戻す必要がなく、熱い汁物

でしたら乾燥したまま使えます。 

④比叡ゆばを贅沢に使用し、ゆずと

三つ葉を加えて香り豊かに仕上げた

フリーズドライのお吸い物です。 

 

①手延べそうめんでは味わえない

“味”があります。 

②「そうめん」より面が太く口の中

に甘味が残ります。 

③名古屋名物の「きしめん」 

④冷麺や焼きそばにしても美味しい 

⑤なめらかでコシがあります。北海

道産小麦使用 

⑥なめらかでコシがあります 

⑦お店ではみかけないそば「よもぎ

そば」 

⑧色粉を使わず、100％抹茶で作ら

れています。 

 

 



 

事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

かぼちゃランド障害者就労セ

ンター 

（福）ぽてとファーム事業団 

長浜市森町372-3 

TEL：63-3651 

光食品 

①トマトジュース【有塩・食塩無添加】 

 190g30缶入／2,880円 

 

②野菜ジュース【有塩・食塩無添加】 

 190g30缶入／2,880円 

  

①真っ赤に完熟したオーガニック

トマトを使用した有機JAS認証の

トマトジュースです。 

②有機トマトをベースに有機にん

じん・レモン・ゆこうなどを使用

した野菜ジュースです。 

ワークスさぼてん 

（福）湖北会 

  

 

 

 

 

長浜市富田町431-8 

TEL：72-8787 

手焼きせんべい「北近江」 

せんべい ビーンズ130ｇ／260円 

せんべい ピーナツ7枚入／135円 

6個包（1個包2枚）／300円 

 

大口の場合：約2週間 

在庫あれば、即時ま

たは即日にお渡しで

きます。 

昔ながらの素朴な味のせんべいで

す。県外からも注文していただく

など、味には自信があります。贈

答品はもちろんのこと、個包にな

っていますので分けやすくなって

います。 

クッキー 

レモン味／100円 

黒ゴマ味／100円 

シナモン味／100円  

コーヒー味／100円 

チーズ味／100円 

きなこ味／100円 

抹茶味／100円 

※季節に応じて味が変わります 

 

レモン・黒ゴマ・シナモン・コー

ヒー・チーズ・きなこ・抹茶味の

クッキーはサクサク食感の食べや

すいクッキーです。 

せんべいとクッキーの詰め合わせ

も承ります。 

シフォンケーキ 

  1カット（１個入）／200円 

 



 

事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

ひかり園 

（福）ひかり福祉会 

 

長浜市鳥羽上町68-1 

TEL：63-5606 

菓子パン・惣菜パン各種／130～150円 200個（要相談） 一つ一つ手作りで作っていま

す。20～25種類製造しています。 

※賞味期限２日 

ラスク  

65ｇ／200円 

1週間前にご注文頂け

れば、200個程度は納

品可能 

一口サイズで食べやすいお菓子

です。油を使用せずオーブンで

丁寧に焼き上げています。 

※賞味期限５０日 

ブールドネージュ  

75ｇ／250円 

1週間前にご注文頂け

れば、４０個程度は納

品可能 

卵を使っていないサクサクのク

ッキーです。 

※賞味期限４０日 

クルミラスク  

60ｇ／200円 

 

ひかり園のクルミパンをラスク

にしました。クルミの食感がお

いしい商品です。 

※賞味期限４０日 

メロンラスク  

65ｇ／200円 

 

ひかり園のメロンパンをラスク

にしました。ほんのり甘いサク

サクのラスクです。 

※賞味期限４０日 

湖北みみの里 

（福）滋賀県聴覚障害者福祉

協会 

 

米原宇賀野269 

TEL：52-8233 

生パスタ麺製麺 

1玉（1人前）／170円 

20玉以上から承りま

す。 

※お渡し方法は要相

談となります。 

 

もちもちした食感でおいしいで

す。 

ゆで時間2分～2分30秒で調理が

楽です。 

要冷蔵で消費期限は7日間です。 

冷凍もできます。 

 

 

http://www.hikari-welfare.net/index.html


事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

ワークスさかた 

（福）湖北会 

 

米原市入江 638-3 

TEL：53-3100 

はずみ菓子（ポン菓子） 

玄米 80ｇ／135円 

白米 70ｇ／165円 

田舎あられ 45ｇ／185円 

マカロニ 70ｇ／185円 

ポップコーン 

 キャラメル味 40ｇ／135円 

 カレー味   30ｇ／135円 

 コーンポタージュ味 30ｇ／135円 

 塩バター味  30ｇ／135円 

 醤油バター味 30ｇ／135円 

 梅かつお味  30g／135円 

 チーズ味   30g／135円 

大口の場合：約2週間 

小口であれば２～３日

にはできます。在庫あれ

ば、即時または即日にお

渡しできます。 

昔ながらの素朴な味をご賞味

ください。贈答品にも対応させ

ていただきます。 

各種イベント・地蔵盆・保育所

などのおやつとしても最適で

す。 

内容量などはご相談に応じま

す。 

ほおずき作業所 

（福）米原市社会福祉協議会 

 

米原市新庄 672 

TEL：52-4659 

移動販売：駄菓子 

出前喫茶：コーヒー・ジュース等 

 

 「リサイクルショップほおず

き」はしょうがいのある方が主

体となって仕事をしている福

祉事業所です。また、日ごろか

ら多くの方々にボランティア

さんとして様々な形でご活躍

いただいております。「福祉と

環境」を中心に活動をしなが

ら、住民の皆様にご活用いただ

ける事業所を目指しています。 

 

 

 

 

http://www.kohokukai.or.jp/shisetu/sakata/index.htm
http://www.syurou.net/sagyou/hozuki/index.htm


事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

ハーティ・パーティー 

（福）滋賀県障害児協会 

 

 

長浜市大寺町1029-1 

TEL：57-6510 

喫茶 

 コーヒー／200円 

ジュース／300円 

 

 虎姫駅舎内にあります。 

本格ドリップコーヒーを、ゆっ

くりと楽しんでいただけます。

テイクアウトも可能です。 

クッキー製造販売 

 1袋／100円より 

30袋以上の注文の場

合は2週間前にはご予

約ください。 

数種類のクッキーを製造・販売

中です。 

道の駅（浅井三姉妹の郷・近江

母の郷・伊吹旬菜の森）産直び

わ・市役所内福祉コンビニでも

販売しています。 

サンサン 

（一社）なないろ 

電話 ６２－２８００ 

長浜市八幡東町78-2 

TEL：62-2800 

ラスク 

1袋／210円 

 酵素ジュースで使用した実を

ドライフルーツにして生地に

練り込んで焼き上げました。 

なないろクッキー 1袋／200円  作り方にこだわった手作りク

ッキーです。１枚１枚丁寧に焼

き上げました。 

ハグウェル 

(株)ハグウェル 

長浜市公園町 9-10 

電話 0749-59-3886 

ケータリングサービス 

応相談 

応相談 大判焼き、クレープ、かき氷、

パニーニ、ベビーカステラなど

（ケータリング） 

 

 

 

 

 

 



事業所名 住所/連絡先 商品内容／価格 標準納期・受注上限 セールスポイント 

B型作業所つどい 

（特非）つどい 

 

長浜市常喜町885 

TEL：53-3010 

 

 

手作り品の販売 

「暮らしっくみそ」 

750ｇ～／500円 

1㎏／600円 

 大豆・こうじも自家製で、大豆

の1.5倍のこうじを入れた昔な

がらのみそです。 

生しいたけ 

1袋／300円 

 伊吹山の伏流水で育った地下

水ミネラルが豊富な地元長浜

で取れたしいたけです。 

乾燥しいたけ 

丸（40ｇ入）／500円 

スライス（25ｇ入）／400円 

 もどりやすく、やわらかい乾燥

しいたけです。ご好評頂いてい

ます。 

カモミールティー／300円  畑で育ったカモミールを丁寧

にお茶に加工しています。 

煎餅の製造販売  原料に近江米を使い、秘伝の醤

油ダレを染み込ませた煎餅。一

度付けから五度付けまで作っ

ています。 

6食のアイシングを使って、メ

ッセージや絵を書いた煎餅も

あります。 

チョコレートの販売  えきまちテラス長浜の「久遠チ

ョコレート長浜店」での仕事を

しています。チョコレートにド

ライフルーツ等のカットをし

たものを使用し、製造販売をし

ています。 



 


