
菓子工房 

力を込めて手作業で生地を混ぜます。丁寧に1つずつ並べます。 

オーブンに入れて待つこと数分。とっても美味しく焼きあがりま

した。 

2．ウィークエンドシトロンケーキ 価格：1200円            

サイズ：約７×16×6.5㎝ ※賞味期限7日 原材料：バター・国産小麦

粉・三温糖・卵・レモンピール・粉糖・レモン汁・膨張剤・カラメル色素・他 

3．ココアマーブルケーキ    価格：1000円            

サイズ：約７×16×6.5㎝ ※賞味期限7日 原材料：国産小麦粉・卵・

バター・三温糖・ココア・蜂蜜・膨張剤・カラメル色素・他 

4．宇治抹茶         価格：200円 

内容量60ｇ ※賞味期限45日 原材料：国産小麦粉・三温糖・バ

ター・マーガリン・卵・宇治抹茶・クロレラ・塩・他 

5．アーモンドココア  価格：200円    内容量60ｇ 

※賞味期限45日 原材料：国産小麦粉・バター・マーガリン・三温糖・

アーモンド・卵・ココア・塩・他 

6．マーブル  価格：200円     内容量60ｇ    

※賞味期限45日 原材料：国産小麦粉・三温糖・卵・バター・マー

ガリン・ココア・塩・他 

7 ．ブ ル ー ベ リ ー   価 格 ： 200 円        

内容量60ｇ   ※賞味期限45日 原材料：国産小麦粉・三温

糖・マーガリン・卵・ブルーベリー・塩・他 

8．琴引きの塩  価格：200円        内容量60ｇ 

※賞味期限45日 原材料：国産小麦粉・バター・三温糖・卵・琴引天然

塩・他 

9．キャラメル  価格：200円        内容量60ｇ 

※賞味期限45日 原材料：国産小麦粉・バター・三温糖・キャラメル・

アーモンド・卵・塩・他 

10 ．コ コアボール   価格 ： 200 円       

内容量60ｇ※賞味期限45日 原材料：小麦粉・バター・砂糖・

ココア・塩・カラメル色素・オリゴ糖・他 

11．抹茶ボール  価格：200円   内容量60ｇ

※賞味期限45日 原材料：小麦粉・バター・砂糖・宇治抹茶・クロ

レラ・塩・カラメル色素・オリゴ糖・他 

12．いちごボール  価格：200円   内容量60ｇ

※賞味期限45日 原材料：小麦粉・バター・砂糖・ストロベリーパウ

ダー・塩・カラメル色素・オリゴ糖・他 

13．ミックス  価格：500円       内容量150ｇ    

※賞味期限45日 マーブル・アーモンドココア・オートミールチョコ・ゴ

マ・オートミールレーズンの5種類が入っています。 原材料：国産小

麦粉・三温糖・卵・バター・マーガリン・ゴマ・レーズン・チョコレート・

オートミール・アーモンド・ココア・塩・他 

1．フィナンシェ詰め合わせ 1袋5個入り   価格：500円            

サイズ：約2.5×6×3㎝ ※賞味期限30日 原材料：卵白・バター・三温糖・国産小麦粉・

アーモンドパウダー・塩・膨張剤・他 



厳選した素材を手作業で加工しています。炒ったり、煮込んだり、手間

暇かけて作りました。おいしいですよ。 

16．梅干し  価格：350円    内容量：100ｇ

（塩分１５％） ※賞味期限180日 原材料：南高梅・塩・紫蘇・ホ

ワイトリカー 

17．乾燥ゴボウ    価格：350円            

内容量：30ｇ ※賞味期限45日 原材料：ゴボウ 

18．手づくり味噌  価格：500円 内容量：500ｇ 

※賞味期限180日 原材料：国産大豆・国産米麹・塩（一部に大豆を

含む） 

21．エコバック 価格：400円  サイズ：約400×280ｍｍ 

マチ100ｍｍ  素材：綿・羊毛・木 ※羊毛の色はお任せになります。 

 

14．キウイジャム    価格：410円            

内容量120ｇ  ※賞味期限60日  原材料：キウイ・砂糖・

レモン（一部にキウイを含む） 

15 ．り ん ご ジ ャム  価 格 ： 410 円            

内容量120ｇ  ※賞味期限60日  原材料：りんご・砂糖・

レモン（一部にりんごを含む） 

19．フェルトクリップ（暖色） 価格：300円    

サイズ：直径2ｃｍ   素材：羊毛・プラスチック・真鍮 

20．フェルトクリップ（寒色） 価格：300円    

サイズ：直径2ｃｍ   素材：羊毛・プラスチック・真鍮 

ゴシゴシ・トントン・ふりふり。色々な方法で羊毛を縮絨していま

す。どの色が良いのかイメージを膨らませながら作りました。 

食品加工 

フェルト 



どんな色が似あうだろう？完成した姿をイメージしながら糸を選んで織

り進めています。今年は、うしをイメージして織りました。 

22．干支置物（牛）    価格：450円            

サイズ：6ｃｍ×5ｃｍ  素材：ポリプロピレン・スチール・フェ

ルト等 

23．さをり巾着（エコバッグ付き） 価格：500円            

巾着のサイズ：14ｃｍ×14.5ｃｍ  素材：ウール・綿  エコバックのサイズ

約400×470ｍｍ（マチ115ｍｍ） 材質：ポリエステル 

※色柄はおまかせ下さい。個性豊かな

さをり巾着、中にはどちらかのエコバック

が入ってます！ 

さをり工房 

一押入魂。狙いを定めてスタンプします。野菜の香りや感触を楽しみな

がら、ひとつひとつ押しました。 

24．はらぺこポチ袋（５枚入り）     価格：150円            

サイズ：縦10ｃｍ×横6.5ｃｍ  素材：紙  ※色柄はおまかせ下さい。 

※裏面はあおむしスタンプ入り。 

 

↓スタンプ拡大図 
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29．祝い箸セット  価格：450円   3本セット  

サイズ：23.7ｃｍ（箸サイズ） 素材：プラスチック・和紙・ビーズ・木材 

 

28．メガネチェーン 価格：600円    

サイズ：65ｃｍ～70ｃｍ   素材：プラスチック・ナイ

ロン・アルミ等 

25 ．ヘアゴム（こんぺい と う）   

価格：100円  ビーズ部分のサイズ：直径約2ｃ

ｍ   素材：プラスチック・ゴム  ビーズの色：ピン

ク・黄緑・白  ※２個セットでの販売 

26．ヘアゴム（雪） 価格：100円   

ビーズ部分のサイズ：直径約2ｃｍ   素材：プラス

チック・ゴム  ビーズの色：青・紫・銀  ※２個セッ

トでの販売 

小さいビーズや大きいビーズ、キラキラ光るビーズにマットなビー

ズ。いろいろなビーズを一粒一粒、心を込めて通しました。 

ビーズ細工 

27 ．ア ー ム バ ン ド   価 格 ： 280 円                  

腕回り：約23ｃｍ  素材：プラスチック・ゴム  ※２つセットでの販売となります  

※色はお任せになります。 

 



34．絹5本指くつ下（茜×ログウッド） 価格：500円            

サ イ ズ ： 約 23 ～ 27 ｃ ｍ   素 材 ： 絹・ポ リ ウ レ タ ン・ポ リ エ ス テ ル                   

※色柄に多少のムラがございます。 

35．絹5本指くつ下（玉ねぎ）   価格：500円            

サイズ ：約 23～ 27 ｃｍ   素材：絹・ポ リウレタン・ポ リエステル       

※色柄に多少のムラがございます。 

36 ．て ぬ ぐ い（藍）     価 格 ： 600 円            

サイズ：約35ｃｍ×85㎝  素材：綿  ※柄はおまかせ下さい。 

37．てぬぐい（コチニール×藍）   価格：600円            

サイズ：約35ｃｍ×85㎝  素材：綿  ※柄はおまかせ下さい。 

混ぜるのが得意な人、洗うのが得意な人、しぼりが得意な人、振るの

が得意な人、干すのが得意な人。みんなの得意が合わさって、素敵な

色に染まりました。 

31．レインボータオル  オレンジ 

価格：450円    サイズ：約34ｃｍ×80ｃｍ   

素材：綿100％     ※多少の色ムラが生じます。 

32．レインボータオル  むらさき 

価格：450円    サイズ：約34ｃｍ×80ｃｍ   

素材：綿100％     ※多少の色ムラが生じます。 

33．レインボータオル   みどり  

価格：450円    サイズ：約34ｃｍ×80ｃｍ   

素材：綿100％     ※多少の色ムラが生じます。 

30．染めティッシュカバー    価格：500円  

サイズ：24.5ｃｍ×12ｃｍ×6ｃｍ以内の箱ティッシュに対応しています。 

吊り下げ時の長さ約43ｃｍ  素材：綿100％  ※写真上は文字・柄が

はっきり写っていますが、実物はうっすらと見える染まり具合です。 

染め 


