ハッピーかわせみ参加施設情報一覧
「ハッピーかわせみ」参加施設情報一覧です。
製品販売は市庁舎や各市民センターの他、参加施設でも実施しています。
是非、ご利用ください。

シャロームの家

ベーカリーひあたり

住所： 町田市金森東1-25-20
電話： 042-728-0128 FAX： 042-725-4178
取扱商品：惣菜パン・菓子パン・焼菓子など

住所： 町田市忠生2-26-12（富士作業所）
電話： 042-792-0865 FAX： 042-792-7540

「安全で安心して食べて頂ける製品」
を
モットーに90円～250円のお手頃価
格で定番商品から期間限定商品など、
様々なパンを用意してお待ちしていま
す。
イートインコーナーには無料コーヒー
やソフトクリームも。商品の中には、
卵不使用の食パンとチョコクッキー、
バニラクッキーもございます。お菓子
ギフトやイベント用のまとまった注文
もご相談ください。

国内産小麦粉、ホシノ天然酵
母、天塩を主原料に小麦のお
いしさをじっくりひき出した
天然酵母パンが自慢です。
素朴な味わいのあいちゃん
クッキー、しっとり・ふんわ
りのシフォンケーキも好評で
す。

取扱商品：天然酵母パン・クッキー・シフォンケーキ

ベロニカ苑

ほろほろ

住所： 町田市成瀬2346
電話： 042-728-9301 FAX： 042-728-1050
取扱商品：パン・焼き菓子 など

住所： 町田市本町田97 イ-4号棟0-1号室
電話： 042-727-7283 FAX： 042-727-7283
取扱商品：パン・焼き菓子 など
・国産小麦使用、シンプルな
パン作りを目指してます
・パン、焼き菓子の予約注文
承ります
・このほか上記店舗では、毎
週火曜日は採れたて野菜の販
売もあります
（定休日は土・日・祝日）

知的ハンディを持った方と専
門のパン職人が一緒になり、
国産の材料にこだわった安
心・安全・美味しいパンを
作っています！

パン工房 もくもくてん
住所： 町田市真光寺町186 パン工房もくもくてん
電話： 042-735-2220 FAX： 042-736-6374
取扱商品：パン（菓子パン・惣菜パン・食パン）
市役所では月１回程度の販売で
すが他に鶴川市民センターでも
基本的に第３水曜に販売してい
ます。１番人気はクリームパ
ン、２番はカレーパンです。

その他にも季節ごとに新作パンを作っていま
す。当店は曜日変わりのパンを作っています。
ぜひ店舗の方にもご来店ください。

スワンカフェ&ベーカリー
住所： 町田市中町3-7-7-1F
電話： 042-785-4533 FAX： 042-785-4534
取扱商品：パン(菓子パン・惣菜パン等)
パン職人たちが、心を込めて、毎
日おいしく焼き上げています。人
気商品は、チョコチップのたっぷ
り入った〝ショコラ〟と、バター
の風味豊かな〝バターフランス〟
です。
ご来店、お待ちしています。

原町田スクエア 小麦の家

原町田スクエア 明和荘タイムス

住所： 町田市原町田5-4-19コメット会館1F
電話： 042-727-7305 FAX： 042-727-7399
取扱商品：食パン270円～ 小型パン70円～

住所： 町田市原町田5-4-19コメット会館4F5F
電話： 042-726-9849 FAX： 042-726-9852
取扱商品：手作り陶器(小皿 大皿 箸置き等)

営業日

月火水木金

営業時間
水曜日10時～17時
月火木金

10時～19時

町田駅徒歩5分！！粉にこだわった食パンがおすす
め！！
トースターで薄目に焼くと・・他では味わえないもち
もち感を味わえます。心よりご来店お待ちしていま
す。

１点１点手作りで作っています。
人気商品はネコ皿、犬皿、レンコ
ンの箸置きです。大量注文につい
て、ご相談に応じますので、お気
軽にご連絡ください。また、まち
だ名産品の店｢心和｣、町田ダリア
園、コメット会館で販売しており
ます。箸置き100円、小皿200円
からあります。

大賀藕絲館

美術工芸館

住所： 町田市下小山田町3267
電話： 042-797-1616 FAX： 042-797-6215
取扱商品：ハスを使った手工芸品(根付・ストラップ）

住所： 町田市忠生3-6-22
電話： 042-793-2227 FAX： 042-791-6807
取扱商品：干支・キャンドル・マスク

ドライフラワー・お菓子

ハスの実ケーキ 大賀藕絲館のほか、まちだ
（町田市名産品） 名産品の店でも販売中！

１つ１つ手作りで制作しています。
同じものないオリジナル製品に仕上
がっています。

まちだ名産品の店「心和」
フォトサロン・美術工芸館で販売し
ております。お気軽にお立ち寄りく
ださい。

かがやき

こころみ

住所： 町田市山崎町1214-1
電話： 042-794-4888 FAX： 042-792-6388
取扱商品： 季節の草花苗・化成肥料・竹炭など

住所： 町田市山崎町996
電話： 042-791-3388 FAX： 042-791-0098
取扱商品：原木生椎茸・乾燥椎茸・野菜他

ダリアの切り花（町田ダリア園開園期間中）
・町田ダリア園の「ダリア園のお花屋
さん」（年中無休）で販売してます。
・3000円以上ご購入の方（近隣）は
配達します。
・土作りから丹精込めて育ててます。
町田ダリア園にも是非お越しくださ
い。
（開園期間６月下旬～11月上旬）

七国山で希少価値の高い原木栽培
の生椎茸を主に販売しておりま
す。是非一度ご賞味下さい。
ご購入は、まちだ名産品の店『心
和』か、まちだダリア園内休憩所
『木花』にて購入する事が出来ま
す。又、直接ご連絡頂ければ予約
販売も行っております。

花の家（クッカ広場）・ 花の郷

プラナスクリエイティブセンター

住所： 町田市下小山田町3267-2
電話： 042-797-6016 FAX： 042-797-4825

住所： 町田市下小山田町1532
電話： 042-812-0276 FAX： 042-812-0276

取扱商品：草花、布ぞうり、リサイクル商品、自家焙煎
珈琲豆、 クッキーなど

取扱商品：町田の特産品を使ったキャンディー等

クッカショップでは、季節の草花
や観葉植物などのガーデニング品
やリサイクルショップならではの
掘り出し物探しを楽しんでいただ
けます。
また、クッカカフェでは、一粒一
粒良い豆を手作業にて選りすぐり
雑味なくすっきり美味しい珈琲を
お入れしてお待ちしています。

余計なものを使わず素材にこだ
わった各商品は、おやつはもち
ろんお土産や記念品など使い方
は様々です。用途にあったパッ
ケージもご用意できます。詳し
くはホームページまたは上記の
連絡先までご相談ください。
http://www.prunusmachida.com

町田ゆめ工房

なないろ

住所： 町田市相原町2983-157
電話： 042-782-1491 FAX： 042-782-1491
取扱商品： クッキー・パウンドケーキ
乾燥糸こんにゃく・木工製品
布ぞうり・巾着袋 など

住所： 町田市木曽西2-17-16
電話： 042-794-3252 FAX： 042-794-3253
取扱商品： 布巾・テディベア・ポーチ・小物

ギフトセットも
販売しています。

お電話か、ＨＰをご覧ください。
http://www.h7.dion.ne.jp/~yume-k

・八重蚊帳ふきんに刺繍をしてい
ます。季節に合わせた刺繍を入れ
販売しています。
・ご注文、オリジナル製品につい
ては、なないろ縫製部へお問い合
わせください。
・施設では、平日
10時～15時まで
販売しております。

赤い屋根

クローバーの会

住所： 町田市大蔵町122
電話： 042-736-6020 FAX： 042-736-6519

住所： 町田市本町田2507-4 町田木曽住宅ハ-16-103

取扱商品：とうふドーナツ、おからかりんとう

電話： 042-791-3357 FAX： 042-791-3357
取扱商品：ミニぞうり、エコバッグ、エコたわし

おからハンバーグ、ゆば入りトマトカレー 等

とうふドーナツ

200円

・手作り品は、いつでも事業所で
販売しています。
・この他に、毎月リサイクル品の
販売を行っています。
・手作りのため大量注文はお時間
をいただきます。

ワークショップ七国山

桜ヶ丘共働学舎

住所： 町田市鶴川1-20-20
電話： 042-736-8281 FAX： 042-736-0868

住所： 町田市小野路町2222
電話： 042-734-7676 FAX： 042-734-7676
取扱商品：クッキー、うの花ケーキ、廃油石鹸など

取扱商品：季節製品、縫製品、ハーブ製品、染物など

町田市フォトサロン（薬
師池公園内）で販売して
います。
9：30-16：00
(火曜・年末年始休み)
赤ちゃんとの日々の生活が楽しく過ごせるように、
色々な柄のBabyスタイを一枚一枚手縫いで仕上げま
した。贈り物としても人気があります♪

黎音(れおん)
住所： 町田市藤の台1-1-50-101
電話： 042-860-7104 FAX： 042-860-7106
取扱商品：シナモンティー
黎音では、シナモンティーの販売
を行っています。いままで飲んだ
ことのないけど、なぜか懐かしい
味。天然の味にこだわり、添加物
は一切使用せずに一本一本丁寧に
作っています。新しい町田の味を
お楽しみください。

無農薬で栽培した野菜などを主体に、添加物を入れ
ないお菓子作りをしています。

電話・FAXでもご注文を承ります。

Wan&Me(わんあんどみー)しんわ町田事業所
住所： 町田市木曽東1-34-1
電話： 042-709-6066 FAX： 042-709-6077
取扱商品：オリジナルアクセサリー＆雑貨

・障がいをお持ちの利用者さんの
手作りアクセサリーと雑貨を販売
しています。
・工場で廃棄されるスポンジをリ
サイクルし、工作キットに変身さ
せました。両面テープをはがすだ
けで簡単に作れるキットなので、
小さなお子様や高齢の方でも安全
にお楽しみいただけます。

町田荘

ノーマライゼーションK

住所：町田市図師町2987
FAX: 792-1531
電話：791-0905

住所：町田市大蔵町390-1
FAX: 860-5369
電話：860-5379

取扱商品：アクリルタワシ、缶バッジ、名刺
アクセサリーポット洗浄剤等

取扱商品：とりチーズジャーキー
ビーフ砂肝ジャーキー、さつま芋クッキー 等

・一つ一つの製品
に心を込めて
作っています。

国産素材を安全・
安心の無添加素材を
使用したワンちゃん
用の手作りおやつを
販売をしています。

・缶バッジの大量注文については事前の打合せや
時間を要します。

ベロニカ苑Ⅱ
住所： 西成瀬1-51-28
FAX： 851-8667
電話： 851-8572

町田かたつむりの家
住所： 野津田町168-1
FAX： 736-6274
電話： 736-6204

取扱商品：焼き菓子、ジャム、機織り、手芸品など

取扱商品：ふきん、布バッグ、マグカップなど

・焼き菓子は素材にこだわった米粉シ
フォンケーキ、パウンドケーキ、各種
クッキーなどを取り扱っています。
・ジャムはいちご、夏みかん、りんご
を通年、梅と柚子は期間限定品として
販売しています。添加物や増粘剤は使
用せず国産の果実を使用していますの
で是非、ご賞味ください。
・コースターやマフラーなどの機織り
製品やPCクリーナーなどの手芸品も
製造、販売しています。

町田かたつむりの家で作っているふき
んは、蚊張を8枚重ね、丁寧にミシン
をかけました。全部で6色あります。
丈夫で使いやすいと評判ですので、ぜ
ひ1度お試しください。
また、ご利用者が描い
たアート作品をスト
ラップやマグカップ・
トートバッグにして販
売しています。

ラ・ドロン
住所： 原町田4-9-8
FAX： 725-1445
電話： 722-4264

支援センター ソラール
住所： 野津田町851-1
FAX： 736-0032
電話： 736-0081

取扱商品：焼き菓子、雑貨

取扱商品：ろう引き紙雑貨(コースター、メモ帳など)

焼き菓子(パウンドケーキ、マド
レーヌなど)や手作り雑貨(和柄ス
トラップ、メガネケースなど)、
自家製の梅干しなどを取り扱っ
ており、一つ一つ丁寧に作って
います。

営業時間 13:00～16:00
定休日は、水・日・祝

福祉レストランフレンズ
住所： 南成瀬5-12 町田市立総合体育館内
FAX： 732-3702
電話： 727-9844
取扱商品：お弁当・町田産野菜・乾燥野菜 など
福祉レストランフレンズで
は、町田市立総合体育館で地
元町田産野菜を使ったランチ
やお弁当を提供しています。

併設の「ともだちやさいまち
だ」では採りたての町田産野
菜も直売しています！

商品1点1点すべて
が、手作りの1点もの
です。
商品は都内の雑貨店
でも取り扱ってお
り、価格は1点100
円～380円程度で
す。

