社会福祉法人一峰会

ぱん工房かたつむり
就労継続支援Ｂ型事業所
◎代表者名 拔井 友希（ぬくい ともき）
◎主な事業内容・製品
①手作りパンの製造（食パン・菓子パン・惣菜パン）
②オレンジ色の移動販売車での販売活動（配達・営業販売・催事販売）
◎セールスポイント
・オレンジ色の移動販売車にてご要望に応じて、宅配から営業販売
まで承ります。
・祭事やイベントなどの特別注文もご相談を承ります。
◎勤務時間 ６：30 から 16：30
（昼休憩 12：00 ～ 13：00、勤務時間はシフト制の部分もあり）
（詳細は、
年間の事業所予定による）
◎休日 土・日・祝祭日は基本的に休所
◎連絡先・ホームページ
▶TEL 073-485-3320 ▶FAX 073-485-3340
▶E-mail den2musi@piano.ocn.ne.jp
▶URL http://katatsumuripan.com
〒642-0023 和歌山県海南市重根 1778
2002 年 4 月開設
●売上高（就労事業）34,000,000 円
●職員数 20 名、障害者数 37 名
●他社に提供できること…ぱん工房かたつむりの顧客へのチラシ配布・貴社での販売活動
●求めるもの…新規 OEM 企業・新規販売先・原料等資材
● 保 有 設 備 …4枚差3段オーブン2台、ドゥコンデショナー3台、ROBOQBO一式1台、パイシー
ター1台、クリーム充填機2台、冷蔵庫2台、台下冷蔵庫1台、台下冷蔵冷凍庫1台、冷凍庫3台、冷
凍ストッカー1台、ミキサー(50コート・15コート)各1台、卓上ミキサー1台、製氷機1台、熱圧
着結束機2台、シール発行機(成分表)1台、食パンスライサー1台、食洗機1台、移動販売車4台、
POSレジスター1台、ハンディPOSレジ4台、レシート発行機4台、アイス抽出機1式、さつまい
も焼き機1台、ポン菓子製造機器1式
●製造能力…食パン（1.5 斤）120 本／日・その他のパン 1,500 個／日
●納期対応…リードタイムは３日（土・日・祝祭日は含まない）
●主な取引先…株式会社 廣岡 てんこもり和歌山北インター店・JA ながみね とれたて広場
●担当者 宮㟢 唯
TEL 073-485-3320 FAX 073-485-3340 E-mail den2musi@piano.ocn.ne.jp

経営理念
“働く・活きる・笑顔” 代表者からの
・クリーム各種・ビス生地各種は、
全て自家製です。
・菓子パン生地・ロール生地・デニッ
シュ生地には、香川県産玄米粉を
配合しています。
・オレンジ色の移動販売車で海南市
内を中心に販売していますので、
ご入り用の際はご連絡下さいませ。

【ぱん工房かたつむりのロゴ】
★ 1、食パンにバターを塗っている様
★ 2、バターの部分が和歌山県の形
★ 3、バターナイフ付近にかたつむりがいる

【作業風景】
★１、衛生的に白衣は頭から作業靴まで。
★２、製造班、包装班、管理班（シール貼りや白衣の
洗濯、館内掃除など）、販売班に分かれて、
それぞれ役割分担し、作業に取り組んでいます。

一言

私たちは、『自信ある商品づくり』
『お客様を大切に』『みんなの快活
職場づくり』『実りある発展に向
かって』『笑顔の暮らしに』を方針
に掲げ、一つ一つ前進をして参り
ました。ぱん工房かたつむりが作っ
ているこだわりの商品をぜひ一度
ご賞味ください。

【手作りパン各種】
★１、定番商品や期間限定商品など合わせて
30 種類以上の商品ラインナップ
★２、クリーム各種、ビス生地各種は自家製
★３、多くの生地に香川県産玄米粉を配合

【移動販売車＆事業所の外観】
★１、和歌山県の名産品であるミカンを
イメージしてオレンジ色に塗装した
移動販売車が広告塔です。
★２、毎年、近隣の小川で蛍が乱舞するほど、
自然豊かな地域に事業所はあります。

ぱん工房かたつむり 商品・サービス紹介

元祖食パン
¥248
（税込）
（４・５・６・サンド）
10 年以上愛され続けてい
ます。毎日 60 斤以上製
造販売する人気商品です。

つぶあんぱん

¥119
（税込）

老舗和菓子店にて特注し
たあんを使用しています。

チョコパン
自家製のチョコクリームを
使っています。
アーモンドスライスをトッ
ピングしています。食感の
変化をお楽しみください。

丸まるパン

¥108
（税込）

元祖食パン生地を使用し
たパン。
ハンバーガーに最適な味
付けパンとなっています。

クリームパン

¥119
（税込）

自家製クリームをたっぷ
り入っています。

¥130
（税込）

メロンパン
自家製メロンビスを使用
した商品。
優しいあまさが特徴の商
品。

コッペパン

¥108
（税込）

玄米粉をブレンドした味
付けパンです。

ジャムパン

¥119
（税込）

定番のイチゴジャムが人
気のパン。

¥130
（税込）

フレンチトースト
元祖食パンを使用し、牛
乳と卵の風味を活かし
た懐かしい味のフレンチ
トースト。食べ応えたっ
ぷりな商品です。

こしあんぱん

¥119
（税込）

老舗和菓子店にて特注し
たこしあんを使っていま
す。

ケビンベーコン

¥130
（税込）

ロール生地で作ったベー
コンエピ風パン。ピリっ
とした胡椒がアクセント。

¥130
（税込）

おいもパン
さつまいもを角切りにし
蜜漬けしたものを使用し
ています。黒ゴマとの相
性抜群。長年愛されてい
る商品です。

¥130
（税込）
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クッキーそぼろパン

¥130
（税込）

お子様の朝食やおやつに
最適な商品。２個入り。

マーガリンサンド

¥140
（税込）

不動の人気 NO.1 商品。
甘めのパン生地に、塩味
が効いたマーガリンが美
味しいパン。

コーヒーメロンパン
自家製メロン生地にコー
ヒー粉をトッピング。メ
ロンパン特有の甘さの中
にほろ苦さが、大人の方
に人気です。

ロールパン

¥130
（税込）

全粒粉を使用した健康志
向なパン。３個入り。

レーズンパン
（２個入）

¥140
（税込）

クルミチーズパン
健康志向な全粒粉配合のパ
ンに、食感のアクセントと
してクルミをブレンド。パ
ン生地でクリームチーズを
包み込んだ、飽きの来ない
パンとなっています。

¥140
（税込）

うずまきシナモン

¥162
（税込）

黒ゴマぱん
（５個入）
健康志向に特化したパン。
全粒粉を配合したパン生
地に黒ゴマをブレンド。

ミニクロワッサン

¥140
（税込）

一口サイズのクロワッサ
ン。一袋に７～８個入っ
ており、小腹の空いた時
などに最適な商品です。

¥140
（税込）

カレーパン

¥140
（税込）

甘口カレーを包み込み、
焼くことによってヘル
シーに仕上げました。元
祖食パンのパンがサクサ
ク感を演出しています。

季節商品
デニッシュ生地にシナモ
ンシュガーと蜜漬けリン
ゴをトッピングした商品。

全粒粉を使用したパンに、
サルタナレーズンを配合。

¥140
（税込）

くるみパン
全粒粉を使用したパンに、
荒割したクルミをブレン
ド。

¥162
（税込）

ソーセージパン
厳選したそれだけでもと
ても美味しいソーセージ
に、マスタードとケチャッ
プのとの相性抜群の商品。

¥162
（税込）
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ピザパン

¥162
（税込）

ミニチョコデニッシュ

¥189
（税込）

たまごサンドイッチ

¥250
（税込）

デニッシュカスタード

¥250
（税込）

デニッシュオレンジ
期間限定商品
爽やかなオレンジジャム
を使用しています。夏に
ピッタリの商品となって
います。

厚切りベーコンサンド

¥250
（税込）

期間限定商品
がっつり食べたい時にこの
一品。厚切りしたベーコン
とトマト、レタスが入った
お昼にピッタリの商品。

¥140
（税込）

期間限定商品
自家製デニッシュ生地と自
家製クリームのコラボ商品。
甘さ控えめのカスタードは、
後をひく美味しさです。

海南市にあるファーマーズ
マーケット限定販売商品。
お子様に人気の商品となっ
ています。

期間限定商品・要冷商品
かたつむりの人気商品で
ある
「元祖食パン」
を使用し
た待望のサンドイッチ。

焼きそばパン
こだわりコッペパンに焼
きそばをトッピングした
定番の商品。
飽きの来ない間違いない
一品。

ベーコンとコーン、マヨ
ネーズ、チーズをトッピ
ングした商品。冷めても
美味しくいただけます。

よもぎあんぱん
（つぶあん）
期間限定商品
ヨモギをパン生地にブレ
ンドした商品。中にはつ
ぶあんが入っています。

¥140
（税込）

ほねくパン
（ひじき）

¥140
（税込）

期間限定商品
和歌山県のソウルフード
「ほねく」を大胆にもパン
生地に練りこみ、ひじき
煮を合わせた逸品。

¥140
（税込）

稲穂フレンチトースト
しっとり食パンの「稲穂
のめぐみ」を使用し、自
家製カスタードをはさん
でいます。アーモンドで
風味 UP。

¥162
（税込）

