
46 醤油おかか                        ¥120 

47 岩のり ¥130 

48 ねぎ味噌 ¥130 

49 鮭 ¥130 

50 南高梅 ¥130 

51 わさび味噌 ¥130 

52 鮭岩のリ ¥140 

53 鮭おかか ¥140 

54 葉わさびのり ¥130 

55 昆布おかか ¥140 

56 鮭昆布                           ¥140 

57 高菜昆布                         ¥140 

58 福神昆布 ¥140 

59 梅昆布 ¥140 

60 シーマヨ昆布 ¥140 

61 おすすめ ¥140 

62 明太わかめ ¥110 

63 十五榖米 ¥120 

64 肉みそ ¥130 

その他 
 

69 あおさ、なめこ汁 ¥90 

70 セット あおさ、なめこ汁 ¥70 

71 チキンサラダ ¥130 

72 マヨネーズ・ドレッシング ¥20 

73 にゅうめん ¥170 

74 冷やしソーメン 夏季限定 ¥170 

75 ポテトサラダ ¥130 

76 ハムポテトサラダ ¥150 

77 らーめん（醤油）温・冷 ¥150 

78 らーめん（担々麺）温・冷 ¥170 

 

       
担々麺           シーザーサラダ 

全商品お持ち帰りできます。 

 

福祉ショップ  

くぷくぷ 

ソフトクリーム 

お に ぎ り  

専 門 店 

 

 

福祉ショップ 

くぷくぷ 

 

営業時間 10:30-15:00 
〒090-8666 

北見市北 6条東 2丁目 

北見赤十字病院 本館１階 

電話 : 0157-24-3115 

内線：1195 

http://www.kitami.jrc.or.jp/ 
 

2016.6.27 作成 

 

 
 

 

http://www.kitami.jrc.or.jp/


 

お店の紹介 

平成 ７年 ７月１５日 創業 

精神障がい者が、自ら働く場を作りたい

ということで、神経精神科患者家族会が運

営母体となり、福祉ショップ『喫茶クプク

プ』が開店し、当初は１００円ソフトクリ

ームの店として始まりました。 

 

その後、数々のトッピングの品も揃え、

平成１４年からは、握りたての『特選おに

ぎり』の販売も開始しています。今では、

こだわりのおにぎり専門店として、ご利用

いただいています。 

社会福祉協議会から登録ボランティアの

方を毎日１名派遣していただき、会計を担

当していただいています。 

平成２６年１２月１日、本館１階アメニ

ティースペースへ移転し、『福祉ショップ

くぷくぷ』に改称、病院ボランティア手芸

作品・赤十字グッズ・管内事業所作品販売

コーナーも設置致しました。 

平成２７年７月１５日で、２０周年を迎

えました。今後もご愛顧いただきますよう

にお願い申し上げます。 

 

 

商品へのこだわり 

１．おにぎり厳選素材（北海道） 
 

米 「ほしのゆめ（東神楽町）」  
「きらら３９７」と「道北４８号」と「あき

たこまち」によりうまれ、平成９年に耐冷性に

改良された品種です。 

本州産の良品種にも引けをとらないその食味

と、国産品トップクラスの白さ、つや、粘りが

あります。 

 

海苔 「出水市産（鹿児島県）」 
鹿児島県出水市産の無産処理の焼きのりで

す。酸の液体に海苔を浸けていませんから、安

心・安全な海苔で、海苔本来の味わいがありま

す。 

 

塩 「オホーツクの自然塩（湧別町）」 

オホーツク海から汲み上げの海水１０

０％、ヨード分が多く、まろやかな味に仕

上がっています。 

 

２．ソフトクリームのバリエーション 
毎日食べたくなるソフトクリーム「濃厚

で、あっさり」を目指して、トッピングの

種類も豊富にご用意いたしました。 

 

メニュー表 
ソフトクリーム

1 ミニソフト ¥100
2 バニラ ¥130
3 キャラメル ¥190
4 チョコレ－ト ¥190
5 珈琲 ¥190
6 ストロベリ－ ¥190
7 ブル－ベリ－ ¥190
8 ダブルベリ－ ¥200
9 ぜんざい ¥190

10 白玉ぜんざい ¥220  

 

11 抹茶 ¥190 

12 チョコ抹茶 ¥200 

13 抹茶ぜんざい ¥220 

14 白玉抹茶ぜんざい ¥240 

15 白玉いちごぜんざい ¥240 

16 キャラメルぜんざい ¥200 

17 チョコいちご ¥200 

18 黒蜜 ¥190 

19 黒ごま ¥190 

20 プリン ¥220 

21 プリンパフェ ¥220 

22 コーヒーゼリー ¥110 

23 ゼリーソフト ¥190 

24 ココアフロート ¥190 

25 シェイク（バニラ） 夏季限定 ¥190 

26 シェイク（珈琲） 夏季限定 ¥190 

27 シェイク（いちご） 夏季限定 ¥190 

28 シェイク（抹茶） 夏季限定 ¥220 

29 マンゴー ¥200 

30   

31 ピーチソフト 夏季限定 ¥190 

32 栗あんソフト ¥190 

33 ゼリーパフェ ¥220 

34 追加 白玉 ¥30 

35 追加 ぜんざい ¥30 

36 コーヒーフロート ¥190 

おにぎり  

41 オホ－ツク （塩結び）         ¥120 

42 昆布 ¥120 

43 シ－チキンマヨネ－ズ ¥120 

44 高菜漬 ¥120 

45 福神漬 ¥120 

 

 

裏面もご覧ください。 

 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 


