


2 -32 50紙製品
つまようじ袋 円

◆５枚　規格：7cm×10cm（パッケージ入り）

丁寧に折っています。
ちょっとしたプレゼントにいかがですか？
こっそりかばんに忍ばせて、外出先で使ってみたり、
友人にサッと渡してあげるとちょっといいかも♥
リーズナブルな価格になっています。

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照
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手づくりで心のこもった製品をおすすめします。手づくりで心のこもった製品をおすすめします。

カタログの見方

明石市地域自立支援協議会 しごと部会

事 務 局 明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター（愛称　「ほっと」）

住　  所 〒673-0037　兵庫県明石市貴崎１丁目５番１３号（明石市立総合福祉センター１階）

電話番号 078-924-9155 ファクシミリ 078-924-9134
明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター は、平成２４年10月１日から明石市より委託を受けた
相談支援機関です。運営は、社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 が行っています。

商品番号

食品は個数・
重量・その他は
サイズ等

商品名

価格

特徴、商品
説明など

製作した障害
福祉施設等の
名称（P18参照）

販売先
（P22、23参照）

※商品番号　①・・・食品　②・・・雑貨・アクセサリー　

障害福祉施設等のについて

（P18の障害福祉施設等一覧を参照ください。）

●自主製品のご注文の連絡先を掲載しています。

●バザーや季節商品の紹介は割愛しています。

市内販売先で購入できます。

（Ｐ１９の販売先一覧を参照ください。）

●各商品の販売先は、販売先一覧で示しています。

●商品発送の可否については、
　「障害福祉施設等一覧」の連絡先へお問合せください。

自主製品を２つの製品分野に分けて
紹介しています。

食品 雑貨・アクセサリー21

障がいのある方が利用する福祉施設で様々な商品が生まれていることをご存じですか？

みんなが知恵を出し、工夫し、一つ一つ、心を込めて商品を作っております。

そのぬくもりを感じる商品等を一人でも多くの方に知ってもらい、愛用して頂きたいと思います。

また、皆さんに障がいのある方が作る商品を身近に感じていただければ、幸いです。

この商品カタログでは、明石市の福祉事業所の製品を紹介しています。

是非、手作りで心のこもった製品をご覧ください。

明石市地域自立支援協議会　しごと部会　
就労継続支援Ｂ型事業所　商品カタログ製作プロジェクト
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●この商品カタログは、平成２8年10月の情報を基準に、明石市地域自立支援協議会しごと部会の各ワーキング
　グループ活動に参加している福祉施設のみなさんに了承を得たうえで掲載しています。

●掲載している内容は、各施設の責任において作成されています。
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食　品1

1 -01 100焼き菓子
クッキー(小） 円

◆１袋50ｇ　賞味期限：30日間

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園
Ｂ、Ｐ

02
委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

1 -02 300焼き菓子
クッキー(大） 円

◆１袋150ｇ　賞味期限：30日間

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -03 90焼き菓子
マドレーヌ 円

◆１個　賞味期限：４日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -04 450焼き菓子
マドレーヌ 円

◆１袋（５個入り）　賞味期限：４日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -05 100焼き菓子
カットケーキ 円

◆1個　賞味期限：６日

安心安全な食材を使っています。多種類の味を
楽しんでいただけます。独自のおいしさを長年に
渡って守り、お求めやすい値段で提供しています。
プレゼント用の注文も受け賜ります。別途、ご相
談ください。

木の根学園02

1 -06 350焼き菓子
チョコケーキ 円

◆1本　賞味期限：７日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -07 300焼き菓子
ホワイトケーキ 円

◆1本　賞味期限：５日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -08 300焼き菓子
ブランデーケーキ　 円

◆1本　賞味期限：７日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -09 300焼き菓子
リングケーキ（小） 円

◆1本　賞味期限：４日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02
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Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 事業所へお問合せください。委託販売先

事業所へお問合せください。委託販売先 Ｇ、Ｊ委託販売先 ※Ｐ22参照

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

FOODS 食　品1

1 -10 450焼き菓子
リングケーキ（中） 円

◆1本　賞味期限：４日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -11 350焼き菓子
アーモンドケーキ 円

◆1個　賞味期限：４日

安心安全な食材を使っています。独自のおいしさ
を長年に渡って守り、お求めやすい値段で提供し
ています。プレゼント用の注文も受け賜ります。
別途、ご相談ください。

木の根学園02

1 -12 100焼き菓子
玄米クッキー 円

◆１袋25ｇ　賞味期限：45日

素材にこだわり、一つひとつ丁寧に手作りしてい
ます。玄米フレーク入のさくさくの食感が楽しい、
優しい甘さのクッキーです。ナッツ・キャラメル・チ
ョコ・レーズン・ゴマの５つの味をお楽しみくださ
い。内容や注文数はご相談ください。予算に合わ
せて注文を承ります。発送可能。

錦城の園05

1 -13 160焼き菓子
玄米クッキー 円

◆1袋40ｇ　賞味期限：45日

素材にこだわり、一つひとつ丁寧に手作りしてい
ます。玄米フレーク入のさくさくの食感が楽しい、
優しい甘さのクッキーです。ナッツ・キャラメル・チ
ョコ・レーズン・ゴマの５つの味をお楽しみくださ
い。内容や注文数はご相談ください。予算に合わ
せて注文を承ります。発送可能。

錦城の園05
事業所へお問合せください。委託販売先

錦城の園05

1 -14 100焼き菓子
ラスク 円

◆2枚　賞味期限：45日

きめの細かいラウンドパンに、風味豊かなこだわ
りのバターをたっぷりとかけて、焼き上げました。
軽やかな食感をお楽しみください。内容や注文数
は要相談になります。ご予算に応じて、詰合わせ
も承ります。発送可能です。

1 -15 100焼き菓子
スイーツベアーのクッキー 円

◆１袋25ｇ　賞味期限：21日

ほんのり甘いクッキー。　一つ一つ心を込めて手
作りしています。　大切な方への贈り物に…　ほ
っこりしたいティータイムに…いかがですか。ご
予算ご要望に合わせてお作りします。お問い合わ
せください。

こぐまくらぶ06

1 -16 100焼き菓子
原人クッキー 円

◆１袋38gまたは４本　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

食品添加物を使用せず、安全で衛生的な環境で
生産をしています。利用者が手作りで作っていま
す。予算に合わせて内容量の変更が可能です。配
達や贈答品はご相談ください。

サポートセンター曙　のぞみ08

1 -17 100焼き菓子
チョコクッキー 円

◆１袋38gまたは４本　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

食品添加物を使用せず、安全で衛生的な環境で
生産をしています。利用者が手作りで作っていま
す。予算に合わせて内容量の変更が可能です。配
達や贈答品はご相談ください。

サポートセンター曙　のぞみ08

1 -18 100焼き菓子
ツインクッキー 円

◆１袋38gまたは４本　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

食品添加物を使用せず、安全で衛生的な環境で
生産をしています。利用者が手作りで作っていま
す。予算に合わせて内容量の変更が可能です。配
達や贈答品はご相談ください。

サポートセンター曙　のぞみ08
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照
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食　品1

1 -19 100焼き菓子
くるみクッキー 円

◆１袋38gまたは４本　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

食品添加物を使用せず、安全で衛生的な環境で
生産をしています。利用者が手作りで作っていま
す。予算に合わせて内容量の変更が可能です。配
達や贈答品はご相談ください。

サポートセンター曙　のぞみ08

1 -20 100焼き菓子
レーズンクッキー 円

◆１袋38gまたは４本　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

食品添加物を使用せず、安全で衛生的な環境で
生産をしています。利用者が手作りで作っていま
す。予算に合わせて内容量の変更が可能です。配
達や贈答品はご相談ください。

サポートセンター曙　のぞみ08

1 -21 100焼き菓子
マドレーヌ 円

◆１個　賞味期限：10日　規格（袋サイズ）：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

食品添加物を使用せず、安全で衛生的な環境で
生産をしています。利用者が手作りで作っていま
す。予算に合わせて内容量の変更が可能です。配
達や贈答品はご相談ください。

サポートセンター曙　のぞみ08

1 -22 400乾燥きざみ椎茸 円

◆1袋40ｇ　袋15.0cm×25.0cm　賞味期限：３ヶ月

椎茸・木耳の菌床玉作りから植菌、栽培、袋詰めま
で一貫生産をしています。無農薬栽培で安心して
お召し上がりただけます。利用者の方が生椎茸を
1枚1枚包丁でスライスし、手間暇かけ丁寧に作
っております。水で戻した後、そのまますぐに具材
としてお使い頂けます。

ハッピークラフト09

1 -23 400乾燥丸干椎茸 円

◆1袋40ｇ　袋15.0cm×25.0cm　賞味期限：３ヶ月

無農薬栽培で安心してお召し上がりただけます。
肉厚な椎茸を乾燥させていますので、風味豊か
で存在感も十分です。戻し汁も煮物、茶わん蒸し
、なべ料理などのだし汁としてお使い頂くと、より
一層味にコクが出ます。

ハッピークラフト09

1 -24 300乾燥木耳 円

◆1袋20ｇ　袋15.0cm×25.0cm　賞味期限：１年

新鮮な木耳を乾物加工しており、無農薬栽培で安
心してお召し上がりただけます。国産木耳は珍し
く、好評を頂いております。水に戻すと7～8倍に
膨らみます。コリコリとした食感を楽しむことが
でき、酢の物、炒め物、など味はほとんどありませ
んので様々な料理にお使い頂けます。

ハッピークラフト09

1 -25 230食パン（角食） 円

◆１斤　賞味期限：３日

もちもちの食パンは、生のままサンドイッチにし
ても最高！トースターで焼いてもサクサクで美味
しいです。保存料が入っていませんので、冷凍保
存した食パンも、普通にトースターで焼けば、焼
き立ての食感に早変わり。注文数や納期はご相談
ください。発送はしておりません。

パン工場なないろ12

1 -26 240食パン（山食） 円

◆１斤　賞味期限：３日

もちもちの食パンは、生のままサンドイッチにし
ても最高！トースターで焼いてもサクサクで美味
しいです。保存料が入っていませんので、冷凍保
存した食パンも、普通にトースターで焼けば、焼
き立ての食感に早変わり。注文数や納期はご相談
ください。発送はしておりません。

1 -27 400食パン
アーモンドミルク食パン 円

◆１本　賞味期限：３日

ほんのりミルク味の生地に、アーモンドチップが
散りばめられた食パンは、出張販売で並ぶと直ぐ
になくなる人気商品クセになる味を、一度お試し
下さい。注文数や納期はご相談ください。発送は
しておりません。

パン工場なないろ12

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

Ｋ委託販売先 ※Ｐ22参照 Ｋ委託販売先 ※Ｐ22参照 Ｋ委託販売先 ※Ｐ22参照

Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照
パン工場なないろ12

Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照 Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照
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FOODS 食　品1

1 -28 130菓子パン
サンライズ 円

◆１個　賞味期限：２日

誰でも知っているパンだけど、全体にふんわり柔
らかく表面のクッキー生地は甘さ控えめの当店の
サンライズは大人気。
夏場にはアイスを挟んで食べても最高に美味し
いんですよ！
注文数や納期はご相談ください。

1 -29 140菓子パン
あんぱん・クリームパン等 円

◆１個　賞味期限：２日

素朴なパンを取り揃えています。特に自慢のアン
コがたっぷり詰まったあんぱんにクリームたっぷ
りクリームパンは定番中の定番！！
その他にも多数ありますので、注文数や納期はご
相談ください。

1 -30 160菓子パン
マロンデニッシュ・フルーツデニッシュ等 円

◆１個　賞味期限：２日

華やかなパンがラインナップ。なかでもデニッシ
ュ生地に刻んだ栗と栗あんが入ったマロンデニッ
シュや、みかんとクリームがトッピングされた爽や
かなフルールデニッシュが大人気。その他にも多
数ありますので、注文数や納期はご相談ください。

1 -31 260サンドイッチ 円

◆１個　賞味期限：１日

パン工場なないろ自慢の食パンを使ったサンドイ
ッチは、柔らかいパンと惣菜の相性が抜群で美味
しいです！
サンドイッチは、イベントでの販売で大人気です
ので、ぜひ注文お待ちしております。

1 -32 100焼き菓子
マーブルクッキー 円

◆1袋(47g)　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：8.5ｃｍ×8.5ｃｍ

新鮮な卵、国産のバターなど、素材にこだわって
います。「サクッの後にしっとり」とした甘すぎず、
上品な味わいです。夏季限定の「抹茶」と冬季限
定の「チョコチップ」も販売しています。数量、納
期はご相談下さい。発送はしてません。

1 -33 100焼き菓子
ごまクッキー 円

◆1袋(47g)　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：8.5ｃｍ×8.5ｃｍ

新鮮な卵、国産のバターなど、素材にこだわって
います。「サクッの後にしっとり」とした甘すぎず、
上品な味わいです。夏季限定の「抹茶」と冬季限
定の「チョコチップ」も販売しています。数量、納
期はご相談下さい。発送はしてません。

1 -34 100焼き菓子
紅茶クッキー 円

◆1袋(47g)　賞味期限：30日　規格（袋サイズ）：8.5ｃｍ×8.5ｃｍ

新鮮な卵、国産のバターなど、素材にこだわって
います。「サクッの後にしっとり」とした甘すぎず、
上品な味わいです。夏季限定の「抹茶」と冬季限
定の「チョコチップ」も販売しています。数量、納
期はご相談下さい。発送はしてません。

1 -35 600焼き菓子
パウンドケーキ 円

◆１個　賞味期限：４日　規格（袋サイズ）：18.0ｃｍ×7.5ｃｍ

素材の味を生かすために、卵、砂糖、バターを丁
寧に泡立ててることにより、口どけ軽い、しっとり
した味わいを実現しました。プレーン、ドライフル
ーツ(650円)の2種類の味を販売しています。
注文数、納期はご相談下さい。発送はしてません。

パン工場なないろ12
Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照

パン工場なないろ12
Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照

パン工場なないろ12
Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照

パン工場なないろ12
Ｏ（店舗Ｑ）委託販売先 ※Ｐ23参照

ふれあい作業所13
L委託販売先 ※Ｐ22参照

ふれあい作業所13
L委託販売先 ※Ｐ22参照

ふれあい作業所13
L委託販売先 ※Ｐ22参照

ふれあい作業所13
L委託販売先 ※Ｐ22参照

1 -36 540加工食品
さつまいもバター 円

◆1瓶（150ｇ）　賞味期限：30日

神戸市西区産の紅はるかを使用しています。さつ
まいもの甘みを活かした上品な味わいになって
おります。時期により、多少の味の変動あり。ギフ
トも受け賜っております。納期、注文数はご相談
下さい。発送もしております。
http://wwwssc-hyogo.com/

明石ヴィレッジ15
H委託販売先 ※Ｐ22参照
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FOODS 食　品1

1 -37 300加工食品
野菜ジャム（中） 円

◆75ｇ　賞味期限：90日

神戸市西区産の野菜、果物を使用した無添加・
無着色の手作りジャムです。時期により、多少の
味の変動あり。ギフトも受け賜っております。
納期・注文数はご相談下さい。発送もしております。
http://www.ssc-hyogo.com/

明石ヴィレッジ15

1 -38 500加工食品
野菜ジャム（大） 円

◆150ｇ　賞味期限：90日

神戸市西区産の野菜、果物を使用した無添加・
無着色の手作りジャムです。時期により、多少の
味の変動あり。ギフトも受け賜っております。
納期・注文数はご相談下さい。発送もしております。
http://www.ssc-hyogo.com/

1 -40 100焼き菓子
クッキー 円

◆１袋５枚（約30ｇ）　賞味期限：10日

保存料等は使用せず厳選された材料を用いて、
香ばしくて味に深みのあるクッキーです。

あけぼのの家21

1 -41 200焼き菓子
ラスク 円

◆１袋８枚（約30ｇ）　賞味期限：10日

バターたっぷりのクロワッサンをカリカリのラス
クに仕上げました。もちろん保存料は使用してお
りません。

1 -42 1,000焼き菓子
クッキー大（６袋入） 円

◆１袋6枚（約40ｇ）　賞味期限：10日

ご贈答などに、クッキー、ラスクをご予算（500円
～3,000円）に合わせて詰め合わせ可能です。

1 -43 500 ～お弁当 円

◆賞味期限：1日

厳選された材料を使用した手作りのお弁当です。
ご予算、数量及び納期等については、お問い合わ
せ願います。

H、Ｍ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 H、Ｍ委託販売先 ※Ｐ22、23参照
明石ヴィレッジ15

1 -39 150焼き菓子
米粉パウンドケーキ 円

◆1袋（35ｇ）　賞味期限：7日　規格（袋サイズ）：7.5cm×11.5ｃｍ

神戸市西区産の野菜・果物と米粉を使用し、無添加・
無着色にこだわっています。季節により、野菜・
果物の種類変更あり。ギフトも受け賜っております。
納期、注文数はご相談下さい。発送もしております。
http://www.ssc-hyogo.com/

明石ヴィレッジ15
H委託販売先 ※Ｐ22参照

Ｍ委託販売先 ※Ｐ23参照
あけぼのの家21

Ｍ委託販売先 ※Ｐ23参照
あけぼのの家21

Ｍ委託販売先 ※Ｐ23参照

1 -44 お弁当

◆賞味期限：1日

材料と製法にこだわり、すべて手作りしています。
こちらは、ワンウェイ容器タイプです。前日までの
ご注文で、エリア内であれば、お昼までにお届け
します。予算に応じた幕の内弁当等や予算・数量に
よるエリア外対応も承ります。弁当は日替り（肉）、
日替り（魚）、から揚げ、トンカツ、ぼっかけ丼が
あります。

1 -45
お弁当
（宅配）

◆賞味期限：1日

材料と製法にこだわり、すべて手作りしています。
こちらは、回収容器のため、午後1～3時の間で
回収に伺います。前日迄のご注文で、エリア内で
あれば、お昼までにお届けします。予算に応じ
幕の内弁当等やエリア外対応も承ります。弁当は
日替り（肉）、日替り（魚）、から揚げ、トンカツ、
ぼっかけ丼があります。

ＷｏｎｄｅｒＷａｌｌ（ひだまり亭）22
R委託販売先 ※Ｐ23参照

ＷｏｎｄｅｒＷａｌｌ（ひだまり亭）22
R委託販売先 ※Ｐ23参照

あけぼのの家21
Ｍ委託販売先 ※Ｐ23参照

500 ～円 400 ～円



VOICE
す べ て の 人 が 笑 顔 に な り ま す よ う に・・・。

製品の作り手

作り手
製作者の声

「デザインや色合いや

使いやすさを考えて

作っています。」

「美味しい。

ありがとう。」と

言ってもらえたら

嬉しいです

-9-

「食品添加物を

使用せず、安全で

衛生的な環境で

作っています。」

「ほっとなごめる

時間を提供したい」

という思いで丁寧に

作っています。

「長く使って

いただけるように

ていねいに作って

います。」
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ACCESSORIES
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雑　貨
アクセサリー
2

2 -01 250紙すき製品
ぽち袋 円

◆3枚　規格：11.3×6.5㎝

牛乳パックを切り、煮出したものをミキサーにか
けるなどして紙から手作りしています。出来上が
った紙に利用者さんの絵をデザインし、現在は１０
種類のぽち袋を販売しています。今後も新しい柄
を作成する予定です。納期等はご相談ください。

サポートセンター翔01

2 -02 100紙すき製品
ポストカード 円

◆１枚　規格：11.3×6.5㎝

牛乳パックを再生して漉いた手作りの紙に利用者
さんの絵をデザインし、ポストカードを作ってい
ます。現在は１０種類のポストカードを販売してい
ます。今後も新しいデザインを作る予定です。納
期等はご相談ください。

サポートセンター翔01

2 -03 300紙すき製品
お札封筒 円

◆3枚　規格：17.0×8.7㎝

牛乳パックを再生して漉いた手作りの紙に利用者
さんの絵をデザインし、お札が入るサイズの封筒
を作っています。「ありがとう」「おめでとう」など
のメッセージ入りと、文字無しのものがあります。
お祝い事やお礼の際にぴったりです。納期等はご
相談ください。

サポートセンター翔01

2 -04 350紙すき製品
ミニレターセット　ポッキー 円

◆封筒２枚、カード４枚　規格：封筒10.0×11.5ｃｍ
 メッセ―ジカード9.2ｃｍ×9.2ｃｍ

牛乳パックを再生して漉いた手作りの紙に利用者
さんの絵をデザインしています。柄の違うメッセ
ージカード4枚と、封筒2枚のお得なセットです。
納期等はご相談ください。

2 -05 350紙すき製品
ミニレターセット　潤 円 2 -06 350紙すき製品

さくらレターセット 円

2 -07 150革製品
ヘアピン 円

◆1個　規格：３cm～4cm（ぼたんの直径）

革を染めて刺繍を施した製品です。すべて手作業で
作っています。お気に入りの一つを見つけて
ください。

2 -08 150革製品
ヘアゴム 円

◆1個　規格：３cm～4cm（ぼたんの直径）

革を染めて刺繍を施した製品です。すべて手作業で
作っています。お気に入りの一つを見つけて
ください。

2 -09 150革製品
へアゴム 円

◆１個　規格：5cm（お花の直径）

革を細く切り、かわいいお花の形を作っています。
一つ一つ表情の違うヘアゴムです。

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

サポートセンター翔01 サポートセンター翔01 サポートセンター翔01
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

サポートセンター翔01 サポートセンター翔01 サポートセンター翔01
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

◆封筒２枚、カード４枚　規格：封筒10.0×11.5ｃｍ
メッセ―ジカード6.0ｃｍ×9.2ｃｍ

牛乳パックを再生して紙を漉き、乾かない間に水
彩絵の具を垂らして作った紙です。その紙で封筒
とメッセージカードができました。柄の違うメッセ
ージカード4枚、封筒2枚のセットです。納期等は
ご相談ください。

◆封筒２枚、カード４枚　規格：封筒10.0×11.5ｃｍ
メッセ―ジカード10.0ｃｍ×10.0ｃｍ

牛乳パックを再生して漉いた手作りの紙に利用者
さんの絵をデザインしています。桜の形をしたメ
ッセージカード4枚と、封筒2枚の春のお手紙に
ぴったりのセットです。
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V &ARIETYS
ACCESSORIES

雑　貨
アクセサリー
2

2 -13 300手芸製品
髪ゴム 円

◆1個

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

2 -14 300手芸製品
小物入れ 円

◆1個

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

2 -15 300手芸製品
小物入れ 円

◆1個

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

2 -16 100手芸製品
ビーズブレスレット 円

◆1個

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

2 -17 200木工製品
ペン立て 円

◆１個　規格：70mm×70mm×50mm

国産ヒノキを磨いて穴をあけました。ペン立てと
してお使いください。ほんのりヒノキの香りがし
ます。納期等はご相談ください。発送はしており
ません。

2 -18 100手芸製品
ビーズブレスレット 円

◆1個

デザインは選ばせていただいていますが、色合い
などは選べる方には選んでいただき、大小のビー
ズを一生懸命テグスに通し制作しています。オー
ダーメイドは現在はしておりません。
ホームペ ージ：（ h t t p : / / w w w . m e i o u -
ka i .com/web/hutaba/ index.html）

サポートセンター貴和03
Ｂ委託販売先 ※Ｐ22参照

サポートセンター双葉04
Ｂ委託販売先 ※Ｐ22参照

2 -10 300手芸製品
座布団 円

◆1枚

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

木の根学園02

2 -11 300手芸製品
鍋敷き 円

◆1枚

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

2 -12 1,300手芸製品
床マット 円

◆1枚

手芸品等の自主生産品では、デザインや色合い
や使いやすさを考慮し、利用者さんが一つ一つ手
作りしています。数量や納品についてはご相談く
ださい。

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照
木の根学園02

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照
木の根学園02

Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

木の根学園02
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

木の根学園02
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

木の根学園02
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

木の根学園02
Ｂ、Ｐ委託販売先 ※Ｐ22、23参照

～
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雑　貨
アクセサリー
2

2 -22 600手芸製品
SAORI　カードケース 円

◆1個　規格：13ｃｍ×8.0ｃｍ

織糸を一本一本丁寧に織り込んで創りあげた、風
合い豊かなさをり織りのカードケースです。取り
外し可能なカードホルダーがセットされています。
商品は手作りの一点物のため、形や色、風合いも、
それぞれに異なります。

明石錦城の園
事業所へお問合せください。

05
販売先

2 -23 1,000Ｔシャツ（半袖）
オリジナルプリント 円

◆1個

ステンシルやシルクスクリーンなどを使って、事
業所で描いた絵や、ニーズに応じたデザインで布
製品などにプリントをします。（プリント代込）Tシ
ャツカバン等に裏表の印刷のパターンです。デザ
インのご相談、賜ります。オーダーメイド可能、発
送も受け賜ります。

にじの空07

2 -24
カバン
オリジナルプリント

◆1個

ステンシルやシルクスクリーンなどを使って、事
業所で描いた絵や、ニーズに応じたデザインで布
製品などにプリントをします。（プリント代込）Tシ
ャツカバン等に裏表の印刷のパターンです。デザ
インのご相談、賜ります。オーダーメイド可能、発
送も受け賜ります。

2 -25 350エコクラフト
かえる 円

◆1個　規格：約直径9cm×高さ8cm

普段使いにおすすめなバッグやかごを一つ一つ
丁寧に編んで作成しています。お菓子や小物入れ
などとしてお使いいただけるかえるのかごです。
かわいい動物シリーズや季節限定の商品も人気
です。ご注文を承っておりますので、ぜひご連絡
ください。

2 -26 1,800エコクラフト
ショルダーバッグ 円

◆１個　規格：約高さ23cm×横25cm×巾10cm

B5版のノートが入る大きさで、見た目よりたっぷ
り入る普段使いにおすすめなバッグです。一つ一
つ丁寧に編んで作成しています。ご注文を承って
おりますので、ぜひご連絡ください。納期・オーダ
ーメイドはご相談ください。

2 -27 350エコクラフト
クジラ 円

◆１個　規格：約直径12cm×高さ8cm

文房具やお菓子などを入れてお使いいただけま
す。クジラの他にハムスターなどもございます。
デスクや玄関、ちょっとした空間にかわいいクジ
ラはいかがでしょうか。ご注文を承っております
ので、ぜひご連絡ください。

～ 1,000円～

Ｉ、Ｎ委託販売先 ※Ｐ22、23参照 Ｉ、Ｎ委託販売先 ※Ｐ22、23参照
にじの空07

ステップあっぷ西江井島10
Ｃ委託販売先 ※Ｐ22参照

ステップあっぷ西江井島10
Ｃ委託販売先 ※Ｐ22参照

ステップあっぷ西江井島10
Ｃ委託販売先 ※Ｐ22参照

2 -19 100手芸製品
ビーズストラップ 円

◆1個

デザインは選ばせていただいていますが、色合い
などは選べる方には選んでいただき、大小のビー
ズを一生懸命テグスに通し制作しています。オー
ダーメイドは現在はしておりません。
ホームペ ージ：（ h t t p : / / w w w . m e i o u -
ka i .com/web/hutaba/ index.html）

2 -20 1,500紙すき製品
手すき名刺 円

◆100枚（モノクロ片面）　規格：名刺サイズ

手すき（一枚漉き）ならではの、耳（紙のフチ）付
き名刺です。形や手触りも優しい風合いです。納
期等はご相談ください。

2 -21 2,000紙すき製品
手すき名刺 円

◆100枚（モノクロ両面）　規格：名刺サイズ

手すき（一枚漉き）ならではの、耳（紙のフチ）付
き名刺です。形や手触りも優しい風合いです。納
期等はご相談ください。

サポートセンター双葉04
Ｂ委託販売先 ※Ｐ22参照

錦城の園05
事業所へお問合せください。販売先

錦城の園05
事業所へお問合せください。販売先
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V &ARIETYS
ACCESSORIES

雑　貨
アクセサリー
2

2 -28 200紙製品
クイリングカード 円

◆１枚　規格：はがきサイズ

季節に合わせて作成しています。色合い・レイア
ウトは利用者さんが考えています。紙をハサミで
細く切り、紙をクルクル回して１つの花や葉の形
を作成します。すごく繊細な作品を作ってくれま
す。作成する利用者さんの特徴がでる商品となり
ます。

2 -29 200木工製品
マグネット 円

◆１個　規格：はがきサイズ

近くのうどん屋さんから頂いたかまぼこの板を利
用して、動物や乗り物の形に切り、磨き、色を塗り
、ニスを塗ってマグネットとして販売しています。
すべての工程を利用者さんが手作業で行ってい
ます。手作りでやさしさがあるマグネットをぜひ
お使い下さい。

2 -30 100手芸製品
ヘアピン 円

◆２個　規格：4cm×10ｃｍ(パッケージ入り）

色、柄はさまざまです。いろいろな組み合わせの
2つ入りです。友達と１つずつ分け合ってもOK！
さりげないおしゃれにどうぞ♥時期によっては、
毛糸のモチーフで作ったヘアピンもあります。
（１個入り）

2 -31 100手芸製品
シュシュ 円

◆1個　規格：11cm

サイズは一般サイズです。あなたの髪を可愛くア
レンジしてみませんか？
手作りの為、多少の大きさの違いがあります。あ
なたにぴったりサイズをお選びください。

2 -32 100手芸製品
ブレスレット 円

◆1個　規格：約６cm

お子様向けブレスレットです。
伸びるテグスを使用していますので、小さなお子
様でも一人でつけることができます。
大きさに違いを持たせています。
試着できるよう、パッケージには入れずに販売し
ています。

2 -33 80紙製品
お箸袋 円

◆３枚　規格：２１cm×１２cm（パッケージ入り）

和風柄、ポップ調などバリエーション豊富に取り
揃えています。
一つ一つ丁寧に折っています。
ちょっとしたプレゼントに♥また、パーティーなど
で使ってみてはいかがですか？
お箸はしっかりしたものを使用しています。

01

2 -34 80紙製品
お箸袋 円

◆5枚　規格：２１cm×１５cm（パッケージ入り）

和風柄、ポップ調などバリエーション豊富に取り
揃えています。
一つ一つ丁寧に折っています。
ちょっとしたプレゼントに♥また、パーティーなど
で使ってみてはいかがですか？
お箸はしっかりしたものを使用しています。

2 -35 50紙製品
つまようじ袋 円

◆５枚　規格：7cm×10cm（パッケージ入り）

丁寧に折っています。
ちょっとしたプレゼントにいかがですか？
こっそりかばんに忍ばせて、外出先で使ってみたり、
友人にサッと渡してあげるとちょっといいかも♥
リーズナブルな価格になっています。

2 -36 50紙製品
つまようじ袋 円

◆２枚（Ｔシャツ型）　規格：7cm×10cm（パッケージ入り）

丁寧に折っています。
ちょっとしたプレゼントにいかがですか？
こっそりかばんに忍ばせて、外出先で使ってみたり、
友人にサッと渡してあげるとちょっといいかも♥
リーズナブルな価格になっています。

～

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照

01さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照

サポートセンター西明石11
Ｄ、Ｅ、Ｆ委託販売先 ※Ｐ22参照

サポートセンター西明石11
Ｄ、Ｅ、Ｆ委託販売先 ※Ｐ22参照

さくら工房14
Ｇ、Ｈ、Ｌ委託販売先 ※Ｐ22参照
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2 -40 100紙製品
おりじなるスタンプのふせん 円

◆１個　規格：7.5ｃｍ×7.5ｃｍ

「仕事がたのしくできますように…」そんな想い
をのせて、ひとつひとつ丁寧におりじなるゆるキ
ャラの消しゴムハンコでふせんを作りました。職
場で「ほっと和める」「くすっと笑える」そんなひと
ときを感じてもらえたら幸いです。デザインによ
り消しゴムハンコにすることも可能です。

Small  Steps ゆくい
事業所へお問合せください。

16
販売先

Small  Steps ゆくい
事業所へお問合せください。

16
販売先

Small  Steps ゆくい
事業所へお問合せください。

16
販売先

Small  Steps ゆくい
事業所へお問合せください。

16
販売先

2 -41 100紙製品
おりじなるスタンプのメモ 円

◆１個　規格：8.5ｃｍ×8.5ｃｍ

「仕事がたのしくできますように…」そんな想い
をのせて、ひとつひとつ丁寧におりじなるゆるキ
ャラの消しゴムハンコでメモを作りました。職場
で「ほっと和める」「くすっと笑える」そんなひとと
きを感じてもらえたら幸いです。デザインにより
消しゴムハンコにすることも可能です。

2 -42 200手芸製品
布マスク（おとな用） 円

◆１個　規格：15.0ｃｍ×10.0ｃｍ

ボランティアさんと利用者さんで一緒に作成しま
した。ゴムを付けたり、アイロンをかけたり…可愛
い布の柄が評判です。使い捨てマスクはやめて
お気に入りのマスクをつかいませんか？数量や納
期はご相談ください。発送も行っています。

2 -43
150

手芸製品
布マスク（こども用） 円

◆１個　規格：12.0ｃｍ×8.5ｃｍ

ボランティアさんと利用者さんで一緒に作成しま
した。ゴムを付けたり、アイロンをかけたり…可愛
い布の柄が評判です。使い捨てマスクはやめて
お気に入りのマスクをつかいませんか？数量や納
期はご相談ください。発送も行っています。

2 -44 100エコクラフト
小物入れ 円

◆１個　規格：約8.5ｃｍ×１５ｃｍ×5.5ｃｍ

ひと編みひと編み心を込めて編んでいます。
エコクラフトの飾り部分は、着物の生地を
ねじりながら飾り紐作りをしています。
お菓子、小物を入れてみてはいかがでしょうか？
数量や納期はご相談ください。
色の指定はできません。

工房四つ葉
事業所へお問合せください。

17
販売先

工房四つ葉
事業所へお問合せください。

17
販売先

2 -45 50手芸製品
髪飾り 円

◆１個　規格：約　長さ６㎝　飾り部分約２ｃｍ

着物の生地を使った髪飾りです。ひとつひとつ、
心を込めて手作りしています。子どもさんから大
人の方まで、髪にワンポイントでつけてみては、
いかがでしょうか？数量や納期はご相談ください。
色の指定はできません。

円

ひと編み、ひと編み
心を込めて

ひとつひとつ
手作りします。

2 -37 350加工製品
キャンドル（アロマ入） 円

◆１個　80ｇ～　規格：約5.0ｃｍ～×直径約5.5ｃｍ～

利用者さんが一つ一つ丁寧に作成しております。
世界に1つだけのキャンドルです。数量等はご相
談ください。無香料とアロマ入りが選択できます。
発送ができます。
ＨＰもご覧ください。　　　　　　　　　　　　
http://www.ssc-hyogo.com/

2 -38
加工製品
キャンドル（無香料）

◆１個　80ｇ～　規格：約5.0ｃｍ～×直径約5.5ｃｍ～

利用者さんが一つ一つ丁寧に作成しております。
世界に1つだけのキャンドルです。数量等はご相
談ください。無香料とアロマ入りが選択できます。
発送ができます。
ＨＰもご覧ください。　　　　　　　　　　　　
http://www.ssc-hyogo.com/

2 -39
加工製品
サンドブラスト

◆１個　220ｇ～　規格：約9.0ｃｍ～×直径約6.7ｃｍ～

好きなデザインでグラスを作成できます。一つ一
つ丁寧に作成しています。数量やデザイン等はご
相談ください。発送ができます。ギフトも受け賜
ります。
ＨＰもご覧ください。　　　　　　　　　　　　
http://www.ssc-hyogo.com/

～ 350円～ 500円～

明石ヴィレッジ15
Ｈ委託販売先 ※Ｐ22参照

明石ヴィレッジ15
Ｈ委託販売先 ※Ｐ22参照

明石ヴィレッジ15
Ｈ委託販売先 ※Ｐ22参照
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2 -46 100加工製品
香りのデコパージュ 円

◆１個　規格：約5ｃｍ×8ｃｍ×2.3ｃｍ

『香りのデコパージュ』はデザインと香りを楽しむ
雑貨品です。ラッピングしていますのでプレゼン
トにもどうぞ。（石鹸としてのご利用はお避け下さ
い。）商品それぞれ柄が違います。発送は対応し
ておりません。

就労支援　あーち18

2 -47 200加工製品
ガラスキャニスター 円

◆１個　規格：内容量　約100ｍｌ

色々なガラス製品にデコパージュ。小物やキャン
ディ入れ、飾りとしてのご使用にどうぞ。商品それ
ぞれ柄が違いガーリー調やレトロ調等々ございま
す。発送は対応しておりません。

2 -48 200加工製品
ガラスボトル

◆１個　規格：約3.5（5.5）ｃｍ×8.5（13）ｃｍ

色々なガラス製品にデコパージュ。小物やキャン
ディ入れ、飾りとしてのご使用にどうぞ。商品それ
ぞれ柄が違いガーリー調やレトロ調等々ございま
す。発送は対応しておりません。

2 -49 200加工製品
ガラスキャニスターストライプ 円

◆１個　規格：内容量　約310ｍｌ

色々なガラス製品にデコパージュ。小物入れやキ
ャンディ入れ、飾りとしてのご使用にどうぞ。商品
それぞれ柄が違いガーリー調やレトロ調等々ござ
います。発送は対応しておりません。

2 -50 170手芸製品
タティングレースのストラップ 円

◆１個　規格：約長さ11.0cm×幅4.0ｃｍ

シャトルと呼ばれる糸巻きに巻いた糸を使って結び
目を作っていくレースの技法。ひとつひとつチャ
ームやレース、ビーズをつけてオリジナルティー
満載です。発送は対応しておりません。

2 -51 300手芸製品
髪どめ 円

◆１個　規格：約6ｃｍ角

かぎ針レース編み商品。心をこめて、ひとつひと
つ手編みしますが、人気商品で店頭に並ぶと即、
売れてしまう商品です。他にもブローチ等作成し
ています。発送は対応しておりません。

2 -52 250
木工製品
人形　もくちゃん 円

◆１個　規格：８×１０×4ｃｍ

木工製品第一弾の商品で、人気の商品です。ひとつ
ひとつ表情が違います。玄関、キッチン、リビング
の装飾品にどうぞ♡
（ご注文は色の指定はできません。）

スローライフ明石19

2 -53 680手芸製品
ティッシュカバーねこちゃん 円

◆１個　規格：13×13cm

表情ある猫のティシュカバーです。デニム生地と
綿プリント生地でお作りしています。プレゼントにも
どうぞ。
（プレゼント包装可能。）

2 -54
手芸製品
①かえる②うさぎ

◆１個　規格：①10×13.5　②12.×20

タオル地で制作しました。とても　かわいくてふか
ふかです。あったかい気持ちになるのまちがい
なしです。
（プレゼント包装可能。）

Ｎ委託販売先 ※Ｐ23参照
就労支援　あーち18

Ｎ委託販売先 ※Ｐ23参照
就労支援　あーち18

Ｎ委託販売先 ※Ｐ23参照

就労支援　あーち18
Ｎ委託販売先 ※Ｐ23参照

S委託販売先 ※Ｐ23参照
スローライフ明石19

S委託販売先 ※Ｐ23参照
スローライフ明石19

S委託販売先 ※Ｐ23参照

就労支援　あーち18
Ｎ委託販売先 ※Ｐ23参照

就労支援　あーち18
Ｎ委託販売先 ※Ｐ23参照

②680①480 円円
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2 -61 250エコクラフト製品
小物入れ 円

◆１個

エコクラフトで作った、小物入れです。サンプル
写真の大きさは約10cm×12cm×高さ7cm。
大きさや色はご希望でお作りできますが、大きさに
より価格は変わることがあります。

2 -62 300エコクラフト製品
小物入れ（トマト型） 円

◆１個

エコクラフトで作った、トマト型の小物入れです。
サンプル写真のかご本体（ふたを除く）大きさは
直径約8cm×高さ4cm。
大きさはご希望でお作りできますが、価格は変わる
ことがあります。

2 -63 600エコクラフト製品
小物入れ(りんご型） 円

◆１個

エコクラフトで作った、りんご型の小物入れです。
サンプル写真のかご本体（ふたを除く）大きさは
直径約9cm×高さ7cm。
大きさはご希望でお作りできますが、価格は変わる
ことがあります。

円

2 -58 800手芸製品
おひなさん 円

◆１個　規格：11.0ｃｍ×10.0ｃｍ（50ｇ）

色鮮やかなちりめんの布を使ってひとつひとつ手
作りで作ったお雛様です。手のひらサイズなので
邪魔にならず面倒な出し入れいらずで、お値段も
リーズナブル。玄関に飾るも良し！お孫さんにプレ
ゼントするもよし！最少注文数は２セットからにな
ります。発送は対応しておりません。

ワークスペースななかまど
事業所へお問合せください。

20
販売先

ワークスペースななかまど
事業所へお問合せください。

20
販売先

ワークスペースななかまど
事業所へお問合せください。

20
販売先

2 -59 100手芸製品
ちりめんボール 円

◆１個　規格：6.0ｃｍ×6.0ｃｍ

ちりめん生地を使用しているボールになります。
飾るもよし、犬の遊び道具にも使えます。数量、納
期などはご相談ください。最少注文数は５個から
になります。発送は対応しておりません。

2 -60 250手芸製品
ティッシュカバー 円

◆１個　規格：10.0ｃｍ×13.5ｃｍ

主にちりめん生地を使用して一つ一つ手作りで
ティッシュカバーを製作しています。着物を着る
際にピッタリの商品です。あぶら取り紙とティッシ
ュのセットになります。数量、納期などはご相談く
ださい。最少注文数は３個からになります。発送
は対応しておりません。

2 -55 120
木工製品
メッセージウッドスティク 円

◆１個　規格：9.8×2.8×1.8ｃｍ

メッセージウッドスティックです。お部屋のインテ
リア、ＤＩＹ、ガーデニングにも最適です。

2 -56
木工製品
知育ウッド

◆１個　規格:　8.9×3×1.8㎝

知育ウッドです。表が絵とかな、裏が英語になって
います。とても　楽しく学習できます。

2 -57
手芸製品
カメラストラップ
◆１個　規格：40～110cm

リサイクルシルクで作ったストラップです。作りは
しっかりしています。カメラ、かばんにいかがですか？
手作り品ですので　一点ものです。

100円 750円 1,980円～

スローライフ明石19
S委託販売先 ※Ｐ23参照

ユア・ステップ23
T委託販売先 ※Ｐ23参照

ユア・ステップ23
T委託販売先 ※Ｐ23参照

ユア・ステップ23
T委託販売先 ※Ｐ23参照

スローライフ明石19
S委託販売先 ※Ｐ23参照

スローライフ明石19
S委託販売先 ※Ｐ23参照



-17-

V &ARIETYS
ACCESSORIES

雑　貨
アクセサリー
2

2 -64 500エコクラフト製品
小物入れ(ケーキ型(大）） 円

◆１個

エコクラフトで作った、かご型の小物入れです。
サンプル写真のかご本体（ふたを除く）大きさは
直径約12cm×高さ8cm。
大きさやデザインはご希望でお作りできますが、
価格は変わることがあります。

2 -65 300エコクラフト製品
小物入れ(ケーキ型(小）） 円 円

◆１個

エコクラフトで作った、かご型の小物入れです。
サンプル写真のかご本体（ふたを除く）大きさは
直径約9cm×高さ5cm。
大きさやデザインはご希望でお作りできますが、
価格は変わることがあります。

2 -66 300エコクラフト製品
小物入れ(キノコ型）

◆１個

エコクラフトで作った、キノコ型の小物入れです。
サンプル写真のかご本体（ふたを除く）大きさは
直径約5cm×高さ7cm。
大きさや色はご希望でお作りできますが、大きさ
により価格は変わることがあります。

ユア・ステップ23
T委託販売先 ※Ｐ23参照

ユア・ステップ23
T委託販売先 ※Ｐ23参照

ユア・ステップ23
T委託販売先 ※Ｐ23参照

VOICE
す べ て の 人 が 笑 顔 に な り ま す よ う に・・・。

製品の売り手

売り手
福祉ショップ

や
販 売 会

「お店では、お客様の

意見やアドバイスなどを

事業所に分かり易く

伝えます。」

「お客様への声掛けは

緊張するけど

楽しいです。」
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社会福祉法人明桜会
サポートセンター翔01

社会福祉法人明桜会
サポートセンター曙 のぞみ08

めぐみの郷
大久保店K

NPO法人かがやき
ステップあっぷ西江井島10

社会福祉法人ゆほびか
ハッピークラフト09

NPO法人居場所
サポートセンター西明石11

社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団
総合リハビリテーションセンター
あけぼのの家

21 M
Green Basket
(お花屋さん）F

NPO法人きぼうの空
にじの空07

NPO法人明石錦城の園
錦城の園05

社会福祉法人明桜会
サポートセンター双葉04

社会福祉法人明桜会
サポートセンター貴和03

喫茶YELL
(こぐまくらぶ明石内）G

NPO法人こぐまくらぶ
こぐまくらぶ明石06

医療法人社団東峰会
Smal l  Steps ゆくい16

明石市役所内
セブンイレブンD

NPO法人明石ともしび会
さくら工房14

ＮＰＯ法人　明石ともしび会
喫茶ＳＡＫＵＲＡL

ＮＰＯ法人　こぐまくらぶ
お好み焼こいちJNPO法人福祉リーベの会

にじ作業所 パン工場なないろ12 Q

合同会社FRONTIERE
ＷｏｎｄｅｒＷａｌｌ（ひだまり亭）22 R

合同会社エス・ステップス
ユア・ステップ23 T

NPO法人明石ともしび会
ふれあい作業所13
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社会福祉法人明桜会
サポートセンター翔

〒674-0072　明石市魚住町長坂寺740
TEL．078-946-0544　FAX．078-946-050201 紙すき製品（ポチ袋、ポスト

カード、封筒、レターセット）

オーダーメイド、数量等は
お問い合わせください。

社会福祉法人明桜会
木の根学園
ひまわり工房　たんぽぽ工房

〒674-0051　明石市大久保町大窪2752
TEL．078-918-5572　FAX．078-918-557302

焼き菓子（クッキー、ケーキ）、
手芸製品（座布団、鍋敷き、
小物入れなど）

オーダーメイド、数量等は
お問い合わせください。

社会福祉法人明桜会
サポートセンター貴和

〒673-0025　明石市田町2－3－3
TEL．078-921-0168　FAX．078-921-016803 木工製品（ペン立て）

オーダーメイド、数量等は
お問い合わせください。

社会福祉法人明桜会
サポートセンター双葉

〒674-0094　明石市二見町西二見605－2
TEL．078-941-5471　FAX．078-941-547104 手芸製品（ビーズブレスレ

ット、ビーズストラップ）
色合いなどは選べる方には
選んでいただいております。

NPO法人明石錦城の園
錦城の園

〒674-0084　明石市魚住町西岡2281-1
皐月マンション１階
TEL．078-941-0220　FAX．078-941-0220

05 焼き菓子（クッキー、ラスク）、
紙すき名刺

ご予算に応じて、他の商品
との詰合わせも承ります。

NPO法人こぐまくらぶ
こぐまくらぶ明石

〒673-0892　明石市本町2-9-6　RS本町ビル２F
TEL．078-203-5656　FAX．078-203-565606 焼き菓子（クッキー） ご予算ご要望に合わせてお

作りします。

NPO法人きぼうの空
にじの空

〒674-0081　明石市魚住町錦が丘4-1-10
マンション美苑 102号・103号・104号
TEL．078-946-７８０８　FAX．078-946-７８０８

07 Ｔシャツ、カバンのオリジナ
ルプリント（プリント代込）

プリントデザインのオーダ
ーは可。

社会福祉法人明桜会
サポートセンター曙　のぞみ

〒674-0054　明石市大久保町西脇726
TEL．078-935-0004　FAX．078-938-121208

焼き菓子（クッキー、マドレ
ーヌ） 大量注文の場合はお早め

にご連絡をお願いします。

社会福祉法人ゆほびか
ハッピークラフト

〒674-0068　明石市大久保町ゆりのき通1-5-27
TEL．078-934-1201　FAX．078-934-121109 乾燥椎茸（きざみ、丸干し）

乾燥木耳（丸干し）

送 料 は 着 払 い 。但 し 、
5,000円以上注文の場合
は無料です。

NPO法人かがやき
ステップあっぷ西江井島

〒674-0065　明石市大久保町西島742-3
TEL．078-995-8292　FAX．078-939-492910

エコクラフト（ショルダーバ
ッグ、動物） 色、形、大きさなどはご相談

ください。

NPO法人居場所
サポートセンター西明石

〒673-0016　明石市松の内2－5－2松の内ビル４階
TEL．078-920-2468　FAX．078-920-246611 紙製品（クイリングカード）

、木工製品（マグネット）
数量、価格等はお問合せく
ださい。

NPO法人福祉リーベの会
にじ作業所　パン工場なないろ

〒673－0023　明石市西新町2-5-15
TEL．078-925-7716　FAX．078-925-771612 食パン（角食、山食、菓子パ

ン、サンドイッチ）
数量、価格等はお問合せく
ださい。

No. 事業所名 連絡先 自主製品 備考発送

カタログ掲載の製品は、こちらで作られています。

障害福祉施設等一覧

可

要相談

不可

不可

可

可

可

不可

可
(要相談)

不可

可
(要相談)

不可
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NPO法人明石ともしび会
ふれあい作業所

〒673－0023　明石市西新町1－6－12
TEL．078-924-1699　FAX．078-924-169913 焼き菓子（クッキー） 注文数、納期はご相談下さ

い。発送はしてません。

NPO法人明石ともしび会
さくら工房

〒673-0871　明石市大蔵八幡町7-11
TEL．078-912-4433　FAX．078-912-443314

手芸製品（ヘアピン、シュシ
ュ、ブレスレット）、紙製品
（お箸袋など）

数量、価格等はお問合せく
ださい。

NPO法人ソーシャルサポート
センターひょうご
明石ヴィレッジ

〒673-0029　明石市大道町2-3-1
西村マンション1階 東号室
TEL．078-924-8898　FAX．078-924-8898

15 野菜ジャム、加工製品（キャ
ンドル、サンドブラスト）

ギフトも受け賜ります。　
時期により、多少の味の変
動があります。

医療法人社団東峰会
Smal l  Steps ゆくい

〒673-0882　明石市相生町2-2-12 ｋｋｋ第3ビル
TEL．078-915-1355　FAX．078-913-800716 紙製品（ふせん、メモ）、手

芸製品（マスク）
大量発注も承ります。ご相
談ください。

NPO法人恵
工房四つ葉

〒673－0023　明石市西新町2-15-15 大西ビル1階
TEL．078-924-0140　FAX．078-９３９-６０８０17 手芸製品（髪飾り）、エコク

ラフト（小物入れ）
数量、納期等はご相談くだ
さい。

合同会社福祉の家
あーち

〒673－0037　明石市貴崎3-21-10
シャトー貴崎112
TEL．078-915-8480　FAX．078-915-8481

18
加工製品（香りのデコパージュ、
ガラスキャニスター、ボトルなど）
手芸製品（アクセサリー等）

h t t p : / / www . f u k u s h -
ie .com　　商品紹介随時、
ブログ更新中。

一般社団法人親白福祉会
スローライフ明石

〒673－0032　明石市立石2-1-46
TEL．078-922-7378　FAX．078-７７８－７７６８19

木 工 製 品（ 人 形 、ウッド
メッセージ）、手芸製品（スト
ラップ、ぬいぐるみなど）

納期等はご相談ください。

一般社団法人ななかまど
ワークスペースななかまど

〒673-0011　明石市西明石町5-14-8
TEL．078-923-6371　FAX．078-923-637220

手芸製品（ちりめんボール
、ティッシュカバー、おひな
さん）

オーダーメイド可能です。
ご相談ください。

No. 事業所名 連絡先 自主製品 備考発送

不可

不可

可

可

要相談

不可

要相談

不可

社会福祉法人
兵庫県社会福祉事業団
総合リハビリテーションセンター
あけぼのの家

〒651-2181　神戸市西区曙町1070
TEL．078-927-2727（代表）　FAX．078-925-922821 焼き菓子（クッキー、ラスク

）、お弁当
数量、価格等はお問合せく
ださい。要相談

合同会社FRONTIERE
ＷｏｎｄｅｒＷａｌｌ（ひだまり亭）

〒673-0855　明石市中朝霧丘4-15
TEL．078-223‐2900　FAX．078-223-290122 お弁当 数量、価格等はお問合せく

ださい。要相談

合同会社エス・ステップス
ユア・ステップ

〒673-0041　明石市西明石南町2-3-7
TEL．078-924-3700　FAX．078-924-370123

エコクラフト（小物入れ、
各種デザインあり）

オーダーメイド可能です。
ご相談ください。要相談
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NPO法人明石障がい者
地域生活ケアネットワーク
ひなたぼっこ

〒 673-0885　明石市桜町14-14
TEL．078-913-6530A 定期的に商品の入れ替えがあります。(複数の事業所の製品を

取り扱っています。）

社会福祉法人明桜会
cotton ve i l

〒 673-0005　明石市小久保2-2-13
H-Phone．090-3115-4077B 木の根学園、サポートセンター貴和、サポートセンター双葉、

サポートセンター翔、サポートセンター曙

医療法人　双葉会
西江井島病院

〒 674-0065　明石市大久保町西島653
院内売店
TEL．078-947-5311

C ステップあっぷ西江井島

明石市役所内　セブンイレブン

〒 673-0883　明石市中崎1-5-1
明石市役所本庁舎2Ｆ
TEL．078-914-6226

D サポートセンター西明石

神戸市役所内のふれあい工房

〒 650-0001　神戸市中央区加納町5-6-1
市役所2号館1階
TEL．078-913-6530　FAX．078-３３４-２０１２

E サポートセンター西明石

Green Basket (お花屋さん）
〒 673-0016　明石市松の内2-5-2
松の内ビル１階　F サポートセンター西明石

喫茶YELL
(こぐまくらぶ明石内）

〒 673-0892　明石市本町2丁目9-6 RS本町ビル２階
TEL．078-203-5655G

G

こぐまくらぶ、さくら工房

Café 明石ヴィレッジ
〒 673-0029　明石市大道町2-3-1 西村マンション１階
TEL．078-924-8898H 明石ヴィレッジ、さくら工房

神戸動物王国
〒  650-0046　神戸市中央区港島南町7-1-9
TEL．078-302-8899 I にじの空

ＮＰＯ法人　こぐまくらぶ
お好み焼こいち

〒 673-0870　明石市朝霧南町3-1-35
セラーン朝霧102
TEL．078-917-0087J こぐまくらぶ

めぐみの郷

大久保店
枝吉店
ひよどり台店
サザンモール六甲店

〒 674-0051　明石市大久保町大窪1691
〒 651-2133　神戸市西区枝吉2-94
〒 651-1125　神戸市北区ひよどり台南町2-7
〒 657-0864　神戸市灘区新在家南町1-2-1 

K ハッピークラフト

ＮＰＯ法人　明石ともしび会
喫茶ＳＡＫＵＲＡ

〒 673-0871　明石市大蔵八幡町7-11
TEL．078-912-4433A L さくら工房、ふれあい作業所

事業所名 連絡先 取扱い事業所名

カタログ掲載の製品はこちらで販売されています。

販 売 先 一 覧
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社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団
総合リハビリテーションセンター あけぼのの家

〒 651-2134　神戸市西区曙町1070
TEL．078-927-2727（代表）M 明石ヴィレッジ、あけぼのの家

mine（就労支援あーち内）
〒 673-0037　明石市貴崎3-21-10 シャトー貴崎112
TEL．078-915-8480N あーち、にじの空、こぐまくらぶ、てふてふ

明石市立総合福祉センター
〒 673-0037　明石市貴崎1-5-13
TEL．078-924-9105O

パン工場なないろ（月、水、木のみ販売）、こぐまくらぶ（火のみ）
あーち（第１、３金）、Smal lSteps  ゆくい（第２火）、木の根
学園（第３金）

加古川総合庁舎
〒 675-0066　加古川市加古川町寺家町天神木97-1
TEL．079-421-1101（代表）P 木の根学園、サポートセンター翔、サポートセンター曙、

ステップあっぷ西江井島

NPO法人福祉リーベの会
にじ作業所　パン工場なないろ

〒 673-0023　明石市西新町2-5-15
TEL．078-925-7716Q パン工場なないろ

合同会社FRONTIERE
ＷｏｎｄｅｒＷａｌｌ

〒673-0855　明石市中朝霧丘4-15
TEL．078-223‐2900R ひだまり亭

一般社団法人親白福祉会
スローライフ明石

〒673－0032　明石市立石2-1-46
TEL．078-922-7378S スローライフ明石

合同会社エス・ステップス
ユア・ステップ

〒673-0041　明石市西明石南町2-3-7
TEL．078-924-3700T ユア・ステップ

事業所名 連絡先 取扱い事業所名

明石市地域自立支援協議会 しごと部会
事 務 局 明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター（愛称　「ほっと」）

住　  所 〒673-0037　兵庫県明石市貴崎１丁目５番１３号（明石市立総合福祉センター１階）

電話番号 078-924-9155 ファクシミリ 078-924-9134
明石市基幹相談支援センター 兼 障害者虐待防止センター は、平成２４年10月１日から明石市より委託を受けた
相談支援機関です。運営は、社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 が行っています。



コピー
専 用

明石市地域自立支援協議会　しごと部会

自主製品　FAX注文用紙
サポートセンター翔 FAX． 078-946-0502
木の根学園 FAX． 078-918-5573

サポートセンター貴和 FAX． 078-921-0168
サポートセンター双葉 FAX． 078-941-5471

錦城の園 FAX． 078-941-0220
こぐまくらぶ明石 FAX． 078-203-5656
にじの空 FAX． 078-946-7808

サポートセンター曙　のぞみ FAX． 078-935-0004
ハッピークラフト FAX． 078-934-1211

ステップあっぷ西江井島 FAX． 078-939-4929
サポートセンター西明石 FAX． 078-920-2466
パン工場なないろ FAX． 078-925-7716
ふれあい作業所 FAX． 078-924-1699
さくら工房 FAX． 078-912-4433
明石ヴィレッジ FAX． 078-924-8898

Small Steps ゆくい FAX． 078-913-8007
工房四つ葉 FAX． 078-939-6080
あーち FAX． 078-915-8481

ワークスペースななかまど FAX． 078-923-6372
スローライフ明石 FAX． 078-778-7768
あけぼのの家 FAX． 078-925-9228
ＷｏｎｄｅｒＷａｌｌ FAX． 078-223-2901
ユア・ステップ FAX． 078-924-3701

FAX対応が可能な事業所一覧ＦＡＸ注文書　使用上の注意
●ＦＡＸ用紙は必ずコピーしたものをお使いください。

●ご注文に関して（注文数や発送の可否など）は、

　各事業所の電話番号先へお問合せください。

ＦＡＸ注文書の使い方
①ＦＡＸ注文書はコピーしてお使いください。

②ご注文の事業所にチェック（レ点）を入れてください。

③ご希望の到着日時がありましたらご記入ください。

④ご依頼主様（発注者）をご記入ください。

⑤お届け先（送り先）をご記入ください。

⑥ご注文の商品をご記入ください。

●ＦＡＸ注文用紙１枚につき注文できる事業所は１事業所のみです。

商品到着日時指定③

月 日 時頃

ご依頼主様④
ふりがな

〒 -

名前

住所

お届け先⑤

ご注文の商品⑥

ふりがな

〒 -

名前

住所

商品番号 個数ご注文の商品 価格 商品番号 個数ご注文の商品

合計金額

価格

電話番号

e-mail

(           )              - 

電話番号 (           )              - 

ＦＡＸ (           )              - 
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