赤ちゃんセット 積み木

手漉き和紙カレンダー（卓上型）

セット：フラワー太鼓・ウッドカー・コロコ
ロの3個セット ￥1,500 積み木：22.5×
12×16.5cm（ブロック34個）￥3,500

リサイクル素材で製作

265×350×85mm（全39ピース）￥5,250

四万十ヒノキで製作
地元県産木材を使った完全無塗料。子ども
が口に入れても安心！ 木の香りが心地いい

さくら福祉事業所（高知県）

四万十ヒノキに自然塗料を使用していて安
心！ 子どもが初めて出合うおもちゃに

31×29cm ￥900

藍染柄から古典柄まで

あじさい木版画カレンダー
（2011年版）

FAX：088-894-6688 mail：daini-1@selp.or.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

2010年は「夢」がテーマ。版木彫刻から全工
程を手作業。全国カレンダー展で第3位を受賞

親子で楽しみたい

140×265×85mm ￥1,800

工房ふじ（群馬県）
FAX：0277-72-2804
mail：koubou-fuji@arion.ocn.ne.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

さくら福祉事業所（高知県）
TEL：0889-22-2113 FAX：0889-22-5369
mail：s-k-r@ec5.technowave.co.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

あじさい学園（茨城県）
TEL：0280-48-0431 FAX：0280-48-0433
mail：tomoiki010@seagreen.ocn.ne.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

掛け軸シリーズ
四国八十八カ所代参掛軸（判取・御影）
、達麿の図、大黒天
代参掛軸（判取）
：75×200cm ￥150,000
代参 掛 軸（御影）
：75×200cm ￥100,000
達麿の図：51×200cm ￥15,000
大黒天：60×135 ￥7,000

伝統産業“表装”の技

アニマル11匹（木工パズル）
120×170×13mm（140g）￥630

どんな動物が隠れてる？

くるみの手すき＆凸凹シリーズ

カラフルなハガキサイズのパズル。ピース
をバラして、動物オブジェとしても楽しめる

ノート大・小、メモ帳、新ノート（バイク柄・
四季柄）
ノート大：175×125mm ￥220 ノート小：
140×100mm ￥110 メモ帳：100×140
mm ￥110 新ノート：140×100mm ￥130

あしたば作業所（東京都）
TEL：042-467-8071
FAX：042-467-8112
【お取り寄せ方法】☎ FAX

霊場巡りの出発地であることから表装の伝統
が息づく徳島で製作。技術のクオリティも高い

安全塗料で子どもも安心

静岡の伝統工芸を守って

オルゴール：13×13×3cm ￥3,000
カスタネット：7×7cm ￥2,000

読書家に愛される白鳥

萩焼菱形皿（わらび釉・藁釉）

TEL：03-5638-1775
FAX：03-5638-1776
mail：pw@oasisfukushi.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

各種エプロン くるみボタン

ドットの美しい点模様
点図は視覚障害者が指で触れて理解で
きるようにした図。その技術で美しい模様を浮き出す

チャレンジ（東京都）
TEL：03-5310-5051 FAX：03-5310-5053
mail：mail@siencenter.or.jp 住所：東京都杉並区上萩2-37-10 keiビル
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail 〒

15×15cm 各￥500

日本を代表する陶器、
萩焼。メインディッシュ
の器として使いやすいサイズに仕上げた

山口コロニーキャンパス（山口県）
FAX：0835-32-1217
mail：sienka@ycolony.or.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

点図シリーズ
2011チャレンジ点図カレンダー、しお
り、メモ帳、メッセージカード
カレンダー：A5版 （12枚綴り）￥600
しおり・メモ帳：￥100 メッセージカー
ド：￥150

ピアワーク・オアシス（東京都）

FAX：0537-73-2908
【お取り寄せ方法】 FAX

食事を引き立てる器

TEL：03-5383-5741
FAX：03-5383-5749
mail：habataki@kisenfukushi.com
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

人を選ばない打楽器

草笛共同作業所（静岡県）

茶托：12×12mm ￥400
菓子器：16.5×16.5×5.5mm ￥2,400

FAX：0277-72-2804 mail：koubou-fuji@arion.ocn.ne.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

白鳥がモチーフのしおりで、く
ちばしをページに引っかける。
ノベルティにも活用できる

ハンドオルゴールは指で弾くとオル
ゴールのような音を奏でる。気のぬく
もりがやさしい

葛の採取から織りまで、昔ながらの静岡伝統の製法で仕上げる。大量
生産できない工芸品

茶托 菓子器

工房ふじ（群馬県）

赤塚福祉園（東京都）

ハンドオルゴール
くまのカスタネット

葛布ランチョンマット
カードケース コースター
マット：3900×2900mm ￥1,300
ケース：1100×800mm ￥1,000
コ ー ス タ ー：1000×1000mm
￥350

天然木を使ったろくろ製品で、木のぬくもりを
感じる。自然を愛する人に長く愛されている

7.5×5cm（ 赤・青・黄・緑・
黒の5色）￥157

川越いもの子作業所（埼玉県）

しずかの創造苑（茨城県）

セルプ眉山園（徳島県）

県の優良推奨品指定

スワンタッチ

FAX：049-234-2940 mail：imonoko-1@mth.biglobe.ne.jp
http://www.imonoko-1.jp/
【お取り寄せ方法】 FAX mail H P

色鮮やかな手織りの世界
つくり手の感性が表情ゆたかに色を織りなす。
手織りのあたたかさが男性にも人気

ペンが走る紙の心地よさ

TEL：053-430-6180 FAX：053-430-6181
mail：fukusen@lcck.co.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

マグネットの特徴を生かした、遊
び方いろいろの両作品。埼玉デザ
イン協議会で認定製品に

巾着袋、ポーチ、ティッシュケース、バッグ、
反物
巾 着 袋：25×30cm ￥2,000 ポーチ：11
×9cm ￥700 ケース：11×9cm ￥400
バッグ：25×18cm ￥2,200 反 物：6m×
22cm ￥7,500

FAX：088-632-0082 mail：bizanen@mb.tcn.ne.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

くるみ共同作業所（静岡県）

トレーラー：全長26cm・全 幅8cm
￥3,200 マグネッカー：全長14
cm・全幅8cm ￥2,500

さをり織りシリーズ

TEL：0297-35-6311 FAX：0297-35-9898
【お取り寄せ方法】☎ FAX

手すき再生紙に施した凸凹加工が書きやすい。新ノートには浜松を象徴
するバイク柄を採用した

トレーラー
カチカチマグネッカー

山口コロニーキャンパス（山口県）
FAX：0835-32-1217
mail：sienka@ycolony.or.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

1年かけて手刷り製本

75×350mm ￥2,500
運転席や荷台部分は取り外しが
できる仕組みで、さまざまな工夫
を楽しめる

使い勝手のいいサイズで、使う人を選ば
ない優れもの。柄も幅広く用意

B3サイズ(515×364mm／ 7枚綴り）￥2,000

トレーラー

ティッシュケース

四万十ヒノキに坂本龍馬の家紋をさりげなく
刻印したデザインが、龍馬ファンにも人気！

巾着袋

FAX：042-581-9568
【お取り寄せ方法】 FAX

第二あじさい園（高知県）

TEL：0889-22-2113
FAX：0889-22-5369
mail：s-k-r@ec5.technowave.co.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

和洋どちらにもマッチ

牛乳パックや不要木材などをリサイクルしてつくっ
たエコカレンダー。絵柄はオリジナル

光の家栄光園（東京都）

出産のお祝いに最適！

積み木

A6版 ￥1,000

備前焼シリーズ
湯呑、一輪挿し、箸置き、ふくろうの置物
湯 呑：7×8cm ￥500 一 輪 挿 し：6×6
cm ￥500 箸 置き：5個 入り（ 貝・ヒラメ）
￥1,000 置物：5×5×6cm ￥800

1週間かけて焼き上げる
使っているうちに、より深みのある色合いに変
化する備前焼。その伝統技術をお楽しみに！

かしのきの里（兵庫県）
TEL：079-267-0202
【お取り寄せ方法】☎

大人エプロン：F・Mサイズ 各￥950
子どもエプロン：サイズ90・100・110・
120・130 各￥500 〜 700
くるみボタン：￥100

サイズ豊富な人気者
子ども用のエプロンはサイズにもバリエー
ションがあり、人気のアイテム！

堺みなみ（大阪府）
FAX：072-278-5682
【お取り寄せ方法】 FAX

ランチョンマット
コースター
マット：￥250
コースター：￥60

食卓に和柄を
綿に麻を混合した和柄のデザ
イン。ランチョンマットとコース
ターをそろえるとグッド

堺みなみ（大阪府）
FAX：072-278-5682
【お取り寄せ方法】 FAX

藍染め手ぬぐい

やさしさのしずく

33×90cm ￥550

一袋（45g ／ミント、ラベンダー、
ユーカリ）各￥350

草木の自然の青
天然藍染めで一枚一枚染色した手ぬぐい。
頭に巻いたり、お弁当を包んだり、使い方は無限大

梅の木の家共同作業所（東京都）
FAX：042-368-6841 mail：umenoki@mf.point.ne.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

泡立ちなめらか卵肌

馬油せっけん 馬油オイル 馬油クリーム
せ っけん：100g ￥530
オイル：
50ml ￥630 クリーム：40g￥2,630

柚の木学園（福岡県）
FAX：092-936-5430
【お取り寄せ方法】 FAX

最高級馬油100％！

コットンバッグ コットンエコ巾着
バッグ：36×37×11cm ￥300
巾着：27×26×9cm ￥300

エコマーク認定コットン！
東京タワーをアレンジしたオリジナ
ルキャラクター「タワッピ」が、バッ
グの顔を飾る

天然植物性油脂によるうるおい成
分配合。地球にも赤ちゃんにも敏
感肌にもやさしい

手づくり過 程にできる天 然 保 湿 成 分
たっぷり。赤ちゃんでも安心して使える

阿蘇くんわの里（熊本県）

あけぼのガッスール
マルセイユ石けん

0120-884-179
FAX：0967-34-1106
mail：kunwa@asokunwa.com/ http://www.asokunwa.com/
FAX mail H P
【お取り寄せ方法】

1個（90g）￥600

オリーブオイルたっぷり
植物原料100％のハンドメイド。汚
れを吸着するモロッコの粘土「ガッ
スール」を配合

みなとワークアクティ
（東京都）

エコポット

TEL：03-5439-8057
FAX：03-5439-8058
mail：minato@yuai.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

Sサイズ ￥100

Mサイズ￥150

最後は土に戻るエコ商品
シュレッダー古紙を原料にしたポット。成分
が紙なので廃棄もラク。土に戻るエコ商品

こなかの森（栃木県）
TEL：0283-24-5757
FAX：0283-24-6294
【お取り寄せ方法】☎ FAX

龍馬ストラップ

亀鶴石鹸 にこちゃん石鹸 ニコニコ粉石鹸

全長約60mm・木材サイズ（11×11×15mm）
￥420

亀鶴：2個入り￥200 にこちゃ
ん：2個入り￥100 ニコニコ粉：1
パック（300g）￥100

龍馬ファン垂涎!?

おめでたい石鹸!?

オールハンドメイドで、木製部分は地元県産材を
使用。龍馬ファンにオススメしたい

石鹸に鶴や亀、笑顔などの彫りが
ありキュート！ だが、ガンコな汚
れに強い頼もしさ

さくら福祉事業所（高知県）
TEL：0889-22-2113
FAX：0889-22-5369
mail：s-k-r@ec5.technowave.co.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

あけぼの作業所（東京都）
FAX：03-3395-4251
mail：chuumon_akebono@itarucenter.com
【お取り寄せ方法】 FAX mail

ポプリ
一袋（バラ10g、ローズマリー・レモングラ
ス・アップルミントのブレンド40g）￥420

自然の香りそのまま
九州産のバラと自家栽培のハーブをブレン
ド。自然ハーブが心と体を癒してくれる

コリアンダーの家（長崎県）
FAX：095-813-8713 mail：info@coriander.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

炭ちゃん（シューズ用、クローゼット用）
シューズ用：2個入り クローゼット用：1個
入り 各￥650

プレジール・アオバ（徳島県）
FAX：088-637-6250
【お取り寄せ方法】 FAX

紀州備長炭で脱臭
脱臭＆除湿効果が知られる特産品の備長
炭を、インテリアにもできるようアレンジ！

アロマシリーズ
キーホルダー
タテ9.5cm ￥400

モコモコ感が気持ちいい
うさぎのほかに、ネコをモチーフにしたもの
も用意。タオル地で肌触りが気持ちいい

山口コロニーキャンパス（山口県）
FAX：0835-32-1217 mail：sienka@ycolony.or.jp
【お取り寄せ方法】 FAX mail

ローズ、アマゾナイト、アメジスト等 各￥1,950

オリジナルブレス製作も！
天然石を使ったブレスレット。石は各種用意し、オリ
ジナルも低価格で製作している

柚の木学園（福岡県）
TEL：092-934-3915 FAX：092-934-3914
【お取り寄せ方法】☎ FAX

TEL：0739-72-5130
FAX：0739-72-5720
mail：nakayo-2@vm.aikis.or.jp
【お取り寄せ方法】☎ FAX mail

癒しの植物パワー
ユーアイセレナは植物の力を生かした消臭剤。
マルセイユは香り高い石鹸。香りに癒されて！

世田谷更生館（東京都）

天然石ブレスレット

なかよし作業所（和歌山県）

ユーアイセレナ、daily delightエッセンシャ
ルオイル（ラベンダー）
、ル・セライユ・サヴァ
ンド・マルセイユ（ローズ）
セレナ：1本（300ml）￥400 オイル：一瓶
（10ml）￥1,260 マルセイユ：150g ￥609

FAX：03-3417-5126
【お取り寄せ方法】 FAX

商品情報の見方
①商品名………………… 数点まとめて紹介している場合もあります。
②内容・価格 …………… 商品にバリエーションがある場合は列記しています。価格はすべて税
込み（要確認）です。
③アトリエデータ ……… 商品を取り扱う施設名と地域、注文する際の連絡先を記しています。
④お取り寄せ方法 ……… お取り寄せができる連絡方法を記しています。
⑤

マーク ……………

マークは、贈答用の包装や箱づめ、のし付きなど、ギフトに対応
していることをお知らせるマークです。

※掲載商品の内容・価格等は2010年10月のイベント展示に際したものです。お取り寄せの場
合は価格変更となる商品があります。注文方法等の詳細は直接各アトリエにお問い合わせく
ださい。

あなたのショッピングが、誰かをハッピーにする！
全国の福祉施設の「おいしい」
「あんしん」
「たのしい」
「かいてき」の数々
を展示する「ナイスハートバザール」。そのイベントの中でも地元の土地
の恵みを感じる foods、ていねいな手仕事がほどこされた goods を
厳選紹介。会場でチェックした後は、このカタログを参考に、ぜひお取
り寄せを！ あなたのショッピングが障害者福祉支援につながります。し
あわせはみんなでシェアすると、もっとハッピーになる！
【イベント概要】
ナイスハートバザール2010 in 東京
開催：2010.10.29 Fri 12:00-19:00 ／ 30 Sat 11:00-17:00
会場：ベルサール秋葉原
東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル
主催：社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国社会就労センター協議会
特定非営利活動法人日本セルプセンター
関東社会就労センター協議会

