






取扱商品  

雑貨・木工製品・ハーブ商品

1

スベ 3ト

人気商品

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

野いちごの会

神戸市北区有野町有野３４１９－１
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－９８１－５１０３
営業日：月～金（祝日除く）　
	 ９時３０分～１７時

店舗 「いちご畑」
神戸電鉄岡場駅　ロータリー側の角地
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－９８７－６１３２
営業日：月～金（祝日除く）
	 １０時～１７時
※店頭販売では、別途、消費税がかかります。

シューキーパー
￥380
靴の中にいれます。主に臭い消しと
湿気をとってくれます。

アロマサシュ
クローゼットサシュ

￥200

花のストラップ
￥300

うさぎの輪ゴムかけ
￥200
裏側に磁石がついているので
冷蔵庫に貼っていただけます。

うさぎのハートピンチ
￥250
かわいいうさぎちゃんの裏にグリップが
ついているので、玄関や机の上に置いて
使えるメモばさみです。

かわいいものばかり
すごく気持ちが楽しくなります！
リピーターが多いです！

主にハーブ（ラベンダー・ローズ

マリー・セイジ・カモミール）を中

心とした商品を作っています。　  

シューズキーパー、せっけんなど

工夫してひとつひとつ丁寧に作り、

手間暇かけた作品ばかりです。木

工商品も作っており、特に「うさ

ぎの輪ゴムかけ」「うさぎのメモピ

ンチ」などが、よく売れています！

おすすめ
商品

せっけん
￥200

No.1 No.2 No.3

赤いテントが目印のかわいいお店です！ 
手づくり商品がいっぱい置いてあります。



取扱商品  

農作物・農産物加工品

2

人気商品
スベ 3ト

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ワークステーション フレニード

神戸市北区有野中町２丁目１９－９
　【神戸電鉄	岡場駅より徒歩７分】
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－９８７－２００９
営業日：月～金（祝日除く）
	 ９時～１７時
Ｅメール：fｒｉｅｎｅｅｄ-ｗｏｒｋ＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ
ホームページ：http://www.sw-friend.com

季節の野菜　各種
農薬不使用。
豊かな自然に育まれた野菜を
季節ごとにお楽しみください！

原木 しいたけ
￥200(税込）

原木栽培にこだわり、丹精込めて育てた
『しいたけ』！！菌床との違い・本当の旨
さを感じてください！

原木 乾し『しいたけ』
￥200(税込）

原木しいたけの栄養を ギュッと濃縮！！
乾燥することにより、栄養価・美味しさも
アップ！！

お客様の声

菌床のしいたけとは違い、歯ごたえ、
味の違いを実感しました。
これぞ『しいたけの味』！！

障害のある方の就労を目指すため

の作業支援をおこなっています。 

自分らしい暮らしをデザインし実

現する。共に考え歩んでいける、

そんな事業所でありたいと考えて

います。　　　　　　  　 　　  

No.1 No.2 No.3

袋入り：200g
トレイ入り：120～150g

20ｇ

地域のご要望に
お応えします！

地域のご要望に
お応えします！

公園等の除草や地域の草刈り

作業をおこなっています。

作業内容及び料金などの

　詳細について、ご相談の上、

　　請負させていただきます。

新鮮野菜の販売も
　　しています

出張販売もご相談ください！

様々な作業に
日々取り組んでいます！



取扱商品  

雑貨・木工製品など

3

スベ 3ト

人気商品

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

はっち NPO法人はっち
就労継続支援B型事業所

神戸市北区有野中町１丁目８－６
　【神戸電鉄	岡場駅	徒歩３分】
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－９８７－１２５５

ピンチ
￥180(税込）

お花やふくろうを
モチーフとした
メモばさみ。

マグネット クリアフレーム
●お花マグネット
２個入り ￥100(税込）

３個入り ￥150(税込）

●ふくろう・お花

￥450(税込）

●音符・柵

￥500(税込）

●音符のマグネット

￥180(税込）

●フレームマグネット

￥200(税込）

￥300(税込）

こつこつこつこつこつ・・・・・

フレーム、お花、はっぱ、花束など、

１つ１つが手作業です。手にとって

手づくりの温かさを感じていただ

けたら幸いです。　　　　　　 

No.1 No.2 No.3

お近くにお越しの際は
お気軽にお立ち寄りください！

仲良しふくろう
￥300(税込）

リボンフレーム
大 ￥800(税込）

小 ￥600(税込）

おすすめ
商品

Yukaストラップ
￥300(税込）

注文時の注意点 　

手づくり商品ですので、納品までに時間

がかります。早目に、ご連絡お願いします。

例）ピンチ … １カ月 １００個程度
　　お花マグネット … ２週間 １００個程度

店舗 「Ｈatch（はっち）」
営業日：月～金（祝日除く）　10時～17時30分



取扱商品  

農作物・農産物加工品

エイサーの出演

4

人気商品

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

上野丘更生寮

神戸市北区淡河町東畑７５

ＴＥＬ：０７８－９５８－０２５２
ＦＡＸ：０７８－９５８－０２５１
営業日：月～金（祝日除く）　９時～１７時

季節の野菜　各種
お米　　スナックえんどう　　ハチク　　まくわうり　　スイカ　　玉ねぎ　　トマト　　生椎茸（原木）　じゃがいも
ピーマン　　なす　　赤しそ　　細ネギ　　きゅうり　　キャベツ　　ブロッコリー　　さつまいも　　栗
大根　　白菜　　水菜　　カブ　　黒豆　　黒豆枝豆　　農産物加工品各種　など　

お客様の声

新鮮で安心のお野菜！　
お米がとっても、おいしいです！

障がいを持つ人がその有する能

力を活かし本人が自立した日常生

活、社会生活が営めるよう、働く

事を基本とした日中活動の場、就

労の機会の確保をする就労支援

事業に取り組んでいます。      

野菜の出張販売
地域のまつりやイベントで

お野菜の販売できます

エイサーの熱演!!
地域のイベント・まつり等で

エイサーの出演もできます！

地域のお手伝い
できます！

　公園の掃除、草刈り作業など
(作業内容・料金をご相談の上、請け負います)

施設でとれたお野菜を
たっぷり使った『お弁当』
も作っています！

おすすめ



取扱商品  

焼き菓子・木工製品

5

スベ ト

人気商品
4

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

神戸光の村授産学園

神戸市北区淡河町木津３８３

ＴＥＬ：０７８－９５０－５１０１
ＦＡＸ：０７８－９５０－５１３５
営業日：月～金
	 ９時～１６時

商品取扱店舗 「道の駅 淡河」
北区淡河町淡河字弘法垣６４３－１
ＴＥＬ：０７８－９５９－１６６５
営業日：年中無休
	 (12月31日～1月4日除く)
	 １０時～１７時

楽しい仲間
￥1,000(税込）

３種類
（水の仲間・草原の仲間・牧場の仲間）
それぞれ、10種類の木のおもちゃが
入っています。

フクロウなべしき ￥500(税込）

リンゴとレモンやき ￥150(税込）

携帯ストラップ ￥300(税込）

じゃこやき ￥150(税込）

しょうがやき
￥150(税込）

高知県産生姜を使用。
生姜の辛さと砂糖の甘さが絶妙です！

おはし置き
￥800(税込）

海と陸の生物たちのおはし置きです。

そらまめやき
￥150(税込）

塩気のある空豆をふ
りかけた後味の良
いせんべいです。

お客様の声

かわいい！！と評判です

皆様に喜んでもらいたいという強

い想いが、たくさんつまった商品

です。　　　　　　　　　　　 

毎日お煎餅や木工品作りを通し

て、自立を目指し、頑張っています。

おすすめ
商品

No.1
No.2

No.3

No.4



取扱商品  

ケーキ・焼き菓子・お弁当・食事など

6

人気商品
スベ 3ト

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ほっとステーション ぽてと

神戸市北区山田町上谷上字古々山２９－２２１
　【神戸電鉄	大池駅から徒歩１分】
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－５８１－３７９６
営業日：月～土　１０時～１６時

店舗 	Ｓｗｅｅｔｓ Ｆａｃｔｏｒｙ ＰＯＴＥＴＯ
店舗 	Ｃａｆｅ コスモス（真星病院内）

シフォンケーキ
￥200(税込）

プレーン、チョコ、抹茶、紅茶の4種類。
こだわりぬいた材料を使用しています。

・ フィナンシェ
・ ヴァニレキプフェル
・ サンドクーヘン
・ ガレット
・ マドレーヌ　など
　　　　各￥130(税込）

日替り弁当
￥550(税込）
手作りの美味しい
出来立てのお弁当を
宅配します！ 

チーズタルト
￥300(税込）

クリームチーズ本来の酸味とまろやか
で、コクのある味が楽しめます。

フルーツプリン
￥280(税込）

ほろ苦いカラメルとバニラの味香るプ
リンとの相性は最高です。

お客様の声

シフォンケーキが『おいしい』と
大人気！！自慢の商品です♪

焼き菓子やプリンなど、すべてこ

だわりぬいたハンドメイドで作っ

ています。　　　　　　　　　

これらのレシピの多くは、プロの

パティシエから直々に教わったも

のです。　　　　　　　　　　 

おすすめ
商品

No.1 No.2 No.3

『ｃａｆｅぽてと』では・・・　　　　　 

●イベント等で出張喫茶もできます。

● 予算に応じたギフトセットや、ラッピン

グ包装もできます。

● 結婚式用に、イラスト入りで、プチギフ

トもご用意できます。



取扱商品  
アクセサリー・雑貨など

取扱商品  
よもぎ製品・お弁当など

7

人気商品

ひとことメ
ッセージ ひとことメ

ッセージ

ぐりぃと  だんだん

神戸市北区谷上東町７－６
アルバ谷上Ｂ１Ｆ

ＴＥＬ：078－581－8915
ＦＡＸ：078－581－8916
営業日：月～金（祝日除く）	10時～15時

	 神戸市北区山田町
	 下谷上字西丸山20-30

	 ＴＥＬ：078－582－5544
	 ＦＡＸ：078－582－5526
	 営業日：月～金（祝日除く）	10時～15時30分

もーみーちゃん
￥400(税込）

風船と小麦粉でできて
いる不思議な触り心地の
「おもちゃ」です。

石けん
￥620(税込）

薬剤師さんに依頼
してよもぎのエキ
スをふんだんに使
用した赤ちゃんに
も安心の手づくり
石けんです。

特選お風呂でよもぎ
￥930(税込）

お風呂でよもぎ
￥820(税込）

国産よもぎ100％使用したよもぎ入浴用です。

ブレスレット
￥100(税込）

バリエーションに富んだ
カラーとサイズのブレス
レットです。

おいしい、手づくり、安心なお弁当を１つからお届けしま

す。素材も安心・安全！お米も契約農家から仕入れた兵庫

米を使用。現在は公的機関・小中学校・病院・幼稚園や個

人宅にお届けして

おります。

クラウン（道化師）活動や自主製品作りをしてい

ます。どちらの仕事もお客様の笑顔が見られるこ

とが嬉しいです！　　　　　　　　　　　　　  

自分達で作った商品を自信を持って皆様にお届け

しています。お弁当・よもぎ・野菜（兵庫内の農家

から仕入れて）。みんなで協力してこれからもこだ

わりの商品作りをしていきます！　　　　　　　  

１公演２０～３０分程度。出演料は２万円～。

※時間や出演料はその都度相談させて頂きます。

(１回の公演は平均５名の

クラウンがおこなっていま

す。)

クラウン(道化師)の出張できます！

ぐりぃと・だんだん
商品取扱店舗 「くろーばぁ」
神戸市北区筑紫が丘４丁目１－３
ＴＥＬ：０７８－２０３－６７７０

だんだん
商品取扱店舗

・ひょうごふるさと館
	（神戸そごう店）
・生活クラブ関西

など　

おべんとう ￥500(税込）配達料50円込み



取扱商品  

焼き菓子・さをり製品・農作物

紙すき製品・オットマン

8

人気商品
スベ 3ト

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

みのたに園

店舗 	Ｆａｃｔｏｒｙたけふ
神戸市北区松が枝町２－１－２４
（山田郵便局となり）
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－５８１－７３４０
営業日：月～金（祝日除く）
	 １０時～１６時

谷上駅前店
｢Ｆａｃｔｏｒｙたけふ２」
--------------------------------
谷上駅コンコースでも販売中
毎週水曜・金曜
１０：３０～１６：００

クッキーパイ ￥100(税込）

紙すき製品 名刺 50枚
￥750～(税込）

さをり織かばん ￥3,200(税込）

紙すき製品 はがき 5枚セット
￥100(税込）

誰かの役に立ち、誰かから「あり

がとう」と言ってもらえる・・・そ

んな「ありがとう」の輪が地域に

広がることを目指して日々取り組ん

でいます。商品は、ひとつひとつ

心をこめて作っています。　　　 

ぜひ一度、お立ち寄りください。  

おすすめ
商品

モロヘイヤクッキー
￥100(税込）

刻んで乾燥させたモロヘイヤに
ローストアーモンド、ピスタチオを
加えて焼きました！

さをり織りポーチ
￥1,000(税込）

１本の糸から丁寧に織りあげました。
世界に一つだけのオリジナル品。
両開きのファスナーがとても便利です。

オットマン
￥600～1,000(税込）

牛乳パックをリサイクルした「足置き」
「子ども用いす」です。
丈夫に仕上げました。

お客様の声

さをり織りは、手づくりの温か
みがあり、色使いや模様など
オリジナル品で好評！

No.1 No.2 No.3

●バザーやイベントでの販売もしています！

●野菜の出張販売も、ご相談ください！

火・木は、新鮮な
無農薬野菜が入荷します

Ｐあり



取扱商品  

アクセサリー､雑貨､農作物

靴､リサイクル品(新古品)など

9

スベ 3ト

人気商品

ひとことメ
ッセージ

ロードコミュニティ障害者支援センター

店舗 	ロードショップ
神戸市北区緑町２丁目１－４５【神戸電鉄	山の街駅から徒歩５分】
ＴＥＬ：０７８－５８２－２２８７
ＦＡＸ：０７８－５８２－２４１０
営業日：月～金（祝日除く）　９時～１６時３０分

つまようじ入れセット
￥250(税込）

人気のつまようじ入れと
携帯用のお得なセットです！

マグネット クリップ
￥150(税込）

携帯用つまようじ ￥50(税込）

入れものは、何度でも使えて便利です。

ストラップ ￥100(税込）

シンプルだけど、ポップでカラフル！

障害をおもちの方と共に「きずな」

「おもいやり」「つぐない」「心づか

い」をモットーに、販売・ポスティ

ングなどを通じ、地域に貢献でき

る事を目標にがんばっています。

Ｈ２６．９にリニューアルオープン

しました。さらにお客様に喜んで

いただけるように、利用者と共に

新鮮な野菜や自社製品を販売し

ています。　　　　　　　　 　

おすすめ
商品

No.1

No.2

No.3
お客様の声

かわいいお店ができてよかった！
孫のプレゼントに良いものが見つ
かった！と喜んでいます。



取扱商品  

さをり織り・アクセサリー

雑貨・農作物・つけものなど

10

人気商品
スベ 3ト

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

清心ホーム

店舗 	Ｌｅａｆｌｅｔ（リーフレット）
神戸市北区若葉台１丁目１－６【神戸電鉄北鈴蘭台	駅バス停前】
ＴＥＬ：０７８－５９１－０２５６
ＦＡＸ：０７８－５９４－８５０１
営業日：火・木・金（祝除く）　１０時１５分～１３時

清っ子漬け
￥100(税込）

北区農家より仕入れた野菜で作った
しょうゆ漬け。賞味期限３カ月！

さくらんぼビーズ
￥150(税込）

携帯電話やかばんにつけても
オシャレ！

さをり織り製品
￥100～(税込）

コースターやティッシュケース、
きんちゃくなど、品ぞろえ豊富です。

清心ホームは、北鈴蘭台駅前と

いう好立地で、施設内で授産品

製作など、日中活動に取り組んで

います。　　　　　　　　　　 

敷地内のバス停に面した所に店

舗『Ｌｅａｆｌｅｔ』があり、日中

活動の一環として店舗営業を行っ

ております。利用者を中心として、

野菜販売の接客に臨んでいます。 

おすすめ
商品

No.1 No.2 No.3

お客様の声

おかずの１品や、ビールのおつ
まみに、ちょうどいいです！♥

お客様の声

お子様に大人気♪♥

元気いっぱいのスタッフが
お待ちしております！

地元農家や施設からその日の朝に仕入
れた「新鮮野菜」と「お花」を販売して
います!

注文時の注意点 　

商品の製作に時間がかかることがありま

すので、納期については、事前にご相談く

ださい。



取扱商品  

焼き菓子・木工製品・宅配弁当
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スベ 3ト

人気商品

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

北むつみ

神戸市北区鈴蘭台北町４－１－２０	山神ビル２階
　　【神戸電鉄	鈴蘭台駅から徒歩５分】
ＴＥＬ：０７８－５９３－９９４３
ＦＡＸ：０７８－９０４－８０１９
営業日：月～金（祝日除く）　９時～１７時

佃煮（たいたん）￥110(税込）

プレート小 ￥550(税込）

　　　　　　大 ￥750(税込）

レモンクッキー￥100(税込）

フリーボックス小 ￥1,300(税込）

　　　　　　  大 ￥1,800(税込）

『北むつみ』は、就労継続支援

Ｂ型事業所として、手工芸（北

むつみ会）、弁当（すずらんの

里）、製菓（クッキー工房ブルー

ベリー）の三部門で運営されて

おり、日中の働く場や居場所と

して心の病を持つ方の社会参加

と夢の実現を応援しています。 

おすすめ
商品

すずらん弁当 ￥450(税込）

地元産の野菜を使った季節感のある手づく
り弁当です。1個から配達できます！

チョコチップクッキー
￥100(税込）

小さな子どもから大人まで
年齢を問わずに大人気です！

マグネット ２種　￥350(税込）

●マスコットマグネット
かわいい動物や果物の型のマグネット

●マグクリップ
小さな動物をピンチに貼りつけたマグネット

お客様の声

手づくりで温かみがあり、普通の店に
ない品物が、大変気に入りました！

No.1
No.2 No.3

注文時の注意点 　

品物によって、在庫がない時など、日数

がかかる場合があります。
バンド活動しています。

北神地区と鈴蘭台地区のメンバーと職員で

バンドを結成し、各地のお祭りなどに参加し

ています。ご依頼があればできる限り参りま

すので、ぜひ、お声をかけてください。

お客様の声

クッキーの種類がたくさんあり、
選ぶのが楽しいです！



取扱商品  

アクセサリー､雑貨､農作物など
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人気商品
スベ 3ト

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

のぞみコミュニティ障害者支援センター

店舗 	手づくりショップのぞみ
神戸市北区鈴蘭台北町１－４―１０
　【神戸電鉄	鈴蘭台駅から徒歩３分】

ＴＥＬ：０７８－５９４－３２２５
ＦＡＸ：０７８－３８４－２１７０
営業日：９時～１７時

スワロフスキー ネックレス
￥1,300～(税込）

スワロフスキーの特徴を活かした
様々なネックレスがあります

スワロフスキー(指輪)
￥1,200～(税込）

天然石(ブレスレット)
￥1,200～(税込）

干支ストラップ
￥500(税込）

ビーズを使った１２支のストラップ！

髪ゴム（パール・カットガラス）
￥400～(税込）

パール系、カットガラス系の髪ゴム
お子様からシニアの方まで幅広く品揃え！

手づくりのビーズ商品を中心に、
プリザーブドフラワーや小物類も用意
しています。是非、ご来店ください！

指輪の指の大きさや、ネックレスの
長さなどをオーダーメイドできます！

『共に生きる』を理念として、障

害を持つ人と支援者が、共に様々

な作業や活動をおこないながら、

地域の中で活力を持って活動して

いただける事務所としてがんばっ

ています。 　　　　　　　　　

おすすめ
商品

各種ストラップ　
￥100～1,000(税込）

No.1

No.2 No.3

お客様の声

♥スワロのネックレスをつけていると
友達から好評です



取扱商品  

焼き菓子・アクセサリー・夕食用惣菜
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スベ 3ト

人気商品

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

障害者地域活動支援センター  おばんざい菜

神戸市北区北五葉１－２－３		西鈴コーポラス１０３
　　【神戸電鉄西鈴蘭台駅	徒歩５分】
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－５９４－９０２３
営業日：火～土（祝日除く）
	 １０時～１８時

夕食のおそうざい
(主菜・副菜)
１食 ￥360(税込）

ビーズネックレス 各種
￥1,000(税込）

「おばんざい菜」は、規模も人数

も本当に小さな施設です。　　　

しかし集う利用者の方々が作られ

るクッキーやケーキ、お惣菜、ビー

ズアクセサリーは、本格的です。 

小さくてもキラリと光る個性を紡い

でいきます。　　　　　　　　  

おすすめ
商品

おばんざいクッキー
￥100(税込）

一口食べると、次に手が出る
美味しさです！
(８種類の味です)

おばんざいケーキ
￥100(税込）

素朴なパンプキンや香ばしい
ガトーショコラがピカイチ！

ビーズストラップ
￥500～600(税込）

スワロフスキー石を使用した
美しいストラップです。売れ筋です！

お客様の声

クッキーを１度食べたらおいし
かったのでまた買いに来ました！

No.1 No.2 No.3

注文時の注意点 　

● クッキー・ケーキは、ご入用の３～４日

前までにご注文頂きますと確実です。

● お惣菜は、毎週水曜日の夕方にお届け

します。（北区南部のみ）

● ビーズアクセサリーは、全て手作りのた

め、お時間をいただきます。

お客様の声

いつも、おいしく
いただいています！

木のぬくもりが感じられる温かみ
のある店舗です。
お気軽にどうぞお越しください！



取扱商品  

アクセサリー・雑貨
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人気商品
スベ 3ト

ビーズパッチン留め
￥100(税込）

パッチン留めに、ビーズで作った
花をあしらっています！

ビーズストラップ 花
￥100(税込）

ビーズで作った花をストラップに
しました！

ファッションタオル
￥450(税込）

タオルをドレス風に飾っています！

お客様の声

小さくて可愛いらしいと
お子様に人気！♥

お客様の声

お部屋のインテリアにもＧｏｏｄ！♥

No.1 No.2 No.3

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

共働作業所 すずらん

神戸市北区南五葉1-1-3	鈴蘭台第4団地2号棟1階　　
【神戸電鉄　西鈴蘭台駅から徒歩５分】
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７８－５９４－３０４１
営業日：月～金（祝日除く）
	 １０時～１６時

ガーゼ ししゅうハンカチ
￥300(税込）

アクリルタワシ ￥150(税込）

ミサンガ
￥200(税込）

抱き人形 ￥450(税込）

『すずらん』では、身体障害者の

方々が、それぞれが できること
4 4 4 4 4

を分担し、ひとつひとつ心をこめ

て作っております。　　　　　　

店舗で接客等に取り組むことで、

対人マナーや社会ルールなども学

びながら、明るく・楽しくすごして

います。　　　　　　　　　　  

おすすめ
商品

注文時の注意点 　

すべて手づくりです。ひとつひとつ心をこ

めて作っておりますが、ご理解の上、ご購

入くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。



取扱商品  

　　缶バッジ商品
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人気商品

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

グリーンホーム平成

神戸市北区山田町下谷上字中一里山14－１
　【しあわせの村内】

ＴＥＬ：０７８－７４３－８２８１
ＦＡＸ：０７８－７４３－８２８４
営業日：月～金　９時～１７時

商品取扱店舗

　　｢エスケール｣
■場所：しあわせの村内
	 本館・宿泊館１階
■営業時間：７時30分～18時

缶バッジ
裏側に、安全ピンがついています
服やバックにつけることができます

３８ｍｍ ￥70(税込）

５７ｍｍ ￥80(税込）

缶マグネット
裏側に、磁石がついています
冷蔵庫などにつけることができます

３８ｍｍ ￥70(税込）

５７ｍｍ ￥80(税込）

缶キーホルダー
キーホルダーになっています
携帯電話やカギにつけることができます

５７ｍｍ ￥100(税込）

ボランティアの方に
日中活動・作業・散歩等に
ご協力いただいています。

しあわせの村という緑いっぱいの

中で、のんびり、ゆったりと作業

を行っています。　　　　　　　

注文時の注意点 　

注文を受けてから納品までに、お時間を

いただくことがあります。

お好きな「写真」や「イラスト」など
で

『オリジナル缶バッジ』が作れま
す！

お好きな「写真」や「イラスト」など
で

『オリジナル缶バッジ』が作れま
す！



取扱商品  

　　　手芸品
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人気商品
スベ 3ト

商品取扱店舗

　　｢エスケール｣
■場所
しあわせの村内宿泊館１階
■営業時間
７時30分～18時

ポケットティッシュケース
￥100(税込）

街でもらうティッシュも、
ケースに入れるだけでかわいいです！

コースター
￥100(税込）

和洋様々な柄を取りそろえており
お茶のおもてなしにもどうぞ

給食袋
￥500(税込）

入学のお祝いとして、オススメ！
ティッシュケースとセットもできます。
大量注文も承ります。

No.1 No.2 No.3

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

神戸市北区山田町下谷上字中一里山14－１
　【しあわせの村内】

ＴＥＬ：０７８－７４３－８２８２
ＦＡＸ：０７８－７４３－８２８３
営業日：月～金（祝日除く）
	 ８時３０分～１７時

お弁当袋 大 ￥550(税込）

　　　　　　   小 ￥500(税込）

大袋 ￥500(税込）

小袋 ￥250(税込）

ラベンダーサシェ ￥200(税込）

障がいのある利用者が、みんな

でできる力を持ち寄って自主生産

品を製作し、販売しています。　 

ぜひ、お買い求めいただき、使っ

ていただけると、こんなにうれし

いことはありません！　　　　　

おすすめ
商品

ワークホーム緑友

縫製が丁寧で生地のセンスも
良いと思います。手づくりなの
にお値段がリーズナブルです！



取扱商品  

　　　手芸品
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スベ 3ト

人気商品

商品取扱店舗

｢カフェ コスモス｣
場所：真星病院内
営業日：火～土		９時～14時30分
｢エスケール｣
場所：しあわせの村内宿泊館１階
営業時間：７時30分～18時

ダスター
￥120(税込）

１点１点に、ワンポイントのししゅうが
あります。3枚セットなら、330円とお得です！

ミニマット
￥200(税込）

くつしたの余り糸で製作した
手づくり商品です

アクリルたわし 2個

￥200(税込）

洗剤いらずの環境にやさしい
アクリルたわしです！

No.1 No.2 No.3

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

神戸市北区山田町下谷上字中一里山14－１
　【しあわせの村内】

ＴＥＬ：０７８－７４３－８２７０
ＦＡＸ：０７８－７４３－８２７１
営業日：月～金（祝日除く）
	 ９時～１６時３０分

ふきん ￥100(税込）（４枚で360円）

ショートマット
￥1,000(税込）

ざぶとん ￥500(税込）

タオルのエプロン
￥500(税込）（レース付650円）

ワークホーム明友は、しあわせ

の村にある障害者支援施設です。

ダスターや座布団など、便利に

お使いいただける色々な商品を製

作・販売しています。　　　　　

おすすめ
商品

ワークホーム明友
北区内のイベント・バザーな
どでも販売しています！ぜひお
立ち寄りください！

注文時の注意点 　

当施設の商品は、現在郵送による販売は

おこなっておりません。

各販売店舗・当施設内で、お買い求めくだ

さい。



取扱商品  

缶バッジ・缶マグネット
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人気商品
スベ 3ト

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

ひとことメ
ッセージ

神戸明生園

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１【しあわせの村内】

ＴＥＬ：０７８－７４３－８０６０
ＦＡＸ：０７８－７４３－８０６１
営業日：月～金（祝除く）
	 ９時～１７時

缶バッジ
直径５７ミリの缶バッジです。
かばんやリュックにつけて、アクセントに!

５７ｍｍ  ￥100(税込）

缶マグネット
直径５７ミリの缶マグネットです。
冷蔵庫などに、メモがはれます！

５７ｍｍ  ￥100(税込）

神戸明生園は、しあわせの村の

中にある障害者支援施設です。  

利用者の方の活動の中から生ま

れた楽しいイラスト商品を展開中

です。　　　　　　　　　　　 

商品を通して、多くの方々とつな

がっていけることを願っています。

注文時の注意点 　

● 注文用紙に、ご希望の絵柄

の番号と個数をご記入下さ

い。

● 絵柄の組み合わせは、おま

かせも可能です。

● 大量注文の場合は、お日に

ちを頂く場合があります。

● カタログ写真と実物では色

味が異なる場合があります

が、ご了承下さい。

かわいいデザインの缶バッジがいっぱい！！
神戸明生園の利用者の方の楽しいイラスト

で
す！

缶バッジ
裏側  

缶マグネット
裏側  

①ねこ

②ようせい ④地図

③くるま

⑥ひよこ

⑤いぬ

⑦きりん

⑧かに



19

注文の流れ

欲しい商品を選ぶ
● 欲しい商品を「カタログ」から選ぶ。

商品のお受け取り

注文する
● 注文票（裏表紙をコピー）を記入し、ＦＡＸする。　

● 出張販売、出演、施設見学などの問い合わせをする。

※	障がい者が、ひとつひとつ手づくりしておりますので、短い期間での大量生産

は難しいです。ご理解いただき、お早めの注文にご協力お願いいたします。

　掲載商品の仕様・価格などは、予告なく変更される場合があります。また、諸般の

都合により予告なく生産中止される場合がありますのでご了承ください。

確認する
● ＦＡＸ後、事業所より確認の連絡がある。
（万一、注文後３日以内に連絡がない場合は、お手数ですが確認のご一報を
お願いします）

● 在庫状況、受け渡し方法、お支払い方法など、時期や事業所によっ

て異なりますので、直接確認させていただきます。
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北区ふれあい商品カタログ注文書
注文先事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　宛　　　		平成　　　年　　　月　　　日

※この欄は、お申込者とお届け先が異なる場合のみご記入ください。

【商品の納入】
○すべて手作りで作成しているため、数多くご注文いただく場合は、日数に余裕をもってご注文ください。

【商品の納品方法】
○原則として、宅配便による配達とさせていただきます。（送料はお客様負担とさせていただきます。）

【代金のお支払い方法】
○原則として、商品到着後、お振込みでお支払いください。箱代・紙袋代が加算される場合があります。

【商品の返品・交換について】
○ 万一、商品の破損・汚損などの不良品がございましたら、商品到着後８日以内に、返品または交換とご記

入のうえ、商品と一緒に料金着払いでご返送ください。

【注文の確認】
○ 万一、注文書送付後、３日以内に事業所より連絡がない場合は、お手数ですが確認のご一報をいただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

商品の注文は、このページを コピー してお使いください。

お	

申	

込	

み

フ　リ　ガ　ナ

おなまえ・団体名
担当
者名

住　　所
	〒

電話番号 ＦＡＸ

メールアドレス

お	

届	

け	

先

フ　リ　ガ　ナ

おなまえ・団体名
担当
者名

住　　所
	〒

電話番号 ＦＡＸ

ご
注
文
の
商
品

商　　品　　名 単　価 数量 商品代金 ご希望お届け日

　　　　　月　　　日まで

通信欄：　　		　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　商品代金合計

ご
注
文
の
商
品

□ご注文をお受けしました。

□ご注文をお受けしましたが、次のとおり連絡事項があります。↓
╭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　╮
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
╰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　╯




