
法人名 （特非）いでたちの家

事業所名 就労継続支援B型事業所ひかりハウス

たくさんの方に目をとめてもらいたい一心で製作しました。たくさんの注文をお待ちしています。

🏠 甲府市城東１丁目１６の２４

☎ ０５５（２２４）７５７０

１

①足もと灯
１０年来作成している人気の商品です。
ガラスは一流のものを使っておりますの
で、インテリアとしても好評をいただいて
います。

¥2,500 （税込み）
提供可能数 5ケ

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②キャンディーBOX
オールシーズン使えるキャン
ディーBOXです。花器としても使え
ます。（イルカ、バク）

¥800 （税込み）
提供可能数 5ケ

③サンタがきた
ステンドグラスを使った家にプラバン
のサンタとトナカイ、雪ウサギがいます。
お子様のお部屋にも。
（緑、赤両方の色が入っています。）

¥2,500 （税込み）
提供可能数 5ケ

④ブローチ
ステンドグラスで作ったブローチ
です。残り僅かの人気のあるアクセ
サリーです。
左から、ねこ、犬の親子、インコ

¥1,500 （税込み）
提供可能数 3ケ

⑤サンタからのプレゼント
キャンディーBOXにクリスマスを祝う絵
が描かれています。クリスマスに小さな
お菓子をいれてもかわいいです。
（同じデザインです。）

¥1,000 （税込み）
提供可能数 2ケ

⑥フラワーリーフ
直径２５㎝～３０㎝くらいです。
一つ一つが手作りです。玄関、リ
ビングにいかがですか。

¥1,500 （税込み）
提供可能数 3ケ



①写真が入ります

※この図形は削除してください

法人名 （特非）ジョブクリエーター

事業所名 ジョブスペースかけはし

利用者の皆さんが一生懸命作った趣向品です。一生懸命に利用者の皆さんが作ってくれました。

たくさんのご注文お待ちしています。

🏠 南アルプス市野牛島1475-3

☎ 055-287-7303
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①リース

クリスマス仕様の手作りリース

850円 （税込み）

提供可能数 20個
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【授産製品】

③写真が入ります

※この図形は削除してください

⑤写真が入ります

※この図形は削除してくださ
い

④写真が入ります

※この図形は削除してください

⑥写真が入ります

※この図形は削除してください

②サシェ

ミント・ローズマリー・ラベンダーの香り袋

各100円 （税込み）

提供可能数 各10個

③ジャム

柚子・キウイのジャム

各400円（税込み）

提供可能数 各30個

④スプレット

柚子・キウイのスプレットは甘みがない
のでフルーツソース・ドレッシングにお勧
めです。

各300円（税込み）

提供可能数 各20個

⑤ハーブソルト

イタリアンパセリ・セージ・ローズマリー
3種のハーブ入りソルト

100円（税込み）

提供可能数 20袋

⑥コースター

木工コルク仕様

100円税込み）

提供可能数 30個

①写真が入ります

※この図形は削除してください



3 法人名 （福）あそびじゅく

事業所名 茅工房
🏠 甲府市貢川１丁目２－２３

☎ ０５５－２２７－７７１９

【授産製品】

たくさんのご注文お待ちしています。

①家サンタ（吊るし）

紐がついているので壁にかけて飾れま

す。

１個 ¥３５０ （税込み）

提供可能数 ７個
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②家サンタ（置き）

置き型になっていますので玄関等に飾

れます。

１個 ¥７５０（税込み）
提供可能数 ７個

③リース、袋サンタ

リースは紐がついているので壁に掛けられ、袋

は置き型の商品になっています。

各 ¥７００（税込み）

提供可能数 各５個

④舞い降りサンタ

紐がついているので壁にかけて飾れま

す。

１個 ¥６００（税込み）

提供可能数 ５個

⑤吊るし（家、靴下）

紐がついているので壁にかけて飾れま

す。

各 ¥３５０（税込み）
提供可能数 各５個



法人名 また明日株式会社

事業所名 また明日セルフサポート

メンバーと定期的に作成し、地域の方、デイサービス利用のお年寄り、駄菓子を買いに来た小学生に

評判の商品です。

様々な障がいを持つメンバーが一生懸命に作っています。買っていただくことは何よりも嬉しいです。

🏠 南アルプス市百々２３５５－１

☎ ０５５ー２８８－１１７７
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①ぞうきん

家庭で必要のないタオルをいただき、
一枚一枚を丁寧に作っています。
３枚入りで販売

¥50 （税込み）
提供可能数 ２０

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②アクリルたわし（丸）

編み込みは難しいですが、スタッフの指
導にて頑張って作りました。
汚れがよく落ちます。

¥50 （税込み）

提供可能数 ２０

③アクリルたわし（四角：大）

四角で大きめのたわしです。
様々な物品、場所の拭き取りに重宝です。

¥100 （税込み）
提供可能数 ２０

④駄菓子

問屋さんに出向いて購入に行きます。
近所の小学生、お年寄り、来所したお客
様に喜んでもらっています。

¥10~ （税込み）
提供可能数 ５０

⑤アクセサリー

女性メンバーが各自で色合いを考え
愛情込めて作りました。

¥100 （税込み）

提供可能数 １０

「④駄菓子」につきましては、種類・価格が当日の状況によっ
て変わります。

事前注文は受け付けておりませんので、会場にてお好きなも
のをお選びいただき、ご購入ください。



法人名 （福）あすなろの会

事業所名 みとおし

「食べることは生きること」常に安心安全をお届けできるよう心がけています。

自分たちで作った野菜と県内の農家さんの作った果物をふんだんに使い加工品として

生まれ変わりました。ささやかな贅沢としてどうぞご賞味くださいませ。

🏠 都留市井倉美通２５０番地

☎ ０５５４－４５－８６２２
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①エナジーバー

贅沢に山梨県産ロザリオビアンコ・デラ
ウェア入り是非、ご賞味ください。

４個入り

¥３００ （税込み） 提供可能数 ２０

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②シャインマスカット（ドライ）

ぶどうの宝石シャインマスカットを
房ごと乾燥。贅沢にご賞味ください。

¥３５０（税込み） 提供可能数 ２０

③シフォンケーキ（巨峰・抹茶）

それぞれの風味を感じながら
召し上がっていただきたい。

大人のシフォン。

¥３５０ （税込み） 提供可能数 ２０

④メロンパン

いつでもどこでもおいしいパン。
並んでも食べたい！

¥１８０（税込み） 提供可能数 ２０

⑤がんづき

山梨ではなかなか口にできません。
岩手のソウルを焼き菓子に！

¥２５０（税込み） 提供可能数 ２０

⑥ワッフル

おやつにも食事にも！
あの頃を思い出す。

¥１８０（税込み） 提供可能数 ２０



６
法人名 （福）藤実会

事業所名 ともしび福祉作業所 🏠 甲州市塩山中萩原１３０９

☎ ０５５３－３２－１９１６

【授産製品】

利用者の皆さんと一生懸命製作した手びねりによる陶器とレザークラフト製品です。
たくさんのご注文お待ちしています。

①花器・カップ

¥500（税込み）
提供可能数 １６個
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③小皿

¥300（税込み）
提供可能数 ３０個

⑤レザークラフト

キーホルダー（丸形）

¥500（税込み）
提供可能数 １０個

②中皿

¥400（税込み）
提供可能数 ２０個

④レザークラフト

キーホルダー（長形）

¥500（税込み）
提供可能数 １５個

⑥レザークラフト

コースター

¥150（税込み）
提供可能数 １０個



法人名 （福）三富福祉会

事業所名 ワーキングベースプロペラ

オ 事業所や販売品の紹介、キャッチフレーズなど、自由に記入

例）利用者の皆さんと一生懸命作ったお菓子です。かわいらしいパッケージは利用者の皆さんが描いてくれました。

たくさんのご注文お待ちしています。

🏠 甲州市塩山藤木1901

☎ 0553ｰ39ｰ8307
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①アニマルメモ
・ポケットサイズのメモ帳。表紙は、和紙を
使用して中の紙は、書きやすいようにクラフ
ト紙を使用しています。イラストは
左からライオン・パンダ・ウサギ・サル

¥170 （税込み）

提供可能数 60

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②ブロックメモ(クラフト)
・帯と裏面には、和紙を使用しています。メ
モ紙には、書きやすいようにクラフト紙を使
用しています。中紙の枚数は、80枚、利用
者が１～８０までの数字を数えて商品を仕

上げています。三種類あります。

¥440 （税込み）

提供可能数 30
③ブロックメモ(モフル)
裏面には、和紙を使用しています。メモ紙は、
モフル紙、「モフモフ」した感触と、見ても
触っても実感できる変わった紙を使用して
います。可愛らしいイラストが更にモフル紙
を独特の風合いとマッチしている商品です。

¥550 （税込み）

提供可能数 30

④葡萄・柿のハガキ
・牧丘の名産物、葡萄(巨峰)と柿(甲州百目
柿) 皮と一緒に漉いたハガキにした事でリ
ピーターのある手作りハガキです

¥100 （税込み）

提供可能数 30

⑤ポチ袋
・和紙の楮（こうぞ）を使ったポチ袋。パンダの
イラストの入った可愛い商品です。和紙を使っ
た商品となっておりますので高級感がありま
すが、渡す際に相手への思いやりを大事にす
る商品となっております。

¥110 （税込み）
提供可能数 30

⑥エコバッグ
・34*34cm,ハンドル長：19cm.折りたたみサイ
ズのオシャレな絵が入ったエコバックです。
更にコンパクトに持ち運びができるよう折り畳
みの可能になっております。

¥700 （税込み）

提供可能数 10



法人名 （福）富士河口湖町社会福祉協議会

事業所名 河口湖ハーバル工房

富士山の麓、湖の畔の素敵な環境で利用者さんと一緒に心を込めておいしいお菓子を作っています。

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟやラベンダーを使った珍しいハーブクッキーやモッチモチな食感が自慢のマフィンを是非一度

ご賞味ください。たくさんのご注文お待ちしています。

🏠 富士河口湖町船津6713-16

☎ 0555-72-3696
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①ハーブクッキー

ハーバル工房自慢のクッキーです。
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ・ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ・ﾚﾓﾝ・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ・ｼﾅ
ﾓﾝ・ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ・ﾁｮｺﾅｯﾂの７種類のご用
意（写真はｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ・ﾁｮｺﾅｯﾂ・ﾚﾓﾝ）

¥200（税込み）
提供可能数 各２０コ

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②もちもちマフィン
（プレーン）

ハーバル工房自慢のもちもち食感マフィ
ンです。独特な食感で一度食べるとや
みつきになるかも？

¥100 （税込み）

提供可能数 １００コ

③もちもちマフィン
（チョコチップ）

自慢のマフィンにチョコチップを加えまし
た。プレーンよりも濃厚な味わいです。
甘いもの好きな方にはバッチリ！！

¥100（税込み）
提供可能数 １００コ

④ミルクタフィー

昔懐かしいサクサクとした味わいです。
ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ｺﾞﾏ・ｺｰﾋｰ・ﾁｮｺ・ﾋﾟｰﾅｯﾂの５種
アソートです。

¥120 （税込み）

提供可能数 ３０コ


