
法人名 （特非）ゆめこころ

事業所名 ゆめこころ

羊毛を使った可愛い小物や、さをり織りの小物、木工製品・・
手作りのぬくもりを感じられる商品づくりを目指しています。すべて一点もの、ゆめこころのオリジナルです。

🏠 南アルプス市藤田4604-1

☎ 055-225-5226
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①フェルトソープ

石鹸に羊毛を巻き付けてフェル化してい
ます。このまま手洗いできます。羊毛の
殺菌作用と繊維でお肌つるつる。
飾っても香りを楽しめます

¥300 （税込み）

提供可能数 色はおまかせ交換可能

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②さをり織りのマスク置き

マスクを置いたり持ち歩きに便利なケー
スです。さをり織りの風合いがとても素
敵です。

¥600 （税込み）

提供可能数 柄はおまかせ。交換可能

③アニマルストラップ

羊毛でボールを作り、かわいい動物の
ストラップにしました。(クマ、ブタ、ペンギ
ン、カエル、ゾウ、カッパ ヒヨコ)

¥300 （税込み）
提供可能数 動物の指定をしてください

④フェルトの鍋敷き

フェルトボールで作った鍋敷きです。
食卓で鍋を囲むときにも重宝します。食
卓が華やかに・・

¥ 1000（税込み）
提供可能数 柄はおまかせ交換可能

⑤ダルマストラップ
みなで作った羊毛ボールを縁起のいい
カラーダルマストラップにしました。(赤・
緑・ピンク・黄色・紫)

¥300 （税込み）
提供可能数 色の指定をしてください

⑥木べら

さくらの木で手作りした、木べらです。や
さしく手になじみます。お料理するのが
楽しくなりますよ。

¥1000 （税込み）

提供可能数 １５本



法人名 （株）NEXT・DOOR

事業所名 こっとん

利用者さんが楽しみながら作った作品です。個性あふれる作品で、見ているだけで癒されます。

他にも違う色、デザインのクラフトバッグ 8個や、かわいい小物雑貨もあります。11/6 店頭で販売しています。

どうぞお立ち寄りください。

🏠 甲府市高畑1丁目16-8

☎ 055-225-5440
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①縦あみのバッグ
横26cm幅13cm深さ30cm持ち手40cm
★A4サイズの書類入れや買物Bagとし
て使えます。

¥3,000 （税込み）
提供可能数 1

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

③お買い物バッグ
横30cm幅13cm深さ20cm持ち手40cm
★買物Bagやインテリアとして雑誌、新
聞入れにも使えます。

¥3,000 （税込み）
提供可能数 1

④ミルク缶の小物入れ
底直径6cm高さ7.5cm
★ペン立てやメガネ入れとして使えます。

¥400 （税込み）

提供可能数 5
（茶1 紺1 白1 ミント1 ﾑｰｽﾋﾟﾝｸ1）

⑤カジュアルBOX
横30cm幅17cm高さ11cm
★お気に入りを大切にしまう自分だけの
宝箱としてお使いください。

¥700 （税込み）
提供可能数 1

⑥動物の小物入れ
直径6cm高さ4cm
★指輪やピアス、ちょっとしたアクセサ
リー入れなど、ご自由に使ってください。

¥300 （税込み）

提供可能数 6
（ﾗｯｺ1 くま茶2 くまｵﾌﾎﾜｲﾄ1
くま水色1 ひよこ1）

②キノコのキーホルダー
幅4cm高さ5cm
★見てるだけで癒されるキノコの形。
鍵をつけたりバッグにつけたり、アクセ
ントにどうぞ。

¥200 （税込み）

提供可能数 13
（赤1 ピンク2 ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ1 黄2 青2
オレンジ5）



法人名 （福）さかき会

事業所名 みらいファーム 🏠 中巨摩郡昭和町紙漉阿原１８０８－２

☎ ０５５－２７５－６５５５
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①シルクストール

¥1,820 （税込み） 提供可能数 5

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②オーガニックコットンマスク

¥820 （税込み） 提供可能数 3

真心こめて育てたオーガニックコット
ンをマスクにしました♡色はベージュ。
サイズはレギュラーサイズ。

優しさが詰まった一つだけの色合い✧
肌に優しい天然素材です♡ブルーグ
リーン系、ブラウンイエロー系でお届け
します。
当日、先着順でお選びください。

今回はこちら

富士山の見える緑豊かな農園で冷たい井戸水をふんだんに使い、愛情こめて大切
に大切に育てています。こだわり抜いた花や農産物。自然の恵みをたっぷり受けた
みらいファーム自慢の商品を、どうぞお求めください。



法人名 （株）やさしい手甲府

事業所名 しょうがい福祉サポート甲府

はじめまして、やさしい手しょうがい福祉サポート甲府です。今年の8月にオープンした新しい事業所です。私たち
は、一枚一枚手作りした紙製品・利用者の強み・特技を活かしたミサンガ・石鹸作りを「楽しく・元気に・無理せずに」
を合言葉に毎日頑張っています。是非皆様へ、手作りの温かみを届けたいです。宜しくお願いします。

🏠 甲府市上石田1-8-16

☎ 055-244-6532

12

①ミサンガ
ファッションアイテムにいかがでしょうか？一つ
一つ手編みで作っています。色は、指定できま
せん。

1本 ¥300（税込み）
提供可能数 20本

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②ストラップ
携帯電話や鍵などにいかがでしょうか？鈴付き
なので目印にもなりますよ。色は、指定できませ
ん。

1本 ¥200 （税込み）

提供可能数 20本

③和紙ハガキ
原料から手作りした和紙のハガキです。たまに
は、メールや電話ではなくハガキを使ってみませ
んか？とても温かみのある商品です。

3枚1セット¥ 150 （税込み）

提供可能数 100セット

④卓上カレンダー
牛乳パックの再生紙と和紙で作った卓上カレン
ダーです。机の上やトイレなどにいかがでしょう
か？来年のカレンダーはこれに決まりだね。

1個 ¥300 （税込み）

提供可能数 30個

⑤宝石石鹸
えっ！宝石！ではなく石鹸です。感染症予防に
いかがでしょうか？今ならもれなく外出先などで
便利な一回で使い切れる石鹸もつけちゃいます。

2個1セット¥ 150 （税込み）

提供可能数 80セット



法人名 （福）双葉会

事業所名 ワークハウスふたば

利用者さんと協力して一つ一つ丁寧に作ったお菓子や雑貨、アクセサリーです。

数に限りがありますのでお早目のご注文お待ちしています。

🏠 甲斐市下今井2650-1

☎ ＴＥＬ・ＦＡＸ 0551-28-6889
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①クッキー
無添加・低カロリーの健康的なクッキー
です。プレゼントにいかがですか。
さまざまな型、ラッピングや配達にも対応
いたしますので、お気軽にご相談ください。

¥100 （税込み）
限定20個

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②お花のリース(パープル)
利用者さんと折り紙で一つ一つ折り、つ
なぎ合わせたリースです。パープルのフ
ラワーリースをご自宅やプレセント、素
敵なインテリアとしてお楽しみください。

¥1.300 （税込み）
限定1個

③お花のボールブーケ
(パステル・ホワイト)

利用者さんと折り紙で一つ一つ折り、
ボールブーケを作りました。ご自宅やプ
レセント、素敵なインテリアとしてお楽し
みください。

¥1.000 （税込み）
ホワイト2個 パステル1個

④小物入れ
(ブラウン・ナチュラル・ブラック)

利用者さんと一緒に頑張ってヤスリを掛
け、色塗りをし作りました。シンプルでプ
レゼントにもおすすめです。

¥500 （税込み）
各1個 限定3個

⑤ティッシュケース
(ブラウン・ナチュラル・ブラック)

利用者さんが丁寧に色塗りをしてくれま
した。お部屋のインテリアに合うシックな
ティッシュケースになっております。

¥700 （税込み）
各1個 限定3個

⑥アクセサリー
利用者さんがさをり糸を編んだ上品なミ
サンガと、利用者さんが磨いたプラバン
をＵＶレジンでコーティングした華やかな
お花のアクセサリーです。

¥500 （税込み）
ミサンガ1個 イヤリング2個



法人名 （福）青い樹の会

事業所名 スマイルファクトリー

スマイルファクトリーの焼き菓子は多くのお客様から美味しいと評判をいただいております。

スーパー、コンビニ、喫茶店、道の駅などで販売もしております。

事業所の名称どおり、作り手も買い手の皆さんも笑顔がたくさん溢れるよう願いを込めて活動をしております。

🏠 南アルプス市西南湖３２－１

☎ ０５５－２３４－５０２４
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①クッキー 内容量 240ｇ

購入された方からは「美味しい！」と、とても好評をいただいております。
南アルプス市役所、スーパー、道の駅、コンビニでも販売しています。
食べきりサイズです。ぜひご賞味下さい。

¥600 （税込み） 提供可能数 50セット（6種類入り）

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②ラスク 内容量 65ｇ

フランスパンをシュガーバターとガーリックバターでサクッと焼き上げ
ました。シュガーラスクはおやつに最適。ガーリックラスクはお酒のお
共に。またガーリックラスクはコンソメスープやオニオンスープに入れ
ても美味しいですよ。

¥200 （税込み） 提供可能数 25セット（2種類入り）

★当日は、現地にて数量限定で、紫芋とかぼちゃのケーキを販売予定です。



法人名 （特非）心音会ぽこあぽこ

事業所名 リベルタ

『すべて手作り』をモットーに、一つひとつ心を込めて作り毎日カフェを運営しています。

自家焙煎のコーヒー豆は今回特別価格で販売いたします。

たくさんのご注文お待ちしています。

*内容量は包装別です。

🏠 西八代郡市川三郷町上野176

☎ 055-288-1549
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①アジと鶏肉の甘辛揚げ丼

揚げたアジと鶏肉に醤油ベースの甘ダ
レをたっぷり絡めました。ゴマの風味も
効いた一番人気の丼物です。350ｇ

¥450 （税込み）

提供可能数 40

第７回山梨県障害者芸術・文化祭

【授産製品】

②リベルタカレー

みじん切りされた玉ねぎと人参がたっぷ
り。辛味度は2。辛さの中に野菜の甘み
が口いっぱいに広がります。320ｇ

¥400 （税込み）

提供可能数 40

③しそ入りとんかつ

生パン粉を使ってふっくら仕上げました。
しそはリベルタで収穫したものを使って
います。120ｇ

¥150 （税込み）

提供可能数 40

④ハムエッグフライ

生パン粉を使って仕上げました。
リベルタの新商品です。120ｇ

¥150 （税込み）

提供可能数 40

⑤プチアメリカンドッグ

お子様でも食べやすい大きさで大変人
気です。串もかわいらしくカラフルに仕
上げました。3個入り100ｇ

¥100 （税込み）

提供可能数 40

⑥リベルタ自家焙煎コーヒー豆
世界各国から集めた選りすぐりのコー
ヒー豆を自家焙煎しています。今回は人
気の東ティモールをミル挽き、粉で販売し
ます。1袋100ｇ

¥500 （税込み）

提供可能数 30


