


商品の価格は2022年3月現在のものです。原材料価格の変動等により、価格が変更される場合があります。

ライフステーション・あいち
名古屋城の近くにある福祉系NPO法人です。障害のある方や高齢者の支
えあいを基準にして、自ら考えた達成感と生きがいを創造していくことを目
標としていきます。当法人が運営する「ごちゃまぜLabo」では、お値打ちで
ヘルシーなお弁当を取り揃えております。
ホームページ https://life-station-aichi.com/

（食品）

ライフステーション・あいち　原則、月～金（祝休日除く）9時～16時
住所：〒462-0845 北区柳原四丁目2番2号
電話：052-750-5955/052-912-2311 ファクス：052-912-2316

店頭販売、電話・ファクスでも注文を賜ります。
※￥500以上の注文で北区全域無料配達

幕の内弁当　500円（税込） （ミニサイズ300円）
無添加でバランスの良さが人気です。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳　　
賞味期限（目安）：当日　納期：5日前迄にご注文ください。

Aランチ弁当　500円（税込） （ミニサイズ300円）
中華と洋食の盛り合わせ
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳　
賞味期限（目安）：当日　納期：5日前迄にご注文ください。

購入
方法

ワークショップすずらん（わっぱん）
地域のパン屋「わっぱん」としてパンとお菓子を製造しています。香ばしさ、
もっちりふっくらした口当りが特徴です。食卓に上がるパンやお菓子を通
じ、皆が一緒に幸せに暮らせる社会を目指します。
ホームページ https://www.wappan.com
令和4年4月中旬頃開設予定

（食品）

ワークショップすずらん（わっぱん）　原則、月～土、9時～18時
住所：〒462-0825 北区大曽根一丁目6番23号
電話：052-915-9672　ファクス：052-915-9694

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※配送・送付については、お問い合わせください

ちびっこモーニング [3種×5個]　380円（税込）
バターロール、レーズンスティック、クロワッサンのミニサイズを
詰め合わせ。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳
消費期限（目安）：7日程度　納期（目安）：当日～翌日

ミニチョコクロワッサン [9個入]　380円（税込） 
乳化剤不使用のオーガニックチョコをクロワッサン生地で
巻いて焼き上げました。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳
消費期限（目安）：６日程度　納期（目安）：当日～翌日

購入
方法

ピアセンター なないろ
障害のあるなしにかかわらず、誰もが安心して、こころ豊かにに暮らしてい
ける街づくりが私達の願いです。主にこころに障害のある方や、そのご家族
様、地域の方々が集い、楽しくにぎやかに活動しています。
ホームページ
https://kita.coop/guide/kitamentalclinic/kitament-nanairo

（食品）

ピアセンターなないろ　原則、月～金（水・祝休日除く）10時～16時
住所：〒462-0804 北区上飯田南町2丁目14番地の1
電話：052-910-8077　ファクス：052-910-8078

「キタッコいちば」の店頭のみで販売。

カップケーキ[1個]　150円（税込）
コアントローをかくし味に、
しっとりとバター風味に焼き上げました。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳
賞味期限（目安）：10日間

シフォンケーキ[1カット（1/8ホール）]　150円（税込）
保存料なし。ふんわり食感でお子様からお年寄りまで安心して
召し上がっていただけます。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵
賞味期限（目安）：当日中

購入
方法

めいほく共同作業所
障害のある人が、働きながら社会参加し、自立することを目指して援助して
います。天然酵母・国産小麦、四つ葉バターを使った手作りパンを、是非ご
賞味ください。
ホームページ
https://meihoku-fukushi.org/disabled/meihoku-sagyou

（食品）

めいほく共同作業所　原則、月～金（祝休日除く）9時～17時
住所：〒462-0802 北区上飯田北町4丁目39番地
電話：052-916-4470　ファクス：052-916-4472

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※配送・送付については、お問い合わせください

黒糖パン　120円（税込）
黒糖風味で人気があります。
特定原材料７品目の使用：小麦
賞味期限（目安）：3日
納期（目安）：注文日(午前10：00まで)の翌日午後

チョコチップクッキー [35g入]　110円（税込） 
サクッ、ホロッとした生地とチョコレートが絶秒です。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳
賞味期限（目安）：2ヶ月
納期（目安）：注文日の翌週

購入
方法

めいほく鳩岡の家（スイーツ工房 はとおか）
仲間たちが毎日プリンやクッキーを作っています。国産小麦、北海道よつ葉
バターなど、材料を吟味して作るクッキーは「このクッキーおいしい！」とファ
ンを増やしています。
ホームページ　https://meihoku-fukushi.org/disabled/hatooka

（食品）

めいほく鳩岡の家（スイーツ工房 はとおか）
原則、月～金（祝休日除く）9時～16時
住所：〒462-0025 北区鳩岡町1丁目1番地の5
電話：052-911-0055　ファクス：052-911-1155

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※配送・送付については、お問い合わせください

二度焼ココナツサブレ [5枚入]　150円（税込）
バターの豊かな香りが魅力です。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵
賞味期限（目安）：8週間程度
納期（目安）：1週間程度

ディアマン（チョコ＆ミルク） [30g入]　150円（税込） 
バターの香りとサクサク食感で幸せ気分のクッキーです。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵・乳
賞味期限（目安）：8週間程度
納期（目安）：1週間程度

購入
方法

MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT !（モーヤーコ）
お菓子の製造と販売をしています。『からだにやさしい おいしいおやつ』をコ
ンセプトに、材料はできる限り国産やオーガニックのものを使用。新しくって
楽しい!と思えるような仕事場を障害のある方と一緒に造り上げていきます。
商品販売サイト https://moyaco.thebase.in

（食品）

NPO法人ポパイ MO-YA-CO（モーヤーコ）
原則、月～土、10時～17時
住所：〒462-0842 北区志賀南通2丁目51番地
電話：052-508-6970　ファクス：052-981-8808

店頭販売、電話・ファクス・ウェブサイトでの注文可。
※配送・送付については、お問い合わせください

カカオニブクッキー [15枚入]　450円（税込）
カンボジアのカカオニブを使用。軽い食感で味と香りが楽しめます。
特定原材料７品目の使用：小麦
賞味期限（目安）：60日
納期（目安）：7営業日

おからと米粉のクッキー（プレーン） [15枚入]　350円（税込） 
おからと米粉でつくったヘルシーであっさり味のクッキーです。
特定原材料７品目の使用：卵・乳
賞味期限（目安）：60日　
納期（目安）：7営業日

購入
方法

問合問合

問合問合

問合 問合



名古屋市北区ウェブサイトで更に詳しい情報をご覧ください。 名古屋市北区　サンクスギフト 検索

フレンド愛 ぼちぼち
障害のある方が、「私が私らしく そして あなたがあなたらしく」、暮らし、社
会参加し、余暇を楽しみ、そんな当たり前の生活が送れるよう支援していま
す。ショップでは手作り商品を販売しています。
ホームページ http://friendai.org

（食品・小物）

フレンド愛 ぼちぼち　原則、月～土（祝休日除く）9時～16時
住所：〒462-0844 北区清水二丁目2番9号
電話：052-931-5453　ファクス：052-931-5457

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※手作り布製品は店頭販売のみとなります
※配送・送付については、お問い合わせください

味の彩どり[23枚入]　400円（税込）
北区ゆかりのキャラクター（キタッコ、ふくちゃん・きたちゃん等）の
焼印付きせんべい（卵･ビンズ･みそなど）のセットです。
特定原材料７品目の使用：小麦・卵
※落花生を使用した製品と共通の設備を利用
賞味期限（目安）：約6ヶ月　納期（目安）：2週間

手作り刺繍カバン縦20cm×横25cm [1個]　800円（税込）
スウェーデン刺繍の小さな手さげかばん。日々、柄や色など
ラインナップが変わります。店頭にてお選びください。
納期（目安）：3日程度

購入
方法

ワークプレース みるみる
障害のある方が自身と向き合いながら「自己肯定感」を取り戻すお手伝いが
できればと考えます。当事業所で制作された雑貨や、ひのきのおもちゃな
ど、手触りや香りをお楽しみください。
ホームページ
http://www.ukulele.ne.jp/milmil/index.html

（食品・木工・縫製小物等）

ワークプレース みるみる　原則、月～金（祝休日除く）9時～17時
住所：〒462-0804 北区上飯田南町3丁目2番地
電話：052-938-3602　ファクス：052-938-3604

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※配送・送付については、お問い合わせください

乾燥糸こんにゃく みるこんちゃん[25g×10個]　600円（税込）
食物繊維たっぷりの低カロリー食品。
テレビでは「ゼンパスタ」として紹介されています。
賞味期限（目安）：製造から2年
納期（目安）：平日3営業日程度

くるりん・カー！（コロコロ号と坂道）　1,200円（税込） 
坂道の上から手を離せば、くるりと回転。
予想外の動きが、小さいお子様に大人気です。
納期（目安）：平日3営業日程度

購入
方法

どんぐりの家
どんぐりの家は１９９２年に名古屋市北区でスタート。地域で暮らす障害のあ
る方などの生活や就労の場所として、革製品、手芸品の制作、お菓子などの
販売をしています。
ホームページ https://www.nposmile.name

（革製品）

どんぐりの家　原則、月～金（祝休日除く）10時～15時
住所：〒462-0059 北区駒止町１丁目121番地 サン駒止ビル
電話：052-917-5580　ファクス：052-916-1305

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※配送については、お問い合わせください

革の干支根付　350円（税込）
牛革で作った絵馬型の根付。十二支全部あります。
約4㎝×約10㎝
納期（目安）：2週間程度

革の小銭入れ　1,200円（税込）
小銭入れや小物入れとして使用可能。
約10㎝×約7㎝
納期（目安）：2週間程度

購入
方法

イープ
仲間と共に楽しく働きながら、社会に羽ばたく技術や知識を身つけます。経
験豊富なスタッフが寄り添い、みんなが楽しく通えるようなアットホームな
場所を目指しています♪
ホームページ
https://yeep.jp/disability_welfare/index.html

（食品）

イープ　原則、月～金（祝休日除く）10時～17時半
〒462-0844 北区清水一丁目7番9号
電話：052-955-0552　ファクス：052-955-0776

自社ホームページから
https://moringa-japan.com/products/product-mgc60

モリンガ茶[60個入]
2,149円（税込）
高栄養価のスーパーフード「モリンガ」の
葉をティーパックにしました。

モリンガパウダー[30g入]
1,100円（税込） 
ハーブとしてお茶や料理に、入浴時の
美容アイテムとしても人気です。

購入
方法

アイビス大曽根
来ていただくすべての方に「ＨＡＰＰＹ」を感じていただきたい。障害のある方
の「選択肢」を増やしたい。そんな想いが詰まった、みんなのコミュニティー
スペースです。さまざまなクラフト商品を作っています。
ホームページ https://ibis-group.co.jp/

（小物・革布製品）

アイビス大曽根　原則、月～金、10時～15時
住所：〒462-0810 北区山田一丁目４番22号 クレア大曽根1F
電話：052-325-8130　ファクス：052-325-8131

店頭販売（アイビス大曽根、キタッコいちば）のみ。
※色や柄など品揃えが日々変わります

コインケース　800円（税込）
4つボタンで、どこからでも出し入れができます。
お色目の組み合わせがいろいろあります。

PPバンドBAG小サイズ　1,200円（税込） 
軽くて丈夫です。インテリアとして小物入れにもできます。

購入
方法

名古屋さくら作業所
当たり前を当たり前だと思わない精神を徹底し、障害をその方が持っている
「個性」と考えています。作業所では毎日、皆が心を込めて制作しています。
ホームページ http://nagoya-sakurakai.com

（縫製小物等）

名古屋さくら作業所　原則、月～金（祝休日除く）10時～16時
住所：〒462-0023 北区安井一丁目8番7号
電話：052-508-5406　ファクス：052-508-5407

店頭販売、電話・ファクスでの注文も賜ります。
※配送・送付については、お問い合わせください

ゴルフクラブ用ヘッドカバー　3,500円（税込）
ウール100％手編みのヘッドカバー。色、柄はご相談いただけます。
納期（目安）：約１カ月/本
・フェアウェイウッド用2,500円　　　　　
・ユーティリティー用2,000円

犬用ファンクションリード　2,500円（税込） 
肩掛け用中間リード。ハンズフリーでワンちゃんのお世話も楽々です。
納期（目安）：約２週間

購入
方法

賞味期限（目安）：2年間
納期（目安）：平日2～3営業日
※状況により2週間程かかる
　場合があります。

問合問合

問合問合

問合 問合

ししゅう




