商品の注文方法は各事業所にお問い合わせください

A

B

特定非営利活動法人オレンジの会

ジョブサポートフォルテ

則武 1-7-15
ダイソー 18 号館ビル 101
TEL:052-452-2536
FAX:052-452-2536
nagoya@orange-net.info

竹橋町 38-８
TEL:052-446-5880
FAX:052-446-5989

C

D

ソレイユ中村

どんぐりファクトリー

横井 1-112ドミール二村１階
TEL:052-419-0660
FAX:052-419-0661
soreiyu@himawari-care-s.com

太閤 4-３-１
善心ビル 1 階・４階
TEL:052-453-0033
FAX:052-451-1050
club.chibikko@donguri-mori.or.jp

E

F

ひょうたんカフェ

社会福祉法人ラ・エール

砂田町２-15
TEL:052-485-4535
FAX:052-485-4536
hyoutan@hyoutan-cafe.jp

橋下町 2-38
TEL:052-461-0201
FAX:052-461-0222
contact@la-aile.or.jp

G

I

「な」 中村区内の障害福祉サービス事業所で作られた商品
「ご」 ご縁が繋がって
「みん」 みんなで魅力を伝えたい

H

生活介護りん

社会福祉法人清新会清新館

千成通 4-21
TEL:052-433-6877
FAX:052-433-6887
rin.chan6877@gmail.com

名駅南 3-4-16
TEL:052-582-3206
FAX:052-583-4683

名身連第二ワークス・
第二デイサービス
中村町 7-84-1
TEL:052-413-5811
FAX:052-413-5808
dai2works@meishinren.or.jp

商品の内容
障害福祉サービス事業所によって
作られているものはさまざまですが、
障害のある人が作った商品はどれも、
ひとつひとつ素材にこだわり、
ていねいに手作りで仕上げたものばかりです。
作った人の真心や温もりが溢れるものとなっています。

販売している場所
基本的には、
作っている障害福祉サービス事業所や
地域のイベントで販売しています。
中村区役所でも 1 階正面玄関
（情報コーナー前）
で、
販売会を開催しています。
販売会の情報は中村区役所の
ホームページに掲載しています。

ビジョン
障害のある人が作った商品の販売を通じて、
一人でも多くの方に障害や障害のある人について
知って頂き、
その自立を支援することを目的としています。
また地域連携によって、障害福祉サービス事業所に
新しい仕事を生みだし､さらには工賃アップを
実現していくことをめざしています。

お仕事承ります
J

まっくびーの丘 太閤通
太閤通５丁目 19-3
TEL:052-587-3838
FAX:052-587-3388
info@macbh.jp

なごみんでは販売にご協力いただくお店を
募集しております。
ギフトやノベルティなどの注文にも
対応しております。
ひとつひとつ手作りしていますので
大量の発注にはお時間をいただく場合がございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

発行

中村区役所 保健福祉センター 福祉部 福祉課
〒453-8501 名古屋市中村区竹橋町36-31
TEL. 052-453-5402 FAX. 052-453-8232
2020.1 作成
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G

生活介護りん

和紙ランプシェード
和紙染めから一つ一つ丁寧な作業で
作り上げています。和紙の優しい光に癒されます。
H20cm×W15cm
ライト・台付き／ 700 円（税込）

商作障中名
品っ害村古
カたの区屋
あの
タ
る
ロ
グ
人
が

フラワーアレンジメント
和紙を染めたお花紙を再利用し花瓶を作り、
フラワーアレンジメントにしました。
H25cm×W20cm
小 500 円～大 1,000 円
（税込）

nagomin
特定非営利活動法人オレンジの会

A

バッジ・刺繍ワッペン製作

D

クラフトバンドかご

オリジナルバッジ・ワッペンを作って
自分だけの T シャツや鞄が作れます。
団体のユニフォームやイベントの記念品に
ピッタリです。この商品はデザイン会社と
協働製作しています。

ドライフルーツ

ひょうたんカフェ

フォイルガラスとチェコビーズでつくった
手作りストラップです。お財布やバッグにつけると
アクセントになりステキです。
12cm×3.5cm ／ 300 円（税込）

ひょうたんストラップ
中村区出身の英雄 豊臣秀吉の馬印は
千成びょうたんです。
金銀のビーズを使い、
華やかなひょうたんに仕上げました。
18cm×3cm ／ 270 円（税込）

数種類を取扱っています。
人気はいちじく・マンゴーパインです。
約 60 ～ 90 グラム ／ 280 円（税込）

B

H

社会福祉法人清新会清新館

ハートストラップ

並べるだけでカワイイ。
実用性とインテリア性どちらも兼ね揃えています。
丸かご ：W14cm×H9cm×D11cm
（取手含み H14.5cm）／ 300円
角かご•大 ：W22cm×H7.5cm×D11cm ／400円
（すべて税込）

価格目安
【刺繍ワッペン】
（※詳細はお問合せください） デザイン作成料…25,000 円
（データ持込の場合 0 円）
【缶バッジ】@62 円～
データ作成…7,000 円
※データ持込の場合
１個 400 円（※500 個以上で割引）

ジョブサポートフォルテ

どんぐりファクトリー

E

小池手作り農産加工所
（有）
各種商品

おからドーナツ

おいしい食材を使った、加工食品。
直接取引により、安心安全な食品をお届けします。

体に優しい食材を使った甘さ控えめのドーナツ
種類：プレーン・かぼちゃ・紫いも・紅茶・
今月のドーナツなど

名身連第二ワークス・第二デイサービス

印刷・発送作業

150 円（税込）～

ご要望、承ります！
★点字入り名刺を作りたい
★冊子の印刷と発送をしてほしい
★のぼりや看板を作りたい等々
名刺、冊子、
ポスター等々
御見積のご相談、お待ちしております！

長野直送フルーツ

リーフポーチ

どらふく( どら焼き )

法人の本部がある長野県より、
直送で美味しいフルーツをお届けします。
期間限定ですが、是非お買い求め下さい。
主に、梨・りんご 等

ポイントカード等も入る大きさで
フラットタイプの葉っぱの形のポーチ
素材：コットンなど

瓶ジュース 500 円～580 円､ 飲む酢 500 円､
ジャム 420 円～500 円､その他瓶商品 350 円～700 円

ソレイユ中村

C

小ざくらや一清（中村区）とのコラボ商品！
点字バッグに入れて販売中！
３ヶ入りセット／ 500 円（税込）
「もなか」
「本わらび餅」
もございます。

W15cm×H9cm ／ 1,200 円（税別）

社会福祉法人ラ・エール
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まっくびーの丘 太閤通

ソレイユクッキー
（３個入）

わくわくラスク

おままごとセット

良質なバターに高級フランス岩塩を使い、
一つ一つ手でかたどり焼き上げた
香り高いクッキーです。

自然由来の材料で風味を凝らした
なつかしい手作りラスクです。
さくさく食感が止まらない♪

フェルト素材なので口に入れても安心。
優しい色味なので目にも低刺激。
挟んで遊べます。
全体：約８cm×８cm ハンバーガー／ 1,800 円
サンドウィッチ／ 2,000 円（すべて税込）

プレーン味 ７枚入り
い ち ご 味 ７枚入り
コ コ ア 味 ６枚入り ／各 120 円（税込）

立体マスク

10g×３個 ／ 100 円（税込）

ひまわりケーキ
アーモンドを贅沢に使ったバニラ風味の
プレーンパウンド。
ひまわりの型でかわいらしく焼き上げました。
直径 7cm ／ 180 円（税込）

バ ナ ナ 味 ７枚入り
ご
ま味 ７枚入り
紅
茶味 ７枚入り ／各 200 円（税込）

皮膚が弱い方でも、洗えて繰り返し使えます。
大人、女性サイズなど様々なサイズ・柄が
ございます。
小：約 11.5cm×16cm ／ 200 円
中／ 250 円 大／ 300 円
（すべて税込）
2020.1 現在

