
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「も やっこ市場」では西区内の障害ふくし施設・事業所でつくられた製品を販売しています。 
パン、お菓子、お弁当、縫製品、アート作品…種類はさまざま。 
障害のある方が、作るだけではなく販売にも携わっています。 
お求めいただくみなさまとのコミュニケーションが、障害ふくし施設・事業所で働く方の支援に
つながっています。 
 
 
 
 
 
 

西区自立支援連絡協議会 ・ 西区役所 



 

事業所の営業時間 １０：３０～１５：００ 
休業日 土・日曜（土曜営業の日もあり）

－問合せ先－ 
名古屋市西区赤城町１４６番地 
電話 ０５２-５０５-６０８９ 
ＦＡＸ ０５２-５０５-６０８９ 
ウェブサイト   http://ezeru.sakura.ne.jp/ 
メールアドレス will_ningle@xj.commufa.jp 

担当：佐藤さんのおすすめ 濃厚ミルクリッチチーズケーキ 200 円 

WILL の人気 No.1 商品
濃いコクとクリーミーな味わいのチーズケー
キ。美味しさの秘密…愛知県産の卵、フレッ
シュバターを使用。手作りのタルト生地から
ひとつずつ焼き上げています。外はサックリ、
中はしっとりクリーミーな食感です。 
 
【この他にも…】 
・にんじんジャム   500 円 
・シフォンケーキ   700 円 
・ココナッツムラング 100 円 

担当：鈴木さんのおすすめ GIANT クロスバイク 32,184 円（+登録料 500 円） 

事業所の営業時間 １０：００～１７：００ 
休業日 日曜、祝日 

－問合せ先－ 
名古屋市西区栄生三丁目１４番１３号 
電話 ０５２-５５１-２６６２ 
ＦＡＸ ０５２-５５１-２６６３ 
ウェブサイト   http://サイクルサービス.com/
メールアドレス csn758@gmail.com 

主に婦人用自転車のリサイクル販売をして
いますが、ヨーロッパの有名ブランドのスポ
ーツ自転車がお手頃な価格で店頭に並ぶこと
も。もちろん、婦人用・シティサイクルもお
安く提供しています。自転車のことならぜひ
一度ご相談ください。 
 
【この他にも…（一例）】 
・ブリジズトン 26 インチ オートライト 9,180 円
・パナソニック電動アシスト 26 インチ  42,084 円
（いずれも登録料が別途 500 円かかります） 

担当：関山さんのおすすめ 刺し子の布巾 300 円 

私のイチ押し商品は「刺し子の布巾」です。
授産所の利用者さん自身が、刺し子糸の配色
を考え、下絵に沿って一針ずつ丁寧に縫い、
四辺は三つ折りでミシンがけをして仕上げま
す。一枚仕上げるのに四日はかかる根気のい
る作業ですが、みなさんがんばっています。
 
【この他にも…】 
・鳥の鍋つかみ    500 円 
・アームカバー    500 円 
・エコバッグ     500 円 

事業所の開所時間 ９：００～１７：００ 
（店頭販売なし）休業日 土・日曜、祝日 
－問合せ先－ 
名古屋市西区菊井一丁目２１番１６号 
電話 ０５２-５８３-４４６１ 
ＦＡＸ ０５２-５８３-４４６０ 
ウェブサイト   http://sakuragi-jyusanjo.jp/ 
メールアドレス nisifuku@sage.ocn.ne.jp 

事業所の開所時間 ９：００～１７：００ 
（店頭販売なし）休業日 土・日曜、祝日 
－問合せ先－     
名古屋市西区花の木三丁目１７番１４号 
               第一新日本ビル２Ｆ
電話・ＦＡＸ ０５２-５２８-５９７７ 
ウェブサイト   http://syadanshin.jimdo.com/
メールアドレス syadanshin@yahoo.co.jp 

担当：中山さんのおすすめ 缶バッジ 200 円 

精神・発達障がいのある方の思いと、アー
ティストさんとの合作で生まれた「コパンア
ート」（コパン＝フランス語で「仲間」という
意味）というプロジェクトを行っています。
作品ひとつひとつには、作者が社会に向けて
発信するメッセージカードが入っています。
ぜひご覧ください。 
 
【この他にも…】 
・ポストカード 150 円 
・キーホルダー 300 円 



 

担当：足立さんのおすすめ からあげ弁当 420 円 

担当：小田さんのおすすめ 久
く
留
る
米
め
絣
がすり

カバン 3,500 円 人形 1,800 円

事業所の営業時間 １０：００～１５：００ 
休業日 土・日曜、祝日 
 

－問合せ先－ 
名古屋市西区城西四丁目２０番２号 
電話・ＦＡＸ ０５２-５２１-９４２７ 
 
メールアドレス npo_tsukushinoie@yahoo.co.jp

久留米絣の端切れを使用して、パッチワー
クで製作しました。すべて手作りの一点物で、
少し個性的にと思われる方に最適です。大き
さやデザインで値段が異なりますのでご相談
ください。和柄生地のパッチワークなど、お
求めやすい価格の製品も多数あります。 
 
【この他にも…】 
・ブックカバー 文庫用 400 円 新書・新刊用 500 円
・巾着袋（サイズはいろいろあります） 100 500 円
・マスク（大人用・子ども用） 100 円 

担当：新美さんのおすすめ カレーパン 120 円 

細かく刻んだたまねぎとにんじんを強火で
しっかりと炒め、野菜の食感と甘みを生かし
たカレーを、高級な小麦から作ったパンで包
みました。揚げずに焼いているため油っぽく
なく、食べやすくておいしいです。すぐに売
り切れる人気商品ですのでお早めにお求めを！
 
【この他にも…】 
・あんぱん       120 円 
・期間限定パウンドケーキ 800 1,000 円 
・プルマン食パン    250 円 

事業所の開所時間 ９：００～１６：００ 
（店頭販売なし）休業日 日・月曜 

－問合せ先－ 
名古屋市西区鳥見町３丁目１６番地の２ 
電話 ０５２-５２８-３９０７ 
ＦＡＸ ０５２-５２８-３９０２ 
ウェブサイト   http://www.yotsuba-kai.org/ 
メールアドレス enjoy-torimi@mbs.sphere.ne.jp 

区役所食堂の営業時間 １１：００～１４：００ 
休業日 区役所の休庁日に準じる  

－問合せ先－        
名古屋市西区花の木三丁目１６番２８号 
               清光ビル花の木５Ｆ

０５０-１２６８-６３２０ 
０５２-５２３-６３２０ 

ウェブサイト   http://fukunpo.mymp.com/ 
メールアドレス fuku@fukunpo.com 

浄心でお弁当屋さん、西区役所２階で食堂
を営業しています。定番のオリジナル唐揚げ
や日替わり弁当、食堂ではいろいろな定食を
揃えています。地域のみなさまや区役所に来
られる方にとって身近に感じていただけるお
店を目指しています。 
 
【この他にも…】 
・カレー（イカ、かつ等） 350 円  
・うどん（カレー、肉、ざる、担々麺） 380 円  
 （麺類は区役所食堂のみでの提供です） 

●このカタログに載っている製品は、「も～やっこ市場」のほか、各事業所で直接お求めいただくこともできます。

ぜひご利用ください。 

 製品に関するお問い合わせ・ご注文は、各事業所へ電話・ファックス・Ｅメールなどで直接ご連絡ください。 

このカタログに掲載されている価格は、すべて消費税等込です。

も～やっこ障害福祉マークについて 
人と人とのぬくもりや優しさが感じられる環境とその広がり、希望・愛情・幸福をイメージしています。
西区の障害福祉を応援するマークとして、区内で行う障害福祉のイベント、授産製品の販売などで使われて
います。 

西区自立支援連絡協議会とは
障害のある方の地域における自立した生活をサポートするため、西区障害者基幹相談支援センターを中心
に、障害のある方やその家族、障害福祉施設・サービス事業所、西区役所・西保健所、西区社会福祉協議会
などが構成員となり活動している組織です。 

電話・ＦＡＸ 



 

担当：神野さんのおすすめ ポーチ 600 円 

生地にビニールコーティング加工してある
ので汚れにくく破れにくいです。また、ＵＳ
Ａ直輸入の生地を使っていますのでポップな
デザインがとても可愛く人気があります！ 
 
 
【この他にも…】 
・Ａ４トートバッグ 1,500 円 
・ペンケース       400 円 
・ホルダーポーチ   350 円 

担当：清水さんのおすすめ ギフトボックスＬ 3,000 円 

店舗の営業時間 １０：００～１７：００ 
休業日 土曜、日曜、祝日 

－問合せ先－ 
名古屋市西区又穂町１丁目６４番地 
電話 ０５２-５０８-６９７０ 
ＦＡＸ ０５２-５０８-６９６１ 
ウェブサイト   http://mo-ya-co.info/ 
メールアドレス olive-shop@pop-i.info 

からだにやさしいおいしいおやつ クッ
キーとケーキの詰め合わせギフト。定番から
隠れた名品まで、どんなお菓子が入ってる？
（各品とも単品での販売もしています。） 
 
【ギフトボックスＬ…８種】 
・パウンドケーキ４種、やきかりんとう１種、 
 てつなぎ紫いも１種、380 円スタンドパック 
 クッキー1種、パウンドラスク１ 
 ＊梱包代 300 円を含みます。内容は変更になる 
  場合があります。 

担当：李さんのおすすめ 日替わりのお弁当 500 円 

自家農園で栽培したお米や野菜を使った、
ヘルシーなお弁当です。化学調味料や食品添
加物もできるだけ使わずに作っています。ど
んなおかずかは、その日のお楽しみ！ 
 
 
【この他にも】 
・ご注文に応じてオードブルの盛合せやお寿
司もお作りします。くわしくは「わっぱの
ごはん」にお尋ねください。 

事業所の営業時間 ８：３０～１７：１５ 
（お弁当の販売は１０：００から） 

休業日 土・日曜 
－問合せ先－ 
名古屋市西区庄内通１丁目３３番地 
電話 ０５２-５２２-７５７９ 
ＦＡＸ ０５２-５２２-７５８３ 
メールアドレス syounai@wappa-no-kai.jp 

●「も～やっこ市場」開催場所  
  ◆西区役所 １階ロビー「も～やっこ広場」 … 月～金曜の毎日（区役所閉庁日を除く） 

  ◆西区役所山田支所 ４階講堂ロビー    … にしっこサロンもこもこ開催日 

  ◆イオンタウン名西 １階イベント広場   …  毎週火曜日（祝日等を除く） 

 

●販売日・販売時間は、西区役所などで配布している販売カレンダーまたはウェブサイトをご覧ください。  
  ◆名古屋市ウェブサイト（も～やっこ市場） http://www.city.nagoya.jp/nishi/page/0000045475.html   
  ◆西区自立支援連絡協議会ホームページ   http://www.kyogikai-jsk.com/ 
  いずれも、ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏ！Ｊａｐａｎなどの検索サイトから もーやっこ市場    で検索すると便利です。

平成２９年１月発行   名古屋市西区役所福祉課  名古屋市西区花の木二丁目１８番１号  電話 ０５２-５２３-４５８４ ＦＡＸ ０５２-５２１-００６７

このカタログに記載の担当者、製品、価格など、予告なく変更する場合がありますので、くわしくは各事業所へお尋ねください。

事業所の開所時間 ９：００～１７：００ 
（店頭販売なし）休業日 土・日曜、祝日

－問合せ先－ 
名古屋市西区則武新町一丁目２３番１２号 
電話 ０５２-５８３-０６２８ 
ＦＡＸ ０５２-５８３-０６２９ 
ウェブサイト   http://www.nagoyakouseikai.or.jp
メールアドレス n-works@nagoyakouseikai.jp 

■平成 29 年 1 月から店舗名を変更しました（旧店舗名 モーヤーコ OLIVE Shop）


