
応援します



～はじめに～

昨年からスタートした「寄付つき商品」。

きっかけは新型コロナウイルス流行の影響で販路に苦戦している障害者施設を応

援することからでした。

おかげさまで、たくさんのご協力をいただきました。

今年は更に商品の幅を広げ、日用品からちょっとしたプレゼントなどにもご利用

していただけるような商品をご用意しました。

手づくりの商品はどれも障害者施設で、ひとつひとつ丁寧に心をこめて作られて

います。



「寄付つき商品」の売り上げは、障害者施設への売り上げになるとともに、その

一部は赤い羽根共同募金へ寄付され、地域の福祉活動の支援に活用されます。

尚、商品はお申込み後、障害者施設へ発注しますので納品までに少しお時間をい

ただく場合があります。ご理解いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

令和３年１０月

豊中市社会福祉協議会

福祉の店「なかま」



施設名 商品番号 商品名 価格 商品説明 ページ
あさひ会作業所 1-1 マチカネくんセット 500 ガーゼハンカチ1枚、レザーキーホルダー１つのセット

2-1 おこんにゃくさんセット 500 さしみこんにゃく（青のり×1、竹炭×1）のセット

2-2 おこんにゃくさんギフトセット 1,500 さしみこんにゃく（プレーン、青のり、一味、バジル、竹炭）の詰め合わせ

えーぜっと 3-1 えーぜっとクッキー 500 スノーボールクッキー（６個入り）

きらら作業所 4-1 クリスマスリース 1,000 直径20cmの手づくりのクリスマスリース

5-1 コースター 500 10.5cm×10.5cmのリバーシブルコースター

5-2 ガラスビーズブレスレット 1,000 直径約7.5cmのガラスビーズブレスレット

工房モコ 6-1 サンタクロースのオブジェ 500 サンタクロースの木製オブジェ

7-1 クッキーせんべい詰合せ 1,000 クッキー生地を薄焼きにした素朴で優しい甘さのお菓子

7-2 きんちゃく袋 1,000 縦25cm×横25cmのきんちゃく袋（柄はランダム）

7-3 スターキャンドル 500 星形のラベンダーの香りのキャンドル

8-1 歯ブラシセット 1,000 歯医者さん推奨歯ブラシの3本セット

8-2 キーホルダー＆マグネット 500 サイコロ型キーホルダーとスイーツデコのマグネット

8-3 オリジナル布マスク 500 裏の生地はさらし使用

8-4 ひばだーま 500 青森ひばの樹林から抽出したひば油使用の除菌消臭製品

セント・ポプリ 9-1 エコバッグ＆巾着ストラップセット 1,000 オリジナルデザインエコバッグと和柄巾着ストラップのセット P10

10-1 スナップボタン付きポーチ 1,000 マスクケースや通帳入れに使えるマルチポーチ（色柄はランダム）

10-2 マチカネくんマスクチャーム 500 直径2.3cmのクリップ型マスクチャーム

10-3 イニシャルキーホルダー 1,500 4cm×3.7ｃｍのキーホルダー（色はピンク、紫の2種・全イニシャル有）

11-1 紙すきセット 1,000 手すき紙のレターセット、ポチ袋、ひとことメモ、葉書のセット

11-2 木のぬくもり文具セット 1,000 印鑑スタンドとクリップ（3個）のセット

11-3 オリジナル布マスクセット（М） 1,000 レースマスクとマスクチャームのセット（Ｍサイズのみの販売）

12-1 クラフトかご＆羊毛ストラップセット 500 クラフトかご（9cm×7cm）と羊毛フェルトストラップのセット

12-2 ミニバスケット＆缶バッジセット 1,000 ミニバスケット（21×16㎝）と缶バッジのセット

13-1 あまびえクッキー2枚セット 500 プレーン味のクッキー2枚セット

13-2 フリルトートバッグ 1,000 30㎝×21cm×6cmの、さをり織りのフリル付きトートバッグ

13-3 コロナに負けるなTシャツ 1,500 S,M,L,LLの4サイズ

P11

P12

P13

令和3年度 赤い羽根共同募金「寄付つき商品」商品カタログ

豊中びーの・びーの

クレヨン

サン・スマイル

生活介護事業所
第2みらい

第2工房「羅針盤」

P5

P9

糸をかし

P14ＮＡＧＯＭＩ

P8工房「羅針盤」

P6

P7



施設名 商品番号 商品名 価格 商品説明 ページ
14-1 竹炭消臭マグネットセット 500 竹炭消臭袋とマグネットのセット
14-2 オリジナルジョブちゃんセット 500 シュシュ1個、クリップ2個、マグネット2個のセット

のぞみ園 15-1 手づくり布ぞうり 1,500 手づくりの布ぞうり（柄はランダム）

16-1 革しおり＆ふわっぴーセット 500 革のしおりと羊毛フェルトマスコットのセット

16-2 おしゃれセット 1,000 くるみボタンのピアスorイヤリング、くるみボタンヘアゴムのセット

多機能型事業所みらい 17-1 マスクケース＆紙すき封筒セット 1,000 さをり織りのマスクケースと手すき封筒3枚のセット

ゆうかりの家 18-1 ミックスあめ 500 バター、抹茶、コーヒー味の無添加の飴の限定セット

よーい・ドン 19-1 リサイクルティッシュ＆ロールセット 1,500 リサイクルティッシュ5個入りとリサイクルロール6個入りのセット

ワークセンターとよなか 20-1 ワークセンターとよなか文具セット 1,000 メモ帳、ポチ袋、クリアファイルのセット

・注文は、注文書にてお申込みください。（カタログ最後のページ）

・注文商品の受け取りは、豊中市社会福祉協議会窓口（豊中市すこやかプラザ2階）で現金にてお支払いください。

・受注販売のため、納品にはお日にちをいただきます。

ハニー・ビー・ジョブ

バムスぴあ

P15

P16

P17

P18



※セット内容

・ガーゼハンカチ

・レザーキーホルダー

あさひ会作業所

・竹炭は、ごま油でいただくのもおススメ。

・年末には新商品が発売予定です。

※青のり・竹炭・からし酢味噌

※プレーン・青のり・一味・

バジル・竹炭・からし酢味噌

糸 を か し

5



※国産小麦使用

えーぜっと

※直径２０cm

きらら作業所

6



ク レ ヨ ン 工 房 モ コ

※10.5cm×10.5cm リバーシブル

※直径 7.5cm ガラスビーズ使用

・縦 12cm 木製オブジェ

7



工房「羅針盤」

※ラベンダーの香りのキャンドル 4 個

※チーズ・レーズン・ココア・葡萄

※25cm×25cm

8



サン・スマイル

※歯医者さん推奨

歯ブラシ３本セット

※青森ひば樹林より抽出のひば油使用※赤・青どちらか 1枚

※キーホルダー2 個とマグネット 1 個

9



セント・ポプリ

※オリジナルエコバッグと和柄巾着ストラップのセット

10



生活介護事業所 第２みらい

※色柄はランダム

※直径 2.3 ㎝

・４㎝×3.9 ㎝

・レジンのイニシャルとチャームのイニシャルは指定でき

ます

11



第２工房「羅針盤」

※セット内容

・レターセット

・ポチ袋

・ひとことメモ

・葉書

※セット内容

・布マスク M サイズ

・マスクチャーム

※セット内容

・印鑑スタンド

・クリップ３個
12



豊中びーの・びーの

※セット内容

・クラフトかご（9cm×7cm）

・羊毛フェルトストラップ

・缶バッジは星座デザインから選べます

※セット内容

・ミニクラフトバスケット

（21cm×16 ㎝）

・缶バッジ１個

13



N A G O M I

※サイズ S.M.L.LL

※30cm×21cm×6 ㎝

・カラーは赤・青

14



ハニー・ビー・ジョブ

※セット内容

・竹炭消臭袋

・マグネット 2 個

※セット内容

・シュシュ

・クリップ 2 個

・マグネット 2 個

15



の ぞ み 園

※セット内容

・革しおり

・羊毛フェルトマスコット

バ ム ス ぴ あ

※セット内容

・くるみボタンヘアゴム

・くるみボタンイヤリングorピアス

※ご注文の際にイヤリングかピアスかお伝えください

※サイズ表

・22、22.5、23、23.5、24、24.5、25、25.5

26、26.5、27 (すべてｃｍ)

※全て手作りのため色、柄は指定できません

16



多機能型事業所みらい

※ミックスあめの内容

・バター

・抹茶

・コーヒー

ゆ う か り の 家

※セット内容

・さおり織りマスクケース

・手すき和紙封筒３枚

17



よーい・ドン

※セット内容

・メモ帳

・ポチ袋

・クリアファイル

ワークセンターとよなか

※セット内容

・リサイクルティッシュ５個

・リサイクルロール６個 18



施設名 所在地 電話番号 FAX

あさひ会作業所 岡上の町2-2-31 6845-5560 6845-5560

糸をかし 服部寿町3-18-12 6868-2153 6398-7006

えーぜっと 大黒町3-8-14 6334-3170 6334-3170

きらら作業所 新千里北町2-19-1 6836-5800 6835-7161

クレヨン 庄内栄町4-12-17 6151-3694 6151-3695

工房モコ 蛍池東町4-5-4 木田ハイツ 6848-0007 6843-9005

工房「羅針盤」 春日町3-1-41 6152-4770 6152-4771

サン・スマイル 勝部2-18-1 6841-4141 6841-4143

セントポプリ 穂積1-9-6 6862-1001 6862-0077

生活介護事業所 第2みらい 利倉東2-1-15 6867-0828 6864-5634

第2工房「羅針盤」 原田元町2-25-21 4865-5525 4865-5526

豊中びーの・びーの 岡上の町2-1-15 6848-1279 6841-2388

ＮＡＧＯＭＩ 新千里南町2-13-1 南丘小学校北館1階 6833-0028 6833-0051

ハニー・ビー・ジョブ 本町6-8-1金岡ビル１Ｆ 6398-9500 6398-9535

のぞみ園 蛍池東町1-1-10 6843-6666 6845-5327

バムスぴあ 北桜塚3-8-26リブレ北桜塚B-102 6850-0447 6850-1055

多機能型事業所 みらい 勝部2-19-3 6858-6697 6858-6698

ゆうかりの家 栗ケ丘町2-6 6852-1859 6852-1859

よーい・ドン 岡町南1-10-12 6852-5946 6852-5946

ワークセンターとよなか 服部西町5-18-5 6862-2219 6865-1507

福祉の店「なかま」 本町1-10 阪急豊中駅北改札口前 6152‐1011 6152‐1011

出 品 施 設 一 覧



FAX：06-6841-2388

✉：soumu@toyonaka-shakyo.or.jp （豊中市社会福祉協議会）

— 赤い羽根共同募金「寄付つき商品」注文書 —

※商品はカタログをご覧ください。

商品名 商品番号 金額 数量 合計金額

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

合計金額
円

備考

※のぞみ園の「手づくり布ぞうり」をご購入の方はサイズをご記入ください（ ｃｍ）

※「生活介護事業所 第 2 みらい」の「イニシャルキーホルダー」をご購入の方は下記にご記入ください。

①希望する色（ピンク・紫）②希望するイニシャル・大（ ）③希望するイニシャル・小（ ）

注文者氏名

電話番号

所属団体

（あれば）

※商品が届き次第、事務局からご連絡いたします。お電話番号はお間違いのないようにご記載ください。

＜事務局手続き欄＞

注文番号 注文受付日 発注日 注文商品受取日 商品引取日


