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はんど めいど いわき

『はんどめいどいわき』は、いわき市内に暮らす障がいがある方たちのつくる
商品やサービスを紹介するガイドブックです。とびきりおいしいあの品や、
かゆいところに手が届くあのサービスも、すべてがいわきのハンドメイド。

『はんどめいどいわき』は、いわき市内に暮らす障がいがある方たちのつくる
商品やサービスを紹介するガイドブックです。とびきりおいしいあの品や、
かゆいところに手が届くあのサービスも、すべてがいわきのハンドメイド。

ラウンジミュウ
LOUNGE MYU

少し頑張ったり、時々のんびりしたり♪
障がい者と地域をつなぐ　売店　ラウンジミュウ
障がいのある方が活躍している売店です。

営業日 月曜日から金曜日（祝日を除く）

時　間 午前11時から午後2時まで

場　所 いわき市総合保健福祉センター１階

販売品 いわき市内外の福祉事業所製品
（クッキーなどの食品、キーホルダーなどの雑貨、布製品等）
カップラーメン、菓子類、飲み物、アイスなどの食品

全部じゃないけど

ここで買えます 福祉の店
FUKUSHI  NO  MISE

市役所にてオープン!!

障がい者就労施設に通う方たちが、いわき市役所に出向い
て施設製品を販売するお店です。市役所にお越しの際は、
是非お立ち寄りください。

開店日 毎週月曜日及び木曜日（ただし、祝日の場合は翌日）

時　間 午前11時から午後2時まで（終了時刻が早まる場合があります）

場　所 いわき市役所本庁舎1階ロビー

販売品 弁当、パン各種、菓子類、デザート、花き類、味噌、
野菜、豆腐製品等
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たのしい  おいしい  いろいろ  あるよ

　障がい者施設では、障がいのある方を対象に、就業に必要な訓練や色々な活動を通し、自分らしく生活する場
を提供しております。
　一例として、以下の施設では次のような支援をしております。

　平成25年4月より『障害者優先調達推進法』がスタートしました。
　障がい者就労支援施設で就労する障がい者や、在宅で就業する障がい者の経済的自立を
進めるため、障がい者就労支援施設等の製品の購入や業務委託の発注を、お願い致します。

障がい者就労支援施設に発注してみませんか？

❶ノルウェー（1/2） １袋 ￥220・・・・・・・・・・・・・・・
こだわりの一品。無添加、低カロリー、食物繊維豊富なパン
です。

❷シュトーレン １個 ￥1,700・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フルクテン渾身のシュトーレンです。夏の終わりからフル
ーツ等の漬け込みが始まり、芳醇な味わいが自慢です。

❶宅配弁当
１食 ￥500～・・・・・・・・・

手作りの日替り弁当を宅配します。

❷特別幕ノ内弁当
１食 ￥500～・・・・・・・・・

御予算、御要望に応じてオードブル
仕出し等も承ります。数により、土、
日、祝日の午前中も営業いたします。

❸トマチーカレー 1個 ￥170・・・・・・・・・・・・・・・・・
カットされたトマトやチーズの風味とカレーのマリアージ
ュをお楽しみください。

❹チキン南蛮ダック １個 ￥210・・・・・・・・・・・・・・・
フルクテン１番の人気者。お手製タルタルソースが味の決
め手です。

❺フレンチトースト １個 ￥170・・・・・・・・・・・・・・・
フルクテン自慢の厚切り食パンに変更し、ボリュームも美味
しさもワンランク上を目指しました。

就労支援を行いながらパンの製造、販売をしております。

パンのネーミングや新商品開発に利用者さんのアイデアを取り入れて製作しています。

店舗情報や商品価格（税込）は、令和4年3月現在の情報です。
詳細については、各事業所にお問い合わせください。

❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺

❷焼きどーなつ「もりのわ」詰め合わせ １箱 ￥920～・・・
定番３種類と季節商品２種類

❶焼きどーなつ「もりのわ」 １個 ￥150～・・・
豆乳を使用したしっとり焼きどーなつ

❸クッキー各種 １袋 ￥180～・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからパウダーを練りこんだ自慢のクッキー

❹パウンドケーキ 1個 ￥200～・・・・・・・・・・・・・・
バターをたっぷり使用した贅沢なケーキ

❺フィナンシェ １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
焦がしバターで香ばしく仕上げた焼き菓子キャラ
メルナッツ/アールグレイ

❻季節のプチギフトセット １袋 ￥350～・・・
季節ごとのイベント等に応じたプチギフト
（内容はお問い合わせください）

どーなつ等、色んなお菓子を利用者さんを中心に製造、販売しています。

❻❻❺❺❹❹❸❸❶❶ ❷❷

働く喜びを体感して貰い、

自立に向けての訓練が出来る作業所です。
けやき共同作業所
【就労Ｂ型】

〒970-8026 平字北目町39の10

TEL.0246-21-8020
FAX.0246-25-5608

keyaki-s@kibounomori.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】９：00～ 15：00
【販売受付】

フルクテン
【就労移行・就労Ｂ型】

〒970-8026 平字菱川町5の8

TEL.0246-21-2741
FAX.0246-38-3676

furukuten@goldenharp.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：30～ 16：00
【販売受付】

❷❷

❶日替わり弁当
１個 ￥500～・・・・・・・・・・

毎日食べるものだからやさしくて
安全なものを食べてもらいたい。
栄養バランスを考えた手作り弁当
です。

❷おそうざい
100g ￥180～・・・・・・・・・・

旬の食材で作る「手づくりおそうざ
い」曜日替わりで毎日15～ 20種類
を販売しています。

地域の皆様に愛されるお店を目指し、

手作り惣菜を作っています。
工房けやき
【就労Ｂ型】

〒970-8026 平字北目町131番地の２

TEL.0246-37-8517
FAX.0246-37-8532

koubou@kibounomori.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：30～ 18：00
【販売受付】 ❶

❷❷

注文受付アイコンの説明
お電話にて
ファックスにて

インターネットにて
施設販売にて

メールにて
あなたの「日常」に、福祉を
　障がいは「特性」です。一つの仕事にじっくり
と向き合う粘り強さは、パンやうどん、豆腐とい
った商品の質を高め、与えられた作業に没頭す
る集中力は、清掃や事務作業など、専門職が仕事
に集中できる環境づくりに活かされています。
　『はんどめいどいわき』は、いわき市内の障が
い者就労施設で作られている商品や、施設が請
け負うサービスを紹介するガイドブックです。
食品、手芸品、工業用ウェスといったプロダクト
や、印刷、清掃などのサービスを一覧掲載してい
ます。掲載した施設数は44箇所。とびきりの「ハ
ンドメイド」を集めました。
　気になるものを買ってみる。気に入ったら継
続して使ってみる。仕事を外注してみる。そん
なふうに、ごくごく普通の経済活動のなかに「福
祉」を組み込むことで、誰もが自分らしく、社会
の一員として暮らすことができる社会を作って
いきたい。『はんどめいどいわき』は、その架け
橋になります。

主な施設の種類 支　援　内　容

就労移行支援 一般企業への就労を希望する方を対象に、
就業に必要な訓練、求職活動の支援を行います。

就労継続支援 一般企業に雇用されることが困難な方を対象に、
生産活動やその他活動の機会を提供します。

生活介護 日常生活に支援が必要な方へ入浴・食事等の介護、
創作的活動、生産的活動の機会を提供します。

地域活動支援センター 創作的活動や生産活動の場を提供し、
社会参加の促進を支援します。

障がい者支援施設 日中、夜間を通して様々な日常生活の
支援を行います。

A型（雇用型）
B型（支援型）

●障がい者施設について

1

2

3

杜のどーなつ
【就労Ｂ型】

〒970-8026 平字大工町11番地の９

TEL.0246-84-9080
FAX.0246-84-9081

morido@kibounomori.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：30～ 17：00
【販売受付】

4

❶

インスタグラムQR

インスタグラムQR
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❷ブルーベリー食パン １個 ￥140・・・・・・・・・・・・
手作りのブルーベリージャムをたっぷり混ぜ込んだブルー
ベリーの風味一杯の食パンです。

❶クッキー・パウンドケーキ
１個 ￥120～￥220・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

甘さ控えめ、軽いくちどけの13種類のクッキー！パウンドケ
ーキは8種類から味が選べ、一切れから注文できます。箱詰め
等ご予算に応じて、ご用意できますのでお問い合わせください。

❸ほしの天然酵母パン・低温熟成多加水パン
1個 ￥140～￥220・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

枝豆パン、木の実クリームチーズが大人気！ 26種類のパン
販売中です。

❹ほしの天然酵母食パン
１又は1.5斤 ￥320～￥400・・・・・・・・・・・・・・・

奥深く自然の香りがいっぱいの天然酵母パンです。

❶雑貨類
１個 ￥100～・・・・・・・・・・

マスクケースや織物・織物を使った
ポーチ、アップリケバック等を販売
しています。

ゆっくりゆったりすごせるみんなのいばしょ。

❶手作りジャム
110又は150ｇ ￥378～・・・

好評のぶどうジャム、珍しいニンジンジャム、
スイーツのようなかぼちゃジャムなど、すべ
て手作りです。

１枚 ￥550
❷イラストコースター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1枚1枚ちがうイラストの入った布製コース
ターです。

❸日替わり弁当
１個 ￥480・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

心温まる家庭の味の日替わり弁当です。

宅配弁当や加工品の製造・販売及び雑貨等の制作・販売を行っています。就労支援センター未来工房
【就労Ｂ型】

〒970-8025 平南白土二丁目１番地の５

TEL.0246-84-6200
FAX.0246-35-0016

tmiraikoubou@midorinomori-f.com
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】８：30～ 16：30
【販売受付】

❶

日中活動に菓子作り、さき織り、紙すき等

一人ひとりが生き生きと活動しています。

❹豆乳シフォンケーキ バラ ￥130～￥150
ホール ￥1,040 ～￥1,200
・・・

豆乳をつかったフワフワのシフォンケーキです。ホールの注文も承ります。
プレーン、アールグレイ、カプチーノ、バナナ。季節商品でレモン、チョコ味も。

❶とうふドーナツ 2個入 ￥120
4個入 ￥240

・・・・・・・・・・・・・・・
絹豆腐を使ったふわっとした食感のド
ーナツです。個包装も承ります。

❸おからクッキー １袋 ￥180・・・・・・・・・・・・・・・・・
自家製おからパウダーを練りこんで焼きあげました。プレ
ーン、ココア、ごまの３種類です。

❷豆乳きらず揚げ １袋 ￥180・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからで作ったかりんとうで、パリパリした歯応えと塩味が
クセになります。

❺おから茶 10包/１袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからを香ばしく炒ったお茶です。ノンカフェインで、ホッ
トでもアイスでもおいしく召し上がれます。

❻とうふドーナツラスク １袋 ￥200・・・・・・・・
とうふドーナツを薄くスライスし、砂糖をまぶして焼きあげ
たサクサク食感ラスクです。

❷❸❺❻❷❸❺❻

❹❹

❸❸

❶❶

様々な障がいのある方が、手作りお菓子を作っています。

❷❷

❸❸

❶マグネット
３個 ￥150・・・・・・・・・・・・

冷蔵庫などにレイアウトしてみて
下さい。

❷ヘアゴム
１個 ￥100～・・・・・・・・・

手作りの製品です。ひとつひとつ
色や形がちがいます。

❸ネームケース
１個 ￥500～・・・・・・・・・

手作り品。手触りのやさしい合皮
製。様々なデザインがあります。

多様な障害をお持ちの方と一緒に明るく元気に作業をしています。なないろくれよん平デイルーム

【生活介護】
〒970-8034 平上荒川字長尾74番地の８ 107号

TEL.0246-28-8802
FAX.0246-28-8803

nanairo-kureyon@amber.plala.or.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】８：30～ 17：30
【販売受付】

あとりえ北山
【就労Ｂ型】

〒970-8026 平字作町一丁目４番地の３

TEL.0246-35-5789
FAX.0246-35-5785

atorie@kibounomori.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】8：30～ 17：00
【販売受付】

ポポロ
【生活介護】

〒970-8003 平下平窪二丁目１番地の５

TEL.0246-68-6564
FAX.0246-68-6584

popolo@cocoa.ocn.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：15
【販売受付】

❷

❶

❸❸

❶横断幕（42cm×横200cm）
￥3,560 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材は用途に応じて承ります。

❷名刺印刷
100枚 ￥1,800 ～・・・・・・・・・・・

デザイン等お問い合わせください。

❸ポスター印刷
１枚 ￥800～・・・・・・・・・・・・・・・・・

デザイン等お問い合わせください。

パソコン班と洗濯班に分かれ、それぞれ自分たちの仕事に真剣に取り組んでいます。ミント
【就労Ｂ型】

〒970-8047 中央台高久二丁目26番地の４

TEL.0246-84-9620
FAX.0246-84-9621

cil-wash-mint@mbr.sphere.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：00
【販売受付】

❶

❷

❶パッチワーク製品
１個 ￥600～・・・・・・・・・・

可愛い布製品です。

ここが開花の出発点。Do2
【就労Ｂ型】

〒970-0224 平豊間字原町134番地の10

TEL.0246-38-6922
FAX.0246-38-6922

dodo.2.toyoma@gmail.com
【定 休 日】日・祝
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】

❶

❷ビーズ製品 １個 ￥250～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小物（ビーズで国旗をつくるビーズフラッグなど）を注文に
応じて作ります。

障がいのある方が日々仕事に生きがいを感じ、持てる能力を発揮しています。生活介護事業所アライブ
【生活介護】

〒970-8047 中央台高久二丁目26番地の４

TEL.0246-68-8928
FAX.0246-84-9621

iwakicil-alive@mbr.sphere.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】８：15～ 17：15
【販売受付】

❶ ❷

❶さをり織り製品 １個 ￥200～・・・・・・・・・・・・・・
小物（キーホルダー、コースターなど）から大物（トートバッ
グ、ショルダーバッグなど）まで御注文に応じます。

地域活動支援センターてらす
【地域活動支援】

〒970-8026 平字旧城跡12番地の80

TEL.0246-22-5491
FAX.0246-38-4459

terasu@blue.ocn.ne.jp
【定 休 日】水・木・年末年始
【営業時間】９：00～ 16：00
【販売受付】
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❷ブルーベリー食パン １個 ￥140・・・・・・・・・・・・
手作りのブルーベリージャムをたっぷり混ぜ込んだブルー
ベリーの風味一杯の食パンです。

❶クッキー・パウンドケーキ
１個 ￥120～￥220・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

甘さ控えめ、軽いくちどけの13種類のクッキー！パウンドケ
ーキは8種類から味が選べ、一切れから注文できます。箱詰め
等ご予算に応じて、ご用意できますのでお問い合わせください。

❸ほしの天然酵母パン・低温熟成多加水パン
1個 ￥140～￥220・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

枝豆パン、木の実クリームチーズが大人気！ 26種類のパン
販売中です。

❹ほしの天然酵母食パン
１又は1.5斤 ￥320～￥400・・・・・・・・・・・・・・・

奥深く自然の香りがいっぱいの天然酵母パンです。

❶雑貨類
１個 ￥100～・・・・・・・・・・

マスクケースや織物・織物を使った
ポーチ、アップリケバック等を販売
しています。

ゆっくりゆったりすごせるみんなのいばしょ。

❶手作りジャム
110又は150ｇ ￥378～・・・

好評のぶどうジャム、珍しいニンジンジャム、
スイーツのようなかぼちゃジャムなど、すべ
て手作りです。

１枚 ￥550
❷イラストコースター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1枚1枚ちがうイラストの入った布製コース
ターです。

❸日替わり弁当
１個 ￥480・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

心温まる家庭の味の日替わり弁当です。

宅配弁当や加工品の製造・販売及び雑貨等の制作・販売を行っています。就労支援センター未来工房
【就労Ｂ型】

〒970-8025 平南白土二丁目１番地の５

TEL.0246-84-6200
FAX.0246-35-0016

tmiraikoubou@midorinomori-f.com
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】８：30～ 16：30
【販売受付】

❶

日中活動に菓子作り、さき織り、紙すき等

一人ひとりが生き生きと活動しています。

❹豆乳シフォンケーキ バラ ￥130～￥150
ホール ￥1,040 ～￥1,200
・・・

豆乳をつかったフワフワのシフォンケーキです。ホールの注文も承ります。
プレーン、アールグレイ、カプチーノ、バナナ。季節商品でレモン、チョコ味も。

❶とうふドーナツ 2個入 ￥120
4個入 ￥240

・・・・・・・・・・・・・・・
絹豆腐を使ったふわっとした食感のド
ーナツです。個包装も承ります。

❸おからクッキー １袋 ￥180・・・・・・・・・・・・・・・・・
自家製おからパウダーを練りこんで焼きあげました。プレ
ーン、ココア、ごまの３種類です。

❷豆乳きらず揚げ １袋 ￥180・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからで作ったかりんとうで、パリパリした歯応えと塩味が
クセになります。

❺おから茶 10包/１袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからを香ばしく炒ったお茶です。ノンカフェインで、ホッ
トでもアイスでもおいしく召し上がれます。

❻とうふドーナツラスク １袋 ￥200・・・・・・・・
とうふドーナツを薄くスライスし、砂糖をまぶして焼きあげ
たサクサク食感ラスクです。

❷❸❺❻❷❸❺❻

❹❹

❸❸

❶❶

様々な障がいのある方が、手作りお菓子を作っています。

❷❷

❸❸

❶マグネット
３個 ￥150・・・・・・・・・・・・

冷蔵庫などにレイアウトしてみて
下さい。

❷ヘアゴム
１個 ￥100～・・・・・・・・・

手作りの製品です。ひとつひとつ
色や形がちがいます。

❸ネームケース
１個 ￥500～・・・・・・・・・

手作り品。手触りのやさしい合皮
製。様々なデザインがあります。

多様な障害をお持ちの方と一緒に明るく元気に作業をしています。なないろくれよん平デイルーム

【生活介護】
〒970-8034 平上荒川字長尾74番地の８ 107号

TEL.0246-28-8802
FAX.0246-28-8803

nanairo-kureyon@amber.plala.or.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】８：30～ 17：30
【販売受付】

あとりえ北山
【就労Ｂ型】

〒970-8026 平字作町一丁目４番地の３

TEL.0246-35-5789
FAX.0246-35-5785

atorie@kibounomori.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】8：30～ 17：00
【販売受付】

ポポロ
【生活介護】

〒970-8003 平下平窪二丁目１番地の５

TEL.0246-68-6564
FAX.0246-68-6584

popolo@cocoa.ocn.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：15
【販売受付】

❷

❶

❸❸

❶横断幕（42cm×横200cm）
￥3,560 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

素材は用途に応じて承ります。

❷名刺印刷
100枚 ￥1,800 ～・・・・・・・・・・・

デザイン等お問い合わせください。

❸ポスター印刷
１枚 ￥800～・・・・・・・・・・・・・・・・・

デザイン等お問い合わせください。

パソコン班と洗濯班に分かれ、それぞれ自分たちの仕事に真剣に取り組んでいます。ミント
【就労Ｂ型】

〒970-8047 中央台高久二丁目26番地の４

TEL.0246-84-9620
FAX.0246-84-9621

cil-wash-mint@mbr.sphere.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：00
【販売受付】

❶

❷

❶パッチワーク製品
１個 ￥600～・・・・・・・・・・

可愛い布製品です。

ここが開花の出発点。Do2
【就労Ｂ型】

〒970-0224 平豊間字原町134番地の10

TEL.0246-38-6922
FAX.0246-38-6922

dodo.2.toyoma@gmail.com
【定 休 日】日・祝
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】

❶

❷ビーズ製品 １個 ￥250～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小物（ビーズで国旗をつくるビーズフラッグなど）を注文に
応じて作ります。

障がいのある方が日々仕事に生きがいを感じ、持てる能力を発揮しています。生活介護事業所アライブ
【生活介護】

〒970-8047 中央台高久二丁目26番地の４

TEL.0246-68-8928
FAX.0246-84-9621

iwakicil-alive@mbr.sphere.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】８：15～ 17：15
【販売受付】

❶ ❷

❶さをり織り製品 １個 ￥200～・・・・・・・・・・・・・・
小物（キーホルダー、コースターなど）から大物（トートバッ
グ、ショルダーバッグなど）まで御注文に応じます。

地域活動支援センターてらす
【地域活動支援】

〒970-8026 平字旧城跡12番地の80

TEL.0246-22-5491
FAX.0246-38-4459

terasu@blue.ocn.ne.jp
【定 休 日】水・木・年末年始
【営業時間】９：00～ 16：00
【販売受付】
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❷シュークリーム
１個 ￥100・・・・・・・・・・・

カスタードとホイップの2種類の
クリームが口の中で溶け合い、パ
イシュー生地との相性が抜群です。

❸クッキー各種
１袋８枚入 ￥200・・・

プレーン、ココア、ごま、いちご
の４種類をラインナップ。程よ
い甘さが紅茶に合います。

❶食パン・菓子パン
１個 ￥100～・・・・・・・・

もっちりとした高級食パンを始
め、菓子パン、惣菜パンなどバラ
エティ豊かに取り揃えています。
配送、職域販売も致します。

❷❷

❸❸

❶❶

虹のかけはし
【就労移行・就労Ｂ型】

〒971-8162 小名浜花畑町19番地の10

TEL.0246-73-0111
FAX.0246-73-0112

nijinokakehashi@seishin-kai.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】11：30～ 16：30
【販売受付】

地域の皆様によろこんで頂けるよう低価格に挑戦中

❷リボンストラップ
１個 ￥300～・・・・・・・・・・

新商品の色彩豊かなストラップ。ズ
バリお洒落です。

❶オリジナル各種布製品
１個 ￥300～・・・・・・・・・・

刺し子がワンポイントの1点物です。
きっと納得していただける製品で
す。

❶❶

創造空間
【就労Ｂ型】

〒971-8183 泉町下川字八合１番地の１

TEL.0246-84-6915
FAX.0246-84-6916

souzoukuukan@el-faro.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】９：00～ 15：30
【販売受付】

利用者の個性や障害特性を尊重し、

工賃向上にも力を入れています。

❶クリスマス・ハロウィンオブジェ
1個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一生懸命アレンジを考えて作っています。毎年ご好評いた
だいている商品です。

❷母の日カーネーション １個 ￥500・・・・・・・・・
カーネーションから気持ちを込めて制作しています。

❸Welcomeリース １個 ￥1,000 ～・・・・・・・・・
ハロウィン、お正月やクリスマスのリースも承りますのでお
気軽にお問い合わせください。

「Ponoちゃん工房」として

保護者・ボランティアの

協力のもと楽しく活動しています。

ぽぉけらハウス
【生活介護】

〒971-8183 泉町下川字川向48番地の1

TEL.0246-84-8901
FAX.0246-84-8902

ponochankoubou@yahoo.co.jp
【定 休 日】日
【営業時間】９：00～ 16：00
【販売受付】

❷十六穀米
1袋（100g） ￥250
1袋（200g） ￥400

・・・・

健康にもダイエットにもおすすめ

❸手作りいちごジャム
１個 ￥700・・・・・・・・・・・・・

150gの甘さひかえめ、手作りジャ
ムです。

❶干し芋（80ｇ）
1袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・

紅はるかのおいしい干し芋です。

❷❷

❷❷

❸❸❶❶

Grow
【就労Ａ型】

〒971-8101 小名浜字隼人70番地の4

TEL.0246-84-9277
FAX.0246-84-9244

grow0901@amail.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】８：00～ 17：00
【販売受付】

障がいをお持ちの方の自立と就労のお手伝いをしています。

❶工業用ウエス
２～ 10kg　￥2,000 ～￥5,000・・・・・・・・・・・・

古着を再利用した綿35％以上の布です。すい込みバツグン。配
達いたします。

❶❶

特定非営利活動法人ワークショップ
あいあい
【就労Ｂ型】

〒971-8101 小名浜字下町８番地

TEL.0246-52-2522
FAX.0246-88-6101

toyoda.setuko@topaz.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・夏季休暇・冬期休暇
【営業時間】９：00～ 16：45
【販売受付】

ゆっくりでいい。

今日も心をこめたウエスを

みんなでつくろう。

❶

❺デザイン石けん 30g ￥100～・・・・・・・・
お気軽にお問い合わせください。

❷EM米ぬか石けん 50g ￥350
100g ￥600

・・・・・・・・・・

❸EMセラミック石けん 50g ￥400
80g ￥600

・・・・

弱アルカリ性の石けんにEM等を配合したやさしい石
けんです。米ぬかがしっとり、セラミックがさっぱり
タイプ。

❹EMぼかし 1kg ￥400・・・・・・・・・・・・・・・・・・
汚れや悪臭の元、そして様々な有機物を分解し、抗酸
化物質を作り出します。ぼかしは園芸の肥料として利
用できます。

❶EM活性液 500Ｌ ￥100
２Ｌ ￥300

・・・・・・・・・・・・・・・

❷❸❷❸

❹❹

いわき希望の園
【就労Ｂ型・生活介護】

〒971-8184 泉町黒須野字早稲田217番地の１

TEL.0246-75-0202
FAX.0246-56-0039

kibou@ikuseikai.com
【定 休 日】土（不定期）・日・祝・
　　　　　年末年始・8/9 ～ 8/16
【営業時間】８：30～ 17：15
【販売受付】

個性豊かでいつも笑いが

絶えない元気な施設です。

❶❶

❸❸

❷

15

20

16

17

18

19

❶メモ帳
１冊 ￥330～・・・・・・・・

当事業所の利用者さん達が描いた
イラストを使用したメモ帳です。

❷レジンアクセサリー
１個 ￥500～・・・・・・・・

ピアスの他、ヘアゴムやピン等も
制作しています。

サブカルを軸に利用者さんのやりたい事を

作業に取り入れています。

サブカルビジネスセンター 福島
【就労Ｂ型】

〒973-8411 小島町三丁目３番地の３

TEL.0246-38-5225
FAX.0246-38-5775

sbc.fukushima0901@gmail.com
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】9：00～ 18：00
【販売受付】

みんなに愛されるうどんと笑顔をお届けします。ワークセンターしおさい
【就労Ｂ型】

〒971-8161 小名浜諏訪町１番地の10
　　　　　　 ローズガーデン1階

TEL.0246-73-2077
FAX.0246-73-2078

shiosai@seishin-kai.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】９：00～ 17：30
【販売受付】

❶

❶しおさいうどん・
　きしめん・細うどん

130ｇ ￥100・・・・・・・・
もちもちとした強いコシが自慢
のさぬき風うどんです。

❷ラーメン
130ｇ ￥100・・・・・・・・

醤油スープと相性バツグンの細
麺と、味噌スープ、魚介豚骨つけ
麺タレによく絡む太麺の２種類
をご用意!!
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❷シュークリーム
１個 ￥100・・・・・・・・・・・

カスタードとホイップの2種類の
クリームが口の中で溶け合い、パ
イシュー生地との相性が抜群です。

❸クッキー各種
１袋８枚入 ￥200・・・

プレーン、ココア、ごま、いちご
の４種類をラインナップ。程よ
い甘さが紅茶に合います。

❶食パン・菓子パン
１個 ￥100～・・・・・・・・

もっちりとした高級食パンを始
め、菓子パン、惣菜パンなどバラ
エティ豊かに取り揃えています。
配送、職域販売も致します。

❷❷

❸❸

❶❶

虹のかけはし
【就労移行・就労Ｂ型】

〒971-8162 小名浜花畑町19番地の10

TEL.0246-73-0111
FAX.0246-73-0112

nijinokakehashi@seishin-kai.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】11：30～ 16：30
【販売受付】

地域の皆様によろこんで頂けるよう低価格に挑戦中

❷リボンストラップ
１個 ￥300～・・・・・・・・・・

新商品の色彩豊かなストラップ。ズ
バリお洒落です。

❶オリジナル各種布製品
１個 ￥300～・・・・・・・・・・

刺し子がワンポイントの1点物です。
きっと納得していただける製品で
す。

❶❶

創造空間
【就労Ｂ型】

〒971-8183 泉町下川字八合１番地の１

TEL.0246-84-6915
FAX.0246-84-6916

souzoukuukan@el-faro.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】９：00～ 15：30
【販売受付】

利用者の個性や障害特性を尊重し、

工賃向上にも力を入れています。

❶クリスマス・ハロウィンオブジェ
1個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一生懸命アレンジを考えて作っています。毎年ご好評いた
だいている商品です。

❷母の日カーネーション １個 ￥500・・・・・・・・・
カーネーションから気持ちを込めて制作しています。

❸Welcomeリース １個 ￥1,000 ～・・・・・・・・・
ハロウィン、お正月やクリスマスのリースも承りますのでお
気軽にお問い合わせください。

「Ponoちゃん工房」として

保護者・ボランティアの

協力のもと楽しく活動しています。

ぽぉけらハウス
【生活介護】

〒971-8183 泉町下川字川向48番地の1

TEL.0246-84-8901
FAX.0246-84-8902

ponochankoubou@yahoo.co.jp
【定 休 日】日
【営業時間】９：00～ 16：00
【販売受付】

❷十六穀米
1袋（100g） ￥250
1袋（200g） ￥400

・・・・

健康にもダイエットにもおすすめ

❸手作りいちごジャム
１個 ￥700・・・・・・・・・・・・・

150gの甘さひかえめ、手作りジャ
ムです。

❶干し芋（80ｇ）
1袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・

紅はるかのおいしい干し芋です。

❷❷

❷❷

❸❸❶❶

Grow
【就労Ａ型】

〒971-8101 小名浜字隼人70番地の4

TEL.0246-84-9277
FAX.0246-84-9244

grow0901@amail.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】８：00～ 17：00
【販売受付】

障がいをお持ちの方の自立と就労のお手伝いをしています。

❶工業用ウエス
２～ 10kg　￥2,000 ～￥5,000・・・・・・・・・・・・

古着を再利用した綿35％以上の布です。すい込みバツグン。配
達いたします。

❶❶

特定非営利活動法人ワークショップ
あいあい
【就労Ｂ型】

〒971-8101 小名浜字下町８番地

TEL.0246-52-2522
FAX.0246-88-6101

toyoda.setuko@topaz.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・夏季休暇・冬期休暇
【営業時間】９：00～ 16：45
【販売受付】

ゆっくりでいい。

今日も心をこめたウエスを

みんなでつくろう。

❶

❺デザイン石けん 30g ￥100～・・・・・・・・
お気軽にお問い合わせください。

❷EM米ぬか石けん 50g ￥350
100g ￥600

・・・・・・・・・・

❸EMセラミック石けん 50g ￥400
80g ￥600

・・・・

弱アルカリ性の石けんにEM等を配合したやさしい石
けんです。米ぬかがしっとり、セラミックがさっぱり
タイプ。

❹EMぼかし 1kg ￥400・・・・・・・・・・・・・・・・・・
汚れや悪臭の元、そして様々な有機物を分解し、抗酸
化物質を作り出します。ぼかしは園芸の肥料として利
用できます。

❶EM活性液 500Ｌ ￥100
２Ｌ ￥300

・・・・・・・・・・・・・・・

❷❸❷❸

❹❹

いわき希望の園
【就労Ｂ型・生活介護】

〒971-8184 泉町黒須野字早稲田217番地の１

TEL.0246-75-0202
FAX.0246-56-0039

kibou@ikuseikai.com
【定 休 日】土（不定期）・日・祝・
　　　　　年末年始・8/9 ～ 8/16
【営業時間】８：30～ 17：15
【販売受付】

個性豊かでいつも笑いが

絶えない元気な施設です。

❶❶

❸❸

❷
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19

❶メモ帳
１冊 ￥330～・・・・・・・・

当事業所の利用者さん達が描いた
イラストを使用したメモ帳です。

❷レジンアクセサリー
１個 ￥500～・・・・・・・・

ピアスの他、ヘアゴムやピン等も
制作しています。

サブカルを軸に利用者さんのやりたい事を

作業に取り入れています。

サブカルビジネスセンター 福島
【就労Ｂ型】

〒973-8411 小島町三丁目３番地の３

TEL.0246-38-5225
FAX.0246-38-5775

sbc.fukushima0901@gmail.com
【定 休 日】土・日・祝・盆・年末年始
【営業時間】9：00～ 18：00
【販売受付】

みんなに愛されるうどんと笑顔をお届けします。ワークセンターしおさい
【就労Ｂ型】

〒971-8161 小名浜諏訪町１番地の10
　　　　　　 ローズガーデン1階

TEL.0246-73-2077
FAX.0246-73-2078

shiosai@seishin-kai.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】９：00～ 17：30
【販売受付】

❶

❶しおさいうどん・
　きしめん・細うどん

130ｇ ￥100・・・・・・・・
もちもちとした強いコシが自慢
のさぬき風うどんです。

❷ラーメン
130ｇ ￥100・・・・・・・・

醤油スープと相性バツグンの細
麺と、味噌スープ、魚介豚骨つけ
麺タレによく絡む太麺の２種類
をご用意!!
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❶水彩画 １枚 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者による水彩画で、一点ものです。

地域活動支援センターチャオ
【地域活動支援】

〒972-8321 常磐湯本町天王崎１番地の156

TEL.0246-44-6160
FAX.0246-44-6160

ciaoyamada@juno.ocn.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】９：00～ 15：30
【販売受付】

障がい者の社会復帰施設で農園、オークション参加をしています。

❶レザーコードホルダー １個 ￥200・・・・・・・・・
イヤホンや充電ケーブルなどをスッキリとキレイにまとめ
ることができるアイテムです。

❷パラコードブレスレット １個 ￥500・・・・・・・
パラシュートに使用される軽くて耐久性のある紐で編んだ
アクセサリーです。

❸樹脂ネックレス １個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サーフボードを作る際にできた樹脂の塊を手作業で削り、磨
き上げたアクセサリーです。

みなみテラス
【就労移行・就労Ｂ型】

〒974-8242 常磐下船尾町東作51番地

TEL.0246-88-7689
FAX.0246-88-7698

minami@ikuseikai.com
【定 休 日】日・祝・土曜日不定休
【営業時間】9：00～ 16：00
【販売受付】

気軽に立ち寄れるお店で販売しております！

❻バターラスク、ガーリックラスク
１袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

薄くスライスしたパンに味付けしたバターを塗って焼き上
げました。

❼ビスコッティ（コーヒー・ごま）
１袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イタリアの伝統菓子。大豆粉を使ってアレンジしました。

❽レーズンクッキー １袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・
シリアルを加えたざっくり食感のクッキーです。

❾まるこボーロ １袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どもからお年寄りまで食べやすいお菓子です。

10アーモンドクッキー １袋 ￥300・・・・・・・・・・・・
バターとアーモンドをたっぷり使った本格派のクッキーです。

❺コーヒーラスク、ピーナツラスク、みそラスク
１袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サイコロ状にカットしたラスクです。

❶食パン/イギリスパン 1又 ￥280
1.5斤 ￥380

・・・・・・・・・・・

サンドウィッチやトーストなどに。イギリスパンは外側は
パリパリ、中はフワフワです。

❷菓子パン各種 １個 ￥150～・・・・・・・・・・・・・・・・・
メロンパン・あんぱんなど定番の菓子パンの他、昔なつかし
いコッペパンなどを取り扱っています。

❹シナモンラスク １袋 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シナモンシュガーをまぶした甘いラスクです。

❸学園煎餅（しいたけ・ごま） １袋 ￥350・・・・
一枚ずつ焼き上げたクッキータイプの堅焼き煎餅です。

いわき学園
【就労Ｂ型・生活介護】

〒972-8312 常磐下船尾町東作51番地

TEL.0246-43-4445
FAX.0246-44-4802

gakuen@ikuseikai.com
【定 休 日】日・祝・土曜不定休
【営業時間】8：30～ 17：15
【販売受付】

一つひとつ真心を込めて利用者さんが作っています。

❶❶

❶❶ ❷❷ ❸❺❽10❸❺❽10

❻コースター 10枚1セット ￥100・・・・・・・・・・・
彩りよい10枚セットとなっています。とてもお得なセット
です。

❼おにぎり まめごはん サンドウィッチ
各１セット ￥400・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おにぎりやまめごはん、栗ご飯、サンドウィッチを形取りを
したメッセージカードとなっています。封筒付ですので、お
手紙としても使用可能です。

❽300円再生紙 各１セット ￥300・・・・・・・・・・・
金封（こころばかり）やご祝儀袋を手作りしています。ここ
にしかないオリジナルの袋です。

❾200円再生紙 １セット ￥200・・・・・・・・・・・・・・
水引のついた（桜）（梅）のお祝い袋です。華やかな商品とな
っています。

❺季節のキャンドル ￥300～・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリスマスやお正月といった季節のキャンドルです。

❶アヒル １セット ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アヒルの可愛いキャンドル。巣も自分たちの手作りです。

❷ココット １個 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ココットに動物のキャンドルを並べ、そのまま灯せるキャン
ドルです。出産祝い等におすすめです。

❹らくがんキャンドル １セット ￥350・・・・・・
仏壇にお供えできるキャンドルです。故人の好きなものを
お供えにいかがでしょうか。

❸お弁当キャンドル 1個￥1,000・・・・・・・・・・・・・・
唐揚げや卵焼きなどお出かけが楽しくなるようなお弁当キ
ャンドルです。一つ一つ灯すことができます。

いわき光成園
【生活介護】

〒972-8312 常磐下船尾町東作53番地

TEL.0246-43-0012
FAX.0246-43-0013

kouseien@ikuseikai.com
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】９：00～ 16：00
【販売受付】

一つ一つ心を込めて製作しています。

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹ ❺❺

❼❼ ❾❾❽❽

❶❶

❷❷

❸❸

❶ポーチ
１個 ￥400・・・・・・・・・・・・・・・

チャック付の便利なポーチです。
柄もいろいろそろえています。

❶❶

綴町就労支援センター
【就労Ｂ型】

〒972-8321 常磐湯本町天王崎１番地の151

TEL.0246-68-6307
FAX.0246-68-8071

tudura-npo@rainbow.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：00
【販売受付】

手作りのオリジナル製品

作りにこだわっています。24
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❶❶

❷❷ ❹❹

❶❶ ❸❸

❹❹

❶❶

❹ほし芋（紅はるか）
１個300ｇ ￥1,000・・・・

自然の甘みがうれしい

❶ブルーベリー 1パック ￥250・・・・・・・・・・・・・・・
太陽の光をいっぱいに浴びた完全無農薬の安全安心なおい
しいブルーベリーです。

❷工業用ウエス
10㎏ ￥2,000 ～￥5,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古着を利用して作りました。

❸レジンアクセサリー
１個 ￥300～￥1,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１つ１つ心を込めて手作りしました。

❹メダカ 1匹～ ￥100～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
心楽で卵から育てたメダカを販売しています。

❶しあわせみそカップ入り（贈答用）
1個1kg ￥620・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❸しあわせみそ袋入り（便利なワンコイン）
１個870g ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昔ながらの糀たっぷり手作り味噌（カナダ産大豆）

❷しあわせみそ袋入り
1個1kg ￥570・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

就労支援きらきら
【就労Ｂ型】

〒974-8252 仁井田町寺前９番地の１

TEL.0246-84-7102
FAX.0246-84-7103

spwg3cd9@ion.ocn.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】８：30～ 17：00
【販売受付】

なこそ授産所
【就労Ｂ型】

〒974-8232 錦町重殿15番地

TEL.0246-63-3352
FAX.0246-68-7084

nakosojyusanjyo@gmail.com
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】８：30～ 17：00
【販売受付】

手作りでおいしい、なつかしい味の味噌を作って40年。

❶仕出し弁当 １食 ￥400～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
管理栄養士による献立で、全て手作りの日替わり弁当です。
前日に御注文を受けてから配達致します。

天真庵
【就労Ｂ型】

〒974-8212 東田町二丁目11番地の７

TEL.0246-77-2033
FAX.0246-77-2733

tenshinan@seishin-kai.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】11：30～ 14：30
【販売受付】

地域の皆様に笑顔とおいしい食事と手作り弁当をお届けします。

自然豊かな環境でのびのびと楽しく作業に励んでいます。
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就労継続支援Ｂ型事業所心楽
【就労Ｂ型】

〒974-8241 山田町堂平98番地の５

TEL.0246-85-0198
FAX.0246-85-0298

syurou.cocol@gmail.com
【定 休 日】土・日
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❶水彩画 １枚 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者による水彩画で、一点ものです。

地域活動支援センターチャオ
【地域活動支援】

〒972-8321 常磐湯本町天王崎１番地の156

TEL.0246-44-6160
FAX.0246-44-6160

ciaoyamada@juno.ocn.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】９：00～ 15：30
【販売受付】

障がい者の社会復帰施設で農園、オークション参加をしています。

❶レザーコードホルダー １個 ￥200・・・・・・・・・
イヤホンや充電ケーブルなどをスッキリとキレイにまとめ
ることができるアイテムです。

❷パラコードブレスレット １個 ￥500・・・・・・・
パラシュートに使用される軽くて耐久性のある紐で編んだ
アクセサリーです。

❸樹脂ネックレス １個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サーフボードを作る際にできた樹脂の塊を手作業で削り、磨
き上げたアクセサリーです。

みなみテラス
【就労移行・就労Ｂ型】

〒974-8242 常磐下船尾町東作51番地

TEL.0246-88-7689
FAX.0246-88-7698

minami@ikuseikai.com
【定 休 日】日・祝・土曜日不定休
【営業時間】9：00～ 16：00
【販売受付】

気軽に立ち寄れるお店で販売しております！

❻バターラスク、ガーリックラスク
１袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

薄くスライスしたパンに味付けしたバターを塗って焼き上
げました。

❼ビスコッティ（コーヒー・ごま）
１袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イタリアの伝統菓子。大豆粉を使ってアレンジしました。

❽レーズンクッキー １袋 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・
シリアルを加えたざっくり食感のクッキーです。

❾まるこボーロ １袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どもからお年寄りまで食べやすいお菓子です。

10アーモンドクッキー １袋 ￥300・・・・・・・・・・・・
バターとアーモンドをたっぷり使った本格派のクッキーです。

❺コーヒーラスク、ピーナツラスク、みそラスク
１袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サイコロ状にカットしたラスクです。

❶食パン/イギリスパン 1又 ￥280
1.5斤 ￥380

・・・・・・・・・・・

サンドウィッチやトーストなどに。イギリスパンは外側は
パリパリ、中はフワフワです。

❷菓子パン各種 １個 ￥150～・・・・・・・・・・・・・・・・・
メロンパン・あんぱんなど定番の菓子パンの他、昔なつかし
いコッペパンなどを取り扱っています。

❹シナモンラスク １袋 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シナモンシュガーをまぶした甘いラスクです。

❸学園煎餅（しいたけ・ごま） １袋 ￥350・・・・
一枚ずつ焼き上げたクッキータイプの堅焼き煎餅です。

いわき学園
【就労Ｂ型・生活介護】

〒972-8312 常磐下船尾町東作51番地

TEL.0246-43-4445
FAX.0246-44-4802

gakuen@ikuseikai.com
【定 休 日】日・祝・土曜不定休
【営業時間】8：30～ 17：15
【販売受付】

一つひとつ真心を込めて利用者さんが作っています。

❶❶

❶❶ ❷❷ ❸❺❽10❸❺❽10

❻コースター 10枚1セット ￥100・・・・・・・・・・・
彩りよい10枚セットとなっています。とてもお得なセット
です。

❼おにぎり まめごはん サンドウィッチ
各１セット ￥400・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おにぎりやまめごはん、栗ご飯、サンドウィッチを形取りを
したメッセージカードとなっています。封筒付ですので、お
手紙としても使用可能です。

❽300円再生紙 各１セット ￥300・・・・・・・・・・・
金封（こころばかり）やご祝儀袋を手作りしています。ここ
にしかないオリジナルの袋です。

❾200円再生紙 １セット ￥200・・・・・・・・・・・・・・
水引のついた（桜）（梅）のお祝い袋です。華やかな商品とな
っています。

❺季節のキャンドル ￥300～・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリスマスやお正月といった季節のキャンドルです。

❶アヒル １セット ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アヒルの可愛いキャンドル。巣も自分たちの手作りです。

❷ココット １個 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ココットに動物のキャンドルを並べ、そのまま灯せるキャン
ドルです。出産祝い等におすすめです。

❹らくがんキャンドル １セット ￥350・・・・・・
仏壇にお供えできるキャンドルです。故人の好きなものを
お供えにいかがでしょうか。

❸お弁当キャンドル 1個￥1,000・・・・・・・・・・・・・・
唐揚げや卵焼きなどお出かけが楽しくなるようなお弁当キ
ャンドルです。一つ一つ灯すことができます。

いわき光成園
【生活介護】

〒972-8312 常磐下船尾町東作53番地

TEL.0246-43-0012
FAX.0246-43-0013

kouseien@ikuseikai.com
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】９：00～ 16：00
【販売受付】

一つ一つ心を込めて製作しています。

❶❶ ❷❷

❸❸ ❹❹ ❺❺

❼❼ ❾❾❽❽

❶❶

❷❷

❸❸

❶ポーチ
１個 ￥400・・・・・・・・・・・・・・・

チャック付の便利なポーチです。
柄もいろいろそろえています。

❶❶

綴町就労支援センター
【就労Ｂ型】

〒972-8321 常磐湯本町天王崎１番地の151

TEL.0246-68-6307
FAX.0246-68-8071

tudura-npo@rainbow.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：00
【販売受付】

手作りのオリジナル製品

作りにこだわっています。24
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26

27

❶❶

❷❷ ❹❹

❶❶ ❸❸

❹❹

❶❶

❹ほし芋（紅はるか）
１個300ｇ ￥1,000・・・・

自然の甘みがうれしい

❶ブルーベリー 1パック ￥250・・・・・・・・・・・・・・・
太陽の光をいっぱいに浴びた完全無農薬の安全安心なおい
しいブルーベリーです。

❷工業用ウエス
10㎏ ￥2,000 ～￥5,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古着を利用して作りました。

❸レジンアクセサリー
１個 ￥300～￥1,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１つ１つ心を込めて手作りしました。

❹メダカ 1匹～ ￥100～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
心楽で卵から育てたメダカを販売しています。

❶しあわせみそカップ入り（贈答用）
1個1kg ￥620・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❸しあわせみそ袋入り（便利なワンコイン）
１個870g ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昔ながらの糀たっぷり手作り味噌（カナダ産大豆）

❷しあわせみそ袋入り
1個1kg ￥570・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

就労支援きらきら
【就労Ｂ型】

〒974-8252 仁井田町寺前９番地の１

TEL.0246-84-7102
FAX.0246-84-7103

spwg3cd9@ion.ocn.ne.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】８：30～ 17：00
【販売受付】

なこそ授産所
【就労Ｂ型】

〒974-8232 錦町重殿15番地

TEL.0246-63-3352
FAX.0246-68-7084

nakosojyusanjyo@gmail.com
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】８：30～ 17：00
【販売受付】

手作りでおいしい、なつかしい味の味噌を作って40年。

❶仕出し弁当 １食 ￥400～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
管理栄養士による献立で、全て手作りの日替わり弁当です。
前日に御注文を受けてから配達致します。

天真庵
【就労Ｂ型】

〒974-8212 東田町二丁目11番地の７

TEL.0246-77-2033
FAX.0246-77-2733

tenshinan@seishin-kai.jp
【定 休 日】土・日
【営業時間】11：30～ 14：30
【販売受付】

地域の皆様に笑顔とおいしい食事と手作り弁当をお届けします。

自然豊かな環境でのびのびと楽しく作業に励んでいます。

21

22

就労継続支援Ｂ型事業所心楽
【就労Ｂ型】

〒974-8241 山田町堂平98番地の５

TEL.0246-85-0198
FAX.0246-85-0298

syurou.cocol@gmail.com
【定 休 日】土・日
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❸❸

❷マカダミアフレーバー珈琲 １個 ￥150・・・
マカダミアナッツの香り漂うハワイ感じる粉コーヒー

❸ぶどう枝リース １個 ￥550～・・・・・・・・・・・・・・
ぶどうの枝のリースです。そのままでも、デコレーションし
てもお使いいただけます。

❸ふわり珈琲オリジナル珈琲セット６個入
１箱 ￥1,300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

様々なパッケージデザインが楽しめるふわり珈琲オリジナ
ルの６個セット

❶ふわり珈琲オリジナル １個 ￥130・・・・・・・・・
酸味、苦み、香り、コクのバランスが良いブレンド

障がい者就労継続支援Ａ型ふわり
【就労Ａ型】

〒973-8402 内郷御厩町四丁目92番地

TEL.0246-45-1051
FAX.0246-45-1052

fuwarinko@outlook.jp
【定 休 日】日・祝
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】

就労支援センター未来ファーム
【就労Ｂ型】

〒970-1153 好間町上好間字田代11番地の８

TEL.0246-27-0008
FAX.0246-27-0011

miraifarm@midorinomori-f.com
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】８：30～ 16：30
【販売受付】

障がいをお持ちの方々に、働くため訓練を行うことで、就労を支援。

❷ペットシート １枚 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使い勝手の良い布・毛布再生のペットシートです。

❸ウエス各種 １kg ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上質な綿素材の古布再生ウエスです。素材は、タオル地やシ
ーツタイプなど取り揃えております。

❶座ぶとん １枚 ￥600・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
布・布団再生の縫製加工品の座ぶとんです。

❸❸

株式会社TOMONI
【就労Ａ型】

〒970-1144 好間工業団地１番地の86

TEL.0246-47-0956
FAX.0246-47-0986

yosima@xbb.jp
【定 休 日】日・元日
【営業時間】８：00～ 16：30
【販売受付】

障がい者が協力して作業し、企業への就労を目指す事業所です。

❶ユーカリスワッグ 1個 ￥550・・・・・・・・・・・・・・・
かべに下げても置いても楽しめる、今大人気のインテリアで
す。

❷マスクケース １個 ￥780・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かわいい動物たちがモチーフの便利なポケット付きマスク入
れです。

❸カードケース １個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手ぬいのパッチワークで作ったぬくもりたっぷりのカード入
れです。

作業を通し、はじめの一歩を作る支援をめざしています。Do3
【就労Ｂ型】

〒979-0202 四倉町上仁井田字九反坪30番地の２

TEL.0246-88-6696
FAX.0246-88-6696

dodo@sky.plala.or.jp
【定 休 日】日・土祝は不定休
【営業時間】10：00～ 15：30
【販売受付】

❶野菜各種 1袋 ￥100～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
季節に合わせた野菜を取り揃え「晴レル家」、福祉の店で販売
しています。

福祉サービス事業所つばさ
【就労移行・就労Ｂ型】

〒970-1151 好間町下好間字大館173番地の１

TEL.0246-84-7930
FAX.0246-84-7931

kagayaki@agate.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：30～ 15：00
【販売受付】

はじける笑顔はばたく未来かがやき

❶IWAKI YUME WINE（赤・白）
１本 ￥2,750 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

未来ファームで栽培したぶどうで作ったワインです。

❷梨スパークリングワイン
１本 ￥2,200 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いわき梨を使用した微発泡ワインです。

果樹や野菜の栽培、

いわきワイナリーの運営を行っています。

❶ ❸❸

❷

❶❷❶❷

❶❶

カフェ晴レル家

【場所】
　平上平窪字羽黒40-66
【定休日】日・祝
【営業時間】
　10：30～16：00

その他（各委託販売所）
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34

35

36

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❺❺

❶ハーバリウム １個 ￥1,100 ～・・・・・・・・・・・・・・
丁寧に仕上げた手作りのハーバリウムです。

❷アロマワックスバー １個 ￥480～・・・・・・・・
火を灯さずに香りが楽しめます。

❹ユーカリスワッグ １個 ￥550～・・・・・・・・・・・
玄関や窓際に飾ればとってもオシャレ！

❺シューキーパー １個 ￥350～・・・・・・・・・・・・・・
靴の芳香剤です。インテリアとしても◎

❸ペーパークラフトマスコット
１個 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

種類豊富な可愛いペーパークラフトマスコットです。

Do
【就労移行・就労Ｂ型】

〒973-8402 内郷御厩町三丁目75番地の6

TEL.0246-51-6033
FAX.0246-51-7292

dodo@ka2.so-net.ne.jp
【定 休 日】日・祝
【営業時間】8：30～ 17：30
【販売受付】

ここが開花の出発点。

❶もめんとうふ 340ｇ/丁 ￥170・・・・・・・・・・・・・
国産大豆100％本にがり使用。高濃度の豆乳で作る甘みと
コクのあるこだわりの豆腐です。

❷寄せとうふ 340ｇ/丁 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・
なめらかな味で、冷奴に最適です。

❸ざるとうふ 160ｇ/丁 ￥140・・・・・・・・・・・・・・・・
お一人分に丁度良い手頃な大きさです。

❹ミニ寄せとうふ 100ｇ/丁 ￥100・・・・・・・・・・
お一人分に丁度良い手頃な大きさです。

就労継続支援Ｂ型
ひまわり共同作業所
【就労Ｂ型】

〒973-8402 内郷御厩町三丁目142番地

TEL.0246-27-4960
FAX.0246-84-8038

himawari_tofu_2@yahoo.co.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：00～ 17：00
【販売受付】

元気と笑顔で、おいしい・

こだわりの豆腐を作っています。

❷❷

❶❶

❸❸

30
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❶おりいぶ人（粉せっけん） 1kg ￥440・・・・・・
使用済み天ぷら油から出来ている人にも環境にもやさしい
粉せっけんです。

工房阿列布（オリーブ）
【就労Ｂ型・生活介護】

〒973-8407 内郷宮町峰根65番地の187

TEL.0246-36-3944
FAX.0246-36-3922

k_olive@aitokufukushikai.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】８：30～ 17：00
【販売受付】

無添加にこだわった

せっけんをつくり続けています。

❶❶

29



HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❸❸

❷マカダミアフレーバー珈琲 １個 ￥150・・・
マカダミアナッツの香り漂うハワイ感じる粉コーヒー

❸ぶどう枝リース １個 ￥550～・・・・・・・・・・・・・・
ぶどうの枝のリースです。そのままでも、デコレーションし
てもお使いいただけます。

❸ふわり珈琲オリジナル珈琲セット６個入
１箱 ￥1,300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

様々なパッケージデザインが楽しめるふわり珈琲オリジナ
ルの６個セット

❶ふわり珈琲オリジナル １個 ￥130・・・・・・・・・
酸味、苦み、香り、コクのバランスが良いブレンド

障がい者就労継続支援Ａ型ふわり
【就労Ａ型】

〒973-8402 内郷御厩町四丁目92番地

TEL.0246-45-1051
FAX.0246-45-1052

fuwarinko@outlook.jp
【定 休 日】日・祝
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】

就労支援センター未来ファーム
【就労Ｂ型】

〒970-1153 好間町上好間字田代11番地の８

TEL.0246-27-0008
FAX.0246-27-0011

miraifarm@midorinomori-f.com
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】８：30～ 16：30
【販売受付】

障がいをお持ちの方々に、働くため訓練を行うことで、就労を支援。

❷ペットシート １枚 ￥300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使い勝手の良い布・毛布再生のペットシートです。

❸ウエス各種 １kg ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上質な綿素材の古布再生ウエスです。素材は、タオル地やシ
ーツタイプなど取り揃えております。

❶座ぶとん １枚 ￥600・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
布・布団再生の縫製加工品の座ぶとんです。

❸❸

株式会社TOMONI
【就労Ａ型】

〒970-1144 好間工業団地１番地の86

TEL.0246-47-0956
FAX.0246-47-0986

yosima@xbb.jp
【定 休 日】日・元日
【営業時間】８：00～ 16：30
【販売受付】

障がい者が協力して作業し、企業への就労を目指す事業所です。

❶ユーカリスワッグ 1個 ￥550・・・・・・・・・・・・・・・
かべに下げても置いても楽しめる、今大人気のインテリアで
す。

❷マスクケース １個 ￥780・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かわいい動物たちがモチーフの便利なポケット付きマスク入
れです。

❸カードケース １個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手ぬいのパッチワークで作ったぬくもりたっぷりのカード入
れです。

作業を通し、はじめの一歩を作る支援をめざしています。Do3
【就労Ｂ型】

〒979-0202 四倉町上仁井田字九反坪30番地の２

TEL.0246-88-6696
FAX.0246-88-6696

dodo@sky.plala.or.jp
【定 休 日】日・土祝は不定休
【営業時間】10：00～ 15：30
【販売受付】

❶野菜各種 1袋 ￥100～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
季節に合わせた野菜を取り揃え「晴レル家」、福祉の店で販売
しています。

福祉サービス事業所つばさ
【就労移行・就労Ｂ型】

〒970-1151 好間町下好間字大館173番地の１

TEL.0246-84-7930
FAX.0246-84-7931

kagayaki@agate.plala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：30～ 15：00
【販売受付】

はじける笑顔はばたく未来かがやき

❶IWAKI YUME WINE（赤・白）
１本 ￥2,750 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

未来ファームで栽培したぶどうで作ったワインです。

❷梨スパークリングワイン
１本 ￥2,200 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いわき梨を使用した微発泡ワインです。

果樹や野菜の栽培、

いわきワイナリーの運営を行っています。

❶ ❸❸

❷

❶❷❶❷

❶❶

カフェ晴レル家

【場所】
　平上平窪字羽黒40-66
【定休日】日・祝
【営業時間】
　10：30～16：00

その他（各委託販売所）

32

33

34

35

36

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❺❺

❶ハーバリウム １個 ￥1,100 ～・・・・・・・・・・・・・・
丁寧に仕上げた手作りのハーバリウムです。

❷アロマワックスバー １個 ￥480～・・・・・・・・
火を灯さずに香りが楽しめます。

❹ユーカリスワッグ １個 ￥550～・・・・・・・・・・・
玄関や窓際に飾ればとってもオシャレ！

❺シューキーパー １個 ￥350～・・・・・・・・・・・・・・
靴の芳香剤です。インテリアとしても◎

❸ペーパークラフトマスコット
１個 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

種類豊富な可愛いペーパークラフトマスコットです。

Do
【就労移行・就労Ｂ型】

〒973-8402 内郷御厩町三丁目75番地の6

TEL.0246-51-6033
FAX.0246-51-7292

dodo@ka2.so-net.ne.jp
【定 休 日】日・祝
【営業時間】8：30～ 17：30
【販売受付】

ここが開花の出発点。

❶もめんとうふ 340ｇ/丁 ￥170・・・・・・・・・・・・・
国産大豆100％本にがり使用。高濃度の豆乳で作る甘みと
コクのあるこだわりの豆腐です。

❷寄せとうふ 340ｇ/丁 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・
なめらかな味で、冷奴に最適です。

❸ざるとうふ 160ｇ/丁 ￥140・・・・・・・・・・・・・・・・
お一人分に丁度良い手頃な大きさです。

❹ミニ寄せとうふ 100ｇ/丁 ￥100・・・・・・・・・・
お一人分に丁度良い手頃な大きさです。

就労継続支援Ｂ型
ひまわり共同作業所
【就労Ｂ型】

〒973-8402 内郷御厩町三丁目142番地

TEL.0246-27-4960
FAX.0246-84-8038

himawari_tofu_2@yahoo.co.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】10：00～ 17：00
【販売受付】

元気と笑顔で、おいしい・

こだわりの豆腐を作っています。

❷❷

❶❶

❸❸

30

31

❶おりいぶ人（粉せっけん） 1kg ￥440・・・・・・
使用済み天ぷら油から出来ている人にも環境にもやさしい
粉せっけんです。

工房阿列布（オリーブ）
【就労Ｂ型・生活介護】

〒973-8407 内郷宮町峰根65番地の187

TEL.0246-36-3944
FAX.0246-36-3922

k_olive@aitokufukushikai.jp
【定 休 日】土・日・祝・年末年始
【営業時間】８：30～ 17：00
【販売受付】

無添加にこだわった

せっけんをつくり続けています。

❶❶
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はんど めいど いわき

HAND MADE
IWAKI

発行／いわき市
編集／いわき市保健福祉部障がい福祉課
TEL.0246-22-7486  FAX.0246-22-3183

はんど めいど いわき

『はんどめいどいわき』は、いわき市内に暮らす障がいがある方たちのつくる
商品やサービスを紹介するガイドブックです。とびきりおいしいあの品や、
かゆいところに手が届くあのサービスも、すべてがいわきのハンドメイド。

『はんどめいどいわき』は、いわき市内に暮らす障がいがある方たちのつくる
商品やサービスを紹介するガイドブックです。とびきりおいしいあの品や、
かゆいところに手が届くあのサービスも、すべてがいわきのハンドメイド。

ラウンジミュウ
LOUNGE MYU

少し頑張ったり、時々のんびりしたり♪
障がい者と地域をつなぐ　売店　ラウンジミュウ
障がいのある方が活躍している売店です。

営業日 月曜日から金曜日（祝日を除く）

時　間 午前11時から午後2時まで

場　所 いわき市総合保健福祉センター１階

販売品 いわき市内外の福祉事業所製品
（クッキーなどの食品、キーホルダーなどの雑貨、布製品等）
カップラーメン、菓子類、飲み物、アイスなどの食品

全部じゃないけど

ここで買えます 福祉の店
FUKUSHI  NO  MISE

市役所にてオープン!!

障がい者就労施設に通う方たちが、いわき市役所に出向い
て施設製品を販売するお店です。市役所にお越しの際は、
是非お立ち寄りください。

開店日 毎週月曜日及び木曜日（ただし、祝日の場合は翌日）

時　間 午前11時から午後2時まで（終了時刻が早まる場合があります）

場　所 いわき市役所本庁舎1階ロビー

販売品 弁当、パン各種、菓子類、デザート、花き類、味噌、
野菜、豆腐製品等


