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はんど めいど いわき

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

あなたと施設を結ぶ、
ハートフルメッセージ
あなたと施設を結ぶ、
ハートフルメッセージ
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

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。

　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？

店舗情報や商品価格（税込）は、令和5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。

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47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

❸❸

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。

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。

❶❷❶❷

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】

3

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

tsubasa-b@email.palala.or.jp
【定 休 日】土・日・祝
【営業時間】8：15～ 17：15
【販売受付】

❶❶

カフェ晴レル家
【場所】
　平上平窪字羽黒40-66
【定休日】土・日・祝
【営業時間】
　11：00～15：30

2 体を動かし、自然の力を感じながら作業ができる事業所です。

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】8：30～ 17：30
【販売受付】

❶ハウス型ペーパーホルダー
１個 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハンドメイドのハウス型ペーパーホルダーです。

❷粘土作品
1個 ￥280～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

様々な動物を中心に作った可愛いい置物です。

1

❶
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❶ノルウェー（1/2） １袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・
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 ￥2,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。

❸特製ソースのカツサンド 1個 ￥230・・・・・・
特製ソースの味がカツとマッチし、１度食べたらやみつき
です。

❹自家製たっぷりつぶあんぱん １個 ￥150・・・
いつでも人気のあんぱん。味の決め手は自家製のあん。リ
ピーターの多い商品です。

❺ホワイトパンダ １個 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見かけは可愛らしい為にお子様向け？と思われがちですが、
特製のホワイトクリームに大人もメロメロです。

❶アップリケポーチ 1個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・
ひとはりひとはり丁寧にアップリケをし、着物や帯をリメイ
クしたポーチです。

❷米袋タペストリー １枚 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・
米袋を織機で織ったタペストリーです。

❸アームカバー １組 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
古布やいただいた布で手縫いをしたアームカバーです。

❹織物 1枚 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手織りで、丁寧に仕上げました。

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。

❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺

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】

❶弁当
１食 ￥500・・・・・・・・・・・・・

手作りの日替わり弁当を、おひとつ
からお届けします。

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。

働く喜びを体感し、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.0246-25-5605
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】

❷❷
❶

❶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。

❷おべんとう
１個 ￥500～・・・・・・・・・・・・

日替わり弁当、その他ご予算に合わ
せた特注弁当・オードブルも承って
おります。

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

インスタグラムQR

❷「もりのわ」詰め合わせ １箱 ￥980～・・・・・
焼きどーなつの贈答用詰合せ。
5個・10個・15個入りがあります。

❶豆乳入り焼きどーなつ「もりのわ」 １個 ￥160・・・
ふたばで製造した豆乳を使用した焼きどーなつ。
全7～ 8種類。セットもあります！

❸おからスノーボール １袋 ￥190・・・・・・・・・・・・
おからパウダーを使用した自慢のクッキー。
プレーンと季節限定の２種類ご用意してます。

❹チョコナッツクッキー 1個 ￥220・・・・・・・・・
おからパウダーを使用した自慢のクッキー。
ナッツのザクザク食感がクセになります。

❺フィナンシェ １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
食べやすいサイズの2本入り。キャラメルナッツと季節限定
の２種類ご用意してます。

❻季節のプチギフトセット １袋 ￥370～・・・
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）

利用者さんを中心に、焼きどーなつや色んな焼き菓子を製造・販売しています。

❻❻❺❺❹❹❸❸❶❶ ❷❷

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】

インスタグラムQR

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

フワフワ食感に仕上げています。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、チョコも。

❶とうふドーナツ 2個入 ￥120・・・・・・・・・・・・・・・
絹豆腐を使った、もちもち食感のドーナツです。プレーン味
とココア味。個包装も承ります。

❸おからクッキー １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・
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、紅茶の4種類です。

❷豆乳きらず揚げ １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからのみを使用し、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美味しいです。

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、焼き上げたサクサク食感
ラスク。優しい甘さのプレーンとココア味。

❸❺❻❸❺❻

❹❹

❶❶

❷❷

国産豆を使用した豆腐･豆乳を使ってお菓子を作り、販売しています。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】

ゆっくりゆったりすごせるみんなのいばしょ。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】

❷低温熟成多加水パン １個 ￥150～￥230・・・・・・
ピザ4種類と塩あんパン、生地がモチモチで美味しいパンで
す。

❶はがき・さき織り製品・アクリルたわし １個 ￥100～・・・・
牛乳パックを再生紙にし、はがき等に加工。さき織りの製品
＆カラフル・アクリルたわしなど色々あります。

❸ほしの天然酵母パン・低温熟成菓子パン
1個 ￥150～￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポポロの畑で獲れた、さつまいもをあんこにし使用してます。

❹ほしの天然酵母食パン
１又は1.5斤 ￥340～￥420・・・・・・・・・・・・・・・

奥深く自然の香りがいっぱいの天然酵母パンです。

❺クッキー・パウンドケーキ 1個 ￥120～￥230・・・
甘さ控えめ、軽いくちどけの12種類のクッキーとパウンドケーキ８種
類。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下さい。

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】

❸❸

❶❶

❹❹

❸❸ ❹❹❷❷❶❶

❷❷

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

miraikoubou@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】

❷❷

❸❸❶❶
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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。



HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❶ノルウェー（1/2） １袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・
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 ￥2,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。

❸特製ソースのカツサンド 1個 ￥230・・・・・・
特製ソースの味がカツとマッチし、１度食べたらやみつき
です。

❹自家製たっぷりつぶあんぱん １個 ￥150・・・
いつでも人気のあんぱん。味の決め手は自家製のあん。リ
ピーターの多い商品です。

❺ホワイトパンダ １個 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見かけは可愛らしい為にお子様向け？と思われがちですが、
特製のホワイトクリームに大人もメロメロです。

❶アップリケポーチ 1個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・
ひとはりひとはり丁寧にアップリケをし、着物や帯をリメイ
クしたポーチです。

❷米袋タペストリー １枚 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・
米袋を織機で織ったタペストリーです。

❸アームカバー １組 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
古布やいただいた布で手縫いをしたアームカバーです。

❹織物 1枚 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手織りで、丁寧に仕上げました。

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。

❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺

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】

❶弁当
１食 ￥500・・・・・・・・・・・・・

手作りの日替わり弁当を、おひとつ
からお届けします。

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。

働く喜びを体感し、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.0246-25-5605
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】

❷❷
❶

❶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。

❷おべんとう
１個 ￥500～・・・・・・・・・・・・

日替わり弁当、その他ご予算に合わ
せた特注弁当・オードブルも承って
おります。

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

インスタグラムQR

❷「もりのわ」詰め合わせ １箱 ￥980～・・・・・
焼きどーなつの贈答用詰合せ。
5個・10個・15個入りがあります。

❶豆乳入り焼きどーなつ「もりのわ」 １個 ￥160・・・
ふたばで製造した豆乳を使用した焼きどーなつ。
全7～ 8種類。セットもあります！

❸おからスノーボール １袋 ￥190・・・・・・・・・・・・
おからパウダーを使用した自慢のクッキー。
プレーンと季節限定の２種類ご用意してます。

❹チョコナッツクッキー 1個 ￥220・・・・・・・・・
おからパウダーを使用した自慢のクッキー。
ナッツのザクザク食感がクセになります。

❺フィナンシェ １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
食べやすいサイズの2本入り。キャラメルナッツと季節限定
の２種類ご用意してます。

❻季節のプチギフトセット １袋 ￥370～・・・
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）

利用者さんを中心に、焼きどーなつや色んな焼き菓子を製造・販売しています。

❻❻❺❺❹❹❸❸❶❶ ❷❷

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】

インスタグラムQR

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

フワフワ食感に仕上げています。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、チョコも。

❶とうふドーナツ 2個入 ￥120・・・・・・・・・・・・・・・
絹豆腐を使った、もちもち食感のドーナツです。プレーン味
とココア味。個包装も承ります。

❸おからクッキー １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・
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、紅茶の4種類です。

❷豆乳きらず揚げ １袋 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・
おからのみを使用し、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美味しいです。

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、焼き上げたサクサク食感
ラスク。優しい甘さのプレーンとココア味。

❸❺❻❸❺❻

❹❹

❶❶

❷❷

国産豆を使用した豆腐･豆乳を使ってお菓子を作り、販売しています。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】

ゆっくりゆったりすごせるみんなのいばしょ。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】

❷低温熟成多加水パン １個 ￥150～￥230・・・・・・
ピザ4種類と塩あんパン、生地がモチモチで美味しいパンで
す。

❶はがき・さき織り製品・アクリルたわし １個 ￥100～・・・・
牛乳パックを再生紙にし、はがき等に加工。さき織りの製品
＆カラフル・アクリルたわしなど色々あります。

❸ほしの天然酵母パン・低温熟成菓子パン
1個 ￥150～￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポポロの畑で獲れた、さつまいもをあんこにし使用してます。

❹ほしの天然酵母食パン
１又は1.5斤 ￥340～￥420・・・・・・・・・・・・・・・

奥深く自然の香りがいっぱいの天然酵母パンです。

❺クッキー・パウンドケーキ 1個 ￥120～￥230・・・
甘さ控えめ、軽いくちどけの12種類のクッキーとパウンドケーキ８種
類。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下さい。

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】

❸❸

❶❶

❹❹

❸❸ ❹❹❷❷❶❶

❷❷

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

miraikoubou@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】

❷❷

❸❸❶❶
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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。



HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

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。

❺オリジナルトートバッグ
１枚 ￥800～・・・・・・・・・・・・・・・・・

印刷部分はA4サイズ以内。お気に入りの画
像データから印刷できます。

❻オリジナルファイル
１枚 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・

印刷部分はA4サイズ以内。お気に入りの画
像データから印刷できます。

❹オリジナルTシャツ
１枚 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・

印刷部分はA4サイズ以内。お気に入りの画
像データから印刷できます。

いろいろなことに チャレンジしながら 自分らしさを発揮できる場所!!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

mint@ciliwaki.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

❸ ❻

❷❷

❹❺❹❺

❷紙すきメッセージカード １個 ￥150～・・・
牛乳パック唐紙を作り、飾りつけをして、大切な方へメッセ
ージを印刷します。

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

alive@ciliwaki.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（キーホルダーやコースター）から大判（トートバッグ、
ショルダーバッグなど）までを受注生産。

❶横断幕（42cm×横200cm） ￥3,560 ～・・・
講演会の垂れ幕や表題の作成もします。室内外の用途に応
じて素材の相談を承ります。

❷シュークリーム
１個 ￥120・・・・・・・・・・・

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。

❶各種パン
１個 ￥100～・・・・・・・・

虹のかけはし目玉商品です。

❷❷

❺❺

❹❹

❸❸❶❶

❷❷

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・月・年末年始
【営業時間】11：00～ 16：00
【販売受付】

一つでも多くの事ができるよう、
日々訓練しています。

❶❶

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。配達いたします。

❶十六穀米 1袋（100g） ￥250
1袋（200g） ￥400

・・・・・・・・・・・・・・・・・

健康にもダイエット中の栄養補給にもおすすめ。白米に混ぜて
炊くだけ！

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】

今日も心をこめたウエスを作ります

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。

❷❷

製麺製造・麺販売・ウエス作業・弱電作業を行っています。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・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：30
【販売受付】

❶

❶うどん
１食 ￥100・・・・・・・・・・・

コシのある讃岐風生麺で、太うど
ん・細うどん・きしめん・ひやむ
ぎ・ほうとうを作っています。

❷ラーメン
１食 ￥100・・・・・・・・・・・

もちもちした食感のラーメン・細
ラーメン・極太ラーメンを作って
います。またそれぞれによく絡
むスープもご用意しております。

❸ラーメンスープ
１個 ￥60・・・・・・・・・・・・・・

味噌、塩、しょうゆ、とんこつ、
魚介系つけ麺用スープからお選
びいただけます。❷

12 16

泉駅から徒歩7分。 和気あいあいとした就労継続支援B型です。みらい
【就労Ｂ型】

〒971-8172 泉玉露五丁目５番地の５

TEL.0246-88-9577
FAX.0246-88-9578

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

❷メリアスウエス(白)
5kg ￥1,500・・・・・・・・・

白のみの吸水性の良い古着をウ
エスに加工しました。

❸メリアスウエス(色)
5kg ￥1,500・・・・・・・・・

色柄物の吸水性の良い古着をウ
エスに加工しました。

❹ウエス(白)
5kg ￥1,000・・・・・・・・・

白のみのシーツ地をウエスに加
工しました。大きさは定型以外
もお申し付け頂ければ自由にお
作りします。

❺ウエス(色)
5kg ￥1,000・・・・・・・・・

色柄物の古着（シャツ地）をウエ
スに加工しました。

❶タオルウエス
5kg ￥2,000・・・・・・・・・

古タオルをウエスに加工しまし
た。大きさは定型以外もお申し
付け頂ければ自由にお作りしま
す。
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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。

❺オリジナルトートバッグ
１枚 ￥800～・・・・・・・・・・・・・・・・・

印刷部分はA4サイズ以内。お気に入りの画
像データから印刷できます。

❻オリジナルファイル
１枚 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・

印刷部分はA4サイズ以内。お気に入りの画
像データから印刷できます。

❹オリジナルTシャツ
１枚 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・

印刷部分はA4サイズ以内。お気に入りの画
像データから印刷できます。

いろいろなことに チャレンジしながら 自分らしさを発揮できる場所!!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

mint@ciliwaki.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

❸ ❻

❷❷

❹❺❹❺

❷紙すきメッセージカード １個 ￥150～・・・
牛乳パック唐紙を作り、飾りつけをして、大切な方へメッセ
ージを印刷します。

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

alive@ciliwaki.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（キーホルダーやコースター）から大判（トートバッグ、
ショルダーバッグなど）までを受注生産。

❶横断幕（42cm×横200cm） ￥3,560 ～・・・
講演会の垂れ幕や表題の作成もします。室内外の用途に応
じて素材の相談を承ります。

❷シュークリーム
１個 ￥120・・・・・・・・・・・

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。

❶各種パン
１個 ￥100～・・・・・・・・

虹のかけはし目玉商品です。

❷❷

❺❺

❹❹

❸❸❶❶

❷❷

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・月・年末年始
【営業時間】11：00～ 16：00
【販売受付】

一つでも多くの事ができるよう、
日々訓練しています。

❶❶

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。配達いたします。

❶十六穀米 1袋（100g） ￥250
1袋（200g） ￥400

・・・・・・・・・・・・・・・・・

健康にもダイエット中の栄養補給にもおすすめ。白米に混ぜて
炊くだけ！

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】

今日も心をこめたウエスを作ります

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。

❷❷

製麺製造・麺販売・ウエス作業・弱電作業を行っています。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・年末年始
【営業時間】8：30～ 17：30
【販売受付】

❶

❶うどん
１食 ￥100・・・・・・・・・・・

コシのある讃岐風生麺で、太うど
ん・細うどん・きしめん・ひやむ
ぎ・ほうとうを作っています。

❷ラーメン
１食 ￥100・・・・・・・・・・・

もちもちした食感のラーメン・細
ラーメン・極太ラーメンを作って
います。またそれぞれによく絡
むスープもご用意しております。

❸ラーメンスープ
１個 ￥60・・・・・・・・・・・・・・

味噌、塩、しょうゆ、とんこつ、
魚介系つけ麺用スープからお選
びいただけます。❷

12 16

泉駅から徒歩7分。 和気あいあいとした就労継続支援B型です。みらい
【就労Ｂ型】

〒971-8172 泉玉露五丁目５番地の５

TEL.0246-88-9577
FAX.0246-88-9578

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

❷メリアスウエス(白)
5kg ￥1,500・・・・・・・・・

白のみの吸水性の良い古着をウ
エスに加工しました。

❸メリアスウエス(色)
5kg ￥1,500・・・・・・・・・

色柄物の吸水性の良い古着をウ
エスに加工しました。

❹ウエス(白)
5kg ￥1,000・・・・・・・・・

白のみのシーツ地をウエスに加
工しました。大きさは定型以外
もお申し付け頂ければ自由にお
作りします。

❺ウエス(色)
5kg ￥1,000・・・・・・・・・

色柄物の古着（シャツ地）をウエ
スに加工しました。

❶タオルウエス
5kg ￥2,000・・・・・・・・・

古タオルをウエスに加工しまし
た。大きさは定型以外もお申し
付け頂ければ自由にお作りしま
す。
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❶水彩画 １枚 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手書きの水彩画、ご希望の物も描きます。

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
【営業時間】９：00～ 15：00
【販売受付】

当施設は湯けむりただよう湯本で、絵を描いたり、軽い作業をしたりして障がい者の援助をしています。

❶❶

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】9：00～ 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。

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。

❾うちわ 1個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夏の風物詩…うちわ。その年によって絵柄を変え販売しております。

10お年玉袋 1セット ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さおり織りを使用したちょっと高級なポチ袋です。

❺季節のキャンドル ￥300～・・・・・・・・・・・・・・・・・
お盆やクリスマス、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 1010❾❾

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】

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。

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
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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
【営業時間】9：00～ 16：00
【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

21

❷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。

❶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。

❹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、昔懐かしい
コッペパンなども作っています。

❸ソルトクッキー １袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・
・一口サイズのバタークッキー、食べた後、ほんのり塩味を感

じます。

いわき学園
【就労Ｂ型】

〒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】

ぜんぶ手作り、ひとつひとつまごころ込めて作っています。

❶❷❸❶❷❸ ❹❹
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23

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】

❶ ❸❸

❷

ブログQR
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

❶水彩画 １枚 ￥150・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
手書きの水彩画、ご希望の物も描きます。

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
【営業時間】９：00～ 15：00
【販売受付】

当施設は湯けむりただよう湯本で、絵を描いたり、軽い作業をしたりして障がい者の援助をしています。

❶❶

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】9：00～ 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。

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。

❾うちわ 1個 ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夏の風物詩…うちわ。その年によって絵柄を変え販売しております。

10お年玉袋 1セット ￥500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さおり織りを使用したちょっと高級なポチ袋です。

❺季節のキャンドル ￥300～・・・・・・・・・・・・・・・・・
お盆やクリスマス、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 1010❾❾

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】

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。

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

20

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
【営業時間】9：00～ 16：00
【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

21

❷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。

❶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。

❹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、昔懐かしい
コッペパンなども作っています。

❸ソルトクッキー １袋 ￥250・・・・・・・・・・・・・・・・・
・一口サイズのバタークッキー、食べた後、ほんのり塩味を感

じます。

いわき学園
【就労Ｂ型】

〒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】

ぜんぶ手作り、ひとつひとつまごころ込めて作っています。

❶❷❸❶❷❸ ❹❹

22

23

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】

❶ ❸❸

❷

ブログQR
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

一人一人の個性が活かせる事業所で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～ 17：00
【販売受付】

❼

❹

SBC福島YouTube ネットショップQR

❷❷

❶革製IDパスケース １個 ￥3,300・・・・・・・・・・・
イタリア産の革を使用し、手縫いで仕上げています。使い込
むことにより色や風合いの変化を楽しめます。

❷オリジナルブレンドコーヒー
１個 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

珈琲焙煎所「bo-shi coffee」とコラボした「毎日飲んでも飽
きない」がコンセプトの深煎りコーヒーです。＊みなみテラ
スが手作業で不良豆の選別を行こなっております。

❸樹脂ネックレス １個 ￥600・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 いわき市南台一丁目20-10

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！

❶❶

❷❷

❸❸

❶❶

❷❷ ❹❹

❹ほし芋（紅はるか）
1袋270ｇ ￥1,000・・・・

自然の甘みがうれしい

❶しあわせみそカップ入り（贈答用）
1個1kg ￥650・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❸しあわせみそ袋入り
１個800g ￥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 ￥600・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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年余り。

❶❶

❶弁当 １食 ￥400～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
管理栄養士による献立のヘルシー弁当を日替わりで提供し
ています。

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・年末年始
【営業時間】11：30～ 14：30
【販売受付】

弁当の他、ランチタイムに店舗運営もしています。

❶❶

❸❸

❶ブルーベリー 1パック ￥350・・・・・
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。

❸工業用ウエス
10㎏ ￥2,000 ～￥5,000・・・・・・・・・・

古着を利用し一枚一枚心を込めて手作りしていま
す。

❷メダカ（オス・メスペア）
￥200～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

心楽で大切に育てられた色とりどりの元気なメダ
カ達を多数販売しています！

緑豊かな自然の中で個性豊かに、こころたのしく♪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・年末年始・盆
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】

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ハウス型ペーパーホルダー
１個 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハンドメイドのかわいいハウス型トイレットペーパーホルダ
ーです。

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・祝
【営業時間】8：30～ 17：30
【販売受付】

❶
❸❸

❷

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❹フェルトフラワー １個 ￥680～・・・・・・・・・・・
フェルト生地を使ったラベンダーのアート作品です。

❻粘土作品 １個 ￥280～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年の干支を始め、様々な動物を中心にした可愛らしい置物
です。

❺ユーカリスワッグ １個 ￥550～・・・・・・・・・・・
一般的なグニー系と珍しい銀世界で作ったユーカリスワッ
グです。

❶ハウス型ペーパーホルダー １個 ￥1,500 ～・・・
ハンドメイドのハウス型のペーパーホルダーでお部屋のイ
ンテリアとしてもお洒落です。

❷アートフラワー １個 ￥1,400 ～・・・・・・・・・・・
お部屋の飾りやインテリア等にもお勧めです。プレゼント
にも喜ばれています。

❸ハーバリウム １個 ￥1,300 ～・・・・・・・・・・・・・・
丁寧に仕上げた手作りのハーバリウムです。

❹アクセサリー １個 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・
天然石やビーズを使用し利用者様が一つ一つ丁寧に手作り
したピアスやイヤリング等です。

❻ポストカード 1枚 ￥160～・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたイラストをポストカードにした商品です。

❼メモ帳 1冊 ￥300～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したハンドメ
イドのメモ帳です。

❺レジン製品 １個 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キーホルダーやヘアピン、ヘアゴム等レジンを使用し利用者
様が一つ一つ丁寧に制作したハンドメイド製品です。

❶Tシャツ 1枚 ￥4,000 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したTシャツで
す。

❷エコバック １個 ￥3,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したエコバッ
クです。

❸スマホケース １個 ￥2,500 ～・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したスマホケ
ースです。

Do
【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。28
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HAND MADE IWAKI HAND MADE IWAKI

一人一人の個性が活かせる事業所で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～ 17：00
【販売受付】

❼

❹

SBC福島YouTube ネットショップQR

❷❷

❶革製IDパスケース １個 ￥3,300・・・・・・・・・・・
イタリア産の革を使用し、手縫いで仕上げています。使い込
むことにより色や風合いの変化を楽しめます。

❷オリジナルブレンドコーヒー
１個 ￥200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

珈琲焙煎所「bo-shi coffee」とコラボした「毎日飲んでも飽
きない」がコンセプトの深煎りコーヒーです。＊みなみテラ
スが手作業で不良豆の選別を行こなっております。

❸樹脂ネックレス １個 ￥600・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 いわき市南台一丁目20-10

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！

❶❶

❷❷

❸❸

❶❶

❷❷ ❹❹

❹ほし芋（紅はるか）
1袋270ｇ ￥1,000・・・・

自然の甘みがうれしい

❶しあわせみそカップ入り（贈答用）
1個1kg ￥650・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❸しあわせみそ袋入り
１個800g ￥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 ￥600・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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年余り。

❶❶

❶弁当 １食 ￥400～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
管理栄養士による献立のヘルシー弁当を日替わりで提供し
ています。

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・年末年始
【営業時間】11：30～ 14：30
【販売受付】

弁当の他、ランチタイムに店舗運営もしています。

❶❶

❸❸

❶ブルーベリー 1パック ￥350・・・・・
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。

❸工業用ウエス
10㎏ ￥2,000 ～￥5,000・・・・・・・・・・

古着を利用し一枚一枚心を込めて手作りしていま
す。

❷メダカ（オス・メスペア）
￥200～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

心楽で大切に育てられた色とりどりの元気なメダ
カ達を多数販売しています！

緑豊かな自然の中で個性豊かに、こころたのしく♪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・年末年始・盆
【営業時間】9：00～ 17：00
【販売受付】

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ハウス型ペーパーホルダー
１個 ￥1,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハンドメイドのかわいいハウス型トイレットペーパーホルダ
ーです。

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・祝
【営業時間】8：30～ 17：30
【販売受付】

❶
❸❸

❷

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

❹フェルトフラワー １個 ￥680～・・・・・・・・・・・
フェルト生地を使ったラベンダーのアート作品です。

❻粘土作品 １個 ￥280～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年の干支を始め、様々な動物を中心にした可愛らしい置物
です。

❺ユーカリスワッグ １個 ￥550～・・・・・・・・・・・
一般的なグニー系と珍しい銀世界で作ったユーカリスワッ
グです。

❶ハウス型ペーパーホルダー １個 ￥1,500 ～・・・
ハンドメイドのハウス型のペーパーホルダーでお部屋のイ
ンテリアとしてもお洒落です。

❷アートフラワー １個 ￥1,400 ～・・・・・・・・・・・
お部屋の飾りやインテリア等にもお勧めです。プレゼント
にも喜ばれています。

❸ハーバリウム １個 ￥1,300 ～・・・・・・・・・・・・・・
丁寧に仕上げた手作りのハーバリウムです。

❹アクセサリー １個 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・
天然石やビーズを使用し利用者様が一つ一つ丁寧に手作り
したピアスやイヤリング等です。

❻ポストカード 1枚 ￥160～・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたイラストをポストカードにした商品です。

❼メモ帳 1冊 ￥300～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したハンドメ
イドのメモ帳です。

❺レジン製品 １個 ￥500～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キーホルダーやヘアピン、ヘアゴム等レジンを使用し利用者
様が一つ一つ丁寧に制作したハンドメイド製品です。

❶Tシャツ 1枚 ￥4,000 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したTシャツで
す。

❷エコバック １個 ￥3,500 ～・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したエコバッ
クです。

❸スマホケース １個 ￥2,500 ～・・・・・・・・・・・・・・
利用者様が描いたオリジナルイラストを使用したスマホケ
ースです。

Do
【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。28
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はんど めいど いわき

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

あなたと施設を結ぶ、
ハートフルメッセージ
あなたと施設を結ぶ、
ハートフルメッセージ

はんど めいど いわき

HAND
MADE
IWAKI
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