
Catalogue
Souvenirs, Toys for Nursery, Presents

心に届く
記念品・保育玩具
贈答品カタログ

北海道社会福祉協議会　北海道障がい者就労支援センター



ともに支え合うパートナーとして、
各種イベントや大会等の記念品に、
道内の社会福祉施設、事業所から
手作り商品を、
まごころ込めてお届けいたします。

お申込について
　本カタログに掲載の商品のご注文につきましては、
巻末の申込書〔様式〕を複写し、必要事項をご記入の
うえ（留意事項参照）ＦＡＸでお申込ください。
　申込書到着後、申込み内容の確認の為、ご連絡を入
れさせていただきます。
　商品は申込書到着後、約２〜３週間でお届けとなり
ますが、文字入れ・のし紙等を希望される場合は、さ
らにお時間がかかりますので、お早目にお問合せ、お
申込ください。
　お支払いは、商品の発送時に振込み用紙を同封いた
しますので、銀行振込にて、商品到着後30日以内に
お支払いください。
　商品の汚破損によるもの以外の返品・返金はご容赦
ください。

商品欄　記載事項

43

財布
■■3,360円（Ｈ65×Ｗ100）
■■牛革

申込み留意事項
①色・種類について
　商品によっては、色・種類がありますので、希望
される色・種類をご記入してください。
② 包装・ のし紙について
　商品に、包装・のし紙をかける事ができます。
　希望される場合は、申込書の備考欄に記載文字を
お知らせください。
　なお、のし紙は、別途料金がかかる場合がありま
すので、ご了承ください。
③ 文字入れについて
　商品に、焼印やシルクスクリーンによって文字を
入れる事ができます。（文字入れ方法が、商品の素
材によって焼印かシルクスクリーンかに分かれます
ので、方法は当センターにおまかせいただきます。）
　希望される場合は、申込書の備考欄に記載文字を
お知らせください
　なお、文字入れは、別途料金がかかる場合があり
ますので、ご了承ください。
［御祝い、○○○記念、貴社御名前、日付　等］
④箱代について
　贈答用品として箱を必要とする方は別途箱代がか
かる商品もありますので、ご了承ください。
⑤送料について
　別途送料（実費）がかかります。

商品申込・問い合せ先
〒060－0002
札幌市中央区北２条西７丁目１　かでる２・７　10階
北海道社会福祉協議会　北海道障がい者就労支援センター
ＴＥＬ011－241－3982
ＦＡＸ011－271－1977

※表紙の絵は「ともに福祉会」の坂本章博さんの作品です

カタログ№

税込み単価

商品名

素材〔色・種類〕

サイズ
単位㎜



心に届く　記念品・保育玩具・贈答品　カタログ

1

木馬
■■25,000円（Ｈ460×Ｗ716×Ｄ460）持ち手φ24　球φ38
■■桧

 1

木馬
■■10,500円（Ｈ400×Ｗ660×Ｄ240）
■■栓

 3

たんたんブロック
■■6,000円（Ｈ230×Ｗ350×Ｄ160）
■■スプルース

 5

象車・キリン車
■■Ａ：3,500円（Ｈ130×Ｗ130×Ｄ125）車H25　φ55
■■Ｂ：2,000円（Ｈ210×Ｗ75×Ｄ55）車H14　φ45
■■栓

 7

木馬
■■15,750円（Ｈ550×Ｗ750×Ｄ260）
■■ニレ

 2

三輪バイク
■■18,000円（Ｈ395×Ｗ640×Ｄ355）
■■スプルース

 4

輪投げ（キリン）
■■Ａ：3,500円（Ｈ320×Ｗ170×Ｄ170）投輪φ200
■■Ｂ：6,000円（Ｈ460×Ｗ240×Ｄ240）投輪φ280
■■桧

 6

輪投げ（象）
■■Ａ：■ 3,500円■（Ｈ300×Ｗ170×Ｄ170）投輪φ200
■■Ｂ：■10,000円■（Ｈ500×Ｗ240×Ｄ240）投輪φ280
■■桧

 8

B
A

AA
BB

栓

栓

栓
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2

モッカー
■■各種1,200円
■■Ａ：（Ｈ85×Ｗ135×Ｄ60） ■■C：（Ｈ80×Ｗ135×Ｄ60）
■■Ｂ：（Ｈ68×Ｗ135×Ｄ60） ■■D：（Ｈ68×Ｗ135×Ｄ60）
■■クルミ・ブナ・栓

 9

ミニカー
■■各種350円（Ｈ80×Ｗ105×Ｄ70）
■■栓・桂

 11

ひつじ・うま・うさぎ・とら
■■各種1,000円
■■Ａ：（Ｈ110×Ｗ110×Ｄ55） ■■Ｂ：（Ｈ105×Ｗ130×Ｄ55）
■■Ｃ：（Ｈ130×Ｗ85×Ｄ55） ■■Ｄ：（Ｈ105×Ｗ130×Ｄ55）
■■栓

 13

フリフリワンワン
■■1,600円（Ｈ115×Ｗ235×Ｄ105）
■■パイン・キハダ・栓

 15

ワゴン車・手押し車・バス・パトカー
■■各種1,500円
■■Ａ：（Ｈ75×Ｗ160×Ｄ65）車φ35 ■■Ｂ：（Ｈ100×Ｗ200×Ｄ65）車φ45
■■Ｃ：（Ｈ100×Ｗ170×Ｄ65）車φ35 ■■Ｄ：（Ｈ100×Ｗ170×Ｄ65）車φ35
■■栓

 10

ヘリコプター
■■1個2,000円（Ｈ95×Ｗ145×Ｄ55）車φ35
■■栓・いちい

 12

でんでん虫・かに・カバ・さかな・わに
■■各種1,000円
■■Ａ：（Ｈ110×Ｗ105×Ｄ55） ■■Ｂ：（Ｈ95×Ｗ140×Ｄ95）
■■Ｃ：（Ｈ90×Ｗ125×Ｄ55） ■■Ｄ：（Ｈ75×Ｗ145×Ｄ55）
■■Ｅ：（Ｈ75×Ｗ145×Ｄ55） 　車（ABCDEφ35）
■■栓

 14

動物の引き車
■■各種1,575円（Ｈ120〜130×Ｗ106〜200×Ｄ80〜100）
■■栓・カバ

 16

D
A

C
BA

B C

D
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B C

D
E

B
C

D

A B C
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3

六輪車
■■2,000円（Ｈ170×Ｗ166×Ｄ160）
■■ブナ

 17

木のＺＯＯ箱入セット
■■Ａ：18,000円（Ｈ400×Ｗ285×Ｄ115）
■■Ｂ：6,500円（Ｈ270×Ｗ150×Ｄ90）
■■Ａ：動物30種　■Ｂ：動物28種
■■Ａ：桂・栓　Ｂ：桂　箱A・Bとも桜・シナ

 19

木のＺＯＯ４種入りパズル
■■1,000円（Ｈ150×Ｗ90×Ｄ25）
■■桂
■■希望の動物をお知らせ下さい。

 21

積木（42ピース）
■■2,000円（Ｈ200×Ｗ270×Ｄ60）
■■集成材

 23

お皿とスプーン
■■8,500円
■■皿（Ｈ100×Ｗ185）　スプーン（Ｗ120）
■■ブナ

 18

木のＺＯＯマグネットボード
■■12,600円（Ｈ470×Ｗ470×Ｄ200）
■■桂・桜
■■ボードの色：緑・オレンジの２種類あり
希望の色を指定して下さい

 20

積木トラック（30ピース）
■■10,500円（Ｈ200×Ｗ370×Ｄ240）
■■車：クルミ　　積木：ニレ等

 22

木こりの積木（51ピース）
■■10,500円（Ｈ90×Ｗ440×Ｄ240）
■■合板・道産材

 24

A

B
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パズルボックス（10ピース）
■■4,200円（Ｈ140×Ｗ200×Ｄ185）
■■合板・道産材

 25

組木パズル
■■2,940円（Ｈ160×Ｗ270×Ｄ29）
■■ニレ・ナラ

 27

机・椅子セット（大）
■■9,500円
■■机（Ｈ455×Ｗ680×Ｄ380）
椅子（Ｈ510×Ｗ330×Ｄ320）
■■栓
■■中（7,500円）・小（5,500円）も有

 31

カタカタ羊
■■2,630円　　■台（Ｗ550×Ｄ80）
■■羊：大（Ｈ・Ｗ120）　小（Ｈ110×Ｗ90）
■■台：青木　　羊：スプルース

 26

組木パズル
■■2,940円（Ｈ160×Ｗ270×Ｄ29）
■■ニレ・ナラ

 28

パズルいぬ（大）
■■1,365円（Ｈ145×Ｗ235×Ｄ12）
■■栓
■■小も有（1,050円）

 30

丸椅子
■■Ａ：2,900円（Ｈ380×φ270）
■■Ｂ：3,500円（Ｈ370×φ300）
■■栓

 32

 29

動物パズル
■■Ａ：2,520円 ■■Ｂ：950円
■■Ｈ210×Ｗ210×Ｄ15 ■■Ｈ115×Ｗ165×Ｄ15
■■クルミ・シナ・キハダ ■■クルミ・シナ・キハダ

A B

A

B
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5

おままごとキッチンシリーズ
■■テーブル
■■11,600円（Ｈ245×Ｗ410×Ｄ372）
■■松

おままごとキッチンシリーズ
■■椅子
■■8,400円（Ｈ300×Ｗ225×Ｄ240）
■■松

おままごとキッチンシリーズ
■■Ａ：流し台 ■■Ｂ：オーブン台
■■20,000円 ■■26,500円
（Ｈ390×Ｗ390×Ｄ245） （Ｈ545×Ｗ345×Ｄ245）
■■松 ■■松

椅子
■■各種6,000円
■■Ａ：（Ｈ440×Ｗ350×Ｄ310）　■Ｂ：（Ｈ400×Ｗ390×Ｄ310）
■■栓

ミニイス
■■各種1,200円
■■Ａ：（Ｈ315×Ｗ230×Ｄ210）
■■Ｂ：（Ｈ320×Ｗ250×Ｄ210）
■■栓

A B 33

ミニベンチ
■■1,800円（Ｈ310×Ｗ480×Ｄ215）
■■栓・松

 35

踏み台
■■1,300円（Ｈ255×Ｗ380×Ｄ260）
■■栓

 37

おままごとキッチンシリーズ
■■Ａ：冷蔵庫 ■■Ｂ：収納棚
■■28,500円
（Ｈ545×Ｗ295×Ｄ247）

■■17,000円
（Ｈ540×Ｗ297×Ｄ245）

■■松 ■■松

 39

 34

 36

 38

 40

A B

A B

A B



Catalogue

6

おままごとキッチンシリーズ
■■椅子・テーブル（椅子４脚、テーブル１台）
■■40,000円
■■松

 41

絵あわせ（40ピース）
■■3,150円（Ｈ55×Ｗ130×Ｄ130）
■■栓・シナ

 43

子ぶた
■■各種150円（Ｈ55×Ｗ100）
■■色・柄の指定はできません

 45

香炉
■■1,000円（Ｈ100×φ120）
■■納品までに時間を要する場合があります

 47

 42

くま・うさぎ
■■各種200円
■■Ａ：（Ｈ205×Ｗ80）　■Ｂ：（Ｈ320×Ｗ80）
■■色・柄の指定はできません

緑茶消臭袋
■■１個150円
■■H150×W70
■■絵柄は選べません

 44

電気スタンド（LEDライト付）
■■4,500円（Ｈ170×φ210）
■■香炉としても使用可
■■納品までに時間を要する場合があります

 46

ライト・キャンドル（LEDライト付）
■■1,200円（φ85）
■■納品までに時間を要する場合があります

 48

A B

220円
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7

マグカップ
■■1,100円（Ｈ100×φ75）
■■納品までに時間を要する場合があります

 49

ミニカップ
■■450円（取っ手付）（Ｈ95×φ80）
■■400円（取っ手無）（Ｈ95×φ80）
■■納品までに時間を要する場合があります

 51

湯呑み
■■300円（Ｈ50×φ85）
■■納品までに時間を要する場合があります

 53

さおり織マット
■■500円（Ｗ370×Ｈ330）
■■色の指定はできません
■■サイズは自由に作れます（価格応相談）

 55

マグカップ
■■800円（Ｈ90×φ80）
■■納品までに時間を要する場合があります

 50

A：ビアマグ・B：マグカップ
■■Ａ：700円（Ｈ115×φ85）
■■Ｂ：800円（Ｈ90×φ85）
■■納品までに時間を要する場合があります

 52

マグカップ
■■各種800円
■■Ａ：（Ｈ100×φ80）　■Ｂ：（Ｈ90×φ80）
■■納品までに時間を要する場合があります

 54

A：テーブルセンター　B：ランチョンマット
■■Ａ：2,800円（Ｗ560×Ｈ300）
■■Ｂ：2,300円（Ｗ500×Ｈ300）
■■藍・生藍・玉ねぎ（鉄・銅）

 56

A

A

A

B

B

B
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コースター
■■１枚300円（Ｗ140×Ｈ100）
■■藍・生藍・玉ねぎ（鉄・銅）

 57

コースター
■■１枚300円（Ｗ135×Ｈ95）
■■古布・大島・かすり

 59

コースター５枚組（スタンド付）
■■2,500円（φ90）
■■桜、栓、チーク（オスモオイル塗装）

 61

トレー
■■2,350円（Ｈ240×Ｗ400）
■■栓

 63

さおり織コースター
■■１枚200円（大Ｗ180×Ｈ110）（小Ｗ150×Ｈ90）
■■色の指定はできません
■■サイズは自由に作れます（価格応相談）

 58

コースター
■■１枚200円（Ｗ105×Ｈ74）
■■いちい

 60

コースター
■■Ａ：１枚100円（φ70〜80）
■■Ｂ：１枚300円（φ130〜140）
■■いちい

 62

トレー
■■3,800円（Ｈ320×Ｗ520）
■■くるみ・栓

 64

B

A
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9

一輪ざし
■■Ａ：1,000円（壁掛け型）（Ｈ230×Ｗ50）
■■Ｂ：１個450円（Ｈ60×Ｗ60×Ｄ40）
■■Ａ：えん樹　■Ｂ：桂・なら
■■A・Bともガラス瓶つき

KAORI　Ｂタイプメカニカペンシル
■■Ａ：2,835円（Ｈ140×φ10）
■■Ｂ：2,625円（Ｈ140×φ10）
■■A：ウォールナット　■B：メープル
■■ペン先・クリップは黒檀

KAORI　Ａタイプメカニカペンシル
■■各種1,260円（Ｈ145×φ７）
■■A：ウォールナット　■B：メープル

お盆
■■2,000円（Ｈ250×Ｗ350）
■■集成材

 65

落葉皿
■■900円（箱代込）（Ｈ130×Ｗ220）
■■納品までに時間を要する場合があります

 67

 69

KAORI　Ａタイプボールペン
■■各種1,260円（Ｈ145×φ７）
■■A：ウォールナット　■B：メープル

 71

爪楊枝入れ
■■１個300円（Ｈ40×φ35）
■■納品までに時間を要する場合があります

 66

 68

 70

KAORI　Ｂタイプボールペン
■■Ａ：2,835円（Ｈ130×φ10）
■■Ｂ：2,625円（Ｈ130×φ10）
■■A：ウォールナット　■B：メープル
■■ペン先・クリップは黒檀

 72

A B
A

B

A

B

A

B

A

B
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キーホルダー
■■各種1,050円（Ｈ100×Ｗ40）
■■牛革
■■金具は金と銀がある
■■色は７種類：こげ茶・ヌメ・キャメル・黒・赤・緑・黄

Ａ：花びん（竹花）　Ｂ：花びん（弥生）
■■Ａ：1,100円（箱代込）（Ｈ250×φ110）
■■Ｂ：1,100円（箱代込）（Ｈ225×φ90）
■■納品までに時間を要する場合があります

花びん
■■500円（箱代込）
■■Ａ：（Ｈ175×φ100）　　■Ｂ：（Ｈ155×φ105）
■■納品までに時間を要する場合があります

花びん
■■Ａ：1,000円（Ｈ180×φ40）
■■Ｂ：2,000円（Ｈ120×Ｗ100×Ｄ100）
■■納品までに時間を要する場合があります

花びん
■■Ａ：4,000円（Ｈ240×φ190）
■■Ｂ：2,800円（Ｈ290×φ170）
■■納品までに時間を要する場合があります

 73

ベルトキーホルダー
■■各種1,365円（Ｈ130×Ｗ20）
■■牛革
■■金具は銀
■■色は５種類：こげ茶・ヌメ・キャメル・黒・赤

 75

花びん
■■Ａ：900円（Ｈ135×φ110）
■■Ｂ：1,200円（Ｈ170×φ110）
■■納品までに時間を要する場合があります

 77

花びん（花つぼみ）
■■900円（箱代込）（Ｈ165×φ115）
■■納品までに時間を要する場合があります

 79

 74

 76

 78

 80

A B

A

B

A

B

A

B

A B
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11

名刺入れ
■■3,780円（Ｈ65×Ｗ110）
■■牛革
■■色は５種類：赤・ワイン・こげ茶・キャメル・黒

名刺入れ
■■2,700円（Ｗ70×Ｈ110）
■■牛革
■■色は５種類：黒・キャメル・赤・こげ茶・茶
※カード２枚

長財布（ファスナー無・二ツ折）
■■5,500円（Ｈ90×Ｗ180）
■■牛革
■■色は５種類：黒・キャメル・赤・こげ茶・茶

※カード６枚

小銭入れ
■■1,800円（Ｈ85×Ｗ110）
■■ちりめん（図柄は多数あり、お問い合わせ下さい）

カード入れ
■■Ａ：1,000円（定期カード入れ）（Ｈ70×Ｗ110）■
■■ちりめん
■■Ｂ：1,000円（カード入れ）（Ｈ650×Ｗ950）
■■ちりめん（図柄は多数あり、お問い合わせ下さい）

カード入れ
■■1,500円（Ｈ80×Ｗ110）
■■牛革
※カード10枚

 81

 83

カード入れ
■■各種1,260円（Ｈ65×Ｗ100）
■■牛革
■■色は５種類：こげ茶・キャメル・緑・黒・赤

 85

財布
■■各種3,360円（Ｈ65×Ｗ100）
■■牛革
■■色は６種類：ワイン・赤・キャメル・緑・こげ茶・黒

 87

 82

 84

 86

 88

A B
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時計
■■1,500円（φ200）
■■外：集成材・内：さおり織
■■さおり織の色は指定できません

木のＺＯＯ時計
■■12,600円（Ｈ300×Ｗ300×Ｄ25）
■■栓、チェリー

ペンケース
■■580円（Ｈ25×Ｗ185×D35）
■■合成皮革
■■22色あり　色はお問い合せ下さい

Ａ：ネックストラップ　Ｂ：ＩＤケース
■■Ａ：580円（Ｈ70.5×Ｗ110）
■■Ｂ：420円（Ｈ450×Ｗ8）
■■合成皮革
■■22色あり　色はお問い合せ下さい

免許証＆名刺入れ
■■2,500円（Ｈ770×Ｗ110）
■■牛革
■■色は５種類：黒・キャメル・赤・こげ茶・茶

時計
■■5,000円（Ｈ125×Ｗ80×Ｄ40）
■■ウォールナット

 89

ストラップ
■■Ａさやえんどう：200円（Ｈ80×Ｗ20）
■■Ｂとまと：150円（Ｈ40×Ｗ15）
■■Ｃさやえんどう兄弟：300円（Ｈ50×Ｗ15）
■■フェルト

 91

 93

ブックカバー
■■450円
■■Ｗ125×Ｈ165（文庫本用）
■■22色あり　色はお問い合せ下さい

 95

 90

 92

 94

 96

B

A

A B C

420円
580円
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13

トマトジュース
■■（大）１本 500円（500ml）
■■（小）１本 250円（180ml）
■■購入本数は（大）６本・12本、（小）10本・30本単位で
注文をお願いします。

おいしそ（しそジュース）
■■（大）１本 800円（720ml加糖・無糖）
■■（小）１本 300円（200ml加糖）
■■箱代100円

いも・かぼちゃだんごセット
■■2,800円（箱代込）
■■いもだんご５袋・かぼちゃだんご５袋
■■送料：道内630円　クール便

特上昆布・根昆布
■■特上昆布（50g） ■■根昆布（80g）
■■200円 ■■400円

マイ箸入れ（箸付）
■■720円（H300）
■■藍染　

 97

 99

だしパック・徳用昆布
■■だしパック（８g×10個入） ■■徳用昆布（80g）
■■160円 ■■250円

 101

昆布セット
■■1,000円（箱代別）
■■だしパック・徳用昆布・特上昆布・根昆布　各１個入

 103

 98

 100

 102

山菜セット（水煮）
■■3,600円（箱代込）
■■ふき（200g）３袋・竹の子（200g）２袋
わらび（200g）３袋・風味漬（150g）１びん
佃煮（150g）１びん
■■送料：道内630円　クール便

 104
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昆布セット
■■1,500円（箱代込）
■■利尻産だし昆布（60ｇ）、おつまみ利尻昆布、茶づけ（30杯分）、
粉末だし、一夜漬け（25ｇ）　各１袋入

生粋うどんセット
■■690円（箱代込）
■■うどん280ｇ×３袋（タレ付）

クリーンメンセット
■■575円（箱代込）
■■ラーメン140ｇ×５食（タレ付）

ハチミツセット
■■3,000円（箱代込）
■■ハチミツ（中）600ｇ×１本、240ｇ×２本

ハチミツ
■■（大）１本 2,700円（1200ｇ）
■■（中）１本 1,400円（600ｇ）
■■（小）１本 700円（240ｇ）
■■百花蜜

トマトジュースセット
■■3,000円（箱代込）
■■トマトジュース180ml×６本、500ml×２本

 105

クッキー詰め合わせ
■■1,600円（箱代込）
■■ココア・チョコチップ・ミカン・ミックス・クルミ・ごま
各１袋入×６個詰

 107

 109

豆セット
■■1,500円（箱代込）
■■トラ豆・小豆・白花豆・金時豆（各250ｇ）

 111

 106

 108

 110

 112
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絵ハガキセット
■■1,000円
■■袋1枚（H270×W200）＋絵ハガキ５枚（図柄はおまかせ下さい）

銀鱈味噌漬セット
■■3,600円（箱代込）
■■90g×６袋入
■■送料：道内1,000円、道外1,500円　クール便

 113

 115

米粉＆豆乳クッキー詰め合わせ
■■2,100円（箱代込）
■■豆乳みそ・豆乳チョコチップ・豆乳プレーン・豆乳くるみ・豆乳
おから・米粉プレーン・米粉ゴマ・米粉たまごボーロ　各１袋入

 117

 119

 114

ドイツクッキー詰め合わせ
■■800円（箱代込）
■■ココア・レーズン　各１袋２枚入×10個詰

 116

紅鮭スモークセット
■■2,500円（箱代込）
■■75g×５袋入
■■送料：道内1,000円、道外1,500円　クール便

手づくりハム・ソーセージセット
■■2,625円（箱代込）
ウインナー荒挽き（140ｇ）×１ デブレツィーナ（170ｇ）×１
チーズヴルスト（130ｇ）×１ カスラスライス（100ｇ）×１
レーゲンス（210ｇ）×１
■■送料：十勝管内560円、道内710円　クール便

手づくりハム・ソーセージセット
■■4,200円（箱代込）
カスラブロック（360ｇ）×１ ベーコンブロック（280ｇ）×１
カスラスライス（100ｇ）×１ ベーコンスライス（100ｇ）×１
■■送料：十勝管内560円、道内710円　クール便

手づくりハム・ソーセージセット
■■3,150円（箱代込）
ウインナー荒挽き（140ｇ）×２ シュワインツ（140ｇ）×１
フランクフルター（210ｇ）×１ チーズヴルスト（130ｇ）×１
ベーコン（250ｇ）×１
■■送料：十勝管内560円、道内710円　クール便

 118

 120
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カタログ掲載施設一覧
施設名 住　所 カタログ№

向陽園　遊友ほたる 遠軽町生田原安国347番地２ 1・6・7・8・10・12・13・14・35

旭川美景園 旭川市神居町富沢443番地４ 2・22・26・27・28・29

わかふじ寮 新得町西３条北１丁目５番地３ 3・16・24・25

三和荘 札幌市西区発寒７条９丁目４－47 4・5・9・17・23・65・109・110

草の実工房もく 札幌市中央区盤渓216－１ 18・19・20・21・61・93・94

浦河向陽園 浦河町字絵笛426番地１ 11

すずらん福祉園 平取町振内97番地１ 15・30・42・63・64

ステップアップおたる 小樽市長橋２丁目10－12 31・32・33・34・36・96

セルプノイエ 旭川市神居町忠和155番地１ 37・38・39・40・41

共同作業所ふきのとう 札幌市西区福井６丁目５－24 44・45・46・47・66・73A・74

工房うつわや 剣淵町仲町７－１ 48・51・52A・53

紋別いきいき陶芸会 紋別市緑町５丁目５－５ 49・50・78

工房ぶらり 札幌市北区麻生町３丁目10－24 52B・54・73B

しゅくばい 千歳市梅ケ丘３丁目１－17 55・58

工房はまなす 札幌市東区北19条東６丁目１－１ 56・57・97

ギャラリー夢 旭川市忠和７条３丁目１－８ 59

ななかまど共同作業所 三笠市幌内北星町14番地 60

あざれあ工房 新十津川町字中央307番地１ 62

るべしべやよい苑 北見市留辺蘂町滝の湯129番地９ 67・76・77

就労継続支援事業所　和 旭川市永山１条19丁目３－21 68・69・70・71

クローバー会 札幌市南区澄川５条５丁目５－３
南マンション10号 72

希望学園 旭川市春光台４条10丁目 75

羽原コレクション 札幌市南区簾舞３条６丁目８－20 79・80・82・84・88

砂川つばさ 砂川市東５条南４丁目２－12 81・86・87・89

ゆうゆう共同作業所 札幌市白石区南郷通２丁目南11－20 83・85

ハートバッグ 札幌市中央区南１条西１丁目松崎ビル６階 90・91・92

ワークショップ風 剣淵町緑町７－２ 95

石狩はまなす館 石狩市花川東472－774 98・99・100

歌登授産所 枝幸町歌登桧垣町142番地 101・102

ワークランドのぞみ 苫小牧市植苗121番地７ 103

のぞみ 美深町字美深76番地８ 104・105

緑ヶ丘授産所 名寄市東６条南９丁目 106・107

南富良野からまつ園 南富良野町字幾寅528番地２ 108

ウレシパ・ポエムアクティビティセンター 札幌市清田区里塚３条２丁目５－34 111

ちあふる 新ひだか町静内御幸町６丁目３－70 112・113・114

北のスモーク 札幌市清田区里塚緑ヶ丘12丁目３－22 115・116

ともに 札幌市西区発寒14条14丁目２－33 43・120

みどりの園 陸別町陸別原野分線８番地160 117・118・119

多くの施設が「ナイスハートネット北海道」（巻末参照）や施設HPで活動状況や商品を紹介中です（一部未開設の施設もあります）

道北ワークセンター



〔様式〕

申　込　書

申込者・
団体名

担当者

ご連絡先

Tel.

―　　　　―

Fax.

―　　　　―

カタログNo. 商 品 名 種類・色 単価 数量 金 額
文字入れ 包装 のし袋

有・無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無

合 計 ※商品によりましては文字入れ等できない
場合がありますので、ご了承ください。

備　考

お申込みは　北海道社会福祉協議会　北海道障がい者就労支援センター
〒060－0002　札幌市中央区北２条西７丁目　かでる２・７　10階

TEL.011－241－3982　FAX.011－271－1977

北海道社会福祉協議会　北海道障がい者就労支援センター行



北海道障がい者就労支援プログラム
「アクション2010」
働く障がい者を応援する

〝企業サポーター〟を募集しています!

北海道では、新しい社会貢献の形「働く障がい者の応援」に取り組む企業等を
「アクション2010」〝企業サポーター〟〝市町村サポーター〟として登録します。

●	授産製品の調達や販売協力、障がい者の雇用など、障がいのある方の就労を応援する企業を「ア
クション2010」企業サポーターとして登録し、上記のマークを交付するとともに、企業名とそ
の取組内容を広くＰＲしています。

■登録のメリット

「働く障がい者の応援」という社会貢献をアピールできます! !

◆参加証交付
◆参加証マークの使用
・店頭掲示
・名刺・会社パンフレット等の各種印刷・広告物、製品等
に掲載できます！

◆道庁ホームページで「アクション2010」、“企業サポー
ター”、“市町村サポーター”として積極的にＰＲします！

■お問い合わせ先
北海道社会福祉協議会
北海道障がい者就労支援センター
札幌市中央区北２条西７丁目かでる２・７	10階
TEL011－241－3982

または

北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
地域・就労支援グループ
札幌市中央区北３条西６丁目
TEL011－231－4111　内線25－709

インターネットで「授産事業所、商品、作業」の内容を紹介
北海道社会福祉協議会では、北海道が推進する「新北海道働く障がい者応援プラン」に基づき、
企業や団体と授産事業所をマッチングさせ、授産事業所等の商品、役務を広く企業や団体の方
にご利用いただくためにホームページを開設しています。

見つけて下さい。新しいビジネスパートナー

http://nice-heart-net.jp/

専用ホームページ開設 
ナイスハートネット北海道

！

20102010

参加証マーク

（事業所名） 支援内容

発　行／北海道社会福祉協議会　北海道障がい者就労支援センター
発行日／2010年12月


