
施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 卸価格 数量 賞味期限

1～

1～

藍染めタオルハンカチ

明和学園

宮本　直也

425円500円

商品写真 商品名

1～手作り封筒（くまモン）

なし

なし

藍染めティッシュケース

100円 85円

400円 340円

100円 85円 1～手作りポチ袋（くまモン）

170円 1～藍染めブレスレット

100円 85円 1～ビーズアクセサリー

200円

なし

二種類のビーズを使用したブレスレットです。伸縮性があり、着
用しやすくなっております。（送料別途）

タイ産木綿のざっくりとした風合いを生かしたティッシュケースで
す。熊本のきれいな水でたてた藍で一枚一枚心を込めました。
（送料別途）

牛乳パックを細かくちぎり、紙すきして作った和紙に、熊本の人気キャラ
クターくまモンをあしらった封筒です。1枚100円です。サイズは8,5cm×
18cm（送料別途）

牛乳パックを細かくちぎり、紙すきして作った和紙に、消しゴム印
で熊本の人気キャラクターくまモンをあしらったポチ袋です。2枚
セットで100円です。サイズは6cm×11cm（送料別途）

なし

商品説明

25cm×25cm、綿100％のタオルハンカチです。一枚一枚手絞り
なので同じ模様の作品はありません。熊本のきれいな水でたて
た藍で心を込めて染めました。（送料別途）

なし

藍染めした凧糸を三つ編みにし、数種類のビーズを飾りつけた
ブレスレットです。可愛らしいデザインとなっています。直径25㎝
程度です。（送料別途）

なし

096-358-7871

096-358-7874

熊本市南区中無田町648番地

meiwa@meiwagakuen.com



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 卸価格 数量 賞味期限

社会福祉法人やまなみ会　阿蘇くんわの里 熊本県阿蘇市黒川４３１ 0967－３４－1100

職業指導員　　島田久美雄 kunwa@asokunwa.com 0967－３４－110６

10個
開封から
１年程度

低温抽出の為、馬油本来の成分が損なわれておりません。成分
が人の皮脂に非常に近い為、馴染みやすく、オイル自体が表面
に残らず、日焼け(脂焼け)しにくいと言われております。全身に
ご使用できます。添加剤を使用しておりません添加剤を使用しておりません添加剤を使用しておりません添加剤を使用しておりません。天然素材１０天然素材１０天然素材１０天然素材１０
０％０％０％０％

馬油クリーム

一般的なクリーム及び馬油クリームに比べると、べたつきが無く
早く浸透します。爽やかに香るラベンダーを香料として使用して
おります。※夏場のご使用はナイトケアがお勧めです。全身に夏場のご使用はナイトケアがお勧めです。全身に夏場のご使用はナイトケアがお勧めです。全身に夏場のご使用はナイトケアがお勧めです。全身に
ご使用になれます。ご使用になれます。ご使用になれます。ご使用になれます。

商品写真 商品名 商品説明

馬油の石鹸 ６００円 510円 20個 無

馬油を主成分として製造を行っている為、保湿成分が豊富
で洗い上がりがしっとりしている。乾燥肌・敏感肌の方に特
に良いとされている。

700円 595円 20個
開封から
１年程度

和潤精(馬油オイル15ｍｌ) 1,100円 935円

注：馬油は４０３年位前から、「我馬の油」の呼び名で家庭薬とし
て　利用されてきました。

「復興支援商品」
馬油石けん・馬油ｸﾘｰﾑ

ハンドタオル
1,300円 1,105円 10個

石けんとクリームは単品商品と中身は同じです。復興支援商品
という事で、石けんに付いているくまモンカードはシールとしても
使用できます。また、くまモンの刺繍を施したハンドタオルも付い
て、とってもお得なセットです。

くまモンセットの内容です。



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

ゴースロー 熊本県熊本市中央区帯山４丁目２３－４５ ０９６－３８１－１２３０

西田　圭吾 go-slow@coast.ocn.ne.jp ０９６－２４７－７２３０

商品説明

きな粉 350円 30袋 2017.02.10
農薬不使用・自家栽培の国産ブランド大豆(ミヤギシロメ)を
100％使用したきな粉です。
大豆本来の甘みが強く、味が濃いのが特徴です。

商品写真 商品名

乾燥きくらげ 600円 20袋
国産(自家栽培)のきくらげです。下処理後、蒸し・乾燥させている
ので、水に戻すだけで加熱せずにそのまま召し上がれます。

2017.6.18



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

熊本県 くすのき園 宇城市松橋町豊福2832 　0964-33-7788

金田 kusunokib@royal.ocn.ne.jp 　0964-33-7796

商品写真 商品名 商品説明

い草 コースター（５色組） 540円 30 なし
３色使いのチェック柄で色違い５枚入りのコースター
です。
サイズ：9㎝×9㎝

なし

畳地にヘリ加工・くまモンの刺繍を施し、手作りのメモ
帳です。
台紙にもくまモンが付いています。
サイズ：９㎝×９㎝　厚み：約1.5㎝(100枚)

い草 敷物（くまモン刺繍入り） 650円 15 なし

コースターと同様柄でサイズ違い。
ヘリ加工し、更にくまモンの刺繍を施した多用途敷物
です。
サイズ：14㎝×14㎝

30

1300円 10

1300円

い草 メモ帳（くまモン刺繍入り） 760円

870円 10 なし
カラーのい草を使い、両端は糸結びで仕上げたランチョン
マットです。
サイズ：３１㎝×45㎝

い草 クッション なし
ヘリ加工を施したクッションです。
サイズ：41㎝×41㎝

い草 ランチョンマット（単色）

5

幅が狭めなのでベットや布団からはみ出さないサイズにな
ります。
シンプルなデザインで、両端は糸結びで仕上げてあり
ます。

なしい草 寝ござ



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限商品写真 商品名 商品説明

米粉のアーモンドクッキー

託麻ワークセンター 熊本市東区小山4丁目9-88 096-388-2606

門川　省吾 kadokawa@takumawork.com 096-388-2771

熊本県産米粉を１００％使用したしっとりとした食感に加えストロ
ベリーの味・風味を楽しめる焼菓子となっております。

製造日よ
り１ヵ月

150円
（7枚）

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

製造日よ
り2ヵ月

熊本県産米粉を１００％使用したサクサクとした食感の焼き菓子
となっております。

米粉のストロベリースノーボール
150円

（5個入）

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

スノーボール
150円

（5個入）

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

小麦粉で作ったしっとりとした食感の甘い焼菓子となっておりま
す。

製造日よ
り１ヵ月

皆の幸せを願い四つ葉クッキーとネーミングを考えた商品です。
味はプレーン、チョコレート、抹茶の３種類が入っております。

製造日よ
り1ヵ月

ナチュラルチーズを使用し、チーズの香りや味を楽しめる焼菓子
になっております。

製造日よ
り１ヵ月

アーモンドの焼き菓子で甘味のあるサクサクとした食感です。

製造日よ
り１ヵ月

150円
（45g）

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

フロランタン

チーズクッキー
１５０円
（15個）

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

くまモンソフトクッキー
150円
（1枚）

四つ葉クッキー
150円
（4枚）

黒ごまクッキー
150円
（45g）

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

ご注文時
にお問い
合わせ下

さい

製造日よ
り１ヵ月

くまモンをモチーフにした焼菓子でお土産や贈答用に喜ばれる
商品です。ソフトに焼き上げてますのでしっとりとした食感となっ
ております。

製造日よ
り２ヵ月

原材料のほとんどがゴマを使用しており、ゴマの風味や味を楽し
める焼菓子でサクサクとした食感です。



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

有明海（九州）に生息する「むつごろう」の形のペーパーウエイト
です。ペン立てにもなります。　　径35mm、長さ140mm

100 なし
ペーパーウエイト

900円

商品写真 商品名 商品説明

皿付コーヒーカップ 1300円 10 なし
自然釉を使った小岱焼き風コーヒーカップです。
カップ　径７３mm、高さ５８mm   皿　縦110mm、横

荒尾市小岱作業所 熊本県荒尾市増永２４５２－２ 0968-62-7931

土本　和久 shoudai@arao-sfj.jp 0968-62-7932



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

オリジナルのブレンド豆を自家焙煎したブレンド珈琲、５種類を２
００ｇで用意しました。

（２００ｇ入り）
5

製造から
6ヶ月

※すべて常温保存可能な商品です。※すべて常温保存可能な商品です。※すべて常温保存可能な商品です。※すべて常温保存可能な商品です。

ドリップ珈琲
700円

18

（１０パック入り）

アイスリキッド珈琲・無糖
500円

自社オリジナルのブレンド豆を自家焙煎し製造した夏季限定の
商品で、ストレートタイプのリキッド珈琲です。

（1000ｍｌ入り）

ワンドリップ珈琲
500円 5

製造から
6ヶ月

オリジナルのブレンド豆を自家焙煎したブレンド珈琲です。味は
５種類、ワンドリップタイプの珈琲です。

H29.5.9

3 なし サイズ：高さ２９㎝幅４２㎝底８㎝

3 なし

ドンゴロスバッグＬ
3.000円

2.000円 3 なし
現地で珈琲生豆の入っていたドンゴロス（麻袋）を再利用してつ
くった自社オリジナルの手作りエコバッグです。
サイズ：高さ２２㎝幅２９㎝底１０㎝

ドンゴロスバッグＭ
サイズ：高さ２９㎝幅３２㎝底８㎝2.500円

ドンゴロスバッグＳ

商品写真 商品名

インターワーク 熊本県阿蘇郡産山村大利657-3

商品説明

0967-25-2323

志賀　くるみ interwork@yamanami.or.jp 0967-25-2340



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

天草産ヒノキ材を使用　勾玉の形は、月や胎児や魂を表します。
勾玉が2つ合わさることで月が太陽、胎児の生命誕生、半身の魂が円になり、
和を意味します。　本来は水晶でできている装飾具ですが、ヒノキ材を使って木
目がきれいに出るまで磨き上げました。
サイズ長さ5㎝　巾3㎝　厚み1.5㎝

100円 100 なし

マウスパッド

勾玉

木べら

200円

200円

200円コースター（サクラ）

天草産ヒノキ材を使用、木で作っているのでナベやフライパンを
傷つけることはありません。
サイズ長さ30㎝　巾6㎝　厚み0.6㎝

20

40

なし

なし

なし

20

天草産ヒノキ材を使い、無垢仕上げにしています。
舐めても大丈夫です。
サイズ長さ10.5～18㎝　横11～18㎝　厚み5㎝（車輪含む）

10 なし
天草産ヒノキ材を使い、無垢仕上げにしています。
サイズ直径１７㎝　厚み１．５㎝

天草産ヒノキ材を使用、ウレタン塗装２回塗り
サイズ１０㎝角、厚み0.6ｃｍ

天草産ヒノキ材を使用、無垢仕上げにしています。
手触りがとてもいいです。
サイズ縦12㎝、横10㎝　厚み0.6ｃｍ

なし

500円ナベ敷き

ターナー 200円

30 なし

500円

くまモンネームプレート
（顔　ノーマル・笑顔）

500円

くまモンキーホルダー

就労継続支援Ｂ型　かしの木学園 熊本県天草市楠浦町錦島２６－１７

商品名

熊本県産の杉板を使ったくまモンのキーホルダーです。目玉等
のパーツは紙を切って貼り付けています。ウレタン塗装の2回塗
りです。
サイズ縦8.5㎝×横5㎝×厚み0.6㎝

0969-23-5556

商品説明

天草産ヒノキ材を使用、穴は撹拌しやすいように空けています。
とても軽いので、料理に使いやすいです。
サイズ長さ30㎝　巾6㎝　厚み0.6㎝

40

金子　三保子 kashinoki.ga@magma.jp 0969-23-5692 

コロコロおもちゃ 600円

熊本県天草産のヒノキ板を使ったくまモンのネームプレートで
す。目玉等のパーツは紙を切って貼り付けています。ウレタン塗
装の2回塗りです。　サイズ縦5.5㎝×横6㎝×厚み0.8㎝

くまモンネームプレート
（全身　ノーマル・笑顔）

500円
熊本県天草産のヒノキ板を使ったくまモンのネームプレートで
す。目玉等のパーツは紙を切って貼り付けています。ウレタン塗
装の2回塗りです。　サイズ縦8.5㎝×横5㎝×厚み0.7㎝

なし

なし

なし

商品写真



布で作ったコサージュです。帽子や胸元に飾るとワンポイントに
なります。
サイズ縦7㎝　横6㎝

和紙で作った祝い封筒です（5枚組）。
サイズ縦12㎝　横7㎝

ちりめんの布地で作ったがま口です。500円玉1枚と100円玉1枚
が同時に入ります。
サイズ縦4.5㎝　横4㎝

20 なしがま口キーホルダー 500円

100円

なし

30プチ祝い封筒 なし

和紙で作った祝い封筒です。
サイズ縦１８～20㎝　横１０～12㎝

祝い封筒 200円 20 なし

コサージュ 300円 50



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

ワークセンターゆきぞの

長嶋　理江

350円

商品写真 商品名

椎茸袋入れ（香信）　50ｇ

630円 10
椎茸袋入れ（徳用）130ｇ

550円
お茶

６ヶ月

８ヶ月
割れているものや小ぶりなものを集めた商品です。椎茸本来の
もつ風味には変わりはなく、天然だしの旨みをお得な値段で満
足していただけます。

蒸茶の特色は甘味を感じるほどの味わいの柔らかさと蒸茶独特
の涼しい独特の香気がお楽しみ頂けます。

30

0964-47-2323

0964-47-2322

熊本県下益城郡美里町土喰148-1

nagashima@yukizono.com

商品説明

８ヶ月
かさが開いているものを香信と呼びます。だしがよく出て、天然
だしの出汁として使用でき、また、煮物や佃煮にしてもおいしくい
ただけます。



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限 商品説明

1,000

1,000

全粒粉クッキー

しおクッキー

096-380-5752

096-380-1343

熊本県熊本市東区戸島5丁目8番6号

rine2001@alpha.ocn.ne.jp

400

300

水出しアイスコーヒー（２Ｐ入）

1,150クッキーセット

ドリップコーヒー（4杯入）

30日

700

280

チーズクッキー

1,000

100

500

1,000

500

100

200

200

ライン工房で自家焙煎したコーヒーにハンドピック製法で一粒一
粒厳選し、ドリップタイプに仕上げました。４種類が一袋ずつ入っ
ており、様々な味が楽しめます。

150日

ライン工房の人気商品を集めたセット。自家焙煎コーヒーでも
セット対応いたします。ラッピング代込みの価格です。

ココナッツパウダーを使用したクッキー。かわいいスマイル型の
クッキーでお子様に人気の商品です。

150日

30日

　熊本県産の厳選された全粒粉を100％使用。風味が良く、栄養源も豊
富です。種類はオリジナル、黒ごま、チョコチップ、ココアと4種類ござい
ます。お子様にはチョコチップ、大人の方にはココアがオススメです。

30日

讃岐産の和三盆を贅沢に使用した、ライン工房の人気商品の一
つです。口どけが良く、幅広い年齢層に親しまれています。

フランスの自然海塩「ゲランド」を使用したクッキーにチョコチップ
を織り交ぜた商品です。販売スタッフおすすめの一品です。

30日
評価が高いフランスの自然海塩「ゲランド」を使用した商品です。
バターの甘みと塩気が絶妙にマッチした珠玉の一品です。

30日

30日

５種類×２袋ずつ入ったドリップコーヒー。オリジナルの４種類に
加え、高級豆を使用したコーヒーを加え、５種類としています。ラ
イン工房のコーヒーの中でも人気商品の一つです。

150日ドリップコーヒー（10杯入）

160

160

和三盆クッキー

200

150しおチョコクッキー
写真が無く、申し訳あ
りません。

ココナッツクッキー

厳選したチーズをたっぷり使用したライン工房のプレミアムクッ
キー。ちょっと一息したい時やおつまみにも最適な一品です。

30日

夏季限定の水出しタイプのアイスコーヒー。麦茶パックの様に、
１リットルの水に漬け込むだけで本格アイスコーヒーが楽しめま
す。ライン工房で自家焙煎しました商品です。

社会就労センター　ライン工房

本田　和也

110

商品写真 商品名



50
様々なお好みに合わせ全６種類準備いたしました。フィルターを
使用してお飲みください。

150日
写真が無く、申し訳あ
りません。 820ブレンドコーヒー（２００ｇ）



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

中嶋 ouzu-ayumien@muse.ocn.ne.jp 096-293-9062

大津あゆみ園

商品写真

ランチョンマット(中）

ランチョンマット(大） 1500円

1000円

商品名

うでカバー 1000円

熊本県菊池郡大津町室1818-1

9

商品説明

利用者の方が１本１本糸を選んで織ったさをり製品です。
一つ一つ手作りのため世界に一つしかない世界に一つしかない世界に一つしかない世界に一つしかない製品です。
大きめのランチョンマットです。

096-293-9041

マフラー（大） 3000円

利用者の方が１本１本糸を選んで織ったさをり製品です。
小さめのランチョンマットです。

11

1 利用者の方が織ったさをりの一部をうでカバーにしました。

さをりで作った小さめのマフラーです。1000円

1

13

6

さをりで作った大きめのマフラーです。

マフラー（中） 2000円 さをりで作ったふつうサイズのマフラーです。

さをり巻き（大）

マフラー（小）

帯締めやベルト等にされても良いです。

ワンピースやバッグのアクセント等に使用できます。

2000円 2

22500円

21500円

さをり巻き（中）

さをり巻き（小）

8000円 さをり巻きを使ったワンピースです。ワンピース 1



ペンダント小

200円

1,500円

1,000円

マグネット

ペンダント大

さをりのワンピースです。
それぞれサイズが違います。

4

2
さをりのペンダント。
大きめです。

さをりのペンダント。10

さをりのマグネットです。
かわいいですよ。

ワンピース 10,000円

20

ヘアバンド 1,000円

押しピン さをりの押しピンです。

さをり巻きを使って作品を作りました。1

200円 10

1 さをり巻きを使って作品を作りました。

ヘアバンド 800円

髪止め

髪止め 800円

髪止め 1,000円

1,200円

さをり巻きを使って作品を作りました。

1

3

さをり巻きを使って作品を作りました。

さをり巻きを使って作品を作りました。2

さをり巻きを使って作品を作りました。
ゴムひもです。

髪止め 500円 2



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

国産小麦粉のかりんとうに、熊本県産甘夏みかんをまるごと
使ったの蜜をかけました。甘夏のほろ苦さと爽やかな酸味、甘味
の効いたかりんとうの歯ごたえをお楽しみください。

2016.11.20
熊本県産の今年採れたてのあおさをたっぷり使い、磯の香りとう
まみがギュッと詰まった愛情たっぷりの佃煮を作りました。甘め
の味付けでごはんのお供にぴったりです。

あおさ海苔 540 30

まどか工房 熊本県水俣市月浦269-13 0966-61-1717

下村　節子 madokakobo@syotoku.com 0966-61-1711

商品説明

2016.9.120

商品写真 商品名

甘夏かりんとう 378



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限商品写真 商品名 商品説明

ﾄﾞﾘｯﾌﾟコーヒー（１０袋入） ３５０円 35 １年
美味しい香り豊かなレギュラーコーヒーが手軽にできる、コー
ヒーバッグです。
※本製品の製造ラインでは、乳を含む製品も製造しています。

就労支援事業所　友愛苑 熊本県球磨郡相良村柳瀬９８７－５０ ０９６６－２２－１２２２

寺尾　毅 yuaien@wineplala.or.jp ０９６６－２２－１３３３



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限商品写真 商品名 商品説明

くまモンストラップ、キーホルダー 340円 1000 無し くまモンを配した熊本応援グッズ。

友愛育成園 熊本県熊本市壺川２丁目1-57 (096)325-5736

杉本健一郎 shop@ikuseien.com (096)325-5755



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

【日用品】
120

【食品】
500 無期限

廃食用油・カセイソーダ・米を使用。
台所まわり、くつの頑固な汚れ落としに最適です。

プリン石けん

地元熊本のナチュラな素材を使用しています。
ジェラート

60

10 なし

【陶器】
600

陶器の湯のみです。柄も水玉は利用者さんがデザインしていま
す。
７㎝×７㎝×７㎝湯のみ

10 なし

5 なし
縦糸と横糸を１本ずず織り込み仕上げています。
幅約２０㎝～３０㎝×長さ約１，５ｍ

20 なし
ガラスを重ね合わせ焼いています。
３㎝×３㎝

【ステンド製品】
2000

フィージングネックレス　スクエア

【手織り製品】
3000

ストール

商品写真 商品名 商品説明

【衣料】
レギンス

3460 20 なし 利用者さんの絵をモチーフにした柄になっています。

野々島学園 熊本県合志市野々島2774-4 096-242-6811

大久保　愛子 nooshima@sirius.ocn.ne.jp 096-242-6813



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

1,400

ブルーベリージャム（甘さ控えめ）
黒キャップ　160ｇ

510

ブルーベリージュース　　500ｍｌ 850

ブルーベリージュース　　1000ｍｌ

完熟ブルーベリーを使いからだにやさしい無添加仕上げです。ブルーベリーを
丸ごと使っているためアントシアニンたっぷりの商品です。良く冷やして良く振っ
てストレートでお飲みください。7対４（炭酸）でも美味しくいただけます。開封後
は要冷蔵で早めにお召し上がり下さい。

H29.4.710

16

完熟ブルーベリーを使いからだにやさしい無添加仕上げです。ブルーベリーを
丸ごと使っているためアントシアニンたっぷりの商品です。良く冷やして良く振っ
てストレートでお飲みください。7対３（炭酸）でも美味しくいただけます。開封後
は要冷蔵で早めにお召し上がり下さい。

H29.5.19

20 H29.3.1

20
無農薬栽培の果実をたっぷり使い果糖で甘さを出しています。当分少なめで果
実独特の風味と酸味が感じられます。添加物は一切使わず無添加仕上げで
す。開封後は要冷蔵で早めにお召し上がりください。

H29.3.13

ブルーベリージャム（甘め）
金キャップ　160ｇ

510

社会福祉法人御陽会　明星学園 熊本県上益城郡山都町神ノ前242-15 0967-83-0505

無農薬栽培の果実をたっぷり使いグラニュー糖で甘さを出しています。甘めで
すが市販のジャムより甘さ控えめです。添加物は一切使わず無添加仕上げで
す。開封後は要冷蔵で早めにお召し上がりください。

中矢　浩司 supporthouse-myoujou@helen.ocn.ne.jp 0967-83-0575

商品写真 商品名 商品説明



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

1

ペーパークラフト 100円 2

ペーパークラフト 300円

縦・横・高さ各7センチほどの籠で、取っ手がついていて、かわい
らしいピンク色で編み込まれています。お子様の小物入れなど
にいかがでしょうか。

なし

なし
直径15センチ、高さ10センチの籠です。かわいい赤色で編み込
まれています。小物を入れてかわいらしくラッピングし、送りもの
の籠などにもご利用いただけると思います。

なし

縦・横・高さ各10センチの籠です。ハンカチなどの収納や、小物
入れなどにご利用いただけます。

1

ペーパークラフト 200円 6

ペーパークラフト 500円

なし
直径30センチのバスケットです。御菓子を盛り付けたり、小物入
れなどにご利用いただけます。

ペーパークラフト 500円 1

なし
直径30センチのトレーです。浅いトレーなのでお菓子入れなどに
いかがでしょうか。

ペーパークラフト 800円
直径約20センチ、高さ約２５センチのバスケットです。植木鉢カ
バーやちょっつした小物入れなどにご利用になれます。

1 なし

商品説明

黄金・青さうどん混合セット 2500円 10 60日
天草佐伊津町の延命地蔵尊湧水使用。ツルツル・モチモチ、コ
シもある麺に仕上がっています。また、天草産青さを練り込んだ
うどん麺は、磯の風味豊かな他にはない逸品となっております。

商品写真 商品名

就労サポートセンター　ぴ～す 熊本県天草市佐伊津町401-5 0969-22-1880

名切　由美 0969-22-1886



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

800 5 なし

小さい鍋から大きい鍋まで使用できる仕組みになっています。
シュガーベリー、ラテンローズ材使用。　サイズ：110×110×15
（mm）

スプーン（小）の3本セットです。けやき、さくら材使用。　サイズ：
30×140×8（mm）

スプーン（3本入り）

折りたたみなべ敷き 1,000

4 なし
食材が混ざりやすいようなカーブに仕上げています。ナラ、シュ
ガーベリー、さくら材使用。　サイズ：70×290×15（mm）

5 なし

10

10

1,200 4すくえるターナー

800ターナー

ハートコースター

ブタコースター

なし370

食材が混ざりやすく、すくいやすいようなカーブに仕上げていま
す。右利き用、左利き用があります。シュガーベリー、さくら材使
用。　サイズ：65×300×20（mm）

ブタの形がかわいいコースターです。桜とハートの切り抜きがあ
ります。　サイズ：80×100×5（mm）

なし

丁寧にハートの切り抜きをした、レースのような形の一品です。
サイズ：100×100×5（mm）

なし

370

2

さくら型小盆

さくら型丸盆 2,600

3,600

なし

桜の切り抜きが上品で、和菓子を添えて一つ二役の茶たくとして
使用できます。けやき材使用。　サイズ：125×150×20（mm）

1,000 なし

桜の切り抜きが上品で、重厚感のある丸型のおぼんです。けや
き・シさくら材使用。　サイズ：210×210×30（mm）

10

2 なし

慎重にらせんの切り込みを入れ、折りたたみができる匠の技を
活かした一品です。けやき材使用。　　サイズ：200×310×270
（mm）

桜の切り抜きが上品で、重厚感のあるおぼんです。けやき・シュ
ガーベリー材使用。　　サイズ：365×220×25（mm）

折りたたみかご 2 なし7,600

さくら型お盆

商品写真 商品名 商品説明

カサ・チコ 熊本県熊本市南区御幸西2丁目659-3 096-223-8710

坂本　麻美 info@casachico.com 096-223-8711



400 10 なし

370 10 なし

270 10 なし

200 10 なし

800 5 なし

170 10 なし

800 6 なし

1,800 5 なし

2,000 10 なし

1,000 10 なし

2,000 10 なし
大きな木陰で寄り添う親子のぞうです。アクリル絵の具と自然塗
料の２種類があります。メルクシパイン材使用。　サイズ：95×
220×20（mm）

ぞう親子パズル（大）

ねこ親子パズル（大）
７匹の親子ネコが寄り添い、暖かな親子を表しています。アクリ
ル絵の具と自然塗料の２種類があります。メルクシパイン材使
用。　サイズ：130×200×20（mm）

ねこ親子パズル（小）
７匹のねこが寄り添い、暖かな親子を表しています。アクリル絵
の具と自然塗料の２種類があります。メルクシパイン材使用。
サイズ：85×130×20（mm）

和菓子や果物を食べる際にとてもよいサイズです。けやき、ナラ
材使用。　サイズ：12×130×5（mm）

スプーン（小）
手のみでくり抜き一つ一つ手仕上げした、舌触りなめらかなス
プーンです。けやき、さくら材使用。　サイズ：30×140×8（mm）

スプーン（小小）

フォーク（小）

フォーク（5本セット）
和菓子や果物を食べる際にとてもよいサイズです。けやき、ナラ
材使用。　サイズ：12×130×5（mm）

手のみでくり抜き一つ一つ手仕上げした、舌触りなめらかなス
プーンです。けやき、さくら材使用。　サイズ：20×140×8（mm）

手のみでくり抜き一つ一つ手仕上げした、舌触りなめらかなス
プーンです。けやき、さくら材使用。　サイズ：32×165×8（mm）

スプーン（中）

手のみでくり抜き一つ一つ手仕上げした、舌触りなめらかなス
プーンです。けやき、さくら材使用。　サイズ：35×190×8（mm）

ティーポット敷き
ティーポットやきゅうす、花瓶しきやスープの皿うけなどに使用で
きます。シュガーベリー材使用。　サイズ：150×150×10（mm）

キューブブロック
6,7ピースのブロックを組み合わせ、立方体に組み合わるパズル
です。メルクシパイン材使用。　サイズ：85×85×85（mm）

スプーン（大）



1,000 10 なし

1,600 10 なし

1,600 10 なし

1,600 10 なし

7,600 1 なし

4,600 1 なし

3,000 1 なし

4,600 1 なし

4,000 1 なし

3,600 2 なし

600 10 なし

積み木セット
様々なパーツが入った積み木セットです。木枠付きなので、お片
付けもきれいにできます。メルクシパイン材使用。　サイズ：250
×250×40（mm）

動物キーホルダー
いるか・うさぎ・りす・あひるなどの木製キーホルダーです。紐部
分は本革を使用しています。なら、さくら、けやき材など使用。
サイズ：70×100×10（mm）

野菜パズル（額入り）
一つ一つ色を付けた野菜と果物のパズルです。額入りなので、
インテリアとしても使用できます。メルクシパイン材使用。　サイ
ズ：210×240×20（mm）

たのしい仲間たち（額入り）
自然の仲間が集まった、見ていても楽しいパズルです。パーツ
が大きく、持ちやすいため、小さな子どもに最適です。メルクシパ
イン材使用。　サイズ：165×215×25（mm）

乗り物パズル（額入り）
子どもの好きな乗り物を模った遊びやすいパズルです。メルクシ
パイン材使用。　サイズ：165×215×25（mm）

数字パズル（額入り）
遊びながら覚える数字のパズルです。額入りなので型はめパズ
ルとしても楽しめます。さくら、メルクシパイン材使用。　サイズ：
210×300×25（mm）

親子のくじらを遊んで飾れるパズルに仕上げました。アクリル絵
の具と自然塗料の２種類があります。メルクシパイン材使用。
サイズ：110×220×20（mm）

ねこパズル
ねこの親子を９ピースのパズルで作りました。アクリル絵の具と
自然塗料の２種類があります。メルクシパイン材使用。　サイズ：
85×185×20（mm）

ぞう親子パズル（小）
大きな木陰で寄り添う親子のぞうです。アクリル絵の具と自然塗
料の２種類があります。メルクシパイン材使用。　サイズ：70×
165×20（mm）

くじらパズル

きりんパズル
親子のきりんを遊んで飾れるパズルに仕上げました。アクリル絵
の具と自然塗料の２種類があります。メルクシパイン材使用。
サイズ：180×85×20（mm）

アルファベットパズル（額入り）
楽しく遊びながらアルファベットが学べます。額入りなので型は
めパズルとしても楽しめます。メルクシパイン材使用。　サイズ：
210×300×25（１mm）



400 10 なし

600 10 なし

2,800 5 なし

370 10 なし

370 10 なし

370 10 なし

1,200 10 なし

270 10 なし

100 30 なし

ポケット付のティッシュケースです。柄は様々あります。サイズ：
280×120×50（mm）

様々な柄がある布製コースターです。サイズ：100×100×3
（mm）

ポケットティッシュケース

コースター

くまモンのストラップ
立ち姿・座り姿の2パターンがあります。表情も4種類あり、ひとつ
ひとつ丁寧に手作業で製作しています。　サイズ：35×27×5
（mm）

くまモンのストラップキーホルダー
立ち姿・座り姿の2パターンがあります。表情も4種類あり、ひとつ
ひとつ丁寧に手作業で製作しています。　サイズ：60×45×5
（mm）

くまモン・れんこんパズル
熊本名物、からしレンコンとくまモンのコラボレーションです。くま
モンがパズルになっています。メルクシパイン材使用。　サイズ：
80×125×30（mm）

立ち姿・座り姿の2パターンがあります。表情も４種類あり、ひと
つひとつ丁寧に手作業で製作しています。　サイズ：50×80×5
（mm）

くまモンのヘアゴム

くまモンのバッジ
立ち姿・座り姿の2パターンがあります。表情も４種類あり、ひと
つひとつ丁寧に手作業で製作しています。　サイズ：35×27×5
（mm）

くまモンのキューブブロック
くまモンの表情がかわいいキューブブロックです。６，７ピースの
組み合わせです。メルクシパイン材使用。　サイズ：85×85×85
（mm）

くまモンのマグネット
立ち姿・座り姿の2パターンがあります。表情も４種類あり、ひと
つひとつ丁寧に手作業で製作しています。　サイズ：35×27×5
（mm）



施設名 住所 電話

担当者 e-mail FAX

定価 数量 賞味期限

湯呑 5個600円

商品説明

程よいサイズの使い出のあるお皿です。
サイズ　縦約12ｃｍ、横約17ｃｍ

800円

定番商品の湯呑です。
サイズ　高さ約8.5ｃｍ、直径7ｃｍ

5個

ちょっとしたスペースや出窓に花を飾りましょう！ペン立てとして
も使えます。
サイズ　高さ約7.5cm、幅約10cm（取っ手含まず）

5個

白マット仕上げのおしゃれなコーヒーカップです。
サイズ　高さ約7cm、直径約8ｃｍ（取っ手含まず）

500円

手付き花活け

商品写真 商品名

800円コーヒーカップ

5枚

0969-22-3393

渡邊　久純 reinan@miracle.ocn.ne.jp 0969-23-0746

障害者支援施設　苓南寮 熊本県天草市北原町5-14

角皿


