
団体名 くすのき会たまも園 

種別 就労継続支援Ｂ型事業所 

運営団体 社会福祉法人 くすのき会 

住  所 〒653-0835 長田区細田町5丁目2-6  

電  話 078-647-6223  FAX 078-647-6224 

E-Mail  tamamoen@clock.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.kobeseirei.or.jp/ 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より徒歩5分 

   山陽電鉄「西代」駅南出口より徒歩3分 

お問合せ 月曜日～金曜日  

          午前9時00分～午後4時00分 
  

                                      

①パウンドケーキ 
    (大[上左]／650円、小[上右]／350円)   

味は3種類(ﾌﾟﾚｰﾝ・ﾌﾙｰﾂ・ﾚｰｽﾞﾝ)ご用意しています。  

20個までなら納期1週間程度  

20個以上だと納期1ケ月程度  

賞味期限は10日程度。 
 

②クッキー 
 (大120ｇ[下右]／200円 小60ｇ[下左]／100円)  

大は50個までなら納期限1ケ月程度    

小は50個までなら納期2週間程度  

  50個以上だと納期1ケ月程度   

賞味期限は2カ月程度。 

  

 

  

③トートバッグ 
  大[奥]／3500円W40㌢×H32㌢×D10㌢  

       

  小[手前]／1000円W23㌢×H26㌢ 

       

 

色・柄等も多種あって、世界にふたつとない一
点ものです。「ＳＡＯＲＩ適塾」認定のブラン
ドです。 
バッグ以外にもブックカバー・帽子などもあり
ます。 
  

なお、大きさは自家製の為多少誤差があります。 

  
  

 

①パウンドケーキ(プレーン・フルーツ・レーズン 各大・小） 

②たまもクッキー(60g・120g) 

③さをり トートバッグ(大・小) 



 

 
   

(ア) ペンケース[右]／800円 
       W21㌢×H10㌢×D3.5㌢  

(イ) ティッシュカバー[手前]／300円 
       W14㌢×H9㌢  

(ウ) ポーチ[左]／800円 
       W14㌢×H7㌢×D6.5㌢ 

 

 
   

(ア) ヘアゴム(青)[左上]／100円 
           

(イ) ヘアゴム(緑)[左下]／100円 

 

(ウ) アクリルたわし[右上]／100円 
           

(エ) 和紙の箸置き(２個１セット)  
                     [右下]／100円 
          

 

                                    

 

          平成27年4月に新規オープンした施設です。1階には地域に開かれた施設とし

て販売スペース「たまものお店」もオープンしていますのでお気軽にお立ち寄りください。ご

紹介している製品以外にも、帽子・ブックカバー・ショルダーカバン・マフラー・ベスト・ポンチョ

など多種揃えております。 

リサイクルはがき(５枚入り１セット) 
                                    100円 
          

 刺し子布巾／200円 
 ざっくりでも一針一針丁寧に縫い上げました。     

コメント 

④さをり 小物 

⑤小物 

⑥リサイクルはがき ⑦刺し子布巾 



団体名  プリマ☆ステラ 

種別 就労継続支援Ａ型事業所 

運営団体  株式会社 プリマステラ 

住  所 〒653-0836 長田区神楽町2丁目3―1 

                    第一丸鹿ﾋﾞﾙ301 

電  話  078-647-5255  FAX078-647-6255 

E-Mail  purimasutera1201@gmail.com 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ な し 

交通機関  市営地下鉄/JR「新長田」駅より東へ徒歩8分 

        山陽電鉄「西代」駅より南へ徒歩10分 

お問合せ  

 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 
 
 

                   
靴のＸ線検査 
 左図の写真の場合は、検
査機の中に商品を入れ、Ｘ

線検査にて上のパソコンに
映し出された靴に異物の混
入がないか等の検査を行っ
ています。 
 
Ｘ線検査機を所持していない企業
からの依頼を受けて、検査を請け
負っています。 

   
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

平成27年12月にオープンした新しい事業所です。Ｘ線検査機を所持していますので、靴に関

する作業の他、検品・点検などの作業も行えます。 

電子部品の解体 
 各部品パーツ毎に外し分けて、分別する作業
等も行っています。 

 分別した部品毎に容器に分けて納めています。 
 
 

箱折り作業 
 菓子箱などの細かい複雑な折り作業も行っ
ています。上段図は、折る前の型紙と折った
後の完成品です。 

①靴作成の分担作業 (靴の中底の糊塗り ・ Ｘ線検査) 

②菓子箱折り作業 ③電子部品の解体作業 

コメント 

靴の中底の糊塗り 
 上図の写真の場合は、靴の中底に糊を
塗る作業を行っています。 



団体名  オリーブ 

種別 就労継続支援Ｂ型事業所 

運営団体 株式会社 セーフウェイ 

住  所 〒653-0032 長田区苅藻通1丁目4-2  

                    三倉ビル2階 

電  話 078-686-7560  FAX 078-686-7562 

E-Mail  olive@safeway.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ な し 

交通機関  

市営地下鉄/JR「新長田」駅より東へ徒歩15分 

お問い合わせ  

 月曜日～金曜日 午前8時45分～午後4時00分 
  

                   靴の検査 
 左図の写真の場合は、ローラー上を赤い矢印
に沿って、商品を流し、Ｘ線検査にて左パソコ
ンに映し出された靴の踵部分に、打ち込まれて
いる釘が真っすぐに打ち込まれているか等の検
査を行っている。 

服の検査 
 靴と同様に、金属片(ホッチキス針)等含まれ
ていないかどうかのチェックを行っている。 

 
Ｘ線検査機を所持していない企業からの依頼を受け

て、検査を請け負っている。 
  ※PL(製造物責任)法などへの対策として 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中敷きクッション等の裏の紙を剥がして、すぐ

に貼れるようにするための中間作業。 

靴の中敷き貼り 
 中敷きクッションを貼る作業。１つ1つ
のパーツを見本に沿って貼りつけていく作
業。 

  300~500足／日の作業 
 

①靴・服のＸ線検

②靴の内貼り(中敷き貼り)作業 ③中敷きクッションパーツの貼り付け 



靴の外観チェック等 

 靴の汚れ、ミシン目、キズ、破れ、
しわ、よれ、チャックの開閉、左右、
サイズ照合(靴箱外表示、靴の中・外)、

中敷きの貼り方等、検査基準チェッ
クに基づき、検品作業をしています。 
 
 

 

                                      

 靴の外観チェック 
 靴の汚れ、ミシン目、キズ、破れ、し
わ、よれ、チャックの開閉、サイズ(左右、
外箱表示、中敷き・靴底表示)、中敷きの
貼り方など基準チェック表に基づき検品
作業を行っています。 

 

 

 製品のシール剥がし 
 製品に貼り付けているシールを剥がして
新しいシールに貼り替える作業。 
  

④検品作業 ⑤靴箱へのシール貼り 

⑥製品のシール剥がし 



団体名  ライフサポート 

種別 就労継続支援Ｂ型事業所 

運営団体 ライフサポート株式会社 

住  所 〒653-0036 長田区腕塚町3丁目3-16  

電  話 078-798-5012  FAX 078-798-5074 

E-Mail    な し 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ な し 

交通機関  

市営地下鉄/JR「新長田」駅より南東へ徒歩5分 

市ﾊﾞｽ96系統 大橋2丁目停留所すぐ 

お問い合わせ  

 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 

 ※祝日等により土曜日に営業する日があります。 
  

                  
数珠の検品 

 納品された数珠の数確認とキズ・へこみ・歪み
等不良品がないかの検品を行っている。 

 

紐通し仕上げ作業 

 検品終了後に一旦納品時の紐から外して、商品
用のゴム紐等へ数珠の珠の移し替えとブレスレッ
トにする珠止め等の仕上げ作業を行っています。 
 
 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

内職作業については上記の他、チラシの裁断や女性用ランジェリー生地の裁断なども行っ

ています。 

半田付け 
 専用の半田付け工具も複数台揃えておりま
すので、納品数・納期などはお気軽にご相談
ください。 

電子部品の組み立て 
 接着剤付けや枠入れ、ドライバー等電動
工具による部品取り付けの他、圧着作業な
ども行っています。 
  

コメント 

①数珠の検品・紐通し仕上げ作業 

②電子部品の組み立て ③部品組み立てでの半田付け 



団体名  ハートワーキングクラブ 

種別 就労支援Ｂ型事業所 

運営団体 社会福祉法人 ながたひろば 

住  所 〒653-0037 長田区大橋町10丁目1-27 

              濱田ビル1Ｆ  

電  話 078-739-0140  FAX 078-742-6012 

E-Mail  kissahaato@yahoo.co.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nagatahiroba5.wix.com/site 

交通機関  

市ﾊﾞｽ5・13・17・80・81系統「大橋町9丁目」下車すぐ 

市営地下鉄/JR「新長田」駅より西へ徒歩10分 

お問い合わせ  

 月曜日～金曜日 午前9時～午後3時30分 

                                

                タオルたたみ 
 複数箇所の企業様からタオルた
たみの受注をいただいております。 

 各種タオルを種類別に届いた順
に、素早く・きれいにたたみあげ
るのに慣れている為、半日単位で
その日の内に仕上げております。 

 法人内に複数の事業所を持って

おりますので、タオルの量によっ
て は、各事業所で手分けをして
たたんでおりますので、数量等は
臨機応変に対応いたしますので、
ご相談ください。 
  
 

 

                           
 
 
 
 
 

   
      同一法人で近隣に複数箇所の事業所を持っている為、一旦法人本部で受注し、前日

までの作業の進捗状況等勘案しながら、仕事を振り分けしておりますので、数量の増減にも臨機応

変に対応させていただきます。また当事業所(ハートワーキングクラブ)は各小部屋に分かれており

ますので、多種作業が同時に進められます。 

缶バッチの検品・梱包 
 ①缶バッチを検品した後、②右端の空袋へ真ん中の
様に袋入れして、③袋を閉じて梱包しています。 
 ④商品によっては、カプセル入れもできます。 
 その他食料品の梱包・箱入れなども行っております。 

箱折り作業 
 １つ１つ丁寧に作業を行っております。
納品数・納品時期等は個別でご相談くだ
さい。 
 

DM帳合・封入作業 
 DM(ダイレクトメー
ル)等の封入については、
冊子への折込や三つ折
り・四つ折り等の作業、
カレンダー等の冊子以
外の封入などもこなし
ています。 
 また、封入したDMに
宛名ラベルを貼って宅
配業者に引き渡すまで
の発送業務まで行う作
業も可能です。 
 

①タオルたたみ ②DM帳合・封入作業 

③箱折り作業 ④缶バッチの検品・梱包 

コメント 



団体名 ピータンハウス 

種別 就労継続支援Ｂ型事業所 

運営団体 特定非営利活動法人ピータンハウス 

住  所 〒653-0052 長田区海運町3丁目1-11  

電  話 078-736-1776  FAX 078-736-1776 

E-Mail  mzkr02677@zeus.eonet.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//p-tanhouse.com/ 

交通機関  

 JR「鷹取」駅より南東へ徒歩10分 

   お問合わせ 月曜日～金曜日  

          午前10時～午後5時 
 

 
 

①猫の箸置き置き[中央奥/白]／200円 
 猫の肉球型の猫の箸置きスタンドとして5個
の箸置きを置くことができます。 

②猫の箸置き[5種類]／200 円  

 猫の顔をイメージにした新作箸置きです。 

③猫の箸置きセット[右奥]／1200円 
  ①と②をセットにした６点セット 
 
20個～30個は作り置きしていますが、在庫切
れの場合は、陶器ですので、納期は１ケ月程度
必要となります。 

 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

②～⑥の箸置き(いちご・れんこん・桜・土筆・若葉) は１個２００円 ⑦の枝付桜のみ１個３００円 

           上記の商品は新作です。その他陶器製品で結婚式の引き出物・満中陰志・ 

         記念品やイベントの景品等々、注文に応じた商品作りもしています。 

また、マグカップや一輪挿し等作れる「出張陶芸講習会」等も行っています。講習日(月・水・

金)、実施時間(午後1時～4時)、費用(参加費1000円・材料費500円/合計1500円) 別途出張

費(1回) 5000円 

①猫の箸置きセット 

②いちご ③れんこん 

⑤土筆 ⑥若葉 

④桜 

⑦枝付桜 

コメント 

箸置き 



団体名 Wamくれよん 

種別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団体 特定非営利活動法人 知的障害児・者療育ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰくれよん 

住  所 〒653-0836 長田区神楽町5丁目3-14-2  

電  話 078-646-3515  FAX 078-646-3516 

E-Mail  crayon9040@juno.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.crayon.or.jp/ 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より東へ徒歩3分 

   山陽電鉄「西代」駅南出口より徒歩3分 

お問合せ 月曜日～金曜日  

          午前８時３０分～午後５時３０分 
  

                                      

①ハンバーガーｾｯﾄ(左上図 手前籠入り)           ②サンドイッチｾｯﾄ(右上図 手前籠入り)   
             1500円                                  1500円 
  ※①・②ともフェルトによる手作り幼児向け玩具。 

 

  

③お弁当箱(フェルト製)／800円 
 
「売上げNo1」 子どもさんに大人気。 
       おままごと遊びの定番。 

 

①ハンバーガーセット(ﾌｪﾙﾄ製品) ②サンドイッチｾット(ﾌｪﾙﾄ製品) 

③お弁当箱 ④サイコロ  ⑤ベビーブック 

④サイコロ左／800円 各1辺10㌢  
⑤絵本  右／800円    〃 
  
 ④⑤の各図柄は、幼児に人気の(ア)フルー
ツ (イ)乗り物 (ウ)動物 (エ)家族 (オ)海
の生き物 (カ)スイーツの６種類あります。 



 

 
 

 指人形[5体セット]／1200円 
 お父さん指・お母さん指・お兄さん指・お
姉さん指・赤ちゃん指のセットです。 

 子どもさんとのコミュニケーションに最適。 
 

 

                                    

 

          平成28年6月にWithくれよん、Welくれよんに続き、新規オープンした独立施

設Wamくれよんです。自主製品としては、子どもさんにも大人気なフェルトの手芸作品が中

心です。その他、内職作業も行っていますので、お気軽にご相談ください。 

コメント 

⑥指人形 ⑦マスコットキーホルダー 

⑧特注品 マスコットキーホルダー 

 マスコットキーホルダー／各250円 
 動物や昆虫などの生き物等いろいろ製作して
います。 

 最近のペットブームを反映して、自分の愛犬

の種類のキーホルダーの希望も多く、①柴犬 ②テ

リヤ ③ダックス ④コーギー ⑤プードルなども製

作しています。 
 
 

 特注品 マスコットキーホルダー／価格は応相談 
 企業キャラクターのマスコットキーホルダーの作成にも取り組んでいます。個人の
ご依頼も受付ておりますので、お気軽にご相談ください。 



団体名 ハッピーエリア 

種  別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団  体 (株)ハッピーエリア 

住  所 〒653-0033 長田区苅藻島町1丁目1-65  

電  話 078-652-8180  FAX 078-652-8186 

E-Mail  area@tree.odn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ なし 

交通機関  

 市営地下鉄「苅藻」駅より①番出口南へ500m 

   市ﾊﾞｽ3系統「東尻池8丁目」より徒歩8分 

お問合せ 月曜日～金曜日  

          午前10時～午後3時 
  

                                      

クッキー(1袋)／各100円 
 
 クッキーの種類は全部で８種類 
ｱ)プレーン 
ｲ)ココア 
ｳ)抹茶 
ｴ)ピーナッツバター 
ｵ)ビスケット 
ｶ)メープルクッキー 
ｷ)チョコチップ 
ｸ)セサミクッキー 
 (白&黒ごま) 
 
 

  

  

さをり織トートバッグ 
(大)W40㌢×H30㌢×D(ﾏﾁ)10㌢／3000円 
(中)W36㌢×H30㌢×D(ﾏﾁ)10㌢／2500円 
(小)W36㌢×H25㌢×D(ﾏﾁ)10㌢／1800円 
  「さをり適塾」のロゴマーク付き。 
 マグネットボタン・内ポケット付き 
 

 

①クッキー (ﾌﾟﾚｰﾝ ｺｺｱ 抹茶 ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ ﾋﾞｽｹｯﾄ ﾒｰﾌﾟﾙｸｯｷｰ ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ ｾｻﾐｸｯｷｰ) 

②さをり織 バッグ ③ﾊﾘｽﾂｲｰﾄﾞ(Harris Tweed )ショルダーバッグ 

トートバッグ／2500円  
 W(横)40㌢×H(高さ)26㌢×ﾏﾁ12㌢ 
 ﾊﾘｽﾂｲｰﾄﾞ(Harris Tweed) のブランド生地
を使用したトートバッグ(ﾛｺﾞﾏｰｸ付)。別でﾎﾟ
ｼｪｯﾄもあります。 数に限りがあるため、在庫
限り。 

 

賞味期限は３ケ月 
大量注文の場合は毎日、
同種類のクッキーを作っ
ているので、①同種類の
場合は２～３日。②別種
類の場合は、ご相談くだ
さい。 
ギフト用にも対応してい
ます。 



 

 
 

 さをり織コースター[手前]／各1枚100円 
刺し子コースタ[奥側]／各1枚100円 
 1辺10㌢ 

 

                                    

④さをり織・小物 その一 ⑤さをり織・小物 その二 

⑥ビーズブレスレット 

  さをり織[左奥 ペンケース]／400円 
  W(横)20㌢×H(高さ)8㌢×ﾏﾁ4㌢ 
 さをり織[右奥 ミニポーチ] ／400円 
  W(横)15㌢×H(高さ)9㌢×ﾏﾁ3.5㌢ 
 布製コインケース[手前] ／300円 
  W(横)11㌢×H(高さ)9㌢          

 ⑥ビーズブレスレット／各150円 
 
 ⑦巾着袋・ティッシュケース／ 
  さをり織柄巾着袋[大 手前左]／200円  [小 手前真ん中]／200円 
       コップ入れなどの入園グッズとしてお使いください。 
    ティッシュケース[奥]／各100円 
 
 ⑧さをり織等髪留め／さをり織[奥]200円   布[手前]150円 
 
 
  

⑦巾着・ティッシュカバー ⑧さをり織等髪留め 

 

           
⑨座布団・鍋敷き・鍋つかみ 

 鍋敷き・なべつかみ 
   座布団[大 奥右]／500円     幅約35㌢  
 
  鍋敷き[小 左]／100円     幅約18㌢ 
        
    鍋つかみ[手前]／各100円  [両手ｾｯﾄ/2個200円] 
 
 

 



 

           
 

 大きくは①自主製品づくりの作業場と②クッキーづくりの調理場と③電子部品の解体を行

う作業場と３つに分かれ作業を行っています。クッキーについては、金額に応じたギフトを作

らせていただきます。在庫を超える大量発注については、事前にご相談ください。 

 内職作業も幅広く行っていますので、お気軽にご相談ください。 

コメント 

 

                           
 
 
 
 
 

⑩ブレスレット作成 ⑫靴ひもの袋入れ ⑪電子部品の解体 

⑬チラシへのクーポン貼 

 ブレスレット作成 
  右の２つの部品を結び
合わせ左のブレスレット
を完成させる。 
 その他既製品の服の
ビーズ付け作業も行って
います。 
 

 電子部品の解体 
  電子部品を使用した
ゲーム等の筐体を解体し、
部品ごとに仕分けする作
業を行っています。 
 

 靴ひもの袋入れ 
  靴ひもを指定された巻
き方でまとめ止めして、
袋へ封入しています。 

 チラシへのクーポン貼 
  チラシにクーポン(割引
券)を貼り付ける作業を
行っています。 



　

団体名 フリースペースよかよかくらぶ 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 特定非営利活動法人 神戸ぶどうの樹 

住  所  〒653-0041 長田区久保町3丁目2-10  

電  話 TEL078-643-5869  FAX 078-894-3538 

E-Mail  yokayoka@abeam.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.yokayokaclub.jp/ 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より南へ徒歩10分 

お問合せ 月・火・木・金・土曜日  

          午前9時00分～午後4時00分 
  

                                 

    

 

クッキードーナツ 
 発酵バター使用のサクッとしたボリュームあるクッ
キーみたいなドーナツです。 
 賞味期限は1ヶ月で、個包装のため箱詰めなどしやす
いので贈答用にもお勧めです。季節に合わせた包装も
ご用意しています。 

 箱詰め 8個入り 1000円  
 ・プレーン・・100円 
 ・その他8種・・・120円 
(レモン・ピーナッツ・紅茶・メープル・いちご・チョ
コ・抹茶) 
※冬季限定商品として 
・冬チョコ(プレーン生地にチョコをコーティング) 
・ホワイトチョコなど 

 

 
サーターアンダーギー 
 徳之島の祖母直伝の外はサクッと、中はふ
わっとしたドーナツです。おなじみのものから、
オリジナル品までご用意しています。賞味期限
は2週間程度です。 
・白糖(プレーン)50円 ・その他4種・・30円 

    (黒糖・金ごま・やみつきしお・よもぎ)          

 サーターアンダーギーはホームページにて

ネット販売しています。送料はホームページの

お値段をご参照ください。 

 その他の人気ドーナツとして 

「もちどーなつ」(5ヶ入り)・120円      

 

 
  ポスティング 

 1000枚程度を2日程度

で配布しています。                

 

 

          商品の納期につきましては、お問合せ時にご相談させていただきます。 
        内職作業のご依頼も受け付けております。よろしくお願いいたします。 

コメント 

①クッキードーナツ 

②サーターアンダーギー 

③広告折込・ポスティング ④靴ひもの検品・袋詰め 

 靴ひもの検品・袋詰め 
  届けられた靴ひもを点検の上、規
定通りに巻いて束ね、袋詰めする作
業も行っています。 



　

団体名 くららべーかりー 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 特定非営利活動法人ネットワークながた 

住  所  〒653-0011 長田区三番町2丁目2-6  

電  話 TEL078-578-1929  FAX 078-578-1929 

E-Mail    kuraratora@nike.eonet.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//kurara-b.com/ 

交通機関  

 市ﾊﾞｽ4系統など「西市民病院前」より徒歩5分/JR「兵庫」駅より 
徒歩15分/市営地下鉄「上沢」駅「長田」駅・神戸高速鉄道「大開」駅 

より徒歩10分 

お問合せ 月～金曜日  午前9時～午後5時 

 

                                 

    

 

菓子パン   各種１3０円～ 
 
 ひとつひとつ手づくりです。パン生地は保存料不使用。 
クリーム・ジャム・サンライス・デニッシュ系・あんぱんなど 
また、ウインナーなど惣菜パンもあります。   
・[中央]シナモンロール、・[左図]・アップル(上)、プチ(下)  
・[右図]・つぶあん(右)、クリームパン(左) 
 ※数によっては配達もできますので、お気軽にお電話ください。 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ラスク 
[左図] ラスク(右)130円    塩ラスク(左)130円 

[右図] くらららすく(3枚入り)150円   三種類〔・砂糖(左) ・塩(中央) ・プレーン(右)〕 
  賞味期限は1週間程度。 
 ※贈答用に、ラスクや食パンなどを詰め合わせたギフトセットもご用意できます。 
    [ギフトセット1000円 (一例:食パン1斤、菓子パン3個 くらららすく2種 紙袋付き) ] 
  

①菓子パン 

②ラスク 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

    商品販売の他に、「パン焼き体験」も行っています。子どもから大人まで様々な方を 
  受け入れています。日程・人数・予算などご相談に応じます。 

コメント 

 
 

 
 
 

 
 
 

③特注パン 
例 おばけパン  
 ハロウィンの際にご注文いただきました。   
 賞味期限は翌日まで。 
 この他に、紅白ラスクなど季節に応じた製
品も作ります。 
 ※事前にご相談ください。 
  
  
 

④食パン・山形パン 

食パン(左)１斤 ２２０円 
 
角食(中央)・ハイハード(右) 
     1本 ６６０円 
 他に、バターロール(ミニサ
イズもできます。) 
 保育所にも納品しています。 

 

 
 

⑤マグネット 

マグネット 
 
 同法人の生活介護事業所で作成しているガラス細工の 
マグネットなども、くららべーかりーの店頭で販売して 
います。 
 
 ガラス細工マグネット 
        200円 
  
 



　

　

団体名 シャローム 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 社会福祉法人シャローム福祉会 

住  所  〒653-0003 長田区五番町1丁目5-1  

電  話 TEL078-578-7672  FAX 078-578-7672 

E-Mail    shalom_kobe@ybb.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.bochibochi-shalom.net/ 

交通機関  

 市営地下鉄「上沢」駅西①出口より北へ徒歩3分 

お問合せ 月～金曜日  午前9時～午後5時 
 

 

                                 

    

 

 
 
 

 
 

 
 
 

①手すきハガキ 

 
手すき紙 
  
 Ａ４サイズ（厚手）    160円/枚   
 
 名刺サイズ        20円/枚（無地色付き） 
 
※発注をいただいてから、商品ご提供までの期間 
  Ａ４サイズ  ～ 10枚  ５～１０営業日 
    名刺サイズ  ～150枚 ５～１０営業日 
          ～500枚 ７～１５営業日 
    上記を目安にお時間をいただいております。 

②手すき紙 

 
紙すき 
 

販売している紙すき商品は、すべて事業所

内で漉き作業を行っています。 

牛乳パックなどの紙を中心に、その他いろ

いろな素材を使って、一つずつ手で漉き、

乾燥させ、ハガキやカード作ります。 
 

 
手すきハガキ 
 
  切り絵１枚      100円 
   
  絵はがき２枚組    150円 
 
※発注をいただいてから、商品ご提供までの期間 
 １００枚/１０営業日程度を目安としてお時間を 
 いただいております。   
 



ラスク 
[上図]   ラスク(右)130円    塩ラスク(左)130円 
[下図]  くららラスク(3枚入り) 150円   三種類(・砂糖(左) ・塩(中央) ・プレーン
(右) 

 

               
 
  ペースがゆっくりな分、二重三重にチェックする仕組みをつくって、 
  ていねいな仕事をします。 

コメント 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
カード 
 
 ミニカード・封筒付    １0０円 

   
 グリーティングカード   150円 
 
※柄の内容などは直接お問い合わせくだ
さい。 

発送作業 
(印刷・紙折り・丁合・封かん・宛名シール貼・投函） 

 
 会報誌の折り・封入・発送の作業を受注しています。 
 DM便等の発送作業も受注可能です。お気軽にお問合せください。 
  
 
 紙折り・差込作業・発送               ５００枚/日 
 
 印刷・紙折り・差込・封かん・宛名シール貼・投函   ２００枚/日 

③カード 



団体名 ワークフレンズみくら作業所 

種  別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団  体 社会福祉法人みくら 

住  所 〒653-0015 長田区菅原通7丁目36  

電  話 078-577-6331  FAX 078-577-6331 

E-Mail    mikura-1.2-smile@iaa.itkeeper.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ なし 

交通機関  
 市営地下鉄・JR「新長田」駅より徒歩10分 

 市営地下鉄「長田」駅/神戸高速鉄道「高速長田」駅より徒歩10分 

お問合せ 月曜日～金曜日  

          午前10時～午後4時 
 
 

                                      

ありがとう布巾／各250円 
 ステンシルで色付けされた３種類の布巾。 
青系[左]  レインボー[中央]    赤系[右] 
 

  

  

みくらみっくすクッキー 
ハーフサイズ(25g)／100円  
レギュラーサイズ／200円 
 無添加・自然派の手作りクッキーです。 
 ミックスはプレーン、オレンジ、チョコ、抹茶の４
種類。 
 ラベルにはご希望のメッセージ(10文字以内)をお入
れいたします。 10個以上のご注文は、1個サービスい
たします。 

 

①ありがとう布巾 

③みくらみっくすクッキー 

刺繍入り ガーゼハンカチ  200円 
心のこもった手縫いのししゅうです。 
動物柄の他、オリジナル柄もあります。 
  
  

②刺し子布巾 

刺し子布巾／各400円 
 刺し子布巾の柄は３種類。 
幾何学模様[手前左] 桜[手前右]  桜[奥] 

④刺繍入り ガーゼハンカチ 



 

 
 

 消臭袋[右]／1個350円 
アームクッション[左]／1個600円 

 

                                    

                     １９名のメンバーが働いています。 

          ①自主製品づくりの作業 ②クッキーづくりの作業 ③主に下請けを行う作業 

                         の３つに分かれ仕事をしています。 

   クッキーを１０個以上ご注文いただいたときは、１個サービスをいたします。 

   記念日や卒業などの記念に使われるメッセージシールはお気軽にご相談ください。 

コメント 

④ひのきの消臭袋・アームクッション ⑤ひのきの枕・カーシート用枕 

 ひのきの枕[左奥]／2500円 
 カーシート用枕[右手前] ／1800円 
   

 

           

⑫トートバッグ(小) ⑪ﾚｯｽﾝバッグ(大) 

 トートバッグ(小) 
  高さ28㌢×幅26㌢    1200円 
 色はピンク・青の２種類あります。 
柄は男の子も女の子も使われています。 

 ﾚｯｽﾝﾊﾞｯｸﾞ(大) [上奥左右] 
  高さ31㌢×幅39㌢   1500円 
 幼稚園・保育園での使用にいかがですか。 
 かわいい刺繍のポケット付き(大のみ)です。 
 ピンク・青の２種類があります。 

 
  
        
        
 
                
 
               
      

郵便番号 

住  所 

E-mail 

TEL/FAX 

店舗：スマイルショップ 花(出張



　

団体名 音楽堂カフェ 
種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 特定非営利活動法人 音楽堂 

住  所  〒653-0845 長田区戸崎通2-8-15
電  話 TEL078-798-7878  FAX 078-798-7878 

E-Mail  ongakudo@maia.eonet.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//ongakudo.org 

交通機関  

 市営地下鉄／山陽電鉄「板宿」駅より東へ徒歩5分 

お問合せ 月～土曜日 午前9時00分～午後4時00分 

シフォンケーキ(右図奥) 
 シフォンケーキ(カットケーキ)  200円 
 コーヒー・紅茶付きケーキセット 350円 
  シフォンケーキ(ワンホール)   1200円 

①シフォンケーキ

②古着物 リメイク商品

出張所 音楽堂北市場 出張所 
(店舗 : 音楽堂 北市場) 

     〒653-0015 

神戸市須磨区飛松町 
２丁目3-11 

  板宿商店街内 
北市場内にあります 

月～金 10:00～15:00 

 左図の写真は喫茶店になつ
ていますが、通路を挟んで真
向かいには着物のリメイク工
房兼ショップもあり、商品販
売をおこなっています。 

住所 

問合せ 

ワンピース  5000円 
 板宿商店街北市場内にオープンし
た音楽堂の２つの出張所の内の１
つで着物のリメイク商品を扱って
います。 
 古着物などをリメイクして、ワ
ンピースに仕立て直ししています。 
 柄も色々取り揃えていますので、
お立ち寄りください。 

ストールベスト 3000円 
 和柄の着物のワンピースに合わ
せる形でストールベストも人気で
す。 
 一般のワンピースにも合わせる
ことができます。品切れの場合は、
少々お時間をいただくことがある
かと思います。 



他

ka

 

 

 

 
 
                 
 着物リメイクのオーダーも受け付けています。思い出の着物の個人様からのリメイクや企業
からの注文も受け付けています。お値段・納期等は別途ご相談ください。 

 

            戸崎通にある喫茶店の他に、板宿商店街の北市場内にも喫茶店とリメイク 
         工房の２店舗が向かい合わせに営業しています。 

コメント 

③着物リメイク作業 

帽子[左上]   1000円 
 最近流行りの和柄の洋服に合わせ
る形で、帽子も和柄というのはいか
がですか。 
 
ショール[右] 1000円 
 着物リメイクによる和柄ショール
も上図のワンピース・ストールベス
トに合わせてトータルコーディネー
トはいかがですか。 
 
トートバッグ[左下] ●●●円 
 和柄のトートバッグも色々取り揃
えています。 

コースター[左上] 50円/枚 
 ※3枚/100円 
 いろいろ柄を取り揃えています。 
日本酒のコースターにはぴったり。 
 
ミニポーチ・シュシュ 
    [中央下] 各300円 
 和柄のポーチにシュシュ。サン
プル以外に柄は取り揃えています。 
 
東袋(あずまぶくろ) 
    [右上]●●●円  

 昔懐かしの「東袋」。風呂敷よ
りも簡単に包めます。お弁当の包
みにどうでしょうか。 

③着物リメイク小物 



　

団体名 テレサ 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 一般社団法人マザーイズム福祉協会 

住  所  〒653-0812 長田区長田町2丁目1-20 

電  話 TEL078-647-7783  FAX 078-647-7783 

E-Mail  なし 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ なし 

交通機関  

 市営地下鉄「長田」駅/神戸高速線「高速長田」駅より 

 北へ徒歩10分 

お問合せ 月～金  午前9時～午後4時 
 

 

                                 

    

 

 

 

 缶バッジの検品と袋詰め 
  
 缶バッジの材料、缶バッジのピン部分の検品 

（ピンをつける作業からの場合も有）を行い、 
個包装を行う。 
 ２～３日 2,000～5,000個程度の作業となり 
ます。 
 

 

 
 

 サンダルの加工作業 

 サンダル（紳士用・婦人用）の甲の部分の加工を行う作業です。 

 ４～５日での作業となります。                

 

①缶バッジの検品と袋詰め 

④サンダルの加工作業 

②タオルと部屋着折り ③ハンカチの袋詰め 

←②タオルと部屋着折り 
 スーパー銭湯等のクリーニング済み 
タオルや部屋着の折り作業です。 
 定数を折り後、施設へ納品します。 
 

      ③ハンカチの袋詰め→ 
新品のハンカチの個包装を行います。 

 



団体名  長田むつみ会 

種別 就労支援Ｂ型事業所 

運営団体 社会福祉法人 ながたひろば 

住  所 〒653-0844 長田区西代通1-1-5  

電  話 078-611-2246  FAX  078-647-8262 

E-Mail  nagamutu.family@axel.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nagatahiroba5.wix.com/site 

交通機関  

山陽電鉄「西代」駅徒歩2分 

お問合せ  

 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 

                                

                
 タオルたたみ 
 複数箇所の企業様からタオルたたみの受注を
いただいております。 

 各種タオルを種類別に届いた順に、素早く・
きれいにたたみあげるのに慣れている為、半日
単位でその日の内に仕上げております。 

 法人内に複数の事業所を持っておりますので、
タオルの量によって は、各事業所で手分けを
してたたんでおりますので、数量等は臨機応変
に対応いたしますので、ご相談ください。 

  
 

 

                           
 
 
 
 
 

   

      同一法人で区内に複数箇所の事業所を持っている為、一旦法人本部で受注し、前日

までの作業の進捗状況等勘案しながら、仕事を振り分けしておりますので、数量の増減にも臨機応

変に対応させていただきます。 

 缶バッチの検品・梱包 

 缶バッジの検品、作成の作業を受注してい
ます。 

①缶バッチの検品（ピン取り付けも行いま
す。） 

②袋入れ・梱包 

③商品によっては、カプセル入れも行います。 
 

 DM調合・封入作業 
 DM(ダイレクトメール)等印刷物の封入につ
いては、冊子への折込や三つ折り・四つ折り等
の作業、カレンダー等の冊子以外の封入なども
こなしています。 

 また、封入したDMに宛名ラベルを貼って宅
配業者に引き渡すまでの発送業務まで行う作業
も可能です。 
 

①タオルたたみ 

②DM調合・封入作業 ③缶バッチの検品・梱包 

コメント 



　

 

 
 

団体名 リライフ 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 株式会社 ＶＥＲＤＥ 

住  所  〒653-0874 長田区西丸山1丁目1-1  

電  話 TEL078-691-4510  FAX 078-691-4520 

E-Mail  relife.maruyama@royal.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//relife-verde.com/ 

交通機関  

 市バス営4・40系統「丸山」下車すぐ 

お問合せ 月～金曜日  

          午前9時～午後5時 

 

 
 

 

          朝日放送「たけしの家庭の医学」(2018年2月8日放送)で「キクイモ」に含まれ 
        るイヌリンという成分が「中性脂肪」を下げるメカニズムが解説されると、注文 
  が殺到して品切れ状態となっており、うれしい悲鳴をあげています。他の事業所では扱 
  っていない珍しい商品ですので、この機会に是非ご注文ください。 
    また内職として、上図の組立の他、様々な依頼も承っていますので、お気軽にお問い 
  合わせください。 

コメント 

①菊芋 (キクイモ) 

②根付作業 ③商品組立 

  
菊芋(キクイモ)加工作業 
 畑で収穫した今話題のキクイモの袋詰めが基本の
作業ですが、チップスやパウダーに加工などもして
います。 
 
 商品販売は行っていませんが、ご注文はお受けい
たしますので、ご相談ください。 
 

根付作業 
 各部品の点検後、根付に紐を通して、袋に
入れて検品をする作業をおこなっています。 

商品組立 
 根付作業と同じく、各部品（パーツ）を点検

し指定された位置に取り付け、検品します。 



　

団体名 キッチンちゃとら・ちゃとら屋 

種      別 就労継続支援A・Ｂ型事業所 

団      体 サンスマイル株式会社 

住  所  〒653-0042 長田区二葉町5丁目1-1 

      アスタくにづか5番館地下1階  

電  話 TEL078-611-2239  FAX 078-611-2239 

E-Mail  sunsmile@sun-smile.net 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ なし 

交通機関  

 市営地下鉄「駒ヶ林」駅より徒歩3分 

お問合せ 月～金  午前8時～午後4時30分 
 

 

                                 

    

 

 日替わり弁当  ５００円 
  
 すべてお店で手作りしている日替わり弁当です。 
              （写真は一例です） 
 配達でのご注文も承ります。 
    配達エリア 
      長田区・兵庫区・須磨区 

        （大開通以南、鷹取駅付近まで） 
 
 当日10時までTEL受付 （～10食まで） 
  ※20食以上は3日前までのご予約を 
   お願いいたします。 

 

 
  靴底の作成作業 

 靴底にゴムとシールを貼り付けたり、 

 かかと部分にスポンジを入れる作業です。               

 

①日替わり弁当 

②靴底の作成作業 



　

団体名 ３匹の子ぶた 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 株式会社rise 

住  所  〒653-0042 長田区二葉町6-7-1 

      アスタくにづか6番館北棟201 

電  話 TEL078-631-0123  FAX 078-631-0127 

E-Mail  rise@3kobuta.life 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ なし 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より南へ徒歩10分 

 市営地下鉄「駒ヶ林」駅より徒歩2分 

 市バス5・13・17・80・81系統「大橋5丁目」より徒歩5分 

お問合せ 月～金  午前10時～午後4時 
 

 

                                 

    

 

 ヘアアクセサリー 
 ハンドメイドのヘアアクセサリー 900円～ 

  ・大人用   
  ・子ども用 
 
 カラー・バリエーションともに、多くの種類を 
ご用意しております。 
  (１０点以上でのオーダーでは値段要相談) 

 

 

 つまみ細工の髪飾り 
  
 ハンドメイドの一点ものです。 
 七五三や成人式など大人・子ども問わず、 
和装の飾りにピッタリです。 
  

 ・髪飾り（大） 2800円  
 ・髪飾り（小）  980円          
  
 発注後、１か月程度でお渡しできます。 
 お早目のご注文をお願いいたします。 

 

①ヘアバンド 

②つまみ細工の髪飾り 

 

 
③ニットのクラッチバッグ 

 ニットのクラッチバッグ 1800円～ 
  
 手編みのクラッチバッグです。 
 カラー５色展開、デザインも数種対応可能です。 

  
 発注後、２週間程度でご提供できます。 



 

 
 

 ゴムのバリ取り 
 

 車のパーツの穴あけやゴムのバリ取

りの作業を行っています。               

 

          オーダーメイドによるアクセサリー雑貨等を通販や委託販売。(ミシン作業可) 
                   内職の単純な作業から細かな作業までお受けしています。 

コメント 

④車のパーツ （ゴムのバリ取り） 



　

団体名  個性の作業所 七つの海 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 特定非営利活動法人ネットワークながた 

住  所  〒653-0841 長田区松野通1-5-22 

                                                            片岡ﾋﾞﾙ3階  

電  話 078-643-0557 FAX 078-643-0557  

E-Mail    nanatsu@water.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ なし 

交通機関  

  JR新長田駅、地下鉄新長田駅 徒歩5分 

お問合せ 月曜日～金曜日  

                      午前9時～午後3時30分 

 

                                 

    

  カジュアルラウンドバッグ 
  軽くて、丈夫で専門性のあるバッグです 
手刺繍ならではの表情でお楽しみ下さい。 
 同色のタッセル付きです。 
  
  素材;:線75%、ﾘﾈﾝ(亜麻)25% 
  ｻｲｽﾞ:D約12cm×W約45cm×H約26cm 
  価格:2400円 
 
  他に手刺繍付きの弁当袋、コップ入れ他作っ
ています。皆、かわいい１点ものです。 
 内職は、菓子のシール貼り(1枚物800個/1日)、
他様々できます。要相談です。 
 
 

 

            

    手刺繍付きのバッグを中心に作っています。一点ものの良さを見てもらいたい。 

内職もお気軽に声掛けしてください。 

コメント 

①カジュアルラウンドバッグ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 セミ防水ランチバッグ 
 カジュアルなファッションに合わせやすいラ
ンチバッグです。撥水性の高いラミネートコー
トを施した生地で、内張しています。手刺繍な
らではの表情をお楽しみ下さい。 
   
  素材:表地/綿75%、リネン(亜麻)25% 
  裏地/綿50%、麻50%(ラミネート加工) 
  ｻｲｽﾞ:D約9cm×W約21cm×H約23cm 
  価格:2400円 

②セミ防水ランチバッグ 



　

団体名 ワークみくら 

種      別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団      体 社会福祉法人神戸育成会 

住  所  〒653-0014 長田区御蔵通4丁目205-2 
  育成会会館内3階 

電  話 TEL078-515-4544  FAX 078-515-4547 

E-Mail  mikura-d@shafuku-ikuseikai.or..jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//shafuku-ikuseikai.or.jp/ 

交通機関  

市営地下鉄「長田」駅/神戸高速鉄道「高速長田」駅 

南へ徒歩7分 

お問合せ 月～金曜日 

 午前9時～午後5時 

ストールベスト 3000円 

①箱折り作業

③靴ひもの袋入れ作業

②カレンダー加工

靴ひもの袋入れ作業 

①[左下図]  靴ひもを指定の長さ・巻き
数にして、最後に中央で留め具を付ける。 
②[右上図]  留めた靴ひもを袋に入れて検

品する。 

 2000足程度なら、10日～2週間程度の納期

をみていただいたらと思います。 
納期・料金等はお気軽にご相談ください。 

 箱折り作業 
 箱の型紙を指定された通りに折り曲げ、箱
を作っていきます。 
 一般的な箱であれば、500箱を3日程度の納
期でお納めできます。 
詳細はお気軽にご相談ください。 

 カレンダー加工 
 上左図はカレンダーの上部に金具を通す作
業です。 
 上右図はそのカレンダーを袋に入れ、値札
を貼る作業を行っています。 



ん

他

 

             特定の商品にこだわりませんので、袋入れ(封入)やシール貼、各種箱折り 
          作業等多様な作業に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 
              

 

 
 

コメント 

④名前シールの袋入れ作業 

 
 名前シールの袋入れ作業 
 

 左図は名前シールを袋に入れている作業です。 
 100枚単位(1セット)で、20日程度で4～6万枚程度 
  の作業を受注しています。 
   



団体名 Withくれよん 

種別  多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型事業所・生活介護) 

団体 特定非営利活動法人 知的障害児・者療育ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰくれよん 

住  所 〒653-00038 長田区若松町4丁目4-1 

                 アクアクエスタ南棟4階   

電  話 078-385-1982  FAX 078-385-1984 

E-Mail  crayon@glace.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.crayon.or.jp/ 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より南へ徒歩3分 

  市バス5・10・17・80・81系統「新長田駅前」より徒歩3分 

お問合せ 月曜日～土曜日 事業所ｶﾚﾝﾀﾞｰによる  

          午前９時～午後５時 
  
                                     

 
 

①フィナンシェ (焼菓子/プレーン・ショコラ・レモン・抹茶・紅茶 ５種類） 

フィナンシェ  (5種類)   
  
     神戸の有名洋菓子店「ボックサン」より指導を受け、 
 作られているバターたっぷりのフィナンシェ。 
 
 プレーン／130円   
   たっぷりのバターとアーモンドの香ばしさがたまらない。 
 
 その他4種類／各140円  
  ショコラ  上質のチョコを使った濃厚な仕上がり 
  レモン    レモンの皮と果汁で爽やかさが加わり一層の美味しさ 
  抹  茶    抹茶の風味がほろ苦く、小豆を加えしっとり焼き上げ 
       た自慢の一品 
  紅  茶    香り高いｱｰﾙｸﾞﾚｲの茶葉を入れて焼き上げた優雅な味 
       わい 

②フィナンシェ ギフト袋入り(2個セット)  ③フィナンシェ ギフト箱入り (5個セット)   

ギフト箱入り(5 個セット)／870円 

ギフト用として特製箱入りもご用意しています。 

全５種類のフィナンシェ詰め合わせセット  

多数注文の場合は、納期は１ケ月程(応相談) 

なお、注文が集中する時期の場合は、お断りする

場合もございますのでご了承ください。 
 

ギフト袋入り(2個セット)／290円 
 

    賞味期限は製造からおよそ２ケ月 



 

 
 

 

          フレッシュジュースとフィナンシェ(焼菓子)のお店「Ｇｒｅｅｎ Ｇｒｅｅｎ」をオープン

しました。コーヒー・紅茶＆フィナンシェのセットもご用意しております。買い物がてらに是非

お立ち寄りください。 

コメント 

喫茶 Ｇｒｅｅｎ Ｇｒｅｅｎ 営業時間  

月・火・木・金１０時～１６時    

水・土(不定休)１３時～１６時 

日・祝日休み 

神戸市長田区腕塚町５丁目３－１ 

 ｱｽﾀくにづか１番館南棟104号 

NPO法人くれよん 

 TEL080-4641-9040 

ｺｰﾋｰ・ 

紅茶  各¥130- 



団体名 Welくれよん 

種別 多機能型事業所(就労継続支援Ｂ型事業所・生活介護) 

団体 特定非営利活動法人 知的障害児・者療育ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰくれよん 

住  所 〒653-0038 長田区若松町4丁目4-10 

                 アスタクエスタ北棟3階   

電  話 078-797-4009  FAX 078-385-1984 

E-Mail  crayon@glace.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.crayon.or.jp/ 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より南へ徒歩3分 

  市バス5・10・17・80・81系統「新長田駅前」より徒歩3分 

お問合せ 月曜日～土曜日 事業所ｶﾚﾝﾀﾞｰによる  

             午前9時～午後5時 
 

 
                                     

祝儀袋 羽根(左) 桜(中央) 梅(右) 150円   
ポチ袋 [丸枠内] 100円                                    

 
 

マグネットクリップ ( 3本 150円 ) 
  

木製クリップの表面にはペーパークイリングが
施され、裏面には磁石が付いている為、冷蔵庫

や鉄製の戸棚などに引っ付けておけます。 

 

①ペーパークイリング  (祝袋等) 

②ペーパークイリング  (メッセージカード) 

メッセージカード 
[写真左] 図柄(母の日用カーネーション) 100円 
[写真右] 図柄(クリスマス用ツリー)   120円 
 ペーパークイリングで飾ったメッセージカードです。 
 

③ペーパークイリング  (マグネットクリップ) ④刺繍入りお守り 

お守り ２００円 
  
約幅4.5㌢×高さ9.5㌢サイズのかわいい刺繍
入りのお守りです。在庫のみの商品となりま
す。 

ペーパークイリングとは、細長い紙をクルクル丸めながらパーツを
つくり、そのパーツを組み合わせて色々な形（花・動物など）に仕上
げていくペーパークラフトです。 



 

 
  刺繍入り巾着袋 

 
大[写真左]／８００円 
 サイズ 約 幅３０㌢×高さ３３㌢×ﾏﾁ１０㌢ 
中[写真右]／６００円 
 サイズ 約 幅２２㌢×高さ２８㌢×ﾏﾁ５㌢ 
小[写真中央]／３５０円 
 サイズ 約 幅１６㌢×高さ１９㌢×ﾏﾁ５㌢ 
 
 サイズによって、用途自由な巾着袋です。 
大・中サイズは、シューズ入れなどにも使用でき、 
小サイズはコップや歯ブラシなどの小物が収容でき
ます。 
 お子様の学校（園）生活用にご使用いただけるよ
うなかわいい刺繍入りです。 
  

 

          他の事業所では行っていない、「ペーパークイリング」を使った作品を数多く商

品化しています。他では手に入らないハンドメイド商品です。 全商品ハンドメイドの為、在庫

がない場合は、２週間～３週間ほどお時間をいただく場合がございます。 

コメント 

⑤刺繍入り巾着袋 



 
                                     

団体名 ワークセンターわかまつ 

種別 就労継続支援Ｂ型事業所 

団体 社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 

住  所 〒653-0038 長田区若松町5丁目5-1ｼﾞｮｲﾌﾟﾗｻﾞ4Ｆ                   

電  話 078-646-9880  FAX 078-611-8539 

E-Mail  work-wakamatsu-info@kobeseirei.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.kobeseirei.or.jp/ 

交通機関  

 市営地下鉄／JR「新長田」駅より徒歩3分 

お問合せ 月曜日～金曜日  

          午前8時45分～午後5時30分 
 

 
                                     

 
 

①チャート(海図)バッグ 

チャート (海図) バッグ  [Chart Bag] 
      オリジナルの海図を使った手提げ袋が
好評です。ご依頼の用途に応じた大きさ
に合わせてお作り[横長・幅広等]もさせ
ていただきます。既製品は100円～300円
(税別)。予算に合わせてご相談させてい
ただきます。 
 種類 
大 [左図右奥]     W40×D12×H48    300円 
中 [左図左奥]     W26×D10×H29    200円 
小 [左図右手前]   W20×D12×H20    150円 
ミニ[左図左手前]  W11×D 8×H16   100円 
  

⑥ハート型クッキー(10種類)   

マドレーヌ(４種類)／各110円(税込) 

 上質な粉とバター、新鮮な卵、砂糖のみ  

使用した手作りマドレーヌです。 

 賞味期限は4週間。味は４種類(プレーン・コ

コア・抹茶・パンプキン) 

 ※サブレ(5種類/ｱｰﾓﾝﾄﾞ・ｺｺｱｱｰﾓﾝﾄﾞ・ﾚｰｽﾞﾝ・ﾚﾓﾝ・

ｶﾌｪ ﾅｯﾂ)も別途あります。１袋４枚入り110円 

 

ハート型クッキー(１０種類)   
 1袋(5 枚入り/MIXも可)／110円 

 ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ、強力粉、砂糖、卵を主な材料としたさっ

くりとした食感が自慢のハート型の手作りクッキー

です。    

 賞味期限は製造からおよそ3週間。味は10種類 

(チョコチップ・ココア・抹茶・シナモン・ココナッツ・コー

ンフレーク・プレーン・オートミール・ごま・紅いも) 

しおり付チャート 
バッグ 
  

    プチギフトとし
て、しおり・ﾐﾆ
ﾁｬｰﾄﾊﾞｯｸﾞｾｯﾄも
ございます。 ミニ 
[左図]   
 W11×D8 ×H16 
    150円 

 
ミニ封筒(海図)  
    ２枚１組の
紙袋もござい
ます。 
 
  ミニ  [左図]   
  W11×H16  
   100円 

②しおり付チャートバッグ ③ミニ封筒 

④ポチ袋・ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ 

 
ポチ袋・ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ  
  
   ポチ袋 5枚入り100円 
       W8×H16.5 
 
ポストカード１枚100円 
            W15×H10 
     

⑤マドレーヌ(４種類)  

②③どちらも 
贈答用・箱入り 
詰め合わせも可。 
別途箱代１００円。 
 



 

 
 

           食品関係については、帽子・白衣・マスクを着用し衛生面に配慮した作業を 

                        行っています。 

 なお、「ホーリーフレンズ」の愛称で呼ばれていますクッキー・マドレーヌ等のご注文は、 

   下記の「注文書」をご活用ください。 
 
 

コメント 

⑦タオルたたみ(のし包装・袋詰め)  ⑧お茶のパック詰め ⑨箸入れ 

  
下請け作業  
  ⑦タオルたたみ(のし包装・袋詰めまで) 
     例:1時間あたり300枚程度加工可能 ・1時間あたり1,000円程度～ 
  ⑧お茶のパック詰め(封入) 
   例:1日400袋程度可能        
  ⑨箸入れ 
      割り箸などを中心に箸入れ作業をしています。請負価格は、別途ご相談お受けいたします。 
 
  ※自主製品として、①チャート(海図)バッグが人気ですが既製品以外に、注文に応じて大判等も作成いた
します。 
 
 ※その他、これまでに「和菓子のラッピング作業」や「靴箱の組立作業」等も行ってきました。 
  また下請け作業は、高い品質を維持するためにジグの工夫を行い、作業に取り組んでいます。 
 ※ワンボックスバン所有により、納品可能。 
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