あなたの街にも福祉の事業所があります
鳥栖市
青葉園 ☎0942-84-0090
ＮＰＯ「わかば」 ☎0942-84-2004
あけぼのセンター ☎0942-84-0706
グリーンファーム山浦 ☎0942-81-4856
ピア・サポートかだん ☎0942-85-9151
コスモス夢工房 ☎0942-84-2511
唐津市
太陽社 ☎0955-78-2520
いろえんぴつ ☎0955-80-7032
伊万里市
いまりの里 ☎0955-22-9044
小麦の家 ☎0955-28-2386
多久市
多久作業所 ☎0952-76-5026
ありがとう ☎0952-74-3668

小城市
小城市授産場 ☎0952-73-2713
ワークピア天山 ☎0952-72-6238
佐賀みょうが塾 ☎0952-73-4527
作業所桜花 ☎0952−73−3018
かるがも ☎0952−66−5121

武雄市
いぶき村 ☎0954-22-4770
ゆめランチ ☎0954-23-8870
オアシスみふね ☎0954-45-2455
白石町
白石作業所 ☎0952-84-3511
嬉野市
かがやきの丘 ☎0954-66-9064
このめの里 ☎0954-42-1380
鹿島市
鹿島福祉作業所 ☎0954-63-5283
太良町
昆虫の里 ☎0954-68-3211

みやき町
佐賀春光園 ☎0942-94-2144
コロニーみやき ☎0942-94-2215
ワークショップアロハ ☎0942-94-3100
上峰町
ふれあいかん ☎0952-51-1032
吉野ヶ里町
特定非営利活動法人吉野ヶ里 ☎0952-53-2474

佐賀市
佐賀ライトハウス六星館 ☎0952-29-6621
かささぎの里 ☎0952-98-1915
ワークス山王 ☎0952-51-2718
どんぐり村 ☎0952-56-2142
SAKURA ☎0952-62-0720
レイボーハウス ☎0952-24-1437
生活介護事業所響 ☎0952-97-9177
みのり福祉作業所 ☎0952-62-3991
まごころ授産所 ☎0952-45-2411
就労継続支援事業きずな ☎0952-31-0632
DE・TE・KO・I ☎0952-24-2762
ともしび ☎0952-32-1130
ライフサポートはる ☎0952−37−7078
久保田サンハウス ☎0952-51-3076
それいゆ成人支援センター ☎0952-97-9000
スローWORK大和 ☎0952-62-7133

詳しくは
http://saga-jyusankyou.net/

佐賀県授産施設協議会のホームページへ

佐賀県授産施設協議会は障がいのある方の「働く」を応援しています！
このカタログは、エリコエフ佐賀Ｇチャリティー事務局㈱オーゴエフカンパニー様より頂きましたご寄付の一部で作成いたしました

佐賀県授産施設協議会 加盟事業所

商品ラインアップ
美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。
授産施設の手作り商品たち
佐賀県内の授産施設では、無添加のお菓子やパン・良質の農産物・エコグッズや雑貨など、
体にも環境にもやさしい手作り商品を沢山作っています。
商品の売り上げは、障がいのある人たちの工賃となります。
ぜひご購入ください。

マフィン １個 100円
2013年のきらめきセレクションで銀賞を受賞した、やさし
い味わいのお菓子です。製造工程でひと手間加えることで、
ふんわり焼き上がり、やわらかい食感がおいしさをいっそ
う引き立てています。

小 麦 の 家
ご注文・お問合せは⇒ 0955-28-2386

クッキー各種 １袋 100円～200円

ご注文・お問合せは⇒ 0952-72-6238

かりんとう １袋 120円
60ｇ入りで、種類は季節限定を加えると25種類になります。
定番のおからかりんとうや辛い味・癖の強い味・ちょっと
苦い味等いろいろな味を楽しめます。

オアシスみふね

ご注文・お問合せは⇒ 0952-37-7078

ご注文・お問合せは⇒ 0954-45-2455

自家製ぱりせんセット 1,000円
佐賀の美味しい食材（米・醤油・塩）を使用して、一枚一枚
手作りしたおせんべいです。
＜セット内容＞ぱりせん醤油1個、ぱりせん塩1個、
ぱりせんいりこのり1個、佐賀県産おいしい麦茶1個

太

陽

杜

ご注文・お問合せは⇒ 0955-78-2520

クッキー、
マフィン 100円～200円
フルーツケーキ １本 500円

人づきあいが苦手、会話がうまくできない、まわりがうる
さい（ような気がする）のがイヤ、などの理由で外に出るの
がおっくうな方、当所で少しずつ慣れていきましょう。

ワークショップアロハ
ご注文・お問合せは⇒ 0942-94-3100

手づくり馬油 無香料 １本 1,000円
ラベンダー等香り付き １本 1,200円

焼き菓子には自家生産の新鮮朝どり卵を使用しています。

か る が も
ご注文・お問合せは⇒ 0952-66-5121

かるがものパン生地には、独自の製法で上質なおからのペーストを練
り込み使用しています。食感と風味は、普通のパンと何も変わらずむ
しろふっくらもちもちとし、健康にも良く種類も約40種類のパンや
季節限定のパンがあり、特に女性にお勧めしたい美味しいパンです。

い ぶ き 村
ご注文・お問合せは⇒ 0954-22-4770

クッキー、
マフィン、タルト
山内産の赤米を使用したクッキー、嬉野紅茶を使用した
クッキー、
マフィン他の焼き菓子を販売しております。今年
より洋ナシ、ナッツタルトも販売しています。御進物用のお
菓子の詰め合わせも予算に応じて承っています。

ピアサポートかだん
ご注文・お問合せは⇒ 0942-85-9151

祝儀袋・ファイル
名刺等

50円～500円

愛情込めてお花を育て、押し花を使った商品を作っていま
す。
「かだん」ブランドの押し花商品をぜひ

特定非営利活動法人

吉野ヶ里

ご注文・お問合せは⇒ 0952-53-2474

廃油石鹸 １個 100円
廃油石鹸は１個100円ですが、２個以上の購入で１個90円
で販売しています。
「油汚れや泥汚れに効果があります」

授産施設の手作り商品たち

ワークピア天山

授産施設の手作り商品たち

できる限り地元産の原料を使用しています。10種類以上あ
る中には形状が違うものがあり、そのため量に多少の違い
がございます。
（25g～50g）

ライフサポートはる

美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。

ご注文・お問合せは⇒ 0952-24-1437

美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。

レインボーハウス

多久作業所
ご注文・お問合せは⇒ 0952-76-5026

通所による就労の場や生産活動の機会を提供するとともに、
竹炭・竹酢液の製造販売と企業の下請け作業(軽作業)をして
います。

あけぼのセンター
ご注文・お問合せは⇒ 0942-84-0706

主に精神障害者に就労（紙袋加工、箱組立などの軽作業）
の機会を提供し、自立へ向けた支援を和やかな雰囲気の中
で行っています。

ふれあいかん
ご注文・お問合せは⇒ 0952-51-1032

作業室の配置としては、テーブルを写真のような配置にし、
利用者の皆さんは流れ作業のように協力して取り組んでい
ます。

NPO「わかば」
ご注文・お問合せは⇒ 0942-84-2004

ご注文・お問合せは⇒ 0952-24-2762

いらなくなったカサから作ったエコ商品です！

小城市授産場
ご注文・お問合せは⇒ 0952-73-2713

いろがみ １袋 100円
羊羹箱で使う色紙の端材を利用したものです。珍しい柄や
手ざわりの紙もありますので、子供から大人まで楽しめます。

昆虫の里
ご注文・お問合せは⇒ 0954-68-3211

どんぐり村

ご注文・お問合せは⇒ 0954-63-5283

ご注文・お問合せは⇒ 0952-56-2142

どんぐり村名物

長さ85センチのウインナーにフランスパン生地を巻き、フ
ランス産の岩塩と白ごまをまぶして焼き上げました。ワイ
ンやビールにもあう長い、長いパンです。食べやすいカット
サイズでも販売しています。

かがやきの丘
帽子・腕カバー １枚 400円～

ご注文・お問合せは⇒ 0954-66-9064

「さっと帽」室内・外作業時にさっとかぶれて便利です
1枚 500円（税込）
「腕カバー」袖口から肘までしっかりカバーできます。
1枚400円（税込）
別途 農作業用ツバ付帽子もあります 1枚500円（税込）

それいゆ成人支援センター
ご注文・お問合せは⇒ 0952-97-9000

フルーツトマト「あまあま姫」
１袋 250円 （３個～４個入り）
就労支援事業所

みのり

ご注文・お問合せは⇒ 0952-62-3991

ポストカード １枚70円 3枚セット200円
ステンシルや刺繍、色鉛筆で絵を描いたものなど様々な
アート作品がポストカードになっています。繊細さや力強さ、
タッチの違いは様々で、
１人１人の個性があふれた作品です。

佐賀ライトハウス六星館
ご注文・お問合せは⇒ 0952-29-6621

季節のお野菜 １袋 100円～
各季節ごとに堆肥を使用し無農薬で野菜を栽培しており
ます。毎日新鮮な野菜を収穫し、洗浄、結束、袋入れ等の
作業をおこない巡回販売で野菜の販売を行っています。

スローＷＯＲＫ大和
ご注文・お問合せは⇒ 0952-62-7133

点字名刺（紙面に点字を施した名刺）
点字のみの印刷1枚につき13円
現在ご使用の名刺に点字を施すことができます。墨字（通
常の文字印刷）＋点字で1枚につき20円で注文を受け付け
ています。

コロニーみやき
ご注文・お問合せは⇒ 0942-94-2215

口腔ケア製剤

オーラルピース １本 1,080円

海水みかん

岩塩ロングウインナーパン

「吐きだし」や「うがい」が難しい方に
飲み込んでも安心な「ネオナイシン」を
配合した天然由来原料100％のはみがき
横浜ビジネスグランプリ2014にて『最優秀
賞』『オーディエンス賞』をダブル受賞！！
コロニーみやきは佐賀県販売代理店です。

季節のお野菜 １袋 100円～
季節によりお野菜が変わります。農薬を一切使用せずに路
地栽培した安心・安全な新鮮野菜です。

福祉作業所ありがとう
ご注文・お問合せは⇒ 0952-74-3668

季節のお野菜
農園で作った新鮮な野
菜を地元の軽トラ市で
毎月販売しています。

ロング

授産施設の手作り商品たち

印刷・軽作業・農業を行っています。印刷はオフセット印刷
からオンデマンド印刷の設備を整えており、営業マンが県内
を回っています。企業に負けないよう技術をみがき幅広い仕
事に対応できるよう頑張っています。ぜひお電話ください！

授産施設の手作り商品たち

佐 賀春 光 園
ご注文・お問合せは⇒ 0942-94-2144

鹿島福祉作業所

美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。

エコバック １袋 300円～1,000円

美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。

DE・TE・KO・I

800円 ハーフ 400円 1/4 200円
生活介護事業所 響
ご注文・お問合せは⇒ 0952-97-9177

ひびきプルーン １袋 100円～
和こころ １袋 200円
ひびきプルーンは、古代から珍重されてきた未来へのプレゼント
果実です。たくさんの栄養を含んでいるので、成人病や、風邪な
ど多くの病気の予防になってきました。毎日の健康を維持した
い！生活習慣の改善をしたい！そんな皆様のサポーターです。

グリーンファーム山浦
ご注文・お問合せは⇒ 0942-81-4856

ベークド・ドーナッツ 100円～130円
採れたての国産地鶏「もみじ」の卵をふんだんに使用し
た焼きドーナツです。ミルク、まっ茶、ごま、チョコチップ、
チョコ、アールグレイ、塩キャラメルがあります。

コスモス夢工房
ご注文・お問合せは⇒ 0942-84-2511

おからかりんとう100円
食パン（1斤）ゴマ240・レーズン280・くるみ320プレーン200
丸パン（4個入り）ゴマ200・レーズン240・くるみ320・プレーン160
ミックス丸パン4種類各1個ずつ230円 ラスク150円

いまりの里
ご注文・お問合せは⇒ 0955-22-9044

季節の野菜 時価
饅頭 ５個 300円
スイートポテト 3個 200円
施設で収穫された新鮮な材料を使用しています。

ご注文・お問合せは⇒ 0952-98-1915

佐賀県産の夢しずくを使用して、安心、安全を心掛けおも
てなしの気持ちを持ってお弁当を作っています。
毎日、日替わりで色んなメニューを用意しております。よろ
しくお願い致します。

ゆめランチ
ご注文・お問合せは⇒ 0954-23-8870

デラックス行楽弁当 １個 700円～

ご注文・お問合せは⇒ 0952-84-3511

海水サツマイモ入りコロッケ

６個

480円

アレルギーの原因となる材料（小麦、卵、そば、乳、落花生、
えび、かに）を一切使っていません。海水さつま芋、しいた
け、米粉等のみで作った、ヘルシーで安全、安心な美味しい
食べ物です。

久保田サンハウス

佐賀みょうが塾

ご注文・お問合せは⇒ 0952-45-2411

ご注文・お問合せは⇒ 0952-51-3076

ご注文・お問合せは⇒ 0952-73-4527

EM活性液
2L 200円

まごころ弁当 １個 500円
日替わり弁当 １個 400円

自然界を浄化する働きや
物質の生合成を行う働き
を持つ有用な微生物を集
合させた液体状のもので、
人間の手によって培養さ
せた培養液です。

地元で採れた米・野菜を使ってお届けします。
イベント・会議などご予算に応じてお作りします。

ワークス山王
ご注文・お問合せは⇒ 0952-51-2718

と も し び
ご注文・お問合せは⇒ 0952-32-1130

新米さがびより 10kg 4,000円
新米さがびより 5kg 2,000円
青

葉

園

ご注文・お問合せは⇒ 0942-84-0090

ともしび4点セット 1,000円
四葉のアメリカンフラワー・スイートデコカードスタンド・
マグネット・ポプリ の4点セット ※送料・代引き手数料別
※色・サイズ等写真と異なる場合があります。

ＳＡＫＵＲＡ
ご注文・お問合せは⇒ 0952-62-0720

合わせみそ １kg 500円
国産の原材料（米、麦、大豆）を使っています。まろやかで
風味豊かな味わいが特徴です。

授産施設の手作り商品たち

白石作業所

授産施設の手作り商品たち

お弁当ご予算に応じてお作りします！配達もお任せください。
テイクアウトは、日替わり弁当380円、からあげ弁当・とんか
つ弁当は400円、鮭タル弁当350円。お待ちしています。

まごころ授産所

美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。

かささぎの里弁当 １個 500円

美味しいお菓子やかわいい雑貨がいっぱい。

かささぎの里

振り子時計
10,000円～
15,000円
大きさ：縦45cm、横30cm

き

ず

な

ご注文・お問合せは⇒ 0952-31-0632

五輪マークバージョンパワーストーン
ストラップ １個 800円～1,000円
五輪色（青・黄・黒・緑・赤）の天然石を使ったパワーストーン
ストラップです。スポーツをしている人へのプレゼントに最適
です。又、自分へのパワーアップにも。このパワーストーンは
天寿運命学師範「神代博文先生」の気力が入っています。

桜

花

ご注文・お問合せは⇒ 0952-73-3018

この め の 里
ご注文・お問合せは⇒ 0954-42-1380

うれしの花の上の豆腐
佐賀県産大豆「フクユタカ」100％使用の木綿豆腐です。
湯豆腐用調理水で煮込むとふんわりとろける嬉野温泉名
物湯どうふが味わえます。
是非一度ご賞味ください。

成長に合わせて使える天然素材の
ファースト・キッズチェアー １個 4,800円
１歳のお誕生日プレゼントにぴったり！
イスにしたり、机にしたり。長くお使い頂けます。
（＋1,050円で名入れもできます）

アロマキャンドル １個 200円
（香り）さくら、バラ、ラベンダー、ジャスミン、ピーチ、いちご、
ベルガモット、コーヒーの８種類は常時揃えています。
※季節によって限定の香りも作っています。
（燃焼時間目安）約12時間。燃焼環境により、燃焼時間は大幅に変わります。
（重量・サイズ）約70ｇ 底面直径 約５cm ×高さ 約５cm
（色）いろいろな色をご用意しています。

