
SCHときわ

祝い箸　400円（5本セット）

黒文字　300円（5本セット）

SCHときわ

ペン立て　300円

ハウス陽なた

水彩画ポストカード（5枚）　100円

Paperはーと工房

御朱印帳　800円

和紙ノート　300円

職人技で

作ってます

ステキな和柄がたくさんあります

リモコンなどの整理整頓にも！！

和菓子をより
引き立てる！！

1918 市精連 HEART MADE GOODS市精連 HEART MADE GOODS



Miscellaneous  Goods
ゆめが丘DC

浜印（HAMAJIRUSHI）300円〜

名刺入れ
はしセット

通帳ケース

SCHときわ

アート石けん　150円

ネバーランド青葉

キャンドル　100円（1個）

ゆめが丘DC

浜花（HAMAHANA）500円〜

田園工芸

パンプキンリング

手作りキット　400円

すぺーすSORA

デコパージュ石けん

100円

コスモス蒔田

ちりめんボール

（大）160円　（小）120円

コスモス蒔田

ふくろうブローチ

　（1羽）170円　（2羽）320円

ふくろうストラップ　170円

はだしの邑

シュシュ　100円

百合の樹

竹炭 （大）510円

 （小）110円

田園工芸

ピニャータ

800円

煮沸して、

天日干しすれば、

繰り返し使えるよ！

畳の縁を

使用しています

ちょっと大人の

プレゼントなどに

ビックリ！

洗っても絵柄が

ずっと残る

カワイイ石けん！

乙女チック
ルームに

ころんと
かわいい

女子力

アップ！

この竹炭は、
瀬谷の竹を使用しています

竹炭は木炭よりも表面の穴が

細かいため、除湿・脱臭の効果が
優れています

お米と一緒に炊くと、ご飯が
美味しくなりますよ

中南米生まれの

ピニャータ。

中にプレゼントや

紙吹雪を入れて

誕生会や

パーティーに
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あなたの
愛犬で

お作り致します

ドッグカフェ
のあのあ

フェルティードッグ

シリーズ

2,000円〜

スペース杉田

デコパージュペン立て　1,500円

アトリエ窓

スイーツメモスタンド　500円

すぺーす海

レジンストラップ　400円〜

Miscellaneous Goods

わかば工芸

カード入れ 1,200円

眼鏡ケース 2,000円

ハサミケース 700円

ペンケース 1,000円

小銭入れ 700円

ペン立て 1,200円

ペン立て（くつ大） 2,000円

ペン立て（くつ小） 1,000円

やまぶき工房

印鑑・USBケース　500円

わかば工芸

小銭入れ　800円

ほっとスペース関内

しおり　250円

Leather

本革使用

上部な皮製品で

あなたの大切なものを

守ります
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やまぶき工房

花ブローチ・髪ゴム

（大）1,000円　（中）700円　（小）500円

スペース杉田

ペンスタンド 　各1,500円

スペース杉田

革カードケース　各2,000円

25市精連 HEART MADE GOODS

帽子やバッグに

つけても

カワイイ

スペース杉田

革カードケース1枚入り　各800円

アルカヌエバ

靴ベラキーホルダー 1,000円

リボンピアス 1,500円

コサージュ 300円

クラッチバッグ 3,800円

ゆめが丘DC

TENJI PAPER Pen & Glassケース　1,980円

ゆめが丘DC

TENJI PAPER BOOK カバー 1,980円
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Leather
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SCHときわ
各100円

百合の樹　250円
すぺーす海　250円
浦島共同作業所　250円
ほっとスペース関内 （大）250円
 （小）150円

百合の樹　170円

田園工芸
（丸） 100円
（四角） 200円

パステル
アクリルたわし
150円

環境や手にやさしい石けん

泡
立ち 、

水

切
れバツグ

ン

！花た

わ
し

すぺーす海 田園工芸 ろばの家

浦島共同作業所でも
作っています

ベンチ アルク・ハマポート作業所
EM石けん（プリン型） 500円
EM石けん（ポンプ付） 300円

工房タッチでも作っています
固形石けん  100円　プリン石けんボトル 200円

ほっとスペース関内
（小2枚）150円 
（大2枚）250円 

洗剤不要のアクリルたわし

石けんいろいろ
￥100〜

とっても

エコ

食器洗い

油汚れ

洗濯に！

洗剤なしで

洗えます。

食器洗い、

ガラス磨き、

お風呂掃除に
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掲載製品 事業所連絡先一覧 協 力 企 業
事業所名 連絡先 掲載ページ

アトリエ木の実 961-8760 13・16

アトリエ窓 866-3350 13・17・22

アルカヌエバ 511-8170 25

アルク・ハマポート作業所 633-2419 10・11・26

浦島共同作業所 453-0258 7・8・10・26

かつら工房・サンライズ 891-5190 6・8

かるがもの家 479-5572 9

ギッフェリ 334-7642 5・6・9

コスモス蒔田 713-4461 21

コスモス南太田 341-4354 10

サザンワーク 341-0696 9

さらい工房 325-7127 16・17

仕事処アニミ（あにみ） 222-3316 5・6・7

シャロームの家 752-5958 8

ステーション 304-6202 13

すぺーす SORA 352-8762 21

すぺーす海 775-1603 11・22・26

スペース杉田 772-5641 10・11・16・24

青桐茶房 316-3813 9・12

ソーシャルクラブハウスときわ（SCH ときわ） 743-5297 11・19・21・26

都筑ハーベスト 945-0119 7

田園工芸 913-7035 20・26

のあのあ 512-6407 4・22

ネバーランド青葉 985-0874 20

はーと工房 262-4365 11・18

ハウス陽なた 633-4712 9・18

パステル 843-5837 6・26

はだしの邑 625-2509 15・21

ピネル工房 936-2316 14

ペガサス（カフェペガサス） 534-5625 4・6

ベンチ 302-8931 15・26

ほっとスペース関内 261-5462 11・23・26

やまぶき工房 821-6005 23・24

ゆめが丘 DC 438-9315 13・20

百合の樹 050-3609-3278 16・20・26

ろばの家 671-9083 8・26

わかば工芸 322-9582 8・23

掲載製品のお問い合わせ

●ご注文・お問合せ先
　P28の各事業所にお問い合わせください。

●製品のお届けについて
　送料は各事業所にお問い合わせください。
　掲載の金額は送料別です。

●製品の交換・返品
　お客様のご都合による返品は、基本的にはお断りいた
します。万が一、不良品および破損品がございました
ら、製品到着後１週間以内にご連絡ください。返送料
は当方負担にてお取りかえいたします。

●ご注文の際は、下記の事項をご確認ください
・精神障害者地域作業所に集う人たちが製作したものです。
・印刷の関係で実際の製品とは色が異なる場合があります。
・手作り製品のため、色・柄・形等が異なる場合があります。
・完成までに時間のかかるものがあります。ご注文の際に
ご相談ください。

・掲載品以外にもご注文に応じますので、お問合せください。
・製品の値段は、変更になる場合があります。各事業所に
お問い合わせください。

HEART MADE GOODS

パンフレット製作委員会より防災カフェについて

※お問合わせは、市精連事務局へお願い致します　TEL ０４５-２６３-８１００

●横浜F・マリノスホームゲームで、HEAＲT 
MADEフェア（バザー）を開催しています。
（日産スタジアム開催試合/年数回）トリコ
ロールカラー（横浜F・マリノスチームカ
ラー）の商品やここでしか購入できない
商品も取り揃えています。

●有隣堂戸塚モディ店フェア（例年２月）
●有隣堂伊勢佐木町本店フェア（例年９月）
　期間は約１ヶ月開催しています。
 ・製品種類は約４００点
 ・製品数は２０００～２５００点
　パンフレットに掲載していない製品も手に
取ることが出来ます。

横浜F・マリノス 株式会社有隣堂

市精連 HEART MADE GOODS

このパンフレットを手に取って頂きまして、ありがとうございます。
美味しさ、可愛らしさ、丁寧さ、作り手の思いは伝わりましたか？　
ひとつひとつまごころを込めて作った製品です。
その製品の魅力を伝えられるように、市精連販路拡大事業部 パンフ
レット製作委員会で再編集しました。掲載にあたりご協力して頂いた
事業所の方々、本当にありがとうございました。
このパンフレットを多くの方々が障害、福祉にかかわらず手に取って
頂けたら嬉しいです。

消防局横浜市民防災センターにて、
『防災カフェ』をオープン致しました。
お弁当、パン、お菓子、自主製品を
販売しています。（詳細は防災セン
ターHPをご覧ください）
ゆっくり過ごして頂けるように、素
敵な木製テーブルとイスをご用意
しています。赤ちゃん連れでも安心
してお越し頂けます。
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