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カタログについて
このカタログは「障害者優先調達推進法」が定められたことに
伴い、障害のある人たちが施設から受け取る工賃の向上を目的
として作成されました。授産品を購入されることで、利用者の
方々の工賃向上に繋がります。
また、授産品や施設のことを広く皆様に知ってもらえる機会を
作っていく目的として、多くの人の手に取ってもらえるような
サイズや構成を考えました。

授産品とは
授産品とは障がいのある人たちが通う施設などで作られてい
る製品のことです。
パンや葉書、小物類など様々な種類があり、ひとつひとつ丁
寧に作られています。今までは関係者同士のバザーなどで販
売することが多かった授産品ですが、最近ではいろいろなイ
ベントへ参加しながら販売を行ない、施設のことを知っても
らったり、利用者さんと触れ合ってもらったりと積極的に活
動しています。

障がい者の経済的な自立を促すため、平成 25 年 4 月に施行されま
した。国や自治体に対し、障害者就労施設などへ優先的、積極的に、
物品や業務を発注する努力を求めています。

優先調達法とは
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アクティブセンターうだ・ココット
〒633-0224 奈良県宇陀市榛原山路 491

TEL 0745-82-3088　FAX 0745-82-3170      Mail active-uda@kcn.jp

HP http://activeuda.wix.com/activeuda　  担当：藤村 ( さをり 和すき )　横田 ( パン 焼き菓子 )

ご注文・ご相談連絡先

食品

食品

価格 100～5,000円　　納期　応相談
コースター、ポーチ、ブックカバー、ケース類、カバ
ン類、小物類など多数取り揃えています。シーンに応
じたラッピング等も可能です。
オーダー品も随時受け付けております。

さをり織り製品各種

大和茶・黒豆・宇陀牛・宇陀金ごぼうを使用していま
す。チョコチップやコーンフレーク入りのスタンダー
ドなものから、動物型の可愛いクッキーもあります。
お土産にも使える焼き菓子もございます。

価格 350円　納期　3日

素材の味がしっかりしているのでなるべく手をかけな
いで食べて頂く事がお勧めです。手で四つ程度に裂
き、炭火焼きし塩のみで召し上がるか、チーズを乗せ
て焼き醤油で召し上がる事をお勧めします。
木耳はきゅうり・カニカマを細く刻んだものに食べる
ラー油を和えて召し上がる等、晩酌によく合います。
酢の物やラーメンのトッピングにも最適です。

乾燥きくらげ

価格 100円～　　納期　応相談
焼き菓子・パン

特定非営利活動法人グランドグリーン
〒633-0202 奈良県宇陀市室生上笠間 1072-1

Mail grand.nara@kcn.jp       担当：鈴木 栄次

ご注文・ご相談連絡先

価格・納期　応相談
手すき紙製品各種

物品

物品

地域の皆さまに集めて頂いた紙パックを原
料としたエコな紙すき和紙です。
サイズや色、紙の厚さ等、ご指定頂ければ
対応可能です。紙なので基本的に水には弱
いですが、コースターは繰り返し使用可能。
気持ちを込めたいお知らせや贈り物に添え
て。はがきは毎年、年賀状で好評です。

アクティブセンターうだ・ココット アクティブセンターうだ・ココットでは、
ハンドメイドならではの風合いを大切にし
ながら製品づくりを行っています。

特定非営利活動法人グランドグリーン
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室生上笠間で障害者の方々とハウス栽培している
無農薬の菌床きくらげです。天日干ししたヒアル
ロン酸たっぷりの“国産乾燥きくらげ”です。



地域活動支援センターひまわり
〒633-0221 奈良県宇陀市榛原萩乃里 148

TEL 0745-82-3228　FAX 0745-82-3228      Mail t.sasayuri@air.ocn.ne.jp

担当：樋口 真由美

ご注文・ご相談連絡先
NPO 法人八木一男福祉会 デイサービスセンターにこにこ
〒633-2227 奈良県宇陀市菟田野岩崎 238－6

TEL 0745-84-3799　FAX 0745-84-3799     Mail yagifukushikai@tiara.ocn.ne.jp

ご注文・ご相談連絡先

価格　600円

納期　２週間

価格　200円納期　２週間

フック（マグネット)

価格　200円

納期　11月～2月 即日

価格　50g 500円　納期　4月～6月

石焼きイモ

長崎県対馬産ひじき

価格　200円

納期　10月～11月 即日 

サツマイモ 食品 食品

食品

造花アレンジフラワー

花の種類は仕入れによって異なり
ます。
造花の為、水やりの必要は無く数
年保ちますが、直射日光により劣
化や変色する事があります。
鉢は陶器・プラスチック・ぶりき
製があります。
特注品については対応出来ません
のでご了承ください。

物品

物品

サイズは台は直径5cm、フック長3cm　
です。色は白・茶の2色です。
輪ゴム、ハンドタオル、ミトン等の軽い
ものを掛けるのに大変便利です。

地域活動支援センターひまわり 一つ一つ丁寧に心を込めて作りました。
飾っておくだけでお部屋が可愛く、心癒され
ます。 デイサービスセンターにこにこ

にこにこ農園でつくったサツマイモと長崎県対
馬産ひじきです。笑顔と一緒に商品をお届け致
します。
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NPO法人 八木一男福祉会



NPO 法人ハートトゥハート
〒633-0204 奈良県宇陀市榛原福地 385-1

TEL 0745-96-9066　Mail qqsh2sh9k@jupiter.ocn.ne.jp

ご注文・ご相談連絡先
特定非営利活動法人ハートフル室生
〒633-0317 奈良県宇陀市室生三本松 3944

TEL 0744-92-3337   担当：小松 義尚 

ご注文・ご相談連絡先

はがき各種

絵手紙などにも最適で素朴な風合いの商品です。

価格　100円～２００円　　納期　２週間
物品

手すきはがき各種 牛乳パックなどをリサイクルして作っています。
手作業に工夫を加え作業者が熟練したことにより、以前より質の
良い商品が出来るようになりました。地元室生寺をモチーフにし
たポストカード等を制作しています。

和菓子楊枝5本入り、こちらは浮
世絵柄を使用し、雅な和に仕上げ
ました。

和菓子楊枝5本入り、こちらは描
いて切って可愛い枯葉を表現して
います。

和菓子楊枝5本入り、こちらは和
柄の紙を粋にあしらいました。

価格　10０円（5枚入り）　納期　7日

和菓子楊枝 浮世絵風・貼り絵・和柄
納期　2週間

物品

物品

NPO法人ハートトゥハート 味わい深い素朴なさをり織り製品や紙漉き製品
はいかがですか？　個性あふれるあなただけの
オリジナルもお作り致します。

特定非営利活動法人ハートフル室生 細やかな作業を行いながら、出来栄えをみて楽
しんで取り組んだ製品です。
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浮世絵風15０円 貼り絵13０円 和柄10０円

大きなものは40×30×8で９,６リットル、小さいもの
は25×20×6で３,０リットルとなっています。
がま口は出し入れがしやすくペンケース・ポーチもフ
ァスナー部分が大きく開閉が容易です。特にペンケー
スは女性の方に化粧品のマスカラ・紅筆・アイブロー
入れとして使用されることも有り好評です。
全体に通じてですがさをり製品はやさしい色合いで手
触りの良いのが魅力です。

価格　1500円～70００円　　納期　１か月価格　1500円～70００円　　納期　１か月
さをり織り各種さをり織り各種 物品



社会福祉法人心境荘苑
〒633-0254 奈良県宇陀市榛原笠間 2540

TEL 0745-82-0218　FAX 0745-82-0446

HP http://digitalpage.webcrow.jp/shinkyo/

ご注文・ご相談連絡先
社会福祉法人ぷろぼの IT センター榛原
〒633-0254 奈良県宇陀市榛原高萩台 78 番地グリーンスクエア榛原駅前 1 番館 105 号

TEL 0745-96-9012　FAX 0745-96-9013      Mail itc-haibara@vport.org

HP http://probono.vport.org/　　　　　     担当：塚月・武田

ご注文・ご相談連絡先

奈良県東吉野村の山間で育まれた、無農
薬、有機肥料の安心安全なよもぎ茶を丹念
に作り上げました。よもぎには、ビタミン
B1・B2、カロチン、鉄分、カルシウム、食
物繊維などが豊富に含まれており、抗発ガン
作用、免疫力アップ、整腸作用、冷え性・むく
みの改善やデトックス、美肌効果など様々
な効能が期待できると言われています。

食品

納期　応相談

気軽によもぎを体験い
ただけるお試しパック
です。

よもぎ茶(100g)

よもぎ風呂

①よもぎ風呂（小）
200円

7包入りで、1週間使え
るスタンダードなセット
です。

②よもぎ風呂（中）
1000円

21包入りの大容量セッ
トで大変お得です。

③よもぎ風呂（大）
2800円

よもぎ風呂と吉野産ひ
のき玉が入ったギフト
セットです。

④よもぎ風呂（ギフト）
1500円

物品

価格　100円～２００円 納期　２週間

自然派農法にこだわって育てた東吉野産よもぎを100％使用しています。
身体にも自然にも優しいこのよもぎ風呂には、身体をぽかぽかとあたためたりリラ
ックスする効果があり、お風呂はもちろん足湯にもおすすめです。

①

②③

④

ならｎｏ木
ティッシュケース 物品

価格　10００円～１,５００円　　納期　2週間

ならｎｏ木
木コースター 物品

価格　２枚 300円～6００円　　納期　2週間

繋がってる
キーホルダー 物品

バーニングペンという木を焦がして絵付けを行う商品
と、消しゴムスタンプで絵付けを行う商品が御座いま
す。形や柄など特注に対応しています。基本的に木目を
活かした商品ですが塗装も可能です。

奈良県産のヒノキや杉を使用しています。県内の製材所
様から出る端材を利用し捨てられる部分の再活用を考え
ています。贈り物用の木箱や、リボン対応致します。袋
詰めのラッピング等も対応致します。

奈良県産のヒノキ端材を使用した木目と節が可愛いティ
ッシュケースです。ワンポイントロゴもお好きな場所に
お入れ致します。会社のロゴや、プレゼント用の
メッセージもお入れ出来ます。ご相談下さい。

奈良県産ヒノキの端材を使用した木目や節が可愛いコー
スターです。コーティングのみの無地や、季節の絵柄
がアートに広がった物が御座います。お好きな絵柄を入
稿頂ければ貼り付けしコーティング致します。

価格・納期　応相談

ならｎｏ木
ブレスレット各種 物品

価格　5００円～８００円　納期　１か月

社会福祉法人心境荘苑 主に地元奈良県で育った木材を使用し、ハンドメ
イドのウッド雑貨を製造しています。使う程に木
の味わいが深まり愛着のある商品ばかりです。

奥大和からあなたへ、あるがままの
大地の恵みを余すことなくお届け致
します。

社会福祉法人ぷろぼの ITセンター榛原
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