
品　名 刺し子　ふきん　30×37 品　名 刺し子　ふきん　30×30
価　格 450円（税込） 価　格 400円（税込）
サイズ 縦30㎝×横37㎝ サイズ 縦30㎝×横30㎝
製造者 あんびしゃ 製造者 あんびしゃ

品　名 刺し子　ふきん　古典柄 品　名 刺し子　ハンカチ
価　格 400円（税込） 価　格 150円（税込）
サイズ 縦30㎝×横30㎝ サイズ 縦20㎝×横20㎝
製造者 あんびしゃ 製造者 あんびしゃ

小 物 ・ 日 用 雑 貨

季節により、様々な柄をご用意しています。ホコ
リよけのカバーとしても最適です。

（写真）

いにしえに伝わる伝統模様。お祝い事や法事のお
使い物としても最適です。

（写真）

ふきんはもちろん大判のハンカチとしてもご利
用できます。メルヘン調の可愛い柄ももござい
ます。

（写真）

さらし木綿に色とりどりの糸で刺し子をしてい
ます。プレゼントはもちろんお子さまにも人気
です。

（写真）
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品　名 刺し子 ふきん じょうりんちゃん 品　名 刺し子 ハンカチ じょうりんちゃん
価　格 350円（税込） 価　格 150円（税込）
サイズ 縦30㎝×横30㎝ サイズ 縦20㎝×横20㎝
製造者 あんびしゃ 製造者 あんびしゃ

品　名 ティッシュカバー（小） 品　名 ティッシュカバー（大）
価　格 180円（税込） 価　格 350円（税込）
サイズ 縦10㎝×横13㎝ サイズ 縦25㎝×横15㎝
製造者 デイサービスセンター　あっぷ 製造者 デイサービスセンター　あっぷ

品　名 季節のポーチ 品　名 鈴の根付・ストラップ
価　格 200円（税込） 価　格 100円～300円（税込）（写真は300円商品）

サイズ 縦17㎝×横13㎝ サイズ 縦10.5㎝×横8㎝
製造者 チェリー工房 製造者 チェリー工房

ポケットティッシュが入る大きさで、いろいろな
柄の生地で作成しているため、毎回同じ商品はで
きませんが、世界に１つの商品となります。

（写真）

桜や紅葉など、季節に応じた商品展開をしていま
す。
ご自宅用以外に、プレゼントや記念品、各種イベ
ントにおすすめです。

（写真）

城陽市キャラクターじょうりんちゃんのワンポイ
ント刺し子ハンカチです。

（写真）

いろいろな柄の生地で作成しているため、世界に
１つだけの商品となります。またボタンは、青谷
で有名な梅の木を、丁寧に心をこめて磨き作成し
ています。

（写真）

人気の鈴タイプの根付・ストラップです。
各種手土産や記念品にお使いいただけます。
大量注文の場合等ご相談ください。

城陽市キャラクターじょうりんちゃんのワンポイ
ント刺し子ふきんです。

（写真）

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 ＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 

じょうりんちゃん じょうりんちゃん 
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品　名 あづま袋 品　名 切り絵各種
価　格 980円・1200円（税込） 価　格 700円（税込）
サイズ 縦42cm×横42cm サイズ 縦13.5cm×横12cm
製造者 チェリー工房 製造者 ワークショップ野の花

品　名 切り絵うちわ 品　名 黒文字お菓子ばし
価　格 500円～（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦38㎝×横24.5㎝ サイズ 縦9㎝×横13㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 ペットボトルカバー 品　名 アクリルクリーン
価　格 600円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦18.5㎝×横11.5㎝ サイズ 縦11㎝×横11㎝～
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

切り絵を使ったうちわです。夏らしい絵柄や舞
妓・猫の柄などを製作しています。

（写真）

ツートンカラーがかわいい帆布ペットボトルカ
バーです。製作段階で一度水に通しているので、
洗濯も可能です。

（写真）

壁などに飾って楽しめる切り絵です。舞妓・猫・
鯉のぼり・お雛様・カメのみどりちゃんなどの絵
柄があります。

（写真）

小さな和紙人形を貼り付けた菓子箸袋５本セット
です。女の子と男の子の２種類があり、ミックス
も可能です。

（写真）

カラフルでエコなアクリルたわしです。いちごや
葉っぱなど、さまざまな形を製作しています。

あづま袋は、入れるものの大きさや形に柔軟に対
応するしなやかさ、持ち運びの際の美しさ、使用
後はコンパクトにたためる便利さを兼ねそなえ
た、和風エコバッグです。

（写真）

←包装後サイズ   

縦24cm×横22cm  
じょうりんちゃん 

＊「じょうりんちゃん」ラッピングができます。 
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品　名 アームカバー 品　名 ティッシュケース
価　格 200円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦10㎝×横12㎝ サイズ 縦8㎝×横12㎝
製造者 ワークショップ野の花 製造者 ワークショップ野の花

品　名 ガマ口ポーチ（ハワイアン柄） 品　名 かめさんメジャー
価　格 500円（税込） 価　格 300円（税込）
サイズ 縦10㎝×横11㎝ サイズ 縦9㎝×横10㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

品　名 携帯ホワイトボード 品　名 キッチンキャップ
価　格 300円（税込） 価　格 300円（税込）
サイズ 縦15㎝×横15㎝ サイズ 縦35㎝×横70㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

ハワイアンキルトでとてもかわいいです。ガマ口
をファスナーに変更することも出来ます。

持ち運べる筆記用具で、何度も消して書くことが
できます。

（写真）

ポケットティッシュが入る布ケースです。さまざ
まな布地で製作しています。

（写真）

亀のしっぽを引っ張るとメジャーになり、おなか
を押すとメジャーが元に戻ります。

バンダナ風に簡単に着用できるキッチンキャップ
です。

皿洗いや掃除の時、袖口を留めるのに便利なアー
ムカバーです。さまざまな布地で製作していま
す。

（写真）
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品　名 花かごキーホルダー 品　名 アクリルたわし
価　格 300円（税込） 価　格 100円（税込）
サイズ 縦5㎝×横6㎝ サイズ 縦10㎝×横10㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

品　名 アイラブキーホルダー 品　名 首掛けIDカードホルダー
価　格 100円（税込） 価　格 500円（税込）
サイズ 縦6㎝×横6㎝ サイズ 縦11㎝×横13㎝
製造者 山城地域活動支援センター「陽」 製造者 山城地域活動支援センター「陽」

品　名 ぞうきん（手縫い３枚） 品　名 Tシャツ
価　格 200円（税込） 価　格 1,500円（税込）
サイズ 縦21㎝×横35㎝ サイズ 身長100㎝～160㎝用　S～XXXL
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

『アイラブユー』の手話をフエルトで作成しまし
た。ご希望でストラップ・ブローチに変更ができ
ます

（写真）

一針一針手縫いです。
色糸仕立てと白糸仕立てがあります。園や学校の
新学期提出にもご利用下さい。

（写真）

ひと編、ひと編丁寧に編んでいます。

（写真）

前面は名札や電子カード入れ、後部はファスナー
式小物入れになっています。

（写真）

イラストは約50種類、Ｔシャツのカラーは約40種
類と色々な組み合わせが出来ます。
利用者が描いたオリジナルイラストを、一針一針
刺繍をして仕上げています。

丁寧にかわいく仕上げています。

（写真）
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品　名 カードケース 品　名 きんちゃく
価　格 800円（税込） 価　格 1,200円（税込）
サイズ 縦10㎝×横8㎝ サイズ 縦21㎝×横20㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 バッグ 品　名 ポケットティッシュカバー
価　格 1,500円（税込） 価　格 500円（税込）
サイズ 縦19㎝×横30㎝×マチ14㎝ サイズ 縦13㎝×横12㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 ストラップ 品　名 （羊毛）ぽとちゃんストラップ
価　格 500円（税込） 価　格 350円（税込）
サイズ 縦4㎝×横4㎝～縦7㎝×横7㎝ サイズ 縦8㎝×横3㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

お弁当などが丁度入るサイズとなっています。利
用者が描いたオリジナルイラストを、一針一針刺
繍をして仕上げました。

（写真）

いろんなキャラクター、いろんな形があって選ぶ
のに苦労します。利用者が描いたオリジナルイラ
ストを、一針一針刺繍をして仕上げました。

（写真）

何を入れるかはあなたの自由です。利用者が描い
たオリジナルイラストを、一針一針刺繍をして仕
上げました。

（写真）

みんななかまの人気キャラクター、「ゆーこうさ
ぎ」をティッシュカバーにしました。

（写真）

雪だるまの様な体の、みんななかまオリジナル
キャラクター「ぽとちゃん」のストラップです。
本体の色や表情が違うのも人気の秘密です。
色はお任せでお願いします。

ポイントカードや名刺入れなどに使えます。利用
者が描いたオリジナルイラストを、一針一針刺繍
をして仕上げました。

（写真）
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品　名 （羊毛）わんちゃんストラップ 品　名 (羊毛）いもむしくんストラップ
価　格 400円（税込） 価　格 400円（税込）
サイズ 縦8㎝×横3㎝ サイズ 縦12㎝×横3㎝
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 (羊毛）ぴよこちゃんストラップ 品　名 （羊毛）いもむしくんコースター
価　格 400円（税込） 価　格 500円（税込）
サイズ 縦8㎝×横3㎝ サイズ 縦8㎝×横13㎝　
製造者 ものづくりスペース　みんななかま 製造者 ものづくりスペース　みんななかま

品　名 ティッシュケース 品　名 防虫サシェ
価　格 100円（税込） 価　格 200円（税込）
サイズ 縦11.5㎝×横9㎝ サイズ 縦18㎝×横5㎝
製造者 城陽作業所 製造者 城陽作業所

（干支シリーズ　酉）ぴよこちゃん
大きさの違うフェルトボールを組み合わせていま
す。ひとつひとつ表情やシッポの色が違います。
色はお任せでお願いします。

（写真）

ポーチやカバンに入れておき、さりげないおしゃ
れにいかがでしょうか。子どもから大人まで使っ
ていただけるような柄が多数あります。

大きさの違うカラフルなフェルトボールを組み合
わせています。表情もひとつひとつ違います。
色はお任せでお願いします。

（写真）

葉っぱの形に成形した羊毛の上に、カラフルない
もむしくんが乗っています。
色はお任せでお願いします。

（写真）

心落ち着くハーブの香りで癒されます。タンスや
下駄箱などに入れておくとハーブの成分で虫除け
効果があります。いろいろなデザインを揃えてい
ます。

（干支シリーズ　戌）わんちゃん
大きさの違うフェルトボールを組み合わせていま
す。首輪がチャームポイントです。
色はお任せでお願いします。

（写真）
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品　名 陶器各種
価　格 400円～800円（税込）
サイズ 縦7㎝×横7㎝～縦20㎝×横20㎝
製造者 城陽作業所

いろいろな陶器の小皿や小鉢を揃えています。用
途に合わせて大きさや形の相談にも応じます。
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