
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日進市健康福祉部地域福祉課 

日進市障害者自立支援協議会就労部会 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害のある方が通う事業所では、オリジナルの商品づくりをはじめ、

様々な作業を行っており、その収益は事業所に通う方の収入につなが

ります。 

市内事業所の取り扱い商品・提供可能な役務等をまとめましたの

で、普段使いや贈り物へのご利用、お仕事へのご活用などにご参考く

ださい。 

このカタログについて 

 仕事をお願いしたい！ 

 

買い物がしたい！ 

こんなときはぜひカタログをご利用ください！ 



 
 

＜略語一覧＞ 

 生：生活介護 A：就労継続支援 A 型 B：就労継続支援 B 型   

地活：地域活動支援センター 物：物品 役：役務 

 

 

 

 

事業所名 

サービス 

種別 

主な物品・役務 

※詳細は事業所紹介ページ参照 

掲載頁 

愛歩 生 物：パン、クッキー、ヘアアクセサリー ３頁 

アロハ B 役：動画編集代行 物：コーヒー ５頁 

エール A 役：襖・障子の張替え ７頁 

クルーサ B 物：野菜 役：リサイクル業務 ８頁 

光和寮 

日進ワークキャンパス 
Ｂ 役：各種印刷物、軽作業 物：非常食 １０頁 

ジョブサポあさだ 地活 物：ポーチ、バッグ、天然石ブレスレット １２頁 

セブンス・ファクトリー B 
物：弁当、天然酵母パン、甘酒 

役：農業、軽作業 
１５頁 

SOWHAT B 物：弁当、パン、コーヒー １７頁 

ネクストステージ赤池 A 役：内職的軽作業、清掃、パソコン入力 １９頁 

ハーモニー 生 物：紙すきはがき、バッグ、アクセサリー ２１頁 

ポレポレハウス B 
物：お好み焼き、焼きそば、シフォンケーキ 

役：内職的軽作業 
２４頁 

ゆったり工房 B 物：クッキー、紅茶、洗剤 ２７頁 

友優 生 物：ティッシュケース、アクセサリー ３０頁 

 

 

 

目次 

※掲載情報は令和４年７月現在のものです。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、記載内容から変更になる場合がございます。 



法人名  社会福祉法人 きまもり会 事業区分  生活介護 

事業所名 愛   歩 

 

 

 

 

 

 

事業所 PR ポイント（２００文字以内） 

 

                               

 

 

 

   

                                                アクセス（最寄の公共交通機関） 

 

 

 

 

作業紹介 

 

 

 

 

 

 

＜ 軽作業 ＞                ＜菓子製造作業＞            ＜パン製造作業＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ 軽作業 ＞                ＜菓子製造作業＞            ＜パン製造作業＞ 

 

 

 

 

 

 

＜ 軽作業 ＞                ＜ 喫   茶 ＞             ＜菓子製造作業＞ 

 

 

住所  日進市蟹甲町中島１８番地 

電話  ０５６１－７５－５５０６ 

ファクス  ０５６１－７２－２５８１ 

開所日・時間  月～金 ８：３０～１７：３０ 

作業時間  ９：００～１５：３０ 

障害のある方が、地域に根ざした生活を送ることができ

るよう、生産活動や余暇活動の支援をしています。利用者

の方々ひとりひとりに合わせて、軽作業から、パン・焼き

菓子の製造などに毎日取り組んでいます。 

商品は併設されているベーカリーショップでご購入いた

だけます。また、市役所はじめ市内の施設で販売も行って

おります。 

 [くるりんバス] 

中央福祉センター又は図書館下車 

 
 

 

 



店舗名：Caf ＆Bakery あゆみ 

住所：日進市蟹甲町中島１８番地 

営業時間：９：００～１６：００ 

休み：土日祝，ＧＷ，年末年始，夏季 

販売商品：パン 焼き菓子 雑貨 

駐車場：６台 

電話：０５６１－７５－５５１５ 

＜商品・役務情報＞ 

＜店舗情報＞ 

 

 

 

 

  

ク ッ キ ー 焼き菓子詰め合わせ 

１袋 １００円から １箱 １５００円から 

マシュマロで作った砂糖菓子を飾った      

かわいいくまクッキーを始め、常時２～３

種類のクッキーを焼いています。 

人気のクッキーとラスクの詰め合わせで

す。ご贈答にどうぞ。１週間前にご注文

下さい。 

 

  

菓 子 パ ン 食 パ ン  他 ド リ ン ク 

１３０円から ３００円から ２５０円 

定番のアンパン、ジャムパン、クリームパン

を始め、軽食にぴったりな総菜パンもござ

います。ご注文は前営業日１２時までにお

願いします。 

どっしり、しっとりの自慢の食パンの他、

数種類の大型パンを日替わりで焼いて

います。 

手作りラスクやクッキーのお茶菓子付

き。 

 

  

ランチタイム（１１：００～１４：００） クリアファイル・ノート ヘアアクセサリー 

ドリンク１５０円 ファイル：１５０円 ノート：１００円 １００円から 

焼きたてパンやサンドイッチをお買い上げ

でドリンク１５０円。ぜひご利用ください。 

Caf ＆Bakery あゆみのパンや焼き菓子

が、かわいいクリアファイルとノートにな

りました。 

編んだり巻いたり・・・ひとつひとつ手作り

の、同じものは２つとない個性的なヘア 

アクセサリーです。 



法人名 アシストワークス株式会社  事業区分  就労継続支援 B 型 

事業所名 アロハ 

 

 

 

事業所 PR ポイント（２００文字以内） 

 

                               

 

 

 

 アクセス（最寄の公共交通機関） 

 

 

 

 

＜作業紹介＞ 

  

          【アロハロゴ】                      【軽作業】                    【コーヒー作業】 

 

        【動画編集作業】                 【お花撮影ブース】                【パソコンデスク】 

住所 日進市浅田町森下 12 番地 1 浅井ビル 2 階 

電話 052-800-2040 

ファクス 052-800-2041  

開所日・時間 月～金(祝・土不定休) 9：00～18：00 

作業時間 10：00～16：00 

今の生活に不安がある。働きたいけど働けない。 

一般就労が困難な方、ご相談ください！ 

障害や心の病によって一般就労が困難な方々にスタッフサ

ポートのもと軽作業をしていただき、社会復帰を目指した

り自分の居場所を作るところです。 

週 1 日 1 時間から利用できます！ 

自立の第一歩に、日中の居場所に、 

「アロハ」に通ってみませんか？ 
地下鉄鶴舞線「赤池駅」徒歩 11 分 

くるりんバス「浅田北徒歩 1 分 



 

＜商品情報・役務情報＞ 

 

＜店舗情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品写真 

 

商品写真 商品写真 

商品名 アロハラウレアコーヒー 商品名 動画編集代行 商品名 アレンジメントフラワー 

商品単価 132 円(税込)～ 商品単価 3000 円(税込)～ 商品単価 5000 円(税込)～ 

支援で生まれる本格コーヒー！ 

薫り高い新鮮なコーヒーをお届けするべ

く、焙煎するのは発注後。 

高品質な豆を一つ一つ丁寧にハンドピッキ

ングしています。 

撮影頂いた映像データにテロップ・効果

音・エフェクトを加え、YouTube 等でよく

見かける“動画”に編集致します！ 

ご依頼１データに対し、一人の利用者

が責任をもって編集を致します！ 

オートクチュールメティエール協会認定エ

コールのデザイナーである 

「花アトリエり花ーToTheRoseー」の 

「高橋りか先生」に、オリジナルデザイン

を考案していただきました。 

店舗名：就労継続支援事業所Ｂ型事業所アロハ 

住所：愛知県浅田町森下 12-1 浅井ビル２階 

営業時間：10：00～16:00 

休み：土・日・祝 

販売商品：自社コーヒー、アレンジメントフラワー、動画編集代行 

駐車場：有      

電話：052-800-2040 FAX052-800-2041 



法人名 株式会社 エール 事業区分 就労継続支援（A 型）事業所 

事業所名         株式会社  エール 

 

   日進市立西小学校 西側（サクラ門側） 

 

 

 

 

 

事業所 PR ポイント 

 

                               

 

 

 

   

 

 

 

  作業紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜役務情報＞ 

 

住所  日進市浅田町森下７０ 

電話  ０５２－８０１－７００３ 

ファクス  ０５２－８０１－７００４ 

開所日・時間  月～土 ９：００－１７：００ 

作業時間  ９：００－１４：００ 

 

襖や障子の張替え 

内容：1 本～ 

価格：片面 1,600 円～ 

    両面 1,800 円～ 

    天袋 1,000 円～ 

    障子 1,400 円～ 

前日までに受注。（当日も相談に

よる） 

価格は内容により要相談。 

就労継続支援А型事業所です。平成２３年に事業所を 

立ち上げました。 

身体・知的・精神障害のある方が在籍されています。 

襖（ふすま）や障子の張替えが主な作業内容です。 

難しい作業ではありません。職業指導員や生活支援員が 

説明し、付き添います。それぞれの方の障害に合わせて、 

職場の仲間と助け合いながら作業して頂きます。 

アクセス（最寄の公共交通機関） 

赤池駅より名鉄バス長久手古戦場駅行

乗車、浅田バス停下車、徒歩３分 

襖や障子の張替えをしています。 

株式会社 エール 



    

法人名 特定非営利活動法人 オークン・チュラン 事業区分 就労継続支援 B 型事業所 

事業所名 クルーサ 
 

 

 

 

 

 

 

事業所 PR ポイント 

 

                               

 

 

 

   

                                                アクセス（最寄の公共交通機関） 

 

 

 

 

作業紹介   

〈農業〉                                       〈出荷作業〉 

日本の各地域で農業の担い手が減少し、耕作放棄地が        利用者さんと共に育てた野菜を室内で袋詰めなどをし、 

増え続けています。クルーサでは、地域の方から、           マックスバリュー米野木店・あぐりん村・瀬戸しなの・ 

耕作放棄地をお借りして、障がい者さんと一緒になって        わくわくイオンみよし店などに納品しております。もちろん、 

おいしい野菜を農薬不使用で育てております。                      クルーサでも直売所を設けて販売しております。 

 

 

 

 

 

 

 その他にも利用者さんの個性を伸ばすために、得意なことを提供しています。                 

〈アルミ缶の選別〉        〈ラベル貼り〉        〈編み物・裁縫〉 

住所  日進市米野木町下五反田 28-3 

電話  0561-56-8801 

ファクス  0561-56-8802 

開所日・時間  9:00～18:00 

作業時間  10:30～12:30 13:30～16:00 

カンボジアの言語（クメール語）でいう「敬意を込めたあ

りがとう」という意味を持つオークン・チュランを法人名

に、「家族」を意味とするクルーサと名付けました。 

人には様々の個性があるように、障がい者ひとりひとりに

私たちは個性を感じ、向き合い、個性を大切に関わってい

きます。クルーサを通じて、社会との共同していくために

リサイクル業・農業などの就労訓練、就労支援を行い関わ

る全ての人たちと歩んでいきます。 

 

日進市内巡回バス「くるりんばす」

下五反田バス停から徒歩 1 分 



＜商品情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

商品名：夏野菜 (トマト・きゅうり・ピーマン・オクラ・空心菜・つるむらさき) 

秋野菜 (マコモダケ・サツマイモ・里芋) 

冬野菜 (青ネギ・白菜・ブロッコリー・大根・かぶ) 

春野菜 (人参・玉ねぎ・アイスプラント)  などなど 

 

  様々な野菜を季節によって育てております。どの野菜も農薬を使用せずに育てておりますので、安心・

安全な野菜です。特に力を入れている野菜は秋に収穫できるマコモダケです。食物繊維が豊富で味はヤ

ングコーンのような甘さが特徴的な万能野菜です。他にも秋にはサツマイモ堀りなどのイベントも行ってお

ります。 

商品単価 50～500 円  



   

人名  社会福祉法人 名古屋ライトハウス 事業区分 就労継続支援 B 型 

事業所名 光和寮 日進ワークキャンパス 
 

 

 

 

 

 

 

事業所 PR ポイント 

 

                               

 

 

 

   

                                                アクセス（最寄の公共交通機関） 

 

 

 

 

 

作業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所  愛知県日進市赤池 2-101 メイプルビル 1 階 

電話  052-918-2124 

ファクス  052-918-2104 

開所日・時間  月―金 9：00～17：10 （月によって土曜開所有） 

作業時間  9：30～15：15 

就労継続支援 B型事業所として、精神・知的・身体の 3障

害の方を受け入れています。定員数 20 名のアットホーム

な雰囲気の中で様々な作業に取り組み、ご自分の得意・

不得意に向き合うことが出来ます。 

また就職支援にも力を入れ、B 型から企業への就職も目指

すことが出来ます。ビジネスマナー講座やパソコン・就

活講座も充実しています。 

運営法人は名古屋市で 77 年の歴史と実績のある障がい者

施設。幅広いノウハウがあります！ 

[地下鉄] 

鶴舞線 赤池駅下車 徒歩 3 分 

※平針駅から送迎あり 

ここです！ 

軽作業 

ペン先の組立て、3D メガネの検品、イベント用

ペンライトの検品など、様々な作業に取り組ん

でいます。 

金属部品の組付け 

アンテナ部品の組付けを行っています。手先の訓

練や集中力アップにも繋がります！ 

施設外作業 

クリーニング工場にて、衣服のハンガー掛け等の

作業を行います。 

直接企業さんへ出向いての仕事を体験できます！ 

データ入力 

アンケート等のデータ入力を行います。 

パソコンが苦手な方でも、少しずつスキル 

アップされています。 



＜商品・役務情報＞ 

 

＜店舗情報＞ 

 

 

 

 

  
八ツ矢工業 清掃用品 各種 各種印刷物 テープ起こし 

価格についてはご相談ください。 価格についてはご相談ください。 1 分あたり 300 円(税別) 

ほうき、ちりとり、くまで、モップ等 冊子、カタログ、チラシ、封筒等 納期についてはご相談ください。 

プロ用 清掃用品を各種取り揃えていま

す！用途に合わせて様々な形状、サイズ

をご用意しております。詳細をご希望のお

客様にはカタログをお送りいたします。 

また施設外就労として清掃活動も行ってお

ります。 

印刷のことならお任せください。冊子、カ

タログ、リーフレット、封筒、ハガキ、チラ

シ、点字名刺等、大口案件から小ロット

までご対応しております。また封入作業

や各種加工、発送業務等、何でもお気

軽にご相談ください。 

会議・講演会などの音声データを文字に

起こします。CD・DVD・IC レコーダーほ

か、各種音源媒体に対応可能です。デ

ータの受け渡し・完成品のお届け方法や

納期については一度お問合せ下さい。

お待ちしております。 

 
 

パンですよ 軽作業、検品、包装 

410 円(1 缶) 作業内容によりお見積り 

納期についてはご相談ください 
DM 作業、文房具の組立、 

贈答品のセットアップ・包装 
5 年間保存可能な缶入りパン(5 種類)とな

ります。 

いざという時の非常食にとどまらず、おや

つや贈答、今はやりのアウトドアでもご使

用になれます。 

誰でも開けることができるイージーオープ

ン缶を使用。 

オリジナルラベル缶も作ることが可能で

す。 

販売代理店も募集しております。 

検品や細かな部品加工など幅広い軽作

業を承ります。常時 50 名以上の作業者

により大ロット商品の受注が可能です。

自社に資材倉庫を完備し、自社トラック

による資材の引き取りや納品にもご対応

できます。 

また、人材派遣による請負作業も行って

おります。 

店舗名：日進ワークキャンパス 

住所：愛知県日進市赤池 2-101 メイプルビル 1 階 

営業時間：9：00～17：１0 

休み：土・日・祝 （月によって土曜・祝日開所有） 

サービス/販売商品：各種印刷物、非常食販売等 

駐車場：1 台     電話：052-918-2124 



 作業紹介 

 

 

 

法人名 合同会社 ジョブ・サポート  事業区分 地域活動支援センター 

事業所名 ジョブサポあさだ 

住所 

電話 

FAX 

開所日・時間 

作業時間 

利用者さんのペースに合わせて参加してもら 
い、利用者さんのペースで活動に参加しても 
らっています。 
活動中、内職活動や自主製品を作成することも 
あり、その際に作成した、自主製品を販売させ 
て頂きます。 
利用者さんの個性が現れる、自主製品を是非手 
に取ってみてください。 
ここで販売した売り上げは、そのまま、利用者 
さんの工賃として支給させていただきます。 

日進市東山 6 丁目 1117 番地 

0561‐78‐7387 

0561‐78‐7387 

月曜日～金曜日 9 時～1７時 

9 時～16 時 

事業所 PR 

日当たりのよい活動スペースで意欲的に、疲れたらこたつのあるアットホーム 
な環境で一休み。定期的に朝市にも参加して販売しています。 
この活動で作成した製品・商品を是非、手に取ってみてください。 



   

玄関マット ポーチ トートバッグ 

1000 円 /1 個 300 円 /1 個 800 円 /1 個 

地域企業様から寄贈を受けている T シャツヤーンを使用して作る、でお肌にも優しい、マット、小物です。 

   

布草履 ヘアバンド 天然石ブレスレット 

800 円 /1 個 300 円 /1 個 1000 円 /1 個 

地域企業様から寄贈を受けている T

シャツヤーンを使用して作る、でお肌に

も優しい、マット、小物です。 

地域企業様から寄贈を受けている T シャツヤ

ーンを使用して作る、でお肌にも優しい、マッ

ト、小物です。 

天然石を使ったブレスレットです。 

   

眼鏡コード ヘアゴム コーヒー豆 ドリップパック 

￥800 円 /1 個 100 円/1 個 
焙煎豆:1 ㌔ 4,000 円 

ドリップパック：200 円/1 個 

綺麗なビーズを使った眼鏡コード 可愛いビーズを使ったヘアゴム 
焙煎したてのオーガニックコーヒー豆を

事業所にて丁寧に選別したもの。 

 ＜商品情報＞ 



＜店舗情報＞

店舗名：ジョブサポあさだ

住所：東山 6 丁目 1117 番地

営業時間：９時～１６時

休み：土日祝日

販売商品：自主製品

駐車場：事業所内 1 台 他 2 台

アクセス：店舗地図参照

電話：0561‐ 78‐ 7387







法人名 一般社団法人 SOWHAT 事業区分 就労継続支援 B 型

事業所名 SOWHAT

事業所 PR ポイント

アクセス（最寄の公共交通機関

アクセス（最寄の公共交通機関）

作業紹介

＜お弁当作業＞ ＜お弁当作業＞ ＜お弁当作業＞

＜ペーパーバック＞ ＜ペーパーバック＞ ＜カフェさいさい＞

住所 日進市岩崎町新ラ田 125-10

電話 0561-72-6645

ファクス 0561-72-6656

開所日・時間 月曜～金曜 8：30～17：30

作業時間 9：00～15：00

観察・発見。SOWHAT の支援の基本です。

利用様一人ひとりの目的（計画書）に合わせた支援を行い、

役割をもって作業を行っていただいています。

作業内容として、お弁当・ペーパーバックの作成・カフェさいさ

いでの接客・日進トマトフロンティア様での収穫等の作業があ

ります。

地域の方々との繋がりを大切にしております。

名鉄バス

・星ヶ丘から五色園行、石兼下車

徒歩 1 分

・中央線、石兼下車徒歩 1 分

アクセス（最寄の公共交通機関）



＜商品情報＞

＜店舗情報＞

商品名 あなたをつくるお弁当
商品名 ペーパーバック 商品名 ごほうびトマト

トマト食パン

商品単価 500 円

商品単価 1 枚 20 円 商品単価 ごほうびトマト

1 袋 300 円

トマト食パン

1 斤 500 円

名古屋学芸大学管理栄養学部の監修のも

と、当事業所の管理栄養士が、野菜がたっ

ぷりとれるお弁当メニューを作成していま

す。

ホテル名古屋キャッスル様のご協力で

英字新聞を利用したペーパーバックで

す。

名古屋市内、日進市内のお店に販売し

ています。

日進トマトフロンティア様のトマトを販売

しています。

トマトのペーストを使用したトマト食パン

の販売も行っています。

それぞれに貼ってあるラベルは、当事業

所に通われている方がデザインされたも

のです。

商品名 ロクデナシコーヒー

商品単価 １杯 １００円

フェアトレードの豆を使用したコーヒーで

す。事業所内でハンドピックをしていれた、

ハンドドリップコーヒーです。

店舗名：SOWHAT

住所：日進市岩崎町新ラ田 125-10

営業時間：8：30～17：30

休み：土・日・祝日

販売商品：お弁当、パン等

駐車場：有

電話：0561-72-6656



法人名 ㈱グレイスコーポレーション 事業区分 就労継続支援 A 型

事業所名 ネクストステージ赤池

事業所 PR ポイント

アクセス（最寄の公共交通機関）

作業紹介

＜各種部品組立＞ ＜各種紙袋等制作＞ ＜色見本帳セット＞

＜パソコン入力作業＞ ＜ライン作業＞ ＜清掃作業＞

住所 日進市赤池５丁目１２１８NK ビル１Ｆ

電話 ０５２－８０４－６１７７

ファクス ０５２－８０４－６１７７

開所日・時間 月～土 10:00～17:00 （土曜は変則）

作業時間 １０：００～１６：００

就労支援A 型事業所として、 地域の就労を目指している

障害をお持ちの方が それぞれの特性を活かし、 部品組立、

パソコン入力、清掃、工場のライン作業等、適正に応じた仕

事に取り組んでいます。

● 地下鉄鶴舞線 赤池駅 下車

● く るりんバス 赤池駅 下車

徒歩６分

153号

赤池西

ネクスト ステージ赤池

(NKビル1Ｆ ) 赤池駅

公園

赤池1丁目 赤池駅南



＜商品・役務情報＞

自動車用品・部品の組み立て 紙袋制作 色見本帳のセット

金額：組立用品による 金額：制作工程による
金額：制作工程による（1 冊 80 円

位～）

近隣の場合は、受取り、納品も行

います。

近隣の場合は、受取り、納品も

行います。

近隣の場合は、受取り、納品も行

います。

パソコン入力作業

工場でのライン作業

（施設外作業）

工場での内職作業

（施設外作業）

金額：作業内容により要相談 一人時給 898 円 金額：作業内容により要相談

指導員同行、

週 5 日・１日 5 時間程

指導員同行、

週 5 日・１日 5 時間程

簡単な入力作業等（Word・Excel）

一般の方に交じって作業いたし

ます。

身体障害の人の場合は、座って

の作業となります

一般の方に交じって作業いたしま

す。

身体障害の人の場合は、座っての

作業となります

室内外清掃作業（施設外作業）

金額：作業内容により要相談

指導員同行、日数等要相談

指定された場所の清掃作業や除

草作業を行います。広い場所も対

応します

作業内容により、人数・時間を見積

もります。一人辺り１時間 900 円～



 

 

法人名  社会福祉法人ポレポレ 事業区分 生活介護事業所 

事業所名 ハーモニー 

 

 

 

 

 

 

 

事業所 PR ポイント 

 

                               

 

 

 

   

                                            

 

 

 

 

作業紹介 

 

 

 

 

 

 

＜紙ちぎり＞              ＜フィルムはがし＞              ＜紙すき＞ 

 

 

 

 

 

 

＜絵を描く作業＞           ＜リサイクル作品作成＞        ＜リサイクル作品作成＞ 

 

 

 

 

 

 

＜チラシ挟み込み作業＞         ＜商品の袋詰め＞            ＜PC 入力作業＞ 

 

住所 日進市折戸町梨子ノ木 28 番地 157  

電話  0561-56-0525 

ファクス  0561-56-0530 

開所日・時間 月曜日から金曜日 9:45～15:45 

作業時間  10:00～15:30 

ハーモニーは生活介護事業所ではありますが、障害を持

った方が働くことを意識して過ごす日中活動の場です。 

 一人ひとりが持っている力を発揮し、社会人として力い

っぱい社会参加しています。 

 自然豊かな環境の中で、散歩したり歌ったり。リフレッ

シュタイムはそれぞれが至福の時間を過ごしています。 

 ゆったりとした時間の中で「その人らしく生きることを

応援する」。それがハーモニーです。 

 

 

日進市のくるりんバス：米野木線 

・「橦木北」降車西へ徒歩 3 分 

名鉄日進駅から東へ徒歩 15 分 

名鉄米野木駅から西へ徒歩 15 分 

 

 

  

  

 

アクセス（最寄りの公共交通機関） 



商品情報 

 

 

  

商品名 手すき和紙（はがき大） 商品名 紙すきはがき 商品名 メッセージカード 

商品単価 10 円 商品単価 100 円 商品単価 100 円 

商品規格 １枚 商品規格 ２枚入り 商品規格 ４枚入り 

☆自閉症の方が牛乳パックを再生し一枚

一枚心を込めてすきました。厚さや形に

少々ばらつきがあるのはご愛嬌。細かくち

ぎって貼り絵など、使い方無限大です。 

☆利用者さんの描く絵をあしらったハガ

キ。すき紙の風合いと可愛い絵が楽しめ

ます。 

☆季節のイベントなどのプレゼントに一

言メッセージを書いて贈ると想いが伝わ

ります。 

 

  

商品名 ポチ袋 商品名 メッセージカード 商品名 クリップメモ 

商品単価 100 円 商品単価 150 円 商品単価 200 円 

商品規格 2 枚入り 商品規格 １枚入り 商品規格 １個 

☆手作りのすき紙でポチ袋を作りました。 

無地の物と個性的で可愛い絵の入った物

があります。 

☆すき紙とカラフルなビニールを組み合

わせて作りました。いろんな絵がくり抜か

れています。 

☆ガラスタイルを使ったクリップと手作り

のすき紙を合わせました。クリップはつる

んとしていてシンプルなデザインとなって

おります。色の変化もお楽しみください。 

 

  

商品名 Memo de 和紙 商品名 ヘアゴム 商品名 アクセサリー 

商品単価 100 円 商品単価 150 円 商品単価 300 円～ 

商品規格 １冊入り 商品規格 １個 商品規格 

☆すき紙でミニメモ帳を作りました。ちょっ

としたプレゼントにいかがでしょうか。 

☆すき紙をかわいいリボンに加工して、

ヘアゴムにしました。素敵な風合いをお

楽しみください。 

☆一枚一枚心を込めてすいた和紙で作

ったアクセサリーです。 

パーツの交換・色味のご相談も承りま

す。（１～２週間程いただく場合がありま

す） 



 

  

 

  

商品名 Puchi3 bag 商品名 サイコロビーズ 商品名 ししゅう雑巾 

商品単価 150 円 商品単価 100 円 商品単価 150 円 

商品規格 商品規格 1 個 商品規格 2 枚入り 

☆梱包材のプチプチといろとりどりのビニ

ールでバッグを作りました。 

☆アイロンビーズで作ったさいころパズ

ルです。どの面も両面合わせて同じ数に

します。何度でもチャレンジできるので皆

で競争して組み立てて下さい。 

☆かわいらしい絵が刺繍された雑巾で

す。お掃除用だけでなく、見ても楽しめま

す。 

カフェテラス tree&tree 

 

◆営業日 

  月～金（祝日含む） 

 

◆営業時間 

  9：00～11：30 

  （ラストオーダー11：00） 

 

コロナ禍でも元気に営業してい

ます。 

みなさまのお越しをお待ちして

おります。 



法人名 社会福祉法人ポレポレ 事業区分 就労継続支援Ｂ型

事業所名 ポレポレハウス

事業所 PR ポイント

アクセス（最寄の公共交通機関）

作業紹介

＜お好み焼き作業＞ ＜製菓作業＞ ＜スイートポテト作り＞

＜アップルパイ作り＞ ＜焼きそば作り＞ ＜みたらし作り＞

＜軽作業＞ ＜工房作業＞ ＜野菜作り＞

住所 日進市五色園３丁目５０９

電話 0561-72-2175

ファックス 0561-76-4550

開所日・時間 月～金 9:00 ～ 15:30

作業時間 9:00 ～ 15:00

利用者さんは、働く ことにとても意欲的で美味しいものを

お届けしようと一生懸命働いています。 商品は、利用者さ

ん自身の力で作れるように、分かりやすく やりやすい工程

で出来るように工夫して行っています。 お好み焼き、シフ

ォンケーキ、 スイート ポテト 、 アップルパイは、 味にこだ

わった自慢の手作り商品です。 その他にも工房や軽作業、

農作業など利用者さんのニーズに合わせた仕事を提供し

ています。

く るりんバス（ 五色園線）

名鉄バス （ 星が丘駅 五色園行）

＊かえで台 下車 徒歩３分



＜商品・役務情報＞

お好み焼き シフォンケーキ スイートポテト

1 個 150 円 ～ 350 円 １カット 150 円 ホール 1000 円 １個 150 円

内容量 １２０g ホール １７ｃｍ 内容量 ６３g

ポレポレ設立から長く親しまれているお好

み焼きです。にく玉、いか玉、ミックス、季節

限定のチーズ、ねぎ焼きがあります。

ふわふわでしっとりしたケーキです。

材料は、地産地消にこだわり作っていま

す。子供から大人まで人気の商品です。

ホールはご贈答品にできます。

さつまいもは、紅あずまを使用し、い

もの味を生かすため、甘さ控えめで口

当たりの良い食感が好評です。

アップルパイ 焼きそば（惣菜付き） みたらし団子

１個 350 円 １個 350 円 １パック 250 円

内容量 １０５g 内容量 １８０g（焼きそば） 内容量 ３本

青森県産のサンふじを使用し、りんごの皮

むきから始めジャム作りに時間をかけてい

ます。りんごの味を引き立たせ、表面はサッ

クリとした食感が味わえます。

自社でブレンドした特製ソースが自慢です

日替りのお惣菜付きです。

甘辛のたれを使用し、もっちり感のあ

る団子です。

内職作業 工房作業 野菜作り

１個 100 円～ １袋 100 円

自動車のシートに入れるスポンジに両面テ

ープ貼り付けていく作業です。決まった手順

で繰り返し行う作業です。

アクリルたわし、刺繡ワッペン、刺し子ふき

ん、布ぞうり作りなど得意とする所を生か

し、商品化し販売しています。

自給自足収穫した野菜をお弁当の惣

菜やお好み焼きの材料に使います。

漬け物などの加工品も作って販売し

ます。地域と連携し朝取り野菜も販売

しています。



＜店舗情報＞

店舗名：ポレポレハウス

住所：日進市五色園 3 丁目 509

営業時間：月～金 9：00～15：00

休み：土、日、祝日

販売商品：お好み焼き、製菓など

駐車場：なし

電話：0561-72-2175



法人名 社会福祉法人あじさいの会 事業区分 就労継続支援 B 型

事業所名 ゆったり工房

事業所 PR ポイント

アクセス（最寄の公共交通機関）

作業紹介

＜ 厨房作業 ＞ ＜菓子製造＞ ＜内職作業＞

＜さをり織り＞ ＜ハーブティー作り＞ ＜ 内職作業 ＞

住所 日進市三本木町廻間 118-4

電話 0561-74-1943

ファクス 0561-74-1943

開所日・時間 火～土 9：00～18：00

作業時間 10：00～16：00

精神疾患のため、 社会的な生きづらさを抱えている人た

ちが、 地域の中で自立した生活を送れるように支援してい

ます。

それぞれの体調に合わせ、 ハーブティ ー作りやお菓子作り

などを行います。 厨房で作るカレーは、 日進市立図書館内

にある「 スローカフェゆったり」（ 従たる作業所） でも提供

しております。 ぜひお立ち寄りく ださい。
名鉄「 米野木駅」 下車

→ 名鉄バス 名商大線「 中三本木」

下車 徒歩５分



＜商品情報＞

商品名 ゆったりクッキー 商品名 紅茶クッキー 商品名 くるみだれ

商品単価 150 円 商品単価 150 円 商品単価（小）650 円（大）850 円

商品規格 バニラ２枚、ハーブ３枚 商品規格 25ｇ 商品規格（小）200ｇ（大）300ｇ

懐かしさを感じる素朴なあじわい。

お年寄りからお子様まで、みんなから愛さ

れています。

コーヒー、紅茶によく合います。

お口の中に紅茶の香りがふわぁ～と広

がる、甘すぎない上品な味のお菓子で

す。

国産のくるみを使用し、手間を惜しまず

作っています。ゆったり工房名物、五平

もちのタレです。和え物やおでんなどい

ろいろなものにも使えます。

商品名 キャロットケーキ 商品名 ハーブティー 商品名 えがおの力

商品単価 1100 円 商品単価 250 円～350 円 商品単価 750 円

商品規格 １ホール 商品規格 20ｇ～25ｇ 商品規格 500ml

にんじんがたっぷり入った、健康的でヘル

シーな洋菓子。にんじんが嫌いなお子様に

も好評です。

ゆったり工房のハーブティー

スペアミント、アップルミント、カモミール

全て手作業で、一つひとつ丁寧に作って

います。

洗濯、台所の洗い物、お掃除と、これ 1

本でいろいろなことに使える多用途洗剤

です。

商品名 ドクトルバイオ 商品名 五平餅セット

商品単価 900 円 商品単価 1000 円

商品規格 500ml

商品規格 五平餅 3 本+くるみだ

れ（小：200ｇ）

微生物・酵素の力で換気扇、洗車他、油汚

れに特におすすめ！環境浄化するので使

うほどに地球に恩返し。

ゆったり工房名物の五平餅です。五平

餅が 3 本とくるみだれ（小：200ｇ）がセット

になったお得な商品です。



＜店舗情報＞

店舗名：ゆったり工房

住所：日進市三本木町廻間 118-4

営業時間：火～土 9：00～18：00

休み：日、月、祝日

販売商品：菓子、ハーブティーなど

駐車場：15 台

アクセス：名鉄バス「中三本木」下車 徒歩 5 分

電話：0561-74-1943

店舗名：スローカフェゆったり

住所：日進市立図書館内

営業時間：火～日 10：00～17：00

休み：月

販売商品：カレー、ハヤシ、エビピラフ、

カレーラーメン、うどん、等

アクセス：くるりんバス「図書館」下車すぐ

電話 0561-74-1943



法人名 特定非営利活動法人小桜 事業区分 生活介護

事業所名 生活介護友優

事業所 PR ポイント

アクセス（最寄の公共交通機関）

作業紹介

多目的室 多目的室 おやつ作り

作業室 作業室 花見

昼食作り 昼食作り 美術

住所 日進市岩崎町芦廻間 112 番地 98

電話 0561-72-7580

ファクス 0561-72-7581

開所日・時間 月～金 8：00～17：00

作業時間 9：00～16：00

日進市内の閑静な住宅街、 緑あふれる別天地

木のぬく もりを感じながらの生活を。

人生は自分自身が主人公である。

友優では、 人それぞれの考えやこだわりを個性と捉え、

本人やご家族の意向に沿った支援方法を考えていきます。

その中で個性と長所を伸ばしながら成功体験を増やし、 利

用者本人に自信を持ってもらえるような支援を目指してい

ます。 市バス「 猪高緑地」より東邦ガスタ

ンク方面へ徒歩約10分



＜作業・役務情報＞

＜店舗情報＞

ティッシュケース ミサンガ ビーズブレスレット

見学者にプレゼントさせて頂いて

おります 手首に付けることができます。 手首に付けることができます。

ポケットティッシュが入ります。

利用者さんが裁縫の作業で作り、様々な

種類をご用意しております

利用者さんが作業でコツコツ時間をかけ

て作りました。

利用者さんのセンスでビーズを組み合わ

せて作りました。

野菜 お花見 香嵐渓

自給自足 施設内 秋の外出

きゅうり・ナス 桜 紅葉

利用者さんと一緒に畑を耕して、水やりを

して、生誕込めて作った野菜です。

施設入り口に桜の木があるので春はお

花見をしながら BBQ を楽しみます。

施設で外出をしています。外出ででいつも

と違う利用者さんの一面も見れたりします

店舗名：生活介護友優

住所：日進市岩崎町芦廻間 112 番地 98

営業時間：9：00～16：00

休み：土曜日・日曜日

販売商品：自主製品

駐車場：あり

電話：0561-72-7580



 

日進市健康福祉部地域福祉課 

電話 0561-73-1484 FAX 0561-72-4554 

E-mail chiikifukushi@city.nisshin.lg.jp 
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