きょうされん 2021 年度 夏季販売事業 グッズカタログ
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¥1,100（税込）

サイズ：約3.4×7.9×1.8cm 重さ：約24g
材質：ABS、セラミック、銅、ニクロム線、
テフロン
電源：単三形アルカリ乾電池×２本（別売）

使い方を
動画でチェック！

52 どこでもシーラー ピタッと

54 ピンクのお風呂・風呂釜汚れ
110番
¥1,080（税込）
成分/過炭酸ナトリウム
（酸素系）
、界面活性剤（純
石けん分）
、炭酸塩（アルカ リ剤）
、着色剤、酵素
液性/弱アルカリ性 正味量/600g（200g×3袋）
サイズ /約幅12×高さ15×奥行2cm 日本製

53 ドラム式洗濯槽快 分包タイプ
2個セット
¥1,490（税込）
1箱（約1g×30包入） 日本製

泡の力で︑排水口の洗浄と
除菌消臭︒

Before

付け置きだけで
お風呂まる洗い︒

！！

り密封

HOUSE

55 かんたん泡パック排水口
110番（10包入）

¥1,080（税込）

正味量/450g（45g×10包） 液性/中性 成分/ジク
ロルイソシアヌール酸ナトリ ウム、炭酸塩、有機酸、
ラウリル硫酸ナトリウム 日本製

COMMENT

「ゆずの木」
福井 良太郎
（はびきの園 / 大阪府）

T

シャツは︑繊細なタッチで

スライド
するだけ
熱で袋を
！
圧着！

T-SH I RT
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ン袋など
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菓
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！
の
期保存
開封済み
食品の長
密封して
押して

¥1,100（税込）

この夏の

サイズ：直径14cm×高さ9.6cm
素材：スチール 消費期限：約１年
種と土、説明書付き

描かれたシンプルなゆずの木と︑

サイズ：直径14cm×高さ9.6cm
素材：スチール 消費期限：約１年
種と土、説明書付き

パソコンで描かれた﹁モードパチモン﹂︒

51 リトルガーデンプロ <ガーデンレタス>

2021

どちらもそろえて︑着回したい！

50 リトルガーデンプロ <ミニトマト>

¥1,100（税込）

しっか

リー 数種
入っ フレ 類の
て タ
何種 いて スの種
が
類 、
楽し もの 一度に
めま 味が
す。

お部屋でガーデニング！
お手軽な栽培キット。

COMMENT

コンクールに入選・入賞できるように丁寧に
描きました。立体感があるように描きまし
た。作品の見どころは、葉っぱと柚子の実を
キレイに分けているところ。柚子の木らしく
描けたところ（本物のように見えるように描
きました）。

「mood Pachimon」
三浦 倫史
（えーる油山 / 福岡県）

色々な雰囲気を形で表わ
そうとしました。マウス
で形を描くのが難しかっ
たです。

取扱作業所名

Tシャツ
〈mood Pachimon〉(黒)

Tシャツ
〈ゆずの木〉(白)
1

S

2

M

L 4 XL
¥2,200（税込）
3

ユニセックス S・M・L・XL

あたりまえに働きえらべるくらしを〜障害者権利条約を地域のすみずみに〜
https://www.kyosaren.or.jp/

「きょうされん」は、全国の障害のある人たちの「働く・暮らす」
を支える活動を行なっています。

〒164-0011
東京都中野区中央 5-41-18 東京都生協連会館 4Ｆ
TEL03-5385-2223 FAX03-5385-2299
E-mail zenkoku@kyosaren.or.jp

素材/綿100%

Tシャツには“NIHIL DE NOBIS, SINE NOBIS.”
「私たち抜きに私たちのことを決めないで」
と、
ラテン語のメッセージ。

KYOSAREN

5

S

6

M 7 L 8 XL
¥2,200（税込）

ユニセックス S・M・L・XL

素材/綿100%

〈 Tシャツサイズ表 〉 （cm）

サイズ 身丈

身巾

S

65

47

M

68

50

L

71

53

XL

74

56

SUMMER GOODS CATALOG
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「派手なラクダ」の作品は、仲間と相談
して色使いを工夫しながら描いたの
で、そこを見て欲しいです。そして、他
（さんろーど/新潟県）
にもラクダの顔に立体感が出るように
工夫したので、ぜひ、ごらんください。

（さんろーど/新潟県）

「武 士」
有馬 亮介
（葦の家 / 福岡県）

今治タオルブランド認定番号

COMMENT

すごくうまく描けてよかった。
いろんな色を合わせて作りまし
た。そこを見てください。

バスタオルには、フランス語で「Poisson-lune voyageant」
「旅するマンボウ」の意が書かれています。

素材/綿100% サイズ/約60×120cm

青い色の部分を濃い色味にしたかったので、何種類かの
青系の色を重ねて描きました。梅の花も背景に沈まない
ように明るい色をベタ塗りしました。アクリル絵の具を
たくさん使って描きました。この絵は梅の木を描いてい
ないので、花や星は上下どちらで見てもらってもいいか
なと思っています。

「梅の星」
北村 梓

タオル裏面には、今治
タオルブランドのマーク
と仲間のうたのタグ付き。

（工房まる / 福岡県）
〈梅の星〉

障害のある人の
きょうされんふきんは、
仕事・給料づくりを目的に、1982年に製
造・販売をはじめました。
奈良県産のかや地を8枚重ね、吸水性は
抜群。また、ふきんの糊は、安心の食用澱

ふきんの縁のカラーは
何色が届くかお楽しみ︒

きょうされんふきん

粉糊を使用しています。たくさんのお客
様にご愛顧いただき、品質の良さに自信

10 きょうされんふきん 3枚入り

をもっておすすめします。

11 きょうされんふきん 5枚入り

¥690（税込）

¥1,150（税込）

素材 /レーヨン 100% サイズ / 約 34×30cm

〈無題〉

タオル裏面には、今治
タオルブランドのマーク
と仲間のうたのタグ付き。

〈武士〉
今治タオルブランド認定番号

第2021-652号

〈派手なラクダ〉
今治タオルブランド認定番号

第2021-654号

「無題」
清水 啓介
（ハピバール / 大阪府）

12 今治タオルブランド
フェイスタオルセット
〈武士&派手なラクダ〉

13 なかまのうたオリジナルマスクケース
（Wポケット）
〈梅の星&無題〉

¥1,980（税込）

¥770（税込）

素材/綿100% パイルジャカード
サイズ:約34×80cm

開いた状態
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SUMMER GOODS CATALOG

武士のよろいや着物の模様な
ど細かい部分まで表現しまし
た。たくさんの人に見てもらい
たいです。

COMMENT

第2021-653号

9 今治タオルブランド バスタオル
〈ドデカイマンボウビックリマンボウ〉

¥2,750（税込）

キャンディーカラーが楽しい

COMMENT

「派手なラクダ」
村山 真紀

「ドデカイマンボウビックリマンボウ」
山田 由美

﹁武士﹂と﹁派手なラクダ﹂のフェイスタオル︒

BATH TO W EL

ここでしか出会えない︑個性的な柄です！

FACE TO W EL

この夏のバスタオルは︑

ダイナミックに描かれた﹁ビックリマンボウ﹂！

手ざわり良いふかふかのパイルで

お昼寝のブランケットにも︒

COMMENT

サイズ:巾11㎝（開いた状態22㎝）×高さ20.5㎝
材質/PP 0.2㎜ ※内側に「SIAA 抗菌加工」処理

SUMMER GOODS CATALOG
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丁寧に織られたトトロのバスタオル︒
使いやすい色合いでギフトにも︒

トトロの通り道には花畑が
つづく︑愛らしい柄のタオ
ルセットです︒

大人から子どもまでファンの多い
人気のキャラクターグッズ！

14 おさるのジョージ <ペインティングジョージ>
タオルセット

15 おさるのジョージ <にっこりジョージ>
エコバッグ

綿100%（無撚糸） キャリータオル/約30×30cm
フェイスタオル/約34×80cm
※キャリータオルは、
ミニタオルより大きく、ハンドタオル
より小さいサイズのタオルです。

再生ポリエステル100%
サイズ:H/63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm

¥1,980（税込）

（背面）

¥1,320（税込）

22 となりのトトロ <通り道>
フェイス&ウォッシュタオルセット

23 となりのトトロ <通り道>
バスタオル

綿100%（オーガニックコットン・無撚糸）
SEK（抗菌防臭加工）
ウォッシュタオル/約34×36cm
フェイスタオル/約34×80cm

綿100%（オーガニックコットン・無撚糸）
SEK（抗菌防臭加工） サイズ/約60×120cm

¥3,080（税込）

¥1,980（税込）

収納袋

お風呂上りに使いたい、
トトロとジジのふかふか
パイルのヘアバンド。
〈どんぐりと若葉〉

<よつば見つけた>

〈いっぱいミッフィー〉

〈マーガレット満開〉
<花嵐>

（背面）

〈びっくりミッフィー〉

16 ミッフィー <びっくりミッフィー&いっぱいミッフィー>
ミニタオル セット

17 ミッフィー <ミッフィーアンドキャロット>
タオルセット

18 ミッフィー〈ミッフィーがいっぱい〉
エコバッグ

綿100% 約25×25cm
※SEK（抗菌防臭加工）がされてい ます。

(本体)綿100%（無撚糸・パイルガーゼ）
キャリータオル/約30×30cm
フェイスタオル/約34×80cm
※キャリータオルは、
ミニタオルより大きく、ハンドタオル
より小さいサイズのタオルです。
※SEK（抗菌防臭加工）がされています。

再生ポリエステル100%
サイズ：H/63.5×W40×D20cm
収納時：12×12cm

¥1,320（税込）

¥1,980（税込）

25 となりのトトロ <どんぐりと若葉> ヘアバンド

24 となりのトトロ <よつば見つけた&花嵐>
ミニタオルセット

26 魔女の宅急便 <マーガレット満開> ヘアバンド

<よつば見つけた> 綿100%
（オーガニックコットン・無撚糸）
SEK
（抗菌防臭加工）
<花嵐> 綿100%（無撚糸） サイズ各種/約25×25cm

綿100%（無撚糸）
ヘアバンド/約21×10cm(リボン部分含めず)

¥1,320（税込）

¥1,320（税込）

¥1,320（税込）

収納袋

世界中で親しまれている「ピーナッツ」の
キャラクター、スヌーピー。
この夏も、大人から子どもまで使える、
人気のグッズをセレクト！

トムとジェリーのミニタオルと
キュートなクッションが登場！
（背面）

27 スヌーピー ひんやりひざ掛け
19 トムとジェリー <トムパターン&ジェリーパターン>
ミニタオル セット

20 トムとジェリー <リラックスジェリー>
腰当てクッション

21 すみっコぐらし <フラワーコーナー>
フェイス&ウォッシュタオ ルセット

綿100% サイズ:約25×25cm
※SEK（抗菌防臭加工）がされています。

腰あてクッション/H20×W43×D12cm
側生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
詰め物：ウレタンフォーム

綿100% ウォッシュタオル/約34×36cm
フェイスタオル/約34×80cm

¥1,100（税込）
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¥1,650（税込）

¥1,650（税込）

¥2,750（税込）

表地：ナイロン100%
裏地：パイル ポリエステル70% 綿30%
地糸：ポリエステル100% サイ ズ：約100×70cm

28 スヌーピー <WD&ブラザー>
のびのび枕カバー(ネイビー)

29 スヌーピー <ピーナッツフレンズ>
のびのび枕カバー(グ レー)

綿98% ポリウレタン2%

綿98% ポリウレタン2%

¥1,980（税込）

サイズ：約64×34cm

¥1,980（税込）

サイズ：約64×34cm

SUMMER GOODS CATALOG
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39 はらぺこあおむし
レクリエーションセット

LaQ７種ではらぺこ
あおむしを作ろう！

40 LaQはらぺこあおむし

¥1,100（税込）

¥1,100（税込）

内容/ふわふわねんどで色遊び：
パステルカラー粘土24ｇ×4色（青・赤・緑・黄色）
なわとびロープ部分長さ/約2.5ｍ

30 アンパンマン〈宇宙柄>
バスタオル

31 アンパンマン <宇宙柄>
ハンド&フェイスタオルセット

綿100% サイズ:約60×115cm

綿100% サイズ：(ハンドタオル)約34×36cm
(フェイスタオル)約34×75cm

¥1,650（税込）

材質:パーツ本体ABS,POM 93ピース
説明書・シール付き

むし。
こあお
ぺ
ら
た。
る、は
いまし
愛され
ろ
て
そ
え
が
超
ズ
世代を
いグッ
も楽し
夏
の
こ

¥1,100（税込）

32 トーマス <スターシャワー>
バスタオル

¥1,100（税込）

綿100% サイズ:約60×120cm

〈ネイビー〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

！

夏タオル

ターの
キャラク

人気

ふわふわ粘土と
縄跳びのセット！

上質で快適な使い心地と世界レベル
の安全性を約束する高品質製品。

繊維の間に隙間を作った軽量糸と、
通気性の良い織り方を
組み合わせた特許技術のタオルです。
47 軽やか軽量糸 クイックドライ
「ティント」
フェイスタオル2枚セット(ブルー&グレー）
綿100% サイズ:約34×80cm

¥1,760（税込）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

33 トミカ <エリート>&プラレール<ステーション>
フェイスタ オルセット
綿100% サイズ:約34×75cm

¥1,320（税込）

〈イエロー〉

34 ポケットモンスター <ピカチュウ>
フェイスタオル2種4枚組

41 はらぺこあおむし
ガーゼプチタオル（２枚組）

¥1,320（税込）

綿100% サイズ:約34×75cm
© Nintendo ･ Creatures ･ GAME FREAK ･
TV Tokyo ･ ShoPro ･ JR Kikaku

35 トロピカルージュプリキュア
ハンド＆フェイスタオルセット

¥1,100（税込）

© Pokémon

トミカとポケモンのフェイスタオルは、柄２種の４枚セットです。

サイズ：約25×25cm

M

44 L
〈 Tシャツサイズ表 〉

¥2,750（税込）

サ イ ズ

綿100% ユニセックス S・M・L

綿100% サイズ：(ハンドタオル)約34×36cm
(フェイスタオル)約34×75cm

（cm）

S

M

L

身

丈

66

70

74

身

巾

49

52

55

© ABC-A・東映アニメーション

映画となりのトトロのモデルの一つといわれる狭山丘陵。
その緑を守るために作られたトトロファンドグッズです。
収益金は森を守るための活動資金となります。
を
エステル
再生ポリ バック。
コ
使ったエ ても使い
っ
軽くてと
やすい！

綿100%

43

はらぺこあおむしTシャツ (白)

この夏の村上 T シャツは、
ヤマメ＋アユのイラストをプリント！

〈表〉

〈裏〉

※画像はイメージです。

45

M

46

L

村上康成Tシャツ
〈ヤマメ＋アユ〉
（デニム）M・L
エコマーク認定番号：CU854805GRS-2020-00059986

36 鬼滅の刃 ブラックトランプ

¥1,980（税込）

セット内容:トランプ×54枚(カードケース
付き) 素材:(トランプ)PVC (ケース)PS
対象年齢:7 歳以上
商品サイズ:約58×88mm

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
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37 トトロファンド おりたたみエコバッグ
<仲良くおでかけ>

¥1,650（税込）
素材：ECOペットボトル再生素材
サイズ：H56cm×W27cm マチ：22cm

38 トトロファンド ネックストラップ
<仲良くおでかけ>

¥1,430（税込）
サイズ：W2cm 首ひも円周約84cm（最長時）
長さ調整用「コキ」付き ひも部分：ポリエステル100%

素材/綿100% M・L

¥2,750（税込）
〈 Tシャツサイズ表 〉

（cm）

サ イ ズ

M

L

身

丈

70

74

身

巾

52

55

バスタオルより使いやすい！
エニータイムのバスタオル。

バスタオル

エニータイム

エニータイムのタオルは︑
場所を取りません︒

大人気！鬼滅の刃の
キャラクター達がかっこいい
黒トランプになって登場

¥1,210（税込）

42 S

エアーかおる
ダディボーイ エニータイム
48 (ピーチピンク)
49 (ハワイアンブルー)

¥1,980（税込）

綿100% サイズ:約34×120cm
日本国内産

SUMMER GOODS CATALOG
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