きょうされん 2021 年度 冬季販売事業 グッズカタログ

家事を楽チンにしてくれる
便利グッズを集めました！

CATALOG

2021

サイズ：幅10.6×高さ16.4×奥行2.5cm
重量/75g 材質/ステンレス刃 物鋼
アーム部：18クロムステンレス
千切り刃部：18-8ステンレス、柄：ABS樹脂

日本製

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

¥1,100（税込）

サイズ：幅7.5×高さ22×
奥行1.4cm 重量/100g
材質/ステンレスス チール、
ABS樹脂
日本製

サイズ：6.5×0.9×0.7cm
材質：シリカゲル、パルプ、PET
スティック型シリカゲル/4本入 日本製

58 どこでもミトン+(プラス)

手にはめるだけ︑簡単お掃除！
手指感覚で隅々までキレイに︒

57 キッチンシボレー

岐阜県関市産の切れ味抜群のハサミに︑
取りだす︑絞り出す︑栓抜き︑銀杏割
りなど︑多彩な機能を持たせました︒

¥1,320（税込）

瓶に入れるだけで︑調味料の湿気と
固まりを防止します︒繰り返し使用
できます︒

卓上の塩にピッタリ！
56 スティック型乾燥剤 カラッとドライ110番
●

使いきりタイプ

︻ 壁掛けカレンダー ︼

¥1,400（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）

サイズ：φ 12.5×13.7cm(底面φ 9cm)
重量/247g 材質/フタ部分、ハンドル
回転刃芯部分：ポリプロピレン ヒモ：ナイロン
ヒモ口部分：銅 容器：ポリスチレン
滑り止め：シリコン 刃：ステンレス刃物鋼

この冬︑壁掛けカレンダーの表紙を

ダブルピーラー 千切り&スライス

¥1,100（税込）

¥1,320（税込）

飾るのは︑やさしいお爺ちゃんの姿

55 マドーレ 替え刃のいらない
●

54 どこでもシーラー ピタッと

をフクロウに描いた世界︒

53 ハッピーハンドリーチョッパー(大)
●

W ALL C ALEND A R

刃の付け替え不要 ! 1 本で千切
りスライスもできる優れもの。
刃物の産地で有名な岐阜県関
市で製造。

電池を入れてスライ
ドさせると、簡単に
熱圧着ができます。

あたたかな表情で︑みなさんの

お部屋を彩ります︒

食材を入れて数回ひっぱる
だけ ! あっという間に簡単
に、みじん切りができます。

コマ面には、入賞作品を大きく掲載。
絵画を楽しみながら、予定も書き込めます。

¥1,100（税込）

サイズ：幅21×高さ22 cm 重量：4g
容量：24枚入り 素材：不織布 左右兼用
フリーサイズ

59 ピンクのお風呂・風呂釜汚れ

洗面器や椅子なども、
一緒に丸洗いできます。

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

60 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！
ふりかけて
ぬるま湯を
注げば

After

付け置きだけでお風呂を
まる洗い︒
ピンクの水が透明に変
わったら終 了のサイン︒

Before

ほたての力で洗濯槽を
スッキリ！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「のんぴりなおじいちゃん、おばあちゃん」
大渕 昌子
（るぴなす／熊本県）

O
K。

壁掛

品

1 壁掛版
●

¥1,080（税込）

｢はたらく仲間のうた｣カレンダー

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

¥1,300（税込）

1月

「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。

賞作

110番（10包入）

「屋久杉」
永倉 幹夫

〒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

6月

「ぼくの仕事」
佐藤 絋徳
（One memory ／秋田）

「パラダイス」
3月
グースカピー G

「優雅なランチ」
2月
的場 弘晃

（ サングリーン／東京）

https://www.kyosaren.or.jp/

ー入

61 かんたん泡パック排水口

取扱作業所名

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〜

カ

ダ
レン

（ 尼崎あぜくら作業所／兵庫）

7月

「ランタンの中に浮かぶ夜舟」
下浦 優希
（ 工房まる／福岡）

（ はだし工房共同作業所／岐阜）

8月

「市電が行く」
小出 良三
（ アイラブ作業所／広島）

4月

「平和な海」
田原 麻衣

「ねことグレーステップ」
5月
岡崎 弘

（ 就労支援センター野の花／沖縄）

9月

サイズ ： A3版（445×297mm）
表紙含む14枚・製本 : タンザック

（ わかば第 2 作業所／愛媛）

「うさぎ月と彼岸花」
田中 春馨

10月

（ 地域生活支援センター

（ 白浜コスモスの郷／和歌山）

「もみじ坂」
鈴木 佑実

「だいこん」

11月 木ノ下 尚枝

（ コットンハウス作業所／埼玉）

12月

「クロマグロの遊泳」
北村 一史
（さんろーど／新潟）

まほろば／広島）

KYOSAREN
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デスクの上を彩る︑卓上カレンダー

の 表 紙 は ︑カ ラ フ ル な 油 性 ペ ン で

描かれた街並み︒

明るい街の賑わいから︑元気がもら

える画面です︒

D ESK CALEND AR

︻ 卓上カレンダー ︼

卓上カレン

ダー入賞作

品

KYOSARENオリジナル

マスクケース
日々、手放せなくなったマスクを
清潔におしゃれに持ち運べます。
1月

「無題」
山本 真子

「気になる樹」
天川 孝子

2月

（ ハピバール ／大阪）

3月

（ 第一みんなの家／東京）

「私の好きな職員」
福島 結
（ 下町作業所／神奈川）

「無題」清水 啓介
（ハピバール／大阪）

4月

「山里の桜」
豊田 耕正

「夢の島」
白川 祐輔

5月

（ けやき作業所 ／栃木）

6月

（ スワン工房 ／北海道）

「草原に住む野生の
ライオンが〜お〜」
木村 博
（ さくら園 ／秋田）

7月

「働く夏」
高橋 朝雄

「筆しょうが」
東方 良介

8月

（ ふたばドリーム作業所 ／愛知）

9月

（ ワークショップみらい ／三重）

「梅の星」北村 梓

「明日ではなく、
今日を見つめる私！」
小林 かおり

（工房まる／福岡）

（さくらの家 ／島根）

表面は、絵画鑑賞。裏面は、予定を書き込める実用
使い。デスクの上で、気分で使い分けできます。
2 卓上版｢はたらく仲間のうた」
●

カレンダー

10月

¥1,100（税込）

「山里のもみじ」
西田 美知子

「4 本のビン」
渡辺 正人

11月

（ かめおか作業所 ／京都）

（リサイクル洗びんセンター／東京）

12月

「えにかく」
山本 稔恵
（ 加音 西京極作業所 ／京都）

¥770（税込）

サイズ:本体(180×155mm) 台紙(200×155mm)
表紙含む16枚 (ポストカード3枚付) リング製本

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

POST CARD

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

「街並み」野村 悠
（えーる油山／福岡）

︻ スケジュール帳 ︼

「私が愛した SR400」
濵田 一彦

「SMILE FLOWER」
甲斐 美咲

（ 作業所ら・ら・ら ／高知）

（ポノ・ポノ ／宮崎）

スケジュ

ール帳入

「春の富士山と五重塔」
澁田 大輔
（ 麦の郷 和歌山生活支援センター ／和歌山）

賞作品

「13 歳への一歩」
木村 梨加
（ るぴなす ／熊本）

「あじさい」
由井 恭子

「サンプル作りをしました」
高木 里美

（ 京都ふれあい工房 ／京都）

（ ワークショップみらい ／三重）

3 「はたらく仲間のうた」
●
スケジュール帳

¥1,200（税込）

サイズ：195×135mm 80P
ビニールカバー付（B6サイズ）

「男鹿三山と花火」
鈴木 総

「鳥と木の実」
中島 愛子

（ さくら園 ／秋田）

（ すずかけ共同作業所 ／愛知）

8

1
9
8
2

ふきんの縁のカラーは
何色が届くかお楽しみ︒

「曇天の富士」
佐々木 優
（ 千川作業所／東京）

障害のある人の仕
きょうされんふきんは︑
年に製
事・給料づくりを目的に︑

「ひまつぶし」
yoko
（ 工房まる／福岡）

造・販売をはじめました︒
吸水性が抜
奈良県産のかや地を 枚重ね︑
パリッとしたふきんの糊は︑
また︑
群です︒
たくさんの
食用澱粉糊を使用しています︒
品質の良さに自
お客様にご愛顧いただき︑
信をもっておすすめします︒

来 年 の ス ケ ジ ュ ー ル 帳 は ︑幾 何 学 模 様 で

描かれたシックな表紙︒
QRコードで日本

国 憲 法 や ︑障 害 者 権 利 条 約 な ど が 確 認 で

細かく線を描き、その線の
交差させて、色のグラデー
ションを表現しました。

きます︒他では買えない実力派です︒

（ 工房まる／福岡）

マンスリーページは︑
入賞作品をデザイン

CALENDAR GOODS CATALOG

「ひまつぶし」yoko

ギャラリーのような
入賞作品ページ

S CHEDU
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4 なかまのうた オリジナルＷポケットマスクケース
2枚セット
〈梅の星＆無題〉

5 きょうされんふきん 3枚入り

¥690（税込）

6 きょうされんふきん 5枚入り

¥1,150（税込）

素材 /レーヨン 100% サイズ / 約 34×30cm
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世代を超えて愛される、はらぺこあおむし。
この冬も楽しいグッズがそろいました。

触っても楽しい！
はらぺこあおむしの
ふわふわ絵本。
9 ムーンカレンダー
●

¥1,760（税込）

サイズ:335×335mm 13枚
オリジナルステッカー付

7 ニューライフカレンダー
●

18 エリック=カール ベストコレクション
●

¥1,620（税込）

19 エリック=カール 卓上カレンダー
●

20 はらぺこあおむし ふわふわブック
●

¥1,210（税込）

サイズ:530×325mm 26P

¥2,200（税込）

サイズ:140×200mm 13枚

【材質】本体布、中綿、マスコット、
雲の布：ポリエステル/サウンドペー パー：PET/
リング：PP+EVA 面テープ：ナイロン/鳴りもの：
ポリスチレン

¥1,000（税込）
8 森へようこそ/村上康成
●

¥1,450（税込）

サイズ:445×297mm 14枚

12 これを英語で言えますか?
●

¥1,760（税込）

サイズ:130×140mm 368枚（卓上版）

21 はらぺこあおむし カードゲーム
●

〈えあわせカードゲーム〉

¥1,070（税込）

えあわせカードゲーム カード49枚
(プレイカード：48枚/ルールカード：1枚)

数字と曜日を並べて
お話をつなげるカード
ゲームです︒

同じなかまを集めて
遊ぶカードゲームです︒

サイズ:364×257mm 12枚

22 はらぺこあおむし カードゲーム
●

23 はらぺこあおむし あいうえおかるた
●

〈ストーリーカードゲーム〉

¥1,320（税込）

¥1,070（税込）

〈パッケージ〉約170×205×30mm
〈セット内容〉絵札・読み札各46枚、予 備
各2枚、説明書

ストーリーゲーム カード57枚
(プレイカード：56枚/ルールカード：1枚)

10 大谷翔平カレンダー
●

¥2,750（税込）

サイズ:728×515mm 8枚
©ENSKY/MLB

11 相田みつをカレンダー
●

¥1,760（税込）

サイズ:480×370mm 15枚

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のが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。この冬は、
シンプルなトトロの長袖Ｔシャツが登場！

15 家族み~んなの書き込みカレンダー
●

¥990（税込）

13 死ぬまでに行きたい!
●

サイズ:536×382mm 14枚

世界の絶景
(日本編)

24 子猫のマンチカン
●

¥1,430（税込）

サイズ:255(510)×360mm 28P

25 コロコロマメシバ
●

¥1,430（税込）

サイズ:255(510)×360mm 28P

癒しのアニマルカレンダー

¥1,650（税込）
サイズ:520×360mm 28P

袖はしっかりリブ。
左袖には、まっくろ
くろすけのプリント。

14 歳時記カレンダー
●

¥1,650（税込）

サイズ:420×297mm 13枚
BACK

16 家族みんなで盛り上がる!!
●

脳活ドリルカレンダー

¥1,760（税込）

サイズ:310×210mm 110P

27 野鳥カレンダー
●

¥1,430（税込）

17 ザ・トイレカレンダー
●

サイズ:520×360mm 13枚

¥1980（税込）

サイズ:310×210mm 55枚

●本カタログ上にて使用しております、写真、図柄等は製作進行上の都合により、一部商品においてイメージ写真の掲載となっておりますので、ご了承ください。

26 ヒーリングアクアリウム
●

¥880（税込）

サイズ:610×280mm 7枚

04
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首周りは 2 本針ステッチで丈夫！
28 S ●
29 M ●
30 L
●

トトロファンドグッズ
〈ふろしきトトロ〉
長袖Ｔシャツ
（黒）

¥3,520（税込）

綿100％

ユニセックス

〈 Tシャツサイズ表 〉

サ イ ズ

（cm）

S

M

L

身

丈

66

70

74

身

巾

49

52

55
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お買い物が「社会貢献」につながります。

子ども達

に人気の
ーを集め
ました！

カレンダ

42〈タートルドーブス〉
●

ポルクミニトートバッグ&キャリータオルセット

¥990（税込）

31 鬼滅の刃 家族みんなの
●

¥1,760（税込）

サイズ:515×364mm 12枚
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

34 トロピカル~ジュ!プリキュア
●

¥1,980（税込）

35 すみっコぐらしカレンダー
●

¥1,320（税込）

サイズ:594×420mm 7枚

サイズ:515×364mm 7枚

©ABC-A・東映アニメーション

©2021 San-x Co., Ltd. All Rights Reserved.

32 劇場版
●
「鬼滅の刃」

無限列車編

¥1,980（税込）

サイズ:515×364mm 7枚
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

36 バムとケロのカレンダー
●

¥1,320（税込）

サイズ:230(460)×300mm 14枚
特製シール付

右記

ミニトートバック/表素材：綿100% 中生地・ポリエステル90%・綿10%
サイズ：H22×W 20cm(持ち手部分含めず)
キャリータオルサイズ/約30×30cm

33 となりのトトロカレンダー
●

¥1,980（税込）

サイズ:515×364mm 13枚
©1988 Studio Ghibli

37 それいけ!アンパンマンカレンダー
●

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。

45 軽やか軽量糸 クイックドライ
●

「ティント」
フェイスタオル
乾きが早くて、臭いにくいタオル。
2枚セット(ブルー&ピンク)
ギフトにもオススメです。

¥1,760（税込）

®

エコテックス スタンダード100
クラスⅠ認証
特許第4697756号取得

綿100% サイズ:約34×80cm
速乾・抗菌・防臭加工

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

書き込みカレンダー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大ヒットアニメが、家族の予
定管理に役立つ、スケジュー
ルカレンダーで登場 !

44〈プータルハ〉
●

43〈フォール〉
●

元気いっぱい！キュートな
ピカチュウのタオルセット。

46 ポケットモンスター ピカチュウ
●

ハンカチタオル2枚組

¥880（税込）
綿100% サイズ:約25×25cm

47 ポケットモンスター ピカチュウ フェイス&
●

ウォッシュタオルセット ¥1,650（税込）
綿100% フェイスタオルサイズ:約34×80cm
ウォッシュタオルサイズ: 約34×35cm
© Nintendo ･ Creatures ･ GAME FREAK ･
TV Tokyo ･ ShoPro ･ JR Kikaku

© Pokémon

¥1,430（税込）

サイズ:515×364mm 7枚

この冬、透けるトランプでみんなで遊ぼう！
ジョージのおしゃれな
デニムバッグです。

〈自分側〉

〈相手側〉

© Fujiko-pro,Shogakukan,

TV-Asahi,Shin-ei,and ADK

38 ディズニー カレンダー
●

¥1,760（税込）

06

39 くまのプーさん カレンダー
●

¥1,760（税込）

サイズ:609×351mm 13枚

サイズ:445×420mm 13枚

© Disney

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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40 スーパー新幹線
●

¥1,430（税込）

サイズ:300(600)×300mm 28P

48 ドラえもんスケールトランプ
●
49 すみっコぐらしスケールトランプ
●
50 となりのトトロスケールトランプ
●

41 はたらくくるま
●

¥1,430（税込）

52 〈プロフィールジョージ〉
●

おさるのジョージ デニムトートバッグ
素材:綿65%・ポリエステル35%
サイズ/H34.5×W32cm(持ち手部分 含めず)

¥1,430（税込）

¥1,840（税込）

サイズ:300(600)×300mm 28P
© 2021 San-X Co., Ltd.

●本カタログ上にて使用しております、写真、図柄等は製作進行上の都合により、
一部商品においてイメージ写真の掲載となっておりますので、ご了承ください。

51〈ハッピーリトルモンキー〉
●

All Rights Reserved.

© Studio Ghibli

トランプ54枚 予備カード1枚 収納ケース
カードサイズ:H88×W58mm
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