暮らしにおすすめ
エコ

きょうされん 2022 年度 冬季販売事業 グッズカタログ

持ちやすい
ハンドル付き！

電気を使わない！

経済的 電気代がかからない！
いつでも
どこでも

コンパクトサイズで軽い！
電源のないところでもOK

力を入れずに︑楽にお
ろしが出来る優れもの︒
お年寄りやお子様でも
簡単におろせます︒

やさしく潤う自然派の加湿器！

底面は
シリコンゴム付きで
すべりにくい

49 NEW MISTINESS(ニュー ミスティネス)
●

50 速攻おろし
●

¥1,320（税込）

¥1,320（税込）

幅27.4×高さ7×奥行18.5cm 重さ：207g
材質/受け皿:ポリプロピレン・シリコンゴム、
フタ:ポリスチレン、おろし器：強化ポリスチレン

幅16×高さ19×奥行9cm 重さ：26g
材質/フィルター：不織布(PET)、容器：PET.PE
※1シーズン
（3ヶ月〜6ヶ月）を目安に交換ください。

そそぎ口に
合わせると
水切り簡単

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

51 GENTOS Explorer
●

防水型LEDランタン

¥5,500（税込）

材質/ABS・PC 本体サイズ:約50×63×52mm・
すべり止め付ヘッドバンド×各1 本体重量：93g
●単3×1(モニター電池)付

（イエロー）

53 吸水クロス!
●

吸っとクロス（3枚セット）

¥1,100（税込）

幅20×高さ25×奥行0.3cm 重さ:38g 材質
/PVA(ポリビニールアルコール)・メチルイソチ
アゾリノン系防腐剤

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Before

排水口にふりかけるだけ。洗浄・除菌が手軽にできます。
54 かんたん洗浄泡パック
●

排水口110番 10+2包

洗濯槽の裏側についた黒カビ・汚れをスッキリ!
ピンクから透明に変われば終了のサイン。

つけ置きするだけで、お風呂・風呂釜を簡単洗浄 !
ピンクから透明に変われば終了のサイン。

55 ピンクの洗濯槽クリーナー
●

56 ピンクのお風呂・風呂釜汚れ110番 重曹プラス
●

110番銀イオン+

¥1,320（税込）

¥1,100（税込）
540ｇ【45ｇ×10袋（+2袋）】
(材質: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)

After

100g×3袋 (成分: 過炭酸ナトリウム(酸素
系)、界面活性剤(純石鹸分)、炭酸塩(アルカ
リ剤)、防カビ剤、消臭剤、着色料 目安:7kg
洗い (水量60L)まで 洗濯槽に対し、1回1袋

¥1,100（税込）

壁掛

ン
カレ

1月

COMMENT

「俺の玉葱」吉田 信夫

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。

（拓共同作業所／大阪）

ダー

入賞

作品

2月

4月

3月

5月

400ｇ（200ｇ×2袋）
(成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、着色
剤、界面活性剤(純石けん分)、酵素

1 壁掛版
●

｢はたらく仲間のうた｣カレンダー

¥1,300（税込）

取扱作業所名

社会福法人あまね

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/

こ の 冬 の カ レ ン ダ ー の 表 紙 は ︑ク レ ヨ ン で

¥2,200（税込）

（ピンク）

描 か れ た カ ラ フ ル な タ マ ネ ギ ︒パ ワ ー 溢 れ

52 GENTOS リゲル ヘッドライト
●

両手が空くので︑
作業が楽々です！

明るさ80ルーメンのヘッドライト。
約12時間使えます。

（ホワイト）

る画面が︑お部屋を元気に彩ります︒

材質/PC・ABS 本体サイズ:約φ78×141.5mm×1 本体重
量：355ｇ ●単3×6(モニター電池)付
●明るさ:430ルーメン(High)/240ルーメン(Mid)/ 20ルーメ
ン(Eco) ●照射距離:約14m (最大時) ●点灯時間:10時間
(High)/18時間(Mid)/142時間(Eco)/60時間(キャンドル モ
ード) ●保護等級:耐塵:1m防水(IP68準拠) ●落下耐久2m

抜群の吸水性で
水を一気に吸い取る！

水に浮くフローティング機能搭載の LED
ランタン。430 ルーメンの明るさです。

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

アウトドアにもおすすめの防災グッズ

「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。

「ジンベイザメ」
山下 修

「黄水仙」
磯山 武士

「元気いっぱいきれいで明るい桜」
石川 裕介

「コキンチョウ」
田中 貴美子

「チューリップ」
山田 一広

（ 葦の家／福岡）

（ 障害者支援センターそら／滋賀）

（ 加音西京極作業所／京都）

（ さんろーど／新潟）

（ とちの実作業所／東京）

〒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

8月

7月

6月

10月

9月

「『団地メロン』
2021年盛夏」
安井 由紀

「かぶとむし」
緒方 愛

「花火」
佐藤 弘英

「観光列車と採れたて野菜」
河野 良輔

「トラック 40 台 !」
米山 克博

（ なの花／大阪）

（ るぴなす／熊本）

（ 虹のいえ指定グループホーム

（ 就労継続支援 B 型事業所

（ ネットワークゆめ工房／東京）

事業所どんぐりハウス／秋田）

浜っ子作業所／愛媛）

KYOSAREN

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

11月

12月

「きいろとみどり、
外国のバナナ」
高橋 治代

「宇宙の草原」
永田 一雄
（つゆはし作業所／愛知）

（ 飛翔の里生活の家／岐阜）

WI NTER GOODS CATALOG
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︻ 卓上カレンダー ︼

1月

夏で好評だった「なかまのうた」フェイスタオル。
他では買えない個性的な柄と、質の良い今治
タオルで、年末のギフトにもおすすめです。

3月

2月

「タイル画」吉田 健太

「なかまの N くん」白村 仁煥

（ アニモの家／愛知）

（ すずかけ共同作業所／愛知）

「たくさんのくさや花たちと
いっぴきのハチ」植村 昌一
（むぎピース／和歌山）

５月

「青いガーベラ」田辺 敏洋

６月

今治タオル認定番号 2022-624

N

・

︵ 生活支援センター西／神奈川︶

４月

﹁夏みかん﹂

来年の卓上カレンダーの表紙は︑

復興を願って描かれた︑雄大な姿

の熊本城︒丁寧に描かれた画面か

ら︑その想いが伝わってきます︒

カレンダーは︑コマ面のバックを

ホワイトにリニューアル︒

予定が見やすく書き込めます︒

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

卓上カレンダー入賞作品

N
「あやめ」鳩原 匡

（ 千川作業所／東京）

（ ふくちゃん／福島）

︵ あゆみ舎／埼玉︶

８月

﹁夏に咲け﹂斎藤 元

７月

今治タオル認定番号 2022-625

９月

4 今治タオルブランド フェイスタオルセット
〈 ポテト 〉
〈 ドリームハウス 〉

¥1,980（税込）
素材/綿100% パイルジャカード サイズ:約34×80cm

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「夜空の花火」佐藤 良平

「サイのえ」原 雅広

（ 唐崎やよい作業所／滋賀）

（ あゆみ作業所／埼玉）

11月

10月

12月

COMMENT

2 卓上版｢はたらく仲間のうた」
●

カレンダー

¥1,100（税込）

サイズ:本体(180×155mm) 台紙(200×155mm)
表紙含む17枚 (ポストカード4枚付) リング製本

「秋のなかまたち」谷本 竜也

「小次郎とむさしの戦い」嶋田 一則

「まる まる」渡部 志帆

（ ひだまり／兵庫）

（ 八峰町地域活動支援センター さくら園／秋田）

（さくらの家／島根）

きょうされんの40周年記念映画「星に語りて〜
Starry Sky〜」の個人視聴用ＤＶＤが完成。
「星に語りて」本編に加えて、特典として、映画公
開直前の予告編映像と、映画制作の舞台裏を垣
間見ることができるメイキング映像を収録。小
冊子付き。2011年3月11日 東日本大震災、障害の
ある人、支援者の物語です。

POST CARD

「桜満開の熊本城」森澤 祐雅
（プレジャーワーク／熊本）

「バス」高橋 正浩

「お月見」千葉 祐子

「朝ズボン 夜ズボン 入手困難ズボン」
山谷 輝光
（ あかしあ障害者総合相談
支援センター／北海道）
︵ 加音西京極作業所／京都︶

2

﹁おに﹂辻村 健

︵ ドリーム第 ／東京︶

スケジュール帳入賞作品

﹁テンふじ﹂新妻 隆志

︻ スケジュール帳 ︼

来年のスケジュール帳は︑グラフィカルに描かれた

宇宙と飛行機の表紙︒手帳の中面は︑使いやすさに

こだわり︑たっぷりのメモと︑年齢早見表がついて

います︒

「桜島」山下 湧大

（ ワークプラザひまわりの家／鹿児島） （ リサイクル洗びんセンター／東京） （ 多機能型事業所そらまめ／栃木）

「張子の虎の大冒険」和島 拓弥

「クラゲのラインダンス」杉山 喜代子

（拓共同作業所／大阪）

（ おおぎの里／滋賀）

「なないろトンボ」勇 絵梨香

「かき」大平 敏樹

「へい ! いらっしゃい !」田中 秀侑

（きつつき第三作業所／広島）

（自由空間／福島）

（風の森／大阪）

「秋田犬の母と三兄弟の仔犬」
福永 晋介（夢・究塾明日葉／秋田）

（わいわい虹の村／熊本）

※本ＤＶＤは個人視聴用です。
ご家庭での個人の私的視聴に目的が限られます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

きょうされんふきんは、障害のある人の仕事・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、吸水性が
抜群です。また、パリッとしたふきんの糊は、安
心のため食用澱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
信をもっておすすめします。

¥750（税込）

¥1,250（税込）

3 「はたらく仲間のうた」
●
スケジュール帳

¥1,200（税込）

WI NTER GOODS CATALOG

¥5,000（税込）

7 きょうされんふきん 5枚入り

サイズ：195×135mm 80P
ビニールカバー付（B6サイズ）

02

本編116分+特典10分 片面二層
監督：松本動 脚本：山本おさむ

6 きょうされんふきん 3枚入り

COMMENT

「宇宙と飛行機」畠中 大輝

5 「星に語りて ~ Starry Sky ~」
●
個人視聴用DVD

素材 /レーヨン 100% サイズ / 約 34×30cm
「雑木並木」河野 香織

「お城」下小田 勇

「草原に住むやさしいヒョウ」木村 博

（ドリームクラブハウス／東京）

（あおぞら／京都）

（ 八峰町地域活動支援センター さくら園／秋田）

ふきんの縁のカラーは、何色が届くかお楽しみ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
WI NTER GOODS CATALOG
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17 柴犬まるとおさんぽカレンダー
●

サイズ:445×297mm 14枚

5

カレンダー

¥1,320（税込）

サイズ:364×257mm 12枚

S
N
S

18 ねこと生活 みかんとじろうさんち
●

サイズ:535×380mm 13枚

9 森へようこそ/村上康成
●

で大人気！ 匹の猫のカレンダー︒
このカレンダーだけに︑撮りおろした︑
新作写真が満載！

癒しの

アニマル
カレンダー

8 ニューライフカレンダー
●

¥1,000（税込）

世界中の人気者！表情豊かな
柴犬﹁まる﹂のカレンダー︒

おすすめ
カレンダー
祝祭日・六曜表記・二十四節季・生活の記念日・月の
満欠け︒国際女性デー・世界環境デーなど生活に
役立つ情報が満載です！

暮らしに 役 立 つ カ レ ン ダ ー 。
記入スペ ー ス た っ ぷ り ！ 前 の 月 が
保存でき る 、ス プ リ ン グ 製 本 で す 。

¥1,320（税込）

サイズ:535×380mm 13枚

10 大谷翔平カレンダー
●

¥1,760（税込）

¥2,750（税込）

サイズ:728×515mm 8枚
ENSKY/MLB

21 2023野鳥カレンダー
●

¥1,500（税込）

サイズ:520×360mm 13枚

19 コロコロマメシバ
●

20 子猫のマンチカン
●

¥1,430（税込）

¥1,430（税込）

サイズ:255(510)×360mm 28P

¥1,650（税込）

13 ムーンカレンダー
●

12 相田みつをカレンダー
●

¥1,760（税込）

¥1,760（税込）

サイズ:335×335mm 13枚
オリジナルステッカー付

サイズ:480×370mm 15枚

¥1,650（税込）

サイズ:450×297mm 13枚

15 家族み~んなの書き込みカレンダー
●

¥1,040（税込）

サイズ:536×382mm 14枚

16 ザ・トイレカレンダー
●

¥2,140（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。

04

WI NTER GOODS CATALOG

世代を超えて愛される、
エリック＝カールのカレンダー

22 エリック=カール 卓上カレンダー
●

¥1,210（税込）

サイズ:140×200mm 13枚

23 エリック=カール
●

ベストコレクション

¥1,620（税込）
サイズ:530×325mm 13枚

PAPER THEATER

SPY×FAMILYの
ペーパーシアター工
作 キ ッ ト 。簡 単 に 作
れ て 、出 来 た ら お 部
屋に飾っちゃおう！
〈ファミリー〉

〈おひるねアーニャ〉
SPY×FAMILY PAPER THEATER(ペーパーシアター)

24〈おひるねアーニャ PT-249〉 ●
25〈ファミリー PT-248〉
●

¥1,650（税込）

サイズ:H100×W80×D42mm(完成時)
セット内容:キットパーツ、組み立て説明書 材質:紙 難易度 5段階/3
※対象年齢15才以上 ©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

詳しい情報は
コチラ

コンパクトサイズで︑持ち運びでき︑
どこでもゲームが楽しめる!

14 歳時記カレンダー
●

紙で楽しむ映画の世界

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

サイズ:520×360mm 28P

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

11 死ぬまでに行きたい!世界の絶景(日本編)
●

サイズ:255(510)×360mm 28P

26 ポータブル 大富豪ゲーム
●

¥1,210（税込）

パッケージサイズ:幅110×高さ190×奥行40mm
セット内容: ゲームボード1枚 ルーレット1個 駒と旗(自転車1個、リムジン
1個、クルーザー1 個、ジェット1個、旗6本)×4色(赤・黄・緑・青)
お金(ドル)160枚 株券20枚、まさかのときの保険12枚、特ダネカード12枚、
沈没船の宝探しカード16枚 宇宙チケッ ト4枚 遊び方説明書1部

27 はやいぞ!でんしゃかるた
●

¥1,430（税込）

サイズ:310×210mm 55枚

WI NTER GOODS CATALOG
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KIDS CALENDAR
大人気アニメ﹁SPY×FAMILY﹂が
カレンダーで登場！

28 SPY×FAMILY カレンダー
●

¥1,980（税込）

大人にも人気のミッフィー。
落ち着いたカラーで使いやすいアイテムをセレクト。
みのある
あたたか
イ生地が
ロ
ュ
コーデ
。
おしゃれ

〈もちもちミッフィー〉
29 すみっコぐらしカレンダー
●

30 それいけ!アンパンマンカレンダー
●

¥1,540（税込）

¥1,540（税込）

サイズ:515×364mm 7枚

サイズ:515×364mm 7枚

※商品お届け時は圧縮された
真空パックの状態です。

〈もちもちウサギ〉

ミッフィー もちもちクッション
41〈もちもちミッフィー〉 ●
42〈もちもちウサギ〉
●

43 ミッフィー コーデュロイポーチ
●

44 ミッフィー コーデュロイ巾着バッグ
●

ミッフィー：高さ35×幅28×厚み12cm
素材/側生地:ポリエステル100% 詰め物:ポリエステル100%
うさぎ：高さ32×幅34×厚み12cm
素材/側生地:ポリエステル100% 詰め物:ポリエステル100%

角型ポーチサイズ:高さ11×幅16×奥行6cm
表生地/綿100% 中生地/ポリエステル 100%
刺繍糸/ポリエステル100% アップリケ部分/綿100%

巾着バッグサイズ:高さ40×幅44×奥行12cm
表生地/綿100% 中生地/ポリエステル 100% 刺繍糸/
ポリエステル100% アップリケ部分/綿100%

¥2,200（税込）

サイズ:594×420mm 7枚
©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

〈モーイ〉

¥1,320（税込）

〈モーイ〉

¥3,300（税込）

お買い物が「社会貢献」につながります。
〈柴犬〉
〈柴犬〉

31 デリシャスパーティ♡プリキュア
●

¥1,980（税込）

サイズ:594×420mm 7枚
©ＡＢＣ-Ａ・東映アニメーション

32 ワンピース カレンダー
●

〈トイプードル〉

33 バムとケロのカレンダー
●

¥1,980（税込）

¥1,320（税込）

サイズ:594×420mm 7枚

サイズ:230(460)×300mm 14枚 特製シール付

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

SDGsの10の項目「人や国の不平等をなくそ
う」、11の「住み続けられるまちづくりを」に
貢献しています。
「ワンダフルピース」は、補助犬のことを発信
し、みんなで理解を広げ応援する。補助犬と
ユーザーの「安らぎ」がパズルのように
「ひとかけら」
ずつ繋がるようにと願いを込めた
ブランドです。

ワンダフルピース フェイスタオル&バスタオルセット

45〈柴犬〉 ●
46〈トイプードル〉
●

¥1,430（税込）

素材/綿100% フェイスタオル(2枚組) プリント柄・ジャカード織 各1枚
サイズ:約34×80 cm バスタオル サイズ:約60×120cm ※抗菌防臭加工

丸眞株式会社は盲導犬支援に取り組んでいます。
※この商品の売り上げの一部は、
（社）盲導犬総合支援センターを通じ、
補助犬育成及び障がい者の社会参加の支援活動のために役立てられます。

34 呪術廻戦カレンダー
●

¥1,980（税込）

サイズ:515×364mm 12枚

35 鬼滅の刃 家族みんなの書き込みカレンダー
●
サイズ:515×364mm 12枚

¥1,760（税込）

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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

36 となりのトトロカレンダー
●

エコマーク
認定！

¥1,980（税込）

サイズ:515×364mm 13枚
© 1988 Studio Ghibli

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

映画となりのトトロの舞台のモデル
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。

特許素材のスーパーＺＥＲOを使った、今話題のタオル。
抜群の吸水力と乾きが速いのが特徴。

当
お弁 ！
サイズ

物干しや収納が省スペースでOK！
横幅がバスタオルの半分だから、
洗濯機の負担も減り、
物干しスペースも取りません。

たっぷりのマチが
あるので、コンビニ等
のお弁当もまっすぐ
入れられます！

ハンガー干しで
さらにゆとりが

37 ディズニー カレンダー
●

¥1,760（税込）

サイズ:609×351mm 13枚

© Disney
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38 くまのプーさん カレンダー
●

¥1,760（税込）

サイズ:445×420mm 13枚
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

39 はたらくくるま
●

¥1,650（税込）

サイズ:300(600)×300mm 28P

40 スーパー新幹線
●

¥1,650（税込）

サイズ:300(600)×300mm 28P

●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。

47 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
ゴムバンド留め付き

※写真はイメージです。
ピンクと白はお取り扱いがございません。

48 エアーかおる
●

ダディボーイ エニータイム（ブルー）

¥2,200（税込）

素材：綿100％

バスタオルの半分で
Ｗエコ商品︒

エコマーク認定番号：CU854805GRS-2020-00059986

サイズ：約34×120㎝

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