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このカタログに記載されている価格はすべて税込です。



コーヒードリップ
パック
丁寧にハンドピック、自家焙煎をおこなった１杯
出し用です。（ブラジルサントスno.2は力強い
苦みと深い味わいをもちチョコレートフレーバ
ーの甘い香りを放ちます）

価格：146円
▪原材料：コーヒー豆
▪材質：クラフト紙、アルミ
▪サイズ：（本体）12cm×10cm
▪ロット：10～100 個
パッケージのオーダーが可能

くるみボタンヘアゴム
ころころかわいい、くるみボタンヘアゴムです。
価格：132円
▪材質：布（綿、絹、化繊。生地により異な
ります）、くるみボタン（アルミニウム、ステ
ンレス鋼）、ゴム
▪サイズ：くるみボタン直径 2.2cm、
　リングゴム直径約 4㎝
▪ロット：20～50 個

コースター
カラフルな色合いの
コースターでテーブルを
個性的に演出。

価格：110円
▪材質：さをり糸：綿糸
▪サイズ：四角▶10cm×10cm
　丸▶直径約 11cm
▪ロット：10～100 枚
縦糸、横糸が重なり合って偶然に出来た色合
いを楽しんでください。様々な色合い、色の
組み合わせがあります。

アートポスト
カード
20種類の
絵柄があります。

京きなこ
体に優しい栄養満点のクッキー

価格：162円
▪原材料：小麦粉（国内製造）、きな粉、砂糖、ショートニング、
バター、卵、食塩（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
▪ロット：10～1000 個
きな粉たっぷりのホロホロクッキー。なめらかで香ばしい大豆
の風味豊かな京きな粉を使用。しっとりホロホロな柔らかい
口当たりが特徴です。程よい甘さときな粉の香ばしさがやみ
つきになること間違いなしの絶品です。

自家焙煎ドリップ
コーヒー
一粒ずつ厳選された焙煎したて
の美味しいコーヒーです。
価格：162円
▪原材料：コーヒー豆
▪材質：PE、PET（未晒クラフト）
▪サイズ：外装 10cm×13cm
▪ロット：10～200 個
手作業での徹底した生豆選別作業「ハンド
ピック」を施しています。良い豆だけを自家
焙煎し、焙煎後にもハンドピックを実施。新
鮮でクリアな、豆本来の美味しさを閉じ込
めたドリップパックです。

価格：165円
▪材質：画仙紙
▪サイズ：約 10 ㎝×15 ㎝
▪ロット：1～100 枚

貼り絵メッセージカード
点字のポツポツが残る貼り絵カード
価格：165円
▪材質：（本体）外紙：点字用紙の再生紙
　中紙：色上質紙（外装）ハトロン紙
▪サイズ：外装 15cm×11cm
▪ロット：15～ 60 枚
読み終わった点字用紙に着物の
ハギレでユニークな絵柄を表現。

はあと・フレンズ・ストアは、福祉施設の利用者さんが作った数々の製品の魅力を発信するセレ
クトショップです。ハンドメイドスイーツや雑貨、アート、手工芸品などの授産製品（ほっとはあ
と製品）を販売しています。
また、利用者さんの作品を活用し、福祉施設・企業・大学・市民ボランティア等との新しい連
携を進め、「支え合うまち・京都」を目指しています。
本冊子で、「ここにしかないほっと・はあと」を見つけていただけますと幸いです。

・SDGsに賛同した活動がしたい！

・啓発活動に使用したい！

・イベントグッズを作りたい！
・展示会で利用したい！
・セミナー・会社説明会で個性を出したい！

・オープンキャンパスでのコラボ商品として
・卒業記念に

・周年記念品として
・エコグッズを使用したい！
・企業 PR に使用したい！

などなど、使い方は無限大。

02 　ごあいさつ・目次・使用例など

03～０５ 　110 円～

05～０7 　220 円～

07～０9 　330 円～

10 　440 円～

11 　550 円～

11～12 　660 円～

13 　770 円～

14 　880 円～

 　セット＆ラッピングについて

15～17 　990 円～、1,100 円～

17 　3,300 円～、5,400 円

18 　オリジナル商品について

 　事業所一覧

19 　ご注文方法について

 　お問い合わせ先

ちょこっと
もらってうれしい
アイテム

110円～
ごあいさつ
はあと・フレンズ・ストア

使用例
こんなシーンにいかがですか？

目　次
価格順に並んでいます

アイコン
表示について

価格：302円
▪材質：（本体）紙（外装）手漉き和紙
▪サイズ：5cm×5cm
▪ロット：10 ～応相談

レインボーメモ
レインボーカラーのメモで心もうきうき！
手のひらにぴったりおさまる小さなメモ

本体やパッケージに名入れできます。
商品番号。お問い合わせの際にご利用ください。　

製造施設番号。
18ページの事業所一覧と
照らし合わせてください。

税込み価格です。
主に使用している素材。

本体のおおよそのサイズです。
ロットや納期は
お問い合わせください。

オリジナルデザインで作成できます。
エコに配慮した商品です。

H-2 N-21

H-3 N-03
名入れ オリジナル

H-5 N-19
名入れ オリジナル H-6 N-22

名入れ オリジナル

H-4 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-1 N-06
名入れ オリジナル 脱プラ

H-7 N-17
名入れ オリジナル 脱プラ

H-31 N-23

名入れ オリジナル 脱プラ
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ステンシルコースター
あじわい深いコースターであなたの暮らしに彩りを

価格：176円
▪材質：（本体）
　紙（外装）PP
▪サイズ：8.5cm×
　8.5cm
▪ロット：1～ 200 枚
京都の神社仏閣や舞
子、各季節の京野菜
など

柚子白みそクッキー ミセスメープル

黒豆しょこら

西京味噌と自家製柚子ピールを
練りこんだ口どけの良いクッキ
ーです。練り込んでいる柚子ジャ
ムは天然の柚子から収穫・加工し
ています。

ビタミン、ミネラルが豊富なオートミ
ール、押し麦やレーズンがたっぷり入
ったザクザク食感の香ばしい、風味豊
かなクッキーです。メープルシロップ
やバニラシュガーのコクのある甘さが
贅沢です。

香ばしく炒ったアントシアン豊富な黒
豆を、ココアをたっぷり練り込んだ生
地に閉じ込めた濃厚なチョコレートク
ッキー。甘さ控えめにし、カカオのビタ
ー感を引き立てました。

価格：194円（8枚入り）
▪原材料：小麦粉（国内製造）、ショ
ートニング、砂糖、柚子、卵、白味噌、
食塩（一部に小麦・卵・大豆を含む）
（外装）PP
▪サイズ：21cm× 5cm
　（スティック状）
▪ロット：10～ 1000 個

価格：194円（8枚入り）
▪原材料：小麦粉（国内製造）、バター、オー
トミール、レーズン、きび砂糖、ショートニ
ング、メープルシロップ、押し麦、バニラ／
膨張剤（一部に小麦・乳成分を含む）（外
装）PP
▪サイズ：21cm×5cm
　（スティック状）
▪ロット：10～1000 個

価格：194円（8枚入り）
▪原材料：小麦粉（国内製造）、砂糖、バタ
ー、チョコレート、黒豆、ショートニング、コ
コアパウダー、卵、はちみつ、食塩／膨張
剤、香料（一部に小麦・乳成分、大豆を含
む）（外装）PP
▪サイズ：21 cm×5cm
　（スティック状）
▪ロット：10～ 1000 個

ステンシルハガキ
絵の具を重ねてぽんぽんぽん
♪版を重ねるステンシル！！

価格：176円
▪材質：（本体）紙（外装）PP
▪サイズ：10cm×14.8cm
▪ロット：1～ 200 枚
観光名所の柄では四季折々のバー
ジョンを用意しており、全てそろえる
のも楽しみ方の一つです！！
利用者がデザインしたものもあります。お問い合わせください。

価格：220円
▪材質：（本体）洋紙・トレーシングペ
ーパー
　（外装）OPP 袋
▪サイズ：外装縦 14cm×横 6cm
▪ロット：1～100 枚
ウォンバットがモチーフのキャラクター
が色々な下着と服装で和ませてくれま
す。カードを引き出す時のわくわくと驚
きは、贈る人も貰う人もたまりません。

動物パーティー
バターをたっぷり練り込んだ無
添加のアイスボックスクッキー。
オールバターで作っているので、
非常に風味がよく、さっくりした
食感に仕上がっています。顔は１
つ１つ丁寧に心を込めて描いて
いますので、同じものはありませ
ん。耳には押し麦を使用。

価格：216円（3枚入り）
▪原材料名：小麦粉（国内製造）、バター、
砂糖、アーモンドパウダー、卵、ココアパウ
ダー、押し麦（一部に小麦・卵・乳成分、
アーモンドを含む）（外装）PP
▪サイズ：（本体）縦 18cm×横 6cm
▪ロット：10～1000 個

きせかえカード
おしゃれなウォンバットのきせかえ
カードです。

和雑貨（水引きポチ袋）
ちょこっと　水引きぽち袋
価格：220円
▪ロット：10～50 個
カラフルな水引きで飾ったかわいいぽち袋です。お年玉にはもちろん、ちょっとしたお小
遣いやお心遣いにも。ひとつひとつ丁寧に作っています。豊富な色の水引きの中から３
色を選んで作っています。
色いろ組み合わせが楽しいぽち袋です。

やさいのまぐねっと
思わず二度見する磁石！
野菜が１０種類あります。

ポストカード
山本太郎「おじいさんシリーズ」
新村晋之介 「落とした100万円を拾う人」　　　　　　　　　
　　　　　　　　価格：220円
▪材質：（本体）紙（外装）プラ
▪サイズ：本体 10cm×14.8cm▪ロット：10～100 枚
暮らしランプメンバーによるポップでキャッチーなイラストが可愛い
ポストカードになりました。

価格：220円
▪材質：（本体）ポリスチレン
（外装）ネオジム磁石
▪サイズ：外装 10cm×7cm
▪ロット：100～ 1000 枚
小さいですが、存在感がある。

▪サイズ：9cm× 6cm
16 枚入り 324円         

▪サイズ：9cm× 6cm
16 枚入り 324円

▪サイズ：9cm× 6cm
16 枚入り 324円

個性派ぞろいの仲間たち

220円～

オレンジ、イエロー、グリーン、
ベージュなど、顔も７種類。

点字でありがとう
カード
「ありがとう」の気持ち「点字」で
伝えてみませんか？

苺いちえ
体に優しい無添加のクッキー

価格：183円（10個入り）
▪原材料：卵白（国産）、砂糖、コ
コナッツ、スキムミルク、苺パウ
ダー、コーンスターチ、乾燥卵白
（一部に卵、乳成分を含む）
▪ロット：10～1000 個
イチゴ味とココナッツのメレンゲ。
ホワイトとピンクのコントラストが
愛らしいとんがり帽子の形です。口
の中へ入れたとたんに「シュワ～」
っと溶けちゃう軽い口当たりと甘
さ控えめに仕上げました。

H-19 N-02

H-16 N-03

名入れ オリジナル

H-10 N-08
脱プラ

メッセージカード
お花の小さなメッセージカードです。

価格：198円
▪材質：（本体）和紙（外装）OPP 袋
▪サイズ：外装 6.4 ㎝×8.4 ㎝▪ロット：1～ 100
「HAPPY BIRTHDAY」と「THANK YOU」
の 2種類があります。

H-15 N-19
名入れ オリジナル

H-17 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-20 N-04
脱プラ

H-18 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-8 N-17
名入れ オリジナル 脱プラ

H-11 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-12 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-13 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-14 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-9 N-08
オリジナル 脱プラ

価格：165円
▪材質：（本体）色上質紙（外装）点字用紙
の再生紙
▪サイズ：縦 7.5cm×横 9cm（広げた時：縦 15cm）
　外装縦 12cm×横 10.5cm▪ロット：20～80
「ありがとう」と点字の印刷を施しております。
用紙はオフセット部門で作成する冊子の表紙の残りなどを
利用しています。
外袋は読み終わった点字用紙を再利用しました。こちらに
は点字の点が少し残っており、手触りも楽しんでいただけ
ます。点字を身近に触ってください。

大豆コースター
大豆がほほ笑むコースター

価格：220円
▪材質：（本体）洗えるフェルト：ポリエステル、
刺繍糸：コットン（外装）PP袋（台紙）紙
▪サイズ：（本体）φ9cm
（外装）10.5 ㎝×10.5 ㎝
▪ロット：50～100

H-21 N-02
名入れ

からだ
に

優しい
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オリジナルデザインOK

大きめサイズも
あって便利！

価格：302円
▪材質：（本体）紙（外装）手漉き和紙
▪サイズ：（本体）5cm×5cm
▪ロット：10～応相談
帯はオリジナルデザイン可能。
メッセージや社名など名入れOK。
（デザイン費は別途必要です）

お弁当ぽち（通常サイズ）
お弁当型のぽち袋です。

価格：330円
▪材質：（本体）和紙（外装）OPP 袋
▪サイズ：約 6.4 ㎝×9.4 ㎝
▪ロット：1～ 100
「大きめサイズ」（400 円・約 7.8 ㎝
×11.8 ㎝）もあります。

たこぽち（通常サイズ）
ゆる～い、たこのぽち袋です。

価格：330円
▪材質：（本体）和紙（外装）OPP 袋
▪サイズ：約 6.2 ㎝×9.3 ㎝
▪ロット：1～ 100
「大きめサイズ」（400 円・約 7.8 ㎝
×11.8 ㎝）もあります。

スノーボール（6個入り）
価格：270円
▪原材料： 小麦粉（北海
道産）、バター、アーモ
ンドプードル、砂糖、黒
ゴマ、塩（外装）PP
▪サイズ：8cm×8cm
▪ロット：8～ 100 袋

メッセージカード
オリジナルのメッセージを
オリジナルのメッセージカードに載せて！！
価格：220円
▪材質：（本体）紙（外装）紙（封筒）
▪サイズ：8㎝×10.5 ㎝
▪ロット：12～(12 枚ロットにて）
「絵と音」メンバーによる原画をもとに作成を始
めました。リクエストにより「日付」「場所」「○○
より△△を込めて」等のメッセージを裏面に入
れて受注もいただけます。　　

心を込めて贈る
おすすめ商品

330円～

水着生地マスク
(裏地綿１００%タイプ）
手軽に使って手軽に洗濯

価格：249円
▪表は水着用生地（ポリエステル）を使用。
　裏地は綿１００％。色は白のみ。
▪サイズ：（本体）縦 13.5cm×横 22cm
▪ロット：5袋～10 袋

H-23 N-18

H-35 N-19
名入れ オリジナル

H-36 N-19
名入れ オリジナル

リバーシブルぽち
和POPぽち袋です。

価格：330円
▪材質：（本体）和紙（外装）OPP 袋
▪サイズ：約 6.4 ㎝×9.3 ㎝
▪ロット：1～ 100
「おもち」「コップ」「りんご」の 3種類

H-37 N-19
名入れ オリジナル

H-22 N-10
名入れ オリジナル 脱プラ

価格：300円
▪材質：綿・絹・麻・ウール・化繊等
▪サイズ：（本体）縦 10 ㎝×横 10 ㎝
▪ロット：３個～ 50 個
在庫から生地をお選びいただけます。

手織生地コースター
使い方いろいろのコースター

H-29 N-07
脱プラ

エチケットマスク(布マスク）
何度も使えるエコマスク

価格：300円
▪材質：（本体）本体：綿 100％（外装）PP
▪サイズ：（本体）縦 14 ㎝×横 14 ㎝
▪ロット：30 枚～ 50 枚
綿素材を使用しますが、その時々により柄（生地）
は異なります。

H-30 N-13
脱プラ

レインボーメモ
レインボーカラーのメモで心
もうきうき！手のひらにぴった
りおさまる小さなメモ

H-31 N-23
名入れ オリジナル 脱プラ

きゃらめるりんごの
パウンドケーキ
価格：270円（１個）
▪原材料：卵（国産）、小麦粉、バター、
キビ砂糖、レーズン、リンゴ、ショー
トニング、アーモンドパウダー、ハチ
ミツ、ラム酒、バニラビーンズ／膨張
剤　（一部に小麦・卵・乳成分・り
んご・アーモンドを含む）（外装）PP
▪サイズ：10cm×6cm
▪ロット：10～ 1000 個

H-24 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

H-26 N-09
オリジナル

ティータイムのお供にいかがですか。

ゆずちゃんの
パウンドケーキ

価格：270円（１個）
▪原材料：小麦粉（国内製造）、柚子、
卵、砂糖、バター、ハチミツ、ショー
トニング、アーモンドパウダー、柚
子酒／膨張剤・トレハロース（一
部に小麦・卵・乳成分・アーモ
ンド含む）（外装）PP
▪サイズ：10cm×6cm
▪ロット：10～ 1000 個

H-25 N-19
名入れ オリジナル 脱プラ

ティータイムのお供にいかがですか。

サクサク、ホロホロ黒ごまたっぷり

チョコチップ
クッキー

価格：324円
▪原材料：小麦粉、バター、アーモンド
プードル、粉糖、砂糖、カカオマス、カ
カオバター、ブドウ糖、ココアパウダ
ー、塩 / 乳化剤（大豆由来）、香料（一
部に小麦・乳成分・アーモンド・大
豆を含む）（外装）PP
▪サイズ：8cm×10cm×奥行き5cm
▪ロット：8～ 100 袋

H-33 N-16

甘さひかえめ、
軽い口溶けの
チョコチップクッキー

スノーボール
クッキー
（7個入り）

価格：324円
▪原材料：【オレンジ風味ココア】バター、
小麦粉、アーモンドプードル、粉糖、ココ
ア、オレンジピール、コアントロー、塩（一
部に小麦・乳成分・アーモンド・オレ
ンジを含む）【黒ごま】小麦粉、バター、ア
ーモンドプードル、粉糖、黒胡麻、塩（一
部に小麦・乳成分・アーモンド・ごま
を含む）（外装）PP
▪サイズ：8cm×10cm×奥行き5cm
▪ロット：8～ 100 袋

H-34 N-16

卵不使用のホロホロと
とろけるような食感のクッキー。
「オレンジ風味ココア」と
「黒ごま」の２種類。

ぼうる（アソート）
ティータイムにぴったり。
色々なお味のクッキーが
楽しめます。

価格：324円
▪原材料：小麦粉、バター、
アーモンドプードル、粉
糖、卵黄、ココア、くるみ、
大豆、オレンジピール、レーズン、黒ごま、ラム
酒、コアントロー、はちみつ、水あめ、塩 / 香料
（一部に卵・小麦・乳成分・アーモンド・大豆・
ごま・オレンジ・くるみを含む）（外装）PP
▪サイズ：8cm×10cm×奥行き5cm
▪ロット：8～ 100 袋

H-32 N-16

一筆箋
点字用紙だった。。。一筆箋

価格：275円
▪材質：（本体）紙（外装）PP袋
▪サイズ：17.5cm×8cm
厚み 0.4cm▪ロット：15 冊～ 60 冊
書式：横書き　柄：３種類

H-28 N-17
名入れ オリジナル 脱プラ

貼り絵袋
（3枚一組）大・小
生まれ変わり。。。封筒

価格：275円
▪材質：（本体）紙・古布（外装）ひも
▪サイズ：（大）縦 18cm×10ｃｍ
　（小）9.6cm×6.4cm
▪ロット：10セット～ 50 セット
季節感のある柄です。

H-27 N-17
脱プラ
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オリジナルデザインOK

クリアブックマーク
（２枚セット）
本を開くたびに、ほっと和めるブックマーク

価格：330円
▪材質：（本体）ポリエステルフィルム、紐：
ポリエステル、ポリウレタン
　（外装）PP袋　台紙：紙
▪サイズ：9㎝×4㎝
▪ロット：100 枚～900 枚
人、動物、楽器、幾何学模様など30 種以上

クリアファイル
やっほぅ‼メンバーのかわいくてクスッとでき
るイラストがポイントのクリアファイル。

価格：330円
▪材質：（本体）ポリプロピレン（外装）PP袋
▪サイズ：A4、A5 サイズなど
▪ロット：1枚～、新規柄は 200 枚～
A4 サイズ / 白くま、パンダ、ペンギン
A5サイズ / ロンドン・ロンドンバス・海の生き物
その他アトリエやっほぅ‼作品から選ぶ事も可能です。

ポチ袋(3袋入り）
やっほぅ‼メンバーのかわいくてクスッと
できるイラストがポイントのポチ袋。

価格：330円
▪材質：（本体）紙（外袋）紙
▪サイズ：6.4cm×9.7cm+2cm
▪ロット：100 枚～上限なし
ちょっとした心遣いをおくるのにぴったりな
ポチ袋です。発注数 800 以上で、風合いの
よい和紙での作成も可能。
包装には紙の帯を巻く予定です。

画像は過去に制作したもので、
イラスト内容・包装は実際と
は異なります。ご相談可。

カードケース
着物地で作った　エコでレトロな
カードケース

価格：374円
▪材質：（本体）絹・綿・ウール・化繊
（外袋）PP袋（脱プラパッケージ検討中）
▪サイズ：10.5cm×7cm
▪ロット：1～100
添えるカードの文字やロゴをオリジナル可能

太郎さんステッカー
一枚ずつ手書きで描いた太郎さんオリ
ジナルステッカー。一枚ずつ違う種類
のシールが五枚組セットに。外装も凝っ
たデザインになっています。
価格：385円
▪材質：（本体）シール
（外袋）トレーシングペーパー
▪サイズ：30cm×5cm
▪ロット：1～30

缶バッヂ
缶バッジ専門店「バッジマンネット」製の缶バッジマ
シンを使っています。安全ピンとクリップ付きで多様
な装着の仕方が可能。（マグネットも可）

価格：385円
▪材質：（本体）金属（スチール）（外袋）チャック付き小袋（ビ
ニール透明袋）
▪サイズ：直径 4.4cm▪ロット：5個～
缶バッジのオリジナル作成のデザインソースは持ち込み画
像も可・絵と音の原画の上にメッセージの印字も可能

季節の絵はがきセット
個性溢れる絵はがきたち
価格：330円
▪材質：マット調ホワイトスーパーファイン
▪ロット：1～ 200 組
絵はがき3枚組　季節や京都の行事など、
ご依頼者様の意向に合わせて取り合わせます

ミックスクッキー
色々なお味が楽しめるバタークッキー

価格：378円
▪原材料：小麦粉（北海道産）、バター、卵、
砂糖、レーズン、黒ゴマ、チョコチップ（カ
カオマス、カカオバター、ブドウ糖 /乳化
剤（大豆由来）、香料）、コーンフレーク（コ
ーングリッツ、水あめ、モルトエキス）、コ
コアパウダー、抹茶、紅茶、塩（外装）PP
▪サイズ：8cm×5cm×奥行き９cm
▪ロット：8～ 100 個

にゃんこクッキー
価格：432円（6枚入り）
▪原材料：小麦粉（国内製造）、バター、
砂糖、アーモンドパウダー、きな粉、
卵、ココアパウダー、香料（一部に小
麦・乳成分・卵・大豆・アーモン
ド含む）（外装）PP
▪サイズ：12cm×15cm
▪ロット：10 袋～ 1000 袋
ご希望のメッセージやお顔などをクッ
キーに書き込めます。

特別なシーンで
記憶に残る贈り物

440円～

2 個入り：660円
▪紙箱入りも可能です。（箱代別途）

H-46 N-09

H-48 N-10

H-45 N-03

H-47 N-19

H-39 N-02
名入れ オリジナル

H-40 N-11
名入れ オリジナル

名入れ オリジナル

H-42 N-11
名入れ オリジナル 脱プラ

名入れ 脱プラ

名入れ オリジナル 脱プラ
H-44 N-17

名入れ オリジナル 脱プラ

にほひとりますえ（1個入り）
「おかえりやす、にほひとりますえ」

価格：330円
▪材質：（本体）布、紐、竹炭（外装）窓付
き紙袋　窓部分OPPシート（OPP なし
袋への変更可）
▪サイズ：縦 10cm× 横 12cm、マチ幅
6cm
▪ロット：1個～ 600 個
足袋型２個入り（1足用）と、縦長型１個
入りの２パターンがあります。どちらも、ご
依頼者様のご意向に合わせた生地で製
作することが可能です。

H-38 N-18
名入れ 脱プラ

バターたっぷりの無添加クッキー

みやこ杣木のコースター
京都市内産の間伐材を使ったコースターで
す。事業所の利用者さんが１枚１枚丁寧に、
やすりがけをし、梱包まで責任を持って仕

上げます。社名、ロゴ、電話番号、QR
コードをデザインすることも可
能。カラー印刷も対応。（デザイ
ン費は別途要）

価格：341円～
▪材質：（本体）間伐材（外装）
紙袋等
▪サイズ：直径８cm円形等
▪ロット：10 枚～上限なし

名入れ オリジナル 脱プラ
H-43 N-23

そまぎ

H-41 N-18
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アクセ
サリー

トレー
にも

使えま
す

いろんな
マスク
あります

ハートのコースター
インテリアにもなるハートのコースター。

くるみボタンヘアゴム
手織りのオリジナル生地。他にはどこにもない。

お花のコースター
インテリアにもなるお花のコースター。

価格：500円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・
　ウール・化繊等
▪サイズ：9cm×10cm
▪ロット：3個～50 個
シロ・ピンク・ブルー・イエ
ロー・ブラウン・クロ等　　
柄：無地・縦縞・格子

価格：500円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・
　ウール・化繊等
▪サイズ：9cm×10cm
▪ロット：3個～50 個
シロ・ピンク・ブルー・イエ
ロー・ブラウン・クロ等　　
柄：無地・縦縞・格子

価格：500円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・ウール・化繊等▪サイズ：直径４cm
▪ロット：10 個～100 個
シロ・ピンク・ブルー・イエロー・ブラウン・クロ等
柄：無地・縦縞・格子

リバーシブル布マスク
中サイズ
両面使えるリバーシブルマスク。男女
兼用で大きさも選んでいただけます。

価格：495円
▪材質：（本体）綿、絹、化繊。
素材は生地により異なりま
す。（外袋）PP袋
▪サイズ：
12cm×21.5cm
▪ロット：15～50
生地により、色柄の
バリエーションあり マスクケース

留め具、かけ紐付きです。
お気に入りのマスクを入
れてお使いください。

リバーシブル布マスク
大サイズ
両面使えるリバーシブルマスク。男女兼
用で大きさも選んでいただけます。

価格：550円
▪材質：（本体）綿、絹、化繊。
素材は生地により異なりま
す。（外袋）PP袋
▪サイズ：13cm×23.5cm
▪ロット：15～50
生地により、色柄のバリエー
ションあり

価格：605円
▪材質：（本体）綿、絹、化繊。本体は生地
により素材が異なります。留め具はプ
ラスチックボタンです。（外袋）PP袋
▪サイズ：縦約 30 ㎝、横約 12 ㎝。かけ
紐約 8㎝
▪ロット：15～50
生地により、色柄のバリエーションあり。

フラワーブローチ
自分へのご褒美、お花をプレゼント！
価格：650円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・ウール・化繊等
　（金具）真鍮
▪サイズ：5.5 ㎝×5㎝
▪ロット：3個～50 個
（色）シロ・ピンク・ブルー・イエロー・ブラウン・
クロ等（柄）無地・縦縞・格子

フェイクフードのチャーム
目玉焼き、スイーツ、
パン各種に倣ったものなど

価格：440円
▪材質：（本体）樹脂粘土＋
金具（外袋）PP（台紙）紙▪サ
イズ：10mm～最長 27mｍ
ぐらい
▪ロット：1～50

千鳥皿
可愛い千鳥型の小皿
価格：660円
▪材質：陶器（混合土）　　
釉薬（黒天目釉・白萩釉）
▪サイズ：10.5cm×7cm
▪ロット：10～100

価格：600円
▪材質：（本体）羊毛・合成繊維（留具）真鍮・スチール・
ポリエステル
　（外袋）なし
▪サイズ：直径３cm×厚み 2.5cm
▪ロット：5個～100 個
カラーバリエーション
（たまちゃん）白・黒・茶・グレー
（たろう）黒・茶
「ブローチピン」「ストラップ」「マグネット」タイプあり。

画像のイラストはイメ
ージです。実物とは異
なる場合があります。
ご相談可

立体折りマスク
和柄や洋柄のお洒落な
立体折りマスク
価格：660円
▪材質：綿　100％（外袋）
PP袋
▪サイズ：20cm×14cm
▪ロット：10 個～100 個

ほっこりなごむ楽しい商品

550円～

素材にこだわった商品

660円～

H-51 N-15

H-58 N-21
名入れ オリジナル

H-60 N-21
名入れ オリジナル

H-52 N-21
名入れ オリジナル

H-54 N-07
脱プラ

H-53 N-07
脱プラ

H-55 N-07
脱プラ

たろう
柴犬「たろう」が、あ
なたのそばにいて
守ってくれます。

オリジナル 脱プラ
H-59 N-05

たまちゃん
猫だけど、あなたと似
ている「たまちゃん」が
います。

オリジナル 脱プラ
H-57 N-05

脱プラ
H-61 N-07

脱プラ
H-62 N-07

脱プラ
H-63 N-04

かぼちゃの
歯ブラシ立て
洗面所に
可愛いかぼちゃの歯ブラシ立て
価格：550円
▪材質：（本体）陶器（混合土）、
釉薬（色釉）（外袋）PP袋
▪サ イ ズ：5cm×5cm×3.5cm
▪ロット：10 個～100 個
桃色・空色・橙色・緑色・黄色

名入れ オリジナル 脱プラ
H-56 N-07

キーホルダー
かわいいキーホルダーで
鍵の紛失ゼロ！

価格：440円
▪材質：（本体）さをり糸（キ
ーホルダー本体）アクリル
（プラグパーツ）ナスカンタ
イプ（外袋）PP袋
▪サイズ：直径 48mm
▪ロット：10～200

名入れ オリジナル 脱プラ
H-49 N-06

メモ帳
やっほぅ‼メンバーのかわいくてクスッ
とできるイラストがポイントのメモ帳。
本文にもイラストあり

価格：440円
▪材質：（本体）紙
　（外袋）紙
▪サイズ：9.1cm×12.8cm
▪ロット：100～上限なし
柄違い 2タイプ

名入れ オリジナル 脱プラ
H-50 N-11
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価格：660円
▪材質：（本体）ポリエステル
　（ポケット）シルク
▪サイズ：縦型 45cm×40cm×
マ チ 12.5cm、横 型 40 ㎝ ×
46.5cm× マチ 11.5cm（外袋）
PP▪ロット：10～制限なし

エコバッグ本体の色は選べませ
ん。ポケット部分は色々な色、柄が
出来ます。

ポケット付
エコバッグ
（縦型・横型）
シルクのポケットがオシャレ！！

DOG＆CATシリーズ
巾着袋
おでかけはお気に入りのペットと、いつも一緒！
価格：660円
▪材質：（本体）綿 100％▪サイズ：17.5cm×26cm
▪ロット：10～500
同シリーズで犬猫イラスト数種あり

花ふきん
ほのぼのとした可愛さと季節をお届けします。

価格：770円
▪材質：（本体）綿（外装）麻紐・紙シール※紙包装可能
▪サイズ：34cmｘ32cm▪ロット：10～100 枚
祇園祭、桜、アジサイ、クリスマス、動物等
2枚、3枚のセットにすることもできます。

タオルハンカチ
やっほぅ‼メンバーのかわいくてク
スッとできるイラストがポイントの
今治タオルハンカチ
価格：660円
▪材質：（本体）綿
▪サイズ：20cm×20 ㎝
▪ロット：500～上限なし
４色程度

歯車ピンバッジ
運命が回りだす歯車ピンバッジ

価格：660円
▪材質：（本体）ステンレス
（外装）紙、PP
▪サイズ：3.4cm×2.5cm×
高さ1.3cm
▪ロット：1～50

ガラスアクセサリー
（ピアス・イヤリング・ヘアゴム）
ステンドグラス制作で使うガラス
（主にドイツ製）を使用。ピアスの
金具はチタン製、樹脂製のものが
ある。

価格：660円
　　～1,320円
▪材質：（本体）ガラス（外装）紙製、
台紙に装着
▪サイズ：色々▪ロット：10 個～
500 個
各々手作りのため唯一無二の商品。

ネコ小皿
ネコの形の小皿　コイントレー・
アクセサリートレーとしても！
価格：770円
▪材質：（本体）陶器（混合土）
　釉薬（白マット・黒マット）
▪サイズ：9cmｘ9.5cm×高さ3.5cm
▪ロット：10～100 枚

壁掛け一輪挿し（小）
お部屋にお花を！壁にかけて使う
小さな一輪挿し
価格：770円
▪材質：（本体）陶器（信楽赤土）釉薬（白萩・黒天目）
▪サイズ：4cmｘ3cm×高さ10.5cm▪ロット：10～１00

リボンヘアゴム
女性のあこがれ、リボン。
さりげない可愛らしさを演出。

価格：800円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・ウール・化繊等
▪サイズ：7cmｘ5cm×厚み 2.5 ㎝
▪ロット：3～50
色柄いろいろ

ネコブローチ
お洋服やバックの
ワンポイントに！

価格：800円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・ウール・
化繊等　金具：真鍮
▪サイズ：6.5 ㎝ ×6 ㎝ × 厚み
2.5 ㎝
▪ロット：3～50
色柄いろいろ

燻製京だし醤油
イブリデイ
京都老舗醤油の「感動のTKG」
桜の薫りの燻製京だし醤油イブリデイ
価格：各 800円
▪材質：燻製醤油、容器（ガラス、
プラスチック）
▪サイズ：100ml
▪ロット：15～90
燻製京だし醤油（黒）と燻製京白だ
し醤油（白）の２種類展開。

画像は過去に制作した
もので、刺繍イラストは
画像とは異なります。ご
相談可

カラー 2パターンあり

いつも身近に
あって欲しい
アイテム

770円～

H-67 N-15

H-78 N-07

H-76 N-07
脱プラ

H-77 N-07
脱プラ

オリジナル 脱プラ
H-70 N-04

名入れ オリジナル 脱プラ
H-64 N-14

カメのペン立て
カラフルなカメの形のペン・
カード立て
価格：660円
▪材質：（本体）陶器（混合
土）、釉薬（色釉）
▪サ イズ：5.5cm×7.5cm×
高さ4.5cm
▪ロット：10～100
桃色・空色・橙色・黄色

名入れ オリジナル 脱プラ
H-66 N-07

名入れ オリジナル 脱プラ
H-68 N-11

ファスナー付きポーチ
世界に一つだけのオリジナル商品。
ファスナー付きで使い勝手抜群！

価格：660円
▪材質：（本体）さをり糸、接着芯、ファ
スナー（外装）PP袋
▪サイズ：9cm×16cm×高さ4.5cm
▪ロット：10 個～50 個
利用者が好きな糸を選んで織った布
で作っているので、カラーや柄はまち
まちで、同じものはありません。

名入れ オリジナル 脱プラ
H-69 N-06

名入れ オリジナル 脱プラ
脱プラH-65 N-01

花ふきん
小花をあしらったかわいい花
ふきんで生活に彩りをプラス

価格：770円
▪材質：（本体）綿（外装）麻紐・紙シール※紙包装可能
▪サイズ：32cmｘ32cm▪ロット：10～100 枚
ラベンダー、バラ、ミモザなど
①複数セット注文可②花ふきんとクッキーとのセット注文可
③イベントに合わせたラッピングなどのご要望も承ります。

脱プラ
H-71 N-16

名入れ オリジナル 脱プラ
H-73 N-07

エコバック
やっほぅ‼メンバーのかわいくてクスッと
できるイラストがポイントのエコバック

価格：770円
▪材質：（本体）綿
▪サイズ：37cmｘ36cm×マチ 11cm
▪ロット：1～50以上応相談

名入れ オリジナル 脱プラ
H-74 N-11

名入れ オリジナル 脱プラ
H-75 N-07

H-72 N-09
オリジナル
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花ふきん
京都らしいお土産品として大人気！

価格：880円
▪材質：（本体）綿（外装）トレーシングペーパー
※個包装は包装紙にて対応可
▪サイズ：32cmｘ32cm▪ロット：10～100 枚
祇園祭
※①複数セット注文可②花ふきんとクッキーと
のセット注文可③イベントに合わせたラッピン
グなどのご要望も承ります。

DOG＆CATシリーズ
キャンバストートバッグ
おでかけはお気に入りのペットと、
いつも一緒！
価格：880円
▪材質：（本体）綿 100％キャンバス地
▪サイズ：36cm×37cm×11cm・10ℓ
持ち手 2.5cm×47 ㎝▪ロット：10～500 枚
同シリーズで犬猫イラスト数種あり

ネコプレート
ネコの形のお皿。菓子皿にピッタリ！
価格：990円
▪材質：（本体）陶器（混合土）釉薬（白
マット・黒マット）
▪サイズ：16cm×12.5cm×高さ3cm
▪ロット：10～100

壁掛け一輪挿し（大）
お部屋にお花を！
壁にかけて使う一輪挿し

ねりこみ箸置き２個セット
（丸、三角）
高度な技法で製作されているにも関わらず、
他ではみられないリーズナブルな価格です。

価格：各 1,100円
▪材質：（本体）陶器（外装）紙箱
▪サイズ：（丸）直径 4.5cm×高さ1.2cm（三角）
3cm×1.2cm×高さ1.5mm
▪ロット：20～200（丸）～100（三角）
ベージュ系　波、ヘリンボーンのセットです。

5 個セット（丸）：各 2,750円
のし、包装等対応

ネコティッシュケース
いろんな顔があって楽しい！お気に入
りを見つけて！

価格：900円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・ウール・化繊等
▪サイズ：12.5cm×9cm×厚さ1.5cm（ポケッ
トティッシュを含む）▪ロット：3～50 個
色：シロ・ピンク・ブルー・イエロー・ブラウン・
クロ等 /柄：無地・縦縞・格子

ネコ
キーホルダー
一緒に連れて歩こう！
価格：900円
▪材質：（本体）綿・絹・麻・ウール・化繊等
▪サイズ：6.5cm×6cm×厚さ2.5cm
▪ロット：3～50 個
色：シロ・ピンク・ブルー・イエロー・ブラウン・
クロ等 /柄：無地・縦縞・格子

マスクケース
マスクをスマート収納
価格：880円
▪材質：（本体）綿 100％（外装）PP
▪サイズ：26cm×13.5cm
▪ロット：1～50 枚
デニム、濃紺、裏地は 3、4色

水引き あわじ結びの
アクセサリー（ピアス・イヤリング）
ポップな水引きアクセサリー
価格：1,100円
▪材質：（本体）レーヨン （留具）金属（金メッキ）
▪サイズ：5cm×2cm▪ロット：10～50 個

キャンバスポーチ
やっほぅ‼メンバーのかわいく
てクスッとできるイラストがポイ
ントの船底ポーチ

セット＆ラッピング
プレゼント・記念品など、ご予算に合わせていろいろ詰め合わせできます。
お菓子のセット、雑貨のセット、もちろんお菓子＆雑貨のセットも可能です。

価格：1,100円
▪材質：（本体）綿
▪サイズ：20cm×12cm×マチ 5.5cm
▪ロット：50～上限なし

植木鉢+鉢皿set
一点一点指先の感覚だけで色塗りを行っ
た植木鉢、鉢皿です。絵の具が鉢の表面
で混ざり合い複雑な色彩の重なりをみせ
てくれます。手作業の為全て一点物です。
価格：880円~
▪材質：陶器
全て手作業のためデザインや色、形が写真と異
なる場合があります。

ミニ880円
小 1,320円 中 1,320円 大 2,200円

キャラメル型
ペンケース
小ぶりでも意外と入るペンケース

価格：1,300円
▪材質：綿・絹・麻・
ウール・化繊等
▪サイズ：5cm×19cm×マチ 4cm
▪ロット：3～50            
色：シロ・ピンク・ブルー・イエロー・ブラウン・クロ等
柄：無地・縦縞・格子

画像のイラストはイメージです

手づくりならではの
おすすめ商品

880円～
バリエーション
【ミニ】高さ5.2cm×幅 5.8cm
【小】高さ6cm×幅 7cm
【中】高さ7cm×幅 8cm
【大】高さ11cm×幅 12.5cm
▪ロット：1～5個

こだわりの一品

990円～

かわいさ、いろいろ

1100円～価格：990円
▪材質：（本体）陶器（信楽赤土）、
釉薬（白萩・黒天目）
▪サイズ：8cm×9.5cm× 奥行
き3.5cm
▪ロット：10～100

H-79 N-03

H-80 N-16
脱プラ

H-83 N-15
脱プラ

H-82 N-07
脱プラ

H-88 N-04
脱プラ

H-87 N-07
脱プラ

H-84 N-07
脱プラ

名入れ オリジナル 脱プラ
H-81 N-01

名入れ オリジナル 脱プラ
H-86 N-07

名入れ オリジナル 脱プラ
H-85 N-07

名入れ オリジナル 脱プラ
H-89 N-11

H-90 N-12

カフェ＆スイーツ
1,000 円セット例

カフェ＆スイーツ
2,000 円セット例

雑貨
2,500 円セット例

お楽しみギフト
5,000 円セット例

贈る相手に合わせてセレクト❤

お気軽にご相談ください！
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【内容】
・ マルチポンチョ
・ 固めるトイレ
・ 防災用ウエットティッシュ
・ 使い捨てカイロ
　（貼らないタイプ）
・ ポケットティッシュ
　（10 枚入り）                                                          

ステンレスボトル５００㎖
やっほぅ‼メンバーのかわいくてクスッと
できるイラストがポイントのステンレスボトル

価格：3,300円
▪材質：ステンレス（18-8）・PP 他
▪サイズ：（本体）直径 6.8cm×22.2cm
▪ロット：50～上限なし
４色（本体 ホワイト・ブラック・ネイビー・シルバー）
※予定

京都sweetsセット
京都のおいしさ2段に重ねました!!

価格：5,400円
▪サイズ：17cm×18cm×厚み 15cm
▪ロット：1～50（要相談）
米幸バウム×1、蜜玉まどれーぬ×２、城州白けーき×２
抹茶ふぃなんしぇ×２
▪原材料：【米幸バウム】卵（京都府産）、砂糖、バター、ショ
ートニング、米粉、クリーム、米飴、アーモンド、水飴、塩 /
米粉澱粉、トレハロース、ベーキングパウダー、乳化剤、香
料（一部に卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
　【蜜玉まどれーぬ】卵（京都府産）、バター、小麦粉、砂糖、蜂
蜜、アーモンド、塩（一部に卵・小麦・乳成分・アーモン
ドを含む）
　【城州白けーき】バター（国内製造）、砂糖、小麦粉、卵、青
梅シロップ漬け、梅ジャム、アーモンド、蜂蜜、梅酒、ヘーゼ
ルナッツ、バニラビーンズ /ベーキングパウダー（一部に
卵・小麦・乳成分・アーモンドを含む）
　【抹茶ふぃなんしぇ】卵（京都府産）、砂糖、バター、小麦粉、
ホワイトチョコレート（砂糖、ココアバター、脱脂粉乳、バタ
ーオイル）、アーモンド、ヘーゼルナッツ、牛乳、抹茶、塩 /
ベーキングパウダー、レシチン、香料（一部に小麦・卵・
乳成分・大豆・アーモンドを含む）

Aarty マグカップ
シックなデザインのマグカップ
価格：1,320円
▪材質：陶器（混合土）釉薬（白萩釉・色釉）
▪サイズ：直径 8cm×高さ10.7cm
▪ロット：5～50

フェイスタオル
やっほぅ‼メンバーのかわいくて
クスッとできるイラストがポイン
トのフェイスタオル
価格：1,320円
▪材質：綿▪サイズ：33cm×86cm
▪ロット：500～上限なし 

西陣織りシルクのマスク
手織り西陣織り高級シルクの
お肌に優しいマスク

価格：1,320円
▪材質：（本体）両面シルク100％
　（外装）紙、PP
▪サイズ：本体（Ｍサイズ）幅 18cm×
高さ 9cm～12.5cm（Ｌサイズ）幅
21cm×高さ9cm～14cm
▪ロット：10～上限なし
色、柄色々なバリエーションがあります

極太手組み紐キーチェーン
手組みの暖かみをあなたに。
価格：1,320円
▪材質：（本体）手組紐：レーヨン100％
本革、スチール
　（外装）貼り箱
▪サイズ：14cm×4.5cm×厚さ1cm
▪ロット：10～上限なし 
レーヨン糸８玉で組み上げるので柄の
バリエーションは数十種類。

手織りめがねケース
西陣織、シルク100％の彩り豊かなあな
ただけの逸品。

価格：1,320円
▪材質：（本体）表面：シルク100％、裏面：綿
100％、バイアステープ（外装）貼り箱
▪サイズ：17cm×7cm×厚さ3cm
▪ロット：10～上限なし 
カラー、柄のバリエーションは数十種類あります。

手組みめがね
チェーン
手組みの暖かみをあなたに。
価格：1,650円
▪材質：（本体）紐：シルク100％、メガネゴム：
1.5cm、エンドパーツ：真鍮（外装）
貼り箱▪サイズ：ひも68cm
▪ロット：10～上限なし 
カラー、柄のバリエーションは数十種類あります。

価格：1,423円
▪材質：カフェオレベース（ガラス瓶入り）
▪サイズ：600ml
▪ロット：12～60
無糖、加糖 

画像の刺繍はイメージ
です。実物とは異なりま
す。ご相談可。

sweets 好きにはたまらない
こだわりのセット

5400円

特別なシーンに似合う一品

3300円～

H-96 N-14
名入れ オリジナル

カラービアマグ
シンプルなデザインでカラフルな
ビアマグです。
価格：1,320円
▪材質：陶器（混合土）釉薬（白萩釉・色釉）
▪サイズ：直径 8cm×高さ10.7cm
▪ロット：5～50

H-91 N-07
脱プラ

H-93 N-07
脱プラ

H-98 N-14
脱プラ

脱プラ

カフェオレベース
口当たりが滑らかで飲みやすいカフェオレ
ベースです。「香り」「酸味」「コク」「苦味」4つ
のバランスがとれたブレンドに仕上げまし
た。自家焙煎で香料不使用。無添加。

H-99 N-03

H-95 N-14
脱プラ

ブックカバー
（文庫サイズ）
読む時間が楽しくなる、持ってい
るだけでも嬉しい気分。

価格：1,700円
▪材質：綿・絹・麻・ウール・化繊等
▪サイズ：15.8cm×21.5～29cm（外
寸／広げた時）
▪ロット：3～50
生地の色目をそろえる・在庫生地から
生地を選択可能。

H-100 N-07
脱プラ

ドットノートセット
点字新聞をノートへ。ふれる文字
の上に文字を書こう。

価格：1,860円
▪材質：紙
▪サイズ：【小】9.5cm×9.5cm
【中】20cm×13cm
【大】20cm×26cm
▪ロット：3～50

H-101 N-23
脱プラ

名入れ オリジナル 脱プラ
H-94 N-11

京の防災
備える巾着
京都らしい着物や帯で作った巾着。
中には、いざという時に役立つ防災
グッズが入っています。

価格：1,320円
▪材質：巾着（綿・ウール・絹）
▪サイズ：16cm×23cm（巾着を開
いた状態）25 ㎝×厚み 4㎝
▪ロット：30～100
カラーや柄のバリエーションは様々
です。

名入れ オリジナル 脱プラ
H-92 N-17

手織り名刺入れ（カード入れ）
上品な名刺・カード入れです。西陣織という日本の伝統
文化を持ち歩く日常はいかがでしょうか。

価格：3,300円
▪材質：（本体）シルク100％（外装）貼り箱
▪サイズ：8cm×11cm×厚み 1.5cm
▪ロット：10～上限なし
カラー、柄のバリエーションは数十種類あります。

名入れ オリジナル 脱プラ
H-103 N-14

名入れ オリジナル 脱プラ
H-102 N-11

脱プラ
H-104 N-20

H-97 N-14

アップサ
イクル

プロダク
ト

バリエーションあります
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こんなオリジナル商品作れます。
京とうふ 並河商店さんの場合

ご注文方法について
まずはお電話またはメールでおしらせください。

事業所一覧

お問い合わせ先

「シンプル」にこだわり、豆本来の味を活かしきった

「ザ・豆腐」を作り続けてきた『京とうふ・並河商店』。

はあと・フレンズ・ストアだからできる「並河商店さんらしい」デザインを！

と、まずはじっくりヒアリング。店舗の雰囲気も見させていただきました。

そして『京都市ふしみ学園アトリエやっほぅ !!』にデザインを依頼。やっ

ほぅ !! さんでは、画風が合うアーティストさん（施設利用者）が、イメー

ジにぴったりの作品を完成させてくださいました！並河さんに作品をお見

せし、何度かのやりとりで微調整を重ね、ついに「並河商店オリジナル

Tシャツ」を納品。ご満足いただけて、本当にうれしいです！

はあと・フレンズ・ストアでは、既存の商品に名称やロゴマークを入れたり、

オリジナルのデザインで商品を作るご依頼も受け付けております。ノベ

ルティや記念の贈り物にご活用いただけましたら幸いです。コラボ商品

のご相談もお気軽にお寄せください。

〒604-8042
京都市中京区新京極通四条上ル中之町 565-15
TEL 075-221-8033　/　FAX 075-221-8118
HP 　https://kyoto-heartfriends.com
MAIL　store@kyoto-heartfriends.com
営業時間　11：00～ 18：30　水曜定休　
◇阪急京都線「京都河原町駅」下車　９番出口より徒歩約３分
◇京都市バス「四条河原町」下車　徒歩約５分
◇四条新京極を一本北に行って東に約 30ｍ

N-01 京都市山科障害者授産所

N-02 アトリエとも

N-03  暮らしランプ

N-04 いきいき・いわくら

N-05 ストーンフリー

N-06 京都市横大路学園

N-07 テンダーハウス

N-08 花水木

N-09 リ・ブラン京都西京

N-10 あーとすぺーす絵と音

N-11 アトリエやっほぅ !!

N-12 修光学園

N-13 なづな学園

N-14 西陣工房

N-15 みらい

N-16 リ・ブラン京都中京

N-17 FS トモニー

N-18 加音西京極作業所

N-19 YOUYOU館

N-20 ワークセンターHalle!

N-21 すぴん

N-22 山科工房

N-23 はあと・フレンズ・ストア

イラストを描いた人
アトリエやっほぅ!!
木村洸太さん

ご依頼者 並河商店 並河さん親子

❷ 納期とお支払い金額、振込先等を
　　お知らせいたします。
【納品方法】店頭受取、宅配、郵送
店頭受け取り以外は、送料がかかりますのでご
了承ください。

【お支払い方法】店頭現金、店頭キャッシュレス、
当方指定口座へのお振込み
※見積書・納品書・請求書・領収書など、帳票
類が必要な場合はお知らせください。

※注文個数が多い場合や、名入れ等注文等の場合は、ご
入金後、1週間から2ヶ月ほどお時間をいただく場合が
ございます。
※手づくり商品がメインなので、注文数によっては商品
制作に時間を要します。お早めにご相談ください。

絵が採用してもらえて
嬉しいです。有難うございます。

いろんなお客さんから、かわいいね！って
言われてます。

企画・デザイン・予算など
お気軽にご相談ください！

お菓子の詰め合わせを箱に入れて欲しい

予算に合ったギフトを提案してほしい

オリジナルデザインのグッズを作りたい

エシカル消費をはじめたい

【納期について】
在庫での納品が可能な場合は、ご入金確認後す
ぐに納品いたします。

❸ 納品
原則として、ご入金確認後の商品製造、お渡しと
なります。
　※会社単位での大量発注等、経理上のご都合が生
　じる場合はご相談ください。

オリジナル商品・グッズの制作も
はあと・フレンズ・ストアへ
ご相談ください。

名入れ オリジナル 脱プラ
H-X N-XX この記号は、それぞれの商品の

製造施設名に対応しています。

❶ はあと・フレンズ・ストアへご注文
商品名、商品番号、数量、名入れ等の有無、ご希望
納期、納品・お支払い方法をご連絡ください。

電   話　075-221-8033
 　　     （水曜定休・11：00～ 18：30）
ＦＡＸ　075-221-8118
メール　store@kyoto-heartfriends.com
ホームページ（お問合せフォーム）
https://kyoto-heartfriends.com/

花遊小路
商店街

新
京
極
通

裏
寺
町
通

高島屋 京都住友
ビル

河
原
町
通

河原町オーパ

➡

四条通
阪急京都河原町駅

♪ ♪
♪

⬇

⬇
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