
ジャンル『小物』

＜食器・カトラリー＞
製品名： 炒め上手 製品名： ウッドプレート

問合せ先： 川越いもの子作業所 問合せ先： 森林科学館

http://www.imonoko-1.jp/ http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

大 税抜 350 円/本 税込 800 円/枚

小 税抜 300 円/本

製品名： おちょこ 製品名： カッティングボード

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： おぶすま福祉会

https://kinocaori.com/ http://obusuma.jp/

各種 税抜 2,850 円/個 税込 2,500 円/枚

製品名： カッティングボード 製品名： カッティングボード

問合せ先： 川越いもの子作業所 問合せ先： 森林科学館

http://www.imonoko-1.jp/ http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

税抜 1,500 円/枚～ 税込 1,500 円/枚



ジャンル『小物』

＜食器・カトラリー＞
製品名： ハンドル付カッティングボード 製品名： 木鉢（こね鉢）

問合せ先： By Hands 問合せ先： 森林科学館

www.by-hands.jp http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

税抜 2,400 円/枚 要問合せ

製品名： コースター 製品名： しゃもじ

問合せ先： 川本園 問合せ先： 川越いもの子作業所

https://casys.ever.jp/koujinkai/ http://www.imonoko-1.jp/

税抜 200 円/枚 税抜 300 円/本

製品名： スプーンとフォーク 製品名： スプーンとフォーク

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： 名栗カヌー工房

https://kinocaori.com/ https://naguri-canoe.co.jp/

大 税抜 1,600 円/ｾｯﾄ 税抜 2,000 円/ｾｯﾄ

中 税抜 1,400 円/ｾｯﾄ



ジャンル『小物』

＜食器・カトラリー＞
製品名： ソーサ― 製品名： 箸

問合せ先： おぶすま福祉会 問合せ先： 名栗カヌー工房

http://obusuma.jp/ https://naguri-canoe.co.jp/

税込 2,500 円 税抜 1,000 円/膳～

５枚組

製品名： 箸置き 製品名： 八角箸

問合せ先： き・ま・ま工房木楽里 問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca

http://www.k-kirari.co.jp/ https://kinocaori.com/

税抜 700 円 税抜 1,620 円

５個セット ２膳ｾｯﾄ

製品名： バームプレート 製品名： ワイン立て

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： 名栗カヌー工房

https://kinocaori.com/ https://naguri-canoe.co.jp/

大 税抜 2,600 円/枚 税抜 2,000 円/個

中 税抜 2,400 円/枚

小 税抜 2,200 円/枚



ジャンル『小物』

＜食器・カトラリー＞
製品名： 割箸（裸箸） 製品名： 割箸（箸袋入）

問合せ先： 江南愛の家 問合せ先： 江南愛の家

https://kounan-ainoie.com/ https://kounan-ainoie.com/

税抜 2.5 円/膳 ３膳入 税抜 30 円

５膳入 税抜 50 円

１０膳入 税抜 100 円

製品名： 製品名：

問合せ先： 問合せ先：

製品名： 製品名：

問合せ先： 問合せ先：



ジャンル『小物』

＜雑貨・日用品＞
製品名： うちわ 製品名： ウッドシール

問合せ先： 川越いもの子作業所 問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca

http://www.imonoko-1.jp/ https://kinocaori.com/

税抜 250 円/枚 6枚入りｾｯﾄ 税抜 300 円/ｾｯﾄ

製品名： 木のランプ 製品名： 小物入れ

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： 川越いもの子作業所

https://kinocaori.com/ http://www.imonoko-1.jp/

各種 大 税抜 20,000 円/個 各種 税抜 500 円/個

小 税抜 16,000 円/個

製品名： 小物入れ 製品名： ツインズボックス

問合せ先： 森林科学館 問合せ先： 森林科学館

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/ http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

税込 500 円/個 税込 2,500 円

２個ｾｯﾄ



ジャンル『小物』

＜雑貨・日用品＞
製品名： 貯金箱 製品名： 爪みがき

問合せ先： 森林科学館 問合せ先： おぶすま福祉会

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/ http://obusuma.jp/

税込 700 円/個 税込 400 円/本

３本ｾｯﾄ 税込 1,000 円/ｾｯﾄ

製品名： ティッシュケース 製品名： トイレットペーパーホルダー

問合せ先： 川本園 問合せ先： き・ま・ま工房木楽里

https://casys.ever.jp/koujinkai/ http://www.k-kirari.co.jp/

税抜 1,500 円/個 税抜 4,500 円/個～

製品名： 時計 製品名： 置時計

問合せ先： 川越いもの子作業所 問合せ先： 川本園

http://www.imonoko-1.jp/ https://casys.ever.jp/koujinkai/

税抜 2,500 円/個 大 税抜 2,800 円/個

小 税抜 1,500 円/個



ジャンル『小物』

＜雑貨・日用品＞
製品名： 写真立て付時計 製品名： 置時計

問合せ先： 川本園 問合せ先： き・ま・ま工房木楽里

https://casys.ever.jp/koujinkai/ http://www.k-kirari.co.jp/

税抜 2,500 円/個 税抜 3,800 円/個

裏面

製品名： ひし形掛時計 製品名： 木製時計

問合せ先： き・ま・ま工房木楽里 問合せ先： Buchen（ぶーへん）

http://www.k-kirari.co.jp/ buchen08281@ybb.ne.jp

税抜 3,800 円/個 税抜 4,000 円/個～

製品名： 時計 製品名： ハガキ

問合せ先： 名栗カヌー工房 問合せ先： 川越いもの子作業所

https://naguri-canoe.co.jp/ http://www.imonoko-1.jp/

税抜 10,000 円/個～ 税抜 250 円/枚



ジャンル『小物』

＜雑貨・日用品＞
製品名： フレーム（カラーは白・緑・紫・黄） 製品名： フォトスタンド

問合せ先： おぶすま福祉会 問合せ先： 川本園

http://obusuma.jp/ https://casys.ever.jp/koujinkai/

税込 2,800 円/個 イーゼル型 税抜 1,000 円/個

通常型 税抜 800 円/個

製品名： 写真立て 製品名： フラワーベール（ガラス管使用）

問合せ先： さいたま桜高等学園 問合せ先： 川本園

https://saitamasakura-sh.spec.ed.jp/ https://casys.ever.jp/koujinkai/

2L 税込 500 円/個 税抜 300 円/個

L 税込 300 円/個

製品名： 香木挿し 製品名： フラワースタンド

問合せ先： 森林科学館 問合せ先： さいたま桜高等学園

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/ https://saitamasakura-sh.spec.ed.jp/

税込 1,500 円/個 税込 1,000 円/個



ジャンル『小物』

＜雑貨・日用品＞
製品名： 一輪挿し 製品名： マガジンラック

問合せ先： 名栗カヌー工房 問合せ先： 森林科学館

https://naguri-canoe.co.jp/ http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

税抜 1,000 円/個 税込 700 円/個

製品名： 動物マグネット 製品名： ネコマグネット

問合せ先： 川越いもの子作業所 問合せ先： 川本園

http://www.imonoko-1.jp/ https://casys.ever.jp/koujinkai/

各種 税抜 200 円/個 税抜 300 円/個

製品名： 丸マグネット 製品名： コバトンマグネット

問合せ先： 川本園 問合せ先： さいたま桜高等学園

https://casys.ever.jp/koujinkai/ https://saitamasakura-sh.spec.ed.jp/

大 税抜 300 円/個 ２個ｾｯﾄ 税込 50 円/ｾｯﾄ

小 税抜 250 円/個



ジャンル『小物』

＜雑貨・日用品＞
製品名： 寄せ木風ウッドマグネット 製品名： マスクスタンド

問合せ先： 森林科学館 問合せ先： き・ま・ま工房木楽里

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/ http://www.k-kirari.co.jp/

税込 500 円 税抜 1,350 円/個

２個ｾｯﾄ

製品名： 製品名：

問合せ先： 問合せ先：

製品名： 製品名：

問合せ先： 問合せ先：



ジャンル『小物』

＜ギフト・ノベルティ＞
製品名： アロマウォーター 製品名： エッセンシャルオイル

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca

https://kinocaori.com/ https://kinocaori.com/

税抜 1,300 円/本 税抜 1,500 円/個

製品名： エッセンシャルオイル・ギフトセット 製品名： お雛さま

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： おぶすま福祉会

https://kinocaori.com/ http://obusuma.jp/

税抜 2,800 円/ｾｯﾄ 税込 5,000 円/個

製品名： 干支の置物 製品名： お祝いパドル

問合せ先： 森林科学館 問合せ先： 名栗カヌー工房

http://www.chichibu.ne.jp/~furemori/ https://naguri-canoe.co.jp/

各種 税込 500 円/個 税抜 7,000 円/本～

他７種あり



ジャンル『小物』

＜ギフト・ノベルティ＞
製品名： しおり 製品名： ブックマーク

問合せ先： 名栗カヌー工房 問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca

https://naguri-canoe.co.jp/ https://kinocaori.com/

税抜 500 円/枚 税抜 300 円

２枚入

製品名： ヒノキ袋 製品名： もくたま

問合せ先： さいたま桜高等学園 問合せ先： 川本園

https://saitamasakura-sh.spec.ed.jp/ https://casys.ever.jp/koujinkai/

税込 100 円/個 税抜 70 円/個

ﾈｰﾑ入り 税抜 100 円/個

製品名： もりつくろう 製品名：

問合せ先： き・ま・ま工房木楽里 問合せ先：

http://www.k-kirari.co.jp/

税抜 4,500 円/ｾｯﾄ



ジャンル『小物』

＜布製品＞
製品名： 木糸マスク 製品名： 木ぬぐい

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca

https://kinocaori.com/ https://kinocaori.com/

税抜 1,200 円/枚 各種 税抜 1,800 円/枚

製品名： ガーゼハンカチ 製品名： ワッフルハンカチ

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca

https://kinocaori.com/ https://kinocaori.com/

各種 税抜 650 円/枚 税抜 980 円/枚

製品名： フェイスタオル 製品名：

問合せ先： 雑貨＆カフェkinoca 問合せ先：

https://kinocaori.com/

税抜 1,800 円/枚


