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「真心絶品」認定登録製品一覧

食品（Ａ）
登録ＩＤ

製品名

法人名

事業所名

A00001

あまきび

（福） 愛和福祉会

星の広場

A00002

佐助豚餃子セット

(福)悠和会

A00003

佐助豚焼売セット

A00004

所在地（法人）

所在地（事業所）

電話(事業所）

認定登録日

北海道札幌市東区北24条東18-15

北海道芦別市北５条西2-2-1

0124-22-8991

平成24年12月1日

ワークステージ銀河の里

岩手県花巻市幸田4-116-1

岩手県花巻市幸田4-116-5

0198-32-1788

平成24年12月1日

(福)悠和会

ワークステージ銀河の里

岩手県花巻市幸田4-116-1

岩手県花巻市幸田4-116-5

0198-32-1788

平成24年12月1日

原木乾燥しいたけ(こうしん)

(福)進和学園

しんわルネッサンス

神奈川県平塚市万田475

神奈川県平塚市上吉沢1520-1

0463-58-5414

平成24年12月1日

A00005

バカ美味はるまき

(福)ひびき福祉会

ワークセンターひびき

大阪府東大阪市中小阪5-14-23

大阪府東大阪市長栄寺10-2

06-6782-9522

平成24年12月1日

A00006

バカ美味ぎょうざ

(福)ひびき福祉会

ワークセンターひびき

大阪府東大阪市中小阪5-14-23

大阪府東大阪市長栄寺10-2

06-6782-9522

平成24年12月1日

A00007

トマトジャム

(福)ふたかみ福祉会

はびきの園

大阪府羽曳野市駒ケ谷106-1

大阪府羽曳野市駒ケ谷106-1

072-957-4041

平成24年12月1日

A00008

カシスジャム

(福)平成会

マイリバー

岩手県一関市幸町8-6

岩手県一関市舞川字小塚1-10

0191-31-7155

平成25年1月1日

A00009

南葉山麓 かなや味噌

(福)上越福祉会

かなやの里ワークス

新潟県上越市下馬場576-78

新潟県上越市下馬場576-78

025-521-0211

平成25年1月1日

A00010

手づくり 手前味噌

(福)槇の里

いすみ学園

千葉県いすみ市万木22

千葉県いすみ市万木22

0470-86-3412

平成25年1月1日

A00011

国産 あとひきらっきょう

(福)槇の里

いすみ学園

千葉県いすみ市万木22

千葉県いすみ市万木22

0470-86-3412

平成25年1月1日

A00012

特選 いすみ梅 うすしお

(福)槇の里

いすみ学園

千葉県いすみ市万木22

千葉県いすみ市万木22

0470-86-3412

平成25年1月1日

A00013

手造り いちごジャム

(福)槇の里

いすみ学園

千葉県いすみ市万木22

千葉県いすみ市万木22

0470-86-3412

平成25年1月1日

A00014

手造り マーマレード

(福)槇の里

いすみ学園

千葉県いすみ市万木22

千葉県いすみ市万木22

0470-86-3412

平成25年1月1日

A00015

手造り りんごジャム

(福)槇の里

いすみ学園

千葉県いすみ市万木22

千葉県いすみ市万木22

0470-86-3412

平成25年1月1日

A00016

世界にひとつだけのカレー
ココナッツ海老カレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年1月1日

A00017

ドライトマト

(福)高知小鳩会

第二あじさい園

高知県高知市春野町秋山2801-15

高知県高知市春野町秋山2801-15

088-894-2828

平成25年1月1日

A00018

甲州地どり正肉セット S

(福)ひとふさの葡萄

ほっとらんにんぐ

山梨県中央市山之神1522-83

山梨県中央市山之神1522-83

055-278-5070

平成25年3月6日

A00019

甲州地どり正肉セット M

(福)ひとふさの葡萄

ほっとらんにんぐ

山梨県中央市山之神1522-83

山梨県中央市山之神1522-83

055-278-5070

平成25年3月6日

A00020

甲州地どり正肉セット L

(福)ひとふさの葡萄

ほっとらんにんぐ

山梨県中央市山之神1522-83

山梨県中央市山之神1522-83

055-278-5070

平成25年3月6日

A00021

世界にひとつだけのカレー
牛肉カレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日

A00022

世界にひとつだけのカレー
ひよこ豆カレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日
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A00023

世界にひとつだけのカレー
野菜カレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日

A00024

世界にひとつだけのカレー
キーマカレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日

A00025

世界にひとつだけのカレー
チキンカレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日

A00026

世界にひとつだけのカレー
タイレッドカレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日

A00027

世界にひとつだけのカレー
タイグリーンカレー

(福)青葉仁会

デリカテッセンイーハトーヴ

奈良県奈良市杣川町50-1

奈良県奈良市帝塚山南4-11-14

0742-95-7227

平成25年3月6日

A00028

伊達の燻製(銀鮭、ホタテ、メカジキ）

(特)福祉ネットABC

障害福祉サービス事業所ぴぁ
Factory

宮城県仙台市若林区遠見塚2-41-5

宮城県仙台市若林区遠見塚2-41-5

022-355-2361

平成25年3月6日

A00029

駿河シャモ モモハム

(福)草笛の会

草笛共同作業所だいとう作業場

静岡県菊川市上平川7-1

静岡県掛川市浜野2551-1

0537-72-7211

平成25年3月6日

A00030

駿河シャモ ムネハム

(福)草笛の会

草笛共同作業所だいとう作業場

静岡県菊川市上平川7-1

静岡県掛川市浜野2551-1

0537-72-7211

平成25年3月6日

菓子（B）
登録ＩＤ

製品名

法人名

事業所名

電話(事業所）

認定登録日

B00001

あげもち

(福)修倫福祉会

しずかの創造苑

B00002

シュガーラスク

（福）つむぎ

B00003

シュトーレン

B00004

所在地（法人）

所在地（事業所）

茨城県坂東市神田山2208

茨城県坂東市神田山2208

0297-35-6311

平成24年12月1日

多機能型事業所 くわの実

栃木県小山市犬塚87-7

栃木県小山市犬塚87-7

0285-25-8111

平成24年12月1日

(福)草笛の会

草笛共同作業所

静岡県菊川市上平川7-1

静岡県菊川市上平川7-1

0537-73-5239

平成24年12月1日

富士山バウム

(福)富岳会

富岳の園

静岡県御殿場市神山1925-1148

静岡県御殿場市神山1925-1148

0550-87-0167

平成24年12月1日

B00005

缶入りパン パンカン！
コーヒーナッツ味

(福)童里夢

就労生活支援センター童里夢

愛知県豊橋市石巻町字野田6-5

愛知県豊橋市南牛川1-19-3

0532-26-9088

平成24年12月1日

B00006

缶入りパン パンカン！
レーズン味

(福)童里夢

就労生活支援センター童里夢

愛知県豊橋市石巻町字野田6-5

愛知県豊橋市南牛川1-19-3

0532-26-9088

平成24年12月1日

B00007

缶入りパン パンカン！
チョコチップ味

(福)童里夢

就労生活支援センター童里夢

愛知県豊橋市石巻町字野田6-5

愛知県豊橋市南牛川1-19-3

0532-26-9088

平成24年12月1日

B00008

洋菓子セット

(福)ひびき福祉会

ハイワークひびき

大阪府東大阪市中小阪5-14-23

大阪府東大阪市高井田中1-8-14

06-6618-1147

平成24年12月1日

B00009

指文字クッキー

(福)大阪聴力障害者
福祉事業協会

障害者支援施設なかまの里

大阪府大阪市中央区安堂寺町
1-3-4安堂寺Rタワー2F

大阪府泉南郡熊取町大字久保2329

072-453-7545

平成24年12月1日

B00010

おからクッキー(30%,50%,生姜入り)

(福)暁雲福祉会

障がい福祉サービス事業
「ウィンド」

大分県大分市木田2894-1

大分県大分市坂ノ市西2-4-3

097-524-2424

平成24年12月1日

B00011

醤油サブレ

(福)長良福祉会

長良ひまわり社

岐阜県岐阜市長良仙田2-6-2

岐阜県岐阜市長良仙田2-6-2

058-295-4026

平成25年1月1日

B00012

びすけ亭 プレーンクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日

B00013

びすけ亭 ココアアーモンドクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日

B00014

びすけ亭 ごまクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日
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B00015

びすけ亭 ゆずクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日

B00016

びすけ亭 チョコチップクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日

B00017

びすけ亭 レモンクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日

B00018

びすけ亭 アーモンドクッキー

(福)さつき福祉会

さつき

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

愛知県東海市荒尾町油地田48-7

052-603-8690

平成25年1月1日

B00019

ミューズリーリーゲル

(福)コスモス

第2ほくぶ障害者作業所

大阪府堺市東区野尻町84

大阪府堺市北区南花田町536-1

072-254-3292

平成25年3月6日

B00020

甘夏かりんとう

(福)照徳の里

まどか工房

熊本県水俣市月浦269-13

熊本県水俣市月浦269-13

0966-61-1717

平成25年3月6日

B00021

たまねぎせんべい

(福)照徳の里

まどか工房

熊本県水俣市月浦269-13

熊本県水俣市月浦269-13

0966-61-1717

平成25年3月6日

B00022

おごっそ蟹せんぺい

(福)南風荘

セルプ南風

山口県宇部市神原町1-6-21

山口県宇部市神原町1-6-21

0836-31-1044

平成25年3月6日

製品名

法人名

事業所名

認定登録日

おっぺしゃん（温州みかん）

（特）オレンジワークの会

オレンジワーク

所在地（事業所）
熊本県熊本市西区河内町船津
2711-2

電話(事業所）

C00001

所在地（法人）
熊本県熊本市西区河内町船津
2711-2

096-276-1831

平成24年12月1日

C00002

おっぺしゃん（河内晩柑）

（特）オレンジワークの会

オレンジワーク

熊本県熊本市西区河内町船津
2711-2

熊本県熊本市西区河内町船津
2711-2

096-276-1831

平成24年12月1日

C00003

津軽のりんごジュース

（福）梵珠福祉会

障害福祉サービス事業所
アップルハウス大釈迦

青森県青森市浪岡大字長沼字南藤巻 青森県青森市浪岡大字長沼字南藤巻
84
84

0172-69-2525

平成25年1月1日

C00004

トマトジュース太陽の水

(福)美深福祉会

就労継続支援B型事業所のぞみ

北海道中川郡美深町字美深76-8

01656-2-1101

平成25年3月6日

飲料（C）
登録ＩＤ

日用品（D）
登録ＩＤ

製品名

法人名

事業所名

D00001

34 Bath Bombs

(福)しあわせ

クロスロードあおき

D00002

招き猫 トートバック

(福)名古屋市身体障害者
福祉連合会

D00003

招き猫 手提げバック

D00004

所在地（法人）

北海道中川郡美深町字美深76-8

電話(事業所）

認定登録日

長野県千曲市寂蒔410-1

長野県小県郡青木村田沢3238-4

所在地（事業所）

0268-49-0604

平成24年12月1日

名身連第一ワークス・第一デイサービス

愛知県名古屋市熱田区森後町
11-12

愛知県名古屋市熱田区横田
2-4-22

052-671-5225

平成24年12月1日

(福)名古屋市身体障害者
福祉連合会

名身連第一ワークス・第一デイサービス

愛知県名古屋市熱田区森後町
11-12

愛知県名古屋市熱田区横田
2-4-22

052-671-5225

平成24年12月1日

招き猫財布

(福)名古屋市身体障害者
福祉連合会

名身連第一ワークス・第一デイサービス

愛知県名古屋市熱田区森後町
11-12

愛知県名古屋市熱田区横田
2-4-22

052-671-5225

平成24年12月1日

D00005

招き猫ペットボトルカバー

(福)名古屋市身体障害者
福祉連合会

名身連第一ワークス・第一デイサービス

愛知県名古屋市熱田区森後町
11-12

愛知県名古屋市熱田区横田
2-4-22

052-671-5225

平成24年12月1日

D00006

招き猫化粧ポーチ

(福)名古屋市身体障害者
福祉連合会

名身連第一ワークス・第一デイサービス

愛知県名古屋市熱田区森後町
11-12

愛知県名古屋市熱田区横田
2-4-22

052-671-5225

平成24年12月1日

D00007

ソープディッシュ
smile/porker/limp

（特）!-style

!-factory 上津屋ワークス

京都府京都市中京区新町三条上ル町
京都府八幡市上津屋南村7
頭町108

075-983-8966

平成24年12月1日

D00008

歯ブラシスタンド smile/porker/limp

（特）!-style

!-factory 上津屋ワークス

京都府京都市中京区新町三条上ル町
京都府八幡市上津屋南村7
頭町108

075-983-8966

平成24年12月1日
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D00009

い草コースター

(福)熊本県社会福祉事業団

熊本県くすのき園

熊本県熊本市東区長嶺南2-3-2

熊本県宇城市松橋町豊福2832

0964-33-7788

平成24年12月1日

D00010

い草コースター 大

(福)熊本県社会福祉事業団

熊本県くすのき園

熊本県熊本市東区長嶺南2-3-2

熊本県宇城市松橋町豊福2832

0964-33-7788

平成24年12月1日

D00011

靴用炭ちゃん（脱臭炭）

(福)米寿会

あゆみ園

長崎県対馬市上対馬町琴字茂木ノ浜 長崎県対馬市上対馬町琴字茂木ノ浜
1169番地イ
1169番地イ

0920-87-0085

平成24年12月1日

D00012

馬油クリーム

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

熊本県阿蘇市黒川431

熊本県阿蘇市黒川431

0967-34-1100

平成24年12月1日

D00013

和潤精(馬油)

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

熊本県阿蘇市黒川431

熊本県阿蘇市黒川431

0967-34-1100

平成24年12月1日

D00014

馬油石鹸

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

熊本県阿蘇市黒川431

熊本県阿蘇市黒川431

0967-34-1100

平成24年12月1日

文具（E）
登録ＩＤ

製品名

法人名

事業所名

電話(事業所）

認定登録日

E00001

あじさい手摺り木版画カレンダー

(福)共生社

あじさい学園

茨城県古賀市鴻巣1179

茨城県古賀市鴻巣1179

0280-48-0431

平成24年12月1日

E00002

ビジュアル・イーズ・ブラック

(福)東京光の家

光の家栄光園

東京都日野市旭が丘1-17-17

東京都日野市旭が丘1-17-17

042-581-2340

平成24年12月1日

E00003

やすらぎの桐 天然桐60A４判

（福）中越福祉会

みのわの里ワークセンター
北陽

新潟県長岡市浦字中の坪528-4

新潟県長岡市北陽2-14-24

0258-86-8110

平成24年12月1日

E00004

やすらぎの桐 天然桐60 A3判

（福）中越福祉会

みのわの里ワークセンター
北陽

新潟県長岡市浦字中の坪528-4

新潟県長岡市北陽2-14-24

0258-86-8110

平成24年12月1日

E00005

くつろぎの杉 天然杉27 A４判

（福）中越福祉会

みのわの里ワークセンター
北陽

新潟県長岡市浦字中の坪528-4

新潟県長岡市北陽2-14-24

0258-86-8110

平成24年12月1日

E00006

くつろぎの杉 天然杉27 A３判

（福）中越福祉会

みのわの里ワークセンター
北陽

新潟県長岡市浦字中の坪528-4

新潟県長岡市北陽2-14-24

0258-86-8110

平成24年12月1日

E00007

くつろぎの杉 天然杉27 ハガキ判

（福）中越福祉会

みのわの里ワークセンター
北陽

新潟県長岡市浦字中の坪528-4

新潟県長岡市北陽2-14-24

0258-86-8110

平成24年12月1日

製品名
長崎三彩陶器
サギ型花瓶（三彩）

法人名

事業所名

所在地（事業所）

電話(事業所）

認定登録日

(福)三彩の里

障害者支援施設三彩の里

長崎県大村市原町802-1

長崎県大村市原町802-1

0957-55-8833

平成24年12月1日

長崎三彩陶器
ミニ花瓶（三彩）

(福)三彩の里

障害者支援施設三彩の里

長崎県大村市原町802-1

長崎県大村市原町802-1

0957-55-8833

平成24年12月1日

アクセサリー（G）
登録ＩＤ

製品名

法人名

事業所名

所在地（事業所）

電話(事業所）

認定登録日

G00001

淡水白真珠ロングネックレス

(福)大村パールハイム

パールハイム

長崎県大村市木場2-463-1

長崎県大村市木場2-463-1

0957-53-6709

平成24年12月1日

G00002

アミマルネックレス

(福)大村パールハイム

パールハイム

長崎県大村市木場2-463-1

長崎県大村市木場2-463-1

0957-53-6709

平成24年12月1日

G00003

9連パーティネックレス

(福)大村パールハイム

パールハイム

長崎県大村市木場2-463-1

長崎県大村市木場2-463-1

0957-53-6709

平成24年12月1日

工芸品（F）
登録ＩＤ
F00001
F00002

所在地（法人）

所在地（法人）

所在地（法人）

所在地（事業所）

2013/03/08
日本財団福祉チーム

「真心絶品」認定登録製品一覧

玩具（H）
登録ＩＤ
H00001

製品名

法人名

事業所名

アンパンマン指人形

(福)ほしづきの里

工房ひしめき

所在地（法人）
神奈川県鎌倉市鎌倉山2-8-34

所在地（事業所）
神奈川県鎌倉市鎌倉山2-8-34

電話(事業所）

認定登録日

0467-33-0882

平成24年12月1日

