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全国ナイスハートバザール 2022inふくい ［10/14（金）～18（火）］ 

【ご購入者様アンケート 集計結果】（回答件数：272件） 
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●お買い求めいただいた商品の中で、

お気に召されたものがありましたら、そ

の内容を教えてください。（都道府県、施

設事業所名、商品名） ●その商品の感想を教えてください。 

かこさとしグッズ 色とポーチの形がよかった 

山形県 山形県リハビリセンター 香ばしくておいしかったです 

福井県 はこべの家 星の子ジャム 苺 甘すぎず、美味しかったです。 

山形県 山形県身体障害者福祉協会山形

県リハビリセンター ほろっ豆うん米クッキー 子供に購入しました。安心な材料に惹かれました！美味しかったです！ 

長崎県 ワークショップあさひ A カステラ蜂

蜜 丁度良い甘さで美味しかったです。 

福井、つぐみ福祉会、コーヒー食パン 優しい甘さと、ふわふわ柔らか食パンでとても美味しかったです 

京都府 亀岡福祉会 お野菜チップス 軽くて美味しい 

福井県、喜ね舎 かわいい、使えるもの 

福井県 福授園 がおがお恐竜つみつみ 

孫にあげようと思い、木のおもちゃで安心して使えて、パズルになっていて楽しめ

そうです。 

兵庫県、社神戸光の村、援産学園 そら豆があって美味しかったです 

福井県足羽ワークセンター 果物のスムージ

ー あっさりしていて美味しかったです。 

福井県 ミニコーヒー食パン 

甘くて柔らかくて、一口味見のつもりがいつのまにか 2枚食べてしまった。程、美

味しかった。 

車の押し車 かわいくて手ざわりが良い 

福井県 はす工房 花里音 一閑張り 軽くて、いろんな用途がありそう。 

木の釣り・髪のしゅし 介護施設に勤めているため 

0.7％ 

4.8％ 
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カステラ 美味しくて安い 

カステラ 美味しく頂きました。 

三重県 （株）クロフネファーム 芋けんぴ 細身タイプでカリカリ感がいい感じ 他の味も食べてみたいと思いました 

福井県 原木乾燥椎茸 肉厚で美味しかった 

長崎県 ワークショップあさひ A カステラ.ハ

ニー ふわふわしてて美味しかったです！ 

福井県、社会福祉法人はこべ福祉会、ブル

ーベリージャム ヨーグルトにまぜたら美味しかった 

神戸市 神戸光の村 リンゴとレモン焼き 甘すぎず、ほんのりりんごの風味がして、食感がとてもよい！ 

福井県ハスの実 ぼたんしおり アイディア次第でこんなに可愛い物が出来るんだと思いました 

愛知県、あさひ会、つりあそび魚 木造りなので、温かみありであんぜん！カワイイ魚絵で幼児の玩具に最適 

福井県ぽんがし いい 

使いたい気持ちとマッチング サイコロ式の鞄はコンパクトなわりに、沢山物が入るので、重宝している。 

福井県 光道園 一輪挿し ひねり サイズが丁度よく 色も素敵でした 

長崎県 ポン菓子 懐かしくて買いました 

 
ねこのつめとぎ 

京都府 亀岡福祉会 第三かめおか作業所 

お野菜チップス とまと 後味しっかりとまとの味で美味しかったです。 

かこさとしさんの刺繍バック 作りが良く、かわいい 

徳島県 共生会 阿波晩茶のホロホロクッキ

ー おいしかったです 

乾燥キクラゲ 保存も可能で、少量ずつ使える。あまり販売してないので、購入しました。 

福井県コスモススノーボール おいしそうで、プレゼントしやすいパッケージでした？ 

おてんば米姫 山形 美味しかった！ 

富山県、カフェしえる、クッキー サクサクで美味しかったです 

あゆみの里 緑茶ティーバッグ 手軽に飲めて美味しく頂きました 

木でできた車のおもちゃ（その他おもちゃ） 子どもが小さいため木のぬくもりを感じられるところがよかったです 

お菓子工房 M 美味しい 

福井県あわら市ハスの実菓子工房のクッキ

ー 見た目も可愛いし、美味しいし、値段も手頃。 

一輪挿し ひねり 色と質感がとても良く、志野焼きのような雰囲気です。 

スパイスカレー 値段が高い 

福島県手作りクッキーまち子ちゃんの店 

ハロウィンクッキーが可愛いくて手土産にピッタリでした。友人用と自分用に購入

しました。 

つぐみ福祉会 カラー軍手 
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長崎県コリアンダーの家ハーブティー 美味しい 

長崎、ワークショップあさひ A、長崎かすてら

抹茶 おいしかった                 

ここる特製越のルビーのトマトカレー トマトが好きなので、トマト味がよく、美味しかったです        

京都府 亀岡福祉会第三かめおか作業所 

ごぼうチップス、えんどう豆チップス  さくさくと とても美味しかったです 

おかし おいしかった 

麹の実 

麹は、発酵食品で体に良いと思っていたが、なかなか手軽に摂取することが難し

いと感じていたが、今回この商品に巡り合い、1人分として適量なものと感じた。

カバンに忍ばせてさっととることができるのが良い。 

徳島県、とくしま障がい者就労支援協議会、

藍染ハンカチ 
 

一輪挿し 色と形にひかれた 

北海道、わかふじ寮、いぬの引き車 孫のプレゼントにぴったり 

竹伸会手づくり工房コスモス、クッキー 色々な味がありとても美味しかったです 

福井県鯖江市 ここる 干ししいたけ まだ、使用していませんが、とてもお安く品質もよさそうです。 

パウンドケーキ 色々なジャンルの物があり、良かったです。 

東京都あしたば作業所 とても丁寧な仕事と色使いが可愛い 

一輪ざしと神戸光の村の焼き菓子せんべい 

花瓶は手頃な値段 

せんべいは珍しい味付けで他では買えない 

東京都あしたば作業所 5匹の動物 とても手が混んでいました 

オレンジジュース さっぱりと美味しい 

ワークかすみ 越前和紙ポチ袋 いつも目にすると購入してます。デザインもかわいくて、プレゼントに使ってます。 

すべてよかった 
 

福井県 鯖へしこ お酒をのむ家族へのお土産にいいと思って 

福井県、就労支援センター ワークかすみ、

越前和紙ポチ袋小 かわいい恐竜のキャラクターのポチ袋は、プレゼントにも喜ばれそう！ 

北日野こもれび会のマフィン 美味しかった 

岩手 しいたけ スライス 使いやすく美味しかったです 

お菓子類 若い職員さんの活力を大変感じることができました。 

長崎県、コリアンダーの家 ハーブ塩 ハーブの香りがして美味しった 

あさひ会 守山作業所 くねくねいもむし 木のぬくもりがいい、それに動き方が独特で素晴らしい 

星の子 福井県 社会福祉法人はこべ福祉

会鯖の糠漬け 美味しいと思います 
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東京都 あしたば作業所 子猫と魚(大) 

最初は、小さい色付きパズルの「子猫と魚」がかわいいなと思って見ていたので

すが、他の作品も見ているうちに、大きい方を見つけました。両面ともに顔が書

かれていてとてもかわいいのて、つい気に入って買っちゃいました。 

愛知県、社会法人あさひ会 魚釣り、輪ゴム

鉄砲、ひも独楽 暖かみがあって、可愛かった！ 

福井県、社会福祉法人大野福祉会、障害福

祉サービス事業所よもやま、玄米ポン菓子 見た目も美味しそうで、実際食べてみて思った通り甘くて美味しかったです。 

福井県 きねや ハロウィンの袋に入ってい

たクッキー 糀の入ったフルーツジュースが飲みにくかった 

福井県 足羽福祉会足羽ワークセンター 糀

の実 

前日に購入して美味しかったので、再度購入するために行きました。飲みやすく

て美味しいです！ 

味噌せんべい 美味しくいただきました 

北海道 厚生協会わかふじ寮 車の押し車 形や色味も優しく子どもに遊ばせたいと思った。 

福井県手づくり工房コスモスのマフィン 食べやすい大きさと味が良かった！ 

福井県 成人用カラー軍手 色が可愛かったので、地区の資源回収で使おうと思います。 

ぽん菓子 緑茶 

ぽん菓子は、おいしかったです。私の地元のぽん菓子は、砕いたピーナツが入っ

ているのですが、孫たちは、ピーナツなしのほうがいいと言ってました。 

 お野菜チップス セット 野菜の旨味を味わえる商品でした。 

ストラップ ストラップが可愛かった 

敦賀市社会福祉事業団ワークサポートひだ

まり 配色がすてき 

 フィナンシェ  濃厚で美味しかったです。 

ごぼうチップス ごぼうが苦手な私も美味しく食べる事が出来た 

保存パン 安心感があります。 

徳島県、社会福祉法人悠林舎シーズ今津、

和三盆香ばしクッキー やさしい甘さで、サクサク 

福井県、手づくり工房コスモス、まっちゃマフ

ィン 甘さ控えめでカロリーが少なめで、ふんわりしていて美味しかったです、 

長崎県 コリアンダーの家 レモングラス&レ

モンバーベナティー いい香りでした！ 

三重県 ベテスタ あんぱんかん 

ちょうど備蓄用の保存食が切れたので買いました。まだ食べてませんが、長期保

存できるこの商品はとてもありがたいです。明日も開催されてるので追加で買い

に行こうと思います。 

三重県 就労継続支援 B型事務所すずわ 

手作りふわふわスリッパ 

通常の布ぞうりだと靴下が履けないので暑い夏場しか使っていませんでした。こ

のスリッパだと布ぞうりの履き心地の良さもあり寒い時期にも使えるので満足し

ました。それにデザインもかわいいです！ 



 

6
 

こうじの実 足羽福祉会 ヘルシーで美味しい 

徳島県、社会就労センターかもな、あいねこ 可愛いくて誕生石がついていてとても良かった。 

わかふじのおやつ 北海道 厚生協会わか

ふじ寮 

えぞじかのジャーキー（ペット用）は北海道ならでは。珍しくて購入しました。愛犬

も喜んで食べていました。 

十年えごまドレッシング 

市販にないドレッシング素材(えごま、胡桃、山椒)の組み合わせが 珍しい。身体

に良さそうな 美味しそうに見えるパッケージ。味は雑味なくて 美味しかったで

す。 

福井県  ハスの実の家のドーナツセット セットは安いし、包装がかわいい 

子供用手袋 数入ってて安い 

輪ゴム鉄砲 

扱いやすく子どもがとても喜んでました。 

木の香りもとてもいいです 

福井県 カラー軍手 なかなか見えてお目見えしない商品が良かったです 

だしパック、粉末緑茶 二つとも美味しく感じましたー 

干し椎茸 岩手県産 おいしかった 

鯖江市産原木乾燥椎茸 越のてまり 小さな

種ここる 原木にひかれました 

ぽん菓子 板ポン 想像通り食べたい味、食感で美味しかった。 

木のおもちゃ、クッキー 

木おもちゃは、長い期間遊べるからいいかなっておもちゃって気に入って購入し

ました 

ポチ袋 可愛い 

福井県、福井きくらげ耕房、干きくらげ 福井県産と言う事で、安心感があります。 

藍染めシュシュ 使いやすい 

ゴマクッキー 福島県ケアステーション 香ばしくて美味しかった。 

福井県、ハスの実菓子工房、チョコチップクッ

キー 

噛んだときは、サクッとした食感。噛んでいくと、しっとりとした食感になりました。

チョコも、甘すぎずクッキーと、相性抜群でした。また食べたくなる美味しさです。 

宮崎 ヘアゴム 可愛かった 

宮崎県 宮崎県社会就労センター協議会 さ

をり巾着 色合いが好みだったので思わず手に取ってました！ 

木のおもちゃ類 子供には木のおもちゃが優しくて好き 

おばけつり あさひ会 子供が気に入った。中々見かけない物だと思った、 

福井県 喜ね舎 干し椎茸(スライス) 内容量のわりの値段設定が有難い 

印スタ ポチ袋 ミニれたぁ デザインが可愛かった 

京都府 （福）亀岡福祉会第三かめおか作業

所 たまねぎチップス とてもおいしく、小さな子にも安心してあげられた 
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盛岡市立しらたき工房干支キーホルダー巳 

シンプルで、御守り的にしても携帯しやすい。同色の皮の財布と小銭入と相性が

良さそうで、直ぐに手に取りました。大切にします。 

京都 亀岡福祉会 お野菜チップスセット 体に良さそうで美味しかった 

三重県社会就労センター協議会 災害備蓄

用パン 求めやすいお値段でした 

わかめおこわおにぎり もちもちして塩加減も抜群でした 

社会福祉法人 かすみが丘学園 就労支援

センター ワークかすみ 越前和紙 印スタ

ポチ袋 

ポチ袋の絵柄が可愛い事と、越前和紙でしっかりとしたポチ袋で素敵で気に入り

ました。 

芋けんぴ抹茶 仕事場で小腹が空いたときにちょうど良い量で、美味しかったです 

トマトせんべい トマトが苦手でも美味しく食べれました 

福井県 小さな種ここる 乾しいたけ ちょうど欲しかったもので、県内産なので、安心できます。 

クッキー、いちごジャム 甘すぎず、丁度良かったです。 

京都府 亀岡福祉会 おやさいチップス え

んどうまめ えんどう豆そのものの味で、サクサクと大変美味しかったです 

さをりティッシュケース、 おりかたがかわいい。 

頑固おやじ すごく汚れが落ちる！ 

ペット用品、小物 手作りが良い。 

ころりん北海道わかふじ尞 木の温もりが有り可愛いフォルム 

福井県 トートバッグ ぴーぷる たくさん物が入りそう 

マカロン 美味しかった 

福井市、手作り工房コスモス、しっとりガトー

ショコラ ほろ苦く、しっとりとして、美味しかったです 

長崎県 コリアンダーの家 スパイス塩 添加物なしで美味しく使えそうでしたので購入しました 

野菜のチップス サクサクしてて、野菜の味もちゃんとあって美味しかったです！ 

福井県、ハスの実菓子工房、こしのルビーマ

カロン サクッとあまくておいしいです！ 

ごくあつクッキーバター 

バターたっぷりで食べ応え十分、まさにごくあつでした笑 とてもおいしかったで

す！ 

福井県 はこべの家 星の子亭鯖へしこ 極

み 

すでに刻んであるへしこ。見たことがないです！このまま何にでも使えます。至れ

り尽くせりではないですか。楽しみです。今晩早速いただきます。 

福井県前進主義すたいるくま かわいい 

お菓子 とてもおいしかったです。 

星の子ジャム苺 まだ食べてないが、原材料を見て即決 

福井県 よもやま 豆ぽん 香ばしくて美味しい 
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ごまクッキー 福島のケアステーションゆうと

ぴあ あっさりしてパリパリでとても美味しかった 

神戸光の村 そらまめやき あっさりしてて美味しかった 

福井県 杵屋 マドレーヌ紅茶 

しっとりしてて、紅茶の風味が口の中で広がってとても美味しく、リピの為伺いま

した。 

京都市、みやこ、まごころ味噌飴 美味しい 

福井県 社会福祉法人  かすみが丘学園 

就労支援センター ワークかすみ 越前和紙 

ポチ袋 福井県の恐竜の図柄と色合いが気に入った 

たまねぎチップス 軽いのに玉ねぎの味がちゃんとした 

クッキー すごく美味しかった 

ハスの実菓子工房のクッキー サクサクしていて美味しかったです 

マフィン いろいろな味があるマフィンだと知っていて購入しました。大好きです。 

福井県、ポン菓子 大変美味かった。 

長崎カステララスク サクサクで甘くて美味しかったです 

長崎カステララスク 

子どもたちと一緒におやつとして食べました。すごく美味しく、みんなが笑顔にな

りました。 

ポン菓子 子供が好きなので喜んでました 

京都府 亀岡福祉会 お野菜チップスえんど

うまめ 

安くておいしそうなので買いました。軽い口当たりでお茶に合います。ノンフライな

ので油っこくないのも気に入りました。全種類買えば良かったです。 

長崎県 社会福祉法人 萌友会コリアンダー

の家  ハーブのお塩 

木のおもちゃ ＭORIYAMAパズル館 

孫へのプレゼントとして購入。デザインも可愛らしく、使いやすそうだったので購

入しました。 

菓子類 美味しかった 

たまねぎチップス 味が美味しかった 

福井県､北日野こもれび会ぴーぷるファン､

豆乳おからクッキー 

材料が国産､おから、乳酸菌入りと、書かれていて、食物繊維豊富で、体に良さ

そうなので、買ってみました。食べてみると、思ったより、甘くなく、歯応えがありま

した。良く噛めば噛むほど、香ばしい味がして、美味しく感じました。国産､食物繊

維豊富、低カロリーで美味しいおやつを又作って下さい。 

京都 社会福祉法人 径福祉会 スパイスカ

レー 福井 きなこマフィン 

カレーはまだ食べていないけれど、どんな味なのか楽しみ。マフィンは優しい味で

美味しかった。福井、光道園の焼き物は今回は買わなかったけど大好きで集め

ている。 

一輪挿し 
 

福井県 けん玉 

子どもが以前から欲しがっており とてもきれいな作品だったので購入しました 

ずっとやっています 
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シュシュ 可愛かったから 

和風だし  コリアンダーの家 だしが良く出た 美味しい 

いちじくジャム 
 

福井県 前進主義のみにハンカチ・福井県 

鳥羽事業所 恐竜ピンバッジ(トリケラトプス) かわいいしら、そこまで高くない 

京都 亀岡福祉会 お野菜チップス 食べやすくて、美味しい 

板ポン すごく美味しかったです     

福井県 障がい者支援センターひまわり 缶

バッジ 淡い青色の絵がプリントされたもので好みだった。 

亀岡福祉会 第三かめおか作業所 いろいろな野菜の味があり美味しいです。 

あさひ会 木のおもちゃ工房 パズル館 見た目も かわいい 

徳島県 あわしずく パッケージがかわいい！！ 

京都府 野菜せんべい 徳島県 ほろほろ 美味しそう 

あまざけやき 食感、味、めっちゃ好みの感じでした。 

福井 ワークハウス 羽二重トースト 

羽二重餅の今までにない食べ方が新鮮です。パッケージも凄く素敵で思わず買

いたくなります！！ 

踏み台 デザインが気に入った 

三重県湖畔の郷風早 かっばの Sara 使いやすい 

福井県 手づくり工房コスモス クッキー 紅茶味のクッキーがおいしかったです！ 

愛知県守山作業所 あさひ会 ファミリーカー とてもしっかりしていて、なおかつかわいいです。 

福祉会 Doppo スパイスカレー3種セット 個人的にカレーが好きなので買ってみた 

名前を忘れましたが、丸いクッキー とても美味しくて、殆ど一人で直ぐ食べてしまった 

ごぼうチップス おいしかった 

福井県 クッキー 美味しうございました 

長崎県 萌友会 コリアンダーの家ハーブ塩 ハーブ好き 名前が気に入った 味はこれから 

徳島県  キーホルダー 

福井県 ハスの実わくわくワーク クッキー5

種セット 食感がよくおいしかったです 

光道園の一輪挿し、三重県のクッキー 

一輪挿しの出来映えがとても良かった、値段も買いやすい価格だった。クッキー

はとても美味しかった。 

クッキー とても美味しかった。 

兵庫県 神戸光の村 授産学園 甘酒やき ほんのりと感じる甘酒の味と、噛んだ音が楽しめる食感がとても良いです！ 

しっとりガトーショコラ 濃厚でしっとり 
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徳島県の和三盆を使用したお菓子(お菓子

の袋を捨ててしまい事業所名と商品名は不

明、スミマセン～)が美味しかったです。 

和三盆が、ほんのりとした甘みでとても美味しいお菓子でした。コーヒーによく合

いました。 

長崎県 ワークショップあさひ A かすてらラ

スク 美味しかった。 

福井県 手づくり工房コスモス マフィン、クッ

キー おいしかった 

東京 木のおもちゃ 地ビール楽しみです 

くるみ食パン しっとりモチモチで美味しかったです！ 

京都府 かめおか作業所 ニンジンチップス 美味しかった 

三重県 Ｍ クッキーとフィナンシェ 美味しかったです 

福島県 工房ひろせ えごまドレッシング ビン、ラベルがおしゃれでえごまが体にいいので購入した。 

愛知県あさひ守山作業所 

木で仕上げたけん玉を購入させていただきました。ジブリを想像させてくれるトト

ロのネコバスの表情に似ていて愛くるしいので買いました。質感ともに長く使えそ

うです。丁寧な仕上がりでした。子どもから幅広く使える年齢層の方向けでした。

子どもと寄って一緒に遊べる物を買おうって思いました。 

福井県 北日野こもれび会ぴーぷるふぁん 

塩キャラメルフロランタン フロランタンが好きで購入しました。香ばしくて美味しかったです。 

福井県 清樹会 バタードーナツ プレーン ざっくりしていて美味しかったです 

福井県 福授園 がおがお恐竜つみつみ こども達と楽しく遊べた 

福井県あわら 米粉クッキー サクサクしてて美味しかった 

福井県 障害者雇用施設ひまわり だるまち

ゃんトートバッグ S 越前市こもれび会  ピ

ープルファン リバティ柄巾着 小  めちゃくちゃ 可愛い      だるまちゃんトート もう一つ買えば良かったかな      

福井県 ハスの実 チョコチップクッキー 

手作りクッキーの素朴な味。シンプルでおいしい。うん十年前、プレゼント用にク

ッキーを作った記憶を思い出しました。 

おからクッキー 美味しい 

ハーブティー 薫り高くすっきりして美味しくいただきました 

岩手県 睦会石上の園 乾しいたけ 粒揃いで、美味しそうです。 

長崎県 萌友会 コリアンダーハーブの塩、

そのぎ茶 お茶は風味が良く美味しかったです。 

京都府、社会福祉法人みやこ缶入りパン製

造センター、バタークッキー バターたっぷりでサクサクで美味しかったです。 

福井県 北日野こもれび会ぴーぷるファン 

ボタニカルクッキー 素朴な味で美味しかったです 

ぽん菓子、ごまクッキー 懐かしい思い出があり、美味しく頂きました        
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福島県、福島県授産事業振興会、藍染コー

スター 色合いが気に入った 

福井 ぴーぷるファン 巾着 サイズと布のデザインが気に入りました。 

岩手県 盛岡市立しらたき工房 まな板 木の香りが良かった 

宮崎県宮崎県社会就労センター協議会 

とっても素敵なイルカの鍋敷きですがあまりにかわいいので鍋敷きなんかにつか

わずアートして飾りました。 

徳島県  とくしま障がい者就労支援協議会 

バンゴハンスプーン 持ちやすいし、可愛いし、まずはすごくキレイなさ仕上がりとおもいます 

カラスのパン屋のトートバッグ、ぴーぷるふぁ

んのトートバッグ、木の魚釣り、子供用の軍

手、木の動物パズル 

子供も喜んで遊んでいます。トートバッグも生地がしっかりとしていて、手作りとは

思えない素晴らしいトートバッグです。大切に使用します。 

パン 美味しかった 

福島県社会福祉法人ひろせ福祉会 えごま

パウダー 

えごまﾊﾟｳﾀﾞｰは市場でもあまり販売されてなく､350円という安さにもビックリ｡サ

ラサラとして食べやすく､買って良かったと思いました｡ 

藍染しゅしゅ、タオル 染めが素敵だなと思いました。 

福井県、コスモス 美味しかった！ 

長崎の岡田そのぎちや 美味しいお茶でした！ 

福島県 ケアステーションゆうとぴあ 手作り

ごまクッキー 他、購入品多数他のものも素

晴らしいです! 

ごまクッキー     味はとても繊細。物流にのりにくい割れやすい形状。とても贅沢

な食感でした! 

コスモス クッキー 美味しく食べやすい。コストパフォーマンスも良かった。 

 
色々な商品があって楽しくお買い物出来ました       

エコバッグ 大きさもちょうど良く可愛らしいイラストで気に入ってます 

長崎県 コリアンダーの家 そのぎ茶和紅茶

5p パッケージが可愛くて買いました。飲んだ後も飾っておこうと思いました。 

長崎県コリアンダーのいえハーブのお塩 ジャガイモにかけて食べたらあっさりとおいしかった 

災害備蓄用パン カンパンしか知らなかったのでうれしかった 

徳島県 お米 凄く美味しいので、また購入したいです。 

ヘアゴム 可愛かった 

みの虫 本革ストラップ カラフルで好きな色が混ざっていてよかったです。 

福井県、はこべの家、星の子亭鯖へしこ 

福井県の銘酒である早瀬浦に浸して作られ、まろやかさと独特のくさみが高級感

を増していると思います。事業所で、端正込めて丁寧に作られている様子が伝わ

る商品です。お酒のつまみにも、ご飯のお供にも美味しく頂けます。 

福井県 ハスの実 マカロン アーモンドのサクサク感がクセになりまた食べたいと思います。 

福井県 おさなかつり 

小さい子供から年少からたのしくあそべます。危険性もなく、たのしく、お安くてび

っくり、手作りでとてもかわいいです。購入してよかったです。 
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一輪挿し あたたかい色でとてもかわいいです。一目惚れしました。 

福井県三方はこべ福祉会いちじくジャム いちじくは珍しく、美味しくいただきました。 

けんけら おいしかったです 

愛知県朝日会、魚釣り 孫が喜んで遊んでいました 

 
お菓子をいくつか買いました。丁寧に作られているのを感じました。 

長崎県 ワークショップアサヒ A 黒糖カステ

ラ とてもおいしかった 

京都府 社会福祉法人みやこ缶入パン製造

センター バタークッキーゆず ゆずの風味がとても良かった 

愛知県 あさひ会 守山作業所 動物バス  手で触れた感触が暖かく、幼児に良いと思います。 

京都 径福祉会 スパイスカレー レトルトにしては高額だが、本格的。贅沢したい時に食べたい 

福井県 小浜 納豆 小粒で美味しかった 

  

●ご感想、ご意見などございましたら、お聞かせください。 

スタッフの対応も良かった 

クッキーやジャム、納豆を買いました。手作りの鞄等も、素敵な品物がたくさんありました。 

20代ですが立ち寄りやすかったです。 

事業所でのご活動を、今後も応援しています。 

全国の商品に出会うことが出来て、とても感動しました。また、来たいです。 

イベントによって障がいのある方が頑張っているのを感じるし、応援したくなる。 

あったかいイベント 

初めてバザールを見たのですが、こんなにもいろいろ商品の種類があるのを知りました。 

とても魅力的な商品がいっぱいありました！またきて欲しいです 

色々気になる物があって、また、伺いたいと思います。 

商品が多数あり、迷った。食品はお菓子が多かったが、他の商品も見てみたい。 

頑張って下さい。 

また どこかで開催してるのなら他の商品も買いたいと思いました 

全国の商品が一堂に会しているので、色んな県の物が一度に楽しめていいですね。 

事業所毎に陳列してもらった方が良かったです。 

もっと告知や宣伝をしたら良かったと思う 

たまたま立ち寄ったのですが、全国から商品が集まっていて、どれも魅力的でした 

手作り物で、見てるだけでも癒されました。 

安い値段が嬉しい 

障害者支援は、大いに共鳴します！ 
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なかなか、色んな事業所さんの商品を一緒に見られる機会は珍しく。自分の好きな商品をさがせて良かった。 

色々、珍しい物もあり楽しかった 

いろんな手作りの作品があって楽しめました。ありがとうございます      また楽しみにしています。 

テント店の雰囲気も良かった。 

会場全体のデザインがよかった。実際に絵を描いている様子が見れたり、おみやげが買えたり、カフェもあってゆっくりできまし

た。カフェの里芋フライ、おいしかったです。 

あまり見た事もない商品などもあり、ゆっくり見たかったのですが、時間がなく残念でした。商品の、レシピや、使い方などがあっ

たら、と思いました。私の見落としだっら、スミマセン！ 

いろんな商品があって、楽しかったです。 

いろんなところの物が買え、また、いろんな物がみれて よかった。 

アート展の展示物が迫力があって良かったです 

良いイベントだと思います。 

どこの県からのものかが、パッと見たときにもっと目につくと面白いな、と思いました。 

旅行に行く事ができない今 全国の作業所に会える機会は楽しい 

また機会があったら、僅かでも応援したいと思う。 

イベントして盛り上がっていたと思います 。買った人へのくじなども あり、配慮されていていいなと思いました 

生産できるかは別にして、これからはマーケットリサーチの考え方も必要では？ 

可愛い小物がたくさん見れたので、また開催して欲しいです！ 

もっと開催日を増やして、やるとよい 

県外の品物があって良かった 

賑わっていた。 

いい商品がいっぱい有るのに、もっと皆に来てもらえるような チラシにしないと…私は翌日お手伝いなので、その下見で行きま

したが…… 

良い 

菓子類はよく似たものが多いと感じたので、それぞれもっと地域性などの特徴的なものがあると良いのではないかと感じた。 

購入したハンカチの藍染の色がとても気に入りました。 

レジ対応良かったです 

バーバリウムの体験がしたかった。 

10月 15日天気が良く楽しく買い物が出来ました。またイベントがありましたら行こうと思ってます。 

どの品物も丁寧な作業で、市場よりお手頃だと感じました。機会があったら また購入してみたいと思いました、 

とても素晴らしいバザール 

職員が皆さん親切で好感がもてました。 

また明日も孫と来ます 

全国の福祉作業所の商品があって、とても良かったです。少しずつでも広まっていくといいですね。 
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全国の商品を集めて、数ヵ所での開催、とても大変だったと思います。最後まで頑張ってください(=^ェ^=) 

喜ね舎とドームでは客層も違い、売れ筋も違ったのでは？販売傾向は、今後のイベントの参考になるのではと思います。ドーム

でのアートギャラリー、手話カフェは参考になりました。 

京都の釜炊き手作り石鹸(300円)を買い忘れたのですがどこかに売っていますか？ 

お疲れ様です。今後色々情報交換させて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。 

県内だけでなく、全国の福祉事業所の商品が色々見られて良かったです  

全国の事業所さんの商品を見て、買うことができるのがいいです。また、福井で開催してほしいです。 

もっと宣伝してほしい 

初めて立ち寄りましたが、珍しいものが多く、また是非開催してほしいです。 

時間の関係上ゆっくり最後まで見れませんでしたが、たくさんの出展だったので、また次回楽しみにしたいと思います。 

たまたま買い物に寄った所でやっていたのでのぞいてみたのですが、手頃なお値段でいいものがたくさんあり、ついつい買いす

ぎてしまいました。 

楽しいイベントだと思いました。 

国産品でお得な商品もいくつかありお得感がありました。 

もっと ゆっくり 見てまわりたかった 

子供向けのイベントもあってよかったです！ 

楽しかったです 

スタッフさんも丁寧で良かった。 

日頃からセルプフェアが好きなので、今回のようなイベントも魅力的だと思いました！ 

今回たまたま開催に立ち会えたので、インスタなどで告知があると 10〜40代くらいの集客に繋がると思います。 

たまたま寄ったお店でやっていたのですが、皆さん笑顔で催し物を見ているのを見たら、こちらも楽しい気分で買い物をすること

が出来たので、良かったです。コロナで最近は、催し物が少なく寂しいと思っていたので、余計嬉しかったですね。 

家族が障害をもっているのでこれからも作業所の方々には頑張って欲しいです。 

全国の色々な物が見れて楽しかた。 

自分も障害者ですが、全国の障害者の人も頑張って下さっているんだなと思いました。その貴重な商品を買わせて頂いて真に

ありがとうございました。 

サンドーム福井のイベントで買えない物があり、ここで買えたので良かったです。 

買い物カゴの設置が欲しかった。 

県外の作業所の商品を、まとめて沢山見た初めての機械化でした。今後も定期的に開催して欲しいイベントだと感じました。 

商品のところに事業所の案内があると、よかった 

思ってたより凄く大きなイベントでびっくりしました！県外の福祉施設の商品が買えてとても楽しかったです。 

もっと福井県の特産品が、有れば良かった。 金額も 安くて 買いやすかった。 

始めはどういったイベントなのかよく分からなかったけれど、見てみると素敵が商品がたくさんあり終了時間が過ぎていたのに見

入ってしまいご迷惑おかけしました。皆様がたのご活躍を期待しております。 

さまざまな商品を見て楽しみました。利用者様も楽しくお買い物されていました。 
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県外の障がい施設の手作りの商品が沢山あってとても感動しました。 

全国から色々な商品が集まっており、興味深くみせていただきました。 

知らなかったので ニュースなどでわかるとよかったと思います。(例えば前週、福井コーヒーフェスは ニュースでわかりました)大

道芸人のショーやワークショップなど子供たちや女性が楽しめるものがあって良かったですが木工細工などのワークショップが

あると男性も参加できて良いとおもいます。スタッフの人が商品の説明を親切にしてくれ、クジ引きのスタッフが明るく対応してく

れたので とても気持ちよく買い物ができました。来年もあったらいいですね。 

サンドームの販売にかかる責任者をさせていただきましたが、各施設の職員さんが皆さん協力してくださり、とても感謝していま

す。 

色んなイベントが重なってて楽しめた。 

ひとつひとつ手の込んだ商品が多く、見ていて楽しかったです 

お店の人とおしゃべりできて、楽しかった 

タマタマ立寄った場所でしたが、商品も多くイベントも開催中で楽しめました。 

売買スタッフも笑顔で丁寧な接客だったので気持ちよく買い物ができました。 

楽しかったです 

先週、手話講座で知りました。それまでは全然知りませんでした。PRをもっとしてもいいのかなと、感じました。 

県外の商品が見れるのが楽しかったです。 

特に無し 

スーパーボールすくいやスマートボール、輪投げ、ヨーヨーがすごく楽しかったです。商品が沢山あってとても良かったです。スー

パーボールすくいで、何個とれたかを表示する(1、2、3位)、得点板を付けて欲しいです。お買い物では、沢山の種類の商品が

あったので、凄いと思いました。 

また機会があったら利用したいです★ 

このようなイベントをもっとたくさんして欲しい 

色んな体験ができ、0歳から 36歳の家族 6人みんなが楽しめました。 

みんな、親切で楽しませていただきました 

クッキーやおせんべいなど、おやつ系のばかりかと思っていましたが、地元のものを活かした色々な物が売っていて、みていて

たのしく、いくつか購入させていただきました。楽しいイベントをありがとうございました。 

作品制作状況も、拝見出来て、勉強になりました。他県の施設の作品も手に取れて購入出来て、楽しく良い時間になりました。 

いろいろな商品があって楽しかったです 

条件があるとは思いますが、商品に偏りがあったので（クッキー、せんべい）商品の種類があるといいと思いました 

とても充実したイベントでした。ありがとうございました。 

さまざまな商品がありましたが、たくさんの方々に長く買ってもらうためには、食べ物や消耗品が多様にあるといいのではないか

と思いました。非常食のパンは、私にとって目新しく、タイムリーだったこともあり、購入しました。 

新幹線乗車体験や、ポニー乗馬などなかなか出来ないことができて楽しかったです！ 

就労支援施設で取り組まれている商品の多様さに心惹かれました。利用者の力を引き出すための職員さんのご努力に敬服しま

す。 
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新しい作品に出会いたい。 

とても楽しかったです    東ちずるさんと会えて、写真が撮れて嬉しかったです     

祭りみたいで楽しいかった。 

大変かも知れないが何かイベント等だけでなく気軽にいつでも買える場所があると良い。もしかしたら認識不足であるのかもしれ

ないが。 

天気が良くて気持ち良く買い物ができました。 

甘いお菓子だけでなく、いろいろな物が、あったので、よかったです。 

素敵なお品物ばかりでしたのでまた定期開催していただきたいです 

この様なバザーが開催されている事を初めてしりました。木でできたパズルなどとてもきれいにできていて感心しました。 

美味しくてお値段もお安くて大変満足しました。 

とても楽しいイベントでした！また来たいです。店員さんも接客がステキで大満足でした！ 

どれもこれも手間暇かけてあり、あたたかみを感じました。岩手の干し椎茸も宮崎県の木ばらも、美味しく食べて大切に使わせ

てもらいます。 

いろんな作品があって よかったです 

もっと福井県の特産品が、有れば良かった。 金額も 安くて 買いやすかった。 

たまたまサンドームで知ったが、もう少しアピールして宣伝してくれれば、是非行きます！ 

こういったイベントはどんどんやって欲しいです。スポカルとのイベントと一緒にしていたのは集客があり良かったと思います。 

もっと気軽に行ける店にこんな商品が売ってるコーナーがあるといいですね。 

色々なものが売っていて良かった 

興味が持てる物がいっぱいあって、是非これかも頑張っていただきたいと思います。 

今まで福井県内の施設のバザールはあったが、他県の商品も興味深く見て、食べさせていただきました。福井の施設の参考に

もなると思いますし、消費者としても、福井の施設の商品がもっともっと魅力的なものになると良いと思いです。 

今まで福井県内の施設のバザールはあったが、他県の商品も興味深く見て、食べさせていただきました。福井の施設の参考に

もなると思いますし、消費者としても、福井の施設の商品がもっともっと魅力的なものになると良いと思いです。 

今回は口コミで知ったが 開催が有ることが全然分からないのでもう少し PRする必要が有るのでは。 

どの品も美味しく手作りの折り紙とかが可愛くて心がこもっていた 

また行きたいです。 

素敵な企画をありがとうございました。たくさんおいしいお菓子があって選ぶのが楽しかったです。 

製品が業者が作ったような製品でした。 

ペット用の餌入れが気にいりました 

初めて、このようなバザールがあると知りました。もっとあればいいと思います。 

賑やかで楽しかったです       

種類も多くあり、どれにしようか楽しく選ぶことが出来ました！ 

いろんな商品があり見ていて楽しい。また実施して欲しいです。 
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チラシにオススメ商品を載せてあるとよかったです。 

良かったよ 

機会があったら又販売して欲しいです 

楽しくて面白かった 

手作り作品が沢山並んでいて、値段も手頃で良かったと思います。温かみのある作品ばかりで、時間があればゆっくり眺めてい

たかったなと思いました。作品全部を見ることが出来なくて残念でしたが、またこのような機会があったら、ゆっくり見て手にして

みたいと思います。ありがとうございました          

参加者が、関係者（当事者家族）らしき人達の他は、他のイベントから流れてきた子供連れ家族が主だったような感じ．単体のイ

ベントだとサンドームは交通の便、広さから合ってない気がした。 

このイベントの開催をもっとして欲しい 

福井県又県外の、障害者施設の生産活動､品物を知ることが出来て、良かったと思いました。これからも、障害者の生産活動

は、地元の物を使ったり、環境に良いもの中心に、活動お願いします。 

コロナ禍で今は難しいのかもしれないけれど、実際に商品の製作をしている人たちとお話出来たりしたら、もっと楽しそう！ 

今回は、店頭にいるスタッフさんが沢山話しかけてくれて、楽しかったです。県外から来ている人、長崎の方言も聞けて良かった

です。子供が楽しめる縁日コーナーもあって、秋祭り気分で楽しめました。 

障害をもたれた方のたくさんの素敵な表現を見ることができとても刺激になりました。またデザインされた会場や取り組みがとて

も素晴らしいと思います 

作者にお会いしたいです。 

全国のいろいろな障害者福祉施設の特色ある品物が見れて良かった。 

食品もたくさんあり良かった 

定期的に実施し、数回に分けて、全都道府県のものを扱えると良い。 

初めて知りましたが、凄くいいなと思いました。他にも気になった商品があったので、また次回購入したいと思います。 

自分も同じ就労支援施設職員です。各地の商品努力がみられて刺激になりました。ありがとうございました！ 

いろいろな商品があり楽しく見させていただきました。 

福井県の物ばかりかと思っていたら、県外の物もあり、しかも美味しそう、かわいい物がいっぱいで楽しめました。つい買ってし

まいました！会場もおしゃれになっていて、その効果もあり購買意欲がわいたのかな！ 

お洒落な店構えで、美味しそうに見えた。木の玩具も沢山買いました 

もっと色々な所で頻繁にしてほしいです。 

全国の事業所の方々がいろいろ努力されているのが本当にすごいと思います。 

息子もお世話になって本当にありがたく思っています。 

良い商品ばかりでどれにしようかと迷いました。 

沢山のいろんなものがあってびっくりしました 

商品の品揃えが、たくさんあって、何を買うか迷いました。また、商品も工夫されているものが多くて、たくさん欲しくなりました。

また開催してください。 

手話ができるスタッフが 1人でもいてくれたら嬉しかったかな 
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値段も手頃で美味しかったです 

感じがよろしいと思います 

少し会場が狭く感じましたが、逆に活気があって良かったかも 機会あればまた買い物したいです。 

もう少し周知した方が良い 

いろんな商品があってどれも魅力的でした。またあったらぜひ立ち寄りたいです。 

会場に居て、もっと沢山の人に来場してもらえるよう隣のイベント会場に来ている家族にも、もっと広報したらよいのに、と思いま

した。 

久しぶりに、ワクワクした。 

前回から１７年ぶり？の開催と伺いましたが、ブランクを空けずに是非また開催してほしいです！福井県だけでも数々の施設で

ステキな物が作られている事を知りませんでした。応援してます^_^ 

お疲れ様でした。 

全国の施設の商品が見れて楽しかったです。また開催されるといいなぁと思います！ 

どの作品も良かった 

たくさん商品があり、楽しかったです！ 

くじ引きでいただいたキャラメルマカロンもとても美味しかったです！会社の昼休みに行ったのであまりゆっくり見てまわれませ

んでしたが、気になるものがたくさんあって楽しかったです！ 

欲しい商品が少ない 

また開催に出会いましたら購入させて頂きますね 

私が気付かなかったのかもしれないですが、もっと大々的に宣伝していただけると嬉しいです。 

色んなものが置いてあって、つい､目移りしちゃってみたら決められなかった。お菓子コーナー、おもちゃ､日用品など分けて販売

してあったらよかったかな。 

少しでも就労支援の力になれればと思っています。お菓子やパンなど美味しいので、また開催された時には購入させていただき

ます。 

なかなか、どこで開催されているとかわからなくていつもたまたまになってしまいます。また、どこかで見かけたらお買い物したい

と思います。 

チラシが配布されなかったので、地域の人も知らなかった。 

お店の人もとても感じが良くて、レジをした後子供にお菓子なサービスがあったのがよかった。 

もっと 大々的に 広告出したら良いのでは？アピールが少ない気がします。新聞のあの小さい記事だけじゃ 見落とすところで

した…         雨じゃなかったら もう少しゆっくり見たかったです〜 

スタッフ？の方の雰囲気が優しくて良い感じでした。癒されました。 

楽しい雰囲気が良かった 

1つ 1つ丁寧に作られていて、スタッフさんの説明も親切でとてもよかったです 

終了時間間際で、ゆっくり見られなかったので、情報をもっと早くキャッチしたかったなぁと感じました。 

お菓子は丁寧に作られていて、どれも美味しかったです。 

暫く旅行に行けなかったから楽しかったです。 
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とても素晴らしいイベントだと思いました。くじ引きでクッキーももらえたので嬉しかったです。ただ、店頭スタッフが多く感じ近寄り

がたいと感じました。 

とても楽しく癒されました。商品を購入する事でこれからも応援していけたらと思います。またぜひ開催して頂きたいです。 

とても良い企画です。応援してます。 

もっと宣伝された方が良いと思います。 

素敵な商品がたくさんあったので、もっとアピールしてください。 

多種多様な品目が並び、屋台販売等の雰囲気はお祭り感があって面白いと感じました。運営側としては大変だとは思います

が、やはりある程度以上の規模があるとそれだけでも惹かれるものがあると思います。 

風の強い日に立ち寄りましたがとっても素敵な作品があって欲しい物ばかり。しぼるのに苦労しました。 

たくさんの商品があり過ぎてきっと見逃したものがありそう。布製品、キッチン用品、クッキーなどなど、同じ種類のものはまとまっ

て売られてたら良かった 

チラシが入っていて、興味本位で一度見るだけ見てみようという考えでしたが、商品がすごくクオリティーが高くて、ついつい二日

間行ってしまいました。 

このような活動の事を始めて知りました。コロナ禍で大変ですが、頑張って欲しいです。 

初日に行って買い物をしたら会計後にﾐﾆｸｯｷｰを頂き､美味しくて嬉しくて 5日間､毎日通いました｡15(土)と 18(火)は仕事が遅く

なり閉店 4時ｷﾞﾘｷﾞﾘに着いたのですがもうﾃﾝﾄを閉めていたので仕方なくﾄﾝﾎﾞ帰り｡ 残念!  せっかく全国から取り寄せたのな

ら､地域や県ごとに商品陳列するともっと見やすかったです｡出店している事業所の就労者さん達の写真や紹介も付け加えてほ

しい｡ 

また開催して欲しいです。スタッフの皆さま、お疲れ様でした。 

懐かしい方々とお会いできて良かったです。 

色々、たくさんあつてたのしさつたす！ 

抽選会に参加させてもらい、高価な景品をいただきました。購入商品は高品質ですが、安価です。事業所の利用者さまの収入

に反映しないのか。物流にのる際に安価にできる仕組みがあるのか?気になりました。適正な販売価格で、適正な収入を得てい

ただける形が末永く事業を続ける形になるのではないかなと思いました。私は皆さんが作られるものを手に取る機会を得られた

ことをありがたく思いいます。ぜひ、今後も佳きものを作り続けてくれる仕組みをと願います。 

暑かった日だったので、ゆっくりとテント内の製品を見れなくて残念でした。しかし、このようなイベントは、何らかの形で続けて欲

しいと思います。 

また開催していただけると嬉しいです       

もっと大々的に宣伝に力を入れたらいいと思います 

時間がなく、ゆっくり見れなくて残念でした。次の機会があればまた行きたいです。 

室内の展示なら天候に左右されず良かったと思います 

ありがとうございます 

手作りの物が沢山あり、感動的な物もありました。また、機会があれば是非行きたいです。 

いろんな手作り品があって見るのも楽しかったです！ 

管理棟まで案内いただきありがとうございました。人並みに流れていたらサンドームにはいっていました。 
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全国の障がい者施設で作られた物を、福井で拝見出来て良かったです。 

SELP商品を知るきっかけになり応援したくなりました。来年も是非喜ねやで開催してください。 

時間があまりなくゆっくりみれなかったのですが、それでもたくさんの種類があり見ているだけ楽しかったです。絵をかいてる人な

どとても、芸術にあふれていてカラフルでみてるだけでわくわくしました！ぜひまた開催してほしいです！！ 

機会がありましたらまた行きたいです！ 

フクシヨンのチラシで訪れました。一度にさまざまな事業所の商品が購入できてよかったです。 

飾りつけがおしゃれで、商品を手に取りたくなるようなショップ作りでとてもよかったです。もしよかったら各事業所の案内文つい

ていればなお良かったとおもいます。 

食べ物から手作り品まで色々あり、嬉しく、また食べさせて頂きました。 

色んな商品が全国で丁寧に作られていることを知りました。 

いろんな物があって楽しかったです。 

場所が目立ちにくかった。作り手の皆さんの顔が見えると、なお良いのではないか。(作っている場面の写真など) 

隣で大きいスポーツイベントがあり、あまりめだたなかった。 

こんな所でのお買い物大好きです。お世話は大変でしょうけれど、またの企画を待っています。 

ワークかすみの消しゴムはんこの葉書が目当てで行ったのに、葉書が売ってなかったのは残念だった。お年玉のポチ袋もあると

よかった。色々な事業所の品を知る事ができてよかった。 

イベントも楽しかったです。ありがとうございました。 

 


