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ごあいさつ
会報誌をお手に取ってくださり、ありがとうございます。

ご支援者の皆さま、関係者の皆さま、PIPPOをご利用の皆さまには、格別の
ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
皆さまの温かいお言葉とご支援で、第4期を終えることができました。
PIPPOをご支援くださる皆さま、関係者の皆さま、PIPPOをご利用の皆さま、
いつも温かいお言葉とお力添えをくださり、本当にありがとうございます。こ
の場をかりて心より御礼申し上げます。
今回の会報誌の本文は、できるかぎり見やすいフォントに変更しました。会
報誌に関しまして、お気づきの点やご要望などございましたら、事務局までコ
メントをいただけましたら、幸いでございます。
今後もご指導ご鞭撻ほど、引き続きどうぞよろしくお願い致します。
代表理事 森井 優希
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どのように「福祉を身近に、
日常に」する？

この度、PIPPOのミッション・バリューを再考し
以下の通り決定しましたのでご報告します。心新た
に、スタッフ一同まい進して参りますので引き続き
のご支援を宜しくお願い申し上げます。

完成
"新"ミッション・バリュー
のご報告

ビジョン（VISION)
PIPPOが理想とする未来

福祉を身近に、日常に。

ミッション（MISSION）

買い物を通じて、
障がい者福祉との “出会いの場” をつくる。
理想の未来に近づくために、
PIPPOが提供する価値

全国の障がいのある作り手や、彼らが手がけた製品との出会い。
誰かを想って買い物をする、新しい消費行動との出会い。
自分たちの製品が、全国の方へ届く喜びとの出会い。
想いを伝えあう、心あたたまる時間との出会い。
そんな “出会いの場” をつくります。

バリュー（VALUE）
リスペクト

ショップ、お客様、ボランティア、支援者、スタッフ、
1人1人の支えがあってこそのPIPPO。
全ての方へ尊敬と感謝の心を忘れない。

信頼
PIPPOが大切にする価値基準

ショップにとって「頼れる仲間」
お客様にとって「安心して買い物できる場所」
自分たちにとって「誇れる場所」であるよう
誠実に向き合う。

楽しむ

自分の想いや実現したいこと、得意なことを大切に
新しい文化を創っていく道のりを楽しむ。
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2021年度 活動報告

ネット通販サイト
契約店舗・掲載商品
PIPPOとご契約いただいている店舗は、
2022年6月15日時点で112店となりました
また、サイト掲載商品数も約949件となり
数・種類ともに大幅に増加しています。
ショップの皆様、PIPPOをパートナーに
お選びいただき、本当にありがとうござ
います。

昨年末にはPIPPO初のギフトカタログを
作成し、皆様にお届けしました！
ショップの方から、「カタログで商品を
ご覧になった方から、直接お問い合わせ
をいただきました。その方がギフトとし
て商品を購入されるなどして、新たな客
様とのつながりが生まれ、面となって顧
客層が広がりました」とのお話を教えて
くださいました！

カタログが基となり、ショップを知って
いただくことができ、とても嬉しく思い
ます。どのような取り組みが効果的か、
今後も試行錯誤して参ります。

SNS・広報
InstagramやTwitterは、ほぼ毎日更新
し、販売商品などをご紹介しています。
また、通販サイトご登録者の皆様には、
毎週月曜日にメルマガをお送りし、商品
紹介に加え新ショップの魅力を発信中。
ご購入者様からお寄せいただいたレビュ
ーコメントもSNSで紹介中です。商品開
発やお買い物のご参考にぜひご覧くださ
い！

SNS

特集ページ
今年度は、季節やイベントに合わせた特
集ページを合計13回を作成しました。平
均月１回発信です！
特集ページは、通販サイトのトップペー
ジ、メルマガ、SNSを通じて広く告知し
ています。
ご参画いただいたショップの皆様、特集
ページの作成や告知に携わっていただい
たボランティアの皆様、本当にありがと
うございました！
昨年12月には、パラスポーツ
体験イベント「チャレスポ！
TOKYO」で出店しました。
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2021年度 活動報告

研修会・コンサルタント
法人運営
研修会・
コンサルタント
横浜市精連様主催の販路拡大研修会（ご参
加：14店）や、東京都社協様主催のオンラ
イン研修会（ご参加：92名）にお招きいた
だき、森井が講演しました。
また、葛飾区コンサルタント事業に基づい
た活動も継続しております。
今後も、福祉施設の商品の魅力を引き出す
戦術を広め、福祉事業所の利益創出に貢献
したいと考えています。

総会・会報誌
通常総会を2021年7月17日に開催しまし
た。ショップやボランティアの皆様もご
参加いただき、多くの学びをいただいた
大変充実した会となりました。
会報誌を2021年7月、12月、2022年4月
の合計3回発行しました。日頃より
PIPPOの活動にご支援いただいている皆
様方に送付いたしました。PDF版は法人
サイトからご覧いただけます。

賛助会員・ご寄付等
今年度も賛助会員のご登録や貴重なご寄付
を賜りました。また、高砂福祉館様のご協
力の下、賛助会員証をリニューアルするこ
とができました。
大同生命厚生事業団様が実施された活動助
成プログラムに応募し、助成金を賜りまし
た。いただいたご支援は、会報誌作成に使
用させていただいています。
皆様の暖かいご支援に感謝申し上げます。

皆様に会報誌をお届けするにあたり、葛飾福祉工場の皆
様に封入作業をご協力いただきました。
また、お届けに使用したPIPPOロゴ入り封筒も葛飾福祉
工場様の制作物です。
発注の際には、関係者の皆様にきめ細やかなご配慮をい
ただきました。また、作業担当の皆様は、１つ１つ丁寧
にご対応くださいました。ご協力、誠にありがとうござ
いました。
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2021年度（第4期）
活動報告 総括
成果：出店者・利用者増加

2021年度のPIPPOは、2020年度と比較して、通販サイト事業では出店者数
の増加、売上規模が拡大し、ご利用くださるお客様も個人・法人問わず増加
しました。新型コロナウィルスの影響もありましたが、オンラインでの研修
会の参加や感染対策をしながらのイベント出店など、昨年度と比較し大きな
成果を挙げることができました。法人運営に関しては、個人・企業様からの
ご寄付も賜り、少しずつではありますが法人の認知も広がって参りました。

課題：健全な事業運営

PIPPOが掲げるビジョンの達成に向けては、今後も継続した取り組みが必
要です。事業を継続的に取り組むためには、健全な事業運営が不可欠です。
財政状況の改善とボランティアスタッフの活動環境整備を、来年度の課題と
いたします。

2022年度（第5期）
事業計画
2022年度は、新型コロナウィルスの影響だけでなく、経済状況の悪化、物価
高などで原材料費が上がり、さらに販売状況が厳しくなることが予想されます。
パートナーとなるご契約店舗の皆様に対して、これまで通りの支援だけでは不十
分になると考えています。そのため、現在の支援内容の見直しを行い、効果的で
実践的な内容を検討して参ります。
また、PIPPOの継続的かつ安定した事業運営に取り組むために、財政状況の改
善とボランティアスタッフの活動環境整備を行って参ります。
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ご支援のお願い
PIPPOは理念や活動に共感してくださった皆様のご支援によって運営されています。
私たちの活動を通じて、福祉製品の購入が日常となり、障がい者福祉を支援できるライフスタイルが
現実のものとなるよう、皆様の貴重なご支援を賜れれば幸いです。

◆ご寄付

◆賛助会員

１口500円より、銀行振込またはネットで受け
付けています。都度または継続支援がございま
す。法人、個人を問いません。

PIPPOの活動の趣旨をご理解いただき、経済
的にご支援頂ける方にお願いしております。
法人、個人を問いません。

右記バーコードまたは下記URL
よりご寄付のサイトにアクセス
いただけます。

右記バーコードまたは下記URL
より会員募集のサイトにアクセス
いただけます。

https://pippodonation.com/donation/

https://pippodonation.com/support/

プラーナ新宿
WORK HANAKIRIN
Rainbow house
いのちの木 The tree of life
Holly heal on Sunday
あしたば作業所
＠かたつむり
希望の家
エコッチ(希望の家)
コロニーもみじやま
泉の家
BISTARAI BISTARAI
Bremen Fairytale（レジネス）
叶夢
あとりえ花しょうぶ
SENIMO
西水元福祉館
Nico 元明館
リアクタント
昆虫の里
味噌工房わくわく
デイセンターつぼみ
ひまわりパーク六本松
江戸川区希望の家
街の小さな手作り雑貨屋さん well-being
shop Mochinoki
NPO法人クローバーの会
ガーデンクラフト "雨の木"
さくら坂
ピエトン・カフェ・エヴァン
Good Job!
SLOWLY AND SURELY
SOMEI VILLAGE

ほっと・館 ぷらす・わん
太陽工房
JHC赤塚
i工房cafe'Poco a Poco
ごらく
TENTONE
kidding rOOm
小さな焼き菓子屋おおぞら
森の工房
あとりえdeまいんど
ashita no kai
Ａｋａｒｉｙａ
パティスリーとっと
がじまるの樹の下で
用賀福祉作業所
新宿区立新宿福祉作業所
JHC志村
つむぎ
にこにこファクトリー
陶芸工房 土の夢
ドリームクラブハウス
作業所スクラム
いすみ学園
アトリエ・ポルト
あとりえトントン
われもこう
KOMONEST
わーくはうすすてっぷ
みどり工房
ひのき工房
フィロスあけぼの
リーブル工房

賛助会員の皆様
西村直樹様、柴田侑様、中村華子様（順不同）
匿名の皆様にもご支援いただいております。
皆様からの暖かいご支援に深く感謝申し上げます。

通販サイト
通販サイト契約店舗一覧

（全112店舗）2022年6月15日現在
契約店舗一覧
（全104店舗）
静岡SELP
未来ドア（結人の紬）

フレンドワーク（株）ピーエルジェイ
インターナショナル
ふらっとにしきの
ａｌｏｈａウエストワークショップ
一越紙
ネットワーク神戸
Kawauso
木のおもちゃのお店 おあしす
いもの子せんべい（第２川越いもの子
作業所）
ぽらりすCoffee
仲間の家 たけのこ
新宿区立高田馬場福祉作業所
ワークショップようてい
のびる
仲間の家
ゆめ工房 北砂
なでらの森
たんぽぽの丘
エナベルほんまち
BAKARY CAFE chao
やすらぎリバーシティ
中野区東部福祉作業所センター
ニュー三楽園
NPO法人ウィンドウ
うらしま

KABA・KABA
2021年11月13日現在
あとりえふぁんとむ
さざんか
きぼう工房
工房 和丘
デンマーク牧場
あやっちショップ
もんくぅる
港南福祉ホーム 第2ひまわり
コスモス蒔田の手作りマーケット
花の会
ぎんのだるま
アトリエみらい
ASAKAYAMA
山の子会
港南福祉ホーム
ミライズ土呂
隅田屋のあげもち
すみだ花工房
鳥もと
コロニーエンタープライズ
手まり
※敬称略、順不同
※仮称のショップ名も含まれます
本会報誌は、公益財団法人 大同生命厚生事業団様からの助成金を受けて製作、
配布いたしました。
「情報コラム：もっと知りたい障がい者福祉」「運営スタッフのお仕事紹介」は
お休みさせていただきました。
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＜団体概要＞
〒125-0042 東京都葛飾区金町5-28-2
Eメール：info@pippodonation.com
法人サイト：https://pippodonation.com/
ECサイト：https://www.pippoec.com/
法人サイト ECサイト

