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ご⽀援者の皆様へ

 いつもNPO法⼈PIPPOにお⼒添えくださり誠
にありがとうございます。

 この度、第3期⽬を終えることができました。
ここまでこられたのもご⽀援くださる皆様のお陰

です。本当にありがとうございました。

 新型コロナウィルスによって、多くの障がい者

福祉施設が困難に直⾯し、多くの⽅々が不安を抱

える中で、解決策を模索し、奔⾛されていたと思

います。

 PIPPOに何ができるのか？を改めて考えたと
き、私たちのミッション【「福祉」の製品を買う

ことを⽇常にし、障がい者福祉を⽀援するライフ

スタイルを社会に広める】を遂⾏していくこと

が、最も求められていることであると再認識しま

した。

 来年度へ向けて、更なる⾶躍をするとともに、

誠実に、着実に、業務に邁進していく所存です。

これからもNPO法⼈PIPPOをどうぞよろしくお
願い致します。

            代表理事 森井 優希

ごあいさつ
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「福祉」の製品を買うことを⽇常にし、障がい者福祉を⽀援する

ライフスタイルを社会に広める

私たちPIPPOは、障がい者施設や
ハンディキャップのあるクリエーター事業

を通して⽀援します。

「福祉」の製品をとおして、福祉に関わることが⾝近になる社会の実現に向けて

わたしたちは活動します。

障がい者福祉施設やハンディキャップのあるクリエーターの製品に特化した 
ネット通販サイトを運営しています。⼿間なく商品を購⼊できるネット通販

を通して「福祉」の製品を全国に広める活動をしています。

事業紹介
『福祉』を⾝近に、⽇常に

ミッション（MISSION）ミッション（MISSION）

ネット通販サイト運営事業ネット通販サイト運営事業

  研修・講演会事業研修・講演会事業
製品の販路拡⼤の⽅法やパッケージの制作⽅法などに関する研修・講演を⾏

います。オンラインでの対応が可能です。

コンサルタント事業コンサルタント事業

商品開発、パッケージ開発などのご提案を⾏います。

⼯賃アップのために必要な調査、計画、実⾏までをサポート致します。

ビジョン（VISION)ビジョン（VISION)
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いま、PIPPOのSNSでは⾃然なリレーが誕⽣しています！

例えば、商品を購⼊されたお客様が、#PIPPOでインスタ
に投稿され、PIPPOが嬉しいお声を発⾒＆発信したり、

通販サイトで寄せられたレビュー投稿を、ショップの⽅が

ツイッターで紹介され、いいね！で広がったり。

お客様＝ショップ＝PIPPOが有機的・双⽅向でつながり、
商品を中⼼としたコミュニケーションの輪が、どんどん広

がっています！

Q. PIPPOのSNSはどのくらい閲覧されているの？
A. 例えば、2021年5月のInstagramの投稿閲覧者数は1,245（前年比134.0%）、
フォロワー数は367人です。Twitterの平均投稿閲覧数は375（138.3%）、フォ
ロワー数は276（159.5%）です。"見られているアカウント"に成長しています。

電話とメールによる出店営業を強化。約

100施設にお声がけしました。

2020年夏以降、コロナ禍でお買い物の在り
⽅が変化し、通販ニーズが拡⼤しました。

店舗数増加は今期最⼤の成果です。契約店舗は

21店（2020年1⽉）から91店（2021年5⽉）に
増加しました！その背景には・・・

皆様のおかげで「選べるショッピングモール」

の誕⽣です。

2020年度（第3期）後半　活動報告
 ～ネット通販サイト～

出店営業をご担当いただけるボランティアの方を募集中
です！主な業務はご施設への説明、契約サポートです。
ご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

現在、91店舗と
契約完了！

テレアポは緊張しますが、
ネット通販への不安や疑問点
にお答えしているうちに信頼
いただき、ご出店が決定した
時は嬉しい！(担当者談)

皆様のフォロー大歓迎です！

出店数が大幅に増加！

SNSが成功！
広報活動
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改善に向けた戦略

画像の加⼯はシンプルにして、商品その

ものの良さを伝えるようにしています。

「ショップのおすすめ」「私たちのモッ

トー」をお教えいただき、施設紹介で掲

載しています。

ご出店準備に際しては、ショップの⽅の

ご負担を最⼩限にしながら、魅⼒的なペ

ージを⽣み出すことを意識しています。

PIPPOは、商品やショップの魅⼒がストレ
ートにお客様に伝わる通販サイトを⽬指し

ています。

この商品欲しい！ショップを応援したい！

と思っていただけるよう⼯夫を重ねます。

特集ページの作成頻度をあげました。

トップページで毎⽉の⼈気ランキング、

お客様からのレビューコメントをご紹介

しています。

販売価格を送料梱包料込に統⼀し、分か

りやすい価格表⽰としました。

商品を広く知っていただき、お客様にお買い

物をお楽しみいただけるような仕掛けを始め

ました！

より便利に、楽しく商品を選んでいただける

よう⼀層の発展を⽬指します！

4

その魅力を伝えたい

便利で楽しい
通販サイトへ
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2021年4⽉、葛飾区とアドバイザー契約を締
結。福祉施設に訪問し、商品へのアドバイスを

⾏う事業がスタートしました。

2021年5⽉、横浜で作業所向け講演会を実施し
ました。

あらゆる活動が制限される中、光栄にも皆様から

ご要望をいただき新しい活動に踏み出しました！

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。

2021年4⽉より、幹部運営スタッフ7名が
加わりました。

営業：⼭⼝⼤介

マーケティング・広報：仲尾綾

広報：⼩⼭舞⼦

ＥＣサイト運⽤：塩津夏実

デザイン：チェン

運営事務：⿑藤由佳

3⽉に第⼀回スタッフ会議を実施し、各々
の役割分担の確認等を⾏いました。

他にも多くのボランティアメンバーの⽅が

活動に参加してくださっています。

2020年度（第3期）後半 活動報告
～講演会、コンサルタント事業、

法人運営～

これからも力を合わせて、
障がい者福祉の応援に努

めてまいります。

奥戸福祉館でのコンサルタント事業

運営スタッフの
新任

新たなコンサルタント
事業が始動！
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銀⾏振込でお受けしていたご寄付をクレジット

カードでもお⽀払いただけるようになりました！

クレジットカードでのご寄付は、Syncable
（シンカブル）*を通じて、ネットで受け付けて
います。

*Syncableはファンドレイジングプラットフォームで
す。寄付までのお⼿続きが簡単な点が魅⼒で、“バース

デイドネーション”というユニークな機能も⼈気。

https://syncable.biz/associate/PIPPO/

皆さまのご⽀援・ご協⼒をどうぞ宜しく

お願い申し上げます。

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。

◆賛助会員
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。

◆ご寄付
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。

法⼈サイトより、ご⽀援を受け付け
ています。

各年度の事業報告書の公開

研修・講演会、コンサルタント事業の

実績を紹介

会員募集、ご寄付の募集、ボランティ

ア募集のページを更新

通販サイトと並⾏し、法⼈サイトも着実に

進化中です。今期進⾏中の整備内容は以下

です。

今後も法⼈の理念・活動の御周知いただけ

るよう、また、多くの⽅に活動をサポート

いただけるよう、わかりやすく充実したサ

イトの構築を⽬指して参ります。

「法人の理念や活動を理解したい」「知人にPIPPOを紹介したい」「寄付の方法を知りたい」
「ボランティアに参加したい」という方には、是非こちらの法人サイトをご活用ください。
　https://pippodonation.com/

ご支援のお願い
オンラインでのご寄付

法人サイトの整備
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2020年度（第3期）
活動報告 総括

 本年度は、コロナウィルスの影響で多くの施設が販路が絶たれ、ネット通販をご検討される

施設が増えました。PIPPOへの出店で、販路が確保できた、新しいお客様を確保することが
できたというショップもありました。

 運営スタッフが参加したことにより、増加したショップ様への対応やマーケティングなど、

⾶躍的に事業の運営速度が上がり、出店店舗様・ユーザー様からのご要望に応えられる体制に

なりつつあります。

 今後、認知度のアップ、賛助会員・寄付など新規⽀援者の獲得など取り組むべき課題は多く

ありますが、強化された体制を活かし、来年度の⾶躍につなげて参ります。 

2021年度（第4期）　
事業計画

ネット広告の開始：ネットを通じて法⼈への

周知を広めることで、賛助会員やご寄付の募

集し、通販サイトでの売上拡⼤を図ります。

出店店舗数拡⼤を⽬的とした従来の活動に加

え、SNSやプレスリリースを⽤いたオンライン

での広報活動の更なる強化、会報誌の充実やネ

ット広告の開始により、社会からの賛同を得る

ための活動に⼒を⼊れます。

今期の新たに開始する活動、および特に注⼒す

る活動は以下のとおりです。

会報誌の拡充と活⽤：会報誌配布を通じて会員や購⼊者の⽅から法⼈理念や活動への

深い理解を得るとともに、インターネットでは網羅できない幅広い読書層に向けたツ

ールの⼀環として活⽤します。

法⼈営業：障がい者福祉に関⼼が⾼い法⼈への営業を開始し、企業からの受注獲得を

⽬指します。

引き続き皆様のご⽀援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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NPO法⼈えどがわ悠⼈会 第⼆悠遊舎えどがわ
プラーナ新宿
ワーク花きりん
アトリエほっとしかはま
あしたば作業所
いのちの⽊
かたつむり
希望の家
エコッチ(希望の家)
Holly heal on Sunday
コロニーもみじやま
社会福祉法⼈泉会 泉の家
アプローズ
リアクタント
レジネス
叶夢
セニモ
あとりえ花しょうぶ
⻄⽔元福祉館
元明館
昆⾍の⾥
味噌⼯房わくわく
デイセンターつぼみ
就労センター第2拝島駅作業所
ひまわりパーク六本松
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
アンシェーヌ藍
江⼾川区希望の家
さくら坂
⾬の⽊
しょうぶエバンズ
エンジョイワークインピース
Good Job!
SLOWLY AND SURELY
SOMEI VILLAGE
太陽⼯房
社会福祉法⼈JHC板橋会 J H C ⾚ 塚
ほっと館 ぷらすわん
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
シュタイナー療育センター「森の⼯房」
認定NPO法⼈ トゥギャザー
就労⽀援B型事業所 つむぎ
あとりえdeまいんど
杉並・あしたの会福祉作業所
Akariya （ブレス中⽬黒）
作業所スクラム
SPK
⽤賀福祉作業所

MARINE BLUEの沖縄
新宿区⽴新宿福祉作業所
JHC志村
⼀般社団法⼈にこにこ
みどり⼯房
⼟の⾹（NPO法⼈えどがわ YSG）
ドリームクラブハウス
いすみ学園
われもこう
アトリエ・ポルト
社会福祉法⼈ネット 仲間の家
社会福祉法⼈ 光の⾥（フィロスあけぼの）
あとりえトントン
わーくはうすすてっぷ
会福祉法⼈ 蕗の会（ひのき⼯房）
⼩茂根福祉園
フリッカビーウーマン
ネットワーク神⼾
ゆめ⼯房 北砂
ふらっとにしきの
aloha 所沢ウエスト
フレンドワーク（株）ピーエルジェイインター  
  ナショナル
NPO法⼈ ふぁ〜ちぇ ぽらりす
NPO法⼈名護市障がい者関係団体協議会 福祉
  サービス事業 のびる
Kawauso
⼀越紙
⽊のおもちゃのお店 おあしす
社会福祉法⼈ 皆の郷 第２川越いもの⼦作業所
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
株式会社ビジネスパートナーズ
特定⾮営利活動法⼈ なでらの森
エナベルほんまち
⾼砂福祉館
⻘梅市障害者団体連合会

柴⽥侑、波多野美紗、寿倉歩、⻄村直樹、崎浜夏樹、海保瑞穂
（順不同、敬称略）

通販サイト
契約店舗一覧
（全91店舗）

（順不同、敬称略）

賛助会員の皆様
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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/


