
基本的に守って頂きたいことは、５つ。

オーラルピース事業参加の手引書
（障がい者就労支援事業所用）2016.2 月

障がい者の社会参加機会・収入の向上と、やりがいづくりに意欲があれば、
いつでもパートナー事業所としてスタートできます。

1.　事業の過程で派生する業務に障がい者が携わる
2.　地域を超えて販売が可能になるネット販売はしない（商圏に関しては後述）

3.　各事業所での販売チャンスを公平にするため値引き販売はナシ
4.　売上は授産会計とし、経費を引いた分を利用者の報酬として分配
5.　オーラルピース製品の売上による分配工賃実績の共有

（情報提供を依頼の際は、ご協力をお願いいたします。）

パートナー事業所として活動するにあたり、契約・登録といった手続きはありません。

メールによる製品の注文でスタートし、活動を停止される時は注文をしなければ良いだけ。

なんらペナルティや違約の取決めもありません。

（但し、公表している取扱店情報の変更・訂正をしますので、活動を停止される際は、その旨ご一報いただけると助かります）

オーラルピース製品を、皆さまの創意・工夫で、
利用者の仕事の創造・発展と収入の向上にご活用ください。
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オリジナル（緑） ペット用スカイミント サンシャインオレンジ

ジェルタイプ 75g
液体タイプ 30ml

オーラルピース
ジェルタイプ 75g
液体タイプ 30ml

オーラルピース
フォー ペット

ジェルタイプ 50g
液体タイプ 20ml

オーラルピース
サンシャインオレンジ

（ 濃縮タイプ ）

ジェルタイプ 50g
液体タイプ 20ml

オーラルピース
スカイミント

（ 濃縮タイプ ）

※全アイテム　価格：1,000円＋税　（卸価格：650円＋税）
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仕入関連

● 手順

● 発注方法

● 初回発注

● 発注単位

1)発注メール → 2)注文確認メール返信 → 3) 納品 → 4)請求書添付メール → 

5)お支払い（振込）

メールにてご注文

（特にフォーマット、ひな形はありません。「商品名」「数量またはロット数」「納品先」
を明記ください。）

【注文用メールアドレス】　order@oralpeace.com

※ 初回に限り、オリジナル（緑）のジェルタイプ・スプレータイプの２アイテムをご注文ください。
(2 か所ある生産拠点における障がい者の仕事創出のため）

初回 ＝ オリジナル・２タイプ・各24本 = 計48本（卸価格：31,200 円＋税）

送料無料

● 新フレーバー

導入時

初回発注のオリジナル（緑）以外のフレーバー（スカイミント、サンシャインオレンジ、ペッ
ト用など）を導入する際のご注意です。
※ 別のフレーバー導入時には、ジェルタイプ・スプレータイプの２アイテムをご注文ください。
ご注文の数量は、発注単位（１ロット＝24 本）にてお願いいたします。

● リピート発注 導入いただいたフレーバーの２回目以降の発注は、１アイテムのみの発注もお受けします。
ご注文の数量は、発注単位（１ロット＝24 本）にてお願いいたします。

（24本以上のご注文で送料無料）

1ロット ＝ 各アイテム24本（卸価格：15,600円＋税）… 24本以上のご注文で送料無料

市場におけるブランド確立、ひいては売上向上・働く障がい者の賃金アップのため、
全ラインアップ導入にご理解とご協力をお願いします。
※ 発注単位、また初回発注時、新フレーバー導入時の発注に制約があります。ご注意ください。

● 納期

5 営業日を過ぎても納品されない場合は、ご連絡ください。

手島：090-3248-1319　　order@oralpeace.com

発注後 3 営業日での発送を目標にしていますので、

商品は発注から5営業日以内にお届けします。

発送業務は、委託先の社会福祉法人東京コロニー 東村山工場が行っています。

例：初回【オリジナル・２タイプ各24本ご注文】でパートナーシップ開始
・次回にオリジナル・ジェルタイプのみリピートしたい場合：【オリジナル・ジェルのみ】
ロット単位でご注文ください。

・次回にスカイミントを導入したい場合：【スカイミント・２タイプ】各24本 をご注文ください。

※ 導入いただいたオリジナルとスカイミントは、以降、１アイテムのみのリピート発注が可能ですが、
別のフレーバー（サンシャインオレンジなど）の１アイテム発注はお受けできません。ジェルタイプと
スプレータイプの２アイテムを各24本から導入ください。



● 送料 1ロット ＝ 24 本以上の注文で、送料は弊社負担。

（発注単位が１ロットなので、実質送料無料です）

納品書は、作業簡略化のため発行していません。
月末締めで、納品の翌月にPDF 形式の請求書をメール添付でお送りします。

（ 書面による請求書が必要な場合：有償による郵送サービスを検討中）

流通コスト削減のため、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

● 納品書・請求書
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● 支払い

● パートナー事業所

（OP）の登録

● OPサポーター

（OS）の登録

・銀行振込（下記口座への振込）

・請求書をメール添付にて送付いたします。

・月末締め、納品の翌月末までに振込にてお支払いください。

上記の紹介サイトを参考に、下記の情報と写真をお送りください。

写真は、建物だけでなく利用者や職員が写っている方が好印象です。

(1) 事業所名　(2) 発売開始日　(3) 郵便番号・住所　(4) 電話番号　

(5) 事業所の紹介（説明）　(6) 営業時間　(7)ウェブサイトの URL

(1) 事業所名　(2) 発売開始日　(3) 郵便番号・住所　(4) 電話番号　

(5) 事業所の紹介（説明）　(6) 営業時間　(7)ウェブサイトの URL

OP サポーターは、販売什器設置協力施設です。オーラルピース製品の販売に、

無償で場所を提供・協力いただける高齢者介護・障がい者療護施設、医療機関など。

ゆうちょ銀行 〇二八店（店番：028）普通口座：５８３１６４７　
（記号：１０２９０　番号：５８３１６４７１）
口座名：株式会社トライフ

みずほ銀行 市ヶ尾支店（店番：632）普通口座：1025089　

口座名：株式会社トライフ

取扱い場所の登録

　発注によってスタートする手軽な事業ですが、開始後のサポートなど連絡のため、事業所等の登録をさせていただ

きます。全国の仲間が増え、「要介護高齢者・重度心身障がい者の健康促進」「働く意志のある障がい者の仕事創出」

という社会的価値のある事業の広がりを共有できるようホームページ上トップページでカウントしています。

　また、販売場所としてホームページで公表させていただきます。メディア掲載などにより製品を知った地域の消費者

の方が、近くの取扱い店を検索するのを助けます。

（トップページ・http://oralpeace.com＞購入方法＞購入方法＞施設名をクリックすると詳細情報が見られます）

登録情報の送り先： support@oralpeace.com



● OPパートナーショップ

（OPS）の登録

(1) 事業所名　(2) 発売開始日　(3) 郵便番号・住所　(4) 電話番号　

(5) 事業所の紹介（説明）　(6) 営業時間　(7)ウェブサイトの URL

OPパートナーショップは、販売協力小売店です。地域の障がい者就労施設から

オーラルピースを仕入れ、地域で小売販売をしていただいている小売店。

※ 初回注文時に「OP サポーター」「OP パートナーショッップ」がお決まりの場合は、注文時に
その数をお知らせください。場所数分のPOP を無料で提供いたします。
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保管・管理関連

営業・販売関連

● 保存期間

● 保管方法

● 保管スペース

● ストック用在庫数

・開封前：３年（常温）

・開封後：保存料無添加につき、３ヶ月を目安にご使用ください。

１ロット数が 24 本、発注から 5 営業日には納品されること、保管スペースなどを参考に、

各事業所にてご判断ください。

１ロットの保管スペース ＝ A3 用紙サイズ程度

常温での保管が可能ですが、冷暗所での保管がより望ましいです。

　現在、弊社による各地域での販促・営業活動への同行は難しい状況にあります。メーカーサイドによる全国規模（広

範囲）に渡る各種メディア（媒体）への露出や、全国有名・人気小売業の店舗での取扱いなどで「消費者の認知・興味」

を高め、居住地域にあるパートナー事業所が手がける販売所での「購買行動」に結びつく流れが構築できるよう努力

してまいります。

　メーカーサイドの PR 活動と各事業所による地域内の PR や SP 活動の相乗効果により、より多くの購買行動に結

びつくよう協力して行きましょう。販路開拓要員としてシルバー人材の活用も計画しています。

メーカーサイド
（弊社）

パートナー事業所
（障がい者就労支援事業所

● 地元地域での PR

● 地元地域での SP（販売促進）

● 販売活動

● 販売場所の開拓
● 消費者への認知拡大

● 各種メディアへの露出

・テレビ・新聞・雑誌・インターネット・専門誌…

● 主要都市での医療・歯科・介護従事者へのプロモーション

・イベント参加・説明会の実施… 

● 有名小売店での販売による露出

（こだわりの品揃えに定評があり、情報に敏感な消費者が集る

小売店での販売を展開中）

連携

購買行動
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● 販路開拓

● 販促支援　

● 販売ノルマ・

違約金について

● 商圏について

【販売活動取組みの一例】

▽ 第１段階：事業所窓口、福祉ショップ（売店）での小売販売

▽ 第２段階：地縁や人脈を活かし、地域の高齢者介護施設、障がい者療護施設、

医療機関での卸販売

（施設に無料で販売什器を設置させていただき、各施設の利用者にご購入いただく。）

※ 歯科医院、病院売店の場合などは、卸売価格 850 円で卸売。

事業所の利用者やご家族が受診される歯科医院や医療機関との縁を活かして、仕事の協

力を仰ぐことは、地域内で仕事が循環する理にかなった経営活動です。

本事業は、地域内での販売活動により、国内各地域での障がい者の仕事創出を目的としてい

ますので、代理店であるパートナー事業所で配達・納品ができる範囲の商圏が望ましいと

考えます。

同一商圏内で複数のパートナー事業所が連立する場合は、先に取組みをはじめた事業所を
優先します。

一切ありません。

冒頭に記したように、それぞれの地域や事業所の特性・個性を活かした活動を進めてい

ただくことを希望します。

パートナー事業所向けて、次のような支援をしています。

▼ 試供品（ジェルタイプ 2g・ミニサンプル）の有料（実費）提供
　・１セット（100 包）＝2,000 円

　・ミニサンプルは、各フレーバーともジェルタイプのみ。

　・製品発注時にお申し込み下さい。
（ミニサンプルのみのご注文の場合は、別途送料・594 円がかかります。）

▼ 販促物（リーフレット、ポスター、スタンド POP）データの提供

ホームページ上で販促物のデータを配布しています。ほかにも「メディア掲載情報」など

も掲載しています。下記 URL よりダウンロードしてご活用ください。また、独自の販促

物作成にご利用くだざい。

【パートナー様用資料（ポスターなど）ダウンロード】http://oralpeace.com/download2

【メディア掲載】http://oralpeace.com/category/news/page/2

● 販促用 A4 両面チラシの無料提供（製品発注時にお申し込み下さい。）

● 一部のスタンド POP は、初回注文時に販売所数分を制作して無料提供

（※ 初回発注の際、販売所の数をお知らせください。）

▼ 論文のデータ提供（PDF 形式）

・ホームページ＞資料ライブラリよりダウンロード。http://oralpeace.com/library

・製品を使用した効果のデータなどの資料は、準備中。

▼ メーリングサービスによる情報提供

・メーカーによる活動情報、アドバイス・パートナー事業所による成功事例の紹介など
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業務について

オーラルピース事業は、
「働く意志のある障がい者の仕事を創出」「要介護高齢者や重度障がい者の健康促進」
と社会的貢献度の高い事業です。

　自主製品以外の商品を仕入販売するという事業に“製品の横流し販売”ではないかと懸念の声も聞きますが、そ

うではありません。受託業務や自主製品販売といった現在の仕事に、「地域での販売」「販売を通して生じる仕事」を

プラスして、障がい者の仕事の選択肢を増やす事業です。さらに、歯みがきなどのケアが難しい要介護の高齢者や

重度の障がい者に安心して使えるオーラルピース製品を届ける仕事は、要介護高齢者や重度障がい者の健康促進にも

つながります。

　化粧品製造業認可を取得している事業所では、スプレータイプの製造も始まりました。

障がいの程度や個性に合わせ、日々の業務にプラスした仕事。

地域の特性、事業所の特性を活かし、事業所の大きな活動としての業務。

と、関わり方の選択肢もいろいろです。

原料の生産から消費者の手に製品が届くまでの過程で、
いろいろな業務が創造されます。

● 具体的な業務の例 ・製品の値札貼り

・チラシに事業所や販売所のシールを貼る／ゴム印を押す

・ミニサンプルの袋詰め

・リーフレットとミニサンプルのセットを作る（袋詰め）

・販売什器を作る／組み立てる

・チラシ、ステッカー、のぼりなど販促物を作る

・チラシを折って、ポスティング（散歩途中や他の配達業務に付加）

・納品準備／納品

・梱包に使う緩衝剤を作る　　　など

またポスティングや納品など、室内作業以外に施設外活動の機会も生まれます。

下記 URL より、作業の様子が見られます。

納品の様子　

発送作業

POP 製作作業

製品製造作業

http://oralpeace.com/blog/320

http://oralpeace.com/blog/488

http://oralpeace.com/blog/598

http://oralpeace.com/blog/773

http://oralpeace.com/blog/1067

http://oralpeace.com/blog/1233

※ ホームページ＞ブログでは、その他事業パートナーの営業・販促・売場などの様子も掲載しています。
活動の参考にご活用ください。
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薬事法関連

● 薬事法上の区分は

「口腔化粧品」

● 製品による

事故発生時の責任

薬効など効果のある歯みがき粉・マウスウォッシュの類は「医薬品」「医薬部外品」

に区分されることがほとんどですが、「医薬品」「医薬部外品」は薬局のみの販売となり

ます。オーラルピース製品は、「口腔化粧品」ということで薬局以外での販売が可能です。

補足：口腔ケア製剤が「医薬品」「医薬部外品」に区分

されるには、薬事法上効果効能が認められた製剤を含

んでいる必要があります。また、現在、多くの場合、合成

殺菌剤やその他化学成分がそれに該当します。

メーカーである弊社が、全責任を負います。

連絡先

〒225-0003　横浜市中区北仲通 3-33 関内フューチャーセンター
tesh imad@ni f t y.com
045-663-2101
045-345-3201
order@ora lpeace.com

株式会社 トライフ

代表：手島　大輔

住所

メール

電話

FAX

注文専用メール


