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オンリーワンのパートナーをめざして。



ＺＥＮＣＯＬＯゼンコロとは

私たちの目的�
ゼンコロは、民間の社会福祉法人において、障害福祉に関する支援技
術・専門知識を向上させ、障害福祉に関わる調査研究・普及啓発活動を
行うことによって、障害者の社会的・経済的な自立を促進し、障害者の
完全参加と平等の実現に寄与することを目的とする。
� （一般社団法人ゼンコロ　定款　第３条）

　この様な考えに立って、全国各地の結核回復者有志が、“結核回復者の仕事と生活の場づ
くり”をめざして事業を起こしたのが、現在のコロニーのはじまりです。

　ゼンコロは1961年10月創立以来、「開拓者の心」を基本姿勢に、「完全参加と平等」の実
現のため積極的に運動を続けています。現在全国10の社会福祉法人で構成され、50を超え
る施設に3,400余人の障害者と健常者が共に働いています。各法人とも企業的職場づくり
を進めながら、それぞれの特性を活かしたさまざまな事業に取り組んでいます。

　企業的手法による職場づくりと職業リハビリテーションを特性に、つねに障害がある人
の権利と働く場を守りながら、社会の一員としての自立をめざしてきました。同時に一企
業として、経済社会では当然の厳しさを自らに課し、競争に打ち勝っていこうという意欲
も旺盛です。障害の有無や、障害の種類・軽重をこえ、一人ひとりが適性を活かしながら、
お客様のニーズにお応えできるよう努力しています。

　また、ゼンコロは慈善や恩恵によって障害者を保護・救済するのではなく、障害者自身
の主体的参加によって、より重度の障害者が働いて生活することのできる場を築いて行く
ところにも、大きな特色があります。その為、障害のある方々の「働く場」の提供だけでは
なく「生活の場」の提供、地域生活に必要なサービス事業、企業への就職を支援するセン
ターの運営、及び高齢者への介護サービス事業、在宅介護、自治体からの受託事業など時代
とともに幅広い事業に取り組んでいます。

　私たちが求めるのは、自分のなすべき仕事に立ち向かい、成果を上げ、自立した社会人と
して評価されるという社会参加の手ごたえ。それが自由と平等（人権）を軸にした、ノーマ
ライゼーションの理念の実現につながっていくのだと思います。

　「仕事」という支えを得て、社会参加し、社会に貢献すること。それが私たちの願いです。

「心身に障害があっても、生活と労働の条件が適切に整っていたなら、
多くの障害者は社会人として自立できるはずです」。



1961年	 全国コロニー協議会発足（参加団体13団体）	

1962年	 「全国コロニー協会」と名称変更し法人格取得をめざすが厚生省より認可が下りず	

	 「結核による身体障害者に対する身体障害者福祉法の措置適用に関する要望書」を厚生大臣及び中央身	

	 体障害者福祉審議会長宛に提出	

	 結核回復者福祉総合対策推進全国会議を主催

1963年	 「社団法人結核回復者全国コロニー協会」と名称変更し法人認可	

	 全国結核回復者福祉大会（山形）を主催	

1964年	 結核回復者の（社会復帰に関する）総合対策について厚生省に要望書を提出	

1967年	 綱領策定	

1968年	 「社団法人全国コロニー協会」と名称変更　共通マーク制定	

1970年	 障害者雇用促進協会創立（ゼンコロは発起人として参加）	

1970年	 福祉工場の制度化実現を厚生大臣に陳情	

1975年	 社団法人ゼンコロへと名称を変更	

1978年	 「保護雇用研究会」開催	

1979年	 労働省へ保護雇用制度内容を陳情	

1980年	 「保護雇用研究資料」発刊	

	 国際障害者年日本推進協議会設立（現日本障害者協議会	JD）	

1981年	 国際障害者年・全国キャラバンキャンペーン実施	

1982年	 中央授産事業振興センター設立（現日本セルプセンター）	

1983年	 日米障害者自立セミナー開催	

1990年	 全国授産施設協議会のアンテナショップ「パレット」開設（武蔵小山商店街）	

1992年	 「列島縦断キャラバン」、「市町村網の目キャラバン」開始	

1993年	 日本障害者協議会発足（旧推進協）	

1994年	 全国授産施設協議会（全授協）、「授産施設CIプロジェクト」スタート	

1996年	 「株式会社トラベルネット」設立（ゼンコロ、三菱商事、JTBの共同出資）	

1998年	 「アジア太平洋障害者の十年」中間年記念大会開催	

2002年	 第３種・第４種郵便制度に関する緊急要望を内閣総理大臣へ提出	

	 ゼンコロ創立40周年記念の集いを中野サンプラザで開催	

2003年	 「障害者の職域拡大と雇用創出のための、リサイクル事業の可能性の研究・調査」を実施	

2004年	 環境事業「古紙回収事業」を開始	

	 「改革のグランドデザイン案に関する意見」表明	

	 日本障害フォーラム発足（全国12の主な障害者関係団体が結束）	

2005年	 「障害者自立支援法案」に対する意見表明	

2006年	 「アジアにおける障害者雇用の実現に関する地域共同研究（日本モデルの確立とネットワークの強化）」	

	 実施	

	 「出直してよ『障害者自立支援法』10.31全国大フォーラム」（日比谷野外音楽堂）開催	

2007年	 全国福祉保育労働組合、日本の障害福祉施策はILO159条約違反と、ILO本部へ提訴	

2009年	 「障害者の就労と国際基準　ILO159号条約違反の提訴へと回答と今後の対応」を印刷・出版	

2011年	 東日本大震災発生　JDFみやぎ支援センターへ被災障害者支援のために派遣	

	 環境・衛生事業「紙おむつ給付事業」を開始	

2014年	 一般社団法人ゼンコロへ移行	

	 沿　革



当法人の事業内容
１．障害者福祉の理解に関する普及啓発活動
障害者福祉に限らず、障害者施策制度に関しての研修会を実施しています。
また、障害者福祉に関する書籍の印刷・出版を行っています。
◦ゼンコロセミナー開催
◦出版物
　「常に先駆け走りぬく」―障害のある人と共に生きた丸山一郎―
　「明日をひらく言霊」　調一興著作選集
　「障がい者が働くということ」
　「うつの人の職場復帰はどうしたら叶うのか？」
　「自己表現の難しい重度障害者の方への対応と職場におけるセルフ・メンタル・ケア」
　「保護雇用研究資料」等

３．障害者の雇用・就労支援に関する
　　研究開発及び試行的事業
	障害者の雇用・就労の事業振興を目的とした調査研究を行っています。
調査研究のみならず、試行的事業を会員法人に促しています。
	ゼンコロの印刷事業振興は、戦後の障害者福祉的就労の中で大きな成功
事例となっています。

２．障害者の福祉向上に関する調査研究事業
	障害者福祉制度・政策の課題を検証、及び調査研究を行っています。
関係機関と連携し障害者の就労に関して海外視察を実施しており、	
アジアのみならず世界各国に視察を行っています。



４．	障害者福祉従事者の専門的知識及び
　　支援技術の向上に関する事業

障害福祉サービス及び就労支援事業等の専門性を高める各種研修を実
施しています。
研修は福祉事業に関する社会福祉援助技術から事業振興の専門性向上
まで研修対象としています。
従事者の資質向上のための海外研修も実施しています。

５．	障害者の支援を行う施設・事業所の設置及び
　　その運営に関する相談助言事業
法人設立50年を超える会員法人が多く、事業運営に関して多くの経験を持っています。
会員法人間の情報共有の機会を持ち、必要により研修会を開催しています。



７．公益事業を推進するための環境・衛生事業
◦	古紙回収の請負事業
◦	紙おむつ給付事業を中心とする収益事業

８．その他の事業
◦	全国障害者技能競技大会（アビリンピック）への参加呼びかけ

６．関係団体・事業者との連携交流に関する事業
関係団体の事業活動に関わり、交流・支援等を行っています。
　◦特定非営利活動法人日本障害者協議会（JD）への関わり、支援
　◦「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」への関わり
　◦東日本大震災の被災者支援
　◦ワーカビリティ・インターナショナル・ジャパン（WIJ）に加入、連携交流



価値の提供で、社会の期待にお応えします。
会員法人の事業内容

　私たちの仕事には、「障害者が一生懸命つくった～」という言葉が付加されることがよくあります。しかし、
私たちがめざしているのは、商品やサービスの提供を通して、お客様、ひいては社会の期待にお応えすること、
プロセスだけでなく、結果を評価していただける「仕事」を成し遂げている、という自負があります。
　お客様にご満足して頂ける為に、自分の出来る仕事に真剣に取り組んでいます。

●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー
●東京コロニー　　　　●あかつきコロニー　　●山口県コロニー協会
●福岡コロニー　　　　●佐賀春光園　　　　　●熊本県コロニー協会

印　刷

DTP（デスクトップパブリッシング）から、CTP（データから直接刷版を出力するシステ
ム）、印刷・製本まで、あらゆる工程でお客様のニーズに的確にお応えするシステムを整
えています。
　またオンデマンド印刷への対応や、印刷物のプランニングや編集・デザインなどのソ
フトづくりにも力を入れています。

●ながのコロニー　●東京コロニー　●あかつきコロニー
●福岡コロニー　　●熊本県コロニー協会

メールサービス

　ダイレクトメールなどの大量の印刷物の発送には、印刷後、封筒詰め、宛名書き、発送
作業という大きな手間が余計にかかります。その手間をすべて代行するのがメールサー
ビス。お客様からお預かりした発送先名簿を厳正に管理し、データ処理、仕分け、封入、
分梱、発送までの全工程を責任を持って請け負います。また印刷物の取り扱いだけでな
く、商品の包装、パッケージの組立といった「もうひと手間」のお手伝いもしています。 

●青森県コロニー協会　●ながのコロニー　●東京コロニー　●沖縄コロニー

情報処理

　データ入力、システム開発、企業・官公庁からの受託計算といった情報処理関連業務
のほか、WEB、CD-ROMなどのデジタルメディアの企画・制作のお手伝いをしていま
す。特にデジタルコンテンツの制作では、印刷で培ったデジタル技術と制作ノウハウを
駆使。お客様が持つさまざまなデータを活用し、印刷物からWEB、CD-ROM、データ
ベースの制作とデジタルならではの「ワンソース・マルチユース」を実現します。



●青森県コロニー協会　●ながのコロニー　●東京コロニー　●福岡コロニー

縫　製

　紳士・婦人・子供服や白衣・作業服・ユニホーム、タオル、寝具、エプロン、袋類など
の製造から、各種衣服の直し、警察官等の制服の階級章の穴かがりなどの作業まで、お
客様の様々なニーズにお応えしています。

●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー
●東京コロニー　　　　●あかつきコロニー　　●山口県コロニー協会
●福岡コロニー　　　　●佐賀春光園　　　　　●熊本県コロニー協会

軽作業

　箱づくり、箱折り、袋詰め、スリッパ底貼り作業、電子部品加工など、その分野は多
岐にわたります。お客様のニーズに応じて、さまざまな作業を行っています。

●ながのコロニー　●山口県コロニー協会　●福岡コロニー　●沖縄コロニー

陶　芸

　ゼンコロでは萩焼などの伝統陶芸から日用雑貨として使い勝手の良い手づくり雑器ま
で、さまざまな製品づくりを行っています。
　良い器は生活の楽しさを広げ、使う人・見る人の心を和ませます。土という素材の素朴
な味わいを大切にした器づくりを通して、そんなささやかな贅沢と豊かさを提供してい
ます。

●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●東京コロニー
●あかつきコロニー　　●山口県コロニー協会　●福岡コロニー
●沖縄コロニー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リサイクル

　「環境と福祉の融合」をキーワードに、ゼンコロは2004年３月から古紙のリサイクル事業を
すすめています。現在は多くの企業・団体からご理解とご協力をいただき、古紙の提供を受
け、このリサイクル事業を通して障害者の新しい就労支援事業を立ち上げようと努めていま
す。また、地域の社会福祉法人・障害者施設と連携をとりながら、地域に支えられた、障害者
団体による古紙リサイクル事業のネットワーク化を進めてまいりたいと考え、実践しています。



　クリーニング事業
　　●青森県コロニー協会　●東京コロニー

　観賞魚リース
　　●ながのコロニー

　紙おむつ給付事業
　　●あかつきコロニー　

　清掃
　　●東京コロニー　●あかつきコロニー
　　●福岡コロニー

　花卉・農業事業
　　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー

　防災・避難用品の製造販売
　　●ながのコロニー　●東京コロニー

　ウエス加工販売
　　●あかつきコロニー　●山口県コロニー協会

　さをり織り
　　●福岡コロニー

その他事業

●山形県コロニー協会　●ながのコロニー　●東京コロニー
●山口県コロニー協会　●福岡コロニー

食品加工・喫茶

　パン・うどん・お菓子・こんにゃくなどを製造・販売し、そのおいしさで地域の消費
者に好評です。



　就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通して就労に必要な知識
や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能
力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

◆就労移行支援事業
●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー
●東京コロニー　　　　●あかつきコロニー　　●山口県コロニー協会
●福岡コロニー　　　　●熊本県コロニー協会

　企業等に就職することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向
上のために必要な訓練などを行います。

◆就労継続支援Ａ型事業
●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー　
●東京コロニー　　　　●あかつきコロニー　　●山口県コロニー協会
●福岡コロニー　　　　●熊本県コロニー協会　●沖縄コロニー

　通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および
能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスを通して生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった
方は、就労継続支援（Ａ型）や一般就労への移行を目指します。

◆就労継続支援Ｂ型事業
●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー　●東京コロニー
●あかつきコロニー　　●山口県コロニー協会　●福岡コロニー　　●佐賀春光園
●熊本県コロニー協会　●沖縄コロニー

　障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・
洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提
供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。この事業では、自立の促進、生活の改善、身体機
能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

◆生活介護事業 ●青森県コロニー協会　●ながのコロニー　●山口県コロニー協会
●福岡コロニー　　　　●佐賀春光園　　　●沖縄コロニー

社会の新しいニーズに応え て
　現在私たちの「役割」は、大変多様化してきました。障害のある方々の「働く場」の提供だけではなく、グループホーム、 福祉ホームなどを中心とした「生活の場」の提供、高齢者への介護サービス事業、在宅介護、地域生活に必要なサービス事業、
企業への就職を支援するセンターの運営、自治体からの受託事業など時代とともに幅広い対応が求められ、それに応えて きました。今後もまた、社会からの要望を敏感にとらえ、確実にお応えできるよう、地道に努めてまいりたいと考えています。



　知的障害または精神障害のある方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅にお
いて、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの
支援を行います。このサービスでは、施設や病院に長期入所または入院していた方などを対象に、地域生活をおくる上で
まず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害のある方の地域生活への移行を支援します。

◆自立訓練（生活訓練）事業 ●福岡コロニー　●熊本県コロニー協会

　ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や
助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用
者本人のために使われるサービスです。

◆居宅介護事業 ●青森県コロニー協会　●東京コロニー　●沖縄コロニー

　障害のある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、障害のある方の身近
な地域において、安心して生活できる支援体制をつくることを目的とします。具体的には、日常生活上の支援を必要とす
る障害のある方やそのご家族等に対し、窓口による相談や家庭訪問による相談等を行います。

◆相談支援事業
●青森県コロニー協会　●山形県コロニー協会　●ながのコロニー
●東京コロニー　　　　●あかつきコロニー　　●福岡コロニー
●佐賀春光園　　　　　●熊本県コロニー協会　●沖縄コロニー

◆障害児通所支援事業

　　�　未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
　◦児童発達支援 ●沖縄コロニー

　　�　就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交
流の促進等を行います。

　◦放課後等デイサービス ●山形県コロニー協会　●沖縄コロニー

社会の新しいニーズに応え て
　現在私たちの「役割」は、大変多様化してきました。障害のある方々の「働く場」の提供だけではなく、グループホーム、 福祉ホームなどを中心とした「生活の場」の提供、高齢者への介護サービス事業、在宅介護、地域生活に必要なサービス事業、
企業への就職を支援するセンターの運営、自治体からの受託事業など時代とともに幅広い対応が求められ、それに応えて きました。今後もまた、社会からの要望を敏感にとらえ、確実にお応えできるよう、地道に努めてまいりたいと考えています。



　住居を求めている障害のある方に、低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与
することにより地域生活の支援を行います。

◆福祉ホーム事業 ●山形県コロニー協会

　障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日
常生活上の支援を行います。このサービスは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定
を目的とします。

◆共同生活援助事業 ●山形県コロニー協会　●ながのコロニー　　　●東京コロニー
●福岡コロニー　　　　●熊本県コロニー協会

　自宅で障害のある方の介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害者支援施設
等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。なお、このサービスは、介護者にとって
のレスパイトサービス（休息）としての役割も担っています。

◆短期入所事業 ●ながのコロニー　●東京コロニー　●福岡コロニー　●佐賀春光園

　65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難
な方の、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の支援、機能訓練、
健康管理及び療養上の支援を行う施設です。

◆特別養護老人ホーム ●沖縄コロニー

　高齢等のため独立して生活するには不安がある方、または自炊ができない程度に身体機能の低下が認められる方で、家
族による援助を受けることができない方を、無料または低額な料金で食事サービスその他日常生活上の必要な便宜を提
供し、安心して暮らせるように支援する施設です。

◆軽費老人ホーム ●沖縄コロニー

　施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言
のほか、必要な日常生活上の支援を行います。生活介護などの日中活動とあわせて、こうした夜間等におけるサービスを
提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。

◆施設入所支援事業 ●青森県コロニー協会　●ながのコロニー　●山口県コロニー協会
●福岡コロニー　　　　●佐賀春光園　　　●沖縄コロニー



私たちは全国ネットワークを活かし、お客様のニーズにお応えすることで、お役に立ちたいと考えています。

会員法人
正会員

印刷　　　　 メールサービス　　 陶芸　　　 リサイクル　　　　 その他事業
情報処理　　 縫製　　　　　　　 軽作業　　 食品加工・喫茶　　

青森県コロニー協会

〒030-0943
青森市大字幸畑字松元62番地３
TEL�（017）728-5621
FAX�（017）738-2075
URL�http://www.aomoricolony.com/

〒990-2322
山形市桜田南１番19号
TEL�（023）641-7335
FAX�（023）641-1334
URL�http://www.yamagata-colony.or.jp/

山形県コロニー協会

佐賀春光園

〒849-0101
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7425番地2
TEL�（0942）94-2788
FAX�（0942）94-2652
URL�http://www.syunkouen.jp/

沖縄コロニー

〒901-2126
沖縄県浦添市宮城４丁目９番17号
TEL�（098）877-3344
FAX�（098）877-2056
URL�http://www.okicolo.or.jp/

熊本県コロニー協会

〒860-0051
熊本市西区二本木３丁目12番37号
TEL�（096）353-1291
FAX�（096）351-4303
URL�http://www.colony-k.or.jp/

福岡コロニー

〒811-0119
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１丁目11番１号
TEL�（092）963-2781
FAX�（092）963-2787
URL�http://www.fukuoka-colony.net/

あかつきコロニー

〒208-0023
東京都武蔵村山市伊奈平１丁目64番１号
TEL�（042）560-7840
FAX�（042）560-7845
URL�http://www.akatuki.or.jp/

東京コロニー

〒165-0023
東京都中野区江原町２丁目６番７号
TEL�（03）3952-6166
FAX�（03）3952-6664
URL�http://www.tocolo.or.jp/

ながのコロニー

〒388-８０１１
長野市篠ノ井布施五明464番地1
TEL�（026）293-8766
FAX�（026）293-8722
URL�http://www.nagano-colony.or.jp/

山口県コロニー協会

〒747-1232
山口県防府市大字台道522番地
TEL�（0835）32-0069
FAX�（0835）32-1217
URL�http://www.ycolony.or.jp/



私たちの誓い
�
開拓者の心　　�私たちは、試されたことのない道を自分たちの手で

きりひらく開拓者のこころを持ち続けます。

働く喜び　　　�私たちは、さまざまな困難を乗りこえ、働く場やそ
れを支える暮らす場を創設し、働くことをつうじて
積極的に社会に参加できることをめざします。

可能性の追求　�私たちは、ひとりひとりの多様な可能性を信じて、
新しい能力を発揮する努力を続けます。

連帯と協力　　�私たちは、お互いに協力し、励まし合い、かわるこ
とのない連帯で幸せを築くことに努めます。

豊かな社会　　�私たちは、心を合わせて、すべての人が障害の有無
に関わらず、人としての幸せを感じられる、平和で
豊かな社会の実現をめざします。�

綱領

　私たちは戦後の混乱のなかから、自らが生き、働く場をつくる事業と運動を共同してすすめてきたが、�

障害を理由に生きる諸権利が制限され、その状況は今日もなお続いている。

　私たちが願う進歩した社会とは、すべての人々の自由と尊厳が守られ、平和で人間らしい生活を送ることが�

出来る社会であり、このことは人類共通の願いである。

　私たちはそうした人間尊重の理念にたち、完全参加と平等と障害者の働く権利の具体的な保障をめざし、�

わが国の関係制度や社会・経済・文化的諸条件の改善を図り、すべての人々が幸せに生きることができる

社会の実現に向けて連帯し、積極的に行動する。

現代社会には、様々な障害のある私たちの仲間が生活している。



ＺＥＮＣＯＬＯ
◦会員資格　�
　（正 会 員）社会福祉法に規定する社会福祉法人又は社会福祉施設等を経営する団体
　（賛助会員）当法人の活動に賛同し協賛する個人又は団体

◦入　　会　�
　�入会しようとする方は当法人理事会の定めるところにより申し込みを行い、その承
認を得る必要があります。

◦会　　費　�
　（正 会 員）毎事業年度末日における年間事業収入額及び公費収入額に基づく額。
　（賛助会員）ａ個人　　１０，０００円
　　　　　　ｂ団体　１００，０００円

入会案内

fukuoka.2015.3.2000



一般社団法人ゼンコロ事務局
〒165-0023 東京都中野区江原町2-6-7
TEL：03-3952-6166　FAX：03-3952-6664
http://www. zencolo.or.jp
zencolo@tocolo.or.jp

法人創立　1961（昭和36）年10月

ＺＥＮＣＯＬＯ

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。


