
～ 自閉症支援を生活のすみずみに ～

このパンフレットの情報は2023年1月現在のものです。

2023.1版

2023年度 Web会員用パンフレット
（事業期間：2023年4月～2024年3月）

自閉症スペクトラム当事者とその家族をサポートします

事務局：谷町オフィス
Mail：bontanimachi@gmail.com 

自閉症ESJ会員サービス
自閉症ｅサービスの年間パスは適用されませんので、ご注意ください

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

Web会員申込みフォーム

mailto:bontanimachi@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
https://forms.gle/zPCbbNnsv6qRgCG4A


自閉症ESJ（E-Style Japan）会員サービスは、自閉症ｅサービス
の理念である“自閉症支援を生活のすみずみに”を実現するために、自
閉症スペクトラムの当事者とその家族を対象に独自のサービスを提供し
ます。

既存の福祉サービス事業の枠組みにとどまらず、会員の皆様への必要な
サービスの提供と支援のネットワークを作っていきたいと思います。

★運営法人：NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン

★協力法人：合同会社オフィスぼん

★事務局：谷町オフィス（bontanimachi@gmail.com)

自閉症ESJ会員サービスとは



2023年度 自閉症ESJ会員規約

自閉症ESJ会員は、自閉症スペクトラムの当事者とその家族が、下記会員
規約に同意されることで、どなたでも入会できます。

会員
種類

一般会員
11,000円/会員
（税込）

全てのサービスを利用できます

Web会員
5,500円/会員
（税込）

主にオンラインサービスが利用できます
2023年1月・2月は、年会費無料!!

会員

規約

（1）本会は自閉症ESJ（E-Style Japan）会員と称し、ESJ会員と略す。

（2）本会は、NPO法人自閉症ｅスタイルジャパンが運営・管轄し、合同会社オフィス

ぼんが運営協力する。本会の事務局は、谷町オフィスが担う。

（3）本会は、自閉症ｅサービスの“自閉症支援を生活のすみずみに”の理念に賛同す

るESJ会員に会員サービスを提供し、付随する活動をおこなう。

（4）本会に対し、当該年度の年会費を収めることでESJ会員となる。また、当該年度

の年会費を収めないことで退会とする。いったん収めた年会費は、理由のいかんに

かかわらず返金はしない。

（5）本会の会員は、自閉症スペクトラムの当事者及びその家族（当事者の2親等以

内）とし、そのうち代表者1名とその他4名（計5名）までを1会員とする。

（6）会員サービスの事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

（7）会員サービスは、年会費及び各サービスの参加費を原資に活動する。運営法人

の判断で、年会費及びサービスメニュー・参加費は年度毎に更新する。また、年度

途中でも事業の進捗状況よって変更等の措置をとる。余剰金が発生した場合は次

年度予算に繰り越す。

（8）会員サービスはすべて事前申込制とする。定員を超えた場合は、運営法人が選考

する。定員に達しない場合、当該サービスの実施を見合わせることがある。

（9）会員サービスの利用・参加の様子を、運営法人は、当該会員の同意のもと、広報

啓発のために写真・ビデオ等で法人HPその他の媒体で使用する。会員個人が運

営法人に無断でSNS等でサービスの利用・参加について発信することを禁じる。

（10）上記会員規約に抵触したり社会通念上不適切な行為が認められた場合、運営

法人は当該会員への会員サービスの提供を中止することができる。



2023年度 Web会員サービス一覧

＊ESJ会員サービスは、すべて事前申込制になります。各サービスについて
定員を超える場合は選考させていただきます。また、予定定員に達しない
場合は、実施しないことがありますので、ご承知おきください。
◎＝当日または事後支払い（その他はすべて事前にご入金となります）

当事者向け
サービス

参加費（税込） 内容 支払い

ｅラーン谷町
小・中学生◎

3,300円/60分
（火～金）

個別学習支援
大阪市塾代助成対象

事後

ｅラーン谷町
高校生

年間授業料60万円
(火～金)

通信制のサポート校
高卒資格取得可

事前

家族向け
サービス

参加費（税込） 内容 支払い

個別相談◎ 4,400円/30分
オンライン相談可
セルフプラン作成支援

事後

ｅカフェ・フリー◎
通常営業（木～土）：一杯目ドリンク無料
貸切利用（火～土）：昼200円・夕2,000円/人

事後

オンライン勉強会 1,100円/90分 ＠大阪・奈良と共催 事前

PECSレベル1
ワークショップ

16,500円/2日間
（マニュアル代別）

ピラミッド社が提供するPECSオン
ラインワークショップ

事前

オンライン家族
ミーティング

無料/90分
テーマ別の話題提供と、家族間の
情報交換・意見交換

事前

ぼん&ｅサービス
事業所見学会

1,100円/回
オフィスぼんとｅサービスの事業所
見学と交流会

事前

＊個別相談とｅカフェ・フリーは当事者のみでもご利用できます



2023年度 Web会員の入会方法

①Web会員申込フォーム、または自閉症ｅサービス＠大阪・奈良HPより、
必要事項をご記入の上、ESJ会員の申込みをしてください。別紙、申込
用紙もご使用できます。

②代表者に申込み受付メールをお送りします。

③所定の年会費をお支払いください（銀行振込／クレジットカード）。
※2023年1月・2月にお申込みいただいたWeb会員は、年会費無料です。

④入金確認後、代表者にESJ会員IDを発行します（年度内有効）。
※ご登録いただいた当事者・家族は会員サービスを利用できます。
※会員IDは2023年2月から、随時、発行します。

＜ESJ会員用銀行口座＞
楽天銀行 第四営業支店
普通 7357240

NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン
※原則、代表者名でお振込みください

2023年１月・2月、Web会員先行受付開始（年会費無料）

Web会員申込みフォーム

事務局：谷町オフィス
Mail: bontanimachi@gmail.com 

2023年3月より、下記HPからの受付開始

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

https://forms.gle/zPCbbNnsv6qRgCG4A
mailto:bontanimachi@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


2023年度 自閉症ESJ会員 申込用紙
（メール添付/オフィスぼん事業所提出用）

①代表者氏名（フリガナ）

（当事者との関係： ）

希望する会員種類

□一般会員
□Web会員

住所 関係のある事業所等

□bonキッズ所属
□bonワークス所属
□自閉症ｅサービス
（地域： ）
□その他／特になし

携帯電話番号 ｅ-mail（PC）

登録家族※代表者以外4名まで登録可

②【 】（当事者との関係： ）

③【 】（当事者との関係： ）

④【 】（当事者との関係： ）

⑤【 】（当事者との関係： ）

当事者が期待・希望するサービス

家族が期待・希望するサービス

通信欄

【送信先】 谷町オフィス：bontanimachi@gmail.com
2023年1月･2月 Web会員、年会費無料

ご提出日：2023年 月 日

・コピーしてお使いください。必要事項を記入し、PDFデータにしてメール添付でお送りください。
・本申込みをもって自閉症ESJ会員規約に同意したことになります。
・自閉症スペクトラムの当事者とその家族（2親等以内）が対象です。必ず当事者は含めてください。
・必要事項を記入し、メール添付による送信、またはオフィスぼんの各事業所に直接ご提出ください。
・個人情報保護法に則り目的外の使用はいたしません。



2023年度 ESJ会員サービスの利用方法

①ご希望の会員サービスがありましたら、自閉症ｅサービス＠大阪・
奈良HPからログインしていただき、お申込みください。代表者宛てに
受付メールが自動送信されます。または、事務局にメールでお申込
みください。

②代表者宛てに、参加確認メール（選考結果、実施日時、会場、参
加費の支払い方法等）をお知らせします。

③参加費・受講料をお支払いください（銀行振込／クレジット）。
入金確認後、代表者宛てに、参加決定メールをお送りします。

※個別相談、ｅカフェ・フリー、ｅラーン谷町個別学習支援については、当日
または事後払いになります。その他はすべて事前にご入金ください。

④当日、所定の会場またはZOOMにてご参加ください。

各種会員サービスのお申込みは2023年3月～受付開始

＜ESJ会員用銀行口座＞
楽天銀行 第四営業支店
普通 7357240

NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン
※原則、代表者名でお振込みください

事務局：谷町オフィス
Mail: bontanimachi@gmail.com 

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

mailto:bontanimachi@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


2023年度 会員IDとキャンセルについて

★年度中は、いつでも入会できます。

★ご入金された年会費は、途中退会されましても返金はありません
のでご承知おきください。

★ESJ会員IDは、代表者と登録されたご家族（計5名まで）で使
用してください。譲渡や流用はしないようにお願いします。

★会員サービスをHPからお申込みする場合、会員IDのほか、ログイ
ンIDとパスワードが必要になりますので、大切に保管してください。

★年度途中に、Web会員から一般会員に変更を希望される場合は、
事務局にご連絡の上、会費の差額をお支払いください。

（一般会員からWeb会員への変更はできません）

★ESJ会員IDは、自閉症ｅサービス年間パスIDとは別です。年間
パスによる割引はありませんので、ご注意ください。

会員IDについて

会員サービスのキャンセルについて

★家族向けサービスでは、入金後にキャンセルされても、返金はあり
ません。（個別相談や見学日の日程変更は可能です）

★当事者向けサービスでは、事前に、ご本人の体調不良等のご連
絡があれば、入金された参加費を下記のとおり返金します。

・開催日の1週間前までにキャンセル・・・参加費を全額返金します。

・2日前までにキャンセル・・・参加費の50%を返金します。

・前日・当日にキャンセル・・・返金はありません。

★主催者の責による中止については、全額参加費を返金いたします。

★大規模停電や災害時につきましては、開催を中止し、または別日
に振替させていただきます。開催中止の場合は、全額返金させて
いただきます。



ESJ会員サービス ★個別相談

①お申込み：谷町オフィスにメールでお申込みください。
②日程調整：折り返し、担当者より事前面談について日程調整の連絡をさせてい
ただきます。

③事前面談（無料）：ZOOMで相談内容・相談日時を確認します（30分）。
④相談実施：1回の相談時間は30分です。2コマ（1時間）まで利用できます。
相談終了後、相談料をお支払いください（現金または振込）。

⑤継続相談：継続を希望される方は、相談当日に次回の予約を取ってください。
別日に改めて予約を取る場合は、メールでお申込みをお願いします。

「個別相談」では、相談者への情報提供と助言が中心になります。療育セッションや家庭訪問、
施設訪問等には対応していません。相談時に、関係者が同席されるのは構いません。

日々のお悩みや将来のこと、セルフプランの作成などの
相談に応じます。オンライン相談も可能です。予約制。

費用：30分／4,400円（税込）

●統括：中山清司
●青年・成人担当：大中りよ子
●幼児・学齢児担当：久賀谷洋

※申込は、HPまたはメールからお願いします。
※新規相談の場合、日程調整の関係で、お申込
みから実際の相談まで、１ヶ月程度かかります。

相談担当チーム

★Web会員利用可（家族・当事者向け）

相談の進め方

お申込み・お問い合わせ先

相談場所：谷町オフィス
（オンライン相談可）

事務局：谷町オフィス
Mail: bontanimachi@gmail.com 

mailto:bontanimachi@gmail.com


2023年度 ESJ会員サービス
★「ｅカフェ・フリー」

場所：谷町オフィス

大阪市中央区上本町西3-3-28

TEL/FAX：06-6764-5611
Mail：bontanimachi@gmail.com

【通常営業】

木曜日～土曜日

14:30-17:30

営業時間中は
いつでも

ご利用できます

フード類持ち込み可

ソフトドリンク
ALL200円

アルコール類
ALL500円

（西陣麦酒大700円）
一杯目ドリンク無料

【貸切利用】

火曜日～土曜日
2時間/回

昼間：10:30-17:30
夕方：18:00-20:00

定員10名
事前予約制

フリードリンク
（飲み放題）

フード類持ち込み可

昼間貸し切り
費用：200円/人

夕方貸し切り
費用：2,000円/人
（アルコール類含む）

ESJ会員が1名以上参加される場合は、貸切利用ができます
料金はすべて税込みです（当日支払い）

★Web会員利用可（家族・当事者向け）

申込み：谷町オフィス
Mail: bontanimachi@gmail.com 

mailto:bontanimachi@gmail.com


2023年度 ESJ会員サービス
★「オンライン勉強会」（1,100円/回）

①4月29日（土）
10:00-11:30

発達障害の人と一緒に暮
らす地域を目指して

小田桐早苗
（川崎医療福祉大学）

②6月17日（土）
10:00-11:30

ザ・現場リポート①
幼児・学齢期編

福瀧ひかる
（おひさまハウス）他

③8月26日（土）
10:00-11:30

ザ・現場リポート②
成人期の暮らし編

井出帆香（レジデンスなさは
らもとまち）他

④10月7日（土）
10:00-11:30

ザ・現場リポート③
就労支援編

本部夕希（ジョブジョイントお
おさか）他

⑤12月9日（土）
10:00-11:30

地域に根差した取り組み
のアイデア：大分、群馬

中村摩紀（NPO法人まど）
安田剛治（ぐんぐん）

2024年
⑥2月3日（土）
10:00-11:30

ESJ会員サービスと居宅
支援事業の展開

ESJヘルパー派遣事業より

オンライン勉強会は、自閉症ｅサービス＠大阪・奈良との共
催事業になります。
会員参加費1,100円/回、一般2,500円/回（税込）
＠大阪・奈良ローカルプログラムよりお申込みください。

自閉症ｅサービス全国プログラムの「PECSオンラインワーク
ショップ（レベル１）」が、16,500円/人の会員価格で受
講できます。詳細は、HP等でご確認ください。
本ワークショップを受講される方は、PECSトレーニングマニュ
アル第2版を別途ご購入する必要があります。

★Web会員利用可（家族向け）

申込み：自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

http://www.jiheishou-e.com/


2023年度 ESJ会員サービス
★「オンライン家族ミーティング」（無料）

①5月23日（火）
10:30-12:00

自閉症理解のポイント
中山清司（自閉症ｅサー
ビス全国ネット）

②7月25日（火）
10:30-12:30

当事者からのアドバイス 成人の当事者

③9月26日（火）
10:30-12:30

幼児・学齢期の療育 久賀谷洋（オフィスぼん）

④11月28日（火）
10:30-12:00

進路選択と就労支援
星明聡志（ジョブジョイン
トおおさか）

⑤2024年
1月23日（火）
10:30-12:00

成人期の福祉サービス
真船亮(bonワークス枚
方）

⑥3月26日（火）
10:30-12:00

地域活動とヘルパー利用
前野篤史（スマイルフレン
ズ）

テーマ別の話題提供と、ブレイクアウトルームを使った家
族間の情報交換・意見交換会になります。
会員参加費：無料。一般1,100円/回（税込）

全体コーディネーター：中山清司、久賀谷洋

★Web会員利用可（家族向け）

申込み：自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

http://www.jiheishou-e.com/


2023年度 ESJ会員サービス
★「ぼん＆ｅ事業所見学会」

①2023年
5月13日（土）

時間：15:00-17:00
場所：自閉症ｅサービス研修センターほか

タイムスケジュール
15:00-15:15 研修センター集合、ガイダンス
15:15-15:45 クラスルーム見学とビデオ紹介
15:45-16:15 質疑応答
16:15-16:30 ｅカフェ谷町に移動
16:30ｰ17:00 ｅカフェ見学、「西陣麦酒」試飲

参加費：1,100円/人（税込）
会員のお知り合いの方も参加可

定員10名（先着順）

②7月8日（土）

③9月9日（土）

④11月11日（土）

⑤2024年
1月13日（土）

⑥3月9日（土）

全体コーディネーター：中山清司、久賀谷洋

自閉症の学習スタイルに対応した構造化されたクラスルームについて、bonキッ
ズ谷町をモデルにご紹介・ご案内します。
ｅショップ＆カフェ谷町（谷町オフィス）では、さまざまな自閉症支援グッズや当
事者が作った作品を展示・販売していますので、御覧ください。京都で作られて
いる地ビール「西陣麦酒」も試飲できます。
ご希望がありましたら、オフィスぼんの他の事業所も見学が可能ですので、個別
にお問い合わせください。

場所：自閉症ｅサービス研修センター
大阪市天王寺区上本町3-5-21

小畑第2ビル5F
Mail：bontanimachi@gmail.com

★Web会員利用可（家族向け）

申込み：自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

http://www.jiheishou-e.com/


2023年度 ESJ会員サービス
★「ｅラーン谷町」

谷町オフィス（ｅラーン谷町）

大阪市中央区上本町西3-3-28

TEL/FAX：06-6764-5611
Mail：bontanimachi@gmail.com

個別学習支援
小・中学生対象

3,300円／60分（税込）

週1∼2回（火～金）

大阪市塾代助成金適用可

子どもの学習状況に合わせ
マンツーマンでサポートしま
す。

通信制

サポート校

（あおい高等学
園分教室）

高校生対象

年間授業料60万円（税込、
諸経費、スクーリング費含む）

2時間/回

週1～2回（火～金）

高校卒業資格取得可

マンツーマンでサポートしま
す。

広域通信制高校「学校法
人さくら国際高等学校」と
提携しています。

★Web会員利用可（当事者向け）

申込み：谷町オフィス
Mail: bontanimachi@gmail.com 

mailto:bontanimachi@gmail.com


谷町オフィス（事務局）と
自閉症ｅサービス研修センター

谷町オフィス、ｅラーン谷町

ｅショップ＆カフェ谷町

大阪市中央区上本町西3-3-28

（大阪メトロ谷町六丁目駅③出口）

bonキッズ谷町

自閉症ｅサービス研修センター

大阪市天王寺区上本町3-5-21

小畑第2ビル

事務局：谷町オフィス
bontanimachi@gmail.com

TEL/FAX:06-6764-5611

・谷町六丁目駅から徒歩2分（谷町オフィスまで）
・駐車場はありませんので、コインパーキングをご利用ください

mailto:bontanimachi@gmail.com


～ 自閉症支援を生活のすみずみに ～

このパンフレットの情報は2023年1月現在のものです。

2023.1版

自閉症スペクトラム当事者とその家族をサポートします

事務局：谷町オフィス
bontanimachi@gmail.com 

自閉症ESJ会員サービス

自閉症ｅサービスの年間パスは適用されませんので、ご注意ください

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
http://www.e-style-j.com/

自閉症ｅサービス全国ネット

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス全国ネット事務局
e.service.jimukyoku@gmail.com

オンラインによる人材育成＝全国プログラムを提供します

mailto:bontanimachi@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
http://www.jiheishou-e.com/
mailto:e.service.jimukyoku@gmail.com


～ 自閉症支援を生活のすみずみに ～

このパンフレットの情報は2023年1月現在のものです。

2023.1版

2023年度 Web会員用パンフレット
（事業期間：2023年4月～2024年3月）

自閉症スペクトラム当事者とその家族をサポートします

事務局：谷町オフィス
Mail：bontanimachi@gmail.com 

自閉症ESJ会員サービス
自閉症ｅサービスの年間パスは適用されませんので、ご注意ください

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
HP：http://www.e-style-j.com/

Web会員申込みフォーム

mailto:bontanimachi@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
https://forms.gle/zPCbbNnsv6qRgCG4A
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