
11 ゲニー工房 Ｂ （医） 謙誠会 870-0868 大分市大字野田1138-2 097-547-7323 097-549-3201 パン 130円～ 応相談

28 ペパーミント Ｂ・生介 （社福） アップルミント 870-0276 大分市大字宮河内2244-3 097-524-7007 097-524-7008 食パン・レーズン食パン ２５０円～/斤 ５０斤/日

ロールパン １１０円～/個 ５００個/日

菓子パン・調理パン １３０円～/個 ５００個/日

70 森のクレヨン（ウィンド） Ｂ （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 パン類（全般） 120～320円 受注生産

59
就労継続支援Ａ型事業所
コーズ

A （NPO） ＡＳＡＨＩおおいた 870-0131
大分市大字皆春西ノ浦1606番地
1

097-576-9953 097-576-9954 食パン ５００円 応相談

95 作業所すばる Ｂ （NPO） すばる 870-1161 大分市大字木上1515
097-579-9501
（パン工房すば
る）

097-541-0122 各種パン（菓子、調理、食パン） １００円～ 応談

32 マルシェ Ｂ、移行 （社福） ラポール 879-7763
大分市大字中戸次字中姉子
1253

097-586-7272 097-586-7282
菓子パン・焼き込みパン・食パン・食卓パン・ハー

ド系
60円～400円

300個／日～　3日
前注文

91 ステップ「おおいた」 Ｂ、生介 （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡5424-1 097-520-5575 097-520-5576 蒸しパン
160円/パック・

袋
応相談

蒸しパン（芋入り）・蒸パン（レーズン入り） 190円／パック 応相談

84 パン工房すばる Ａ 一般 グリーンフィールド 870-0857 大分市大字奥田416 097-576-9501 097-576-9501 食パン、菓子ぱん、マフィン他 １００円～ ～２００個

36 ジョイファーム大分 Ｂ ジョイファーム大分 870-0848
大分市賀来北
2丁目2番22号

097-578-8705 097-578-8706 パン 100～応相談 応相談

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株） ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 菓子パン ２３０円～ ５０個/日

こっぺぱん １２０円～ ５０個/日

14
博愛会地域総合支援センター
（レストラン久住屋）

A （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 パン類 応相談 応相談

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【パン類】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量



令和４年５月１日現在

4 ワークスペース樫の木 Ｂ、生介 （社福） 樫の木 870-0924 大分市牧3-7-6 097-553-3397 097-553-3428

70 ウィンド Ｂ （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 クッキー類（全般） 100～270円 受注生産

14
博愛会地域総合支援センター
（レストラン久住屋）

A （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 かりんとう 250 200

アンザックス 130 200

クッキー 応相談 応相談

10 フルスマイル Ａ （一社） むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 クッキー、お菓子など 応相談 応相談

67 八風・be B （社福） 暁雲福祉会 870-0312 大分市大字市尾798-1 097-593-4666 097-593-4666 クッキー各種（アーモンド・チョコチップ・ココア他）
１６０円～２７
０円／袋

５０～６０袋／日

32 マルシェ Ｂ、移行 （社福） ラポール 879-7763
大分市大字中戸次字中姉子
1253

097-586-7272 097-586-7282 クッキー各種（型抜き） 120円
50袋／日～　5日前

注文

クッキー各種 120円～280円
100袋／日～　5日

前注文

59
就労継続支援Ａ型事業所
コーズ

A （NPO） ＡＳＡＨＩおおいた 870-0131
大分市大字皆春西ノ浦1606番地
1

097-576-9953 097-576-9954 シフォンケーキ ５００円 応相談

36 ジョイファーム大分 A,、Ｂ
合同会
社

ジョイファーム大分 870-0848
大分市賀来北
2丁目2番22号

097-578-8705 097-578-8706 焼き菓子 100～応相談 応相談

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株） ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 焼き菓子（クッキー・クランブルケーキ　他） １６０円～ ５０個/日

91 ステップ「おおいた」 Ｂ、生介 （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡5424-1 097-520-5575 097-520-5576 小餅（８個入） 370円/袋 応相談

鏡餅（大・中・小）
３５０～２，００

０円
応相談

餅まき用投げ餅・よすみ餅 応相談 応相談

28 ペパーミント Ｂ・生介 （社福） アップルミント 870-0276 大分市大字宮河内2244-3 097-524-7007 097-524-7008 クッキー（ココア・茶・アーモンド・アンザックス） １３０円～/袋 １００袋/日

シフォンケーキ（プレーン、オレンジ、茶、ココア、
バナナ）

１５０円～/切 ５０切/日

パウンドケーキ（プレーン、ラムレーズン、ココア、
ミックスフルーツ）

１，０００円～/
本

３０本/日

29 作業所ゆう B （NPO) ゆう 870-0855 大分市大字豊饒176番地2 097-544-8892 097-544-8892 お菓子詰め合わせ 150～500円 30～50セット

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【クッキー、ケーキ、お菓子など】

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量



令和４年５月１日現在

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【クッキー、ケーキ、お菓子など】

あんこ餅（３個入） 300円/パック 応相談

鏡餅（大・中・小）
３００～２，００

０円
応相談

紅白あんこ餅（箱入り） 400円/箱 応相談

餅まき用投げ餅・よすみ餅 応相談 応相談

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワー
クの丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 クッキー 150 10袋（4枚入り）/日

スコーン 150 8個/日

38 マイスター工房 Ａ （医） 謙誠会 870-0868
大分市大字野田
１０８８番地の２

097-547-7323 097-586-0889 焼き菓子 100～180円 応相談

各種ケーキ 350円～ 応相談

シュークリーム 150円～ 応相談



88 ひまわりフードサービス A,、移行 （社福） 新友会 870-0106 大分市中鶴崎2丁目6-13 097-521-8771 097-574-9625 弁当・オードブル 420円～
30個/日（応相
談）

81 つわぶき園 Ｂ、移行 （社福） つわ蕗会 870-0025 大分市顕徳町3-2-21 097-536-3430 097-536-3431 弁当 430円～/個 応相談

91 ステップ「おおいた」 Ｂ、生介 （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡5424-1 097-520-5575 097-520-5576 赤飯（２００ｇ） 210円/パック 応相談

赤飯（３５０ｇ） 360円/パック 応相談

赤飯（３５０ｇ） 630円/箱 応相談

鶏おこわ（２００ｇ） 260円/パック 応相談

鶏おこわ（３５０ｇ） 430円/パック 応相談

80 就労サポート事業所ミチテル Ｂ、移行 （社福） つわ蕗会 870-0848 大分市賀来北1丁目3714 097-574-9102 097-574-9102 弁当 430円～/個 応相談

13 キッチン花亭 Ａ、Ｂ （社福） 博愛会 870-0868 大分市大字野田字原841-1 097-586-5775 097-586-5525 弁当 500円～ 2.000個/日～

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 弁当
相談に応じま
す

オードブル 2,500円～

定食類 410～510円

カレーセット 310～510円

うどん・そばセット 460～510円

　サンド類 360～410円

20 コンチェルトなかお Ｂ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 弁当・オードブル・会議用コーヒー 応相談 ご要望に応じて

26 ぱれっと B （一社） Canばす 870-0946 大分市曲字川成953-1 097-578-8102 097-578-8103 弁当 ４００～応相談 応相談

商　　品

配達可（主に大分
市内）
喫茶・レストラン　6
店舗
・わさだ店（大分市
玉沢743-2　稙田
市民行政センター
内）
・県庁店（大分市
府内町3-10-1　大
分県庁別館９F)
・看護科学大店
（大分市廻栖野
2944-9　県立看護
科学大学内）
・レストラン府内
（大分市荷揚町5-
6　大分中央警察
署地下１F)
・コンパル店（大分
市府内町1-5-38
ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ２F)
・芸文短大店（大
分市上野丘東1-
11　県立芸術文化

価格（目安） 製造量

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【弁当・ご飯類】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品



商　　品 価格（目安） 製造量

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【弁当・ご飯類】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

35 大分ゆたかの会 Ｂ （一社） 大分ゆたかの会 870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502 日替わり弁当 550円～
60個／日　3回
／週

行事・会議弁当 650円～
都度（事前予約
にて対応）

オードブル 5,000円～
都度（事前予約
にて対応）

14
博愛会地域総合支援センター
（レストラン久住屋）

A （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 弁当（仕出し） 500円～ 応相談

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワーク
の丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 お弁当 550 20個/日



2 ぶらぼう作業所 B （NPO) ゆうゆう 870-0888
大分市三ヶ田町162-3
ステラコルテ1F

097-545-1888 097-547-8878
ハーブ・野菜加工品
（ハーブティー、ポプリ、ふりかけ、乾
燥野菜等）

100～500円/袋 応相談

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 　ドリンク類 100～210円

　会議用コーヒー 100円

69 八風園 生介 （社福） 暁雲福祉会 870-0311 大分市木田2894-1 097-593-4131 097-593-4641 製麺（うどん、パスタ）
180円/袋（250ｇ）
200円/袋（260ｇ）

応相談

76 夢・ひこうせん B （社福） 夢・ひこうせん 879-7763 大分市下戸次4255 097-597‐8817 097-597-5197 ドライプルーン 1袋3個入り１００円 1日５０袋

6 ひまわり畑 A,、Ｂ （社福） 新友会 879-7871 大分市大字辻1381の1 097-595-1711 097-595-0007

29 作業所ゆう B （NPO) ゆう 870-0855 大分市大字豊饒176番地2 097-544-8892 097-544-8892 自然食品 応相談 応相談

36 ジョイファーム大分 Ｂ （同） ジョイファーム大分 870-0848
大分市賀来北
2丁目2番22号

097-578-8705 097-578-8706 ジャム（苺・梨・いちじく等） 350～応相談 応相談

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株） ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 ジャム（人参　他） ６５０円～ 応相談

野菜パウダー ２３０円～ 応相談

70 森のクレヨン（ウィンド）
A、Ｂ、移
行

（社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400
ドリンク　　　（アップル・オレンジ・ホッ
トコーヒー　・アイスコーヒー・お茶）

１５０円～ 応相談

104 就労継続支援Ｂ型事業所めじろ Ｂ （合社） ニューフィールド 090-3003-2046 乾燥冬虫夏草子実体粉末 ５５０円/ｇ 1ｋｇ

乾燥冬虫夏草菌糸体粉末 100円/ｇ 1ｋｇ

94 あとりえ湯輪夢 Ｂ （一社）
日本ユニバーサルコロリエ
協会

870-0007 大分市王子中町2番18号 097-510-5439 097-540-5439

【コーヒー製品】
　・ドリップコーヒーバック
　・オフィスコーヒー
※オリジナルラベル制作可

①80円（１杯）～
②160円（１杯）～

応相談
※ギフト対応
※1、000パック
／月～　対応

　　　　〃　　 　・豆、挽き豆
　　　　　　　　　・オフィスコーヒー
　　　　　　　※オリジナルラベル制作可

①800円～
（100g）
②1,600円～
(100g）

応相談
※ギフト対応
※５00パック／
月～　対応可

14
博愛会地域総合支援センター
（レストラン久住屋）

A （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 鶏飯の素 380 200

焼肉のタレ 380 200

焼肉宴会プラン 応相談 応相談

【その他食品】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量



【その他食品】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量

焼肉、バーベキュー肉盛りセット 応相談 応相談

すき焼き、しゃぶしゃぶ用肉 応相談 応相談

オードブル 3000 応相談

14
博愛会地域総合支援センター
（カフェシャリテ）

A （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 シャリテパーティープラン 応相談 応相談

ケータリング（シェフ派遣） 応相談 応相談

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワーク
の丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 ジャム 500 20個/日

おかず味噌 550 100個/日

107 Ｎeo Ｒoaｄ Ｂ ベストアシスト（株） 097-574-9900 ドライフルーツ（みかん）
25g/300円～
50g/600～

50袋/日～　応
相談　5月～

干し芋（訳あり品） 200g/400円
1000袋程　10
月～

52 やまねこ工房 (一社） あらやしき 870-0006
大分市王子中町3番5号　ふくろ
うの森ビル

097-511-1293 097-511-1293 自家焙煎珈琲

オリジナルブレンド紅茶

オリジナルブレンドハーブティー

手作りジェラート

たかや飴

98 就労継続支援Ｂ型　エストウェイズ Ｂ （一社） フェアリー 097-576-7503 097-576-7504 冷凍ぶたまん
（大）２００円/1個
（小）１３０円/1個

応相談



5 銀河鉄道 B （NPO） 銀河鉄道 870-0003
大分市生石2丁目1-27
西大分ビル１０１号

097-532-6167 097-535-8108 季節折々の野菜 100円～/袋 応相談

10 フルスマイル Ａ 一般 むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 農産物（野菜・ハーブ） 100～300円/個 応相談

牛ふん堆肥
（20ℓ）150円/袋
（40ℓ）250円/袋

応相談
※１ｔ単位も可

13
キッチン花亭
（カット野菜部）

移行 （社福） 博愛会 870-0868 大分市大字野田字原841-1 097-586-5776 097-586-5525 カット野菜 100円～ 100袋/日～

14
博愛会地域総合支援センター
（レストラン久住屋）

A （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 ランチ・定食他 応相談 応相談

焼肉各種 応相談 応相談

豊後牛　モモ、肩ロース　他 応相談 応相談

豚（大分県産） 応相談 応相談

とりむね、とりもも類 応相談 応相談

からあげ他　惣菜 応相談 応相談

ハンバーグ他　加工品 応相談 応相談

6 ひまわり畑 Ａ，Ｂ （社福） 新友会 879-7871 大分市大字辻1381の1 097-595-1711 097-595-0007

7
複合型障害者施設
多機能　明日の輪

Ｂ、生介 （社福） 豊肥福祉会 870-0315
大分市大字佐野字宮ノ下4453番
地

097-578-6611 097-578-6622 銀杏（１０月～翌年1月のみ） 100ｇ/100円から
生産予定数200袋
（1袋２００ｇ）

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【農産物・花・精肉】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量



令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【農産物・花・精肉】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量

10 フルスマイル Ａ （一社） むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 農産物（野菜・ハーブ） 100～300円/個 応相談

牛ふん堆肥
（20ℓ）150円/袋
（40ℓ）250円/袋

応相談
※１ｔ単位も可

11 ゲニー工房 B （医） 謙誠会 870-0868 大分市大字野田1138-2 097-547-7323 097-549-3201 野菜苗、花、野菜 50円～ 応相談

15 あいわ園 Ｂ あいわ福祉農園合同会社 879-7761 大分市中戸次4692番地１ 097-578-6202 097-578-6203

18 ジョブファーム A （NPO） ジョイ・デ・ビブレ 870-1202 大分市入蔵557番地 097-588-5030 097-588-5040 金賞生シイタケ
120円/100ｇ（送
料別）

応相談

金賞生きくらげ
150円/100ｇ（送
料別）

応相談

乾燥きくらげ
12000円/1ｋｇ（送
料別）

応相談

95 作業所すばる Ｂ （NPO） すばる 870-1161 大分市大字木上1515 097-541-0122 097-541-0122 各種野菜 １００円～ 応相談

菌床椎茸 １２９円/１パック 応相談

82 多機能型事業所　サンジョイ Ｂ，移行 （株） しんせいの杜 879-7761 大分市中戸次4577番地1 097-507-6768 097-507-0800 野菜 100円/袋 100～150袋

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 県産野菜・果物販売 100～500円/個 ご要望に応じて

90
就労継続支援Ｂ型事業所　はぐく
む

Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2番12号　大
道ビューハイツ1Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 みかん　（ 季節によって ） 時価 10袋／日

20 コンチェルトなかお Ｂ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 県産野菜・果物販売 100～500円/個 ご要望に応じて

21 コンチェルトもりまち Ｂ （社福） シンフォニー 870-0127 大分市森町543-1 097-521-2932 097-521-2960
県産野菜・果物販売（地域イベント・バザー等に毎
年参加）

100～500円/個 ご要望に応じて

30 ビフレスト Ｂ (有) はる 879-7763 大分市下戸次1245番地の１ 097-548-8155 097-548-8166 山芋、玉ねぎ、大根、キュウリ 100～150円/袋 応相談

36 ジョイファーム大分 Ｂ （同） ジョイファーム大分 870-0848
大分市賀来北
2丁目2番22号

097-578-8705 097-578-8706
農産物（苺・梨・イチジク・キウイ・プラム
他）

応相談 応相談

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株） ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 乾燥野菜 ５２０円～ 応相談



令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【農産物・花・精肉】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX
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39 勇輝 Ａ （株） ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899 干し芋 100円 ～ 10個/日

切り干し大根 200円 ～ 10個/日

きゅうり 100円 ～
30袋/日（それ以
上は応相談）

トマト 200円 ～
20袋/日（それ以
上は応相談）

22 夢啓 Ａ （同） 啓 870-0005 大分市王子北町1-29 097-578-8500 097-578-8506 野菜（農作物）の選別作業 時給800円～ 特になし

47 就労継続支援Ｂ型事業所ひかり Ｂ （社福） 豊肥福祉会 097-535-8788 季節に応じた野菜 1袋100円 野菜収穫量による

109 わかば Ｂ （社福） 樫の木 097-547-8931
ＥＭ製品
（ぼかし・たまご肥料・地力・培養液・油か
す・すとちゅう）

110円～／300ｇ
100㎏～200㎏程
度／週

牛ふん堆肥 110円／5㎏ 50袋程度／週



【その他製作物（日用品・記念品・玩具等）】

89 ワーク大分すみれ会 Ｂ （社福） 大分すみれ会 870-1141 大分市下宗方760-1 097-542-3458 097-542-3458
革グッズ：販促品・記念品用
（ストラップ・マウスパット・コースター・し
おり等）

100～2,000円/個 応相談

4 ワークスペース樫の木 Ｂ、生介 （社福） 樫の木 870-0924 大分市牧3-7-8 097-553-3397 097-553-3428 紙漉きはがき １００円 応相談

紙漉きカレンダー 1000円 応相談

8 築輪作業所（チャレンジ事業所） B （NPO） 築輪 870-0924 大分市牧３丁目１４－１６ 097-592-7630 097-558-1870 木工製品 300円～ 応相談

さをり織り製品 1,000円～ 応相談

10 フルスマイル Ａ 一社 むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 その他各種（おおもちゃ・知育用品） 応相談
受注後10日～20日以内（応
相談）

キーホルダー 応相談 応相談

14
博愛会地域総合支援センター
（チクタク）

B （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 ししゅう 応相談 応相談

ぞうきん 応相談 応相談

17 就労支援事業所げんき塾 Ｂ （社福） 法治会 870-0937 大分市南津留23番31号 097-578-8740 097-578-8741 エコクラフトバック 1000円～4000円 応相談

エコクラフト小物 200円～2000円 応相談

77 来夢 B （NPO） レガーレ 870-0915 大分市花高松1-3-2 097-574-9539 097-574-9538 手芸品、編み物小物 150円～ 応相談

76 夢・ひこうせん B （社福） 夢・ひこうせん 879-7763 大分市下戸次4255 097-597‐8817 097-597-5197 木のおもちゃ（動物、乗り物、積木等） ３００円～ 週30個程度

木製家具（本棚、椅子、机、等） 3,000円～ 週1個程度

蚊帳ふきん 1枚２２０円 週３００枚

織物のポーチ、バッグ 1個1,000円～ 週１０個程度

織物のコースター、ランチョンマット 1個３００円～ 週５０個

74 ホビータイム
A、Ｂ、移
行

（NPO） ホビータイム 870-0108 大分市三佐5丁目180番地 097-503-5323 097-503-5324 シール製作（型抜き加工） 都度見積もり 応相談・カッティング機械

ルームプレート、表示プレート、表札、
ネームタグ（アクリル製）

都度見積もり 応相談・レーザー加工機完備

アクリルレーザー彫刻、加工 都度見積もり
応相談・カッティング機械完
備

銘板 都度見積もり 応相談・レーザー加工機完備

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号
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【その他製作物（日用品・記念品・玩具等）】
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83 工房きらら B （社） 共生の会 870-0945 大分市津守888-7 097-535-8115 097-535-8830
天然革使用革製品（手縫い・ミシン縫
い）コードバンドル、ストラップ等

３００円～ 応相談（オーダーメイド可能）

天然革使用革製品（手縫い・ミシン縫
い）キーホルダー

１５００円～ 応相談（オーダーメイド可能）

天然革使用革製品（手縫い・ミシン縫
い）ネームホルダー

３５００円～ 応相談（オーダーメイド可能）

天然革使用革製品（手縫い・ミシン縫
い）小銭入れ

３０００円～ 応相談（オーダーメイド可能）

天然革使用革製品（手縫い・ミシン縫
い）財布

１００００円～ 応相談（オーダーメイド可能）

天然革使用革製品（手縫い・ミシン縫
い）ノベルティーグッズ、記念品

３００円～ 応相談（オーダーメイド可能）

22 夢啓 Ａ （同） 啓 870-0005 大分市王子北町1-29 097-578-8500 097-578-8506 ハンドメイド（オーダーメイド）マスク 300～ 1枚～

ハンドメイド（オーダーメイド）バック 1500～ 1個～

29 作業所ゆう B （NPO） ゆう 870-0855 大分市大字豊饒176番地の2 097-544-8892 097-544-8892 アート布巾 108円 100袋/週

30 ビフレスト Ｂ （有） はる 879-7763 大分市下戸次1245番地の1 097-548-8155 097-548-8166 手染め布巾 108円 100袋/週

刺し子布巾 324円 5袋/週

木製家具（本棚、椅子、机、等） 3,000円～ 週1個程度

蚊帳ふきん 1枚２２０円 週３００枚

織物のポーチ、バッグ 1個1,000円～ 週１０個程度

織物のコースター、ランチョンマット 1個３００円～ 週５０個

ブレスレット、イヤリング、ネックレス 100～300円/個 応相談

72 大分福祉クリーンマット花 A (株) 花千寿 870-0101 大分市中鶴崎2丁目46番地 097-578-9735 097-578-9734 毛糸の帽子 500円 10個/月

ペットボトル入れ 500円 10個/月

アクリルタワシ 100円 50個/月

ペーパーホルダー 500円 10個/月

33 サマン春日 Ｂ 一社 ＳＷライフ 870-0039
大分市中春日町６－５
玉置ビル１号

097-547-9217 097-547-9218
革細工（キーホルダー、コードリール、名刺
入れ、小銭入れ）

￥350～ 1～10点



【その他製作物（日用品・記念品・玩具等）】
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製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量

手工芸（ヘアバンド、ヘアゴム、ヘアピ
ン、イヤリング、ミサンガ、バレッタ、ブ
ローチ、ピアス）

￥100～ 1～10点

くるくるレインボー（完成品、2本入りセッ
ト）

￥350～ 1～50個

レジン製品（ヘアゴム、イヤリング、ポ
ニーフック、ヘアクリップ、ネックレス、
キーホルダー、イヤーカフ）

￥1000～ 1～10点

70 森のクレヨン（ウィンド）
A、Ｂ、移
行

（社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 押し花雑貨 １００円～５００円 応相談

布マスク ３５０円～ 応相談

69 八風園 生介 （社福） 暁雲福祉会 870-0311 大分市木田2894-1 097-593-4131 097-593-4641 オリジナル墨カレンダー（壁掛け） 1,200円／本 応相談／秋以降

68 八風・マーヤの園 生介 （社福） 暁雲福祉会 870-0254 大分市横塚2-123 097-574-7888 097-574-7887 オリジナル押し花カレンダー（卓上）

フレームあり
1,000円／１ケ　フ
レームなし　750
円／１ケ

応相談／秋以降

60 さくら親児会 A （有） さくら荘 870-0118 大分市大字下徳丸176-1 097-574-9938 097-574-9938 次亜塩素酸水（微酸性・弱酸性）
１０ℓ　２２００円～
３３００円

10個/日

固形石鹸 一個　３００円 ３０個/月

泡石鹸 一本　１０００円 70本/月

シャンプー
一本　１６００円～
２５００円

７０本/月

91 ステップ「おおいた」 Ｂ、生介 （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡5424-1 097-520-5575 097-520-5576 ティッシュ入れ 150円 応相談

マスク 350円 応相談



【その他製作物（日用品・記念品・玩具等）】
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31 サマンの木 Ｂ 一社 ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856 革細工、手工芸品 応相談 応相談

34 ふれあい Ｂ （ＮＰＯ）
大分県難病・疾病
団体協議会

870-0914 大分市日岡3丁目5-16 097-535-8282 097-535-8750 手芸品 応相談 応相談

35 大分ゆたかの会 Ｂ 一社 大分ゆたかの会 870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502 木製玩具（カランコロンハウス） 5000円～ 3個／月

木製玩具（木琴） 2500円～ 5個／月

木製玩具（松ぼっくり） 200円～ 30個／月

木製玩具（積み木） 4000円～ 5個／月

その他（オーダー製作） 個別単価 製作物により変動

39 勇輝 Ａ （株） ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899 ジェルキャンドル 300円 ～ 30個/日

マカロンポーチ 500円 ～ 1個/日

42
就労継続支援Ａ・Ｂ型作業所　ソラマ
メ

Ａ、Ｂ (株) 柏友 870-0915 大分市花高松3丁目10番39号 097-511-5940 097-507-6055 正月飾り作業 応相談

53 ゆい美容ケアリングby太陽技研 Ａ、B （合） 太陽技研サービス 870-0849
大分市賀来南1丁目1-79　由布
コーポ1階

097-549-5379 097-543-5741 耐熱用ミトン業務用

300円/枚（両面
対応）
500円/１双(両
手）

5双～受注可（但し在庫があ
る場合
1枚から可能な場合有）

耐熱キッチンミトン業務用（白）
300円/枚（両面
対応）
500円/1双(両手）

5双～受注可（但し在庫があ
る場合
1枚から可能な場合有）

ポーチ・トートバック等手作り品小物 時価 1個～（商品により相談）

マスク男性用（柄・白） 300円/枚
10枚～受注可（但し在庫があ
る場合
1枚から可能な場合有）

マスク女性用（柄・白） 300円/枚
10枚～受注可（但し在庫があ
る場合
1枚から可能な場合有）

マスク子供用（柄.白） 300円/枚
10枚～受注可（但し在庫があ
る場合
1枚から可能な場合有）

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワーク
の丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 マスク・ポーチ 400 20枚/日

ヘアゴム 200 50個/日

手作り石鹼 250 50個/日

サシェ 350 20個/日



【その他製作物（日用品・記念品・玩具等）】
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101 カサデ　さくらB B （有） さくら荘 097-592-5535 097-500-6266 手作り　マスク 1枚/300円 月/20枚

アクリルたわし 1枚/１００円 月/2０枚

93 カサ　デ　パドレ B （有） さくら荘 870-0267 大分市大字城原1914番地 097-574-7099 097-574-7099 牛乳パックはがき 1枚/50円 応相談

箸置き（陶器） 1枚/２００円～ 応相談

小皿　（陶器） 1枚/２００円～ 応相談

103 地域生活サポートセンターけいわ Ｂ （社医） 敬和会
080-3690-0593
097-521-0110

紙袋作成

104 就労継続支援Ｂ型事業所めじろ Ｂ （合社） ニューフィールド 090-3003-2046 ECO chouchou(アルカリイオン電解水） 1000円/ℓ 20ℓ/日

ＥＣＯ　chouchou+phmb(アルカリイオン
電解水+除菌）

1500円/ℓ 20ℓ/日

105 ワークプレイスｂホープ B （株） CFC 097-574-4712 手工芸（さしこ、コースター、ヘアゴム） ￥100～ 応相談

缶バッチ（小・大） ￥130～ 応相談

94 あとりえ湯輪夢 Ｂ （一社）
日本ユニバーサルコロ
リエ協会

870-0007 大分市王子中町2番18号 097-510-5439 097-540-5439

【アート作品を使ったオリジナルデザイン製
品およびアートデザインの提供】
・記念品　・商品パッケージデザイン
・オリジナルデザイングッズ
（ポストカード、パスケース、クリアファイル、
カレンダー、ペンケース、ラッピングシート、
エコバッグ、Tシャツ、メモ帳、スマホケー
ス、 その他 広告販促物各種対応（応相談）

5円～

各商品別に応相談
※受注 最小ロット1、最大
ロット 製品による
例：ポストカード 2万枚（単価5
円） 納期 1週間（デザイン決
定後）

【手織り製品】（生地、縫製服飾、バッグ
等の加工小物等）
※手織り種類は「さをり織」と「丸織」
※「生地」は、さをり織り反物

500円～30,000程
度

各商品別に応相談
例：手織りブローチ（500円）
　　納期：2営業日内／1個

【高級本革完全手縫い小物】
・キーホルダー、名刺入れ、マウスパッ
ド、ペンケース、,小物入れ等

500円程度～

応相談
例：キーホルダー5個／2～3
日
※オリジナル刻印制作対応
可（制作料、納期は応相談）

47 就労継続支援Ｂ型事業所ひかり Ｂ （社福） 豊肥福祉会 097-535-8788 積み木 1袋1000円から 1ヵ月3品

アイロンビーズ製品 1個100円 受注時要相談

98 就労継続支援Ｂ型　エストウェイズ Ｂ （一社） フェアリー 097-576-7503 097-576-7504
エコクラフトコースター、バスケット、小物
入れ

２００円～/１個 応相談

108 就労継続支援Ｂ型　エース Ｂ （株） ARU 097-551-3003 アクセサリー 800円 2個/日



【その他製作物（日用品・記念品・玩具等）】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX
製造している商品

商　　品 価格（目安） 製造量

53 ゆい美容ケアリングby太陽技研 A （同） 太陽技研サービス 097-549-5379 耐熱用ミトン業務用（混合色）
300円/1双（両面
対応・両手）

5双～受注可（但し在庫があ
る場合1枚から可能な場合
有）

耐熱キッチンミトン業務用（白）
350円/1双（両面
対応・両手）

5双～受注可（但し在庫があ
る場合1枚から可能な場合
有）

ポーチ・トートバック等手作り品小物 時価 1個～（商品により相談）

マスク男性・女性・子供用（柄・白） 300円/枚
10枚～受注可（但し在庫があ
る場合1枚から可能な場合
有）

裾上げ・簡単なお直し 都度見積もり 1個～（商品により相談）

古着販売 応相談 応相談

53 オリオン計画 B （同） 太陽技研サービス 097-549-5379 耐熱用ミトン業務用（混合色）
300円/1双（両面
対応・両手）

5双～受注可（但し在庫があ
る場合1枚から可能な場合
有）

耐熱キッチンミトン業務用（白）
350円/1双（両面
対応・両手）

5双～受注可（但し在庫があ
る場合1枚から可能な場合
有）

ポーチ・トートバック等手作り品小物 時価 1個～（商品により相談）

マスク男性・女性・子供用（柄・白） 300円/枚
10枚～受注可（但し在庫があ
る場合1枚から可能な場合
有）

裾上げ・簡単なお直し 都度見積もり 1個～（商品により相談）

古着販売 応相談 応相談



【印刷物】

1 ワークスクエア Ｂ （株） ＥＣ 870-0877 大分市賀来字中河原1258-1 097-549-5007 097-574-7664 名刺印刷
版画作成2、000円
～、表面印刷1、450
円

注文を頂いてから
から納品まで2日
～1週間。印刷可
能枚数500枚/日

はがき印刷
デザイン作成800円
～、裏面印刷50円/
枚～

注文を頂いてから
から納品まで2日
～1週間。印刷可
能枚数300枚/日

3 どんぐりの家 Ｂ （社福） 樫の木 870-0924 大分市牧3-7-6 097-553-5335 097-553-5335 名刺作成（カラー・白黒、両面）

白黒（100枚）
1,300円～
カラー（100枚）
1,500円～

作成（5～10件程
度）／日
印刷（3,000枚程
度）／日

印刷（季刊紙・ハガキ等）　ハガキ～A3版
白黒・カラー（レーザープリンタ）、両面

A4版
白黒　 6.9円～／枚
カラー 26円～／枚

レーザー（10,000
枚程度）／日

83 工房きらら B （社） 共生の会 870-0945 大分市津守888-7 097-535-8115 097-535-8830 名刺片面（モノクロ）印刷 ８００円 １セット１００枚

名刺片面（カラー）印刷 １４００円 １セット１００枚

名刺両面（モノクロ）印刷 １２００円 １セット１００枚

名刺両面（カラー）印刷 ２２００円 １セット１００枚

名刺両面（モノクロ＆カラー）印刷 １８００円 １セット１００枚

封筒長形３号（封筒持ち込み・モノクロ）印刷
５０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット１０００枚

封筒長形３号（封筒持ち込み・カラー）印刷
１４０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット１０００枚

封筒長形３号（モノクロ）印刷
６０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット１０００枚

封筒長形３号（カラー）印刷
１６０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット１０００枚

封筒角形２号（封筒持ち込み・モノクロ）印刷
２５００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット５００枚

封筒角形２号（封筒持ち込み・カラー）印刷
７０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット５００枚

封筒角形２号（モノクロ）印刷
６０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット５００枚

封筒角形２号（カラー）印刷
１１０００円

（初回のみ別途レイアウト

料あり）

１セット５００枚

価格（目安） 製造量

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品



【印刷物】

価格（目安） 製造量

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品

17 就労継続支援事業所げんき塾 Ｂ （社福） 法治会 870-0937 大分県大分市南津留23番31号 097-578-8740 097-578-8741 名刺作成、印刷
50枚・800円/100枚・
1500円

50枚（１セット）

25 作業所「なかしま」 Ｂ （社福） 大分県盲人協会 870-0043 大分市中島東1-2-28 097-533-1254 097-532-8230 点字名刺作成・印刷 応相談 応相談

76 夢・ひこうせん B （社福） 夢・ひこうせん 879-7763 大分市下戸次4255 097-597-8817 097-597-5197 名刺作成、印刷（カラー白黒、両面） 1枚15円 1日2,000枚

74 ホビータイム
A、Ｂ、移

行
（NPO） ホビータイム 870-0108 大分市三佐5丁目180番地 097-503-5323 097-503-5324 名刺作成・印刷（白黒・フルカラー対応）

白黒：１０８０円～
（100枚）
カラー：１４８０円～
（100枚）

応相談

封筒印刷（白黒・フルカラー対応）

都度見積もり
※カラー封筒・白黒印
刷の場合
角２：32,000円（1000

応相談

辞令、表彰状など（白黒・フルカラー対応） 都度見積もり 応相談

挨拶状・案内状（白黒・フルカラー対応） 都度見積もり 応相談

はがき（年賀・暑中お見舞い等）（白黒・フルカ
ラー対応）

都度見積もり 応相談

チラシ・リーフレット作成・印刷（白黒・フルカ
ラー対応）

都度見積もり 応相談

71
就労継続支援A型事業所
援ジョイワーク大分

A （株） 援ジョイワーク大分 870-0901 大分市西新地１丁目２番29号 097-754-7231 097-574-7235 名刺印刷

オフセット印刷　（片面・両面）

オンデマンド印刷 （片面・両面）

96 多機能型事業所3GIFT Ｂ （株） システムコンサルタント 870-1121 大分市鴛野946番地8 097-578-7726 097-578-7727 パンフレット、チラシデザイン製作 応相談

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833
大分市大字永興字早田941番地
2

097-544-9555 097-547-7720 簡易印刷 応相談 応相談

10 フルスマイル Ａ 一社 むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 印刷物 応相談 応相談

12 れもん Ｂ （NPO） れもん 870-0943 大分市片島440番地の2 097-578-9505 097-578-9505 名刺作成
1,100円(税込)～/100
枚　応相談

2,000枚/1日

チラシ、パンフレット、チケット、はがき等全て
の印刷物

応相談 応相談

受注量により単価が変動します。

印刷データの作成から片面・両面・白黒・カラー印刷
に対応しています。冊子は製本もおこなっています。



【印刷物】

価格（目安） 製造量

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

製造している商品

商　　品

16 就労継続支援センターあおぞら Ｂ （NPO） みんなのあおぞら 870-0921 大分市萩原1-9-1 097-558-8285 097-574-4063
名刺作成・印刷（カラー・白黒・大分市既定の
台紙への印刷）

1300円（白黒）、1500
円（カラー）、1050円
（台紙預かり）

100枚（1セット）、
100枚以下でも
可。

70 森のクレヨン（ウィンド） 移行 （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 印刷（名刺印刷：モノクロ/カラー） 1,500～2,500円 受注生産

103 地域生活サポートセンターけいわ Ｂ （社医） 敬和会
080-3690-0593
097-521-0110

名刺作成
（片面）１０円/枚
（両面）１５円/枚

１０枚～

105 ワークプレイスｂホープ B （株） CFC 097-574-4712 名刺作成　印刷(カラー・白黒・両面）
￥700～（白黒）
￥1200～（カラー）

応相談

ハガキ作成 都度見積もり 応相談

A4,A3チラシ作成 都度見積もり 応相談

封筒印刷（カラー・白黒） 都度見積もり 応相談

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワーク
の丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 印刷（Ｔシャツ） 3000 20枚/日

印刷（マグカップ） 1500 20個/日

52 やまねこ工房 (一社） あらやしき 870-0006
大分市王子中町3番5号　ふくろ
うの森ビル

097-511-1293 097-511-1293 リーフレット、パンフ、名刺等印刷

チラシ、ポスターデザイン



【除草】

2 ぶらぼう作業所 B （NPO） ゆうゆう 870-0888
大分市三ケ田町162-3
ステラコルテ１Ｆ

097-545-1888 097-547-8878 除草作業　等 応相談
清掃道具一式
草刈機

89 ワーク大分すみれ会 Ｂ （社福） 大分すみれ会 870-1141 大分市下宗方760-1 097-542-3458 097-542-3458 宅地及び公園等の除草他 応相談
草刈機2台・清掃道具一
式

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833 大分市大字永興字早田941番地2 097-544-9555 097-547-7720 除草 応相談

5 銀河鉄道 B （NPO） 銀河鉄道 870-0003
大分市生石2丁目1-27
西大分ビル１０１号

097-532-6167 097-535-8108 除草作業 応相談 除草用機械一式

62
L.L.C.ハートブリッジ
プレジョブセンター

移行 合同会社 ハートブリッジ 870-0035
大分市中央町2-7-21
福田ビル１Ｆ

097-574-5954 097-574-5955 除草作業 応相談

61 L.L.C．ハートブリッジ春風の森 B 合同会社 ハートブリッジ 870-0829 大分市椎迫5組の6 097-585-5524 097-585-5526 除草 応相談
ほうき・雑巾等の簡単な
道具

95 作業所すばる Ｂ （NPO） すばる 870-1161 大分市大字木上1515 097-541-0122 097-541-0122 除草作業 応相談
手押し式１台、背負い式
４台

26 ぱれっと B 一般 Canばす 870-1115 大分市星和台１丁目８－１１ 097-578-8102 097-578-8103 除草等 応相談

73 福祉工場「松岡」 Ａ （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡4079 097-520-5020 097-520-5021 除草等 応相談 草刈機2台、

72 大分福祉クリーンマット花 A (株) 花千寿 870-0101 大分市中鶴崎2丁目46番地 097-578-9735 097-578-9734 除草 5件/月 草刈り機

60 さくら親児会 A （有） さくら荘 870-0118 大分市大字下徳丸176-1 097-574-9938 097-574-9938 除草作業
一日一件、６～
７人で作業

トラクターハンマーナイフ２
台、自走式ハンマーナイフ
２台、草刈機５台、エンジン
芝刈り機２台

38 マイスター工房 Ａ （医） 謙誠会 870-0868
大分市大字野田
１０８８番地の２

097-547-7323 097-586-0889 除草等 応相談

67 八風・be B （社福） 暁雲福祉会 870-0312 大分市大字市尾798-1 097-593-4488 097-593-4666 清掃・除草作業 応相談
清掃器具一式・草刈機３
台・ハンマーナイフカッター
１台

70 ウィンド Ｂ （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 除草
1件/日 ※要相
談

草刈り機、除草道具一
式

92 ドリームコロニー Ｂ 一般 ドリームコロニー 870-0146
大分市乙津港町1丁目5番28号
三宮ハイツ　101・102・103

097-560-1062 097-560-1063 除草 応相談

41 就労継続支援Ｂ型事業所　ルチア Ｂ （株） ソライロプラス 870-1153 大分市小野鶴789-1 097-578-7862 097-578-7862 草刈り 4回/月
・草刈り機2台
・清掃道具1式

6 ひまわり畑 A （社福） 新友会 879-7871 大分市大字辻1381の1 097-595-1711 097-595-0007 除草 応相談
清掃機器一式,草刈り機
5台他

7
複合型障害者施設
多機能　明日の輪

Ｂ （社福） 豊肥福祉会 870-0315
大分市大字佐野
字宮ノ下4453番地

097-578-6611 097-578-6622 草刈り・軽作業 １件／日 草刈り機３台

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等



【除草】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

10 フルスマイル Ａ （一社） むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の６ 097-597-3025 097-597-7486

13 キッチン花亭 Ａ、Ｂ （社福） 博愛会 870-0868 大分市大字野田字原841-1 097-586-5775 097-586-5525 除草

14 博愛会地域総合支援センター
Ａ、B、移

行
（社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 除草 応相談 草刈り機・芝刈り機

15 あいわ園 Ｂ
あいわ福祉農園
合同会社

879-7761 大分市中戸次4692番1 097-578-6202 097-578-6203 除草

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 除草作業 応相談 草刈機２台

20 コンチェルトなかお Ｂ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 除草

22 夢啓 Ａ （同） 啓 870-0005 大分市王子北町1-29 097-578-8500 097-578-8506 除草、ハウスメンテ 時給800円～
 草刈り機・メンテ器具一
式

27 ニューフレンドひまわり B （社福） 新友会 879-7885 大分市梅が丘2-2-5 097-595-0018 097-595-1268 除草等 応相談
草刈機4台、清掃道具一
式

30 ビフレスト Ｂ （有） はる 879-7763 大分市下戸次1245番地の1 097-548-8155 097-548-8166 除草

31 サマンの木 Ｂ 一社 ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856 除草作業（宅地・公園等）
応相談（1人～
2人派遣可）

32 マルシェ Ｂ、移行 （社福） ラポール 879-7763 大分市大字中戸次字中姉子1253 097-586-7272 097-586-7282 除草・剪定 応相談 草刈り機、ブロアー

35 大分ゆたかの会 Ｂ （一社） 大分ゆたかの会 870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502 除草等
50㎡～100㎡
／日

草刈機1台、除草・清掃
道具一式

36 ジョイファーム大分 Ｂ （同）
ジョイファーム大
分

870-0848 大分市賀来北2丁目2番22号 097-578-8705 097-578-8706 除草

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株）
ヤドカリカンパ
ニー

870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 除草 応相談
草刈り機３台
ハンヌーモア

39 勇輝 Ａ （株） ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899 除草等
1,000m2～
3,000m2

草刈機２台、清掃道具一
式

40 おひさまファーム Ｂ （NPO） イノセント 870-0805 大分市大字神崎２２０番地の６ 097-538-2211 097-538-2211 除草作業 １件/日

41 就労継続支援Ａ・Ｂ型　ソラマメ Ａ (株) 柏友 870-0915 大分市花高松３丁目10番３９号 097-511-5940 097-507-6055 学校　草刈　剪定作業 応相談

農園ハウスの草取り作業 応相談



【除草】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

71
就労継続支援B型事業所
援ジョイワーク大分

Ｂ （株）
援ジョイワーク大
分

870-0816
大分市田室町9-80　アーバン田室
130

097-574-7230 097-574-7237 清掃、除草等
1,000m2～
3,000m2

草刈機１台、清掃道具一
式

99 就労継続支援Ｂ型　ワークワークの丘 Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 除草
1000㎡～3000
㎡

清掃道具一式

104 就労継続支援Ｂ型事業所めじろ Ｂ （合社）
ニューフィール
ド

090-3003-2046 除草、剪定作業 ２００平米/日 刈払い機、熊手等

47 就労継続支援Ｂ型事業所ひかり Ｂ （社福） 豊肥福祉会 097-535-8788 除草作業 1日1件 草刈り機2台



【屋内清掃】

88 ひまわりフードサービス A,、移行 （社福） 新友会 870-0106 大分市中鶴崎2丁目6-13 097-521-8771 097-574-9625 メンテナンス室内清掃 応相談 応相談

6 ひまわり畑 A （社福） 新友会 879-7871 大分市大字辻1381 097-595-1711 097-595-0007 メンテナンス、建物清掃 応相談 清掃機器一式他

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833 大分市大字永興字早田941番地2 097-544-9555 097-547-7720 清掃 応相談

62
L.L.C.ハートブリッジ
プレジョブセンター

移行 合同会社 ハートブリッジ 870-0035
大分市中央町2-7-21
福田ビル１Ｆ

097-574-5954 097-574-5955
建物メンテナンス
（マンション・ビル等の階段掃除）
（デイサービス等のフロア清掃）

応相談

清掃 応相談

61 L.L.C．ハートブリッジ春風の森 B 合同会社 ハートブリッジ 870-0829 大分市椎迫5組の6 097-585-5524 097-585-5526 建物メンテナンス（マンション・ビル等の階段清掃） 応相談
ほうき・雑巾等の簡単な
道具

14
博愛会地域総合支援センター
（チクタク）

B （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 掃除（フロア、洗車、トイレ清掃等） 応相談

17 就労継続支援事業所げんき塾 Ｂ （社福） 法治会 870-0937 大分県大分市南津留23番31号 097-578-8740 097-578-8741 清掃作業 応相談 掃除道具一式

26 ぱれっと B 一般 Canばす 870-1115 大分市星和台１丁目８－１１ 097-578-8102 097-578-8103 清掃等 応相談 清掃道具

78 ひまわりの家 生介 （社福） 新友会 879-0781 大分市辻1379番地－１ 097-595-1041 097-595-1040 清掃業務（トイレ清掃） 応相談 清掃器具一式

72 大分福祉クリーンマット花 A (株) 花千寿 870-0101 大分市中鶴崎2丁目46番地 097-578-9735 097-578-9734 施設メンテナンス 20件/月 掃除用具1式

31 サマンの木 Ｂ 一般 ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856 清掃
応相談（1人～
2人派遣可）

清掃道具一式

70 ウィンド Ｂ （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 屋内清掃
1件/日 ※要相
談

メンテナンス作業道具一
式

67 八風・be B （社福） 暁雲福祉会 870-0312 大分市大字市尾798-1 097-593-4488 097-593-4666 清掃 応相談 清掃器具一式

32 マルシェ Ｂ、移行 （社福） ラポール 879-7763 大分市大字中戸次字中姉子1253 097-586-7272 097-586-7282 清掃等 応相談 ブロアー

マンション等の踊り場・階段等清掃 1件／日 清掃道具

93 カサ　デ　パドレ B （有） さくら荘 870-0267 大分市大字城原1914番地 097-574-7099 097-574-7099 室内メンテナンス 応相談 清掃用具一式

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株）
ヤドカリカンパ
ニー

870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 建物メンテナンス 応相談 清掃用具一式

2 ぶらぼう作業所 Ｂ （NPO） ゆうゆう 870-0888
大分市三ケ田町162-3
ステラコルテ１Ｆ

097-545-1888 097-547-8878 ビルメンテナンス 応相談 清掃道具一式

7
複合型障害者施設
多機能　明日の輪

Ｂ、生介 （社福） 豊肥福祉会 870-0315
大分市大字佐野
字宮ノ下4453番地

097-578-6611 097-578-6622 清掃・メンテナンス １件／日
高圧洗浄機
掃除道具

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等



【屋内清掃】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

10 フルスマイル Ａ （一社） むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 清掃 応相談 清掃用器具一式

13 キッチン花亭 A、Ｂ （社福） 博愛会 870-0868 大分市大字野田字原841-1 097-586-5775 097-586-5525 建物メンテナンス
10,000円～
時間・範囲によ
る応相談

清掃器具一式

16 就労継続支援センター　あおぞら Ｂ （ＮＰＯ） みんなのあおぞら 870-0921 大分市萩原1-9-1 097-558-8285 097-574-4063 室内清掃 応相談 応相談

92 ドリームコロニー Ｂ 一般 ドリームコロニー 870-0146
大分市乙津港町1丁目5番28号
三宮ハイツ　101・102・103

097-560-1062 097-560-1063 清掃 応相談

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 建物メンテナンス（マンション等共用部分清掃） 応相談 清掃器具一式

27 ニューフレンドひまわり B （社福） 新友会 879-7885 大分市梅が丘2-2-5 097-595-0018 097-595-1268 建物メンテナンス 応相談
清掃器具一式
高圧洗浄機

清掃等 応相談
草刈機4台、清掃道具一
式

マンション等の踊り場・階段等清掃 1件／日 清掃道具

35 大分ゆたかの会 Ｂ （一社） 大分ゆたかの会 870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502 清掃等
50㎡～100㎡
／日

清掃道具一式

90 就労継続支援Ｂ型事業所　はぐくむ Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2番12号　大道
ビューハイツ1Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 アパートメンテナンス（ 屋内外 ） 1件／日 必要な清掃用具

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株）
ヤドカリカンパ
ニー

870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 建物メンテナンス 応相談 清掃用具一式

39 勇輝 Ａ （株） ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899 清掃等
1,000m2～
3,000m2

草刈機２台、清掃道具一
式

建物メンテナンス
（マンション・ビル等の階段掃除）

１件/日
清掃器具一式
高圧洗浄機

建物メンテナンス
（エアコン/水回り部等の清掃）

１件/日 清掃器具一式

40 おひさまファーム Ｂ （NPO） イノセント 870-0805 大分市大字神崎２２０番地の６ 097-538-2211 097-538-2211 屋内、屋外の清掃 １件/日

99 就労継続支援Ｂ型　ワークワークの丘 Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 清掃等
1,000m2～
3,000m2

清掃道具一式

102 就労継続支援Ｂ型事業所　花車 B （株） ぽぽらす 097-594-3770 屋内清掃 1件/日 清掃器具一式

104 就労継続支援Ｂ型事業所めじろ Ｂ （合社） ニューフィールド 090-3003-2046 車椅子清掃 ３台/日 集塵機、リンサー等

ビニール貼りソファー清掃 ４台/日 同上

照明器具、電球清掃
高さ、形状によ
る

脚立、清掃道具等



【屋内清掃】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

エアコンフィルター清掃 ３０枚/日 集塵機、ブロア、脚立等

エアコン清掃（内部洗浄）
2台/日（天カ
セ、天吊、天埋
等）

洗浄機、噴霧器、脚立等

床清掃　内、外部 ～5０平米/日 洗浄機、ポリッシャー等

トイレ清掃
尿石、水あか
付着状況によ
る

洗浄機、ポリッシャー等

107 Ｎeo Ｒoaｄ Ｂ
ベストアシスト
（株）

097-574-9900 屋内清掃 4時間程度/日 清掃器具一式

47 就労継続支援Ｂ型事業所ひかり Ｂ （社福） 豊肥福祉会 097-535-8788 ビルメンテナンス 1日1件 高圧洗浄機



【屋外清掃】

2 ぶらぼう作業所 B （ＮＰＯ） ゆうゆう 870-0888
大分市三ケ田町162-3
ステラコルテ１Ｆ

097-545-1888 097-547-8878 ビルメンテナンス 応相談 清掃道具一式

89 ワーク大分すみれ会 Ｂ （社福） 大分すみれ会 870-1141 大分市下宗方760-1 097-542-3458 097-542-3458 墓掃除 応相談 清掃道具一式

6 ひまわり畑 A （社福） 新友会 879-7871 大分市大字辻1381 097-595-1711 097-595-0007 メンテナンス、公園清掃 応相談 清掃機器一式他

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833
大分市大字永興字早田
941番地2

097-544-9555 097-547-7720 清掃、公園清掃、墓掃除等 応相談

63 やまびこ広場 B （社福） 幸福会 870-0943 大分市大字片島1089 097-567-1836 097-567-2433 墓地・墓清掃 応相談 清掃道具一式

62
L.L.C.ハートブリッジ
プレジョブセンター

移行 合同会社 ハートブリッジ 870-0035
大分市中央町2-7-21
福田ビル１Ｆ

097-574-5954 097-574-5955
建物メンテナンス
（マンション・ビル等の階段掃除）

応相談

清掃 応相談

61 L.L.C．ハートブリッジ春風の森 B 合同会社 ハートブリッジ 870-0829 大分市椎迫5組の6 097-585-5524 097-585-5526
建物メンテナンス（マンション・ビル等の階段清
掃）

応相談
ほうき・雑巾等の簡単な
道具

17 就労継続支援事業所げんき塾 Ｂ （社福） 法治会 870-0937
大分県大分市南津留23
番31号

097-578-8740 097-578-8741 清掃作業 応相談 掃除道具一式

26 ぱれっと B 一般 Canばす 870-1115
大分市星和台１丁目８－
１１

097-578-8102 097-578-8103 清掃等 応相談 清掃道具

78 ひまわりの家 生介 （社福） 新友会 879-0781 大分市辻1379番地－１ 097-595-1041 097-595-1040 清掃業務（トイレ清掃） 応相談 清掃器具一式

73 福祉工場「松岡」 Ａ （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡4079 097-520-5020 097-520-5021 公園清掃等 応相談
草刈機2台、
清掃道具一式

72 大分福祉クリーンマット花 A (株) 花千寿 870-0101
大分市中鶴崎2丁目46番
地

097-578-9735 097-578-9734 施設メンテナンス 20件/月 掃除用具1式

70 ウィンド Ｂ （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 屋外清掃
1件/日 ※要
相談

メンテナンス作業道具一
式

67 八風・be B （社福） 暁雲福祉会 870-0312 大分市大字市尾798-1 097-593-4488 097-593-4666 清掃・除草作業 応相談
清掃器具一式・草刈機３
台・ハンマーナイフカッ
ター１台

90 就労継続支援Ｂ型事業所　はぐくむ Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2番
12号　大道ビューハイツ1
Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 アパートメンテナンス（ 屋内外 ） 1件／日 必要な清掃用具

92 ドリームコロニー Ｂ 一般
ドリームコロ
ニー

870-0146

大分市乙津港町1丁目5
番28号
三宮ハイツ　101・102・
103

097-560-1062 097-560-1063 清掃 応相談

7
複合型障害者施設
多機能　明日の輪

Ｂ、生介 （社福） 豊肥福祉会 870-0315
大分市大字佐野
字宮ノ下4453番地

097-578-6611 097-578-6622 清掃・メンテナンス １件／日
高圧洗浄機
掃除道具

10 フルスマイル Ａ 一社 むつみの会 879-7761
大分市大字中戸次492番
地の6

097-597-3025 097-597-7486 清掃 応相談
除草用機械一式
剪定用機械一式
清掃用器具一式

13 キッチン花亭 A、Ｂ （社福） 博愛会 870-0868
大分市大字野田字原
841-1

097-586-5775 097-586-5525 建物メンテナンス

10,000円～
時間・範囲に
よる
応相談

清掃器具一式

14
博愛会地域総合支援センター Ａ、Ｂ、移

行
（社福） 博愛会 870-0839

大分市金池南１丁目9番5
号

097-574-8668 097-574-8667 掃除（公園清掃、道路清掃等） 応相談 草刈り機、芝刈り機

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等



【屋外清掃】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 建物メンテナンス（マンション等共用部分清掃） 応相談 清掃器具一式

27 ニューフレンドひまわり B （社福） 新友会 879-7885 大分市梅が丘2-2-5 097-595-0018 097-595-1268 建物メンテナンス 応相談
清掃器具一式
高圧洗浄機

清掃等 応相談 清掃道具一式

30 ビフレスト Ｂ （有） はる 879-7763
大分市下戸次1245番地
の1

097-548-8155 097-548-8166 農作業等 ３～６人
清掃道具一式
農機具一式、作業着等
あり

除草作業 ３～６人
清掃道具一式
除草範囲に応じ、器具
あり

31 サマンの木 Ｂ （一社） ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856 清掃・墓清掃
応相談（1人～
2人派遣可）

清掃道具一式

32 マルシェ Ｂ、移行 （社福） ラポール 879-7763
大分市大字中戸次字中
姉子1253

097-586-7272 097-586-7282 清掃等 応相談 ブロアー

マンション等の踊り場・階段等清掃 1件／日 清掃道具

35 大分ゆたかの会 Ｂ （一社）
大分ゆたかの
会

870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502 清掃
50㎡～100㎡
／日

清掃道具一式

墓掃除 1～5基 除草・清掃道具一式

36 ジョイファーム大分 Ｂ （同）
ジョイファーム大
分

870-0848
大分市賀来北2丁目2番
22号

097-578-8705 097-578-8706

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株）
ヤドカリカンパ
ニー

870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 清掃 応相談 清掃用具一式

建物メンテナンス 応相談 清掃用具一式

39 勇輝 Ａ （株） ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899 清掃
1,000m2～
3,000m2

清掃道具一式

建物メンテナンス
（マンション・ビル等の階段掃除）

１件/日
清掃器具一式
高圧洗浄機

40 おひさまファーム Ｂ （NPO） イノセント 870-0805
大分市大字神崎２２０番
地の６

097-538-2211 097-538-2211 屋内、屋外の清掃 １件/日

41 就労継続支援Ａ・Ｂ型　ソラマメ
Ａ、Ｂ、移

行
(株) 柏友 870-0915

大分市花高松3丁目10番
39号

097-511-5940 097-507-6055 倉庫の片づけ 応相談

99 就労継続支援Ｂ型　ワークワークの丘 Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 清掃
1,000m2～
3,000m2

清掃道具一式

104 就労継続支援Ｂ型事業所めじろ Ｂ （合社）
ニューフィール
ド

090-3003-2046 排水管清掃(雨、汚、雑排水）
建物の規模、
状態による

洗浄機、ノズル、ワイ
ヤー等※国家資格（貯
水槽、排水管清掃作業
監督者）

管通作業（排水管詰り除去） 同上
洗浄機、ノズル、ワイヤー
等※国家資格（貯水槽、
排水管清掃作業監督者）



【屋外清掃】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

貯水槽清掃、ポンプ点検 1件/日
洗浄機、ノズル、ワイヤー
等※国家資格（貯水槽、
排水管清掃作業監督者）

プール清掃、冬季水質管理 規模による 洗浄機、散水ホース等

外壁清掃、木部アク洗い ２０平米/日 洗浄機、脚立等

ガラス清掃（ブランコ不可） ～５０平米/日 スクイージ、シャンパー等

ハウスクリーニング（住宅） 1Ｒ～2ＤＫ/日
集塵機、清掃道具、脚立
等※国家資格（ハウスク
リーニング技能士）

洗車、駐車場内清掃 車両による
洗浄機、脚立、散水ホー
ス等

網戸張替、水道こま交換 １０枚、5件/日
カッター、ローラー、工具
等

カビ、苔除去作業 ２０平米/日 脚立、刷毛、シャンパー等

107 Ｎeo Ｒoaｄ Ｂ
ベストアシスト
（株）

097-574-9900 屋外清掃 4時間程度/日 清掃器具一式



【農作業　等】

5 銀河鉄道 B （NPO） 銀河鉄道 870-0003
大分市生石2丁目1-
27西大分ビル101号

097-532-6167 097-535-8108 農作業 応相談

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833
大分市大字永興字早
田941番地2

097-544-9555 097-547-7720 農園軽作業 応相談

82 多機能型事業所　サンジョイ Ｂ，移行 （株） しんせいの杜 879-7761
大分市中戸次4577番
地1

097-507-6768 097-507-0800 畑仕事 １件/日 芝刈り機6機

31 サマンの木 Ｂ 一般 ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856 農作業
応相談（1人～
2人派遣可）

90 就労継続支援Ｂ型事業所　はぐくむ Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2
番12号　大道ビュー
ハイツ1Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 ポスティング 300冊／日 配布物を入れるカバン

7
複合型障害者施設
多機能　明日の輪

Ｂ、生介 （社福） 豊肥福祉会 870-0315
大分市大字佐野
字宮ノ下4453番地

097-578-6611 097-578-6622 農作業（収穫等） １件／日 なし

10 フルスマイル Ａ （一社） むつみの会 879-7761
大分市大字中戸次
492番地の6

097-597-3025 097-597-7486 農作業（花植栽） 応相談
除草用機械一式
剪定用機械一式

14
博愛会地域総合支援センター Ａ，Ｂ、移

行
（社福） 博愛会 870-0839

大分市金池南１丁目
9番5号

097-574-8668 097-574-8667 農作業 応相談 応相談

15 あいわ園 Ｂ
あいわ福祉農園合
同会社

879-7761
大分市中戸次4692番
地1

097-578-6202 097-578-6203

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578

20 コンチェルトなかお Ｂ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578

22 夢啓 Ａ （同） 啓 870-0005 大分市王子北町1-29 097-578-8500 097-578-8506 農作業収穫等 時給800円～ 特になし

16
就労継続支援センター　あおぞ
ら

Ｂ （ＮＰＯ） みんなのあおぞら 870-0921 大分市萩原1-9-1 097-558-8285 097-574-4063 農作業（収穫作業） 応相談

30 ビフレスト Ｂ （有） はる 879-7763
大分市下戸次1245番
地の1

097-548-8155 097-548-8166

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株） ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996 農園作業 応相談 用具一式

40 就労継続支援Ａ・Ｂ型 Ａ （株） 柏友 870-0915
大分市花高松3丁目
10番39号

097-511-5940 097-507-6055 野菜作り 応相談

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX
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設備等



【選別作業・検品　等】

1 ワークスクエア Ｂ (株) ＥＣ 870-0877 大分市賀来字中河原1258-1 097-549-5007 097-574-7664

88 ひまわりフードサービス A,、移行 （社福） 新友会 870-0106 大分市中鶴崎2丁目6-13 097-521-8771 097-574-9625 ビン・缶・ペットボトル選別 応相談 応相談

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833
大分市大字永興字早田941番地
2

097-544-9555 097-547-7720 部品関係検査及び組立 応相談 必要数量

61 L.L.C．ハートブリッジ春風の森 B
合同会
社

ハートブリッジ 870-0829 大分市椎迫5組の6 097-585-5524 097-585-5526 箱折り・包装 応相談

衣服の検品・糸きり・袋詰め 応相談

電気メーター分解・分別 応相談
ドライバー・ペン
チ等の道具一
式

ホテルのアメニティグッズ袋詰め 応相談

79 ぴーぷるすてーしょん Ｂ （社福） 清流会 870-0937 大分市南津留17-12 097-556-8673 097-529-7757 自動車部品　ハーネス組立作業 ～400本/日 ――

自動車部品　窓枠加工 ～180本 ――

電力メーターリサイクル ～80個/日 ――

ヒューズ管半田加工 ～1,600個/日 ――

19 コンチェルト Ａ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578
ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞにおけるビン・缶・ペットボトル手
選別作業

80 就労サポート事業所ミチテル Ｂ、移行 （社福） つわ蕗会 870-0848 大分市賀来北1丁目3714 097-574-9102 097-574-9102 選別・検品 応相談

4 ワークスペース樫の木 Ｂ、生介 （社福） 樫の木 870-0924 大分市牧3-7-8 097-553-3397 097-553-3428
アルミ缶リサイクル作業
（回収→分別→圧縮）

応相談
電動アルミ缶圧
縮機

20 コンチェルトなかお Ｂ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578

74 ホビータイム
A、Ｂ、移
行

（NPO） ホビータイム 870-0108 大分市三佐5丁目180番地 097-503-5323 097-503-5324 機械、電気部品等組立、検査 応相談 各種工具

ケーブル、ハーネス製作 応相談 各種工具

制御盤製作、検査 応相談 各種工具

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在
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【選別作業・検品　等】
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ボルト・ナット等組み付け 応相談

21 コンチェルトもりまち Ｂ （社福） シンフォニー 870-0127 大分市森町543-1 097-521-2932 097-521-2960 紙工品組立て、機械部品組立て 1000個/日 台車

73 福祉工場「松岡」 Ａ （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡4079 097-520-5020 097-520-5021
リサイクル等仕分け(缶、ビン、ペットボトル、
古紙、衣類、段ボール回収）

応相談 トラック2台

70 森のクレヨン（ウィンド）
A、Ｂ、移
行

（社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 選別、検品等 応相談

66 アップライト Ｂ 一般 ウィル 870-0919 大分市新栄町5-23 097-556-8201 097-556-8202 選別
1日2000個～
3000個

検品 応相談

90
就労継続支援Ｂ型事業所　はぐく
む

Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2番12号　大
道ビューハイツ1Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 野菜袋詰め・加工・検品 650袋／日

22 夢啓 Ａ （同） 啓 870-0005 大分市王子北町1-29 097-578-8500 097-578-8506 箱折り 特になし 特になし

アメニティ袋詰め 応相談 応相談

野菜（農作物）の選別作業 時給800円～ 特になし

25 作業所「なかしま」 Ｂ （社福） 大分県盲人協会 870-0043 大分市中島東1-2-12 097-533-1254 097-532-8230

26 ぱれっと B （一社） Canばす 870-0946 大分市曲字川成953-1 097-578-8102 097-578-8103 組み立て、検品作業 応相談 なし

27 ニューフレンドひまわり Ｂ （社福） 新友会 879-7885 大分市梅が丘2-2-5 097-595-0018 097-595-1268

30 ビフレスト Ｂ (有) はる 879-7763 大分市下戸次1245番地の1 097-548-8155 097-548-8166 検品 応相談

31 サマンの木 Ｂ （一社） ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856

33 サマン春日 Ｂ （一社） ＳＷライフ 870-0039
大分市中春日町6-5
玉置ビル1号

097-547-9217 097-547-9218 仕分け、検品 応相談

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ (株) ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北8番7号 097-578-9996 097-578-9996

39 勇輝 Ａ （株） ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899 紙工品組み立て、機会部品組み立て 応相談 －



【選別作業・検品　等】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】
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内容等
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数量等

役務提供に係
る

設備等

40 おひさまファーム Ｂ （ＮＰＯ） イノセント 870-0805 大分市大字神崎220番地の6 097-538-2211 097-538-2211

35 大分ゆたかの会 Ｂ （一社） 大分ゆたかの会 870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502

100 就労移行支援事業所　Fun Like 就労移行 （社福） つわ蕗会 097-538-6601

105 ワークプレイスｂホープ B （株） CFC 097-574-4712 仕分け・検品 応相談

106 元気の源 Ｂ （一社） 輝 097-592-5177
箱折り・包装・選別・検品・封入れ・封緘・ラベ
ル貼り・リサイクル作業

全体で約
10,000個（月）

14 博愛会地域総合支援センター B （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 選別、検品作業 応相談

107 Ｎeo Ｒoaｄ Ｂ ベストアシスト（株） 097-574-9900 選別、検品
みかんの傷
み、腐れ検品
500kg

16 就労継続支援センター　あおぞら Ｂ （ＮＰＯ） みんなのあおぞら 870-0921 大分市萩原1-9-1 097-558-8285 097-574-4063 検品・選別作業 応相談

108 就労継続支援Ｂ型　エース Ｂ （株） ARU 097-551-3003 商品の選別・検品等 応相談 -



【室内軽作業】

89 ワーク大分すみれ会 Ｂ （社福） 大分すみれ会 870-1141 大分市下宗方760-1 097-542-3458 097-542-3458 チラシ封筒入れ・仕分け 応相談

袋ひも通し 応相談 １穴あけ機１台

87 多機能型事業所「おおいた」 生介 （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市大字松岡３７４３ 097-520-0580 097-520-1141 袋の台紙入れ ２０００袋/日 トラック

アメニティセットの袋詰め 応相談

65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833
大分市大字永興字早田941番
地2

097-544-9555 097-547-7720 紐通し、ＤＭ封入れ等 応相談

紙工品組み立て、機会部品組み立て 応相談

チラシ封筒入れ・仕分け 応相談

箱折り 応相談

63 やまびこ広場 B （社福） 幸福会 870-0943 大分市大字片島1089 097-567-1836 097-567-2433 箱折り 応相談 ３００/日

封筒宛名貼り 応相談 １０００枚/日

61 L.L.C．ハートブリッジ春風の森 B
合同会
社

ハートブリッジ 870-0829 大分市椎迫5組の6 097-585-5524 097-585-5526 箱折り･包装・DM封入れ・紐通し 応相談

12 れもん Ｂ （NPO） れもん 870-0943
大分市片島440番地の2　大分
電気工事会館1階

097-578-9505 097-578-9505 箱折り 応相談

29 作業所ゆう B （NPO） ゆう 870-0855 大分市大字豊饒176番地の2 097-544-8892 097-544-8892 バリ取り 1,000個/日

箱詰め 300個/日

箱折り 300個/日

77 来夢 B （NPO） レガーレ 870-0915 大分市花高松1-3-2 097-574-9539 097-574-9538 袋詰め、ラベル貼作業 応相談

箱折作業 応相談

縫製作業 応相談 工業用ミシン4台

75 ばらの会作業所シャローム大分 Ｂ （NPO）
ばらの会作業所
シャローム

870-0035
大分市中央町1-4-22
サクラヤビル4F

097-532-3488 097-532-3488 紐とおし
300/日、内容
によるので応
相談

穴あけ機２台、ハ
トメ機２台
コンプレッサー完
備

封筒入れ
500/日、内容
によるので応
相談

ラベル貼り
500/日、内容
によるので応
相談

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

箱作り 1,000/日



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

14
博愛会地域総合支援センター
（チクタク）

B （社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 箱折り、封入れ、包装、ラベル貼り等 応相談 応相談

15 あいわ農園 Ｂ、移行
合同会
社

あいわ福祉農園 879-7761 大分市中戸次4692番地１ 097-578-6202 097-578-6203 ラベル貼り
1000～2000
枚

箱折り 200個

26 ぱれっと B 一般 Canばす 870-1115 大分市星和台１丁目８－１１ 097-578-8102 097-578-8103 箱折り 応相談 なし

ラベル貼り 応相談 なし

箱、紙製品ボンド付け 応相談 なし

79 ぴーぷるすてーしょん Ｂ （社福） 清流会 870-0937 大分市南津留17-12 097-556-8673 097-529-7757

1 ワークスクエア Ｂ (株) ＥＣ 870-0877 大分市賀来字中河原1258-1 097-549-5007 097-574-7664

3 どんぐりの家 B （社福） 樫の木 870-0924 大分市牧3-7-6 097-553-5335 097-553-5335 封筒入れ・仕分け・郵送
500～1,000
セット/日

箱折り
500～1,000箱
／日

内職作業全般 応相談

DM便配達 200冊／日
電動三輪自転車2
台
配達用カート3台

4 ワークスペース樫の木 Ｂ、生介 （社福） 樫の木 870-0924 大分市牧3-7-8 097-553-3397 097-553-3428 封書入れ作業、ラベル貼り 応相談

5 銀河鉄道 B （NPO) 銀河鉄道 870-0003
大分市生石2丁目1-27
西大分ビル101号

097-532-6167 097-535-8108
チラシ封筒入れ、仕分け、箱折、
紐通し等

応相談

7
複合型障害者施設
多機能　明日の輪

Ｂ、生介 （社福） 豊肥福祉会 870-0315
大分市大字佐野
字宮ノ下4453番地

097-578-6611 097-578-6622 内職（袋折、箱折り等） 応相談 なし

9  築輪作業所（ふきのとう作業所） B  （NPO）  築輪 870-0924  大分市牧３丁目14-16 097-558-1870 097-558-1870  ラベル貼り、箱折り等の軽作業  応相談

10 フルスマイル Ａ 一社 むつみの会 879-7761 大分市大字中戸次492番地の6 097-597-3025 097-597-7486 袋入れ・封入作業 応相談 必要数量

16 就労継続支援センターあおぞら Ｂ （NPO） みんなのあおぞら 870-0921 大分市萩原1-9-1 097-558-8285 097-574-4063 紐通し、ＤＭ封入れ等 応相談

紙工品、機械部品組み立て 応相談

箱折り 応相談

20 コンチェルトなかお Ｂ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 紙工品組立 1,000個/日
台車・運搬用ロー
ラー



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

仏事品（袋詰め・箱詰め・箱組立・ｼｰﾙ貼等）、ギ
フト包装

1,000個/日

チラシ封筒入れ・仕分け 1000セット/日 電子秤

21 コンチェルトもりまち Ｂ （社福） シンフォニー 870-0127 大分市森町543-1 097-521-2932 097-521-2960 仏事品包装 1000セット/日

チラシ封筒入れ・仕分け 1000セット/日 電子秤



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

22 夢啓 Ａ （同） 啓 870-0005 大分市王子北町1-29 097-578-8500 097-578-8506 ガラス・窓コーティング作業
平米1800円
～

 コーティング剤一
式

23 ファンタジア 地活Ⅱ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578 紙工品組立て １００個／日

仏事品（袋詰め・箱折り・箱組み立て・シール貼り
等）ギフト包装

１００個／日

ボールプールのボール洗浄作業

24 ファンタジアもりまち 生活介護 （社福） シンフォニー 870-0127 大分市森町543-1 097-521-2932 097-521-2960 紙工品組立て １００個／日

仏事品（袋詰め・箱折り・箱組み立て・シール貼り
等）ギフト商品（包装）

１００個／日

37 つわぶき園 Ｂ、移行 （社福） つわ蕗会 870-0025 大分市顕徳町3-2-21 097-536-3430 097-536-3431 ラベル貼り 応相談

箱折り 応相談

封入れ 応相談

80 就労サポート事業所ミチテル Ｂ、移行 （社福） つわ蕗会 870-0848 大分市賀来北1丁目3714 097-574-9102 097-574-9102 ラベル貼り 応相談

箱折り 応相談

25 作業所「なかしま」 Ｂ （社福） 大分県盲人協会 870-0043 大分市中島東1-2-12 097-533-1254 097-532-8230
箱組み立て、菓子の袋詰め、部品の計量・箱詰
め、紐通し

応相談 ―

紙工品組み立て、機会部品組み立て 応相談 ―

封入・封緘・発送 応相談 ―

チラシ折り・シール貼り
ホチキス留

応相談 ―

資料等の点訳・点字印刷 応相談 ―

27 ニューフレンドひまわり B （社福） 新友会 879-7885 大分市梅が丘2-2-5 097-595-0018 097-595-1268 箱折り 応相談

28 ペパーミント Ｂ・生介 （社福） アップルミント 870-0276 大分市大字宮河内2244-3 097-524-7007 097-524-7008 箱折り
５００～６００
箱

－－

シール貼り １，０００枚 －－

封入れ・仕分け １，０００枚 －－



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

74 ホビータイム A、Ｂ、移行 （NPO） ホビータイム 870-0108 大分市三佐5丁目180番地 097-503-5323 097-503-5324 データ入力・情報処理（PC作業） 応相談
パソコン４０台
文書情報管理士
所有

音声テープの文書化（テープ起こし）（PC作業）

１本（６０分）：
２、３日間
（短納期は応
相談）

パソコン４０台
文書情報管理士
所有

アンケート結果集計（PC作業） 応相談
パソコン４０台
文書情報管理士
所有

紙書類のスキャニング、データ化（PC作業） 応相談
パソコン４０台
文書情報管理士
所有

CAD図面作成・トレース作業（PC作業） 応相談
パソコン４０台
文書情報管理士
所有

シール貼り・紙折り 応相談

DM等封入、封かん、発送代行 応相談

箱折り、袋詰、包装、梱包 応相談

ゴム製品、プラスチック製品等バリ取り 応相談

73 福祉工場「松岡」 Ａ （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡4079 097-520-5020 097-520-5021 梱包、袋詰め、シール貼り等各種

70 ウィンド Ｂ （社福） 暁雲福祉会 870-0309 大分市坂ノ市西2-4-3 097-524-2424 097-524-2400 室内軽作業 ２００個/日
一般的に必要な
資材一式

69 八風園 生介 （社福） 暁雲福祉会 870-0311 大分市木田2894-1 097-593-4131 097-593-4641 箱折り 応相談

68 八風・マーヤの園 生介 （社福） 暁雲福祉会 870-0254 大分市横塚2-123 097-574-7888 097-574-7887 箱折り 応相談

67 八風・be B （社福） 暁雲福祉会 870-0312 大分市大字市尾798-1 097-593-4488 097-593-4666 ラベル貼り・箱折り・封入 応相談

96 多機能型事業所3GIFT Ｂ （株） システムコンサルタント 870-1121 大分市鴛野946番地8 097-578-7726 097-578-7727 DM封入れ、チラシ折り 応相談

ギフト梱包・包装・箱詰め等 応相談

部品組み立て 応相談

66 アップライト Ｂ 一般 ウィル 870-0919 大分市新栄町5-23 097-556-8201 097-556-8202 箱折り
1日500箱程
度

部品組立て

1日6000個程
度
（1工程の場
合・実績あり）

データ入力 応相談 パソコン３台

ＤＭ封入

1日2000部
（折作業なし・
A4サイズ7枚・
糊付け・ラベ



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

92 ドリームコロニー Ｂ 一般 ドリームコロニー 870-0146
大分市乙津港町1丁目5番28号
三宮ハイツ　101・102・103

097-560-1062 097-560-1063 服の袋入れ 応相談

アメニティグッズの袋入れ 応相談

40 おひさまファーム Ｂ （NPO） イノセント 870-0805 大分市大字神崎２２０番地の６ 097-538-2211 097-538-2211 袋詰め作業 2000個/日

箱折り 300～500箱

91 ステップ「おおいた」 Ｂ、生介 （社福） 大分市福祉会 870-0125 大分市松岡5424-1 097-520-5575 097-520-5576 箱折り 1,500個/日 梱包機・トラック

シール貼り 応相談

椎茸の袋詰め 800袋/日
シール機・はかり・
トラック

袋入れ 応相談
脱気シール機・ト
ラック

お菓子詰め 応相談 トラック

30 ビフレスト Ｂ (有) はる 874-7763 大分市下戸次1245番地の1 097-548-8155 097-548-8166 箱折り 応相談

31 サマンの木 Ｂ （一社） ＳＷライフ 870-0041 大分市泉町12番12号 097-578-8855 097-578-8856 箱折り
300～500箱/
日

チラシ封筒入れ・仕分け 500セット/日

紐通し、ＤＭ封入れ等 応相談

紙工品組立 応相談

33 サマン春日 Ｂ （一社） ＳＷライフ 870-0039
大分市中春日町6-5
玉置ビル１号

097-547-9217 097-547-9218 袋詰め作業 400～700/日

プラスチック加工
（手作業）

応相談

包装、箱折り、チラシ折り 応相談

紐通し、DM封入れ等 200～300/日

ヒューズ菅、半田つけ 応相談

34 ふれあい Ｂ （ＮＰＯ） 大分県難病・疾病団体協議会 870-0914 大分市日岡３丁目5-16 097-535-8282 097-535-8750

35 大分ゆたかの会 Ｂ （一社） 大分ゆたかの会 870-1154 大分市田原字後68-1 097-574-4502 097-574-4502 アメニティーセット
300～500セッ
ト／日

―



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

タオル折
300～500セッ
ト／日

―

紐通し 100セット／日 ―



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

90
就労継続支援Ｂ型事業所　はぐく
む

Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2番12号
大道ビューハイツ1Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 箱折り 400箱／日

36 ジョイファーム大分 Ｂ
合同会
社

ジョイファーム大分 870-0848
大分市賀来北
2丁目2番22号

097-578-8705 097-578-8706 箱折・袋入れ・ラベル貼り等内職作業 応相談 -

37 就労支援Ａ型　ヤドカリ Ａ (株) ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北８番７号 097-578-9996 097-578-9996 アメニティグッズの袋入れ 応相談

39 勇輝 Ａ (株) ＫＯＵＳＨＩＮ 870-0267 大分市城原2471番地 097-578-7800 097-578-7899

41 就労継続支援Ｂ型事業所　ルチア Ｂ （株） メディカルプラス 870-1153 大分市小野鶴789-1 097-578-7862 097-578-7863 内職

・箱　100～
150個/1日
・その他　100
～200枚/1日

納品用営業車

71
就労継続支援B型事業所
援ジョイワーク大分

Ｂ （株） 援ジョイワーク大分 870-0816
大分市田室町9-80　アーバン田
室130

097-574-7230 097-574-7237
軽作業等（シール貼り、袋詰め
、包装、部品組立等）、文書の廃棄（シュレッ
ダー）

1日４時間

98 就労継続支援Ｂ型　エストウェイズ Ｂ （一社） フェアリー 097-576-7503 097-576-7504 箱折り、包装
２００～３００
箱/日

袋詰め、シーラー作業
２００～５００
袋/日

足踏み式スタンド
シーラー1台

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワーク
の丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 DM発送作業 応相談 応相談

100 就労移行支援事業所　Fun Like 就労移行 （社福） つわ蕗会 097-538-6601 紙折り・箱折り 応相談

101 カサデ　さくらB B （有） さくら荘 097-592-5535 097-500-6266 チラシ封筒入れ・ラベル張り 応相談

93 カサ　デ　パドレ B （有） さくら荘 870-0267 大分市大字城原1914番地 097-574-7099 097-574-7099 チラシ封筒入れ・ラベル貼り 応相談

60
さくら親児会
（スタジオさくら）

Ｂ （有） さくら荘 870-0244 大分市須賀２丁目17番９号 097-592-5535 097-547-7745 チラシ封筒入れ・ラベル貼り 応相談 応相談

17 就労継続支援事業所げんき塾 Ｂ （社福） 法治会 870-0937 大分県大分市南津留23番31号 097-578-8740 097-578-8741 部品組立・解体作業 応相談

網戸のはりかえ
１件、１０枚（４
日程度）

張替道具一式

102 就労継続支援Ｂ型事業所　花車 B （株） ぽぽらす 097-594-3770 箱折り 500箱

103 地域生活サポートセンターけいわ Ｂ （社医） 敬和会
封入
（DM等）

ラベル貼り

袋入れ
（アメニティーグッズ等）

タオルたたみ

105 ワークプレイスｂホープ B （株） CFC 097-574-4712 袋詰め作業 応相談

応相談
（可能な限り
対応します）

080-3690-0593
097-521-0110



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

包装・箱折り・チラシ折り 応相談

紐通し、DM封入れ等 応相談



【室内軽作業】

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

令和４年５月１日現在

整
理
番
号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

役務提供に係る
設備等

106 元気の源 Ｂ （一社） 輝 097-592-5177
箱折り・包装・選別・検品・封入れ・封緘・ラベル
貼り・リサイクル作業

全体で約
10,000個（月）

107 Ｎeo Ｒoaｄ Ｂ ベストアシスト（株） 097-574-9900 室内軽作業
野菜の袋詰め
1200～1500
袋

シーラー5台
量り6台　ビニール
手袋

47 就労継続支援Ｂ型事業所ひかり Ｂ （社福） 豊肥福祉会 097-535-8788 箱折り 1日1000枚

部品組み立て、シール貼りなどの内職 1日1000枚

108 就労継続支援Ｂ型　エース Ｂ （株） ARU 097-551-3003 チラシ折り 500枚/1日 -

DM代行・リスト作成等PC業務 応相談 -

109 わかば Ｂ （社福） 樫の木 097-547-8931 封筒入れ・仕分け・郵送
500～1,000
セット/日

箱折り
500～1,000箱
／日

内職作業全般 応相談



65 ソーシャルアーチ A、Ｂ 一般 虹色 870-0833
大分市大字永興字早田941番地
2

097-544-9555 097-547-7720 車輌洗車 応相談

車輌室内清掃 応相談

車輌ワックスかけ 応相談

ＣＡＤ（電気配線・機械） 応相談

制御盤組立 応相談

ウォーターサーバーメンテナンス 応相談

ホームページ作成 応相談

動画加工・編集 応相談

写真加工・編集 応相談

62
L.L.C.ハートブリッジ
プレジョブセンター

移行
合同会
社

ハートブリッジ 870-0035
大分市中央町2-7-21
福田ビル１Ｆ

097-574-5954 097-574-5955 介護補助 応相談

12 れもん Ｂ （NPO） れもん 870-0943
大分市片島440番地の2　大分電
気工事会館1階

097-578-9505 097-578-9505 パソコンデータ入力 応相談 パソコン、プリンター

79 ぴーぷるすてーしょん Ｂ （社福） 清流会 870-0937 大分市南津留17-12 097-556-8673 097-529-7757 メール便配達 ～70冊/日 自転車

72 大分福祉クリーンマット花 A (株) 花千寿 870-0101 大分市中鶴崎2丁目46番地 097-578-9735 097-578-9734 ベットマットの代行洗濯 2００枚/月 専用洗濯機・乾燥機

クッションの代行洗濯 3００個/月 大型洗濯機

布団・毛布の代行洗濯 １００枚/月 大型洗濯機

90
就労継続支援Ｂ型事業所　はぐく
む

Ｂ （NPO） ＨＵＧＫＵＭＵ 870-0823
大分市大道町2丁目2番12号　大
道ビューハイツ1Ｆ

097-545-8996 097-545-8997 みかん収穫
20コンテナ／日
（ 季節による ）

41 就労継続支援Ｂ型事業所　ルチア Ｂ （株） ソライロプラス 870-1153 大分市小野鶴789-1 097-578-7862 097-578-7862 ヤフーオークション代行

・ノートPC・洗濯機・
・洋服・バックなどの
仕入れ
・レターパック・切手

検体回収・水質調査

・検体回収
283検体/月
・水質検査　　　17
件/月

営業車

役務提供に係る
設備等

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【その他作業（パソコン業務、CAD、クリーニング、メール便他）】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等



役務提供に係る
設備等

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【その他作業（パソコン業務、CAD、クリーニング、メール便他）】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

13 キッチン花亭 A、Ｂ （社福） 博愛会 870-0868 大分市大字野田字原841-1 097-586-5775 097-586-5525 クリーニング

シーツ200円～
ホーフ250円～
カーテン小600円
～作業着 白衣等

クリーニング機械一
式

14 博愛会地域総合支援センター
Ａ、Ｂ、移

行
（社福） 博愛会 870-0839 大分市金池南１丁目9番5号 097-574-8668 097-574-8667 "厨房内の補助　接客(レジ)　食品加工" 応相談

食肉スライサー
冷凍スライサー
ミンチ機

芝生管理 応相談 芝刈り機

花の管理 応相談

イベント出店 応相談 保冷車

駐車場管理 応相談

23 ファンタジア 地活Ⅱ （社福） シンフォニー 870-0862 大分市大字中尾603 097-586-5577 097-586-5578

36 ジョイファーム大分 Ｂ （同） ジョイファーム大分 870-0848 大分市賀来北２丁目２番２２号 097-578-8705 097-578-8706

37 就労継続支援Ａ型　ヤドカリ Ａ （株） ヤドカリカンパニー 870-0324 大分市久原北８番７号 097-578-9996 097-578-9996

就労継続支援Ａ・Ｂ型　ソラマメ Ａ (株) 柏友 870-0915 大分市花高松3丁目10番39号 097-511-5940 097-507-6055 公園管理 応相談

建設関係　軽作業 応相談

33 サマン春日 Ｂ （一社） ＳＷライフ 870-0039
大分市中春日町6-5
玉置ビル１号

097-547-9217 097-547-9218 名刺入力作業 応相談

住所録入力 応相談

パソコン業務 応相談

99
就労継続支援Ｂ型　ワークワーク
の丘

Ｂ （株） イーハトーヴ 097-599-3737 データ入力作業 応相談 500件/日～

105 ワークプレイスｂホープ B （株） CFC 097-574-4712 名刺入力作業 応相談

データ入力・集計 応相談

写真加工 応相談

39



役務提供に係る
設備等

令和４年度　障害者就労施設等の受注可能物品・役務　一覧 　【ジャンル別】

【その他作業（パソコン業務、CAD、クリーニング、メール便他）】 令和４年５月１日現在

整理
番号

事業所名称 サービス 設置主体（法人） 〒 所在地 TEL FAX

提供可能な役務（作業）

内容等
受注可能
数量等

パソコン業務 応相談

52 やまねこ工房 (一社） あらやしき 870-0006
大分市王子中町3番5号　ふくろ
うの森ビル

097-511-1293 097-511-1293 イベント運営

珈琲デリバリー

98 就労継続支援Ｂ型　エストウェイズ Ｂ （一社） フェアリー 097-576-7503 097-576-7504 パソコンデータ入力 応相談 パソコン６台

108 就労継続支援Ｂ型　エース Ｂ （株） ARU 097-551-3003 名刺・チラシデザイン 応相談 -


