
R4.5時点

法人名 事業所名 サービス種別 所在地 電話 ＦＡＸ Ｅ－mail 種別 分類 品目 製品・サービスの内容 対応可能量 参考単価 その他特記事項（製品の特長、発注時の注意点など）

1 食料品・飲料品 菓子 米粉ｸｯｷｰ（ﾅｯﾂ、抹茶ﾏｰﾌﾞﾙ） 100ｾｯﾄ
1袋8個入り

200円

・１０日前までに注文。

・８個の種類は、ご要望をお受けします。

・瀬戸市の地米を使った独特の風味と食感があります。

2 牛乳ﾊﾟｯｸｶｰﾄﾞ入れ（両面） 100枚 250円

・牛乳パックを再利用してカード入れにしました。

・色とりどりの和紙を貼り、きれいな仕上がりになっています。

・１ヶ月前までに注文。

3 牛乳パック椅子 相談

六角形・大　1,600円

六角形・中　1,200円

正座椅子　　800円他

・牛乳パックを再利用して椅子にしました。

・色とりどりの布張りで、きれいな仕上がりになっています。

・１ヶ月前までに注文。

4 その他 籾殻の炭（くん炭） 20袋
1袋2ℓ入り

100円

・土壌改良、畜糞堆肥に混ぜ、悪臭防止や発酵促進等。

・床下の調湿、消臭対策。

・配達地域は相談可。

・１４日前までに注文。

5 肥料 ＥＭぼかし 200袋
1袋300ｇ入り

100円

・生ゴミを堆肥に変える発酵資材。

・配達地域は相談可。

・１４日前までに注文。

6 役務 梱包・発送 封入 郵便物封入・封緘 1日1,000枚 要相談 ・特になし

7 菓子 ｸｯｷｰ・ﾗｽｸ 50袋/日 100円～
・50個以上の発注は納品日の14日前まで。賞味期限は製造日から3週間。

・納期・数量については要相談。ラッピング対応可。

8 パン パン 500個/日
菓子パン類150円～

食パン類260円～

・50個以上の発注は納品日の10日前まで。

・賞味期限は製造日当日から2日（種類によります。）

9 小物雑貨 石鹸 ﾘｻｲｸﾙ石鹸 200個/月
150ｇﾎﾞﾄﾙ入り350円

詰替用300ｇ300円
・50個以上の発注は納品日の1か月前まで。その他、小ﾊﾟｯｹｰｼﾞも応じます。

10 小物雑貨 フェルト製品 フェルト小物（キーホルダーなど） 10個/月 200円～ 羊毛フェルトを使った小物です。

11 印刷 印刷 印刷 チラシ等の印刷（カラー可） 要相談 要相談

12 役務 除草・草刈・庭木の剪定 5日/週 作業内容により要相談 庁舎に限らず公園等屋外の清掃作業・草刈り可能。

13 役務 内装・外構ﾘﾌｫｰﾑ 5日/週 作業内容により要相談 要相談

14 5本指ソックス 5本指ソックス　S・M・L・XL 要相談 100円、250円 製品の在庫状況により即対応も可能、糸の在庫状況によっては即生産も可能

15 革製品
キーケース、コインケース、キーホルダー、ヘ

アゴム
要相談 150円～ 牛革100％を使用

16 縫製品
ペンケース、コインケース、キーホルダー、ピ

アス
要相談 300円～ さをり織りで織った布を使用

17 さをり織製品 さをり織製品 要相談
ポーチ（小）300円～

弁当袋800円～
・納品日より1か月前までに注文。小物等相談に応じます。

18 陶磁器 手作り陶器類 要相談 物により要相談 ・納品日より2か月前までに注文。

19 物品 食料品・飲料品 菓子 ﾌﾚｰﾊﾞｰﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ 要相談 1袋約40ｇ入り150円 地域のお祭り・ｲﾍﾞﾝﾄなど参加可能。瀬戸市社協・やすらぎ会館・木曜市出店中。

20 清掃・施設管理 清掃 清掃作業 要相談 作業内容により要相談 ・現在、公共施設・保育園の清掃・草取り等を行っています。民間アパートの清掃・環境整備（草取り等）

21 封入 郵便物封入・封緘 週5日 作業内容により要相談 ・現在、ＤＭ等の封入・封緘を行っています。

22 ﾗﾍﾞﾙ貼 ﾗﾍﾞﾙ貼 週5日 作業内容により要相談 ・現在、宛名貼りなど行っています。

23 その他軽作業 週5日 作業内容により要相談 ・現在、ソケットの組み立て作業を行っています。

24 その他軽作業 週5日 作業内容により要相談 ・現在、自動車部品のﾊﾟｯｷﾝはめ込み、その他資材組み立て作業等を行っています。

25 その他軽作業 週５日 作業内容により要相談 ・現在、贈答品の袋詰め・贈答品用の箱の組立等行っています。

26 その他軽作業 週５日 作業内容により要相談 ・現在、輸入雑貨の検品・袋入れ等行っています。

27 その他軽作業 要相談 作業内容により要相談 ・図書館の図書へラミネートを貼る作業を請け負っています。

28 ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ 隔週 作業内容により要相談 ・地域情報誌（ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）の配布。效範小近隣を担当

29 ｱｸｾｻﾘｰ ｱｸｾｻﾘｰ 要相談 350円/個～
・発展途上国（ﾙﾜﾝﾀﾞ）のﾊﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ生産者が作った麻、牛の角を使っています。

　ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ、ｲｱﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟｱｽ、ﾈｯｸﾚｽ等があります。

30 ｽﾄﾗｯﾌﾟ ｽﾄﾗｯﾌﾟ 100 600円/個～
・発展途上国（ﾙﾜﾝﾀﾞ）のﾊﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ生産者が作った麻、牛の角を使っています。

　景品、記念品などに向いています。

31 その他 ﾊﾞﾅﾅｶｰﾄﾞ ～2000 50円/枚～ ・発展途上国（ﾙﾜﾝﾀﾞ）のﾊﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ生産者がﾊﾞﾅﾅの幹を使って切り絵にしたｶｰﾄﾞです。

32 日用雑貨 ﾌﾞｯｸﾏｰｸ 要相談 800円/個～
・発展途上国（ﾙﾜﾝﾀﾞ）のﾊﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ生産者が作った麻、牛の角を使ったしおりです。

　景品、記念品、ﾌﾟﾁﾌﾟﾗｲｽｷﾞﾌﾄに向いています。

33
軍手　特紡ﾀｲﾌﾟ　Ｓｻｲｽﾞ　Ｍｻｲｽﾞ　Ｌｻｲｽﾞ

　　　厚手ﾀｲﾌﾟ
各200ﾀﾞｰｽ

350円

厚手ﾀｲﾌﾟ500円

・エコ認定の糸を使った軍手です。

・数量によっては事前の納期調整が必要です。

※軍手注文は10ﾀﾞｰｽ以上からお願いいたします。

34 軍手　ｶﾗｰﾀｲﾌﾟ　Ｓｻｲｽﾞ　Ｍｻｲｽﾞ 各200ﾀﾞｰｽ 250円

・農作業に適しています。※軍手注文は10ﾀﾞｰｽ以上からお願いいたします。

・繊維会社から残糸（産業廃棄物）を引き取り、生産しています。

・数量によっては事前の納期調整が必要です。

35 軍手　綿ﾀｲﾌﾟ 各50ﾀﾞｰｽ 450円
・綿１００％で生産しています。※軍手注文は10ﾀﾞｰｽ以上からお願いいたします。

・数量によっては事前の納期調整が必要です。

36 小物雑貨 イラストプリント Tシャツ・タオル・バッグ 要相談 400円
・利用者さんが描く絵をプラバンでアクセサリーにしました。１点物のアクセサリーです。

・数量によっては事前の納期調整が必要です。

37 小物雑貨 マット 手編みマット　　　大・中・小 要相談
大700円・中500円・

小200円

・繊維会社からの余り生地（産業廃棄物）を引き取り、１つ１つ手編みで生産しています。

・数量によっては事前の納期調整が必要です。

38 贈答品 贈答品
個包装ﾀｲﾌﾟ

各種軍手
8,000ｾｯﾄ 100円～

・数量によっては事前の納期調整が必要です。

・記念品にお使いいただけます。

・各種ラベルを作成いたします。フルカラーは別途相談

39 物品 小物雑貨 さをり織製品
さをり織、手芸品など雑貨品を中心にｲﾒｰｼﾞを

伺い相談の上作成します。
要相談 要相談 ・手作りを中心とした個性あふれる温かい製品です。

40 箱・袋詰 製品の箱詰め、袋詰め作業 要相談 要相談 ・製品の形、大きさ、数量などによって価格は変わります。要相談

41 封入 DMなどの封入・封緘作業 要相談 要相談 ・大きさ、数量によって価格が変わります。

42 その他 施設での売店の設置、運営 要相談 要相談 ・雑貨、飲食、移動販売などができます。その他も要相談で可能なものもあります。

43 組立 箱の組立て作業 要相談 要相談 ・製品の形、大きさ、数量などによって価格は変わります。要相談

44
特定非営利活動法人

よつ葉
Yotsuba Factory

就労継続支援Ｂ型

（法第2条第2項第1号施設）

菱野台4丁目4番地の2

　菱野ｳｨﾝｸﾞﾋﾞﾙB棟5号6号

0561-

84-6858
npo.yotsuba@gmail.com 物品 食料品・飲料品 菓子パン ﾊﾟﾝ・ｸｯｷｰ 要相談

パン140円～

クッキー100円～
・個数や配達の有無、納期等は相談の上承ります。

0561-

76-4193

0561-

76-4194
job-style@woody.ocn.ne.jp

役務

その他 その他

小物雑貨kuwanomi-mayu@rapid.ocn.ne.jp 物品

清掃・施設管理

かいこ

生活介護

（法第2条第2項第1号施設）

就労継続支援Ｂ型

（法第2条第2項第1号施設）

上品野町1014番地の17
0561-

41-3576

0561-

41-3577
kuwanomi-kaiko@extra.ocn.ne.jp

つむぎ
生活介護

（法第2条第2項第1号施設）
穴田町837番地1

0561-

56-5885

0561-

56-5886

まゆ
0561-

86-7078

0561-

48-5471

特定非営利活動法人

遊夢

ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ

ゆうや

地域活動支援ｾﾝﾀｰ

（法第2条第2項第1号施設）
みずの坂5丁目55番地

0561-

48-5859

info@worklivelove.net 物品

株式会社

ジョブウェル
ジョブスタイル

就労継続支援Ｂ型

（法第2条第2項第1号施設）

yu-ya@u-mu.jp

役務

梱包・発送

その他

市内障害者就労施設等の取扱物品及び役務リスト

社会福祉法人

ｱﾆﾓ福祉会
ｱﾆﾓの家

生活介護

（法第2条第2項第1号施設） 水北町1934番地の2
0561-

48-7350

生活介護

（法第2条第2項第1号施設）
上品野町1377番地の1

0561-

86-7077

上品野町1354番地の12

社会福祉法人

くわの実福祉会

社会福祉法人

麦
麦の里

生活介護

（法第2条第2項第1号施設）

就労継続支援Ｂ型

（法第2条第2項第1号施設）

一般社団法人

仕事ﾉｱﾙ暮らし
仕事ﾉｱﾙ暮らし

就労移行支援

（法第2条第2項第1号施設）

西本町2丁目6番地

ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2Ｆ

0561-

76-7171

役務

效範町1丁目44番地　1階

軍手

法人及び事業所情報

梱包・発送

小物雑貨

0561-

41-4124

物品

食料品・飲料品

0561-

48-8350
animonoie@aioros.ocn.ne.jp 物品

取扱物品等情報

0561-

41-3766
nakamanowa@mugisato.or.jp

物品

園芸（肥料含む）

小物雑貨 日用雑貨

0561-

76-0071
小物雑貨

tsumugi@kuwanomi21.com 物品 小物雑貨
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R4.5時点

法人名 事業所名 サービス種別 所在地 電話 ＦＡＸ Ｅ－mail 種別 分類 品目 製品・サービスの内容 対応可能量 参考単価 その他特記事項（製品の特長、発注時の注意点など）

市内障害者就労施設等の取扱物品及び役務リスト

法人及び事業所情報 取扱物品等情報

45 食料品・飲料品 菓子 ﾄﾞｰﾅﾂ 要相談 1個180円～
・そしゃくが苦手な方にもやさしい「やわらか焼きﾄﾞｰﾅﾂ」です。

・ドーナツは全５種類（プレーン・チョコ・レーズン・紅茶・抹茶）

46 園芸（肥料含む） その他 野菜・花・布製品（蚊帳ふきん） 要相談 要相談 ・蚊帳ふきんは、1枚300円から販売しています。

47
特定非営利活動法人

杏
杏

生活介護

（法第2条第2項第1号施設）

就労継続支援Ｂ型

（法第2条第2項第1号施設）

穴田町541番地の1
0561-

76-8004
shogaishien-an@chic.ocn.ne.jp 物品 食料品・飲料品

和菓子

その他

おこしもの

みたらし

無臭にんにく

要相談 要相談 ・おこしものは、瀬戸のお土産推奨品です。

48 印刷 印刷 カラー・モノクロ・各種印刷物 要相談

A4モノクロ片面 6円～

A4カラー片面 18円～

その他、応相談

名刺・封筒・冊子・ポスターなど印刷に関してはデザインから印刷までワンストップで対応可能です。小ロットも対応いたしますのでお

気軽にお声がけください。

49 日用雑貨 オリジナルマスク 要相談 要相談 無地のマスクからオリジナルマスクまで受注可能。

50 紙製品 紙製品（ディスプレイ・ノベルティー等） 要相談 要相談
当法人は、POP-UP(飛び出す絵本)製品の企画・製作を通して、各地域観光の案内発信、景勝や名所を商品化しています。現在の具体的

な活動は、(一社)犬山市観光協会と連携して、国宝犬山城をモチーフとした、観光用POP�UP商品を製作販売しています。

51 木製品 木製品（ディスプレイ・ノベルティー等） 要相談 要相談 愛知県産木材を使用した各種商品の開発をしております。

52 その他物品 VRゴーグル VRゴーグル 要相談 要相談 VＲゴーグルの製造・販売を行います。小ロット可能。

53 データ入力 データ入力 要相談 要相談 その他データ集計・入力対応可（word・excel初級程度で対応可能な入力）・Web調査

54 WEB関係
事務系システムの開発・WEBサイトの構築

障がい者向けITサポート
要相談 要相談 ご要望に応じてシステム開発いたします。ＷＥＢアクセシビリティーへの配慮等を大事にしております。

55 データ入力・作成
アンケート入力・調査票の構築

印刷・封入・発送・集計・グラフ表作成
要相談 要相談 調査の企画、調査票作成、印刷、発送、回収、データ入力、集計、グラフ作成、報告書作成まで一貫して受注可能。

56 デジタル広報誌製作 デジタル広報誌製作 要相談 要相談 紙の広報冊子では無く、デジタル広報冊子の製作を行います。

57 イベント企画・開催支援 イベント企画・開催支援 要相談 要相談 各種イベントの企画・開催支援を行います。

58 地域プロモーション支援 地域プロモーション支援 要相談 要相談 地域情報の掘り起こし、企画、情報発信まで行います。

59 VR・AR作成 VR・AR作成 要相談 要相談 ＶＲ・ＡＲの作成を行います。（アプリ開発も可能）

60 映像撮影業務 映像撮影・編集業務 要相談 要相談 映像撮影・編集業務を一貫して受注可能。

61 ドローン関連 ドローン撮影・オペレーション業務 要相談 要相談 ドローン撮影からオペレーションまで一貫して受注可能。

物品raimu-batake@na.commufa.jp

※法＝国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

高根町3丁目18番地の1
0561-

58-3819

0561-

59-3820
合同会社ﾊｰﾓﾆｰ らいむ畑

生活介護

（法第2条第2項第1号施設）

特定非営利活動法人

かみああと

就労継続支援事業所

かみああと

小物雑貨

就労継続支援Ｂ型

（法第2条第2項第1号施設）

幡野町１０３　ウェルカムはた

の２F

0561-57-

7393

0561-57-

7393
kamiaatoseto@gmail.com

物品

役務

情報処理・テープ

起こし

その他の役務
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