
障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表【製品・作業内容別】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 店舗住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

チャレンジド・ショップはあと
屋運営協議会

会長　竹内　一 西山4丁目610番地 チャレンジド・ショップはあと屋 万屋町5-4 824-4243 814-1778 全取扱製品、印刷、役務

【食 料 品】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

ハーブティー（ミンティー、ステビア＆ミ
ントティー、レモングラス＆レモンバー
ベナティー、カモミールティー、レモン
バーベナティー等）

特に女性に人気
他にない、独特なブレンドが好評
ハーブ自体の味が良いと定評あり

315円～/個

フレーバーティー お年寄りにも好評
レモン風味のハーブティーと嬉野釜炒り茶の
ブレンド

630円/20袋

福来吧（ふうらいば）中国語で福よ来いの意
味と英語のフレーバーをかけたネーミングと
中国語と日本語のお土産用箱入りパッケー
ジが好評です。

ハーブのお塩 家庭料理に最適
肉や魚の臭みを消してまろやかな味に仕立て
る

315～350円/個
セージ、タイム、ローズマリーの３種類の
ハーブと沖縄の塩を焼き塩にして混ぜ合わ
せた料理塩

クッキー 120円～/個

パウンドケーキ 130～650円/個

マドレーヌ 100円/個

お菓子の詰め合わせギフト 300～5,000円/個

陽香里工房 香焼町482番4 871-0130 871-0131 コーヒー イベント コーヒー配達 100円/紙コップ1杯 1日間 野母町周辺

びわ茶 業務用、個人用
びわの茶を使った紅茶（ティーパック）　　　長
崎県特産品推奨品

1,200円/90ｇ
1,500円/120ｇ

びわ茶・びわの種・びわジャム 催し物、来客用土産・個人用
特産品のびわを使った加工品
長崎県特産品推奨品

2,500円/箱　等
ラッピング・のし・ギフトセット等対応可。ジャ
ムは季節商品

珈琲 個人用・来客用土産等
直接輸入のため、豆がフレッシュ
粉・豆（焙煎）・生豆ドリップ対応可

500円/100ｇ　等 仕入・焙煎・加工　全て施設で行っている。

ジャム 個人用・来客用土産等
県内産の食材、無添加
季節限定のジャム（びわ・ゆうこう・トマト・しょ
うが等）

840円/個 季節商品のため、在庫確認が必要

社会福祉法人　ウイキャン・
サポート

理事長　松村　正信 末石町162番地 就労継続支援事業所　厨 竹の久保町8-4 861-5797 801-4557 コーヒー 会議用コーヒー 1袋ずつパックにつめて販売 105円/個 3日間～

合同会社ブリス 理事長　原田　千春 目覚町3-6　三愛ビル 障がい者就労支援センター　ブリス
目覚町3-6　三愛ビ
ル

848-7350 848-7355 五島手延べうどん 箱入り・贈答用に最適 九州管内配送無料・その他別途400円 1,800～3,000円 即日

菓子パン

調理パン

サンドウィッチ

シフォンケーキ 180円/個

ラスク 120円/個

ダックワーズ 120円/個

サラダ

菓子パン 80円～/個

調理パン 100円～/個

焼き菓子 100円～/個

弁当
地産地消、地場で採れた無農薬の野菜を主
に惣菜及び弁当の製造販売

500円/個 20食程度まで可 5日間

玉子（10個入）
有精卵（6個入）

業務用、イベント配布用
受注後、指定日にその日の玉子を配達。えさ
は自家配合による、おいしい玉子

350円/パック 10パック～配達可 3日間 生もののため、数量・納期、要相談

食肉加工（とりめしの素・スモークチキ
ン）

業務用、イベント等
米と一緒に炊くだけで簡単にできあがります。
（とりめしの素）

320円/袋
（とりめしの素）

10袋 3日間 要冷蔵保管

クッキー 100円～/袋

マドレーヌ 100円～/個

スノーボール 100円～/個

ほうれん草

水菜

焼き菓子 150円/袋

黒糖蒸しパン 150円/個

長崎にんじんゼリー 150円/個 季節限定のため要問い合わせ

アイスクレープ（ブルーベリー、イチゴ） 150円/個

ジャム 個人用、贈答用
無農薬有機栽培のバラのジャム（ローズヒップ
ジャム、ダマスクローズペタルジャム他）

1,050円/個

紅茶 個人用、贈答用 セーデルブレンド他 ノーベル賞授賞式晩餐会で振舞れる

社会福祉法人　みのり会 理事長　天本　俊太 十人町1-7 平山友愛園 平山町1258-2 878-3732 878-3101 菓子パン 菓子パンの製造 30個～ 7日間 事前の打ち合わせで相談により対応

社会福祉法人　遊歩の会 理事長　橋口　幸恵 古賀町949 障害福祉サービス事業所　遊歩 戸石町983-3 801-2211 801-2212 お菓子の詰合せ 会議用茶菓
マドレーヌ、ラスク、クッキーのお菓子の詰め
合わせセット
※内容については指定できます。

3,000円～ 7日間～

【共同受注窓口】

社会福祉法人　長崎市手を
つなぐ育成会

理事長　谷　美絵 大橋町19番19号

社会福祉法人　萌友会

籠町8-40

現川町1132-2

岩川町2-3

築町3番18号メルカ築町
3F

平山町463-1

西海町2348-12

理事長  齊藤 とも子

理事長　馬場　隆幸

理事長　池田　賢一

理事長　伊達木　百合子

理事長　髙濵　浩

理事長　原畑　潤

理事長兼施設長　竹内　一

884-3138884-3026

843-6274

コリアンダーの家 現川町1110-1 813-8713

898-5075

824-4243

坂本1-1-46さんらいず

華かご

892-3612

給食用パンの製造・出張販売
会議用、イベント参加景品等

西海町2348-12

籠町8-40

892-3600

825-8000

会議用茶菓
824-5888

会議用茶菓、贈答用菓子詰合せ

平山町463-1

無添加の商品

825-8000

1,000円～ 7日間

1ヶ月～

5日間～

3,000円～配達

水耕栽培、無農薬

813-8713

898-5131

会議用茶菓子

1週間程度

100円～

1個30円～取り揃え有
厳選素材を使用

2,000円～配達可 5日間

7日間

893-6477

会議等のお茶菓子・お歳暮、お中
元、バレンタイン、ホワイトデイ、冠
婚葬祭、卒業式、イベントの記念品
など

お客様の要望にできる限り対応
詰合せ等は、ご予算に応じて対応

30個～
ただし、少数でも
注文可能

3日間
早ければ早
い程良い

飲物とのセットも対応可

相談に応じて対応します。

895-7320

3日間～

100円/束

3日間～

素材にこだわったおいしさ
1,500円～配達

長崎市西山4-610

築町3番18号メルカ
築町3F

824-4678

農産物の展示即売会 季節を問わず生産可能

配達可能

社会福祉法人　出島福祉
村

特定非営利活動法人　障
害者就労支援センター

特定非営利活動法人　華
かご

社会福祉法人　ゆうわ会 西山4丁目610

宮崎町893三和ゆめランド

障害者就労支援センター　アビリティ

社会福祉法人　恵風会 そよ風の里

ながさきワークビレッジ

つくもの里
社会福祉法人　琴の海い
やしの会
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障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表【製品・作業内容別】

【食 料 品】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

食パン 180～230円/個

フランスパン 180円/個

菓子パン 100～120円/個

ラスク 150～200円/個

カステラ 昔ながらの手づくり製法 150～1,100円/個

せんべい 薄焼きせんべいの製造販売 150円/個

洋菓子 100～600円/個

焼きドーナツ 100円/個

水産加工品（魚加工品、干物等） 贈答品、中元歳暮等 長崎県産の一夜干しあり 150～600円/個
価格に応じセット
可能

5日間～

ワークステーションすばる 西山4丁目626-1 895-9672 895-9673 びわゼリー・桜ゼリー 贈答品・会議用茶菓 びわが丸ごと1個入っています 100円～/個 1週間

菓子パン 120円～/個

調理パン 120円～/個

クッキー 110円～/個

さをり織り 身につけるもの、実用品、飾り物
財布、バック、ショール、ポーチ他
色彩が美しい。プレゼント等にもOK

250円～3,000円/
個

15日間程度

【布 製 品】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

社会福祉法人　クローバー 理事長  藤本　達也 滑石5丁目9番51号 ライフ・ワーク小浦 小江町2734-108 848-4777 848-4798 軍手 軍手、カラー軍手、婦人用軍手
国産軍手、厚く破れにくい
サイズ、重さなど要望に応じて製造できます

100円/2双
製品によって
異なる

市内、市外の配達可能

社会福祉法人　橘会 理事長　田浦　直 潮見町567-17 潮見が丘学園 潮見町567-17 830-2726 830-2769 布巾 台ふきん等 利用者の手作りによる刺し子縫い 150円/枚

入所者の作
業計画調整
のため年間
契約要

エプロン・前掛け

巾着・ポケットティッシュケース

アームカバー

縫製品 イベント、大会、記念品、贈答用
タオル、ハンカチ等への刺繍（オリジナルデザ
イン、ロゴマーク、文字可、ラッピング対応）

7日間～

手芸品
バッグ、エプロン、ポケットティッシュ
入れ、座布団カバー、マフラー、ルー
ムシューズ、ランチボックス等

オーダーメイド可 10日間～

たわし
アクリル製糸による編物、飾りにもなる実用た
わし「薔薇型のたわし」

100円/個 20個～ 7日間

座布団 1,200円/個 10個～ 7日間～

社会福祉法人　みのり会 理事長　天本　俊太 十人町1-7 平山友愛園 平山町1258-2 878-3732 878-3101 縫製品 贈答品、業務用、個人用、その他
オリジナル製品
縫製品・刺繍の製作（コースター・ランチョン
マット・エプロン等）

7日間～ 事前の打ち合わせで相談により対応

社会福祉法人　長崎市手を
つなぐ育成会

理事長　谷　美絵 大橋町19番19号 ワークあじさい 三京町702-1 814-1777 814-1778 ウエス 油取り、掃除用
1㎏あたり30㎝なら50枚
　　　〃　 50㎝なら30枚

5㎏～ 要相談
サイズは2種類（30㎝、50㎝の正方形）在庫
があればすぐに納品可

ワークステーションすばる 西山4丁目626-1 895-9672 895-9673 軍手、軍足 作業用 用途に応じた商品（種類・色等） 80円～/2双入

ながさきワークビレッジ 西山4-610 824-2431 824-4678 縫製品 イベント、大会、記念品、贈答用 用途に応じた商品（種類・色等）

白衣、作業服 学童用給食白衣 自社製品で高級生地使用 100枚～ 自社縫製品（白衣）の納品

エコバック 大会・イベントの記念品 プリント可 100枚～

資料入れ袋 大会・イベントの記念品 布製で丈夫、プリント可 100枚～

フェイスタオル 大会・イベント用に プリント可 100枚～

社会福祉法人　ゆうわ会 理事長　竹内　一

理事長兼施設長　竹内　一 西山4丁目610

牧島町750-2理事長　草野　順子

米粉使用商品あり

昼食等のパン、ラスク

わかばの里

田中町575番地2

社会福祉法人　東望会

特定非営利活動法人　長
崎のぞみ会

理事長　田中　信春

大橋町3-2

小江原3丁目20-1

田中町575番地2

西山4丁目610

理事長　北島　正一

贈答品、参加商品

手作り美味

838-3191 830-2411

813-3060

古賀町1503-1

清水の里

多機能型事業所
ワークショップあさひ

小江原3丁目20-1

牧島町750-2電脳工房 837-0405

807-4269

813-3118

個人用・イベント等来場者への配布

849-1985849-2855

賞味期限が長く価格も相談に応じられる818-9441

100円～
相談に応じる

100円～
セット商品承りま
す

西山4-604-17

昼食用、贈呈用（クッキー詰合わせ） 3日間

5日間～818-9442

個人用ほか

添加物なしのパン 前々日～

150円～
セット商品承りま
す

イベント等の記念品、会議等のお茶
菓子

5日間～

3,000円～

1枚～

ワークセンターほたる 813-3119 見積合せ

807-4269

色、柄多彩・愛情いっぱいの手作り 4～5日 多量受注の場合、同柄・同色は難しい

古賀町1503-1

社会福祉法人　三恵会

社会福祉法人　武正会

理事長　大山　清英

社会福祉法人　ゆうわ会

理事長  河野　知房 大橋町3-2のぞみ共同作業所

社会福祉法人　長崎市社
会福祉事業協会
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障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表【製品・作業内容別】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

石けん（リサイクル粉石けん） 150円～/個 7日間～ 規格：10kg、5kg、2kg、800g、500gの製造販
売

石けん（半固形石けん　しらかば） 210円/個 14日間～ 規格：300gの製造販売

石けん（固形石けん　白） 手等の洗浄、イベント参加者配布用 120円/個 7日間～ 規格：100gの製造販売

リサイクルキャンドル 贈答品、イベント参加者配布用 円錐、四角錐、キューブ貼り付け、浮き 100～300円/個 20個～ 大量生産ができないので、準備期間が必要

木工品各種 贈答品、イベント等に最適
長崎を使った製品（フラワーボックス、すのこ、
便利台、犬舎、ベンチ他）

製品によって
異なる

当施設規格外も受注
市内、市外配達可能

工芸品（キーホルダー、マグネット、ペ
ン立て等）

イベントの記念品に最適
施設利用者が絵を描いた手作り製品有り。写
真・手書き絵等のバッチ・キーホルダーができ
ます。

桧材を使用した小物製品等、カンバッチ。

コンクリート製品 一般建築、土木、駐車場の車止め
コンクリート二次製品の製造、配達（U字溝４
種類、フェンス基礎ブロック、溜桝３種類、束
石３種類）

前日 市内、市外の配達可能

社会福祉法人　萌友会 理事長　馬場　隆幸 現川町1110-1 コリアンダーの家 現川町1110-1 813-8713 813-8713 陶器 大会記念品等
背高泡立ち草の釉薬で焼いた食器類
色付けがそろわないのが魅力

1週間程度

社会福祉法人　武正会 理事長　北島　正一 田中町575番地2 清水の里 田中町575番地2 838-3191 830-2411 椿シャンプーボトル詰め 個人用・イベント等来場者への配布 特にアレルギー体質の方に好評です 1個～ 4～5日

合同会社ブリス 理事長　原田　千春 目覚町3-6　三愛ビル 障がい者就労支援センター　ブリス
目覚町3-6　三愛ビ
ル

848-7350 848-7355 竹炭商品販売 下駄箱や車内、トイレの消臭 消臭・除湿に効果的 即日

ＥＭ活性液 公園等の環境整備 悪臭防止・環境浄化（水質浄化）
200円/1㎏
100円/500ｇ

14日間

ＥＭ石けん（固形） 業務用、イベント参加者配布用
肌に優しく、地球環境にもやさしいリサ
イクル石鹸。皮脂汚れもよく落ちます。

100円/2個入 10個～ 14日間 大量受注は要相談

社会福祉法人　ゆうわ会 理事長兼施設長　竹内　一 西山4丁目610 ながさきワークビレッジ 西山4-610 824-4243 824-4678
木工製品
（パズル・マグネットなどの小物、家具
等をオーダーメイド製作）

イベント等の記念品（木工品） オーダーには出来る限り希望に応じる 100円～/個 100円～ 3週間

石鹸
もちもちお肌、つるつるお肌に
（ローズヒップ、ローズソルト他）

504円/個

入浴剤
天然岩塩とバラの花びらで保湿効果　　（ロー
ズバスソルト他）

社会福祉法人　長崎市手を
つなぐ育成会

理事長　谷　美絵 大橋町19番19号 陽香里工房 香焼町482-4 871-0130 871-0131 革製品 記念品、贈り物
手作り、長持ちする、デザインは対応可能
（カードケース、しおり、ストラップ）
本革使用、デザイン・色・刻印オリジナル

10個～ 1週間 早めの注文希望

木工品
市民サービス
出生届提出時のお祝品として

動物・アルファベットのブロックのセット 3,000円～ 14日間～

木工品
窓口用、個人用
案内表示やネームスタンドとして

動物の形をしたクリップスタンドの製作 100円～ 7日間～

木工品 会議用、個人用
動物木製コースターの研磨、着色等による製
作(動物各種有)

500円～ 7日間～

工芸品
市民サービス、個人用
行事等で参加記念品等として

季節・行事ごとのデザインを印刷した手すき
のはがきセット

100円～ 7日間～

社会福祉法人　長崎市手を
つなぐ育成会

理事長　谷　美絵 大橋町19番19号 ワークあじさい 三京町702-1 814-1777 814-1778 ビニール袋 必要に応じた種類を製造 1ヶ月半～2ヶ月 要相談
1ヶ月半～2ヶ
月

医療法人　厚生会 理事長　松本　純隆 虹が丘町1-1 ワークステーション　かいこう 虹が丘町1-1 855-3337 855-3302 商品袋 各種サイズの商品袋、手提げ袋、薬袋 100枚～ 7日間～ 印刷対応不可

【生活用品】

理事長　原畑　潤

理事長  齊藤 とも子

西海町2348-12
社会福祉法人　琴の海い
やしの会

特定非営利活動法人　華
かご

川平町1032-2

滑石5丁目9番51号

籠町8-40

理事長　宮嶋　健一

848-4798

825-8000

小江町2734-108

884-3026

川平町1032-2

つくもの里 西海町2348-12

825-8000 個人用、贈答用

843-9001

848-4777

刺激が少なく、生分解性がよい 10個～

3日間～3,000円～配達

884-3138

華かご

ライフ・ワーク小浦

あおぞら

衣類、食器等の洗浄、イベント参加
者配布用

障害福祉サービス事業所　遊歩 801-2211 801-2212

843-8203

社会福祉法人　クローバー

社会福祉法人　遊歩の会 古賀町949理事長　橋口　幸恵

理事長  藤本　達也

籠町8-40

戸石町983-3

社会福祉法人  青空会
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障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表【製品・作業内容別】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

特定非営利活動法人　働く
作業所ひよしクラブ

理事長　川野　哲 飯香浦町3720-3 就労継続支援B型事業所ひよしクラブ 飯香浦町3720-3 822-0503 822-0503 花苗
花苗施設園芸（ビニールハウス）で
の植栽工事及び一般家庭園芸向け
の花苗作りにおける諸作業

上品質 要打合せ

社会福祉法人　長崎市手を
つなぐ育成会

理事長　谷　美絵 大橋町19番19号 ワークあじさい 三京町702-1 814-1777 814-1778 花苗植込み（ビニールポット苗生産・販
売・植込み）

花苗、プランター、植木鉢用 プランター等での販売、花壇植込み可 1ケース～ 7日間～ 販売時期があえばいつでも納品・配達可

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 最低納品単位 納期 備考

名刺 個人用 ロゴ対応可 100枚～ 10日間

のぼり、ポスター、チラシ他 イベントの情報提供 データのみ作成 14日間

合同会社ブリス 理事長　原田　千春 目覚町3-6　三愛ビル 障がい者就労支援センター　ブリス
目覚町3-6　三愛ビ
ル

848-7350 848-7355 名刺・チラシの製作 個人、イベント等の宣伝・ＰＲ デザイン提案可 7日間～

社会福祉法人　恵風会 理事長　髙濵　浩 平山町463-1 そよ風の里 平山町463-1 898-5075 898-5131 デザイン印刷製本
名刺からチラシ・ポスター・冊子ま
で、あらゆる印刷に対応可能

カラーオフセット印刷機を装備
経験豊富なデザイナーによるデザイン提
案が可能。デザイン制作のみも請負可。

別途相談
契約検査課　入札指名業者登録済
予算に合わせた印刷提案ができます。ご相
談ください。

名刺 個人用、事業所用 プラスチックケース付、ロゴ対応可
1,050円～台紙込
みで受注
（台紙持込不可）

100枚～ 3～5日間 専用ソフト使用

挨拶状・案内状 年賀状、暑中見舞い、転任挨拶他 宛名印刷対応 50枚～ 7日間～

冊子・チラシ・ポスター 市民サービス、イベントの情報提供
デザイン制作と印刷製本
紙質、色指定可

7日間～ Adobe Illustrator, Photoshop（使用抽象性の
高いデザイン要求には対応不可）

封筒 各種サイズの封筒印刷
紙質、色指定可
ロゴ入可

15,750円～
13,650円～

角型500枚～
長型1,000枚～

7日間～

看板、表示板等 研修会等の看板の製作・設置・撤去 オリジナルデザインの印刷にも対応可
ﾃﾞｻﾞｲﾝ作成により
予め見積金額が変
動

2週間

印刷 研修会や会議等の資料の大量印刷 50枚～ 2週間

封筒 公文書発送用 紙質、色指定可 14日間

名刺 個人用 ロゴ対応可（データー渡し） 14日間

冊子、チラシ 市民サービス・イベントの情報提供 紙質、色指定可 14日間

名刺 個人・団体
ロゴデザイン可
ケース付、紙質・色指定可

850円～/黒一色
100枚

最短2営業日 配達可

ハガキ、挨拶状
個人他（年賀・喪中・挨拶・封筒入挨
拶状）

極力発注者の希望に合わせます 打合せによる

冊子、チラシ 折込チラシ・○○便り等
デザイン制作と印刷製本
紙質・色指定・写真可

打合せによる

ポスター 市民サービス・イベント等
デザイン制作と印刷
紙質・色指定

打合せによる

封筒 各種サイズの封筒印刷 紙質・色見本有 1,000枚～ 7日間～

【農業用品】

【印　　刷】

西山4丁目610

牧島町750-2

理事長　多田　長三郎

理事長　伊達木　百合子

扇町11-14
特定非営利活動法人　フロ
ンティア

社会福祉法人　ゆうわ会

築町3番18号メルカつき
まち3F

理事長兼施設長　竹内　一

理事長　草野　順子 813-3060

824-4243

894-9991

895-7320築町3番18号メルカ
つきまち3F

障害者就労支援センター　アビリティ

895-9672

842-7910

837-0405

ワークステーションすばる

フロンティアワークス

895-9673

824-5888

扇町13-12　扇町ハ
イツ101号

牧島町750-2

824-4678

西山4丁目626-1

西山4-610ながさきワークビレッジ

電脳工房社会福祉法人　東望会

特定非営利活動法人　障
害者就労支援センター
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障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表【製品・作業内容別】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 受注条件 納期 備考

社会福祉法人　クローバー 理事長  藤本　達也 滑石5丁目9番51号 ライフ・ワーク小浦 小江町2734-108 848-4777 848-4798 清掃 公園等の除草・清掃・トイレ清掃 低木の剪定についても対応可
作業調整のため
準備期間必要

3日間(作業内
容で異なる)

清掃 公共の建物（室内外）の清掃

除草 公園等
低木の剪定についても対応可能
手作業及び草刈機使用

清掃

除草

データ処理 アンケートの集計作業 スピードと正確性がモットー 要相談

テープ起こし 諸会議 CD、MD、テープ対応可 10,000円/1時間 7～14日間

清掃 マンション等の日常清掃・ビル清掃 丁寧な作業 要相談

データ入力・集計 データ入力代行 丁寧な仕事、厳しいチェック
データ項目数等
条件により変化

7日間～

ホームページ制作 イベント等の告知・ＰＲ 低価格・高品質 14日間～

ロゴ等のデザイン制作 ポスター等のイメージ ロゴ等デザイン対応可 要相談 7日間～

写真撮影・画像処理・加工 ポストカードなど（ノベルティ等） 依頼に応じて対応可 要相談 7日間～

故障診断、データ移行、お預かり修
理、出張診断

パソコン関係のサポート一式 パソコン診断士が対応 前日～

アンケート調査など 現地調査代行 アンケート対象者絞っての調査可 要相談

製品の箱・袋詰め・梱包 書類・食品等の袋詰め 速い・正確・綺麗 要相談

会議等のテープ起こし 会議の内容を書面にする パソコン入力が速い 要相談

清掃

除草

空き缶回収

清掃 公園及び公園便所の清掃作業
公園便所については休日等も当番制で対応
可

除草 公園等の除草作業 多人数で活動のため広い面積も対応可

データ入力 データ入力、各種版下作成 10日間～

ホームページ作成 個人用、事業所用 随時更新対応 10日間～
IBMホームページビルダー使用、アップデー
ト、検索サイト登録

軽作業 DM等の封入・発送業務 3日間～

封入封緘、ｼｰﾙ貼り 会議等の配布書類の仕分け、封入
会議資料等を大判封筒に入れる作業または
宛名のラベル貼り作業

100部～ 5日間～ 配達可能

清掃、除草作業 官公庁所有地の除草作業 草刈り機を使用または手作業での除草作業 7日間

自動車整備 一般車両車検 車検・パンク修理などが可 １週間～

多機能型事業所ワークショップあさひ 西山4-604-17 818-9441 818-9442
簡易作業（シール貼り・封入作業、タオ
ル入れ）

会議、イベント用資料詰め、販促物
のラベル貼り、梱包作業等

迅速丁寧、配送も可能 価格相談に応じる
3～7日（数量
により異なる）

データ入力

清掃

除草

空缶回収 全て手作業

除草・清掃 トイレ清掃、公園清掃
植木の剪定、芝刈機による除草
トイレ清掃・ゴミ拾い

通所者の作業計
画調整が必要

1ヶ月～

軽作業 イベント用
イベント開催時の資料等を折り封筒へ入れ
る、宛名シール貼り

600枚～ 前日 印刷対応不可

軽作業 観光案内用
観光地等のパンフレット折り
全ての折りに対応可能

1,000枚～ 2日間 印刷対応不可

軽作業 野菜の皮むき作業

清掃 マンションや地域の清掃作業

軽作業 紙製品他のラベル貼り等 要相談 要相談

除草・清掃 公園、空き地他 草刈機、鎌使用可 要相談
作業調整のため
準備期間必要

清掃、空缶、ビン回収 全て手作業 年間契約要
みどりの課と高浜・高浜海水浴場バス停及
びトイレ清掃管理委託契約締結

花壇管理、除草
花壇の花苗植替え（A＝80㎡）
花壇及び植込みの除草、清掃（A＝
130㎡）

全て手作業
（ただし草刈機による作業もあり）

年間契約要

【役　　務】

理事長　伊達木　百合子

大橋町19番19号

松原町728-2

西山4丁目610

理事長  黒崎　邦博

潮見町567-17

築町3番18号メルカつき
まち3F

社会福祉法人　ゆうわ会 理事長兼施設長　竹内　一

理事長　坂本　昌勝

理事長　田浦　直

理事長  佐藤　治夫

特定非営利活動法人　す
みよし

理事長　草野　順子

岩川町17-19

目覚町3-6　三愛ビル

岩川町17-19

柳谷町6-3

現在、金比羅山公園内のトイレ及び周辺の
清掃を実施

895-7320

全て手作業

837-1500

公園等
入所者の作業計
画調整のため年
間契約要

屋外の高圧洗浄も対応可（水道・電気必要）
公園清掃・館内清掃等

830-2726

824-5888

801-5450

814-1777

848-7641

837-0405

895-9672

高浜町3203-75

築町3番18号メルカ
つきまち3F

就労継続支援（B型）事業所　いちご
ハウス

柳谷町6-3

目覚町3-6　三愛ビ
ル

できれば開始1ヶ
月前位には連絡
を

844-9984

営業日内で（週4
日、月16～18日）

895-3331 895-3331

848-7350

813-3060

824-4243

814-1778

895-9673

844-9983

ながさきワークビレッジ

牧島町750-2

通所者の作業計
画調整のため準
備期間が必要

830-2769

839-2400

障がい者就労支援センター　ブリス

松原町728-2

潮見町567-17

1ヶ月～865-7601

848-7355

824-4678

現在、アパート・マンションの定期清掃（月2
回程度・5棟）、駐車場の清掃及び除草（6か
所・月1回以上）、アパート・マンションの室内
清掃を行っている

871-0130 871-0131

844-2770

単発でも可社会福祉法人　あいわ会

特定非営利活動法人　働く
作業所　いちごハウス

社会福祉法人　長崎市手を
つなぐ育成会

理事長　谷　美絵

社会福祉法人　東望会

潮見が丘学園

障害者就労支援センター　アビリティ

社会福祉法人　橘会

特定非営利活動法人　障
害者就労支援センター

合同会社ブリス

牧島町750-2

就労継続支援Ｂ型事業所　のぐさ

電脳工房

理事長　原田　千春

理事長  立石　傳太郎

ひまわりの家

三京町702-1ワークあじさい

宮崎町69番地

大橋町19番19号夢工房　みどり

西山4丁目626-1ワークステーションすばる

陽香里工房 香焼町482-4

サントピア学園

西山4-610

特定非営利活動法人　きょ
うせい

5



障害者支援施設等取扱い製品・作業等一覧表【製品・作業内容別】

法人名 代表者名 法人住所 事業所名 事業所住所 電話 FAX 品名 各所属に勧めたい用途 製品等の特徴 価格（円） 受注条件 納期 備考

データ入力 アンケート・住所録等
データ・テキスト入力
データ入力後ラベル印刷
規定フォームへの入力にも対応

打合せによる

ホームページ作成 簡単なデザインのホームページ作成 打合せによる

軽作業
（書類ファイリング・封入作業他）

市民サービス等の文書発送 投函まで可 打合せによる

軽作業
（ラミネート加工（1枚もの））

チラシ等 Ａ３サイズまで 打合せによる

テープ起こし（Word入力） 会議・講演 印刷・ＣＤ渡し可
録音状態により1分
単価が変更

打合せによる

除草・剪定 公園 庭木の剪定可 急勾配地不可

清掃 公園、居室の清掃、ワックス作業
作業計画調整の
ため3日前の準備
期間が必要

清掃作業 公共施設の清掃・トイレ清掃等 日常清掃他機械等を使用した清掃も可 協議のうえ決定

除草作業 公園及び空地の除草作業 刈払機の使用可　剪定・伐採可 協議のうえ決定

封入作業
案内文書等の封書
作業案内文書等の封書～発送

協議のうえ決定

株式会社　ディーソル 代表取締役　今村　勇雄
東京都中央区日本橋人
形町1-8-4　東商共同ビ
ル

株式会社ディーソル　長崎事業所
大黒町11番地8　長
崎東京生命館5F

821-4381 821-4362 データ入力

社会福祉法人　琴の海い
やしの会

理事長　原畑　潤 西海町2348-12 つくもの里 西海町2348-12 884-3026 884-3138 除草・清掃 公園における除草やトイレの清掃 機械も使用 要相談 要相談 要相談

【役　　務】

古賀町1503-1

理事長　多田　長三郎

古賀町1503-1理事長　田中　信春 813-3118

842-7910

855-3337 855-3302

813-3119

894-9991
特定非営利活動法人　フロ
ンティア

理事長　松本　純隆

ワークセンターほたる

フロンティアワークス

医療法人　厚生会 虹が丘町1-1ワークステーション　かいこう虹が丘町1-1

扇町11-14
扇町13-12　扇町ハ
イツ101号

社会福祉法人　長崎市社
会福祉事業協会
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