
物品・役務を提供できる障害者就労施設等一覧

事務用
品・書
籍

食料品
・飲料

小物雑
貨

その他
の物品

印刷
クリー
ニング

清掃・
施設管
理

情報処
理

その他
の役務

1
就労支援センター
たんぽぽ

社会福祉法人
たんぽぽ会

891-0102
鹿児島市星ケ峯４丁目
２－６

099-265-1267 099-800-1837 ○ ○ ○ ○ ○

2
就労支援センター
夢たんぽぽ

社会福祉法人
たんぽぽ会

891-0102
鹿児島市星ケ峯４丁目
２－６

099-265-1267 099-800-1837 ○

3
就労支援センター
パーム

社会福祉法人
たんぽぽ会

891-0102
鹿児島市星ケ峯４丁目
２－６

099-265-1267 099-800-1837 ○ ○

4
就労支援センター
郡山たんぽぽ

社会福祉法人
たんぽぽ会

891-1105
鹿児島市郡山町
１９６７－２

099-298-3381 099-298-3381 ○ ○

5
障害者就労支援施設
セルプつわぶき

社会福祉法人
宝林福祉会

891-1205
鹿児島市犬迫町
７９３９番１

099-238-0224 099-238-0577 ○ ○

6 セルプいしき
社会福祉法人
松和会

890-0007
鹿児島市伊敷台４丁目
１－７

099-229-9810 099-229-9821 ○ ○

7 神之川温泉
特定非営利活動法人
クリンカ鹿児島

891-1107
鹿児島市有屋田町
６０３－５

099-298-2700 099-298-2721 ○ ○ ○ ○

8 悠々亭鴨池
特定非営利活動法人
クリンカ鹿児島

890-0063
鹿児島市鴨池2丁目22番18号
鹿児島市保健・急病センター3Ｆ

099-258-7739 099-258-7727 ○

9 ウェルカムあざみ
特定非営利活動法人
障害者自立支援センター
薊愛会

890-0023
鹿児島市永吉１丁目
３４番１１号　床次ビル１階

099-802-4795 099-802-4895 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 福祉作業所　スマイル
特定非営利活動法人
薩摩ＲＯＣK・ＣＬＵＢ

892-0842
鹿児島市東千石町8-23
天神プラザビル３Ｆ－A

099-223-1140 099-227-2665 ○ ○

11 福祉作業所　スマイル2
特定非営利活動法人
薩摩ＲＯＣK・ＣＬＵＢ

892-0842
鹿児島市東千石町４－３
０まつのえビル２０６

099-298-9614 099-298-9615 ○ ○ ○

12 ワークセンター 葉月
特定非営利活動法人
山角の会

891-0150
鹿児島市坂之上２丁目
２５－１６

099-210-8050 099-210-8051 ○

13
地域活動支援センター
ドリーム

特定非営利活動法人
鹿児島県社会福祉
センター

890-0056
鹿児島市下荒田１丁目
３７－１

099-258-7133 099-201-5582 ○ ○ ○ ○

14 イーエヌ水耕栽培
株式会社
イーエヌ工業

891-1103
鹿児島市川田町
２０２３－１

099-298-7795 099-298-7795 ○

15
障害者就労継続支援Ａ型
／Ｂ型事業所ゆくさ

株式会社
加那

899-0024
鹿児島市明和１丁目
２５－１
ファミリープラザめいわ２Ｆ

099-298-5343 099-298-5344 ○ ○

受注可能な物品・役務

ＦＡＸ

事業所名

(事業所名をクリックすると
詳細な情報が見られます)

法人名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ



物品・役務を提供できる障害者就労施設等一覧

事務用
品・書
籍

食料品
・飲料

小物雑
貨

その他
の物品

印刷
クリー
ニング

清掃・
施設管
理

情報処
理

その他
の役務

16
ワークステージつばさ
鹿児島

株式会社
ワークステージつばさ

890-0081
鹿児島市唐湊４丁目
１７番２号

099-255-7749 099-255-7840 ○ ○ ○ ○

17 野原
合同会社
グリーン

891-0151
鹿児島市坂之上１丁目
２０－２５

099-296-7860 099-296-7877 ○ ○

18
就労継続支援A型事業所
ラスター

合同会社
ダイバーシティ鹿児島

892-0838
鹿児島市新屋敷町16番
公社ビル421号

099-295-0290 099-295-0291 ○ ○

19
就労継続支援センター
いぶき

特定非営利活動法人
いぶき会

890-0063 
鹿児島市鴨池１丁目６３
番２２号メゾン鴨池１０２

099-203-0258 099-203-0258 ○

20 Fill-Try
株式会社
Ｓ・Ｐ・Ｄ

890-0056
鹿児島市下荒田2丁目1-
1サンプライス荒田3F

099-255-6790 099-255-6798 ○ ○ ○

21
サポートなごみ
ＰＥＡＣＥＦＵＬ　ＧＡＲＤ
ＥＮ

社会福祉法人　正和
会

890-0064
鹿児島市鴨池新町１－７
社会福祉センター１階

099-254-9305 099-254-9306 ○

22  サポートなごみ
社会福祉法人　正和
会

891-0144 鹿児島市下福元町3481 099-260-2811 099-260-0003 ○ ○ ○ ○

23 和っ葉
株式会社
Ｓ・Ｐ・Ｄ

892-0816 鹿児島市山下町12-12 099-294-9721 099-294-9722 ○

24 就労継続支援B型事業所ミライへ 株式会社美来 896-0006
いちき串木野市東塩田
町１番地３F

0996-24-8433 0996-24-8434 ○ ○ ○

ＦＡＸ

受注可能な物品・役務

事業所名 法人名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ



障害者就労施設等個表

事業所名 就労支援センターたんぽぽ 法人名

所在地 鹿児島市星ケ峯４丁目２－６ サービス種別

ＴＥＬ 099-265-1267 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

紙漉き製品 ご相談ください ご相談ください

はがき・しおり ご相談ください ご相談ください

屋久杉製品：キーホルダー・ストラップ ご相談ください ご相談ください

箸袋 ご相談ください ご相談ください

弁当製造 ご相談ください ご相談ください

草刈・清掃作業 ご相談ください ご相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

社会福祉法人たんぽぽ会

就労継続支援Ｂ型

099-800-1837

pino@san.bbiq.jp

価格(目安)

物品

１枚枚辺り
名刺：20円～
ハガキ50円～
Ａ４：100円～

ハガキ：250円～
しおり：150円～

キーホルダー：400円
ストラップ400円

1枚：50円～

日替わり弁当：480円
定食（とんかつ・生姜・
唐揚げ）：580円

役務

ご相談ください

・紙漉き製品：名刺・ハガキ・大判等サイズ要望に応じます。手漉きの味わいのある紙です。屋久杉粉入り
もあります。
・はがき・しおり：屋久杉の薄板で模様を付けたハガキとしおりです。一つ一つデザインを工夫した手の込
んだ商品です。
・屋久杉製品：屋久杉の木片を加工してキーホルダーやストラップを作成しています。屋久杉を丁寧に研
磨して作成した製品です。
・箸袋：手漉き紙を使用した上品な箸袋です。
・弁当製造：手作りの日替わり弁当を宅配しています。（実績：鹿児島市愛のふれあい会食）
・草刈・清掃作業：鹿児島市からの委託や不動産関係から依頼を受けて空地や駐車場等の草刈・清掃・側
溝清掃等をしています。草刈り・清掃作業に慣れている利用者さんが数多くいます。（実績：鹿児島市公園
緑化課・鹿児島市環境衛生課・鹿児島市管財課・鹿児島市水道局・鹿児島市立病院・鹿児島市土地開発
公社）

mailto:pino@san.bbiq.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 就労支援センター夢たんぽぽ 法人名

所在地 鹿児島市星ケ峯４丁目２－６ サービス種別

ＴＥＬ 099-265-1267 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

ポップコーン
（キャラメル味・チーズ味・梅かつお味）

ご相談ください ご相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

・定番のキャラメル味や珍しい梅かつお味がありどちらも人気商品です。

役務

物品

1個：200円

社会福祉法人たんぽぽ会

就労移行支援

099-800-1837

pino@san.bbiq.jp

価格(目安)

mailto:pino@san.bbiq.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 就労支援センターパーム 法人名

所在地 鹿児島市星ケ峯４丁目２－６ サービス種別

ＴＥＬ 099-265-1267 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

鹿児島クリアファイル ご相談ください ご相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

社会福祉法人たんぽぽ会

就労継続支援Ｂ型

099-800-1837

pino@san.bbiq.jp

価格(目安)

物品

1枚：300円＋税

・鹿児島の観光名所の写真を使ったクリアファイルです。「桜島」「西郷隆盛像」「白谷雲水峡」「縄文杉」の4
種類をご用意しています。記念品やご贈答用にお使いいただけます。

役務

mailto:pino@san.bbiq.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 就労支援センター郡山たんぽぽ 法人名

所在地 鹿児島市郡山町1967-2 サービス種別

ＴＥＬ 099-298-3381 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

草刈・清掃作業 ご相談ください ご相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

社会福祉法人たんぽぽ会

就労継続支援Ｂ型

099-298-3381

pino@san.bbiq.jp

価格(目安)

物品

・草刈・清掃作業：鹿児島市からの委託や不動産関係から依頼を受けて空地や駐車場等の草刈・清掃・側
溝清掃等をしています。草刈り・清掃作業に慣れている利用者さんが数多くいます。（実績：鹿児島市環境
衛生課・鹿児島市管財課・鹿児島市水道局・鹿児島市土地開発公社）

役務

ご相談ください

mailto:pino@san.bbiq.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 障害者就労支援施設セルプつわぶき 法人名

所在地 　　　鹿児島市犬迫町7939番1 サービス種別

ＴＥＬ 　　　　099-238-0224 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

　つわぶきの黒豚　

　　　　　　同上　　　　ロース200ｇ入り凍結品 1回　25個まで 10日前まで

　　　　　　同上　　　肩ロース200ｇ入り凍結品 1回　10個まで 10日前まで

　　　　　　同上　　　　バラ肉200ｇ入り凍結品 1回　25個まで 10日前まで

　　　　　　同上　　　　モモ肉200ｇ入り凍結品 1回　35個迄 10日前まで

　　　　　　同上　　　　ウデ肉200ｇ入り凍結品 1回　25個まで 10日前まで

　　　　　　同上　　料理用途に合わせた商品

　　袋詰め ご相談ください

物品等の
ＰＲ，これ
までの実
績等

受注時の
希望，条
件

　社会福祉法人　宝林福祉会

　就労継続支援Ｂ型

　099-238-0577

　

　　　サービス管理責任者　奥村　紀昭

価格(目安)

物品

600円（1個）

600円（1個）

450円（1個）

300円（1個）

300円（1個）

ご相談ください

　鹿児島県種豚改良協会より黒豚の子豚を購入し野菜等を煮た飼料と濃厚飼料を給与して肥育した、黒豚
肉の販売をしております。

役務



事業所名 セルプいしき 法人名

所在地 鹿児島市伊敷台四丁目１－７ サービス種別

ＴＥＬ 099-229-9810 ＦＡＸ

ホームページ http://selp-ishiki.jp Ｅ－ｍａｉｌ

担当者名

物品・役務の別 品名・内容 受注可能量 納期の目安

パン 1回100個まで 1週間前までに

クッキー 1回50個まで 1週間前までに

Ｔシャツプリント 50枚くらい 2ヶ月前

障害者就労施設等個表

社会福祉法人　松和会

就労継続支援Ｂ型、生活介護

099-229-9821

selp-h1341nt@po5.synapse.ne.jp

中原

価格（目安）

物品

70～140円（1個）

110円（1個）

1500円～（1枚）

物品等のＰＲ
これまでの実

績等

ふっくら、もちもちで、美味しいとの評価をいただいております。特に食パン・クルミ食パ
ンは好評、お勧めはチョコ棒です。

受注時の希
望、条件

・パン類は1週間前までに、Ｔシャツ類は2か月前までにお願いします。
・日・祭日は休みとなっております。

役務

http://selp-ishiki.jp
mailto:selp-h1341nt@po5.synapse.ne.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 神之川温泉 法人名

所在地 鹿児島市有屋田町603-5 サービス種別

ＴＥＬ 099-298-2700 ＦＡＸ

ホームページ http://www5.synapse.ne.jp/kaminokawa/contents/crinka/index.html Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

お弁当（お昼の日替弁当）
約50食（ご相談く

ださい）

大量注文の場合は、前
もってご連絡・ご相談くださ

い。

温泉入浴券（家族風呂含）
ＡＭ10：00　　～
ＰＭ10：00営業

事前にご相談させてください

床洗浄ワックスがけ（ハウスクリーニング） 御相談ください
事前打ち合わせの

上、ご相談させてくだ
さい。

草刈り・草取り 約30a/日
事前打ち合わせの

上、ご相談させてくだ
さい。

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

特定非営利活動法人　クリンカ鹿児島

就労継続支援Ａ型

099-298-2721

crinka-kaminokawa@po4.synapse.ne.jp

高橋

価格(目安)

物品

450円

御相談ください

温泉入浴券は会社・団体様の福利厚生等にご利用ください。完全かけ流しの温泉でゆっくり心も身体も癒
してください。

お弁当については、申し訳ございませんが、個人宅への配達は行っておりません。また催し物や会議等で
のお食事用として、ご予算に応じたお弁当（450～1000円程度）も承っていますので、事前にご連絡・ご相
談させてください。　　　　　　　　　　　　　草刈り作業は事業所周辺のエリア（有屋田、郡山）に限らせていた
だきます。

役務

御相談ください

1500円/ｈ・人
（御相談下さい）

http://www5.synapse.ne.jp/kaminokawa/contents/crinka/index.html
mailto:crinka-kaminokawa@po4.synapse.ne.jp


障害者就労施設等個表

事前にご相談させてください



障害者就労施設等個表

事業所名 悠々亭鴨池 法人名

所在地 鹿児島市鴨池2丁目22番18号　3Ｆ サービス種別

ＴＥＬ 099-298-2700 ＦＡＸ

ホームページ http://www5.synapse.ne.jp/kaminokawa/contents/crinka/index.html Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

お弁当（お昼の日替弁当）
約200食（ご相談く

ださい）

大量注文の場合は、前
もってご連絡・ご相談くださ

い。

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

特定非営利活動法人　クリンカ鹿児島

就労移行支援　就労継続支援Ｂ型

099-258-7739

crinka@song.ocn.ne.jp

山崎

価格(目安)

物品

450円

まごころ込めたお弁当作りを行っており、各官公庁様をはじめ様々な方々にご好評をいただいております。
ぜひお試しください。

申し訳ございませんが、個人宅への配達は行っておりません。また催し物や会議等でのお食事用として、
ご予算に応じたお弁当（450～1000円程度）も承っていますので、事前にご連絡・ご相談させてください。

役務

http://www5.synapse.ne.jp/kaminokawa/contents/crinka/index.html
mailto:crinka@song.ocn.ne.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 ウェルカムあざみ 法人名

所在地 鹿児島市永吉1丁目34番11号　床次ビル1階 サービス種別

ＴＥＬ 099-802-4795 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

季節野菜 時期によります 即日(品・数量によります)

海産物加工食品（つくだ煮セット・昆布類全15品目） 御相談下さい 即日(数量によります)

手芸・工芸品（竹･ビーズ･貝殻・毛糸製品） 御相談下さい 即日(数量によります)

除草・清掃作業 要事前見積 要相談

ドキュメントファイリング（書籍・資料等の紙媒体の電子化） 御相談下さい 1日　約5冊

印刷作業（名刺・会議資料・レジュメ等の推敲・作成・製本） 御相談下さい 3日～1ヶ月

内職作業請負 御相談下さい 即日(品・数量によります)

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

特定非営利活動法人　障害者自立支援センター薊愛会

就労継続支援B型

099-802-4895

npokeiaikai@gmail.com

井上　直哉

価格(目安)

物品

100円/袋

150円～500円

50円～300円

みんなで出来る力・技術を持ち寄って、一般就労を目指し、訓練しております。どの作業・
製品も一般に引けをとらない仕上がり・品質を保っており、ご注文下さった企業様・お客
様よりご好評を頂いております。私共が日々努力した成果で、皆様が笑顔になって頂け
たら、こんなに嬉しいことはありません。ご注文、お待ちしております！

ご注文、随時承っております。
物品に関しましては、送料お安く全国発送できます。
数量によっては、お時間戴くことも御座います。早目のご注文をお願い致します。

役務

500円/人･時間

50円/冊（約200P）

1,000円～

要相談

mailto:npokeiaikai@gmail.com


障害者就労施設等個表

事業所名 福祉作業所スマイル 法人名

所在地 鹿児島市東千石町8-23天神プラザビル３Ｆ－Aサービス種別

ＴＥＬ 099-223-1140 ＦＡＸ

ホームページ http://satsuma-rock.com/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

印刷物折り ご相談ください １～２週間前

おしぼり類折り ご相談ください １～２週間前

袋詰め ご相談ください １～２週間前

データ入力 ご相談ください １～２週間前

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

特定非営利活動法人　薩摩ＲＯＣK・ＣＬＵＢ

就労継続支援Ｂ型

099-227-2665

info@satsuma-rock.com

蔵元　誠也

価格(目安)

物品

様々なお得意様よりＤＭの封筒詰や、チラシ折りのご依頼を受けています。

お気軽にご相談ください。

役務

0.3円（１部）

0.3円

0.3円

ご相談ください

http://satsuma-rock.com/
mailto:info@satsuma-rock.com


障害者就労施設等個表

事業所名 福祉作業所スマイル2 法人名

所在地 鹿児島市東千石町4-３０まつのえビル206 サービス種別

ＴＥＬ 099-298-9614 ＦＡＸ

ホームページ http://satsuma-rock.com/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

印刷物折り ご相談ください １～２週間前

おしぼり類折り ご相談ください １～２週間前

袋詰め ご相談ください １～２週間前

データ入力 ご相談ください １～２週間前

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

特定非営利活動法人　薩摩ＲＯＣK・ＣＬＵＢ

就労継続支援Ｂ型

099-298-9615

info@satsuma-rock.com

福留　秀幸

価格(目安)

物品

様々なお得意様よりＤＭの封筒詰や、チラシ折りのご依頼を受けています。

お気軽にご相談ください。

役務

0.3円（１部）

0.3円

0.3円

ご相談ください

http://satsuma-rock.com/
mailto:info@satsuma-rock.com


障害者就労施設等個表

事業所名 ワークセンター葉月 法人名

所在地 鹿児島市坂之上２丁目25-16 サービス種別

ＴＥＬ 099-210-8050 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

資源回収（ペットボトル・空き缶） 御相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

・野菜の栽培もしていますが、七ツ島物産館へ委託販売しているため、個別の販売には至っておりません。

・七ツ島物産館にて委託販売しているので、今のところは受注はできません。

役務

物品

NPO法人 山角の会

就労継続支援B型

099-210-8051

yamazuminokai1@gmail.com

理事長：上山 涼子

価格(目安)

mailto:yamazuminokai1@gmail.com


障害者就労施設等個表

事業所名 地域活動支援センター　ドリーム 法人名

所在地 鹿児島市下荒田１丁目３７－１ サービス種別

ＴＥＬ 099-258-7133 ＦＡＸ

ホームページ http://hukushi.or.jp/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

公園清掃・除草作業 １週間程度

シール貼り １週間程度

コンピューター学習指導 １週間程度

経理・帳簿等入力作業 １週間程度

籐籠製品製作 １週間程度

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

役務

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

物品

特定非営利活動法人　鹿児島県社会福祉センター

就労継続支援Ｂ型

099-201-5582

info@hukushi.or.jp

川崎・柴田

価格(目安)

http://hukushi.or.jp/
mailto:info@hukushi.or.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 イーエヌ水耕栽培 法人名

所在地 鹿児島市川田町２０２３－１ サービス種別

ＴＥＬ ０９９－２９８－７７９５ ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

小松菜 1回２００袋まで 前日

小松菜餃子 1回40パックまで 3日

小松菜ウインナー 1回20パックまで １週間

小松菜ハンバーグ 1回20パックまで １週間

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

水耕栽培で生産される安心安全の小松菜とその加工食品です。実績は郡山学校給食、鹿児島大学病院、鹿児島市農政課

小松菜は日産６０kgできます。

役務

物品

100円（１袋）

600円（1パック）

600円（1パック）

600円（1パック）

㈱イーエヌ工業

就労継続支援B型

０９９－２９８－７７９５

komatsunat@gmail.com

茶圓武志

価格(目安)

mailto:komatsunat@gmail.com


障害者就労施設等個表

事業所名 障害者就労継続支援Ａ型／Ｂ型事業所ゆくさ 法人名

所在地 鹿児島市明和１－２５－１　ファミリープラザめいわ２Ｆサービス種別

ＴＥＬ ０９９－２９８－５３４３ ＦＡＸ

ホームページ http://kana-yukusa.sunnyday.jp/index.html Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

古物販売（古物全般） 物による 在庫限り

委託販売 物による 在庫限り

エアコンクリーニング ご相談ください ご相談ください

古物売買・古物委託販売 ご相談ください ご相談ください

一般廃棄物処理 ご相談ください ご相談ください

不用品引き取り ご相談ください ご相談ください

クラシックギター演奏活動 ご相談ください ご相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

・エアコンは5月開始～6月末までに３０軒程度のクリーニング作業をさせていただきました。リピート注文も
多数寄せられています。
・古物販売（ミニ冷蔵庫・・委託販売（火山灰で作った西郷さん・坂元竜馬等のマスコット等）もおかげさまで
多数の売買経験をさせて頂いております。

市場での流通・提供より安価で対応させて頂いております。当社カレンダーにてご予約が受けられない日
もあります。（日・祝休み）

役務

3500円

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

物品

市場より安価

市場より安価

株式会社　加那

就労継続支援Ａ／Ｂ型

０９９－２９８－５３４３

德永　孝二（サービス管理責任者）

価格(目安)

http://kana-yukusa.sunnyday.jp/index.html


障害者就労施設等個表

事業所名 ワークステージつばさ鹿児島 法人名

所在地 鹿児島市唐湊４丁目１７番２号 サービス種別

ＴＥＬ 099-255-7749 ＦＡＸ

ホームページ http://www.nki-jp.com/tsubasa/index.html Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

寝具・カーテン等 ご相談下さい ご相談下さい

紙おむつ等 〃 〃

ユニフォームリース（洗濯付） 〃 〃

マットレス 〃 〃

介護利用者・入院患者様私物洗濯クリーニング ご相談下さい ご相談下さい

病院用リネンサプライ（クリーニング含） 〃 〃

ドライクリーニング 〃 〃

ホテル用リネンサプライ（クリーニング含） 〃 〃

ユニフォーム・その他一般クリーニング 〃 〃

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

株式会社ワークステージつばさ

就労移行支援・就労継続支援Ｂ型

099-255-7840

isowaki@nki-jp.com

事務局　磯脇孝一

価格(目安)

物品

ご相談下さい

〃

〃

〃

　介護施設等の入社者様や病院等の入院患者様の私物（私服）洗濯や、タオルや清拭・オムツ類のリネン
サプライを中心に事業を行っております。　また、病院基準寝具やホテルなどのリネンサプライも含め、一
般的なクリーニング全般に対応が可能です。

　最近では、ハローワークのぬいぐるみ洗濯を行いました。　また、剣道防具などの洗濯も始めておりま
す。

　リネンサプライ等については、長期の契約を前提として契約させて頂いておりますが、単発のレンタルで
も提供が可能な場合もあります。　またものにもよりますが、特殊なものの洗濯でも対応可能ですので、ま
ずはお問合せ下さい。

役務

ご相談下さい

〃

〃

〃

〃

http://www.nki-jp.com/tsubasa/index.html
mailto:isowaki@nki-jp.com


障害者就労施設等個表

事業所名 野 原 法人名

所在地 鹿児島市坂之上１－２０－２５ サービス種別

ＴＥＬ ０９９－２９６－７８６０ ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

乾物加工食品の再加工、検品、袋詰 １回９０ｋｇ迄 最大1週間

清掃、除草作業 御相談ください 1～２日

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

合同会社 グリーン

就労継続支援Ｂ型

０９９－２９６－７８７７

g_25_7@po2.synapse.ne.jp

価格(目安)

物品

受注先による

役務

900円（㎡当たり）

mailto:g_25_7@po2.synapse.ne.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 就労継続支援A型事業所ラスター 法人名

所在地 鹿児島市新屋敷町16番公社ビル421号 サービス種別

ＴＥＬ 099-295-0290 ＦＡＸ

ホームページ http://www.luster-kagoshima.com/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

名刺作成 100枚～ 3～5営業日程度

封筒作成 ご相談ください ご相談ください

チラシ作成 ご相談ください ご相談ください

リーフレット作成 ご相談ください ご相談ください

パンフレット作成 ご相談ください ご相談ください

ホームページ作成 ご相談ください 2週間～3カ月程度

イラスト作成 ご相談ください ご相談ください

プレゼンテーション資料作成 ご相談ください ご相談ください

データ入力作業 ご相談ください ご相談ください

名簿校正・入力作業 ご相談ください ご相談ください

アンケート入力作業 ご相談ください ご相談ください

画像調整作業 ご相談ください ご相談ください

テープ起し ご相談ください ご相談ください

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

ご注文は随時承っております。各物品・役務等は内容により金額が変わりますので、まずはお見積りのご
依頼のほうお気軽にお問い合わせください。

1,100円/100枚～

物品

役務

ご相談ください

ご相談ください

※官公庁様・福祉施設様は割引制度がございますので、お問い合わせください。
※価格はすべて税別です。

主な業務内容としては、ホームページ制作、各種チラシ・パンフレット制作、名刺・封筒制作、名簿校正作
業及びデータ入力などを行っており、丁寧かつ低料金をモットーにお客様に喜んでいただけるよう取り組
んでおります。
プロのデザイナー（WEB、DTP）、システムエンジニアが常駐しており、利用者さんと共に作業を進めていき
ますので、安心してご依頼下さい。

ご相談ください

50,000円～

ご相談ください

合同会社ダイバーシティ鹿児島

就労継続支援A型事業所

099-295-0291

luster.office@gmail.com

浦島

価格(目安)

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

ご相談ください

http://www.luster-kagoshima.com/
mailto:luster.office@gmail.com


障害者就労施設等個表

事業所名 就労継続支援センターいぶき 法人名

所在地
鹿児島市鴨池１丁目６３番２２号メゾン鴨池
１０２

サービス種別

ＴＥＬ 099-203-0258 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

点字名刺作成 何枚でも可
１，０００枚受注の場

合，３日程度

封筒の点字入れ 何枚でも可
１，０００枚受注の場

合，３日程度

自動販売機の点字表示 何台でも可 １日２・３台

点字メニュー作成 何枚でも可 １日２・３件

その他点字製版 内容による 内容による

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

受注時の希
望，条件

特定非営利活動法人 いぶき会

就労継続支援Ｂ型

099-203-0258

ibuki-26401@po5.synapse.ne.jp

小山 義方

価格(目安)

ご注文は随時承っております。各品・役務等は内容により金額が変わりますので、お気軽にお問い合わせください。

製版代（１件当た
り）５００円＋１枚

あたり１０円

名刺と自動販売機などへの点字表示の仕事はすでにお受けできますが，封筒への点字表示につきまして
は，６月中旬からの納品となります。申し訳ありませんが，よろしくお願い申し上げます。

物品

役務

当事業所では，今年４月から点字製版の仕事を始めました。役所から送られてくる公文書などの封筒に点
字表示がなければ，視覚障害者はそれが何の書類であるかわからず，大切な書類を紛失したり捨てたり
する事例が多くあります。「封筒に点字を張って欲しい」という当事者からの要望を受け，今回この仕事を
始めた次第です。また，視覚障害者が安心して施設を利用できるよう，自動販売機やオフィスの入口に点
字表示をしたり，飲食店に点字メニューを置かせていただく仕事も行っております。また，名刺に点字を入
れる仕事も行っております。是非，多くの受注をお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。

製版代（１件当た
り）５００円＋１枚

あたり５円

製版代（１機当た
り）５００円＋１商

品あたり３円

１ページ当たり
１，０１０円

内容により設定

mailto:ibuki-26401@po5.synapse.ne.jp


事業所名 Fill-Try 法人名

所在地 鹿児島市下荒田2丁目1-1ｻﾝﾌﾟﾗｽ荒田3F サービス種別

ＴＥＬ 099-255-6790 ＦＡＸ

ホームページ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

ギフト商品包装 1000個 一週間程

季節野菜箱詰め・袋詰め 1000P/300箱（5kg） 3～4日

ペーパーフラワー（BOXタイプ）ｷﾞﾌﾄ用 ご相談下さい ご相談下さい

シール・ラベル貼り ご相談下さい ご相談下さい

封入・封緘 ご相談下さい ご相談下さい

ダンボール・紙箱折り ご相談下さい ご相談下さい

賃貸ビル・マンション清掃作業共有部分含む ご相談下さい 週3～4回可能

電話帳配布【戸建・集合住宅】 各地域別受注 ご相談下さい

構内作業（ポスティングチラシセット作り） ご相談下さい 週2～3回可能

商品品出し・陳列（スーパー・コンビ二他） ご相談下さい ご相談下さい

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

賃貸ビル・マンション清掃や店舗（居酒屋等）清掃作業は、毎月の請負契約（エリア・時間・回数等は要相
談可）でお願い致します。

役務

30000円/月～

15円～/1部

ご相談下さい

時給応相談

ギフト包装作業は受注先より仕上がりがとても良いと好評価をいただいていります。ご利用者も比較的作
業スキルが高い方が多いので、細かな作業にも対応できます。

物品

15円～

8円～

1,000円～（1箱）

ご相談下さい

ご相談下さい

5円～

株式会社　S・P・D

就労継続支援B型

099-255-6798

info@fill-try.com

 米澤　博之　(目標工賃達成指導員）

価格(目安)

mailto:info@fill-try.com


障害者就労施設等個表

事業所名 サポートなごみ　ＰＥＡＣＥＦＵＬ　ＧＡＲＤＥＮ 法人名

所在地 鹿児島市鴨池新町１－７社会福祉センター１階サービス種別

ＴＥＬ 099-254-9305 ＦＡＸ

ホームページ http://www5.synapse.ne.jp/nagomi/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

店内飲食 45名 予約可能

弁当 ～100個（ご相談） 3日前までの予約

オードブル ご相談 3日前までの予約

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

社会福祉法人　正和会

就労継続支援Ａ型

099-254-9306

rpg@po2.synapse.ne.jp

支配人　　有村　達郎

価格(目安)

物品

400円～

500円～

3000円～

県庁前社会福祉センター1階にてレストランを営業中。日替わりランチなど人気でたくさんのお客様にご来
店いただいております。お弁当の宅配なども官公庁、企業などの会議、研修等でご利用いただいておりま
す。　　　　　　　　　　　　　夜の営業はご予約にて営業いたします。料亭、有名ホテルでの経験のある和食職
人の作る本格コース料理もご好評いただいております。

お弁当、オードブルなどのご予約は原則3日前までにご連絡ください。個数、ご予算など都度、ご相談下さ
い。　　　　　　受付時間　8：30～17：00（定休日　日曜、祝日　）

役務

http://www5.synapse.ne.jp/nagomi/
mailto:rpg@po2.synapse.ne.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 サポートなごみ 法人名

所在地 鹿児島市下福元町３４８１ サービス種別

ＴＥＬ 099－260－2811 ＦＡＸ

ホームページ http://www5.synapse.ne.jp/nagomi/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

焼き菓子（げたんは・黒糖刃・がんたれっ・ブニセ） 1回・10ｋｇ分程 約2週間

焼き菓子（ブリュレ・各種ラスク・焼ドーナツ等） 1回・100個程 約2週間

菓子パン・給食用各種パン 1回・300個程 約2週間

キッチンハーブ・各種ハーブ加工品・ソルト食品 ご相談 翌日～1週間

手芸用品（さをり織り） ご相談 約2週間

印刷・データ入力 お見積り ご相談

各封入作業（基本：A4、3枚まで） 1日：800袋 ご相談

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

社会福祉法人　正和会

就労継続支援B型

099－260－0003

moriyama-nagomi@po5.synapse.ne.jp

企画販売部門　森山　博年

価格(目安)

物品

150～350円

120～180円

ご相談

180～1000円

300～30,000円

安心・安全をモットーにHACCPに準ずる規格、検査を行い、手作りを基本に製造しています。
また、企業様のOEM商品の製造・ご提案もさせて頂いております。　各種イベント・バザー等提供商品ありま
す。
・パンブリュレ：南九州サンクス6,000個納品　　　・国民文化祭菓子納品　　・金融関係年金用菓子納品
・焼き菓子：OEM納品中　　　・キッチンハーブ等：鹿児島市内レストラン納品中

都度、ご相談下さい。

役務

お見積り

6円：1枚増毎1円プラス

http://www5.synapse.ne.jp/nagomi/
mailto:moriyama-nagomi@po5.synapse.ne.jp


障害者就労施設等個表

事業所名 和っ葉 法人名

所在地 鹿児島市山下町12-12 サービス種別

ＴＥＬ 099-294-9721 ＦＡＸ

ホームページ http://spd-kagoshima.co.jp/ Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

要事前予約

配達可能時間11時30分～

　

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

１日180個くらいまで

おまかせ特注弁当（イベント，催し物） 例：800円（１個）

株式会社　Ｓ・Ｐ・Ｄ

就労継続支援Ａ型

099-294-9722

info@fill-try.com

米澤　博之

価格(目安)

●当日のお弁当配達（３個以上）につきましては，ＡＭ９時３０分までご注文を承っております。
●ご予算に応じて特注弁当も承ります（研修・会議・イベント等）
●10個以上のご注文は前々日までにお願いします。
●中身については，旬の食材を使っているため季節によって彩が変わります。

事前相談（10個以
上）前々日までにご
相談ください。
時間指定・曜日指定
も可

役務

おかげさまで，官公庁他各学校関係周辺企業様など定期的にお弁当のご依頼があり，その際もおいしいと
のお声をいただいております。店内飲食におきましては，市役所や裁判所他等の職員の皆様のご利用があ
り，ランチのお席予約等も対応している状況です。

物品

手作り弁当（９種類）→からあげ，しょうが焼
き，幕の内，メンチカツ，白身魚フライ，鶏黒
酢，焼魚，ロースカツのメインのおかずに，他
副菜（煮物，和え物，炒め物等）が入ったお
弁当になります。（季節に応じた旬の食材使
用）

600円（１個～）

http://spd-kagoshima.co.jp/
mailto:info@fill-try.com


事業所名 就労継続支援B型事業所ミライへ 法人名

所在地 いちき串木野市東塩田町１番地３F サービス種別

ＴＥＬ 0996-24-8433 ＦＡＸ

ホームページ https://www.miraicc.net Ｅ－mail

担当者名

物品・役務の別 品目・内容 受注可能量 納期の目安

ドライフラワー アレンジメント ご相談ください 3日

施設管理（清掃） 事前見積 ２週間

エアコンクリーニング ４台/1日 １週間

物品等のＰ
Ｒ，これまで
の実績等

受注時の希
望，条件

株式会社美来は令和2年6月1日に法人認可を受け、清掃業からスタートいたしました。同年11月1日に障
害福祉サービス事業者として「就労継続支援事業所B型ミライへ」新体系へ移行し、現在宿泊施設の清
掃、ベットメイキング や大型商業施設の清掃を行い、一般企業に劣らない生産活動を提供しております。
その他に施設外就労が難しい利用者には、ドライフラワーアレンジメントの制作を行なっております。

施設管理清掃に関しては、1年単位での契約期間を希望いたします。

役務

１２００円/時間

９９００円〜

物品

３０００円〜

株式会社美来

就労継続支援B型

0996-24-8434

nomoto@miraicc.net

石田　展美

価格(目安)

https://www.miraicc.net
mailto:nomoto@miraicc.net

