区内障がい者就労施設等の概要
施設の名称

ワークささはた

運営団体

特定非営利活動法人
あさのはネットワーク

施設の種類
（サービス名）

所在地
ＴＥＬ/ＦＡＸ

〒151-0073
多機能型 渋谷区笹塚3-48-1
（就労継続・ 1号棟
就労移行支 3376-8924/3372-4590
援）

受注作業一覧
① 簡易事務作業
(各種封入、ホチキス留、折り・挟み込み作業、シール貼り、雑貨検品等)
例示：２，３点封入(封緘込み)であれば10,000枚程度は1日仕上げOK。
20,000枚程度であれば、2～3日で仕上げOK。
ホチキス留・挟み込みであれば20,000枚程度1日仕上げOK。
出向作業歓迎！(タウンページ袋詰め他経験有り)
軽車両あり。資材引き取り、郵便局への搬出可能。
② 清掃・植栽(公園清掃・花壇植栽・除草清掃（電動草刈機可）・トイレ清掃
・ビル清掃…ポリッシャー清掃可)
③ 事業所自主製作品(ステンシル布巾、機織り製品）

http://worksasahata.com/

福祉作業所
ふれんど

特定非営利活動法人
絆の会

〒151-0073
就労継続支援 渋谷区笹塚2-33-9
3299-2694/3299-2695
B型
http://friend-kizuna.com/

ワークセンター
ひかわ

むつみ工房

特定非営利活動法人
渋谷神宮前

特定非営利活動法人
むつみ福祉会

受注出来る商品＝手作りスリッパＭサイズ Ｌサイズ
価格 800円～
＊大量注文(20足以上）の場合は２～３ヶ月前にご注文下さい。
＊生地持ち込みの場合、価格は900円～になります。
＊各種イベントでの販売も致します。

① ダイレクトメール封入・発送や資料作成に伴う作業
・帳合い ・３つ折り ・宛名シール貼り、印押し ・ホチキス止め
・印刷 ・仕分け（紙枚数計測器使用）
〒150-0011
② 製品加工作業
渋谷区東3-14-13 ひがし健康
・折り紙セット、化粧品サンプル、ゴルフアクセサリ等の製品化
プラザ2F
・その他製品のシール貼り、プライス付けなど
③ 清掃作業
就労継続支援 6712-5120/6712-5120
・公園清掃 ・植栽作業
・草刈り作業（電動草刈り機使用）
B型
④缶バッジの作成・・・お気に入りのデータからオリジナルの缶バッジを作成しま
す。
＊車両（軽貨物）を所持しています。搬入、搬出などのデリバリー引き受けます。
＊受注量、料金は相談に応じます。
http://www.workcenter＊出張しての仕事はご相談の上、可能な限り引き受けます。
hikawa.org/

〒151-0072
渋谷区幡ヶ谷3-44-10
就労継続支援 フォレスト3
B型
5351-9395/5351-9392
http://www.mutsumikobo.com/index.html

①手織りの布を使った製品の販売
★製品例：マフラー2000円～、ブックカバー1150円、バッグ2000円～
カードケース800円、ペットボトルカバー1500円など
・布のみの販売もしています。
・製品への希望は、出来る範囲になってしまいますがお伺いできます。
②簡易事務作業
（封入、ラベル貼り、折り込み、ホチキス止め等）

施設の名称

運営団体

認定
おかし屋ぱれっと
特定非営利活動法人
／工房ぱれっと
ぱれっと

施設の種類
（サービス名）

所在地
ＴＥＬ/ＦＡＸ

〒150-0011
渋谷区東2-11-4
おかし屋ぱれっと
就労継続支援 3409‐3774（FAX共通）
B型
工房ぱれっと
3797‐3374
http://www.okashiyapalette.or.jp/

すみれ工房

特定非営利活動法人
すみれ福祉会

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-23-12
就労継続支援
エビスサニービル2F
B型
6303-2441/6303-2441
http://sumire222.jimdo.com/

ワーク＆ショップ 特定非営利活動法人
はらっぱ
はらっぱ

みどり工房

特定非営利活動法人
よりどりみどり

特定非営利活動法人
ストライドクラブ ヒューマンケアクラブ
ストライド

〒151-0073
就労継続支援 渋谷区笹塚3-9-3
B型
京王ビル203
3372-6351/3372-6357

受注作業一覧

・焼き菓子の販売 （手作りのクッキー、パウンドケーキ、グリッシーニ、スコーン）
・ヘアーアクセサリーや小物雑貨、オリジナルうさぎのぬいぐるみの販売
・企業やイベント、学校などでの出張販売
・結婚式の引き出物や学校行事（入学式・卒業式等）やイベントで 使用する焼き菓
子、ギフトボックスのご注文
・その他ご要望がございましたらご連絡下さい。
・大量のご注文に対応できますのでご相談下さい。

・ 製 品 ： 焼き菓子（パウンドケーキ/クッキー/クラッカー）
価格に応じた詰め合わせセット（箱、袋）やクッキーの個包装可能
イベント等での出張販売
・ 清 掃 ： 公園清掃、ビル清掃
・ クリーナー検品・切手仕分け・おむつケーキ土台作り等の軽作業
＜事務・軽作業＞
・アメニティセット作成 ・DM等の封入、封緘作業 ・衣類、雑貨の検収、検品
＜食品＞
・火、金曜日の弁当製造、ご予算に応じた仕出し弁当も承ります。
・菓子：きゃらまど（プレーン、チョコ、オレンジ、抹茶）、シューラスク、雪ん子まるま
る等

＜食品＞
・お弁当(店内販売：600円、会議用：1,000円より10個～)（税込)
・パーティ料理仕出し (1名2,500円より10名分～)（税別)
・季節の焼き菓子（クッキー、ケーキ各300円）（税込）
〒151-0051
・オリジナルハーブティ（150円～）（税込）
渋谷区千駄ヶ谷5-3-12
＜工芸品＞
3356-9517/3356-9517
・七宝焼きやビーズ＆貝殻等のアクセサリー(ブレスレット、ストラップ、ブローチ、
就労継続支援
ビーズ時計など500円～)（税別）
B型
・革製品(ブックカバー、名刺入れ、印鑑ケース、小銭入れ、カードケース、キーホル
ダーなど 1000円～)（税別）
・キャンドル（300円～）（税別）
＜印刷＞
https://npoyoridori.wixsite.com ・名刺：モノクロ2,000円～（税込） ＊リピーター価格あります。
/npoyoridori
＜受託作業＞
・清掃、製本、封入、珈琲袋詰め等：時価／お問い合わせください。
〒150-0046
渋谷区松濤1-29-10
就労継続支援 渋谷E-BLD 201号室
B型
6455-3628/6455-3629
http://strideclubwana.wix.com/
strideclub

・名刺作成 片面カラー 1800円～ (両面印刷もできます)
・シブヤフォントてぬぐい/あいりっすんてぬぐい 1本 1000円～

施設の名称

広尾ジョイワーク

運営団体

社会福祉法人
福田会

施設の種類
（サービス名）

所在地
ＴＥＬ/ＦＡＸ

〒150-0012
就労継続支援 渋谷区広尾4-2-12
6427-6576/050-3730-7980
B型
http://www.fukudenkai.or.jp
〒151-0073
渋谷区笹塚2-16-1
6300-5240/6300-5240

多機能型（就
認定 特定非営利活動
ホープ就労支援セ
労継続支援A 事業所HP：
法人ホープワールドワイ
ンター渋谷
型・
http://www.hopewwj/org
ド・ジャパン
Ｂ型）
アトリエ福花HP：
https://fucca.theshop.jp/
渋谷まる福：
https://marufuku.theshop.jp/

ローランズ原宿店
social flower &
smoothie shop

一般社団法人
ローランズプラス

受注作業一覧
〈自主制作品〉
・ミニラケットストラップ（テニスラケット型ストラップ ）500円
・紙漉き製品(和風メモ帳、ポチ袋、祝儀袋、めで鯛) 500円～
＊牛乳パックを原料とした手作り品の為、納期に2～3カ月かかります。
〈事務・軽作業〉
・封入、ラベル貼り、折り込み、宛名シール貼り、ホチキス止め等
<製品>
・焼き菓子各種
・手作りパン
・非常食用缶詰パン ・焼き菓子ギフトボックス
・布製バック、ポーチ、ブックカバー ・アクセサリー
〈受注できる製品〉
・シブヤフォント名刺 ・お祝い、記念のお菓子とパッケージ
・シルクスクリーン印 刷によるTシャツ、バッグなど
・結婚式引き出物などのお菓子とパッケージ
・各種お祝い・記念品などのグッズとパッケージの企画制作
＊企業・学校イベントなどでの出張販売
＊大量注文対応可能
＊その他のご要望があればご相談ください

<製品>
・フラワーギフト：ミニブーケ（500円～）、生花ミニミニアレンジ（800円
～）、生花アレンジ（3,000円～50,000円）、スタンド花（15,000円～
50,000円）、胡蝶蘭（10,000円～53,000円）等
〒151-0051 東京都渋谷区千 ・観葉植物 各種：350円～40,000円
駄ヶ谷３丁目５４−１５ ベルズ原 ・フラワー雑貨ギフト：ハーバリウム（小1,980円、中 2,480円、大 2,980
宿ビル１F
円）、ドライフラワー入りイヤリング・ピアス（1,100円～）等
就労継続支援
電話番号 03-6434-0607
・花の再生紙を用いた名刺作成（Flower Ring -花の再資源化Project-）：
A型
100枚 2,800円～
<受託業務＞
・花壇の整備 ・植栽管理 ・法人様への仏花等の定期納品 ・ブライダル等
装花
・お花のレッスン講師 ・ケータリング：食べられるお花をあしらったオー
http://www.floran-jp.com
プンサンド等（520円～）

施設の名称

TENTONE

運営団体

一般社団法人
ビーンズ

施設の種類
（サービス名）

所在地
ＴＥＬ/ＦＡＸ

〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-4
リッツパラシオ1001.1002
就労継続支援 Tel 03-6276-6181 Fax 036740-7920
B型

http://www.tentone.tokyo/

渋谷区立
新橋作業所

幡ヶ谷のぞみ
作業所

渋谷区
（渋谷区社会福祉事業団）

渋谷区
（渋谷区社会福祉事業団）

受注作業一覧

【商品】
《木工事業》
◆木製カトラリー、お香立て、ブックエンド、木製玩具など
《アパレル事業》
◆刺繍ストール、刺繍入りミニトートバック、刺繍ブローチ
《クリエイティブ事業》
◆名刺、チラシ、パンフレット作成
・PCソフトを使ったデザイン製作を行っています。
《アート事業》
◆ポチ袋、ブックマーク
・利用者さんの作品から商品を生み出しています。

〒150-0013
就労継続支援 渋谷区恵比寿1-27-10
B型
新橋区民施設4Ｆ
3444-5541/3444-5542

・ラベル貼り
・封入作業
・箱組立作業
・製袋
・その他簡易事務作業

〒151-0072
就労継続支援 渋谷区幡ヶ谷3-53-3
B型
区立幡ヶ谷授産所3F
3377-3251/3377-2525

①ダイレクトメール等封入封緘作業
・1点～５点丁合（丁合機有り） ・宛名ラベル貼り ・シール貼り ・1回折、3つ折
・バルク分け（郵便局特割対応） ・セロテープ止め ・袋詰め ・のり付け
②製品簡易加工作業
・Ｔシャツ・雑貨等検品、たたみ ・袋詰め ・シール貼り ・缶バッチピン止め
③清掃・植栽作業
・公園清掃 ・植栽(庭園管理士資格有り） ・草取り ・トイレ清掃

