
○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（津軽圏域内） H27.9月現在

事業所所在市町村 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

左記以外
の事業

名刺印刷 100枚より（納期：3～5日）

ハガキ印刷 100枚より（納期：1週間程度）

封筒印刷
角封筒500枚より、長封筒1,000枚より
（納期：1週間程度）

各種印刷物の文書入力 頁数により異なるため要相談

(B3)物品：日用雑貨 フラワーマグネット 1個より アウガ4F『福祉の店うらら』にて販売中

(B5)物品：食料品 マフィンケーキ（バナナ、チョコバナナ） 1個より アウガ4F『福祉の店うらら』にて販売中

(E6)役務：文書業務 DM（封入・封緘）作業 供給・可能量・納期について要相談

タオル・クレープ紙・その他の折り、梱包作業

リサイクルバックの折り作業

チラシはめ込み作業

(B3)物品：日用雑貨 さまざまな清掃に使用できるウエス 30kg（納期1週間） 要相談

(E3)役務：クリーニング ドライ・リネン等のクリーニング 50枚以上（納期1日～3日） 価格表あり（要問合せ）

(E6)役務：文書業務 郵便物等の封入封緘業務 1,000部以上（納期1日～1週間） 要相談

(E9)役務：その他 洋服の修理 1日10枚程度（納期1日～1週間） 要相談

(B3)物品：日用雑貨 さまざまな清掃に使用できるウエス 30kg（納期1週間） 要相談

(E3)役務：クリーニング ドライ・リネン等のクリーニング 50枚以上（納期1日～3日） 価格表あり（要問合せ）

(E6)役務：文書業務 郵便物等の封入封緘業務 1,000部以上（納期1日～1週間） 要相談

(E9)役務：その他 洋服の修理 1日10枚程度（納期1日～1週間） 要相談

(B1)物品：印刷物 名刺、リーフフレット、機関紙、はがき類 20枚～5000枚 内容、分量によって納期が変わります

(E5)役務：電算システム ホームページ作成 要相談

(E9)役務：その他
デザイン（ポスター・パンフレット、キャラクター
等）、似顔絵

要相談 印刷は外注になります

(B1)物品：印刷物 イラスト、ポストカード等 2～3枚／回

(B3)物品：日用雑貨 小物入れ（洋裁）、手さげバッグ（洋裁） 1～3個／回

(B5)物品：食料品 さつまいも、大豆等 5kg～

(E1)役務：建物清掃
アパート・個人宅部屋清掃（キッチン・浴室・トイレ
等水周りのみ）

一軒／日

(E2)役務：草取り・除排雪
企業・アパート等駐車場の除草・除雪及びプレハ
ブ小屋等の雪下ろし

一箇所／日 高所での作業不可

(E6)役務：文書業務 カタログ・印刷物等封筒詰め 400部／日

解体作業（廃棄ストーブ、ボイラー、ガスレンジ等） 3～4個／日

農作業全般（圃場雑草取り、収穫手伝い等） 要相談

(B2)物品：贈答品・ノベルティ エコバッグ等縫製品 1枚から

(B3)物品：日用雑貨 雑巾 1枚から

(B5)物品：食料品 あおもりカシスソース 1本から

(B6)物品：衣料品 エプロン、作業着等 1枚から

(B2)物品：贈答品・ノベルティ 積み木 1個より受注可能 納期まで10日必要

ひばまな板(小)、(中)、(大)、(特大) 1枚より受注可能

ひばはし、ひば菜ばし 5膳より受注可能

ひば炒めヘラ 1個より受注可能

カッティングボード 1個より受注可能

(B2)物品：贈答品・ノベルティ ブリザードフラワーアレンジメント

(E4)役務：リサイクル アルミ缶リサイクル作業

(E6)役務：文書業務 郵便物・封筒封入作業

(B2)物品：贈答品・ノベルティ
木工クラフト（ヒバ、ブナ、リンゴ枝製品）各種
（汽車、やじろべえ、まな板ほか）

種類により異なります

木工クラフトは1からの手作りによるもので
す。デザインなどすべて注文に応じ作成し
ます
またヒバの香りを生かすためや年月を経
て自然に色艶が出るため、基本的にヒバ
製品は色付けしていません

(B3)物品：日用雑貨 さをり織　各種（ティシュカバー、コースターほか） 種類により異なります

タオル袋詰め 1日400袋

ギフト包装 1日100箱

煮干し加工作業 1日10キロ　2箱

焼き鳥串刺し 1日150本

(E2)役務：草取り・除排雪 除排雪業務 1日2～3件

(B2)物品：贈答品・ノベルティ
オリジナル商品制作（レザーブレスレット、コットン
パール、アロマキャンドル等）

1個より可能。1日5個～10個

(B5)物品：食料品 野菜販売（じゃがいも、枝豆等）
じゃがいも300g（150円）、枝豆200g
（200円）

(E1)役務：建物清掃 建物クリーニング業務 要相談

(E2)役務：草取り・除排雪 駐車場の除雪、草取作業 要相談

(E6)役務：文書業務 DM等の封入、チラシ折り等 100通より可能

(E9)役務：その他 農産企業での農作業補助等（リンゴ農園） 要相談

金魚ねぶた（小・大）、押し花しおり、スイーツデコ 5個より受注可能

藍染め製品（各種ストール、洋服、ハンカチ、のれ
ん、手ぬぐい等）

1個より受注可能

こぎん刺し（ペンケース、小銭入れ、コースター、し
おり、ブックケース等）

1個より受注可能

手芸（各種パック、小物入れ等） 1個より受注可能

ひばチップ入浴剤 1個から提供可能

牛乳パック椅子 1個から提供可能

(B5)物品：食料品 天日塩 1袋から提供可能

(B8)物品：その他 生ゴミ発酵促進剤 50個

(E2)役務：草取り・除排雪 公園清掃業務 要相談

201　青森市

ハートスポット事業所

○

○

○

障がい者就労支援事業　株式会社　実

○ ○

(B1)物品：印刷物 発注はコロニー印刷

ビルシャナ

(E9)役務：その他

038-0004 青森市富田２丁目15-6

(B2)物品：贈答品・ノベルティ 030-0843 青森市浜田字豊田368 017-773-4327 017-773-4327 特定非営利活動法人　ハートスポット ○

ハーモニー作業所
(B3)物品：日用雑貨

030-0136 青森市牛館字松枝63-1 017-729-8668

森の工房　ふれ・あい

017-729-8668 特定非営利活動法人　おおぞら

017-728-1732 社会福祉法人　青森県コロニー協会 ○

スタジオとまと 038-0011 青森市篠田１丁目8-1　エムズコーポ101 017-761-2770 017-761-2770 特定非営利活動法人　ピアネット

青森コロニーリハビリ

(E9)役務：その他 供給・可能量・納期について要相談

030-0943 青森市幸畑字松元62-6 017-738-5145

017-763-0073 017-763-0074 特定非営利活動法人　ビルシャナ ○

待望園 030-0955 青森市駒込字深沢514 017-742-6324 017-743-8584 社会福祉法人　シオン福祉会 ○

指定障害福祉サービス事業所　青森うとうの園 要相談 030-0132 青森市横内字亀井28-3 017-738-1092 017-738-1092 社会福祉法人　青森市社会福祉協議会

○

030-0955 青森市駒込字深沢1156 017-742-0664 017-742-0664

○ ○

障がい者就労支援事業所　株式会社　実

社会福祉法人　積善会 ○ ○

017-763-5593

(B5)物品：食料品
038-0013 青森市久須志３丁目15-20 017-752-0791 017-752-0792

(B2)物品：贈答品・ノベルティ

○ ○

○ ○

青森コロニーソレイユ 030-0943 青森市幸畑字谷脇214-7 017-738-5032 017-728-1731 社会福祉法人　青森県コロニー協会 ○ ○

○社会福祉法人　青森県コロニー協会青森コロニーセンター

ふうあの家

(B3)物品：日用雑貨

030-0113 青森市第二問屋町４丁目6-21 017-757-8853

就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所　障害福祉支援プラザ 030-0962 青森市佃２丁目20-14 017-763-5592

○

017-728-1731017-738-5032青森市幸畑字谷脇214-7030-0943 ○

株式会社　青森福祉支援プラザ

017-757-8853 特定非営利活動法人　ふうあの会
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○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（津軽圏域内） H27.9月現在

事業所所在市町村 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

左記以外
の事業

(E4)役務：リサイクル 古紙、段ボール、空缶、ペットボトル回収 要相談

(E7)役務：運搬・配布 ポスティング 50通

食パン 3種類　1日計10斤程度 3日前の注文で対応可

菓子パン 20種類　1日計30個程度 3日前の注文で対応可

カップアイス（132mL） 15種類　1日計50個 1週間前の注文で対応可

業務用アイス（1.5L） 15種類　1日計4個 1週間前の注文で対応可

生食用いちご、加工用いちご 生食用年間100kg、加工用年間300kg 収穫時期夏～秋

弁当、喫茶 1日最大150食程度（応相談）

(B7)物品：花き・苗 種苗契約栽培
内容により応相談（実績：いちご苗、
玉ねぎ苗、枝豆種）

(E1)役務：建物清掃 福祉施設一般清掃
要相談（実績：養護老人ホーム、障害
児者施設）

農園維持管理（下草管理、収穫、雪囲い等） 応相談

植栽管理 要相談

リサイクル（アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、
段ボール、古紙）

要相談

ペットボトルキャップ選別 要相談

授産製品受託販売 要相談（手数料あり）

粉物小分け袋詰め 要相談

野菜下処理 要相談

小物封入（ノベルティグッズ等） 要相談

ごぼう茶、トウモロコシひげ茶、ドクダミ茶 数量は要相談 注文に応じて製造しています。

手作り弁当、オードブル 20～100個　要相談

焼きそば、サンドイッチ、各種惣菜 ～100個　要相談

ドーナツ、フライボール（つぶあん、長芋あん）、お
やき、おはぎ、和菓子類

要相談

(B8)物品：その他 ミサンガ、エコバッグ製造 注文に応じて製作しています。

(E2)役務：草取り・除排雪
墓地清掃管理、公園、緑地帯清掃管理、イベント
設定の手伝い等

要相談

生しいたけ
100gより受注可。量が多いときは要
相談

110円/100g

乾燥しいたけ（スライス・丸干し）
スライス：20g1袋より受注可、丸干し：
25g1袋より受注可

スライス：280円/20g、丸干し：280円/25g

(B8)物品：その他 線香、ロウソク（仏壇用） いずれも1日50～100箱
線香：一箱400円/50g、ロウソク：一箱350
円/50本入

(E4)役務：リサイクル アルミ・スチール缶回収（ダンボールも可） ビニール1袋から回収可 無料

やましろ作業所 (B5)物品：食料品 焼菓子「ちゅい～る」「スノーボール」 1日に約200個　@120円 予算に応じての詰め合わせもできます。 030-1271 青森市六枚橋字磯打95-26 017-754-3326 017-761-3326 社会福祉法人　愛心福祉会 ○

パウンドケーキ 30～150個 受注後4日 038-0042

栗もなか 40～90個 受注後7日間（期間限定） 038-0042

(E7)役務：運搬・配布 メール便配達 100～200部/1日 新城地区限定 038-0042

(B5)物品：食料品 人参の皮むき作業 1日あたり200kg～300kg可能 外注実績あり。一般企業

(E1)役務：建物清掃
駐車場清掃、敷地内清掃、ビル内・トイレ清掃、ア
パート清掃

要相談。 個人、一般企業より依頼あり

(E2)役務：草取り・除排雪 空地の草刈り、敷地内の除排雪 要相談 個人、一般企業より依頼あり

(E4)役務：リサイクル 新聞紙、アルミ缶回収、機械分解、パソコン解体 回収は要相談。解体は1日5～15台 一般企業より受注あり

(E6)役務：文書業務 封詰め作業、宛名貼り、印刷物組み合わせ
1日あたり700～900部完成（1部5～10
枚。枚数処理1日3,000枚）

社団法人より外注実績あり

(E9)役務：その他
玩具清掃、商品袋入れ、販促用POP作り、商品動
作確認

袋入れ1日200～300個。要相談で別
作業も可

2店舗より外注実績あり

(B8)物品：その他 特別注文による木工クラフト（作業台や備品棚）

(E1)役務：建物清掃 施設の清掃やハウスクリーニング

(E2)役務：草取り・除排雪 草取り、草刈り（冬期は除雪） 排雪、草処分は行っておりません

(E6)役務：文書業務 DM等の封入・封緘（手折りや丁合も含む）

(E9)役務：その他 包装作業又は袋詰め等

菓子パン、食パン、フランスパン、焼き菓子、ラス
ク

約5,000円程度 受注実績　アンパン300個、ラスク100個

コーヒー豆自家焙煎 1,000g

サンドイッチ類

弁当宅配（高齢者・障害者宅、福祉事業所） 1個から、310円（税込み）
・納入時間　昼10:30～12:00、夕15:30～
17:00
・1週間前までに要連絡

店頭販売用弁当（個人客等） 1個から、310円（税込み）
・納入時間　昼10:30～12:00、夕15:30～
17:00
・1週間前までに要連絡

こぎん刺し（コースター、巾着、小銭入れ、名刺入
れ）

藍染め（ハンカチ、のれん、コースター、Ｔシャツ）

(E1)役務：建物清掃 建物内清掃業務 要相談

(E2)役務：草取り・除排雪 事業所・個人から依頼で除草作業実施
必要期間は事業所（2～3日）、個人宅
（1～2日）。要相談

(E6)役務：文書業務 企業より受注し封入・宛名ラベル貼り作業 要相談

(E1)役務：建物清掃 建物清掃業務

(E2)役務：草取り・除排雪 草刈りと収集

(E4)役務：リサイクル 古紙・ダンボール収集

(E6)役務：文書業務 封筒封入

(E8)役務：設備管理 公園清掃

高齢者施設清掃 要相談

公衆トイレ清掃 要相談

(E4)役務：リサイクル 古本・古着・古ＣＤ等の回収、買取 応相談

201　青森市

就労継続支援Ａ型事業所ドーナツ・Ｂ型チョコレート ○ ○
(E1)役務：建物清掃

030-0855 青森市北金沢２丁目18-16 017-763-0765 017-763-0765

社会福祉法人　桐の里

有限会社　大裕

○ ○

○ ○

障がい者多機能福祉施設　桐の里 要相談 030-0955 青森市駒込字桐ノ沢179-19 017-765-3300 017-765-3300

○

就労サポートセンターそら 030-0125 青森市大字四ツ石字里見75-2 017-738-2537 017-764-2425 医療法人　芙蓉会

くいーる作業所・花園 要相談 030-0966 青森市花園１丁目25-17 017-757-8688 017-757-8689 特定非営利活動法人　明星会

017-744-3451 社会福祉法人　愛心福祉会 ○ハートフレンド (B8)物品：その他 要相談 030-0961 青森市浪打２丁目1-17 017-744-3430

株式会社　寛上 ○憩いの広場　まんぷく (B5)物品：食料品 030-0802 青森市本町５丁目7-6 017-763-5211 017-763-5212

株式会社　セブール ○就労継続支援Ａ型事業所「フラット」 (B5)物品：食料品 038-0042 青森市新城字平岡232-4 017-788-0562 017-772-7501

特定非営利活動法人　明星会 ○

○ ○

くいーる作業所 030-0811 青森市青柳２丁目2-5 017-721-6122 017-721-6123

福祉ショップ西部
(B5)物品：食料品

青森市新城字平岡30-11 017-788-0144 017-787-2145 社会福祉法人　アルバ

社会福祉法人　田茂木野福祉会 ○こぶしの家

(B5)物品：食料品

030-0124 青森市田茂木野字阿部野114-5 017-738-9771 017-738-9772

特定非営利活動法人　ＭＡＭＭＡ ○

○ ○

夢中ＣＬＵＢ

(B5)物品：食料品

030-0919 青森市はまなす１丁目1-5 017-752-0278 017-752-0279

青森市横内字桜峯63-1 017-738-2104 017-738-2116 社会福祉法人　青森県すこやか福祉事業団 ○はっこう

(B5)物品：食料品

(E2)役務：草取り・除排雪

(E4)役務：リサイクル

(E9)役務：その他

030-0132

社会福祉法人　義栄会 ○ ○夢香房すてっぷ (B5)物品：食料品 030-0963 青森市中佃１丁目3-30 017-741-7255 017-718-5676
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○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（津軽圏域内） H27.9月現在

事業所所在市町村 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

左記以外
の事業

(E4)役務：リサイクル パソコン等の分解、分別作業 応相談

(E4)役務：リサイクル 衣類・雑貨の回収、仕分け作業 応相談

チョコなみおか (E4)役務：リサイクル
古本、古雑誌、中古CD、古着などの回収、買取
（委託）

応相談 038-1311 青森市浪岡大字浪岡字稲村188-5 0172-55-0399 0172-55-0685 有限会社　大裕 ○

チョコせんがり (E4)役務：リサイクル 古本、古着等の回収・運搬（委託） 応相談 038-0015 青森市千刈４丁目18-12 017-752-0917 017-752-0918 有限会社　大裕 ○

(E2)役務：草取り・除排雪
駐車場・公園等の草刈り、草取り（積雪時は除排
雪）

要相談

(E6)役務：文書業務 DM等の封入封緘 要相談

(E7)役務：運搬・配布 備品等の搬入・搬出 3tトラック使用

(E2)役務：草取り・除排雪 駐車場等の草取り 要相談

(E4)役務：リサイクル 古着、古紙、アルミ、スチール缶回収 要相談

みらいの里 (B2)物品：贈答品・ノベルティ はた織作品 1個より受注可 038-1342 青森市浪岡大字樽沢字上野74-1 0172-69-1234 0172-69-1233 社会福祉法人　浪岡あすなろ会 ○

(E5)役務：電算システム 入力作業（データ入力、テープ起こし） 要相談（1日3時間程度）

(E6)役務：文書業務 郵便物等封入封緘業務 要相談（1日500通程度）

ポスティング 50枚より受注可能

引越し、配達等 軽ワゴン車2台程度

(E9)役務：その他
雑作業の請負（順番待ち、植物観察、椅子のク
リーニングなど）

要相談

さをり織り製品（バッグ、小物入れ等）

コースター（りんご型）

陶工品（皿、カップ、花瓶、銚子、お猪口等）

さをり織り製品（ハンドバッグ、小物入れ等）

コースター（りんご型）

陶工品（皿、カップ、花瓶、銚子、お猪口等）

(B2)物品：贈答品・ノベルティ 金魚ねぷた 1回につき50個

(E4)役務：リサイクル リサイクル作業（古着等）

(B5)物品：食料品 パン製造

(B8)物品：その他 リサイクル衣類、ウエス（工業用雑巾）

(E4)役務：リサイクル リサイクル作業（古着等）

(E9)役務：その他 紙器製造

(B2)物品：贈答品・ノベルティ
クロス製品（バッグ、通帳ケース、ブックカバー、
コースター、カードケース）

1個より受注可能 来場記念、アンケート回答へのお礼等

(B3)物品：日用雑貨 ひばまな板 1個より受注可能

NEXT (B2)物品：贈答品・ノベルティ 木工雑貨 1回10個～30個
商品により個数変更あり　※商品について
は要相談

036-8094 弘前市大字外崎３丁目1-9 0172-55-6118 0172-55-6118 特定非営利活動法人　team. Step by step ○ ○

ペンケース（布製） 10個より受注可能 布製（ご希望の生地でオーダーメイド）

ポケットティシュ入れポーチ（布製） 10個より受注可能 布製（ご希望の生地でオーダーメイド）

(E6)役務：文書業務 ダイレクトメール封入・封緘作業 3,000通以上/日（要相談） 大学・複数の企業から受注実績あり

(B5)物品：食料品 パン各種 500個/1日

(E2)役務：草取り・除排雪 除草（春季～秋季）、除雪（冬季、排雪不可） 要相談

(E4)役務：リサイクル 資源ごみの回収・分別（業者引き渡し） 要相談 現地での作業も可能

(E6)役務：文書業務 文書の封入封緘 要相談 現地での作業も可能

(E9)役務：その他 その他軽作業・内職 要相談 現地での作業も可能

生しいたけ 50kg 自社栽培の菌床しいたけ

乾燥しいたけ（丸、スライス、粉末） 丸500g、スライス1kg、粉末500g 自社栽培の菌床しいたけ使用

大根 1日5kg（8月～翌年2月）

にんじん 1日1kg（10月～翌年2月）

玉ねぎ 1日2kg（8月～12月）

いんげん 1日1kg（6月下旬～9月中旬）

白菜 1日1.5kg（11月～翌年2月）

りんごジュース（1L瓶詰） 年間200本

切り干し大根 要相談

ナス、トマト、キュウリ、枝豆、トウモロコシ 要相談

ブルーベリージャム（スタンダード、ハイビスカス、
ブランデーの3種類）

注文があれば提供可能
当施設で栽培しているブルーベリーを使
用している

ナンバ漬（スタンダード、プレミアム、激辛の3種
類）

注文があれば提供可能
当施設で栽培しているナンバを使用してい
る

ブルーベリージュース 期間（本数）限定
当施設で栽培しているブルーベリーを使
用している

ミニトマトジュース 本数限定
当施設で栽培しているミニトマト、トマトを
使用している

山ぶどうジュース 本数限定
当施設で栽培している山ぶどうを使用して
いる

アップルパウンドケーキ（小） 1日当たり約20個提供可能 1個約350g

アップルパウンドケーキ（大） 要相談（受注生産） 1個約750g

アップルチーズケーキ及びアップルコーヒーケー
キ

各1日当たり10個提供可能 1個約65g

岩木山クッキー、岩木山サブレ 要相談（事前予約により提供量相談）
クッキーは1袋に岩木山型5枚と桜型2枚。
サブレは1袋に1枚

リンゴジュース 要相談（1日当たり30本可能） 1リットル瓶

じゃが芋（1kg） 30袋（30kg）可能 無農薬栽培、8月から

アイスクリーム及びリンゴシャーベット 要相談（事前予約により提供量相談） コーン盛り（3Lバット売り）

(E2)役務：草取り・除排雪 草取り及び冬期の除雪作業 要相談

(B8)物品：その他 ろうそく・線香梱包、販売 一箱より受注可能 箱作り、商品箱詰めを行っています

(E1)役務：建物清掃 モップ掛け、窓拭き・洗い、トイレ掃除等 要相談 高齢者施設の清掃実績あり

(E2)役務：草取り・除排雪 個人宅、事業所の草取り・草刈り 要相談 墓地の草刈り実績あり

202　弘前市

弘前市大字石渡４丁目13-7弘前ビジネスアカデミー

多機能型事業所　大石の里 036-1343

○ ○0172-88-8655 0172-88-8656 社会福祉法人　伸康会

(B5)物品：食料品

(B5)物品：食料品

(B5)物品：食料品

(B5)物品：食料品

036-8316

○

(B2)物品：贈答品・ノベルティ 数個からの販売可能

(B2)物品：贈答品・ノベルティ 数個からの販売可能

(B3)物品：日用雑貨

弘前市大字百沢字東岩木山3138-2 0172-93-3110 0172-93-3322 社会福祉法人　みやぎ会

社会福祉法人　茜育友会 ○

○

○

○

ワークランド茜 036-8266 弘前市大字自由ケ丘４丁目1-1 0172-32-2128 0172-32-2129

就労継続支援Ｂ型事業所つくしの家 036-8141 弘前市大字松原東３丁目3-18 0172-87-3007 0172-87-3007 特定非営利活動法人　杉菜の会

株式会社　サポート大樹 ○

○ ○

株式会社サポート大樹 036-8114 弘前市大字川合字下川原114-4 0172-88-6407 0172-88-6408

つかのファーム 036-8074 弘前市大字津賀野字瀬ノ上43-1 0172-34-8113 0172-38-2026

社会福祉法人　七峰会 ○ ○

○

エイブル 036-8255 弘前市大字若葉２丁目13-1 0172-37-9060 0172-37-9061

ワークいずみ 036-8224 弘前市大字文京町4-38 0172-55-0075 0172-55-0075 社会福祉法人　万陽会

社会福祉法人　一葉会 ○

株式会社　エール

社会福祉法人　桜葉会

社会福祉法人　桜葉会

○

○

就労継続支援Ａ型事業所　りんごっこ 036-8302 弘前市大字高杉字尾上山948-4 0172-95-3131 0172-99-1872

にじのいろ 036-8087 弘前市大字早稲田２丁目12-20 0172-55-6682 0172-55-6683

○ ○ ○

ジョブネット 036-8011 弘前市大字山下町5-5 0172-31-2260 0172-38-2026

0172-99-1871 0172-99-1872 社会福祉法人　一葉会

017-732-7741

201　青森市

多機能型障害福祉サービス事業所　りんごの里 036-8302 弘前市大字高杉字尾上山948-1

ココア 038-0004 青森市富田１丁目17-7

特定非営利活動法人　サンネット青森 ○

○ ○

地域サービスセンター　ＳＡＮ Ｎｅｔ (E7)役務：運搬・配布 030-0801 青森市新町１丁目13-7　和田ビル4F 017-732-7741

くりぃむ 038-0042 青森市新城字平岡102-2 017-787-3121 017-787-3122 社会福祉法人　ゆきわり会

有限会社　大裕 ○

特定非営利活動法人　「JOY]就労継続支援「A型」事業所「響」 038-0059 青森市油川字千刈115-9 017-762-7318 017-763-3303

○

○

017-752-9597 017-752-9597
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○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（津軽圏域内） H27.9月現在

事業所所在市町村 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

左記以外
の事業

(E3)役務：クリーニング 洗濯：洗濯仕分け、洗い、たたみ 洗濯：週1回50kg
洗濯代行サービスを行っています。家庭
用の洗濯物であれば可能

(E6)役務：文書業務 データ入力等 要相談 法人職員の勤怠管理実績あり

(E9)役務：その他 お墓掃除代行 一日2～3件 個人のお墓掃除3件実績あり

(E1)役務：建物清掃 寺院清掃 週1回実施。冬期間　複数寺院可。

(E2)役務：草取り・除排雪
墓地・宅地・駐車場・農地・菜園・その他の除草
（積雪時は除雪）

要相談

(E4)役務：リサイクル
電気廃線からの銅線の取り出し等のリサイクル作
業

要相談 冬場は相当量対応可能

紙加工（バリ取り・折り加工・組み立て・シール貼
り）等

要相談 冬場は相当量対応可能

りんご栽培・出荷委託 5反分程度 これ以上のリンゴ栽培委託不可

野菜栽培（にんにくの植え付け、追肥等） 要相談

特定非営利活動法人愛心会　オリーブ・ハートツリー (E2)役務：草取り・除排雪 駐車場等の草取り（積雪時は除排雪） 要相談 老人など弱者に向けた支援をする 036-8142 弘前市大字松原西３丁目8-9 0172-87-7406 0172-87-7406 特定非営利活動法人　愛心会 ○ ○

チョコ・ドーナツ弘前 (E4)役務：リサイクル 古本・古着・古CD等の回収・買取 応相談 036-8254 弘前市大字清水３丁目1-14 0172-55-8769 0172-55-7880 有限会社　大裕 ○ ○

(B8)物品：その他 機織加工品、花炭 イベントに合わせて作成

(E4)役務：リサイクル 缶つぶし

(B1)物品：印刷物 名刺・手帳作成 20枚より受注可能 1枚18円

(E7)役務：運搬・配布 買い物代行 1,000円以上より可能 近隣のスーパーのみ

(E9)役務：その他 洗車、タイヤ交換 2台まで可能

ミニトマト 10パック/日　※時期もよります

葉菜類（小松菜、サンチュ等） 10パック/日

就労センター ステップ１ (E3)役務：クリーニング タオル・シーツクリーニング 1日300枚 037-0016 五所川原市一ツ谷505-3 0173-26-7100 0173-26-7102 社会福祉法人　拓心会 ○

(B1)物品：印刷物 名刺のデザイン、印刷　年賀はがきの作成 100枚より受注可能

(E7)役務：運搬・配布 DM便配達 応相談

(B8)物品：その他
果物を保護するネット（フルーツキャップの折りと
袋詰め）

1,000枚×4　受注可能

(E9)役務：その他 衣類のたたみ、袋詰め　タグ付け等 1日　50枚から

(B3)物品：日用雑貨 廃油石けん（洗濯用） 月50個製造

(E2)役務：草取り・除排雪 庭、駐車場、畑の草取り（降雪期は除排雪） 要相談

(E7)役務：運搬・配布 ダイレクトメール便配達 1日最高600通まで

(E9)役務：その他 野菜等の選別仕分け、袋や箱詰め 品種毎　要相談

しそ巻杏 1日に約10kg 当事業所で製造しています

原木椎茸 1日に約5kg（10月～5月） 当事業所で栽培しています

薪（けやき・アカシヤ・柳　他） 17,500キログラム 当事業所で生産しています

木工品 要相談

(B3)物品：日用雑貨 ウエス 10kg

(E2)役務：草取り・除排雪 除排雪 要相談

(E3)役務：クリーニング リネンクリーニング シーツ100枚程度

(E9)役務：その他
内職作業（シール袋詰め、シール貼り、箱詰めな
ど）

要相談

ワークほほえみ (B5)物品：食料品 コーヒー 1日に20袋 生豆を焙煎・商品化して販売しています 037-0042 五所川原市不魚住75-10 0173-26-6797 0173-26-6797 特定非営利活動法人　ほほえみの会 ○

(B5)物品：食料品 ミニトマト選果・パック詰め・箱詰め 一日あたり平均78パック

(E2)役務：草取り・除排雪 環境整備

(E4)役務：リサイクル
アルミ缶・スチール缶・ペットボトルの回収・圧縮。
段ボール・古雑誌・古新聞の回収・換金

アルミ・スチール缶・ペットボトルの圧
縮一日あたり約20kg

段ボール・古雑誌・古新聞回収、換金一日
あたり約48kg

衣類のたたみ作業 一日あたり平均90枚畳

リンゴの木箱作成 一日あたり50箱作成

フルーツネット袋詰め 一日あたり平均583枚

えいぷりる (B5)物品：食料品 煮干しラーメン 1日10食 事前予約で調整可 037-0202 五所川原市金木町朝日山85-4 0173-52-5867 0173-52-5867 特定非営利活動法人　あーるど ○

ワッフル 1日に300個可能

コーヒー 要相談
事前に相談いただけるとそれに合わせて
用意できます

ラム羊肉 要問い合わせ

じゃがいも 1日100袋程度 1袋700g入

チョコ・ドーナツ五所川原 (E4)役務：リサイクル 古本・古着・古ＣＤ等の回収、買取 応相談 037-0023 五所川原市大字広田字柳沼1-3 0173-26-7513 0173-26-7514 有限会社　大裕 ○ ○

生しいたけ 1日に約5kg 菌床栽培にて生産している

水耕栽培野菜（葉物やネギ） 1日合計で50束ほどを出荷

(E1)役務：建物清掃 工事物の物品清掃と片付作業 週3回（水・木・金）

(B7)物品：花き・苗
花壇の苗、鉢花、洋ラン鉢、観葉植物、洋ランリー
ス

種類・季節による　要相談

(E1)役務：建物清掃 建物清掃業務 要相談

(E2)役務：草取り・除排雪 花壇や駐車場の草取り・除雪 要相談

(B1)物品：印刷物 ラベル印刷（訂正シール他　ラベル印刷全般） 100枚から

割箸、名入完封箸、差込箸、箸袋
割箸・完封箸・差込箸　500膳から
箸袋　5000枚から

ビニール袋各種、ごみ袋各種、レジ袋各種
ビニール袋・ごみ袋　500枚から
レジ袋　1000枚から

納豆小粒3個入、大粒2個入 小粒・大粒とも10パックから

精米加工、販売 白米　つがるロマン　10kgから

(E9)役務：その他 電子部品の組立て（下請け作業） 作業種により変動あり

(B5)物品：食料品 日替わり弁当の製造・販売 50個

(E9)役務：その他 電子部品組立（下請け）

ミニトマトの栽培 1日約150kg

地培トマトの栽培 1日約800kg

カボチャの栽培 1日約200kg
03-6683-2728 株式会社　駒のまほろば ○

○ ○

362　大鰐町 駒のまほろば
(B5)物品：食料品

038-0232 南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字大堰口33-2 0172-55-6866

○

カリフラワー 036-0162 平川市館山前田80-1 0172-44-0033 0172-44-0034 社会福祉法人　ほほえみ

平川市猿賀字明堂255 0172-57-5155 0172-57-5156 社会福祉法人　七峰会 ○

○

210　平川市

障害者支援施設　旭光園

(B3)物品：日用雑貨

(B5)物品：食料品

036-0242

○ ○

株式会社太陽ファーム 038-3145 つがる市木造千代町105-1 0173-26-6313 0173-26-6314 株式会社　太陽ファーム

037-0069 五所川原市若葉３丁目4-10

0173-26-6536 0173-26-6537 株式会社　しあわせ農園

○

205　五所川原市

209　つがる市

株式会社しあわせ農園・ワークしあわせ
(B5)物品：食料品

038-3155 つがる市木造増田15-7

はたらびーた (B5)物品：食料品 0173-26-7551 0173-26-7551

有限会社　修清

特定非営利活動法人　あーるど

○ライフサポート　夢の森 (B5)物品：食料品 037-0202 五所川原市金木町芦野200-122 0173-26-7631 0173-26-7633

有限会社　サンライズ ○ ○

○

トライアルセンターあさひ

(E9)役務：その他

037-0035 五所川原市大字湊字船越311-1 0173-34-5505 0173-26-6341

○

ワークセンターのれそれ (B5)物品：食料品 037-0012 五所川原市水野尾字懸樋219-1 0173-26-6331 0173-26-6332 社会福祉法人　拓心会

0173-28-2288 0173-28-2289 社会福祉法人　愛生会

○

就労継続支援Ｂ型事業所　栄幸園

(B5)物品：食料品

(B8)物品：その他

037-0022 五所川原市梅田字燕口257

ワークサポート八晃園 037-0004 五所川原市大字唐笠柳字村崎242 0173-39-2111 0173-39-2122 社会福祉法人　和晃会

社会福祉法人　愛生会 ○

○

ワークセンターつばき 037-0017 五所川原市漆川字玉椿71 0173-33-9057 0173-26-6039

○

指定障害者就労継続支援Ｂ型事業所「拓」 037-0002 五所川原市飯詰字福泉67-1 0173-37-2525 0173-39-7080 一般社団法人　謙心会

指定障害者就労継続支援Ａ型事業所「創」 037-0002 五所川原市飯詰字福泉67-1 0173-37-2525 0173-39-7080 一般社団法人　謙心会

就労支援センター　ジョブライン 037-0012 五所川原市水野尾字懸樋222-1 0173-38-3521 0173-38-3522 社会福祉法人　拓心会 ○

0172-54-8228 0172-54-8233 南黒地方福祉事務組合 ○

202　弘前市

204　黒石市 南黒地方障害者支援施設　もみじ学園 036-0405 黒石市大字南中野字上平5-3

弘前市大字石渡４丁目13-7弘前ビジネスアカデミー

社会福祉法人　島光会 ○

○

就労継続支援Ｂ型事業所　ひまわり
(E9)役務：その他

036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951

○ ○

就労継続支援Ｂ型事業所　ひまわり 036-8383 弘前市大字折笠字法立堂113-7 0172-96-2951 0172-96-2951 社会福祉法人　島光会

0172-88-8655 0172-88-8656 社会福祉法人　伸康会036-8316
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○障害者就労施設等による提供可能物品等一覧（津軽圏域内） H27.9月現在

事業所所在市町村 事業所名 授産品目・役務提供種別 授産品目・役務提供内容 供給（提供）可能量 備考 事業所郵便番号 事業所住所 電話番号 FAX番号 設置者 生活介護
就労移行

支援
就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

左記以外
の事業

ジャガイモの栽培 1日約500kg

ネギの栽培 1日約300kg

(E2)役務：草取り・除排雪 地域における草取り・除排雪 要相談

木工品（青森ひばを使用した積木、コースター等） 1個より受注可能

木工品（賞状額） 1個より受注可能 サイズについては要相談

(E4)役務：リサイクル 資源物（段ボール、古紙、空き缶等）の回収・分別 毎日回収

(B3)物品：日用雑貨 入浴剤（木工） 1ヶ月　50袋　可能量

(B5)物品：食料品 りんごジュース販売 １ヶ月　50本供給

(B5)物品：食料品 ねぎ、にんにく 1日　30kg　可能量 収穫時における量

(B8)物品：その他 塔婆（木工） 1ヶ月　200枚　可能量

(E9)役務：その他 自動車配線分別　切断作業 1週間に50kg　可能量

(E4)役務：リサイクル ダンボール　雑線回収 1週間に30kg　可能量

製麺加工（ラーメン） 1日に4,000食

餃子加工 1日に2,000個

弁当 100食 要事前予約・平日のみ提供可能

茶外茶（たまねぎ茶、ごぼう茶） 1日に8袋（1袋：5パック入り）

(B5)物品：食料品 ジュース販売 1日約40本 自動販売機5台

(B7)物品：花き・苗 花壇の苗、花鉢
ベゴニア、ペチュニア、マリーゴール
ド、リネアリス、アゲラタム他　合計
25,000ポット

花種栽培から当ハウスで行っています

(E1)役務：建物清掃 特別養護老人施設内掃除、洗濯 1日約2時間 2名～3名

(E2)役務：草取り・除排雪 館庭、花壇の草取り、草刈り（積雪期は除排雪） 要相談

(E9)役務：その他 お盆用・正月用飾り付け、商品交換出し入れ 1日約50箱 他業者より依頼

たまご（1P 10個入り） 10パック

原木しいたけ、乾燥しいたけ 要相談
しいたけ栽培から当事業所で行っていま
す

ミニトマト、きゅうり、なす、ピーマン等 要相談 品目によっては時期栽培

パン製造（ホテルブレッド） 1斤より受注可能

パン製造（菓子パン、惣菜パン） 1個より受注可能

(E9)役務：その他 軽作業（袋詰め等） 要相談

○0173-74-9170 0173-74-9171 社会福祉法人　愛和会

○

323　深浦町 ゆきあいの里
(B5)物品：食料品

038-2321 西津軽郡深浦町広戸字家野上101-284

○

387　中泊町 夢の森 (B5)物品：食料品 037-0311 北津軽郡中泊町大字大沢内字海原213-20 0173-26-7631 0173-26-7633 有限会社　修清

就労継続支援事業所鶴花塾 038-3503 北津軽郡鶴田町大字境字宮内1-1 0173-22-6663 0173-22-6053 社会福祉法人　鶴田町社会福祉協議会

0173-23-1033 社会福祉法人　共生会 ○ ○ ○

384　鶴田町

多機能型事業所飛翔食房 (B5)物品：食料品 038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字押上52 0173-23-1030

特定非営利活動法人　あいゆう ○381　板柳町 就労継続支援センターあいゆう工房 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775

特定非営利活動法人　あいゆう ○

○

381　板柳町 就労継続支援センターあいゆう工房 038-3625 北津軽郡板柳町大字館野越字早稲田54-2 0172-77-2775 0172-77-2775

367　田舎館村 就労継続支援Ｂ型事業所　せせらぎの園
(B8)物品：その他

038-1102 南津軽郡田舎館村大字堂野前字前川原212-8 0172-58-3527 0172-58-3656 社会福祉法人　黒石市社会福祉協議会

03-6683-2728 株式会社　駒のまほろば ○362　大鰐町 駒のまほろば 038-0232 南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字大堰口33-2 0172-55-6866
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