
(福)なかよし福祉会

(福)大塔あすなろ会

陽だまり 就労継続支援Ｂ型 646-0015 田辺市たきない町22-13 0739-24-2880 0739-24-2929

0739-72-5130

(福)南紀のぞみ会

(福)ふたば福祉会

地域活動支援センターⅢ型

実施事業名

0739-25-2782

0739-25－5773

0739-26-0366

649-2211 白浜町2867-26

FAX番号

0739-62-8021

0739-33-7713

○掲載事業所名簿
設置主体 施設名 所在地 電話番号

紀南障害者就業・生活支援センター

か～む 就労継続支援Ｂ型

(福)やおき福祉会

日置川みどり園

すさみ町周参見2338-1 0739-55-2842

0739-52-2521

白浜町大古759-1

0739-43-2619

0739-52-3678

645-0002

生活介護 649-2521

就労継続支援Ｂ型・生活介護

646-0061 田辺市上の山２丁目23-52

646-1421 田辺市中辺路町栗栖川844

本宮くまのこ作業所

就労継続支援Ｂ型・就労移行支援

いなづみ作業所 就労継続支援Ｂ型 649-2621

すまいる

なかよし作業所

649-2211

就労継続支援Ｂ型 645-0004

みなべ町芝569 0739-72-5643

みなべ町埴田1444-1

白浜町2927-219

0739-26-8830

0739-43-2359(福)白浜コスモス福祉会

(福)紀伊の郷

白浜コスモスの郷

0735-42-0001

ハモニティ 就労継続支援Ｂ型 646-0023 田辺市文里二丁目30-12 0739-26-9454

就労継続支援Ｂ型 647-1731

0739-64-1883

龍の里作業所 就労継続支援Ｂ型 645-0417 田辺市龍神村柳瀬1030 0739-78-2281

古道ヶ丘 就労継続支援Ｂ型

やおき工房 就労継続支援Ｂ型・就労移行支援 646-0216 田辺市下三栖1475-201 0739-33-7784

646-0037 田辺市磯間24-15 0739-26-4024はっぴーわーく 就労継続支援Ｂ型

就労継続支援Ｂ型 646-0061 田辺市上の山二丁目12-58

あすか作業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護

いきいき作業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護 白浜町安宅425-16

田辺市芳養町3216-19 0739-26-1310

649-2103 上富田町生馬522-1 0739-83-2227

649-2524

0739-22-4965

田辺市本宮町本宮1301-2

エール作業所 就労継続支援Ｂ型

ささゆり作業所 就労継続支援Ｂ型

たなかの杜 生活介護・自立訓練 646-0056

田辺くじら作業所

646-1331 田辺市木守340-3

646-0015 田辺市たきない町７－１２ 0739-33-7466

0739-62-0431

0739-25-2781

ふたば第二作業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護 646-0023 田辺市文里一丁目13-9

ふたば作業所 就労継続支援Ｂ型・生活介護 646-0023 田辺市文里二丁目6-2

0739-25-4195

0739-22-4995

0739-26-4024

0739-47-5310

0739-52-2521

0739-26-9458

0739-26-8840

0739-24-1811

0739-64-1640

0739-78-2282

-

0739-43-2621

0739-72-5666

0739-33-7169

0739-72-5720

0739-52-3671

0739-33-7734

第二のぞみ園 生活介護 646-0101 田辺市上芳養2915 0739-37-8058 0739-37-0775
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カタチ生馬 就労継続支援Ｂ型・生活介護 649-2103 上富田町生馬1190-10 0739-33-7942 0739-33-7943

就労継続支援Ａ型・Ｂ型 649-2102 上富田町岩田2128-1 0739-20-1779 0739-20-1779 (株)アンスーリール アン　スーリール　ド　サクラ

-

(NPO)はまゆう作業所

(株)ADVANCE

南紀あけぼの園 生活介護

○上記の事業所名簿は、次ページ以降の製造・販売物品等又は請負作業の一覧表に記載されている事業所の連絡先となっています。
 　職場等で必要な物品等の発注を検討される場合には、西牟婁圏域自立支援協議会就労部会が窓口となっていますので、ご相談を承ります。
　　　　連絡先　　　基幹相談支援センターにしむろ(西牟婁自立支援協議会就労部会事務局）
　　　　　　　　　　　　　住所　田辺市高雄一丁目23-1　田辺市民総合センター内
　　　　　　　　　　　　　TEL   0739-33-7492      FAX   0739-26-4934　　　E-mail    yumeful@vm.aikis.or.jp

　　※西牟婁圏域自立支援協協議会とは
　　　　　西牟婁障害保健福祉圏域(田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町)を範囲として、障害者への支援体制の整備と関係者の連携を目的に、平成19年9月
　　　に設立された組織で、障害者総合支援法第89条の３に規定する協議会に相当する。圏域内市町の障害・保健・教育担当者、市町社会福祉協議会、県・保健所、ハロ
      ーワーク等就労関係機関、相談支援事業所、サービス提供事業所等が参加している。

645-0002 みなべ町芝222-1 0739-84-2020

多機能型事業所ハッスル

(NPO)南高梅の会 南高梅の会 就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ａ型あゆみ福祉食堂三栖店

あゆみ福祉農園

白浜町３３３１ 0739-33-7857 

田辺市上屋敷二丁目6-7

0739-34-2416

(株)きらり福祉会 きらり作業所 就労継続支援Ｂ型 649-2211

就労継続支援Ｂ型・生活介護 649-2103

0739-24-2444

田辺市上屋敷二丁目6-31

田辺市高雄一丁目23-1 0739-25-4174

上富田町生馬1888

田辺市目良36-30

0739-47-4952

(NPO)かたつむりの会 ワークサポートいこう 就労継続支援Ｂ型 646-0036

ララ・ロカレ 就労継続支援Ａ型

(福)和歌山県福祉事業団

田辺市上屋敷二丁目18-6 0739-26-2665

田辺市上屋敷一丁目7-28

0739-20-5595

0739-34-2146

0739-25-3888

田辺市芳養町3216-19 0739-26-5660(NPO)絆 エコファーム絆 就労継続支援Ａ型・Ｂ型 646-0056

就労継続支援Ｂ型 646-0036

646-0036

町家カフェ上屋敷二丁目 就労継続支援Ｂ型 646-0036

上富田町岩田2456-1

就労継続支援Ａ型

646-0056就労継続支援Ａ型・Ｂ型

就労Ａ型事業所ブランコート

あゆみ福祉食堂目良店 就労継続支援Ａ型 646-0058

649-2102

(NPO)歩の会

646-0215

あゆみ福祉販売所

649-2200

田辺市文里二丁目３４－１５ 0739-34-2090就労継続支援Ａ型 646-0023

0739-33-7210

0739-34-2146

0739-47-3324

0739-34-5677

0739-34-2316

0739-33-7026

0739-34-2091

0739-26-2665

0739-84-2018

0739-33-7858

-

0739-83-3370

田辺市中三栖2263 0739-33-9228

0739-33-7225

0739-26-6763

-

カタチ朝来 就労継続支援Ｂ型 649-2105 上富田町朝来2536 0739-83-2332 

(NPO)アルファ田辺 アルファ田辺 就労継続支援Ｂ型 646-0028

はまゆう作業所

-

白浜町瓜切2926-1100 0739-34-2315

田辺市芳養町3216-19

電話番号 FAX番号設置主体 施設名 実施事業名 所在地
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150円（税込）

120円～800円
（税込）

200円/６個入（税込）

150円/５個入（税込）

120円/個（税込）

200円/個（税込）

1７0円（税込）

各120円（税込）

120円（税込）

120円（税込）

田辺市

クッキー

アーモンドチュイ
ル

シフォンケーキ

ガレットブルトン
ヌ

150円（税込）

(福)やおき福祉会

やおき工房 田辺市

マドレーヌ

キャラメルポップ
コーン

きくらげチュイー
ル

龍の里作業所

640円（税込）

150円（税込）

(福)ふたば福祉会

たなかの杜 田辺市

クッキー

パウンドケーキ

マフィン

田辺くじら作業所 田辺市

クッキー

シフォンケーキ

○菓子類を製造・販売している事業所
法人名 施設名 所在地 分類 価格

北海道の小麦粉を使用した素朴で優しい口当たりの
クッキー（はなまる・マーブル・梅・ゴマ）

北海道の小麦粉を使用したふわふわでしっとりした
素朴な味。ﾌﾟﾚｰﾝ,ﾏｰﾌﾞﾙ)

上富田町岡の畑で採れたみかんやレモンをジャムに
して焼き上げました。1個40ｇ。賞味期限20日
間。

品名品名

ブールドネージュ(有名パティシエに教わったフランスの
お菓子。サクッ、ホロッのクッキーです。｢雪の玉｣とい
う意味があります。プレーン、抹茶、紅茶、梅、ココア)

パンダクッキー

(こだわりの国産材料。甘夏に使用するジャムは地
元産で手作りしています。プレーン、チョコチッ
プ､ダブルチョコ､マーブル､甘夏)

マッシュルーム型のコーン豆を使用。キャラメル
味。1袋30ｇ。賞味期限1カ月。

きくらげコンポートとパウダー入りのアーモンド
チュイールです。1箱8枚入り。

国産小麦とバターを使用し、安全な材料を使用して
います。チョコチップ・ピーカンナッツ2種類

スライスアーモンドがたっぷり入った人気の薄焼き
クッキーです。

卵の風味を活かしたふわふわのシフォンケーキ。
大きさは3種類あります。

フランスブルターニュ地方に伝わるバターの風味豊
かな本格的厚焼きクッキー

同上
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価格

100円（税込）

100円（税込）

120～150円（税込）

150円（税込）

120～160円（税込）

150～200円（税込）

100円（税込）

要相談

1３0円～/個（税込）

要相談

要相談

２８０円（税別）

１００円～１５０円
１２０円
６００円
（税込）

小35g/150円
大80g/320円（税込）

４２０円
４４０円
１８０円
４２０円
（税込）

(福)和歌山県福祉事
業団

多機能型事業所
ハッスル

上富田町

もち菓子

焼き菓子

芋かりんとう
深層水芋かりんとう・紫芋チップ
深層水芋かりんとう（ミニ）
芋満月

芋のお菓子

福)ふたば福祉会 あすか作業所 上富田町

クッキー

焼き菓子

(福)やおき福祉会 すまいる みなべ町

シフォンケーキ

クッキー 手作りクッキー(国産バター100％使用)

(NPO)絆 エコファーム絆 田辺市 きび糖ピーナッツ

(NPO)かたつむり
の会

町家カフェ上屋敷
二丁目

田辺市

クッキー

石窯ピザ

ララ・ロカレ

(福)やおき福祉会 陽だまり 田辺市

マドレーヌ

チョコレート

田辺市
シフォンケーキ・
その他

手作りマドレーヌ

法人名法人名 施設名 所在地 分類

チョコレート仕入れ販売

３種類（袋入り）

手作り石窯でじっくりと焼き上げたもちもちのピザ

自然派クッキー(甘さ控えめ､素材を生かしたクッ
キー。ハーブ、抹茶、ごま、きなこ、レーズン、コ
コア、紅茶)等

バターサブレ、ピスタチオ、チュコアーモンド、カ
フェココア、しましま紫いも

マドレーヌ、パウンドケーキ・シフォンケーキなど
（期限1ヶ月）

ガトーショコラ、チーズケーキ（期限１日）

シフォンケーキ（各種）・その他ケーキ類

奄美諸島産さとうきび100％使用のきび糖を絡め
たピーナッツのお菓子

手作りシフォンケーキ(単価の安さ、量でみなさん
に提供します。)

かき餅(和歌山県産の餅米を使用した昔なつかしい
かき餅。)

クッキー
マフィン
シフォンケーキ

品名
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価格

480円～（税込）

650円/個（税込）

500円（税込）

○お弁当を製造・販売している事業所
法人名 施設名 所在地

(NPO)かたつむり
の会

町家カフェ上屋敷
二丁目

田辺市 弁当 町家弁当(週替り､おまかせ弁当)※要予約

分類

(NPO)歩の会

あゆみ福祉販売所

田辺市 弁当あゆみ福祉食堂目良店

あゆみ福祉食堂三栖店

(福)やおき福祉会 すまいる みなべ町 弁当

各種弁当（日替わり､とんかつ､海老フライ､豚生姜
焼き､からあげ､3色ご飯､ビビンバ。良質米､ご飯大
盛り無料サービス)

品名

月水金１０食限定ランチ
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価格

食パン：300円/1斤
高級食パン：450円/1斤
メロンパン120円
あんぱん：120円
ﾐﾆｸﾛﾜｯｻﾝ：250円/5個
バタール：260円
塩ロールパン：80円
季節のフルーツデニッシュ：
250円～
（税込）

要相談

100円～（税込）

(NPO)かたつむり
の会

ララ・ロカレ 田辺市 手作りパン

○パンを製造・販売している事業所
法人名 施設名 所在地 分類

(福)ふたば福祉会 ふたば第二作業所 田辺市
手作りパン
パン工房ぱんだぱん
だ

(福)ふたば福祉会 あすか作業所 上富田町 パン 手作りパン

品名

材料にこだわり、品質向上を目指し「安全、安心、安定」
のパン作りをしています。

※こだわりの一部
・食パン（国産小麦、天然塩使用）
・高級食パン（高級カナダ産小麦、ハチミツ、フランス産
ブルターニュの発酵バター使用）
・あんぱん（北海道十勝産小麦使用）
・クロワッサン（全種類）
・フランスパン（全種類）
・塩ロールパン（フランス産のゲランドの塩を使用）

手作りﾊﾟﾝ(40～50種類と盛りだくさん）
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価格

要相談

６０ｇ５００円（税込）

５kg：2,500円
３kg：1,500円
２kg：1,000円
（税込）

５kg：2,300円
３kg：1,350円
２kg：1,000円
（税込）

要相談

10個入り400円
（税別）

田辺市

100円～（税込）

時価

要相談

新米10kg：3,500円
（税込）

田辺市 果物

エコファーム絆

田辺市

○農作物を生産・販売している事業所
法人名 施設名 所在地 分類

野菜

(福)やおき福祉会 古道ヶ丘

(福)大塔あすなろ会 ささゆり作業所 田辺市

野菜

乾燥椎茸

季節の野菜

(福)南紀のぞみ会 第二のぞみ園

(NPO)絆

(NPO)歩の会

あゆみ福祉農園

田辺市 野菜

あゆみ福祉販売所

あゆみ福祉食堂目良店

あゆみ福祉食堂三栖店

米

にんにくスプラウト（にんにくの皮をむき小分けに
して薄皮をむき水耕栽培する。）

(NPO)はまゆう作
業所

はまゆう作業所 田辺市

米

米
きぬひかり（地下水と紀南の粘土質土壌で育った清
流米）

(NPO)南高梅の会 南高梅の会 みなべ町 梅・野菜 梅干各種、季節の野菜

(福)白浜コスモス福
祉会

白浜コスモスの郷 白浜町 野菜

こしひかり（地下水と紀南の粘土質土壌で育った清
流米）

品名

榾木による天然栽培

季節の野菜(季節に応じた野菜を栽培し販売してい
ます。)

ブルーベリー

季節の野菜

お米(玄米。新米は､9月以降。ねばりと甘みがあり､
とてもおいしいお米です。)
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施設名 所在地 分類

要相談

１００ｇ：２８０円
３００ｇ：８００円
５００ｇ：１２５０円
（税込）

品名法人名 価格

(福)和歌山県福祉事
業団

多機能型事業所
ハッスル

上富田町

野菜

梅干し

季節の野菜

梅干し各種（しそ梅・味梅・はちみつ梅）
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150円/個
400円/3個セット
（税込）

要相談

要相談

価格

40ｇ：135円（税込）

230円（税込）

600円（税込）

600円（税込）

600円（税込）

460円（税込）

460円（税込）

○その他の食品を製造販売している事業所

自家焙煎珈琲

(福)ふたば福祉会 ふたば第二作業所 田辺市
ぱんだぱんだコー
ヒー

法人名 施設名 所在地 分類

(NPO)かたつむりの会

ワークサポートい
こう

田辺市

ララ・ロカレ 田辺市 テイクアウト

加工食品

(NPO)はまゆう作
業所

はまゆう作業所 田辺市 加工食品
切干し大根（当園地で栽培し、新鮮なうちに加工した切
干し大根）※にんじんMIXもあります。

みなべ町

加工食品

加工食品

加工食品

加工食品

(福)なかよし福祉会 なかよし作業所

加工食品

品名

ぱんだのかわいいイラスト入りのドリップコーヒーギフト
にもおすすめ

オリジナルブレンドの珈琲を自家焙煎しています。
運営するカフェも卸している珈琲豆です。

厚切りハムサンド・チキンライス・ドライカレー・ホットドッ
グ

トマトジュース（地域のフルーツミニトマトを使
用。素材の味をそのままに甘くて濃いジュース）

トマトケチャップ(紀州産フルーツミニトマトを使
用した贅沢な一品。賞味期限1年。330g入り。)

トマトソース(紀州産フルーツミニトマトを一瓶に
60個以上使用。パスタやトマト煮込み、ピザ、炒
め物にもよく合います。賞味期限1年。330g入
り。)

トマトピューレ(紀州産フルーツミニトマトを一瓶
に60個以上使用。色々な料理の味付けに。賞味期
限1年。330g入り。)

きんかんジャム(紀州産の完熟きんかんを使用。甘
さ控えめで、パンはもちろんヨーグルトにも合いま
す。また紅茶に入れてもおいしいです。150g入
り。)

すももジャム(紀州産完熟すももを使用。アイスク
リームやヨーグルトにかけると美味しいです。賞味
期限1年。150ｇ入り。)
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法人名 施設名 所在地

120ｇ：500円
250ｇ：1,000円
（税込）

460円（税込）

500円（税込）

200円（税込）

130円（税込）

120ｇ：１５0円
250ｇ：２８0円
（税込）

分類 品名 価格

３個入り：５００円
（税込）

２００ｇ：８００円
（税込）

(福)なかよし福祉会 なかよし作業所 みなべ町

加工食品

加工食品

加工食品

加工食品

みなべ町

加工食品

加工食品

加工食品
梅ジャム（有機栽培の梅（自家栽培）を使用。完熟
した梅の果汁と砂糖で作ったジャムはオレンジ色で
甘くパンやヨーグルトに合います。）

(福)和歌山県福祉事
業団

多機能型事業所
ハッスル

上富田町 加工食品
梅塩

(NPO)南高梅の会 南高梅の会
めはり寿司（自家栽培した高菜・米で製造していま
す。高菜の漬物も自家で作っています。）

青梅ジャム(南高青梅を使用したさわやかな酸味が
美味しいジャムです。クッキーにも合います。賞味
期限1年。150g入り。)

梅びしお(紀州特産南高梅梅肉を、砂糖・みりんで
味付け。ご飯にはもちろん、冷奴、あえ物、とんか
つのソースとして、また唐揚げの下味付けにも使え
ます。賞味期限1年。150g入り。)

焼きかりんとう(食物繊維たっぷりの、おからで
作った焼きかりんとうです。油で揚げていないの
で、ヘルシーなお菓子です。5種：炭、金柑、生
姜、梅、胡麻が楽しめます。賞味期限3ヶ月。60g
入り。)

ポップコーン(5種：キャラメル、塩、カレー、イチ
ゴ、チョコ。小腹がすいたときにちょうどいい食べ
切りサイズです。賞味期限3ヶ月。30g入り)

干し芋（自家栽培で作った紅はるか、安納芋を干し
芋にしています。）
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価格

1,000円/m～（税込）

200円（税込）
300円（税込）

150円～（税込）

380円～2,500円
（税込）

150円～500円
（税込）

500円～700円
（税込）

(福)南紀のぞみ会 第二のぞみ園 田辺市

○布製品を製造・販売している事業所
法人名 施設名 所在地 分類 品名

布製品
ガーゼマスク（子ども用）
　　　　　　（大人用）

(福)ふたば福祉会 ふたば作業所 田辺市

布

布製品

さをり織り原反(一本一本、丹念に織りあげられ個
性あふれる品に仕上がっています。色鮮やかで、何
に使っていただいてもひときわ目をひきます。)

(株)ADVANCE
カタチ生馬
カタチ朝来

上富田町

トートバッグ・巾
着

ヘアゴム（布・
皮）

ハンカチ
ティッシュケース

さをり織り製品(コースター、ポケットティッ
シュ、ポーチ、バッグなど。)

利用者様が描いたイラストでオリジナルバッグを
作っています

布や皮を自分たちで加工し作っています

自分たちで布を裁断・縫製・制作しています
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200円～（税込）

価格

100円（税込）

100円（税込）

分類

小物

小物

小物

○その他の物品を製造・販売している事業所
法人名 施設名 所在地

箸置き(備長炭で作られた名脇役として人気です。)

爪楊枝（可愛く梱包）

小物

(福)ふたば福祉会

ふたば作業所 田辺市

生活用品

(福)南紀のぞみ会 第二のぞみ園 田辺市

生活用品

肥料

220円/16個（税込）

220円/8個（税込）

180円/500ｇ（税込）

330円/5個（税込）その他

ふたば第二作業所 田辺市

生活用品

小物

DITH　ＣＬＯＴＨ（ﾃﾞｨｯｼｭｸﾛｽ）
真っ白なかやふきん。ティーポッドが描かれたパッ
ケージは当商品オリジナルです。

280円/ｋｇ（税込）

700円/個（税込）

ウエス（シーツ地・タオル地・Ｔシャツ地など提携
のサイズに切りそろえています。ベアリングや車な
どの工場より定期的に受注があります。）

フラワーベース（キューブ型の木製の土台に試験管
を組み合わせた一輪挿し。色はナチュラルとブラウ
ン。）

600円～（税込）

品名

ＵＶレジン（ヘアピン・ヘアゴム・ブローチ）
和風マグネット・キャンドル・木製クリップ・アク
リルたわし・ブレスレット

ハーバリウム（ガラスボトルに光を当てれば、幻想
的なお花の姿。インテリアとして人気。

洗濯バサミ(とても丈夫で人気の商品。)

竿ばさみ(丈夫で使いやすい。洗濯物が風で飛ばさ
れないように､しっかりはさんでくれます。)

EMぼかし(生ゴミに混ぜて､花壇や畑の肥料にどう
ぞ。)

よもぎの葉(自然の中でのびのびと育つよもぎを採
取し､乾燥させ､ふたば独自の方法で仕上げてﾊﾟｯｸ詰
めしました。15g　5個入り。)

こぎん刺し（かや織りのふきんに一針一針丁寧に刺
繍しています。同じ色の組み合わせはなく全てオン
リーワンの一品です。）

350円/個（税込）

300円/個（税込）
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法人名 施設名 所在地 分類 品名 価格

100円～（税込）

福)やおき福祉会

やおき工房 田辺市

生活用品

古道ヶ丘 田辺市 まき

りさいくる手作りメモ帳。印刷屋さんから提供頂い
た。端紙や裏紙を使用してメモ帳に仕上げました。
きいちゃんやたなべえ・ひょうたん先輩等ののキャ
ラクターがついています。A6サイズ（厚み13ｍ
ｍ）。全て手作りです。

Ecoピカセスキ（界面活性剤不使用で手肌や環境に
も優しく、アルカリパワーで汚れを落とすセスキ洗
浄スプレーです。スプレーボトル５００ｍｌ入りで
す。）

まき(BBQ用などに。)

生活用品

小物

その他

小物

385円（税込）

110円（税込）

本宮くまのこ作業
所

田辺市

小物

小物

小物

龍の里作業所 田辺市

仕入れ販売

仕入れ販売

輸入品(おかし､調味料他)

紀南障害者就業・
生活支援センター

田辺市 小物 缶バッチ(写真、オリジナルイラスト等。)

30円（税込）

(NPO)歩の会
あゆみ福祉販売所
あゆみ福祉食堂目良店
あゆみ福祉食堂三栖店

田辺市

ｱｸﾘﾙたわし(指を入れて洗える洗いやすい苺型のア
クリルたわし。カラーバリエーションも豊富で
す。)

ｺｰｽﾀｰ(龍神杉の端材を使った温かみのあるｺｰｽﾀｰ。
3枚入り。)

よもぎの葉（乾燥パック詰めした商品。お湯につけ
ると良い香りがします。）

アクリルタワシ(アクリルの毛糸で編んだタワシで
す。食器洗いや清掃に使えます。洗剤を使わなくて
いいので環境に優しい商品です。)

ビーズストラップ(ビーズで作る携帯ストラップで
す。動物のビーズストラップが人気です。)

ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ(和歌山県産)

つまようじ入れ(折り紙で作るつまようじ入れで
す。形はアロハシャツになってます。色は様々で
す。一袋三つ入り。)

200円（税込）

100円（税込）

240円/３枚（税込）

240円/３個（税込）

100円（税込）

100円～200円（税
込）
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法人名

700円/個（税別）

所在地 分類 品名

100円（税込）

100円～（税込）　　

500円（税込）

1,500円（税込）

130円（税込）

要相談

600円/個（税別）

価格

340円～（税込）

500円（税込）

梅干、芋けんぴ(国産のさつまいも使用。)

梅でとう（梅干し）
商標登録済　個包装梅干し　10粒箱入

施設名

(NPO)アルファ田辺 アルファ田辺 田辺市

仕入れ販売

仕入れ販売

仕入れ販売

小物

(福)やおき福祉会 すまいる みなべ町 小物

(NPO)かたつむりの会
ワークサポートい
こう

田辺市 小物

小物

(福)紀伊の郷 日置川みどり園 白浜町 陶芸作品

(福)なかよし福祉会 なかよし作業所 みなべ町

消臭用品

小物

ポチ袋(表面に和紙、折り紙、さをり織等で装飾を
施している手作りの大小各種ポチ袋です。お祝いや
メッセージカード入れにどうぞ。催事用のお返しの
大袋もあります。デザインや組み合わせに御要望が
ございましたら、御相談下さい。小・2～３入り、
大・1枚入り)

メモスタンド(陶器でできています。メモと筆記用
具を立てられる。動物の形。)

梅でとう（梅干し）
商標登録済　個包装梅干し　10粒袋入

珈琲豆匂い袋（ローストした珈琲豆をにはリ
ラックス効果、脱臭効果があります。外袋か
ら出してお使いください。）

クラフトバッグ

炭ちゃん(紀州特産の備長炭を使った消臭用の炭袋
です。シューズ用（2個入り）とクローゼット用の
2種類があります。紀州備長炭の炭の破片を色とり
どりの袋に入れています。

備長炭風鈴(紀州特産備長炭の手作りの風鈴です。)

メッセージカード(手作りのメッセージカードで
す。さをり織りのデザインは、要相談。)
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200円～300円
（税込）

200円（税込）

100円（税込）

350円/4枚（税別）

150円/4枚（税別）

500ｍｌ　350円
１L　450円
（税別）

要相談

要相談

(福)白浜コスモス福
祉会

白浜コスモスの郷

白浜町 小物

白浜町 小物

白浜町 小物

(株)きらり福祉会 きらり作業所 白浜町 小物

(福)和歌山県福祉事
業団

南紀あけぼの園 上富田町 陶芸作品

(株)ADVANCE
カタチ生馬
カタチ朝来

上富田町
お年玉袋・ご祝儀
袋

(福)やおき福祉会 いなづみ作業所 すさみ町

肥料

生活用品 ﾘｻｲｸﾙ石鹸(廃油､苛性ｿｰﾀﾞ)

手作りはがき(酒ﾊﾟｯｸを再利用し､紙すきを行い､利
用者の絵を印刷したはがきです。)

手漉きのしおり(酒パックを利用して紙漉きをし利
用者の絵を印刷したしおりです。)

セスキ洗剤（セスキ炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリ
ウムなどが入った粉を溶かし、容器に入れて販売し
ます。）

紙器（紙の化粧箱や紙箱の製造・販売）

陶芸作品(お皿を始めとする食器や小さな小物､花器
等。個々に手作りの優しさがあふれています。)

オリジナルのイラストで自分たちで裁断し制作して
います

EMぼかし(米ぬか､魚粉､油かす､EM菌を混ぜて発酵
させたもの。一袋900g。)

法人名 施設名 所在地 分類 品名 価格
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名刺(ﾓﾉｸﾛ片面)

年賀状(はがき代別。はがき持ち込みOK。ﾓﾉｸﾛ。)

○印刷業務をしている事業所

要相談

2,400円/10枚（税込）

法人名 施設名 所在地 分類 品名 価格

年賀状(はがき代別。はがき持ち込みOK。ｶﾗｰ。)

(福)ふたば福祉会 ふたば作業所

1,000円/50枚（税込）

田辺市

印刷

印刷

印刷

1,850円/10枚（税込）

(福)白浜コスモス福
祉会

白浜コスモスの郷 白浜町 印刷 名刺

(福)やおき福祉会 ハモニティー 田辺市 印刷受注 印刷物受注(名刺・パンフなど)

2,000円/100枚
（税別）
要相談
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要相談

時給500円

要相談

要相談

要相談

要相談

敷地内の草取り・剪定・草刈り・掃き掃除など

しいたけ農場内での菌床運搬等の作業を請け負って
います。

大根、季節の野菜等の栽培。収穫作業や畑の片付け
の請負も行っています。

清掃全般(保養所管理しているため内・外OKで
す。)

○請負作業している事業所
法人名 施設名 所在地 分類 品名

(福)南紀のぞみ会 エール作業所 田辺市 清掃
清掃全般(保養所管理しているため内・外OKで
す。)

(福)大塔あすなろ会 ささゆり作業所 田辺市 清掃作業 施設などの清掃、農作業

要相談要相談

(福)ふたば福祉会 はっぴーわーく 田辺市

清掃業務

農作業

公園清掃、トイレ清掃を分担割し、責任を持って取
り組んでいます。

要相談

清掃

草刈(メンバー全員、安全性特別教育等終了済み。)草刈(メンバー全員、安全性特別教育等終了済み。)

本宮くまのこ作業
所

田辺市 清掃

古道ヶ丘

清掃

古道ヶ丘

田辺市 農作業

(福)やおき福祉会)

やおき工房

龍の里作業所 田辺市 農作業

田辺市

(NPO)はまゆう作
業所

はまゆう作業所 田辺市 清掃、農作業 清掃全般、農作業

(NPO)絆(NPO)絆 エコファーム絆 田辺市 草刈、草引き

(福)やおき福祉会 すまいる みなべ町 清掃作業 清掃作業(みんなで力を合わせて頑張ります。清掃作業(みんなで力を合わせて頑張ります。

(福)なかよし福祉会 なかよし作業所 みなべ町 清掃作業 清掃作業(公共施設の清掃や草刈など。)清掃作業(公共施設の清掃や草刈など。)

(NPO)南高梅の会 南高梅の会 みなべ町 農作業 全般全般

(福)ふたば福祉会 いきいき作業所 白浜町 清掃 トイレ清掃(丁寧に取り組みます。)トイレ清掃(丁寧に取り組みます。)

(福)紀伊の郷 日置川みどり園 白浜町 草刈 草刈(メンバー全員、安全性特別教育等終了済み。)草刈(メンバー全員、安全性特別教育等終了済み。)

価格

要相談

要相談

要相談

田辺市

草刈

要相談

要相談

要相談

要相談

農作業全般(草刈、耕運、畝立て、種まき、収穫
等。)

草刈(遊休・休耕地の草刈を請け負います。)草刈(遊休・休耕地の草刈を請け負います。)

要相談

清掃業務(トイレ清掃・館内清掃・草刈)

要相談

(NPO)歩の会 あゆみ福祉農園
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法人名 施設名 所在地 分類 品名 価格

パソコン業務(ホームページ管理・作成をしていま
す。)

(福)白浜コスモス福
祉会

白浜コスモスの郷 白浜町 清掃 駐車場清掃等駐車場清掃等

要相談

(株)きらり福祉会 きらり作業所 白浜町

清掃

パソコン業務パソコン業務

清掃(現在ホテル清掃を請け負っています。)

(福)やおき福祉会 いなづみ作業所 すさみ町 草刈、草引き

要相談

要相談

草刈、草引き(田畑、空き地、庭などの草刈や草引
き。

要相談
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要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

価格

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

草抜き

梅干の種抜き

簡単な内職

箱折りやシール貼り、風呂敷折り、梅の箱詰め、バ
スマット圧着作業等

分類 品名品名

(福)南紀のぞみ会 エール作業所 田辺市

内職

除草除草

(福)ふたば福祉会

ふたば作業所 田辺市 内職

ふたば第二作業所ふたば第二作業所 田辺市 内職

田辺市 軽作業

シール貼り（梅のパックやラムネのシール貼りをし
ています。）
シール貼り（梅のパックやラムネのシール貼りをし
ています。）

生活介護の利用者さんの為難しい作業は出来ません
が、「お客さんが喜んでくれるように丁寧に」作業
をしています。

古道ヶ丘

くじら作業所 田辺市

田辺市

製本

梅干の種抜き

箱折

シールコーティング(本の表紙にビニールコーティ
ングをほどこします。学校の図書館などから依頼が
あります。

龍の里作業所

シールコーティング(本の表紙にビニールコーティ
ングをほどこします。学校の図書館などから依頼が
あります。

箱折り等の内職を請け負っています内職

内職

内職

田辺市

やおき工房 田辺市 内職

はっぴーわーく

田辺市 内職

田辺市田辺市

その他その他

紀南障害者就業・
生活支援センター

田辺市 簡単な作業

(NPO)歩の会(NPO)歩の会 あゆみ福祉農園 田辺市

箱折

(福)やおき福祉会(福)やおき福祉会

たなかの杜

便利屋(草引き、清掃、農作業、障子貼りなど、御
相談下さい。)

様々な種類のスポンジ包装をする内職作業を請け
負ってます。

封入、箱折

○その他の作業を請け負っている事業所
法人名 施設名 所在地

箱折り・梅の種抜き

ハモニティー

その他

単価　0.5円～5.0円

要相談

簡単作業

箱折

雑用等
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要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

箱折

(NPO)アルファ田
辺
(NPO)アルファ田
辺

アルファ田辺 田辺市

箱折

内職

内職

内職内職 スポンジの袋詰め

資源回収

ポスター貼りポスター貼り
ポスター貼り(市内、手分けして、祭りのポスター
や、宣伝ポスターを貼る作業を請け負います。)

アルミ缶回収・分別作業・古着・不要食器・ぬいぐ
るみ回収

ポスター貼り(市内、手分けして、祭りのポスター
や、宣伝ポスターを貼る作業を請け負います。)

(NPO)かたつむり
の会

ワークサポートい
こう

田辺市 内職
箱折り・包装・Ｔシャツ等のたたみ作業・シール貼
り・ダイレクトメールの挟み込み、封入、宛名シー
ル貼り

箱折り・包装・Ｔシャツ等のたたみ作業・シール貼
り・ダイレクトメールの挟み込み、封入、宛名シー
ル貼り

(福)なかよし福祉会

箱折

(福)なかよし福祉会 なかよし作業所

(NPO)絆 エコファーム絆 田辺市 梅干の種抜き

(NPO)南高梅の会

包装

梱包・出荷

箱物の包装

包装した箱をダンボールに入れて送り状などを貼
り、出荷できるようにする。

箱折

軽作業(折り込み・袋入れ・DM用宛名シール貼りな
ど丁寧な仕事をします。)

シール貼り

室内履きの芯貼　等

梅干の種抜き梅干の種抜き

スポンジの袋詰め

お菓子の袋詰め

帯巻き・ひもで結ぶ(手作業で手間や手の器用さが
必要な作業もできます。

内職

南高梅の会

みなべ町 軽作業

みなべ町

帯巻き・ひもで結
ぶ
帯巻き・ひもで結
ぶ

梱包・出荷

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

分類 品名 価格法人名 施設名 所在地
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要相談　

要相談　

2,000円～3,500円
（税込）

800円/枚（税込）

年間2回　6,000円～

要相談

要相談

要相談　

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

要相談

いきいき作業所(福)ふたば福祉会 いきいき作業所 白浜町 内職

法人名 施設名

(福)やおき福祉会 かーむ 白浜町

梅干の種抜き

内職内職

事業所ブランコー
ト

白浜町 クリーニング

(福)白浜コスモス福
祉会
(福)白浜コスモス福
祉会

白浜コスモスの郷 白浜町 内職

(福）和歌山県福祉
事業団

(株)きらり福祉会 きらり作業所 白浜町 内職

上富田町 資源回収

多機能型事業所ハッスル多機能型事業所ハッスル 上富田町

(福）和歌山県福祉
事業団

南紀あけぼの園

資源回収

(株)ADVANCE
カタチ生馬
カタチ朝来

上富田町

内職

(株)アンスーリール
アンスーリールド
サクラ

上富田町

納品代行業務

軽作業

(福)やおき福祉会 いなづみ作業所 すさみ町

洗車

配達

古紙回収古紙回収

清掃

下請け作業の経験が多いため、丁寧に作業をさせて
もらいます。

梅干の種抜き

箱折

簡単な内職

カーテン・法被等の洗濯

箱折

アルミ缶回収

古着・陶器の回収（事業所への持込のみ）
空き缶・段ボールの回収（ホテル・福祉施設・町内
民家・企業）

取扱商品の梱包及び発行代行業務

封入作業

簡単な内職

古紙回収

洗車(水洗い、ワックスかけ、車内清掃)

生協配達

お墓掃除(お墓周辺の掃除、雑草除去、墓石の掃除
など。)

所在地 分類 品名 価格
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