
令和４年６月時点

法人名 事業所名 サービス種別 所在地 電話 Ｆａｘ Ｅ－ｍａｉｌ 種別 製品・サービスの内容 対応可能量 参考単価 その他特記事項（製品の特長、発注時の注意点など）

1 社期福祉法人岩崎学園 ステップワークス IWASAKI

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型
生活訓練
宿泊型自立訓練

岩田町字曽銀106-17 69-1321 63-8788 ｋ_suzuki@iwasaki-net.or.jp 物品 弁当 要相談 弁当500円～
5個以上のお弁当は1週間前に連絡ください。
日替わり弁当は当日9：00までに注文してください。

2
社会福祉法人豊橋市福祉事
業会

ワークス岩西

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

高師町字北原１番地107 62-0118 62-7141 works@tf-jigyoukai.org 物品 奈良のかや記事ふきん 要相談 165円／枚
100枚以上のご注文で1枚154円
1枚ずつ個包装・のし付け可能
3枚入りは440円

3
社会福祉法人豊橋市福祉事
業会

ワークス岩西

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

高師町字北原１番地107 62-0118 62-7141 works@tf-jigyoukai.org 物品 ナチュラルふきん 要相談 220円／枚
表地に柄のついたふきんです。
1枚ずつ個包装・のし付け可能。

4
社会福祉法人豊橋市福祉事
業会

ワークス岩西

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

高師町字北原１番地107 62-0118 62-7141 works@tf-jigyoukai.org 物品 パン、クッキー 要相談 118円／個～
パンは食パン、総菜パン、菓子パンがあります。
賞味期限について、パンは当日中、クッキーは30日
です。

5
社会福祉法人豊橋市福祉事
業会

ワークス岩西

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

高師町字北原１番地107 62-0118 62-7141 works@tf-jigyoukai.org 物品 弁当 要相談 453円／個

6
社会福祉法人豊橋市福祉事
業会

ワークス岩西

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

高師町字北原１番地107 62-0118 62-7141 works@tf-jigyoukai.org 役務 清掃、環境整備 要相談 要相談
公共施設等において床掃除、窓ふき、除草等の実績
があります。

7 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品 名刺 50枚～

片面モノクロ　900円
両面モノクロ　1,100円
片面カラー　1,200円
カラー/モノクロ　1,400円
両面カラー　1,600円

デザイン費用無料・修正費用無料・短納期も可能。
初回のみ版代として　500円
1,000枚以上の大量注文の場合、別途御見積可能。
印刷のみの下請け作業も可能（別途御見積）。

8 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品 チラシ 10枚程～応相談

A4　1,000枚　校了から7日納
期
片面カラー　6,000円
両面カラー　11,000円

デザイン費用無料
修正費用無料
短納期も可能（別途御見積）。
大量枚数によりさらにお得に制作可能です。

9 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品 封筒 1枚～応相談 応相談

デザイン費用無料
修正費用無料
短納期も可能（別途御見積）。
大量枚数によりさらにお得に制作可能です。
新規デザインや既存と同デザインなどご対応可能。

10 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品

その他印刷物全般
（ポスター、スタンプ、のぼり、
エコバック、Tシャツ、看板、
ショップ袋、シール、カード、マ
グネットなどなど）

応相談 応相談

基本的に何でも作成しております。
一部納期の関係で作成できなかった場合もあります
が何とか制作できるようにお調べは必ずします。
お気軽にご相談ください。

11 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品 パン 1個～応相談 90円～320円

食パン、菓子パン、惣菜パンを取り揃えております。
イベントや集まりなどでの大量注文もご対応可能で
す。
前もってご相談ください。
定期配達もまとまった数量があれば可能です。
イベントへの出店や訪問販売も行っております。

取扱い物品等情報　　　　　　　　　　法人及び事業所情報

番号

障害者就労施設等　取扱物品・役務リスト
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番号

12 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品
アップルパイ
シフォンケーキ（各種）

アップルパイ／1本～（箱入
り）　　　　　　シフォンケーキ
／　　　　　　　　1/6カット・
ホール

アップルパイ／1,080円
シフォンケーキ／900円
はちみつレモンシフォン／
1,000円
紅茶シフォン／1,000円

基本的には予約注文となります。
運がいいと店頭に並んでいることもあります。
イベントや集まりなどでの注文もご対応可能です。
(アップルパイ)
事前にご相談ください。

13 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 物品 ニラ 1袋～応相談 1袋　100円

産地が近い新鮮な豊川産が毎週火曜日入荷品して
います。
10～20束の数量限定ですが、前もってご注文頂けれ
ばご希望数のご用意も可能です。
季節の野菜の為、無い時期もあります。
業務販売用の簡易梱包版も御見積可能です。

14 社会福祉法人豊生ら・ばるか ら・ばるか就労訓練工場 就労継続支援B型 菰口町4-2-2 31-3120 31-3156 info@labarca.or.jp 役務 内職の請負 応相談 応相談
応相談となります。
作業量や作業内容、納期により変わってきます。

15 社会福祉法人さわらび会
障害福祉サービス事業所
明日香

生活介護
就労継続支援B型

野依町字山中19-12 0532-46-6579 0532-48-2362 asuka@sawarabi.or.jp 役務 クリーニング 要相談

16 社会福祉法人さわらび会
障害福祉サービス事業所
明日香

生活介護
就労継続支援B型

野依町字山中19-13 0532-46-6579 0532-48-2362 asuka@sawarabi.or.jp 物品 額 要相談

17 社会福祉法人さわらび会
障害福祉サービス事業所
明日香

生活介護
就労継続支援B型

野依町字山中19-14 0532-46-6579 0532-48-2362 asuka@sawarabi.or.jp 物品 クッキー 要相談
クッキー、マドレーヌ、パウンドケーキ、シフォンケー
キ

18 社会福祉法人さわらび会
障害福祉サービス事業所
明日香

生活介護
就労継続支援B型

野依町字山中19-15 0532-46-6579 0532-48-2362 asuka@sawarabi.or.jp 物品 自主製品 要相談 絵はがき、花お手玉、財布

19 特定非営利活動法人さざなみ さざなみ憩いの家 就労継続支援Ｂ型 花田町字百北193番地 33-5606 33-7510 EZV11104@nifty.ne.jp 物品 食料品・飲料品 要相談 300円／100g

深煎りで市販品にはない甘さとコクを兼ね備えたコー
ヒーです。種類はグァテマラ・モカ・ブラジル・マンデリ
ン（300円）：いずれも100g。粉、豆どちらでも対応でき
ます。アルミ袋は＋20円。FAX等で注文を受け、代金
はゆうちょ銀行に振り込んでいただきます。

20
特定非営利活動法人てのひ
ら

陸 就労継続支援B型 三ノ輪町字本興寺51-25 62-2523 74-2523
tenohira2010@dream.so-
net.jp

役務 点字入り名刺作成 500枚/日
初回製版代：500円
15円/1枚

氏名・会社名・役職・電話番号など希望に応じます。

21
特定非営利活動法人てのひ
ら

陸 就労継続支援B型 三ノ輪町字本興寺51-25 62-2523 74-2523
tenohira2010@dream.so-
net.jp

役務 封筒・はがき点字プレス 600枚/日 2円/1枚
発信元情報（会社名・所属・課名など）希望に応じま
す
各種サイズに対応できます(最大A4まで）

22
特定非営利活動法人てのひ
ら

陸 就労継続支援B型 三ノ輪町字本興寺51-25 62-2523 74-2523
tenohira2010@dream.so-
net.jp

役務 テープ起こし 10分/日 150円/分
講演記録・講義記録・会議録等
（専門用語は、作成時に確認）

mailto:info@labarca.or.jp
mailto:info@labarca.or.jp
mailto:info@labarca.or.jp
mailto:asuka@sawarabi.or.jp
mailto:asuka@sawarabi.or.jp
mailto:asuka@sawarabi.or.jp
mailto:asuka@sawarabi.or.jp
mailto:EZV11104@nifty.ne.jp
mailto:tenohira2010@dream.so-
mailto:tenohira2010@dream.so-
mailto:tenohira2010@dream.so-


法人名 事業所名 サービス種別 所在地 電話 Ｆａｘ Ｅ－ｍａｉｌ 種別 製品・サービスの内容 対応可能量 参考単価 その他特記事項（製品の特長、発注時の注意点など）

取扱い物品等情報　　　　　　　　　　法人及び事業所情報

番号

23
株式会社ピュアオフィス矢車
草

矢車草東脇 就労継続支援B型 東脇四丁目4番地17 43-6001 43-6003
info@pureoffice-
yagurumasou.com

役務 草刈り作業 要相談 300円／㎡
参考単価は平地の場合
法面など傾斜地は要相談

24
株式会社ピュアオフィス矢車
草

矢車草東脇 就労継続支援B型 東脇四丁目4番地17 43-6001 43-6003
info@pureoffice-
yagurumasou.com

物品
POP・チラシ作成・会社案内・
折り込みチラシ

要相談 枚数により異なる
販促物・チラシのデザインから印刷までお客様のご要
望に合わせて制作致します。

25
株式会社ピュアオフィス矢車
草

矢車草東脇 就労継続支援B型 東脇四丁目4番地17 43-6001 43-6003
info@pureoffice-
yagurumasou.com

役務 各種軽作業 要相談 1工程1円～
1工程とは………作業を切り分けた1部の工程です。
例えば、袋に入れるとか、検品するとかです

26
株式会社ピュアオフィス矢車
草

矢車草東脇 就労継続支援B型 東脇四丁目4番地17 43-6001 43-6003
info@pureoffice-
yagurumasou.com

物品 キャベツ焼き、焼きそば他 要相談
キャベツ焼き……250円
焼きそば…………350円
等々

27
株式会社ピュアオフィス矢車
草

ピュアオフィス矢車草 就労継続支援B型 新栄町字大溝25番1 34-2632 34-2633
info@pureoffice-
yagurumasou.com

役務 各種軽作業 要相談 1工程1円～
1工程とは………作業を切り分けた1部の工程です。
例えば、袋に入れるとか、検品するとかです

28
特定非営利活動法人ハーベ
スト

ハーベスト 就労継続支援B型 西幸町字幸６４番地１ 37-1652 37-1652 ror@teesjp 物品 古タイヤリサイクル 要相談 要相談

29
特定非営利活動法人ユア
ウェルフェア

福祉サービス事業所ユアケミ
スト

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

豊橋市曙町字測点１５１番地
の２

48-8066 65-5320 yourchemist@msn.com 物品 生うどん
あけぼの二膳　30個/週
春祝い　　　　　　30個/週
緑寿（青しそうどん）20個/週

300円/個
400円/個
450円/個

箱入り、めんつゆ付き

30 特定非営利活動法人なごみ なごみ 就労継続支援Ｂ型
豊岡町130パークウエストハ
イム203

39-3517 39-3517 nponagomit@yahoo.co.jp 物品 お弁当・パン・焼き菓子 30～50個
弁当550円
パン・焼き菓子100円～

注文は3日前まで可能
イベント時対応は2週間前までにご連絡ください

31 特定非営利活動法人さざなみ コーヒーハウスさざなみ 就労継続支援Ｂ型 下地町字四ッ屋42-1 52-0020 52-0020
coffeehouse_sazanami@yaho
o.co.jp

物品
喫茶
レストラン

要相談
350円/モーニングサービス
500円/ランチセット

8：30～15：00の営業時間の間は終日モーニングを提供して
います。くるみパンモーニング450円と通常のモーニング350
円があります。自家焙煎珈琲がお勧めです。定番メニューと
してピザトースト、アーモンドトースト、小倉トースト（500円ド
リンク付き）があります。ランチメニューとして、おにぎり、カ
レー、ピラフ500円、たまごサンド500円（ランチは日替わり、
ドリンク付き）、その他、アイスクリーム300円、クリームあず
き350円、ぜんざいセット500円（単品400円）のメニューがあ
ります。

32
特定非営利活動法人エッグ
ウェル

エッグウェル
就労継続支援Ｂ型

新本町86番地 21-8345 21-8230 info@eggwell.jp 物品
宅配弁当
宅配オードブル（イベント・行
事等）

要相談 500円～

昼食弁当の配達です。企業・病院・官公庁中心に注
文を頂いた職員の方へお届けしています。
ほかイベントや会議など、ご予算に合わせた弁当や
オードブルなどをお届けします。

33 社会福祉法人清寿会 多機能型事業所輝望
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

花田町中ノ坪117 35-7061 35-7062 seijukai@seijukai.info 物品 名刺 10,000枚/日
カラー両面印刷
20.5円/枚

100枚以上のご注文で13円/枚
当日納品対応します。
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34 社会福祉法人童里夢 生活介護事業所奏楽 生活介護 石巻町野田35-2 87-1500 87-1510 soura@tees.jp 物品 焼菓子 要相談 1袋100円～

添加物を極力抑えた体に優しい焼菓子です。
ギフトは100円よりご予算に応じて作成いたします。
事業所で育てた自然栽培の野菜を練り込んだクッ
キーも人気です。大量注文は、２週間以上前に連絡
願います。

35 社会福祉法人童里夢 生活介護事業所奏楽 生活介護 石巻町野田35-2 87-1500 87-1510 soura@tees.jp 物品
農作物（ブルーベリー、さつま
いも、干し芋）

要相談
ブルーベリー100ｇ300円
干し芋1パック400円

全て自家製の自然栽培（無肥料、農薬不使用）の野
菜です。ブルーベリーじは7～9月、干し芋は、12月頃
～の販売です。干し芋は、サツマイモの生産から加工
まで事業所で行っています。

36 社会福祉法人童里夢 生活介護事業所奏楽 生活介護 石巻町野田35-3 87-1500 87-1510 soura@tees.jp 物品 喫茶店営業 要相談 レギュラーセット400円～

営業時間8：30-15：00　全品ドリンク、豊橋産うずらの
卵食べ放題付きです。パンメニューはすべT自家製で
す。16名までの貸切予約可能です。（1人500円以上
の注文）コロナ禍でもあり、テイクアウトにも力を入れ
ています。団子（１p350円）、五平もち（120円）が人気
です。他、たこ焼き、わらび餅、イカ焼き、お好み焼き
等。

37 株式会社夢実の郷
就労継続支援Ｂ型事業所カラ
フル

就労継続支援Ｂ型 羽根井西町1番地２ 31-1900 39-4818 yumemi1219@tf7.so-net.ne.jp 役務 草刈り・草取り作業 要相談
参考価格／1㎡30円～(広さ
等により応相談）
年間契約の場合割引あり

草刈り機5台・ハンマーナイフ1台・除草剤散布機2台・
カマ等（安全講習受講済み）
太陽光発電・休耕地実績あり

38 株式会社夢実の郷
就労継続支援Ｂ型事業所カラ
フル

就労継続支援Ｂ型 羽根井西町1番地２ 31-1900 39-4818 yumemi1219@tf7.so-net.ne.jp 役務 アパート等清掃業務 応相談 住戸1戸当たり250円
駐車場・エントランス・階段・廊下等、共用部分の清掃
業務

39 株式会社るるまる ハピラコ 就労継続支援B型
広小路3丁目３７番地
エンゼルビル２F

21-5474 21-5475 info@lulumaru.com 役務 似顔絵付き名刺作成 5～100枚程度／1回の注文
2,000円／1デザイン
印刷代 3円／１枚

必要に応じて顔写真などから似顔絵イラストを描き、
名刺原稿を作成します。確認校正をして頂いた上で
印刷いたします。

40 株式会社るるまる ハピラコ 就労継続支援B型
広小路3丁目３７番地
エンゼルビル２F

21-5474 21-5475 info@lulumaru.com 物品 ふうせん人形 応相談 100円／１個

色とりどり、手のひらサイズの人形です。
握る力で形を自由に変える不思議な感触が、ストレス
解消や小さなお子様の五感の発達、握る力のトレー
ニングにもつながります。あどけない表情が癒しの小
物としても最適です。

41 株式会社るるまる ハピラコ 就労継続支援B型
広小路3丁目３７番地
エンゼルビル２F

21-5474 21-5475 info@lulumaru.com 役務 清掃作業 応相談 応相談
音楽教室や店舗の清掃から、公共施設のワックスが
けまで幅広く対応します

42 株式会社るるまる ハピラコ 就労継続支援B型
広小路3丁目３７番地
エンゼルビル２F

21-5474 21-5475 info@lulumaru.com 役務 紙製品組み立て作業 応相談 応相談
大きさや紙の厚さ問わず、箱の組み立てをします。必
要に応じて中身をセットしての納品も可能

43 株式会社るるまる ハピラコ 就労継続支援B型
広小路3丁目３７番地
エンゼルビル２F

21-5474 21-5475 info@lulumaru.com 役務
委託作業
販売用調理用品等の袋詰
め、シール貼り、箱セットなど

応相談 応相談

衛生面に配慮しながらの作業です。
不良品の検品も行います。
内容数、ロット数を確認しながら店頭販売できる状態
に仕上げて納品します。

44 株式会社るるまる ハピラコ 就労継続支援B型
広小路3丁目３７番地
エンゼルビル２F

21-5474 21-5475 info@lulumaru.com 役務 内職作業全般 応相談 応相談 部品検品、取り付けなど
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45 一般社団法人福益の環 ガンバりんく 就労継続支援B型 問屋町１０番地１ 39-4294 39-4296 harada@ganbarinku.com 物品
コロナ対策飛沫防止用
組み立て式
ダンボール・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

要相談 1,200円/台

ウイルス飛沫感染予防対策のパーテーションです。
暖かみのあるダンボール素材と透明な塩ビ板による
組立キットです。縦置き、横置き、複数枚を組み合わ
せて使用することも可能です。組立は、簡単・軽量な
ので設置も楽々です。

46 一般社団法人福益の環 ガンバりんく 就労継続支援Ｂ型 問屋町１０番地１ 39-4294 39-4296 harada@ganbarinku.com 物品
避難所用
簡易ダンボールベッド

要相談 7,000円/台

避難所などで使うダンボール箱を使った簡易ベッドで
す。小さいダンボール箱を６個ずつまとめ、それを３個
繋げてベッドにします。ダンボール箱の中には対角線
上に仕切も入りますので、強度も問題ありません。ガ
ムテープだけで誰でも簡単に作れる利便性がありま
す。

47 合同会社週休三日 ＪＯＢＳ 就労継続支援B型 八町通三丁目12番地5 080-7820-0705 なし
4day.workweek.system@gmail
.com

物品 名刺の点字打刻 要相談 10円/枚
点字内容は氏名、住所、電話番号など
スペースにより要相談

48 合同会社週休三日 ＪＯＢＳ 就労継続支援B型 八町通三丁目12番地5 080-7820-0705 なし
4day.workweek.system@gmail
.com

物品 缶バッジ 要相談 80円/個 デザイン等は持ち込み、または要相談

49 合同会社週休三日 ＪＯＢＳ 就労継続支援B型 八町通三丁目12番地5 080-7820-0705 なし
4day.workweek.system@gmail
.com

物品
ホームページ作成
ECサイトなど作成

要相談 要相談 構成、デザイン等は要相談

50
一般社団法人A-careサポー
ト

就労継続支援事業所オリー
ブ

就労継続支援B型 駅前大通２丁目５５番地 39-5000 39-5001 olive-shienb@tees.jp 役務
保存期間の経過した機密文
書等の破砕処理および廃棄
作業

１回あたりの量が車の荷台に
積める量（約500㎏前後）を複
数回に分けて対応致します。

50円／１㎏ 価格は処理量により相談に応じます。

51 合同会社イブキ いぶきの家 就労継続支援Ｂ型 牛川通2-1-1 75-6040 75-6040 ibuki.toyohashi@gmail.com 物品
ひまわり、コスモス、菜の花の
種

菜の花の種　5ｋｇ/年
ひまわりの種　3ｋｇ/年
コスモスの種　3ｋｇ/年

菜の花の種　500ｇ→1,700円
時期に応じてストックの種の種類が変わることがあり
ます。　ストックが一番多い時期は【菜の花の種　8月
頃】

52 合同会社イブキ いぶきの家 就労継続支援Ｂ型 牛川通2-1-1 75-6040 75-6040 ibuki.toyohashi@gmail.com 役務 事業所内で出来る内業全般 応相談 応相談
現在、トラックシート用ゴム製品の加工、プラスチック
バリ取り、文房具の梱包、自動車等部品の検査・組
み立てを行っています。

53
一般社団法人ラ･バルカグ
ループ

ＱＵＯＮｃｈｏｃｏｌａｔｅパウダーラ
ボ

就労継続支援B型
生活介護

豊橋市菰口町三丁目14　2F 21-8658 21-8658 powder@labarca-group.jp 物品 チョコレート 要相談 応相談
https://quonchoco.theshop.jp/secret_ec/secret_ec_
auths/login

54 株式会社Vast　Plain ワーク・ステップ 就労継続支援A型 三本木町字新三本木31番地 39-3038 39-3037 info@vastplain.com 役務
内職の請負（箱折り、組立て・
菓子、文具袋詰め作業等）

要相談 要相談 作業内容により単価は要相談

※事業所廃止や内容変更の可能性がございますので、発注前にご確認をお願いいたします。
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