
品目 説明 単位・単価等

キムチ漬（白菜、大根、キャベツ）  　　本格的なキムチ漬です 250円

たまり漬、わさび漬、からし漬、紅の雪（大根の白醤油漬、ベニバナ
で染めています）、元気漬（夏野菜のにんにく醤油漬）

250円

ポット苗（マリーゴールド、サルビアなど季節の花苗） 1ポット　70円～

季節の花の鉢植え、寄せ植え 300円～2,000円

菓子類 餅（あんこ、ずんだ、納豆、きなこ、ごま） 1パック300円～

9　繊維・皮革製品類 さをり織製品 さをり織りのポプリ（手作業のオリジナルです） 1個入り120円、3個入り350円

切花の販売と宅配
地元農家の花を、束にして月2回配達
お盆用の花もできます

1束 1,000円
お盆用　1束500円

コーヒー豆 コーヒー豆（ホット、アイス） 200ｇ600円

菓子類 とちもち 2個250円

31　その他 生椎茸 事業所で栽培した菌床椎茸 500g600円

56　施設管理類 清掃・除草 除草は、草刈り機と手作業できれいにします 応相談

縫製品 バックなどの縫製品

25　印刷類 タオル印刷 タオルへの名入れ印刷 のし付き1本税別145円

31　その他 菓子類 自社で製造している菓子類の販売

22　雑貨・日用品類 トイレットペーパー 65m巻、シングル、ミシン目無し 30円（税別）/個

31　その他 犬用ビスケット 犬の調教用ビスケットの製造・販売 100ｇ250円　200g400円

31　その他 手漉き和紙 各種手漉き和紙製品（名刺、ハガキ、A4、A3、色紙）
名刺100枚 　2,500円～
ハガキ1枚　 10円～

57　廃棄物処理類 収集運搬処分 鉄屑、空缶、ペットボトル、古紙類等 応相談

椅子 座って良しインテリアにも最適 1,300円

踏み台 椅子にもなる踏み台 1,000円

整理箱 リモコン等の収納に便利 1,000円

トレイ 調味料等の収納に便利 1,000円

ティッシュボックス 焼き杉仕上げ 600円

ラック 新聞や雑誌の収納に便利 1,300円

お盆 デザインに凝ったお盆 1,500円

八角お盆 デザインに凝ったお盆 1,000円

レターラック 動物の絵柄の入ったラック 1,300円

スリッパ立て 白木素材 2,000円

山形県地図パズル 木のパズル（シナベニア）ケース付 3,000円

日本国パズル 木のパズル（シナベニア）ケース付 4,500円

パズル 猫や熊の絵パズル 1,000円

箸立て キリンの形が入っている 950円

ペン立て うさぎの形が入っている 850円

ＢＵＢＵ 車の形をした木のおもちゃ 800円

キーホルダー 動物の形・県の形等 200～450円

６角箸立て 小物入れにも使えます 650円

６角ペン立て 小物入れにも使えます 600円

６角花さし 壁掛け用です 500円

メモスタンド 希望の図柄可 750円

けやき花台 けやき材 1,500～3,500円

一輪挿し けやき材 850～1,500円

竿立て 釣竿の手入れに最適 12,000円

筆掛け 筆の手入れに最適 7,500円

名札 県産のヒノキ材、杉材使用 500～600円

特注 その他注文可

陶器
小皿から大皿（丸皿、四角皿、チューリップ、葉皿）　キャンドルスタ
ンド

200円～2,000円

焼き菓子 みそクッキー 80g1袋　250円

障がい者支援施設等名簿（令和５年４月１日現在）

整理
番号

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 施設長名 取扱種目
取扱品目

1 いちょうの家 992-0472 南陽市宮内１２６６－１ 0238-47-3456 0238-47-3133 鈴木　俊雄 31　その他

漬物

花き

2
社会福祉法人創奏の里
いなほ作業所

997-0857 鶴岡市美咲町２６－１ 0235-24-3688 0235-64-8610

3
多機能型支援センター
大けやきの家

999-3714
東根市大林２－３－１５－
６

0237-53-9111 0237-53-9112

997-0056
鶴岡市中野京田字壱柳４
－１

0235-24-8541 0235-24-8582

小野寺　彩子
31　その他

小松　隆浩

久保田　健

5
障害者支援施設
恵風園

997-0131
鶴岡市羽黒町川代字向山
１３６－１

0235-78-0255 0235-62-3464 眞田　照良

4
障害福祉サービス事業
「作業所月山」

8　木工品・家具類

6
指定就労継続支援Ｂ型事業所
寒河江共労育成園

991-0063
寒河江市大字柴橋字平野
２９５０－１５８

0237-86-7625 0237-86-3766 平松　潔 8　木工品・家具類

7
多機能型事業所
さくらんぼの家

992-0034 米沢市吾妻町４－２５ 0238-38-6366 0238-38-5455 山口　雅樹 31　その他



品目 説明 単位・単価等

整理
番号

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 施設長名 取扱種目
取扱品目

コインケース さをり織り製品 1ケ　700円

ペンケース さをり織り製品 1ケ　1,300円

ポーチ さをり織り製品 1ケ　1,500円

コースター さをり織り製品 2枚セット　300円

森のくまさん キーホルダー、さをり織り製品 1ケ　400円

9
障がい福祉サービス事業所
たぶの木

998-0054
酒田市宮野浦３－２１－２
４

0234-31-2828 0234-31-2826 佐藤　益美 31　その他 焼き菓子 菓子製造・販売 80～1,600円

飾り棚 民芸調の置き台 800円

小型ベンチ ベンチの形をした飾り台 1,500円

糸車（小） 昔の糸車の形をした置き台 700円

糸車（大） 昔の糸車の形をした置き台 1,200円

ミニすのこ板 すのこの形の置き台 700円

竹炭 竹炭を入れた布袋（消臭剤）
450円（大）
350円（小）

布袋 小物を入れる袋 350円

花苗ポット パンジー、ビオラ等の花苗 70円～

プランター鉢 花苗をプランターに寄せ植えしたもの 800円

9　繊維・皮革製品類 手織物製品 手織布で作ったバック、袋物等 応相談

22　雑貨・日用品類 手織物製品 手織布で作ったコースター等、小物 コースター1枚170円

積み木セット 2,000円

猫型パズル、パズル車 1,000円

鍋敷き 300円

干支置物親子（さをりコースター付き） 800円

干支置物（さをりコースター付き） 500円

ペン立て・ハンコ立て 500円

ふくろう・招き猫等 中　500円

脱臭木炭 1袋　100円

燃料用木炭 3kg　300円

刺し子コースター 1枚　100円

さをり織りコースター 1枚　200円

イ草コースター 1枚　100円

根附け（ちりめん） 300円

米粉クッキー、ドーナツかりんとう、おからdeショコラ（カット）、しょう
ゆクッキー等

120円～250円

おからdeショコラ（ホール） １本1000円

13
山形県立ワークショップ
明星園

990-0811 山形市長町７２８－２ 023-684-3781 023-684-3876 奥山　光明 25　印刷類 各種印刷 名刺、はがき、冊子等の各種印刷物

25　印刷類 各種印刷 名刺、葉書、絵葉書、便箋、封筒、冊子など 名刺100枚 1,800円（税別）～

ホームページ作成 ＣＧＩを使用しないページ作成 30,000円（税別）～

データ入力 帳票のデータ入力等 1件　10円～

テープ起こし 音声データからテキストに書き起こし 30分5,000円（税別）

アンケート集計 アンケート調査等のデータ入力・集計（クロス集計も行います） 応相談

9　繊維・皮革製品類 牛革製小物 ペンケース、巾着袋等 770円～

トイレットペーパー シングル100m巻、個包装100個入 1箱7,260円＊要相談

納豆、ひきわり納豆 納豆30g入、45g入、250g入 1個33円（税別）～

納豆詰合せ贈答用 1箱（30g入×8個入）発送込 1箱2,500円～

60　その他サービス 簡易作業 シール貼、袋詰め、箱折、組立 作業内容による

8
福祉支援センター
すぎな

993-0073 長井市森字和合６５４ 0238-88-2079 0238-88-7102 風間　孝子 9　繊維・皮革製品類

10
障害福祉サービス事業所
天童ひまわり園

994-0071
天童市大字矢野目１２９
－２

023-654-6560 023-654-6631 細矢　義博

8　木工品・家具類

31　その他

11
特定非営利活動法人
はんどめいど糸蔵楽

997-1301
東田川郡三川町横山字大
正１

0235-66-3975 0235-66-3975 飯野　輝子

12
障害者多機能型施設
ひまわり園

999-7781
東田川郡庄内町余目字猿
田３６－３

0234-42-0318 0234-42-0680

8　木工品・家具類 木工品

22　雑貨・日用品類 雑貨

31　その他 焼き菓子等

990-0022
山形市東山形１－５－
１６

023-633-3192 023-633-3163

髙橋　良子

高橋　真理子
60　その他サービス

15
社会福祉法人ざおう福祉会
夢工房

990-2303
山形市蔵王上野字南坂
９２４

023-689-9033 023-689-9034 大沼　真紀子

14 メディアかがやき

31　その他



品目 説明 単位・単価等

整理
番号

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 施設長名 取扱種目
取扱品目

名刺　作成・印刷 100枚　1,860円～

名刺　点字入れ 100枚　1,610円

54 建築物管理類 清掃 施設内清掃、リネン交換 応相談

56 施設（建築物以外）管理類除草 施設の除草 応相談

60 その他サービス 音楽療法 施設・イベントでの演奏、伴奏活動 応相談

そば殻まくら そば殻100%枕に、洗えるカバー付き 1個　300円～1,000円

エコバック サイズ、デザインは希望可能 要相談

箸入れ 和柄調のマイ箸入れ（箸はつきません) 1個　250円

花苗 パンジー、サルビア等生育販売　プランター寄せ植え
花苗　70円～
プランター　500円～

鉢花 サイネリア、さくら草、ゼラニウム、とうがらし等　季節の鉢植 1鉢　200円～

18 手づくりクッキー　おからや 997-0037 鶴岡市若葉町１５－５ 0235-25-3460 0235-25-3460 大森　和子 31　その他 菓子類 おからっきー（おからのクッキー）
  30g　120円
  60g　230円
 120g　450円

8　木工品・家具類 木工品 県産材を使った積木等、桐箱特注品 数百円～数万円

9　繊維・皮革製品類 縫製小物 エコバック、マスク、コースター等 数百円～数千円

25　印刷類 各種印刷 パンフレット、会報誌、名刺、封筒

40　古物・不用品買受類 水道メーター 使用済みの水道メーターの買取 市場価格の約半値

流木製品 流木を使用した花台等 1,000円～18,000円

万能台 万能に使用する台 1,000円～2,000円

22　雑貨・日用品類 陶芸製品 鉢（山野草等）、置物、箸置き、ペンダント等 100円～2,000円

31　その他 山野草苗 山野草の苗 300円～2,000円

手造り平こんにゃく 西蔵王産原料100％　気泡入りで味がしみこむ 1袋300g 150円

手造り玉こんにゃく 西蔵王産原料100％　こりこりとした食感 1袋500g 250円

手造り糸こんにゃく 西蔵王産原料100％　弾力のある食感、用途が広い 1袋260g 200円

へら 炒めもの等に使用する調理用へら、県産ほうの木使用 310円

へら（オーダーメイド）
最大180センチまで加工可能、調理用・インテリア用へら、県産ほう
の木使用

210円～

梅割器 青梅カリカリ漬け用、米ツガ材使用 1,800円

学童用整理箱
教室の机に入るサイズの引き出し整理箱、ラワン合板使用（特注
可）

770円～

学童用ロッカー ランドセルを収納できるサイズの木製ロッカー、ラワン材使用 2,370円

絵馬 焼印を押した縁起物、国産赤松材使用 500円～

特注・オーダー 木製ベンチ、下駄箱等対応可能 応相談

牛乳パックイス 牛乳パック、酒パックを使用したイス 1,500円～

動物タオル 犬、ゾウ、うさぎ等の形に加工したお手ふき用タオル 450円

動物タオル（大） 犬、ゾウ、うさぎ等の形に加工したバスタオル 1000円

ドレスタオル ドレスの形に加工したお手ふき用タオル 450円

お手玉 ポリエチレンペレットが入ったお手玉 950円

和紙おてもと 和紙で包装した割りばし 200円

和紙つまようじ 和紙で包装した菓子ようじ、黒文字の木使用 150円

シュシュ 布製のヘアアクセサリー 300円～

マフラー 羊毛製のマフラー 2,000円

陶器はし置き デザイン手描きのオーブン粘土製はし置き 170円～

画びょう さくらんぼ等を手描きした手づくり画びょう 110円

31  その他 パン各種 菓子パン各種 90円～

16
障害者支援センター
「よつばの里」

997-0034 鶴岡市本町３－２－５ 0235-24-4282 0235-24-4283 阿部　博美

25　印刷類 各種印刷

17
障害者通所作業所
らふらんす大江

990-1101
西村山郡大江町大字左沢
１２７７

0237-83-4800 0237-62-5580 岸　勝彦

9　繊維・皮革製品類

31　その他

19
障害福祉サービス事業所
友愛園

996-0054
新庄市大字仁間字野際２
８５

0233-23-4516 0233-23-7322 髙橋　聖一

20
障がい福祉サービス事業所
いっぽ

999-6848
酒田市竹田字下川原２０
１ー５

0234-28-8030 0234-28-8031 齋藤　善和

8　木工品・家具類

21
障がい福祉サービス事業所
のぞみの家

990-2403
山形市大字岩波字鬼越３
－１

023-624-4825 023-624-2091 田中　賴子 31　その他

22
障がい福祉サービス事業所
せせらぎの家

993-0075 長井市成田１０２６－１ 0238-84-2897 0238-84-3011 大貫　照子

8　木工品・家具類

22　雑貨・日用品類



品目 説明 単位・単価等

整理
番号

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 施設長名 取扱種目
取扱品目

3　看板・旗類 Ｔシャツ等プリント
オリジナルＴシャツのプリント製作
その他布製品へのオリジナルプリント作成

Ｔシャツ1枚（プリント含）1,200円～

8　木工品・家具類 木製なべ敷き等小物類
なべ敷きの他、木のおもちゃ（犬カー）や置時計、
壁掛け時計等も作成

なべ敷き1枚　500円～

9　繊維・皮革製品類
刺し子バック、刺し子巾
着

刺し子をあしらったオリジナルのバッグや巾着の作成　他、
布製小物類（財布等）作成

刺し子巾着　1,200円～
刺し子バッグ　3,000円～

22　雑貨・日用品類 無添加石鹸
雑貨の石鹸をオリジナルのラベルで包装し販売
各種行事記念品等にて多く対応あり

石鹸１ヶ　150円～（オリジナルラ
ベル込）

31 その他 生椎茸、干し椎茸
生椎茸は10月～翌年5月まで販売
干し椎茸は通年対応可能（応相談）

生椎茸　100ｇ/150円～
干し椎茸　70ｇ/600円～

51 調査・研究類 環境調査 気温・積雪等の調査・測定 1時間　800円

54 構築物の管理類 清掃 各施設内の清掃 1回　2,000円

56 施設管理類 除草 各施設の除草 1時間　500円～

花苗 サルビア、マリーゴールド、パンジー 1ポット　60円

花プランター 移動式プランター 1台　1,000円

花植栽 花壇、公園等の花の植栽 1ポット110円（植え込み含む）

公園管理 公園花壇整備、除草 1時間200円／1人

31 その他 生椎茸 菌床栽培した生椎茸 500g600円

54 構築物の管理類 清掃、除草 各種施設の清掃、除草作業 応相談

57 廃棄物処理類 資源リサイクル 食品トレイ、ビン、缶、ペットボトルの分別、圧縮 応相談

60 その他のサービス シール貼り等 商品のシール貼り、包装、箱詰 応相談

2　工芸品類
ぶどうつるのミニショル
ダーバック

山形の伝統工芸ぶどうつるで編んだ工芸品。
（手作りのため大量生産は不可）

1つ　3,500円

3　看板・旗類
再生シートベルトパー
ティション

公共施設等でのソーシャルディスタンス確保に活用可能
（整理・案内・誘導等）

1セット（2m、ポール含む）
3,900円

7　スポーツ用品類 レジャーチェア コンパクトな折り畳み型　防災用、イベント等に活用可能 10脚　9,500円

22　雑貨・日用品類 手芸用品等 マスコット類、ビーズ小物、フラワーアレンジメント他 100円～300円

52 情報処理類 パソコン入力 事務的なパソコン入力作業 要相談

54　構築物管理類 建物物管理 建物内の清掃 要相談

56　施設管理類 公園管理 公園内の清掃 要相談

60 その他のサービス 自販機管理 自動販売機への入れ替え及び管理 要相談

22 雑貨・日用品 日用雑貨 自主製作による陶器、草木染め製品 各200円程度～

31 その他 食品 菓子（クッキーなど） 1袋　100円～

60 その他のサービス 印刷・郵送物処理 封入れ、発送、印刷物折り、帯封止め、仕分、商品ラベル貼り

31 その他 野菜の栽培、販売 野菜の栽培、販売 応相談

54 構築物の管理類 清掃 庁舎清掃、建築物清掃、公園トイレ清掃 応相談

56 施設管理類 公園清掃 公園の清掃 応相談

9 繊維・皮革製品類 縫製品 鞄、寝具、マット、タオルポーチ等 100円～応相談

各種印刷 印刷全般 少量より応相談

名刺等の点字加工
名刺等の点字加工。当施設での印刷は勿論、持ち込み品への加
工もお受けします。

1枚20円～（初回のみ版代として
+500円、50枚以上からご注文を
お受けします）

パン・大豆製品 パン、バーガー類、大豆飲料、プリン、充填豆腐、県産米菓子など 90円～応相談

葬儀用装飾品 葬儀用四華花、香典帳など 少量より応相談

優豆生うどん
大豆飲料を使用した食物繊維豊富な乾麺３食入。ご予算に合わせ
て贈答セットを組むこともできます。

1袋3食入　400円～

将棋駒ストラップ
将棋の駒に縁起の良い文字等を彫った山形らしいストラップです。
任意の文字やイラストを彫ることも可能です。

250円～

60　その他サービス
記念品等への彫刻名入
れ

プラスチック・木材・アクリル素材等に名前やイラスト等を掘削彫印
します。

材質・サイズ等により応相談

23
就労継続支援Ｂ型事業所
さくらが丘

997-0131
鶴岡市羽黒町川代字桜ケ
丘１１５－４

0235-62-2333 0235-62-2319

997-0832 鶴岡市青柳町３１－１４ 0235-25-8010 0235-25-8010

澁谷　耕助

佐藤　つねみ

25
しょうがい者支援施設
栄光園

992-1122
米沢市万世町梓山
５４９３－１

0238-28-9446 0238-28-1447 黒田　聡

24 青柳作業所

31 その他

56 施設管理類

26
社会福祉法人創奏の里　工房せ
い

997-1124 鶴岡市大山３－３６－３５ 0235-33-1108 0235-33-1108 齊藤　希

0238-33-9360 山口　美恵子

27
みちのく屋台
こんにゃく道場

990-2494 山形市末広町２－６ 023-673-9494 023-673-9495

990-0033
山形市諏訪町２－３
－２９

023-633-3181 023-664-0301

齋藤　淳

28 共働作業所　夢工房 992-0027 米沢市駅前２－８－３２ 0238-33-9360

瀬川　由美子

30
株式会社山形包徳
福祉事業部

990-0823
山形市下条町２－１－８
（森谷ビル２０２）

023-674-0877 023-674-0878 菅井　薫

29
クリエイティブハウス
未知事務所

31
障がい福祉サービス事業所
山形県リハビリセンター

990-2231 山形市大字大森３８５ 023-686-3722 023-686-3723 黒沼　祐蔵

25 印刷類

31　その他



品目 説明 単位・単価等

整理
番号

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 施設長名 取扱種目
取扱品目

32 ＪｕＪｕ・マルシェ 996-0027 新庄市本町６－１１ 0233-23-2345 0233-23-2345 伊藤　浩美 31　その他 ドリンク・ランチ各種 コーヒー他ドリンク類、スープカレー他ランチを提供 350円～1,430円

33 ＪｕＪｕ・若葉 996-0025 新庄市若葉町９番５３号 0233-23-1551 0233-23-1552 中嶋　恵 31　その他 弁当・惣菜・からあげ 鶏からあげを中心とした弁当・オードブル等を販売。移動販売も可 300円～5,000円

トイレットペーパー 再生ロール紙（シングル）、粗品等用包装品（別途料金） 1ロール　32円、1箱3,240円

石けん 食廃油利用の環境保全・地球にも体にも優しい手作り石けん 100円～

57 廃棄物処理類 各種資源回収 食品トレー・発砲スチロール・古紙全般・缶・ペットボトル等 応相談

35
就労施設Ａ型事業所
スマッシュ長沢

999-4605
最上郡舟形町長沢字平石
３８２６番地

0233-32-1812 0233-32-1813 斎藤　一枝 60 その他サービス その他 書類の封入・ラベル貼り・部品組立 応相談

36
障害福祉サービス事業
スローワーク新町

997-0044 鶴岡市新海町３０番７ 0235-64-1600 0235-64-1600 石川　一郎 22 雑貨・日用品 トイレットペーパー 65ｍ巻、シングル、芯有り、ミシン目無し 1個　30円(税別)～

31 その他の物品販売 布製品 刺し子布巾、ティッシュカバー、ポーチ 応相談

54 建築物管理類 清掃 建物の掃除、整頓 応相談

56 施設管理類 清掃 道路・公園の清掃 応相談

60 その他の役務 清掃、整備 清掃用具判別、仕分け作業 応相談

25　印刷類 各種印刷 名刺、賞状、あいさつ状 名刺100枚　1,500円～

パン 天然酵母を使用したオリジナルパン 食パン1斤　365円

野菜 野菜の栽培、販売 応相談

封入作業 チラシ、パンフの封入作業 応相談

40　古物・不用品買受類
57　廃棄物処理類

古紙回収 段ボール、古新聞、古紙回収 応相談

54　構築物管理類 建築物清掃 公共施設の清掃 要相談

56　施設（構築物以外）管理
類

清掃、植栽等管理 道路・公園の清掃、植栽等管理 要相談

刺繍文字入り硬式球（※専用ケース付） 1,944円/球

硬式用統一球 57,600円（120球）

ワイン 山形県産ワイン（白：ナイアガラ種） 1本　2,000円

野菜 葉物・根菜各種野菜 応相談

焼いも 冬季限定 200～400円

籠編細工 小物入れ・はけご・バック等 応相談

42
就労継続支援事業所　ステップ
アップ霞城

990-0045 山形市桜町3-37 023-615-1077 023-615-1077 峯田　武興 60　その他サービス 箱折り等 箱折り、チラシ折り、封筒詰め等 応談

2　工芸品類 贈答品 オリジナルデザイン　ドリップコーヒー 50個～　180円/個

22　雑貨・日用品類 清掃用品 小便器用、尿石除去剤 通常タイプ　1,300円/個

22　雑貨・日用品類 日用品 トイレットペーパー160M 1ケース 36ロール　応相談

44 就労継続支援Ａ型　カイセイ 991-0061
寒河江市中央工業団地
178

0237-85-0511 0237-85-0515 安藤　博章 2　工芸品類 贈答品 唐辛子製品　各種 唐辛子15ｇ　1本　400円

鶴岡市声の広報等録音発行事業 時給　500円

チラシ等ポスティング 時給　350円

56　施設（構築物以外）管理
類

清掃作業 道路、公園の清掃 時給　350円

60　その他サービス 農作業・封入作業 畑の除草・農作物の収穫作業、医療用検査キットの封入作業 時給　350円

印刷物折り 封入、発送、三つ折り 応相談

梱包 ゴミ袋梱包 応相談

シール貼り 商品ラベル貼り 応相談

データ入力 データ入力、集計全般 応相談

清掃 清掃 応相談

47 山形福祉工場（コロニー印刷） 990-2322 山形市桜田南1-19 023-641-1136 023-641-1334 須貝　壽一 25　印刷類 各種印刷 印刷物のデザイン編集、印刷、製本
仕様により異なるため随時ご相
談

48
多機能型事業所ひまわり南陽（障
がい者支援施設）

992-0472 南陽市宮内3191 0238-47-5678 0238-47-5678 佐藤　淳 31　その他 ポップコーン 各種フレーバーあり 大：500円　中：380円　小：280円

34
指定障害福祉サービス事業所
たんぽぽ作業所

996-0085 新庄市堀端町７番４０番 0233-23-8556 0233-23-8556 星川　明美
22 雑貨・日用品類

佐藤　加奈

伊豆田　徹
31　その他

37 多機能型事業所　あすか 997-0046 鶴岡市みどり町２８－１６ 0235-64-1260 0235-22-0343

feふぁーむ 997-0811 鶴岡市神明町8-44 0235-64-0560 0235-64-0560

山形県コロニーセンター 990-2322 山形市桜田南１－１９ 023-622-9755 023-622-9752

秋山　大

38

40

就労継続支援（Ａ型）事業所
ピース　本町
就労移行支援事業所
ピース　第Ⅱ本町
就労継続支援（Ｂ型）事業所
ピース　第Ⅲ本町

996-0027
新庄市本町7-31ユニオン
本町ビル

0233-32-1461 0233-32-1462 早坂　亜沙美

39

41
就労継続支援Ｂ型
ふぁーすと・すてっぷ

999-3153 上山市十日町9-8 023-665-5321 023-673-6690

990-0886 山形市嶋南3-5-1 080-4511-6103 023-684-3115

7　スポーツ用品類 硬式野球ボール

安部　智和 31　その他

安藤　博章

45 障害者支援オフィス「ひので」 997-0025 鶴岡市日出町1-7-7 0235-25-2943 0235-25-7110 蛸井　徹

43 就労継続支援Ａ型　せいてん

50　映像制作・広告・宣伝類 広告・宣伝

46
就労支援センター　ひゅーまにあ
山形

990-0039 山形市香澄町1-3-15 023-674-8971 023-674-8972 伊藤　裕也 60　その他サービス
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整理
番号
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15　薬品・塗料類 消毒液 次亜塩素酸水 100ml～20Ｌ（1,000円～12,500円）

22　雑貨・日用品類 清掃用品 労協ブランド清掃用品 各種（カタログあり）

54　構築物管理類 清掃 建築物清掃・ワックスがけ 要相談

56　施設管理類 清掃 敷地内除草・清掃 要相談

文書送付 文書の封入・封緘、ポスティング 要相談

リネン交換 ベッドメイキング 要相談

どんぐりいづめセット どんぐりのかさを土台とした　いづめこ人形 400円

くるみいづめセット くるみの殻を土台にした　いづめこ人形 500円

桐整理箱 桐製の整理箱（二段、三段） 1,800円、3,800円

桐小箱 桐製の書箱 1,000円

31　その他 食品 山形県産米（はえぬき）5kg/10kg 1,600円～

31　その他 食品 国産白モツ 500g 600円～

54　構築物管理類 館内清掃 館内日常清掃 要相談

プチポーチ 小物入れポーチ 300円

手帳ケース 薬手帳・診察券入れなどに 650円

巾着 200円

米粉のチーズケーキ 地元の米粉使用 180円

米粉のフォンダンショコ
ラ

地元の米粉使用 230円

菓子 カボチャパイ、クッキー パイ：150円、クッキー：90円

リサイクル商品 名刺（牛乳パックリサイクル）、キャンドル
名刺：1枚20円
キャンドル1個100～200円

52　情報処理類 データ入力代行 アンケート等のデータ入力作業

ハウスクリーニング 賃貸住宅退去後の室内清掃

高圧洗浄機清掃 建物室外設備等の高圧洗浄機による清掃

雪囲い 植栽等の雪囲い、公園管理

除草作業 刈払機による除草作業

10　文具・事務調度品類 文房具 文房具類の製造、袋詰め、箱詰め ケース8本入り6円

54　構築物管理類 建築物清掃 トイレ清掃 1回1,900円

57　廃棄物処理類 一般廃棄 古紙、段ボール、アルミ缶、スチール缶回収

60　その他のサービス類
該当しないサービスの
提供

公共施設内での店番 県最低賃金

56 多機能型施設　こっこ 997-0141
鶴岡市羽黒町荒川字漆畑
33

0235-64-8733 0235-62-4773 松浦　眞紀子 60　その他のサービス類 鶏卵 自然に近い飼育、放し飼い 1個　50円

2　工芸品類 小物雑貨 紙バンド・ビーズ製品 100円～

52　情報処理類 動画編集 動画のカット編集 応相談

58　運送類 ポスティング チラシの投函 応相談

軽作業 ラベル・バーコード貼り、袋詰め等 応相談

農作業 石・雑草取りなど 応相談

31　その他 線香 吉野杉を使用した手作り線香 １箱5,000円（木箱50本入）

59　車両・船舶等整備類 自動車整備 洗車・タイヤ交換・オイル交換他一般整備 タイヤ交換１本500円～

50　映像制作・広告・宣伝類 動画編集、広告編集 SNS、動画、広告デザイン・編集・製作 応相談

54　建築物管理類 施設清掃 企業・施設清掃・片付け 応相談

56　施設（建築物以外）管理類植栽等の管理 山や野原の除草・伐採後の片付け 応相談

60　その他のサービス類 工場ライン作業 部品組み立て、製造 応相談

加藤　昌司51
障害者支援施設　鶴岡市立愛
光園

997-0751 鶴岡市藤沢字軽井沢68 0235-35-2399 0235-35-3775

0234-78-4067 芳賀　敬59 self-A・よつ葉 酒田市北新橋1-1-1998-0865 0234-78-3604

49
企業組合労協センター事業団
多機能福祉施設こもれび

998-0865 酒田市北新橋2-1-16 0234-28-8255 0234-26-6672

0235-33-8963 平山　誠

2　工芸品類

8　木工品・家具類

佐藤　深喜

60　その他

50 愛光園ワークセンター大山 997-1122 鶴岡市友江字川向46-4 0235-33-8100

31　その他

52 もみじが丘 999-7204
鶴岡市湯温海字湯乃尻
555

0235-43-4386 0235-43-2308

990-2493Viva Wave株式会社山形支店57

60　その他のサービス類

佐藤　由美 31　その他

53 障害者支援施設白鷹陽光学園 990-0774
西置賜郡白鷹町大字山口
408

54 そらの輪 992-0045 米沢市中央7-3-15 鈴木　淳0238-49-73360238-49-7330

55
特定非営利活動法人
置賜のぞみ会　フラワーほっと

993-0084 蒲生　庄太0238-87-00210238-84-0996長井市栄町1-1-1

佐藤賢023-676-7178023-676-7177
山形市美畑町12-27
南栄ビル2Ｆ

56　施設（構築物以外）管理
類

54　構築物管理類

0238-85-3030 0238-85-3040 田苗　和司

加藤　健一58 就労継続支援事業所Ｂ型　ＬＵＮＡ 南陽市若狭郷屋589-2999-2262 0238-20-6313 0238-20-4703


