
封入・封緘　箱・袋詰め

役務 箱・袋詰め等 箱詰め　シール貼り 要相談 就労B 就労継続支援B型アウル (株）アウル 047-311-4440 若林

物品 箱・袋詰め等 パッケージ 当日可 就労A 19工房/きのこ栽培農園 株式会社一休堂 090-4459-5583 小田

役務 封入・封緘 カレンダー袋入れ、赤い羽根封入 1ヶ月 就労B 南八幡ワークス 社会福祉法人サンワーク 047-376-6335 川村

役務 箱・袋詰め等

箸袋入れ、チラシ折り、消しゴム袋入
れ、サンプルセット作り、補助軸組み立
て、ワッペン安全ピン付け、カトラリーセッ
ト袋詰め

2～3週間 就労B 南八幡ワークス 社会福祉法人サンワーク 047-376-6335 川村

役務 封入・封緘 ダイレクトメールやチラシの封入・封緘 要相談 就労B ぱれっと 社会福祉法人サンワーク 047-338-0079 寺尾

役務 箱・袋詰め等 シール貼り等 要相談 就労B ぱれっと 社会福祉法人サンワーク 047-338-0079 寺尾

役務 箱・袋詰め等 ガチャカプセル 要相談 生活介護 かしわい苑 社会福祉法人一路会 047-337-1333 關山

役務 封入・封緘 ダイレクトメール、チラシ入れ 要相談 生活介護 ハーモニー・レンコン 市川レンコンの会 047-711-3801 鈴木

役務 箱・袋詰め等 箱・袋詰め 要相談 生活介護 ハーモニー・レンコン 市川レンコンの会 047-711-3801 鈴木

役務 封入・封緘 封入 要相談 地域活動支
援センター 福祉支援の家ビーあるふぁ ＮＰＯ法人キルト・ビー 047-371-1511 長谷川

役務 箱・袋詰め等 箱・袋詰め 要相談 地域活動支
援センター 福祉支援の家ビーあるふぁ ＮＰＯ法人キルト・ビー 047-371-1511 長谷川

役務 箱・袋詰め等 シール貼付 要相談 地域活動支
援センター 福祉支援の家ビーあるふぁ ＮＰＯ法人キルト・ビー 047-371-1511 長谷川

役務 箱・袋詰め等 メール便BOX作り 要相談 就労B 福祉支援の家　ビーいちかわ ＮＰＯ法人キルト・ビー 047-371-8350 齋藤

役務 封入・封緘 封入 要相談 就労B 福祉支援の家　ビーふらっと ＮＰＯ法人キルト・ビー 047-727-5456 髙柳

役務 箱・袋詰め等 箱・袋詰め 要相談 就労B 福祉支援の家　ビーふらっと ＮＰＯ法人キルト・ビー 047-727-5456 髙柳

役務 箱・袋詰め等 箱・袋詰め等 要相談 就労B スタジオほっとハート
特定非営利活動法

人
ほっとハート

047-378-0831 廣田

役務 封入・封緘 封入・封緘 要相談 就労B スタジオほっとハート
特定非営利活動法

人
ほっとハート

047-378-0831 廣田

役務 封入・封緘 衛生用品等の封入 要相談 就労B ほっとハートプラス
特定非営利活動法

人
ほっとハート

047-370-0312 廣田

役務 箱・袋詰め等 食品や菓子の箱詰め 要相談 就労B ほっとハートプラス
特定非営利活動法

人
ほっとハート

047-370-0312 廣田

役務 封入・封緘 ダイレクトメール 要相談 就労B 里見工房
特定非営利活動法
人　千葉精神保健

福祉ネット
047-710-8915 北垣

本塩11-30 http://www.ichikawarenkon.com harmony@ichikawarenkon.com

本塩11-30 http://www.ichikawarenkon.com harmony@ichikawarenkon.com

大和田1丁目２番地１６号 https://hot-test.jimdo.com/ studio@hotheart.org

須和田１－７－５ http://quiltbee2004.html.xdomain.jp/index.html bee5@jcom.zaq.ne.jp

kashiwaien@mx2.ttcn.ne.jp

柏井町2-1452-5 https://sunwork.biz/ palette@sunwork.biz

works@sunwork.biz

八幡3-27-22　ニューイーストビルM2F http://www.auru-2015.com auru-2016@clock.ocn.ne.jp

具体的な製品・サービス内容/役務内

大町81番地 http://www.ikkyudo.co.jp

新田３丁目１０番１２号 https://hot-test.jimdo.com/ plus@hotheart.org

国府台５－９－２ https://m-net999.jimdofree.com satomikoubou@npo-mnet.org

大和田1丁目２番地１６号 https://hot-test.jimdo.com/ studio@hotheart.org

新田３丁目１０番１２号 https://hot-test.jimdo.com/ plus@hotheart.org

須和田１－７－５ http://quiltbee2004.html.xdomain.jp/index.html bee2@jcom.zaq.ne.jp

須和田１－７ー２１ http://quiltbee2004.html.xdomain.jp/index.html bee１@jcom.zaq.ne.jp

須和田１－７－５

須和田１－７－５

http://quiltbee2004.html.xdomain.jp/index.html

http://quiltbee2004.html.xdomain.jp/index.html

bee2@jcom.zaq.ne.jp

bee2@jcom.zaq.ne.jp

柏井町３丁目６３７番１ http://www1.ttcn.ne.jp/kashiwaien

柏井町2-1452-5 https://sunwork.biz/ palette@sunwork.biz

ikkyu_oda@ikkyudo.co.jp

南八幡5-20-3

南八幡5-20-3

https://sunwork.biz/shisetsu04.html

https://sunwork.biz/shisetsu04.html

works@sunwork.biz

施　　設　　情　　報

サービス種別 事　業　所　名 運営法人 住所 電話 担当者名 HP（ホームページ） EーMail

１０００/日 1円/工程　以上 発注元での回収希望 状況によっては納搬入可能

自力での納品可
納搬入が自力の場合は
別途納搬入価格をおねがいしま
す

１工程１円以上
（税別） 自力での納品可

要相談 要相談 １工程1円以上
（税別） 自力での納品可

衛生的な環境があるため食品や
菓子の箱詰め等の作業があれば
尚可

要相談 要相談 １工程につき１円以上
(税別） 自力での納品可

要相談 要相談

納搬入が自力の場合は
別途納搬入価格をおねがいしま
す

要相談 要相談 １工程につき１円以上
(税別）

自力での納品可 同一法人内の共同作業可
（ビーいちかわ、ビーあるふぁ）

1000/1日 3000/1日 1工程1円以上
（外税） 自力での納品可 同一法人内の共同作業可

（ビーいちかわ、ビーあるふぁ）

1000/1日 3000/1日 1点1円
（外税）

500 2000 １枚１円以上
（外税） 自力での納品可 同一法人内の共同作業可

（ビーいちかわ、ビーふらっと）

1000/１日 2000/１日

自力での納品可 同一法人内の共同作業可
（ビーいちかわ、ビーふらっと）

200 2000 １工程１円以上
(外税) 自力での納品可 同一法人内の共同作業可

（ビーいちかわ、ビーふらっと）

500 3000 １点１円
（外税）

１工程１円以上
(外税) 自力での納品可 同一法人内の共同作業可

（ビーいちかわ、ビーふらっと）

自力での納品可

要相談 自力での納品可

要相談

2000 3000 １個0.8円 自力での納品可

発注元での回収希望 近隣であれば自力での納品可

要相談 要相談 シール1枚当たり2円前後 発注元での回収希望 近隣であれば自力での納品可

要相談 要相談 要相談

500 5000 2円/個 発注元での回収希望 事前に相談

500 4000 2円/個 発注元での回収希望 事前に相談

自力での納品可 過去実績5000pc/日200pc 5000pc/日 20円/1pc～

自力での納品可要相談

受注に関しての特記納期 販売・契約参考単価 納品方法物品／役務分類物品/役務 提供可能量
最小

提供可能量
最大

須和田１－７－５ http://quiltbee2004.html.xdomain.jp/index.html bee5@jcom.zaq.ne.jp

販　売　・　受　注　可　能　な　作　業

市内障害者就労施設などにおける取り扱い物品・作業一覧
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封入・封緘　箱・袋詰め

役務 封入・封緘 チラシ封入 要相談 就労B 里見工房
特定非営利活動法
人　千葉精神保健

福祉ネット
047-710-8915 北垣

役務 箱・袋詰め等 シール貼り 要相談 就労B 里見工房
特定非営利活動法
人　千葉精神保健

福祉ネット
047-710-8915 北垣

役務 箱・袋詰め等 チラシ折り 要相談 就労B 里見工房
特定非営利活動法
人　千葉精神保健

福祉ネット
047-710-8915 北垣

役務 箱・袋詰め等 シール貼り 要相談 生活介護 がんば夢工房 NPO法人ガンバの会 047-704-9915 鎌田

役務 封入・封緘 チラシ封入 要相談 生活介護 がんば夢工房 NPO法人ガンバの会 047-704-9915 鎌田

役務 封入・封緘 チラシの封入 要相談 就労B がんば夢茶房 NPO法人ガンバの会 070-6522-3381 鎌田

役務 箱・袋詰め等 シール貼り 要相談 就労B がんば夢茶房 NPO法人ガンバの会 070-6522-3381 鎌田

八幡3丁目28番23号 本八幡イーストビル2F https://npogamba.wixsite.com/ichikawa2/yumekobo ichikawa-gamba@abelia.ocn.ne.jp

１０００/日 1円/工程　以上 発注元での回収希望 貼る位置大きさなどの難度による
状況によっては納搬入可能

５０００/日 1円/工程　以上 発注元での回収希望 紙の硬さにもよる
状況によっては納搬入可能

１０００/日 1円/工程　以上 発注元での回収希望
（封筒を糊付けする場合はおよ
そ500/日）
状況によっては納搬入可能

要相談 1工程/1円以上 発注元での回収希望
細かすぎる仕事は難しい
市内であれば自力納品も可のた
め要相談

要相談 要相談 1工程/1円以上 発注元での回収希望 市内であれば自力納品も可のた
め要相談

要相談 要相談 1工程/1円以上 発注元での回収希望
細かすぎる仕事は難しい
市内であれば自力納品も可のた
め要相談

要相談 要相談 1工程/1円以上 発注元での回収希望 市内であれば自力納品も可のた
め要相談

https://m-net999.jimdofree.com

https://m-net999.jimdofree.com

https://m-net999.jimdofree.com

ichikawa-gamba@abelia.ocn.ne.jp

https://npogamba.wixsite.com/ichikawa2/yumekobo ichikawa-gamba@abelia.ocn.ne.jp

八幡4丁目5番11号　東和マンション1F https://npogamba.wixsite.com/ichikawa2/yumesabo

国府台５－９－２

国府台５－９－２

国府台５－９－２

八幡3丁目28番23号 本八幡イーストビル2F

八幡4丁目5番11号　東和マンション1F https://npogamba.wixsite.com/ichikawa2/yumesabo ichikawa-gamba@abelia.ocn.ne.jp

satomikoubou@npo-mnet.org

satomikoubou@npo-mnet.org

satomikoubou@npo-mnet.org
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