
府中市内障害者施設　一覧

事業所名 事業種別 市 住所

1 ワークセンターこむたん
生活介護

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市寿町３−３−６

2 童里夢工房 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市緑町１−２６−１１　

3 レスポワール工房
就労定着支援
就労移行支援

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市美好町１−３０−３　シャロンベテル　矢代１階　

4 わかたけ作業所 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市紅葉丘１−２９−３

5 コットンハウス、フレンズ
就労移行支援

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市住吉町２−１３−４

6 府中共同作業所 生活介護 府中市 東京都府中市寿町３−３−６

7 ギャロップ 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市若松町１−９−１

8 わかまつ共同作業所 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市清水が丘３−２−２０　

9 梅の木の家共同作業所 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市分梅町３－３４－８　

10 集いの家
生活介護

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市南町１−４５−１

11 府中あゆみ園 生活介護 府中市 東京都府中市押立町１−１７−９　

12 府中ひまわり園
生活介護

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市押立町１−１７−１３　

13 作業所スクラム
生活介護

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市分梅町５−２５−１　



府中市内障害者施設　一覧

事業所名 事業種別 市 住所

14 むさし結いの家 生活介護 府中市 東京都府中市白糸台３－２２－３

15 ワークショップさかえ 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市晴見町３−１８−７　晴見町ハイツ

16 西府いこいプラザ 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市西府町３−２９−１７　

17 社会福祉法人府中市社会福祉協議会「は〜もにぃ」 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市寿町１−１　府中グリーンプラザ分館１Ｆ

18 府中はるみ福祉園 生活介護 府中市 東京都府中市寿町２−２６　

19 府中さくらの杜 生活介護 府中市 東京都府中市寿町２−２６−１１　

20 プロジェクツけやきのもり 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市住吉町１−６０−１０　

21 府中生活実習所 生活介護 府中市 東京都府中市若松町５－２

22 FLAGS design 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市幸町２－１３－２９

23 カンタービレ 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市緑町３－１８－１３　ロイヤルプラザ東府中1階

24 ちえホーム 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市栄町３－１２－１　メディカルビル・グレイス4階

25 毎日CAMP 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市本町１－１－２２　　ブラーヴハウス１階

26 ケアチーム大芽
生活訓練

就労継続支援B型
府中市 東京都府中市若松町１－２－５　　芽生会BLD２階

27 食彩さしすせそ 就労継続支援B型 府中市 東京都府中市武蔵台１−８−１８　大貫ビル１階　



府中市内障害者施設　一覧

事業所名 事業種別 市 住所

【発注のご相談】
府中市福祉作業所等連絡協議会しごと部会（ちゅうNet）　山下様（プロジェクツけやきのもり　TEL：０４２－３６８－７９８９）　まで



府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（店舗）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail メニュー 特記事項

は～もにぃ
府中市寿町1-1

旧府中グリーンプラザ分館内
042-340-0212 042-368-6635 ha-moni@utopia.ocn.ne.jp 喫茶

喫茶では、ご予約（～２０名程度）や近隣へのコーヒー配達も承っております。別
スペースにて、市内作業所等の焼き菓子、食品、手工芸品等を販売しておりま
す。
営業時間　10:00～17:30
定休日 毎週水曜日
※現在、コロナ感染対策のため時短営業中（10:30～16:30）。
また、ご予約は原則４名様までとさせていただいております。

ワークセンターこむたん
ベーカリー＆カフェこむたん

府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp 喫茶 営業時間　月～金　11：00～16：00

ギャロップ
喫茶「し～ま茶房」

府中市若松町1-9-1 042-365-7363 042-365-9443 gallop@bj9.so-net.ne.jp パン、焼き菓子、ドリンク、軽食、ランチ
営業時間   月・火・水・金　10:00～17:00（ランチ11：30～14：00）
 　　　　　    木　　　          10:00～16:00
定休日　　　土日祝日

食彩さしすせそ 府中市武蔵台1－8－18大貫ビル1F 042-319-9218 042-319-9219 hibari@sasisuseso.or.jp
惣菜（とうふコロッケ、餃子など）、
おはぎ等の販売

営業時間　火～金　11：30～15：30

わかまつ共同作業所 府中市清水ヶ丘3-2-20 042-334-3126 042-334-3127 wakama2@gb3.so-net.ne.jp 各種販売
営業時間　月～金　10：00～16：00
定休日　　　土日祝日
自主製品やリサイクル商品、府中市ゴミ袋を販売しています。

西府いこいプラザ
ベーカリーカフェ　パルテ

府中市西府町3-29-17 042-354-6760 042-354-6777 parte@elysia.or.jp パン、ドリンク、手工芸品

営業時間　月～金　10：00～15：00
　
※貸切可能（要相談）
※手工芸品（オリーブの自主製品）も販売しています。
※曜日や納入時間、商品により異なりますのでご相談ください。

手作りの店
コットンハウス、フレンズ

府中市住吉町2-13-4 042-368-2550 042-368-2550 c.h.friends@ac.auone-net.jp
手作りの小物多数、防災ずきんカバーほ
か、可愛い小物

府中市小学校で必要な防災ずきんのカバーを販売しています。色は数色あり、お
好みで選べます。他多数手作り小物を販売しています。
営業時間　　月～金　　10：30～17：00     定休日　　土曜日・日曜日

カフェコットン畑 府中市宮西町2-13-3 カフェコットン畑 042-365-1125 c.h.friends@ac.auone-net.jp
コーヒーの他飲み物多数、軽食(スパゲ
ティー・カレー・ハヤシライス・ホットサンド
他）

炭火珈琲を提供しています。店はギャラリーもあり、作品を見ながらゆっくり珈琲
を楽しめます。軽食には無農薬野菜のサラダとフルーツがつきます。女性に人気
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業
時間　　火～土　　10：00～17：00     定休日　　日曜日・月曜日

わかたけ作業所 府中市紅葉丘1-29-3 042-369-1185 042-369-1186 wakatake-sg@cyber.ocn.ne.jp
自主製品販売
家庭用ごみ袋の販売

わかたけショップ　（毎月第3金曜日開催　13：00～15：00）
府中市のごみ袋を販売しています。（随時）

毎日CAMP
府中市本町１－１－２２

ブラーヴハウス１階
042-361-5959
（事務局兼用）

042-361-5960
（事務局兼用）

camp@vif.or.jp
天然培養酵母パン
食パン系・ハード系・デニッシュ系・菓子パ
ン

営業時間：10：00～17:00
営業日：火～土曜日
定休日：月曜日・日曜・祝祭日
※イートインもご利用ください。

カンタービレ
東京都府中市緑町3-18-13
ロイヤルプラザ東府中1階

042-306-9253 042-306-9924 asumi_cantabile@twatwa.ne.jp
スープカレー
手工芸品（手作り和紙製品、
ビーズアクセサリーなど）

月～金9：30～17：30　　定休日：土・日・祝日
カレーは金曜日のみ11:30～販売。　　通常時45食前後/日
100食程度対応可（要事前連絡）　電話注文可能。
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（食品）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

作業所スクラム 府中市分梅町5-25-1 042-304-6000 042-302-8001 scram-hobari@jcom.home.ne.jp 手作りこんにゃく 週40個　300ｇ入り
数は目安です。他にも「味噌田楽」「田楽用みそ」などありま
す。ご相談ください。

社会福祉法人若松福祉会
ギャロップ

府中市若松町1-9-1 042-365-7363 042-365-9443 gallop@bj9.so-net.ne.jp
ラスク

（プレーン・シナモン）
一日限定　各20個
※個数については応相談可

※注文方法はFAXにて承ります。
※賞味期間は製造日から、3週間です。
※お渡し日の10日前までにご注文下さい。
※ギャロップ喫茶「し～ま茶房」でのお渡し。

毎日CAMP
府中市本町１－１－２２

ブラーヴハウス１階
042-361-5959
（事務局兼用）

042-361-5960
（事務局兼用）

camp@vif.or.jp 天然培養酵母パン製造・販売
パン５０～７０個／日
発注時の条件次第で対応致します。

※注文方法はFAX又はメールにて承ります。
※まずは、お電話お待ちしております。

食彩さしすせそ 府中市武蔵台1-8-18大貫ビル1F 042-319-9218 042-319-9219 hibari@sasisuseso.or.jp
とうふコロッケ、とうふ餃子、

おはぎ

コロッケ50個/日　餃子20個/日
おはぎ20パック/日
＊事前の予約をお願いします。

コロッケは一日60個実績有、その他内容によって数に限り
があります。ご相談ください。

西府いこいプラザ
（パルテ）

府中市西府町3-29-17 042-354-6760 042-354-6777 parte@elysia.or.jp パン 20個／日
曜日や納入時間、商品により異なりますのでご相談くださ
い。

は～もにぃ 府中市寿町1-1旧府中グリーンプラザ分館内 042-340-0212 042-368-6635 ha-moni@utopia.ocn.ne.jp
ドリップコーヒー宅配

その他の飲み物・菓子類も可
15～40杯程度（提供は、紙コップもしく
はポットサービス）

ポットに入れたものをお持ちします。
宅配範囲については、ご相談ください。

むさし結いの家 府中市白糸台３－２２－３ 042-340-4441 042-306-6477 musashi-yuinoie@diary.ocn.ne.jp 焼き菓子
クッキー50袋/日
マドレーヌ30袋/日

電話注文可能。いつでもご相談ください。

ワークショップさかえ 府中市晴見町3-18-7晴見町ハイツ 042-336-5807 042-336-5814 sakae@elysia.or.jp たまご販売
たまご販売（予約制）
各50パック／第一第三金曜日（祝日等
で前後することがあります）

たまごはパックに詰め替えなくてよろしければ50パック以上
の量をご用意できます。

ワークセンターこむたん 府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp パン、かりんとう パン300個／日、かりんとう100袋／日
電話注文可能。事前注文であればこれ以上の量も対応いた
します。給食利用の食パンロールパンなどは、市内近隣で
あれば配達可能です。

童里夢工房 府中市緑町1-26-11 042-334-4083 042-334-4092 s-dream@wg8.so-net.ne.jp こんにゃく
50袋/週
お時間を頂ければこれ以上の量も
対応いたします。

FAX、お電話、E-Mail、いずれも対応可能です。

カンタービレ
東京都府中市緑町3-18-13
ロイヤルプラザ東府中1階

042-306-9253 042-306-9924 asumi_cantabile@twatwa.ne.jp スープカレー
100食程度対応可（要事前連絡）
通常時45食前後/日

金曜日のみ販売。電話注文可能。

コットンハウス、フレンズ 府中市住吉町2-13-4 042-368-2550 042-368-2550 c.h.friends@ac.auone-net.jp 野菜・ブルーベリー
季節により収穫で知る野菜の種類が異
なります

７月から９月にかけてブルーベリーがあります。野菜は無農
薬で季節により異なります。無農薬野菜
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（清掃）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

梅の木の家共同作業所 府中市分梅町3-34-8 042-368-6841 042-370-1894 umenoki@mf.point.ne.jp 清掃 2回／週 普段は公園清掃を行っています。

西府いこいプラザ
（オリーブ）

府中市西府町3-29-17 042-354-6760 042-354-6777 icoi@elysia.or.jp 清掃 2回／週
普段は公園清掃を行っています。
清掃内容については、ご相談ください。

府中はるみ福祉園 府中市寿町2-26 042-333-7555 042-333-7556 harumien@ninnakai.com 清掃 3回／週 普段は公園清掃を行っています。

府中さくらの杜 府中市寿町2-26-11 042-358-1170 042-358-1171 sakuranomori@ninnakai.com 清掃 3回／週 普段は公園清掃を行っています。

ワークセンターこむたん 府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp 清掃
普段は公園清掃を行っています。遠方でなければ福祉施設内
の日常清掃も請け負っています。

わかたけ作業所 府中市紅葉丘1-29-3 042-369-1185 042-369-1185 wakatake-sg@cyber.ocn.ne.jp 清掃 1回／週（5時間）
普段は公園清掃を行っています。
車両による移動が可能のため、広範囲の対応可能です。

コットンハウス、フレンズ 府中市住吉町2-13-4 042-368-2550 042-368-2550 c.h.friends@ac.auone-net.jp 清掃 1回/週(3時間）
普段は公園清掃を行っています。除草作業も刈り払い機を使
用し行うことができます。

食彩さしすせそ
府中市武蔵台1－8－18

大貫ビル1F
042-319-9218 042-319-9219 hibari@sasisuseso.or.jp 清掃 ２回／週

普段は公園清掃を行っています。
車両での移動が可能です。広範囲の対応可能です。

毎日CAMP
府中市本町１－１－２２

ブラーヴハウス１階
042-361-5959
（事務局兼用）

042-361-5960
（事務局兼用）

camp@vif.or.jp 清掃 1回/週(3時間） 清掃内容についてはご相談ください。

童里夢工房 府中市緑町1-26-11 042-334-4083 042-334-4092 s-dream@wg8.so-net.ne.jp 清掃 1回／週（3時間）
普段は公園清掃を行っています。
清掃内容については、ご相談ください。

カンタービレ
東京都府中市緑町3-18-13
ロイヤルプラザ東府中1階

042-306-9253 042-306-9924 asumi_cantabile@twatwa.ne.jp 清掃 1回／週（3時間）
普段は公園清掃を行っています。
清掃内容については、ご相談ください。
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（印刷・ポスティング）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

社会福祉法人白梅会
レスポワール工房

府中市美好町1-30-3
シャロンベテル矢代1階

042-367-5080 042-306-5608 lespowal@rg8.so-net.ne.jp 名刺印刷
時期的に混み合う事がございます。
まずご相談ください。

台紙持ち込みに関しては対応できない場
合や少量印刷ズレ等起こる場合がござい
ます。台紙については、予めご相談くださ
い。
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（手工芸品等）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

アクリルたわし 20個／月 フルーツたわしと花のたわしがあります。

メタリックヤーンティッシュケース 5個／月 ポケットティッシュケース、パスケースもあります。

ハワイアンストラップ 30個／月 おすすめ新商品です。

松ぼっくりツリー 30個／月 クリスマスシーズンのみ（11月初旬～）

木製品（カトラリー・皿） 5～10個／月

漆塗り木製品（カトラリー・皿） 2～5個／在庫状況により6か月～

ワークショップ素材 10～30個／月

木製品製作 シンプル製品について　10個～／月

集いの家（手づくり雑貨班） 府中市南町1-45-1 042-360-0044 042-360-0053 tsudoinoie44@jcom.zaq.ne.jp
布マスク、エコバッグ、バネポーチ

ボックスティッシュカバー
ファブリックリース、その他布製品

要相談 作業内容により可能数量、製作日数が変わりますのでご相談ください。

ふきん（1、3、5枚組）
常時在庫は各50個ほどあり。
可能量の目安は150枚／週

エコバッグ 可能量の目安は20枚／月～ 大きさは数種類あります。

きんちゃく袋 可能量の目安は20枚／週 大きさは数種類あります。

木のキーホルダー 可能量の目安は20個／週 かたちは数種類あります。

お食事タオル 20枚／週

コースター 100個／月

こびとの帽子（キーホルダー） 100個／月

アクリルたわし 20個／週

リフレクター 100個／週

缶バッチの製造 200個/週
個数・納期は相談に応じます。
会社や団体のキャラクター入りの缶バッチなども受注可能です。

手工芸品
（ポプリ製品・ケマージュ製品）

20個／週
柄・個数・納期は相談に応じます。手作業のため、50個を超えるご注文の場合、1週間
以上の納期をいただくことがございます。

エコかご（丸・四角・アニマル等） 50個/月
手作業のため、時間がかかります。
対応可能量は目安ですので、ご相談ください。

アクリルたわし 50個/月 常に在庫は５０個程度あります（全種類計）

キーホルダー 150個/月 細かい作業となるため、納期に余裕が必要な商品です。

その他の小物・雑貨 10個単位／週 納期に余裕が必要

作業所スクラム 府中市分梅町5-25-1 042-304-6000 042-302-8001 scram-hibari@jcom.home.ne.jp 押花製品、藍染靴下など 40個単位/週 納期に余裕が必要

童里夢工房 府中市緑町1-26-11 042-334-4083 042-334-4092 s-dream@wg8.so-net.ne.jp

タイヤサンダル
ワラーチサンダル、藍染製品

リサイクル雑貨
（時計、一輪挿し、小物など）

タイヤサンダル　10足程度/月
藍染手ぬぐい　　30本程度/週

全てハンドメイドのため、時間がかかります。
帯の色、サイズなど御希望について御相談ください。
対応可能量は目安ですので、ご相談ください。

手工芸品（手すき和紙製品） 要相談 納期に余裕が必要

マスク 要相談 納期に余裕が必要

防災ずきんカバー 200個/年 オリジナル製品、色多数あり。府中市内小学校適応

オリジナルエプロン(オーダー） 100枚/年 カフェ用・介護用オリジナルエプロン承ります。ロゴ刺繍できます。

8面タオル 50個/月 8枚使える便利なタオルで用途も様々。手軽なプレゼントにどうぞ。

アクリルたわし 100個/月 色多数そろえています。

コースター 200個/月 羊毛フェルトの刺繍のコースター多数あります。

各種袋物 50個/月 各種揃えています。

ぬいぐるみ（ベアー） 5個/月 ディーペアーのぬいぐるみは、手作りでとてもかわいいです。

手芸雑貨 50個/月 多数手作りの小物を作っています。

布ぞうり 20足/月 手作業のため、時間がかかります。在庫状況にもよりますので、ご相談下さい。

ポチ袋（布製） 100個～/月 ちょっとしたプレゼントにご利用ください。

マスク 50枚／週 色・柄・サイズ多数あります。

マスクケース 10個／週 色・柄・サイズ多数あります。

竹製品 10個／週 様々な商品の相談承ります。

ニット製品 10個／週 様々な商品の相談承ります。

布小物 20個／週 様々な商品の相談承ります。

オリジナル布小物 要相談

オリジナルキーホルダー 100個/月

府中さくらの杜 府中市寿町2-26-11 042-358-1170 042-358-1171 sakuranomori@ninnakai.com

手作業のため、時間がかかります。
対応可能量は目安ですので、ご相談ください。

・手作業のため時間がかかりますが、簡単なノベルティ製作から景品や記念品までデ
ザイン、数量、納期等ご相談ください。
・漆製品は納期に余裕をもってご相談ください。在庫している物は即時納品可能です。
・スプーンやアクセサリーなど、小グループでの手作りワークショップの素材提供なども
行っています。

府中共同作業所 府中市寿町3-3-6 042-367-0640 042-361-6280 akebonof@d9.dion.ne.jp

FLAGS design
府中市幸町２－１３－２９

府中ひだまり101号
042-315-4508 042-315-4508 flagsdesign@sd5.so-net.ne.jp

プロジェクツ　けやきのもり 府中市住吉町1-60-10 042-368-7989 042-368-7989 keyaki@cg.mbn.or.jp

わかたけ作業所 府中市紅葉丘1-29-3 042-369-1185 042-369-1185 wakatake-sg@cyber.ocn.ne.jp

ワークセンターこむたん 府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp

コットンハウス、フレンズ 府中市住吉町2-13-4 042-368-2550 042-368-2550 c.h.friends@ac.auone-net.jp

カンタービレ
東京都府中市緑町3-18-13
ロイヤルプラザ東府中1階

042-306-9253 042-306-9924 asumi_cantabile@twatwa.ne.jp

発注先の希望に合わせて製作いたします。
過去には、バネ口金のスマホケース・ヘアアクセサリー・子ども用キーケース・かわいい
雑巾等を作りました。
デザイン、数量、納期等はご相談ください。

わかまつ共同作業所 府中市清水が丘3-2-20 042-334-3126 042-334-3127 wakama2@gb3.so-net.ne.jp

ちえホーム
東京都府中市栄町３－１２－１
メディカルビル・グレイス4階

042-314-2200 042-314-2201 kibou-chie@feel.ocn.ne.jp

ケアチーム大芽
府中市若松町１－２－５

　芽生会BLD２階
042-314-7014 042-314-7015 sagyojo@careteam-taiga.co.jp
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（封入・封かん）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

梅の木の家共同作業所 府中市分梅町3-34-8 042-368-6841 042-370-1894 umenoki@mf.point.ne.jp 封入・封かん 5点封入　7,500セット/週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

集いの家（下請班） 府中市南町1-45-1 042-360-0044 042-360-0053 tsudoinoie44@jcom.zaq.ne.jp 封入・封かん 3点封入　2,500セット／日
対応内容により可能数量が変わりますのでご
相談ください。

府中さくらの杜 府中市寿町2-26-11 042-358-1170 042-358-1171 sakuranomori@ninnakai.com 封入・ラベル貼り 3点封入　2,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

童里夢工房 府中市緑町1-26-11 042-334-4083 042-334-4092 s-dream@wg8.so-ne.jp

DM等セットアップ
その他物流加工全般

消防設備他公共施設点検
業務

5点封入　3,000セット/週 細かい対応可能量は要相談で。

西府いこいプラザ
（オリーブ）

府中市西府町3-29-17 042-354-6760 042-354-6777 icoi@elysia.or.jp 封入・封かん・ラベル貼付 5点封入　10,000セット/週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

府中はるみ福祉園 府中市寿町2-26 042-333-7555 042-333-7556 harumien@ninnakai.com 封入・封かん 2点封入　1,000セット／日
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

プロジェクツけやきのもり 府中市住吉町1-60-10 042-368-7989 042-368-7989 keyakinomori@etude.ocn.ne.jp 封入・封かん 3点封入　2,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

ワークショップさかえ 府中市晴見町3-18-7晴見町ハイツ 042-336-5807 042-336-5814 sakae@elysia.or.jp 封入・封かん ＤＭ封入・封かん　1,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

ワークセンターこむたん 府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp 封入・封かん 3点封入　2,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

わかたけ作業所 府中市紅葉丘1-29-3 042-369-1185 042-369-1185 wakatake-sg@cyber.ocn.ne.jp チラシ封入・封かん ３点封入　6,000セット/週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

わかまつ共同作業所 府中市清水ヶ丘3-2-20 042-334-3126 042-334-3127 wakama2@gb3.so-net.ne.jp 封入・封かん ５点封入　5,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

コットンハウス、フレンズ 府中市住吉町2-13-4 042-368-2550 042-368-2550 c.h.friends@ac.auone-net.jp 封入・封かん 3点封入　　　1,000セット/週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

ちえホーム
東京都府中市栄町３－１２－１
メディカルビル・グレイス4階

042-314-2200 042-314-2201 kibou-chie@feel.ocn.ne.jp 封入・封かん 3点封入　5,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

FLAGS design
府中市幸町２－１３－２９

府中ひだまり101号
042-315-4508 042-315-4508 flagsdesign@sd5.so-net.ne.jp 封入・封かん 5点封入　1000セット/週

対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

むさし結いの家 府中市武蔵台1-8-18大貫ビル1F 042-340-4441 042-340-4442 musashi-yuinoie@diary.ocn.ne.jp 封入・封かん 3点封入　2,000セット／週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

カンタービレ
東京都府中市緑町3-18-13
ロイヤルプラザ東府中1階

042-306-9253 042-306-9924 asumi_cantabile@twatwa.ne.jp 封入・封かん 3点封入　　　1,000セット/週
対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。

ケアチーム大芽
府中市若松町１－２－５

　芽生会BLD２階
042-314-7014 042-314-7015 sagyojo@careteam-taiga.co.jp 封入・封かん 3点封入　　　1,000セット/週

対応可能量は目安です。作業内容により異な
りますので、ご相談ください。
少量でもお受けいたします。
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（箱折・箱詰め・組立等）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

府中はるみ福祉園 府中市寿町2-26 042-333-7555 042-333-7556 harumien@ninnakai.com 下請け
紙袋　1,000個／日 対応可能量は目安です。作業内容に

より異なりますので、ご相談ください。

府中さくらの杜 府中市寿町2-26-11 042-358-1170 042-358-1171 sakuranomori@ninnakai.com 下請け 簡単な下請け
電話注文可能。いつでもご相談くださ
い。

むさし結いの家 府中市白糸台３－２２－３ 042-340-4441 042-306-6477 musashi-yuinoie@diary.ocn.ne.jp 下請け 簡単な下請け
電話注文可能。いつでもご相談くださ
い。

ワークショップさかえ 府中市晴見町3-18-7晴見町ハイツ 042-336-5807 042-336-5814 sakae@elysia.or.jp 箱折り・箱詰め 箱折り・箱詰め　500箱／週
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

ワークセンターこむたん 府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp 箱詰め・袋詰め 箱折り・箱詰め　300箱／日
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

西府いこいプラザ
（オリーブ）

府中市西府町3-29-17 042-354-6760 042-354-6777 icoi@elysia.or.jp 箱折り・箱詰め 箱折り・箱詰め　１０００箱／週
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

作業所スクラム 府中市分梅町5-25-1 042-304-6000 042-302-8001 scram-hibari@jcom.home.ne.jp 箱詰め・袋詰め 箱折り・箱詰め　300箱／日
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

ちえホーム
東京都府中市栄町３－１２－１
メディカルビル・グレイス4階

042-314-2200 042-314-2201 kibou-chie@feel.ocn.ne.jp 箱折り・箱詰め 箱折り・箱詰め　500箱／週
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

集いの家 府中市南町1-45-1 042-360-0044 042-360-0053 tsudoinoie44@jcom.zaq.ne.jp 箱詰め・袋詰め 箱折り・箱詰め　300箱／日
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

童里夢工房 府中市緑町1-26-11 042-334-4083 042-334-4092 s-dream@wg8.so-net.ne.jp 箱折り・箱詰め 箱折り・箱詰め　500箱／週
対応可能量は目安です。作業内容に
より異なりますので、ご相談ください。

ケアチーム大芽
府中市若松町１－２－５

　芽生会BLD２階
042-314-7014 042-314-7015 sagyojo@careteam-taiga.co.jp 下請け 簡単な下請け

対応可能量は、作業内容により異なり
ますので、ご相談ください。
少量でもお受けいたします。
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府中市内障害者施設受注可能作業一覧　（その他）

施設名 所在地 電話 FAX E-mail 製品・サービスの内容 対応可能量 受注に際しての特記事項

ワークセンターこむたん 府中市寿町3-3-6 042-306-8639 042-367-4288 komutan@heart.email.ne.jp お墓参り代行サービス
ご希望日より10日以内
（期日指定もあり）

ちゅうNet（府中市障害者施設のネッ
トワーク）を中心に受注活動

わかたけ作業所 府中市紅葉丘1-29-3 042-369-1185 042-369-1185 wakatake-sg@cyber.ocn.ne.jp お墓参り代行サービス
ご希望日より10日以内
（期日指定もあり）

ちゅうNet（府中市障害者施設のネッ
トワーク）を中心に受注活動

プロジェクツけやきのもり 府中市住吉町1‐60‐10 042-368-7989 042-368-7989 keyakinomori@etude.ocn.ne.jp お墓参り代行サービス
ご希望日より10日以内
（期日指定もあり）

ちゅうNet（府中市障害者施設のネッ
トワーク）を中心に受注活動
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