
奈良市内の障害者就労施設等が提供する物品のリスト（法人名順 / 令和４年度作成）

有／無
販売・受注

総量
対応日数 単価 発注元

1
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 脱ぎ着楽々介護服 3着/週 5 2週間 5,800円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取

メンズ・レディースの2種類あります。

マジックテープを使用しており、脱ぎ着が楽々です。
無

2
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨（ストール） 5枚/週 10 1週間 1,600円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取
水色、桃色、黄色の3色から選択可能です。 無

3
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品

小物雑貨（着物地の長財

布）
5週/週 10 1~2週間 9,800円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取

桐の化粧箱付けです。

色鮮やかな着物の帯地で作った長財布
無

4
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨(長財布） 5週/週 10 1~2週間 2,500円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取

縫い付けしっかり、丈夫な長財布です。

色や柄の種類も豊富です。
有 3個 1,800円（税込） 民間

5
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品

小物雑貨（西陣織りカードケー

ス）
5週/週 10 1~2週間 3,500円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取
色鮮やかな着物の帯地を使用したカードケースです。 有 1個 2,800円（税込） 民間

6
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨（カードケース） 5週/週 10 1~2週間 1,800円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取

縫い付けしっかり、丈夫なカードケースです。

色や柄の種類も豊富です。
有 2個 1,300円（税込） 民間

7
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨（蚊帳コースター） 5週/週 50 1週間 250円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取
蚊帳のの生地を生かし、中生地が透けて見えてオシャレです。 有 200個 250円（税込） 民間

8
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品

小物雑貨（レザー、アコーディオ

ンポーチ）
3個/週 10 2週間 980円（税込）

宅配便（着払い）

事務所引取

手のひらサイズでコンパクト設計のポーチです。

お札、小銭、カードがこれ1つで携帯可能です。
有 4個 980円（税込） 民間

9
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品

小物雑貨（レザー、アコーディオ

ンポーチ大）
3個/週 10 2週間 1,280円（）

宅配便（着払い）

事務所引取
少し大きめサイズ

10
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨（蚊帳生地ふきん） 5個/日 25 1週間 150円(税込)

宅配便(着払い)

事業所引き取り

使いやすいサイズの蚊帳ふきんで、ステッチに様々な色が入ってオ

シャレです。

ちょっとした贈り物にも喜ばれます。

有 180個 150円(税込) 民間

11
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨（箸置き） 10個/日 50 1週間 50円(税込)

宅配便(着払い)

事業所引き取り
受注の際、色はアソートでの対応となります。 有 10個 50円(税込) 民間

12
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品 小物雑貨（あったかマスク） 3個/日 20 2週間

500円(税込)

(子供サイズ400円)

宅配便(着払い)

事業所引き取り

サイズは子供用サイズと大人レギュラーサイズの2種類あります。

色は相談可能です。(ただし、場合により対応出来ない色も有りま

す)

指定が無い場合、アソートとなります。

有 30個
500円(税込)

(子供サイズ400円)
民間

13
一般社団法人日本総合就職

支援協会
フューチャープレゼンツ 就労継続支援A型 奈良市三条栄町4-1 0742-32-2226 0742-32-2226

f.presents.2226@gmail.c

om
物品

小物雑貨（息のしやすいマス

ク）
4個/日 20 2週間

500円(税込)

(子供サイズ400円)

宅配便(着払い)

事業所引き取り

サイズは子供用サイズと大人レギュラーサイズ)2種類あります。

色は相談可能です。(ただし、場合により対応出来ない色も有りま

す)

指定が無い場合、アソートとなります。

有 60個
500円(税込)

(子供サイズ400円)
民間

14 株式会社アイマックス あいはうす新大宮駅前 就労継続支援
奈良市芝辻町2丁目11-1

MLビル4階
0742-32-5702 0742-32-5703 sinomiyaekimae@gmail.com 物品 クリアファイル デザインによる デザインによる

既存デザイン

1週間～2週

間

デザインの作成

最短で3週間

～

既存デザイン

500円

 

要相談

デザイン作成

希望デザインによる

宅配便

（要送料）

ノベルティや記念品などで購入される方には、既存のデザインに企業

名や学校名を入れることや、イラストや写真などご用意いただけれ

ば、ご希望のデザインで制作します。

15 株式会社サンケア
サンケア・デイセンター

サンケア・ファーム
就労継続支援B型 奈良市三碓4-1-30 0742-93-9539 0742-93-9538 suncare5@bird.ocn.ne.jp 物品 食品（野菜） 1袋100円前後 指定場所に納品 量・値段は季節や天候による 有

産地直送店

舗等25店舗

で販売

産地直送スー

パー等

16 株式会社サンケア
サンケア・デイセンター

サンケア・ファーム
就労継続支援B型 奈良市三碓4-1-30 0742-93-9539 0742-93-9538 suncare5@bird.ocn.ne.jp 物品 食品（ニンニク） １玉40g以上 指定場所に納品 有

産地直送店

舗等25店舗

で販売

産地直送スー

パー等

17 株式会社サンケア
サンケア・デイセンター

茶房てん
就労継続支援B型 奈良市学園大和町1-304 0742-93-9539 0742-93-9538 suncare5@bird.ocn.ne.jp 物品 食品（弁当） 10個/日 ５００円 指定場所に納品 有 民間

18 株式会社サンケア サンケア・ノーエル 就労継続支援B型 奈良市学園大和町1-1433-3 0742-93-9539 0742-93-9538 suncare5@bird.ocn.ne.jp 物品 食品（ニンニク加工品） 各20個/月 １週間以内

黒ニンニク・

ニンニクのオリーブオイ

ル漬け各７００円

指定場所に納品
黒ニンニク

ニンニクのオリーブオイル漬け
有

産地直送店

舗等25店舗

で販売

産地直送スー

パー等

19 株式会社サンケア サンケア・ノーエル 就労継続支援B型 奈良市学園大和町1-1433-3 0742-93-9539 0742-93-9538 suncare5@bird.ocn.ne.jp 物品 食品（ニンニク加工品） 各20個/月 １週間以内

にんにくドレッシング

５００円 指定場所に納品 にんにくドレッシング 有

産地直送店

舗等25店舗

で販売

産地直送スー

パー等

20 株式会社サンケア サンケア・ノーエル 就労継続支援B型 奈良市学園大和町1-1433-3 0742-93-9539 0742-93-9538 suncare5@bird.ocn.ne.jp 物品 食品（洋菓子） 各20個/月 １週間以内

レモンケーキ100円

季節のマフィン250

円

指定場所に納品 有

納期 参考単価 納品方法
その他特記事項

（製品の特長、発注時の注意点など）

実績　※公表可能な場合はご記入ください。最大提供

可能量

番

号
法人名 事業所名

事業所

種類
事業所所在地 電話 FAX E-mail

物品

役務
製品・サービスの内容

対応

可能量

1/5
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奈良市内の障害者就労施設等が提供する物品のリスト（法人名順 / 令和４年度作成）

有／無
販売・受注

総量
対応日数 単価 発注元

納期 参考単価 納品方法
その他特記事項

（製品の特長、発注時の注意点など）

実績　※公表可能な場合はご記入ください。最大提供

可能量

番

号
法人名 事業所名

事業所

種類
事業所所在地 電話 FAX E-mail

物品

役務
製品・サービスの内容

対応

可能量

21 株式会社　萬成水耕栽培 まんなり加工　奈良店 就労継続支援Ｂ型 奈良市鍋屋町2-1　シティホームズ奈良女子大前101 0742-25-5480 0742-25-5470 pastime.plain@gmail.com 物品 スイートポテト 5,000個/月 5,000個/月

最大提供可

能量で1ヵ月

※提供量によ

る、要相談

250円/個(小売値) ※要相談

冷凍出荷、冷蔵商品になります。賞味期限冷蔵で3日間。

形が不揃いというだけで廃棄されそうになった国産さつまいもをベース

に利用者さんが加工してくれた、手作りペーストを使用しています。

皮剥きからすり潰しまで殆ど手作業で行っているため製造量が限ら

れていますが、いつものスイートポテトに奥行きのあるストーリーをエッ

センスとして込めています。

22 永愛合同会社 とあのワーク 就労継続支援B型 奈良市千代ヶ丘１－１－５ 0742-93-8377 0742-93-8376 toa0612@aroma.ocn.ne.jp 物品 手作り弁当 50個/日 80個/日 7日前注文 500円～600円 指定場所に配達 無添加・手作りですので、その日のうちに召し上がって下さい。 有
民間・学校・

自治会等

23 永愛合同会社 とあのワーク 就労継続支援B型 奈良市千代ヶ丘１－１－５ 0742-93-8377 0742-93-8376 toa0612@aroma.ocn.ne.jp 物品 お米・お茶・加工品
各店頭販売

分

各店頭販売

分
即日 400円～2000円 当社店頭販売

宇陀市のミネラル豊富な水で、自然豊かに育てられたコシヒカリや

大和茶（ほうじ茶）、季節の果物等を販売しております。
有

民間・自治会

等

24 永愛合同会社 とあのワーク 就労継続支援B型 奈良市千代ヶ丘１－１－５ 0742-93-8377 0742-93-8376 toa0612@aroma.ocn.ne.jp 物品 四季折々の野菜
各店頭販売

分

各店頭販売

分
即日 100円～250円 提携先には配達

自社の畑で、丹精込めて作った、ミニトマト、きゅうり、オクラ、なす

び、ゴーヤ、ピーマン、インゲン、スナップエンドウ、根菜類等、旬の野

菜を店頭や契約先店舗に卸しております。

有
民間・道の駅

等店舗

25 社会福祉法人あゆみの会 オープンスペース’AYUMI’
就労継続支援B型事

業所
奈良市秋篠町１３８１－１ 0742-51-0580 0742-53-0512 akishino@os-ayumi.org 物品 食品（パン） 150個/日 3日 150 事業所引き取り 時期や商品により消費期限が異なります 無

26 社会福祉法人こぶしの会 コミュニティワークこッから 生活介護 奈良市古市町529-4 0742-63-6765 0742-63-6766 kokkara@kokkara.jp 物品 名刺印刷（紙すき名刺） 50枚単位
新規作成月3

件
3週間前注文

片面/カラー/100枚

/3300円
指定場所に配達

牛乳パックのみを再利用した紙すき製品です。薄いですが張りのあ

る紙質です。色も数種類選択可能です。糊等不使用商品です
無

27 社会福祉法人こぶしの会 コミュニティワークこッから 生活介護 奈良市古市町529-4 0742-63-6765 0742-63-6766 kokkara@kokkara.jp 物品 封筒印刷 100部～

新規原稿校

正を含み3週

間

片面/白黒/500部

/20000円

（角2号封筒）

指定場所に配達
封筒サイズ・色各種お受けいたします。最小ロット以上100部単位

でお願いします
無

28 社会福祉法人こぶしの会 コミュニティワークこッから 生活介護 奈良市古市町529-4 0742-63-6765 0742-63-6766 kokkara@kokkara.jp 物品 加工食品（とうふ） 30丁/日 1週間前注文 200円 指定場所に配達

宮城県産大豆を使った豆のコクが強く、甘みのあるおとうふです。消

泡剤不使用、豆乳とにがりだけの体にやさしいおぼろとうふです。消

費期限は製造日より4日です

無

29 社会福祉法人こぶしの会 コミュニティワークこッから 生活介護 奈良市古市町529-4 0742-63-6765 0742-63-6766 kokkara@kokkara.jp 物品 パン 10斤/日 1週間前注文 350円 指定場所に配達
しっとりもちもちとした山形食パンです。極力添加物を控えたパンの

為消費期限は製造日より翌日となります。
無

30 社会福祉法人こぶしの会 コミュニティワークこッから 生活介護 奈良市古市町529-4 0742-63-6765 0742-63-6766 kokkara@kokkara.jp 物品 くるみボタンマグネット 20個～ 1ヶ月前注文 300円/2個 指定場所に配達
多様なテキスタイルの端切れを切り取りマグネットの柄に仕立てまし

た。唯一無二のオリジナルマグネットです。
無

31 社会福祉法人こまどり会 喜蔵庵 就労継続支援Ｂ型 奈良市中町502-4 0742-53-0007 0742-53-0008 komadori1@wind.ocn.ne.jp 物品 食品（いちご）
３０パック／

日

３０パック／

日
２日 時価

事業所引き取り／

クール宅配便

１月～４月まで販売可能　、価格は時価のため確認必要

品種は古都華、おいしいﾍﾞﾘｰ、紅ホッペ

数量によっては納期の事前調整が必要

有 ３０パック １日 時価 民間

32 社会福祉法人こまどり会 喜蔵庵 就労継続支援Ａ型 奈良市中町502-4 0742-53-0007 0742-53-0008 komadori1@wind.ocn.ne.jp 物品 物品（布巾）
１００枚／

日
要相談 要相談 ２３４円

事業所引き取り／

宅配便

奈良の蚊帳生地で縫製した布巾です

納品数に関してはは事前調整が必要
有 ３０００枚 ３ヶ月

１００枚以上は値

引き有
民間

33 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 Ｔシャツ 20枚/週 60 ３０日 １２００円～ 要相談

図柄製版代は別途料金がかかります。色・柄は応相談です。

既製品は大仏や鹿などオリジナルデザインで作成しています。
有 400枚 ２０日 １２００円/枚 民間

34 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 手織りロングストラップ ３本/週 ２０本 ３０日 7００円～ 要相談

色・柄は応相談です。

記念品使用のラッピング等対応可能です。
無

35 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 ストラップ １５本/週 ５０本 ２０日 ３００円 要相談

大仏や鹿などオリジナルデザインで作成しています。

記念品使用のラッピング等対応可能です。
無

36 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 ピンバッチ １５個/週 ５０個 ２０日 ２００円 要相談

大仏や鹿などオリジナルデザインで作成しています。

記念品使用のラッピング等対応可能です。
無

37 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 ブローチ １５個/週 ５０個 ２０日 ３００円 要相談

大仏や鹿などオリジナルデザインで作成しています。

記念品使用のラッピング等対応可能です。
無

38 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 ポチ袋 １０セット/週 ３０セット １０日 １００円 要相談

大仏や鹿などオリジナルデザインで作成しています。

記念品使用のラッピング等対応可能です。
無

39 社会福祉法人ならやま会 おりがみ
生活介護

就労継続支援Ｂ型
奈良市手貝町２８ 0742-81-7262 0742-22-6350 origami@sirius.ocn.ne.jp 物品 手織りくるみボタン・ヘアゴム ３０個/週 ５０個 １５日 １５０円～ 要相談

一点物の為、色柄はおまかせでお願いいたします。

記念品使用のラッピング等対応可能です。
有 ３０個 ２０日 200円 民間

40 社会福祉法人ならやま会 もえぎ 生活介護 奈良市奈良阪町２６０５－２１ 0742-20-0118 0742-23-8840 narayakakai-moegi@rondo.ocn.ne.jp 物品 クッキー ３０個/日 100 ７日 100
自力での納品可

（要相談）

数量によっては納期の事前調整が必要。種類は６種。賞味期限

は製造日より１か月。

41 社会福祉法人ならやま会 もえぎ 生活介護 奈良市奈良阪町２６０５－２１ 0742-20-0118 0742-23-8840 narayakakai-moegi@rondo.ocn.ne.jp 物品 ストラップ ２０個/日 50 7日 ３００～５００ 事業所引き取り 手作りのため、ひとつひとつ仕様が異なります。
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42 社会福祉法人ならやま会 もえぎ 生活介護 奈良市奈良阪町２６０５－２１ 0742-20-0118 0742-23-8840 narayakakai-moegi@rondo.ocn.ne.jp 物品 キーホルダー ２０個/日 50 7日 ３００～５００ 事業所引き取り 手作りのため、ひとつひとつ仕様が異なります。

43 社会福祉法人ならやま会 もえぎ 生活介護 奈良市奈良阪町２６０５－２１ 0742-20-0118 0742-23-8840 narayakakai-moegi@rondo.ocn.ne.jp 物品 ヘアゴム ２０個/日 50 7日 ３００～５００ 事業所引き取り 手作りのため、ひとつひとつ仕様が異なります。

44 社会福祉法人ならやま会 もえぎ 生活介護 奈良市奈良阪町２６０５－２１ 0742-20-0118 0742-23-8840 narayakakai-moegi@rondo.ocn.ne.jp 物品 ブローチ 10/日 30 ７日 ３００～５００ 事業所引き取り 手作りのため、ひとつひとつ仕様が異なります。

45 社会福祉法人ぷろぼの IPファクトリー 就労継続支援A型
奈良市大宮町3丁目5-41

ぷろぼの福祉ビル２F
0742-35-3232 0742-81-7320 itc@vport.org 物品 アメニティ作成 - - - -

ボールペンやクリアファイルなど、イベント等の記念品や宣伝のための

アメニティなども各種ご対応させていただきます。
無

46 社会福祉法人わたぼうしの会 たんぽぽの家 就労継続支援B型 奈良市六条西3-25-4 0742-43-7055 0742-49-5501 uemura@popo.or.jp 物品 オリジナルクリアファイルの製造 100枚から 10,000 2ヵ月 150円～500円 発送・配達 ご希望の題材を所属作家が描きます。別途描き下ろし料あり。 有 1,000 一か月 270円 各展示会

47 社会福祉法人わたぼうしの会 たんぽぽの家 就労継続支援B型 奈良市六条西3-25-4 0742-43-7055 0742-49-5501 uemura@popo.or.jp 物品 オリジナル缶バッジの製造 10個から 1,000 ご相談 150円～ 発送・配達 ご希望の題材を所属作家が描きます。別途描き下ろし料あり。 有
阪急催事他

多数

48 社会福祉法人青葉仁会 あおはにの家 生活介護 奈良市杣ノ川町５０－１ 0742-81-0420 0742-81-0804 info@aohani.com 物品 フェルト製ブローチ 100 100 1ヶ月 880円 郵送 色とりどりの

49 社会福祉法人青葉仁会 ポラーノ広場
就労継続B型

生活介護
奈良市三碓町２１４６－２2 0742-45-8700 0742-45-8701 polano@aohani.com 物品 パン 600－800 1000 10日 81円/個～ 指定場所に配達

発注から納品までのリードタイムにより対応可能個数が変更となりま

す。標準では7日で600個生産できます。
有 1000 10日 81円/個 私立小学校

50 社会福祉法人青葉仁会 日笠ワークス 生活介護 奈良市日笠町３９６－２ 0742-81-1071 0742-81-1071 higasa@aohani.com 物品 手漉きハガキ
２００枚

/１日
1000 ４日 50円/１枚 郵送

奈良県産竹使用

１枚から１０００枚単位まで承ります。５０枚以上のご購入から

段階的に値段がお安くなります。例・５０枚→２７円/１枚、

１００枚→２５円/１枚、５００枚１８円/１枚

有

直近３ヶ月で

約１０００

枚販売

即日 １枚/５０円 民間

51 社会福祉法人青葉仁会 日笠ワークス 生活介護 奈良市日笠町３９６－２ 0742-81-1071 0742-81-1071 higasa@aohani.com 物品 名札入れ ５個/１日 10 ５日 990円/１ケ 郵送

奈良県産竹使用

防水加工を施し、軽くて丈夫な名札入れです。色は５種類からお

選び頂けます。（茶、黒、緑、ピンク、紫）

有
直近３ヶ月で

２０ケ販売
即日 １枚/９９０円 民間

52 社会福祉法人青葉仁会 日笠ワークス 生活介護 奈良市日笠町３９６－２ 0742-81-1071 0742-81-1071 higasa@aohani.com 物品 名刺ケース ５個/１日 10 ５日 770円/１ケ 郵送

奈良県産竹使用

名刺２０枚を収納可能。コンパクトで持ち運びもしやすい一品で

す。

有
直近３ヶ月で

２０ケ枚販売
即日 １枚/７７０円 民間

53 社会福祉法人青葉仁会 水間ワークス
就労継続支援A型

就労継続支援B型
奈良市水間町3020-3 0742-81-0864 0742-81-0864 mima@aohani.com 物品 瓶詰商品（ジャム・シロップ） 40本/１日 ５日

410～

1,100円

宅配便

場所により配達可能

数量によっては納期の事前調整が必要

記念品としてのラッピング対応可

54 社会福祉法人青葉仁会 水間ワークス　どんぐり山猫工房 生活介護 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品 木のスプーン 400本/月 一ヵ月 350円
発送・指定場所に納

品

広葉樹を使用して作った木のスプーン（木材の材種は選べない

スプーンの形状はこちら指定の種類の中より選択）

55 社会福祉法人青葉仁会 水間ワークス　どんぐり山猫工房 生活介護 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品 奈良県産桧の付箋ホルダー 200個/月 一ヵ月 350円
発送・指定場所に納

品

奈良県産桧を使用した付箋ホルダー（厚み1㎝以内、封筒にて

発送可能）

56 社会福祉法人青葉仁会 水間ワークス　どんぐり山猫工房 生活介護 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品 奈良県産桧のスマホスタンド 200個/月 一ヵ月 350円
発送・指定場所に納

品

奈良県産桧を使用した組み立て式スマホスタンド（厚み1㎝以

内、封筒にて発送可能）

57 社会福祉法人青葉仁会 水間ワークス　どんぐり山猫工房 生活介護 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品 積木のマグネット 200個/月 一ヵ月 430円
発送・指定場所に納

品

広葉樹を使用したマグネット（丸1個・正方形1個・三角形2個・

長方形2個のset）樹種は選択不可。

58 社会福祉法人青葉仁会 水間ワークス　どんぐり山猫工房 生活介護 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品 箸置き 500個/月 一ヵ月 200円
発送・指定場所に納

品
国産材や、外国産の木を使った箸置き

59 社会福祉法人青葉仁会 満天ひろば 就労継続B型 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品
石鹸

3個セット
10 15 一週間 2700 配送（宅急便） ラベンダー、森の香、ゆず 有 60

60 社会福祉法人青葉仁会 満天ひろば 就労継続B型 奈良市都祁馬場町716 0743-89-1808 0743-89-1808 woodworks@aohani.com 物品
石鹸

3個セット
10 15 一週間 2700 配送（宅急便） アボカド、はちみつ、米ぬか 有 60

61 社会福祉法人青葉仁会 デリカテッセン　イーハトーヴ
就労移行支援

就労継続支援B型
奈良市帝塚山南４丁目11-14 0742-95-7227 0742-95-7228 delica@aohani.com 物品

オリジナルレトルトカレー（物販

用）８種類
計５０個/日

発注から１～

２週間

上代４８０円（予

定）
配送（宅急便） 賞味期限＝製造日から２年

北野クリエー

ション・G7他

62 社会福祉法人青葉仁会 デリカテッセン　イーハトーヴ
就労移行支援

就労継続支援B型
奈良市帝塚山南４丁目11-14 0742-95-7227 0742-95-7228 delica@aohani.com 物品 食品（弁当） 500/日

大量注文の場

合は早目に
応相談

指定場所まで配達・

または店舗にて受け

取り

有 500/日 4ヶ月 400 官公庁

63 社会福祉法人青葉仁会 デリカテッセン　イーハトーヴ
就労移行支援

就労継続支援B型
奈良市帝塚山南４丁目11-14 0742-95-7227 0742-95-7228 delica@aohani.com 物品 食品（サンドイッチ） 150/日

大量注文の場

合は早目に
応相談

指定場所まで配達・

または店舗にて受け

取り

有 150/日 1日 500 民間
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64 社会福祉法人青葉仁会 デリカテッセン　イーハトーヴ
就労移行支援

就労継続支援B型
奈良市帝塚山南４丁目11-14 0742-95-7227 0742-95-7228 delica@aohani.com 物品 食品（菓子詰め合わせ） １００個 7日 応相談

指定場所まで配達・

または店舗にて受け

取り

法人内閣事業所で製造した商品を、とりまとめご希望に応じて詰め

合わせいたします
有 100個 1日 800 民間

65 社会福祉法人奈良社会福祉院 小さなパン屋さんＭＯＭＯ 就労継続支援A型 奈良市法蓮町635-1一條館Ⅱ１F 0742-24-0081 0742-24-0091 momo.since2009@gmail.com 物品 パン(給食パン仕様） 300個/日 700個/日 10日 35円～
店頭渡し、奈良市

近郊配達可能

対応可能数量は事前に打ち合わせが必要　対応可能曜日（水

～金）

パン・食パン・⇒消費期限（３日）

有 民間・学校

66 社会福祉法人奈良社会福祉院 小さなパン屋さんＭＯＭＯ 就労継続支援A型 奈良市法蓮町635-1一條館Ⅱ１F 0742-24-0081 0742-24-0091 momo.since2009@gmail.com 物品 菓子パン・惣菜パン
種類によって異

なる
10日 130円～

店頭渡し、配達可

能区域あり

数量によっては納期の事前調整が必要　対応可能曜日（水～

金）　菓子パン⇒消費期限（３日）　総菜パン（２日）
有 民間

67 社会福祉法人奈良社会福祉院 小さなパン屋さんＭＯＭＯ 就労継続支援A型 奈良市法蓮町635-1一條館Ⅱ１F 0742-24-0081 0742-24-0091 momo.since2009@gmail.com 物品 焼菓子
種類によって異

なる
1４日 130円～

店頭渡し、配達可

能区域あり

数量によっては納期の事前調整が必要

クッキー⇒消費期限（20日）　マドレーヌ等（14日）

記念品としてのラッピング対応可

有 民間

68 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（かかし味噌大/小） 50/日 即日～2日
大￥１，１００

小￥500
配達/配送

地産地消をコンセプトに、無添加で作っています。

糀比率の高い、昔ながらの美味しいお味噌です。

（大は900g、小は400g）

69 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（ゆず味噌） 50/日 即日～2日 ¥450 配達/配送

地産地消をコンセプトに、無添加で作っています。

田楽や湯豆腐の他、揚げ物のソースとしても使えます。

1パック１８０g

70 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（おかず味噌） 50/日 即日～2日 ¥500 配達/配送

ごぼう・人参・椎茸・ピーマンが入ったおかず味噌です。

レタスに包んだり、ご飯にそのままかけたりと、一つあるととても便利な

おかず味噌です。ゆず入りとゆずなしの二種類あります。

1パック180g

71 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（梅干し） 50/日 即日～2日
大 \ 500

小\ 400
配達/配送

昔ながらの製法で、一つ一つ丁寧に作った無添加の梅干しです。

南高梅を使っています。

72 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（ゆずジャム） 50/日 即日～2日 ¥300 配達/配送

地産地消をコンセプトに、無添加で作っています。

ヨーグルトに入れたり、お湯で割ってゆず茶にしてもおいしくお召し上

がり頂けます。

1パック150ｇ

73 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（あん餅） 50/日 即日～2日 ¥200 配達

地産地消をコンセプトに、無添加で作っています。

白・緑（よもぎ）・赤(エビ）・黄（くちなし）・黒（黒ゴマ）の5色

があります。

中のあんこももちろん手作りです。

74 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品
食品（乾燥糸こんにゃく（大/

小）
50/日 即日～5日

大\700

小\350
配達/配送

小は5個入り、大は10個入り。1個が1人前です。日持ちがするの

で、

必要な時、必要な量だけ使えてとても便利です。煮くずれしないお

いしい糸こんにゃくです。

75 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（フルーツ大福） 50/日 即日～5日 ¥200 配達
いちご、巨峰、パイナップル、ハスカップ等季節のくだものが入った

大福です。

76 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（遷都餅） 50/日 即日～5日 ¥750 配達
黄龍、青龍、白虎、朱雀、玄武を表す5色のお餅です。

かかしの会オリジナル商標登録商品です。

77 特定非営利活動法人かかしの会 作遊所かかしの家 生活介護 奈良市六条西3丁目３－２１ 0742-43-9439 0742-94-7551 ono@kakashi-nara.net 物品 食品（おはぎ２個入り） 50/日 即日～5日 ¥400 配達 あんこときな粉のセットです。手作りのあんこでとても上品な味です。

78 特定非営利活動法人くれよんの里 くれよんの里 就労継続支援B型 奈良市大柳生町１５５２ 0742-55-3153 0742-55-3153 crayonsvillage@gmail.com 物品 食品(米) 30kg×30本 30kg×50本 3日 9000円 指定場所に配達
秋の収穫時期までに事前申し込みで希望数確保可

収穫時期以降は在庫分のみ
無

79 特定非営利活動法人くれよんの里 くれよんの里 就労継続支援B型 奈良市大柳生町１５５２ 0742-55-3153 0742-55-3153 crayonsvillage@gmail.com 物品 食品(野菜)トマト 100パック/日 2000パック 2日 200円 指定場所に配達 栽培可能時期限定 無

80 特定非営利活動法人くれよんの里 くれよんの里 就労継続支援B型 奈良市大柳生町１５５２ 0742-55-3153 0742-55-3153 crayonsvillage@gmail.com 物品 食品(野菜)パプリカ 30袋/日 1000袋 2日 200 指定場所に配達 栽培可能時期限定 無

81
特定非営利活動法人　奈良

県社会就労事業振興センター
Office K

就労継続支援事業

Ｂ型・生活介護

・奈良市芝辻町２丁目１１－１６

圭真ビル１０２号室
0742-93-3244 0742-93-3245 narasc@samba.ocn.ne.jp 物品

ミサンガ・ストラップ・コースター・

パーチ・シュシュ等の手工芸品
発注先の期日

発注先の希望に応

じ納品

利用者が心を込めて世界に一つしかないものを作り上げている。小

さな展示販売の場所を設けて他の事業所のアンテナショップの運営

も視野に入れて活動していきたい。

有 100円～

鹿都・香鈴

都・各地バ

ザー販売

82 有限会社　あんしん まる

生活介護

就労継続支援

B型

奈良市あやめ池北１丁目5-5 080-4425-1621 0742-45-0062 maru@anshingakuenmae.jp 物品

カラフル　ペーパー

（貼り絵用

　：和紙で色付けしたもの）

１色

（500ｇ）

各12色

１ｋｇ 3日以内

１色（50ｇ）

１００円

12色

（50g×12ケ）

　1000円

配達　又は

市外は配送

サンプルで、保育所の教材（貼り絵）で活用して頂く。

平面な絵が立体的に見え、カラーコピーをしても立体感が出て

喜ばれている。

83 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品
オリジナルキーホルダー

（アクリル製、木製、金属製）
100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（週間少年漫画のアクリルキーホルダー受注実績有の工場と提

携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有

84 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品

オリジナルウェア

（綿T、ドライT、エプロン、キャッ

プ、パーカー、スウェット、ウインド

ブレーカー、バッグ等の生地製

品）

50個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（YouTuberへ衣類納品実績有の工場と提携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有
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奈良市内の障害者就労施設等が提供する物品のリスト（法人名順 / 令和４年度作成）

有／無
販売・受注

総量
対応日数 単価 発注元

納期 参考単価 納品方法
その他特記事項

（製品の特長、発注時の注意点など）

実績　※公表可能な場合はご記入ください。最大提供

可能量

番

号
法人名 事業所名

事業所

種類
事業所所在地 電話 FAX E-mail

物品

役務
製品・サービスの内容

対応

可能量

85 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品
名入れボールペン

（社名や個人名他を印刷）
100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達
サイズ・色やデザインは相談により決定

記念品仕様へのラッピング等対応可
有

86 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品

オリジナルステッカー（紙シー

ル、防水シール、お名前シー

ル、マグネットシート、透明シー

ル、カッティングシート他）

100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（YouTuberへ衣類納品実績有の工場と提携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有

87 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品

オリジナルマグカップ

（陶器製のマグカップにお好み

の印刷）

50個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（歌手へ納品実績有の工場と提携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有

88 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品 オリジナル缶バッジ 100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（歌手へ納品実績有の工場と提携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有

89 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品
箔押し（卓上カレンダー、名

刺、コースター、Tシャツ等）
100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達
サイズ・色やデザインは相談により決定

記念品仕様へのラッピング等対応可
有

90 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品

オリジナルアクリルスタンド

（お好みのデザイン、形にカッ

ト）

100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（週間少年漫画のアクリルスタンド受注実績有の工場と提携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有

91 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品

その他オリジナルグッズ

（ハンドミラー、ライター、モバイ

ルバッテリー等のプラスチック等の

製品にオリジナル印刷）

100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

（週間少年漫画のアクリルスタンド受注実績有の工場と提携）

記念品仕様へのラッピング等対応可

有

92 株式会社ニジイロセプト ヒトイロ 就労継続支援B型 奈良市西木辻町134-4-4F 090-5661-5669 現状なし hitoiro@ymail.ne.jp 物品 バスボム(入浴剤） 100個/日 応相談 ７日

ロット数、種類にもよ

るが目安として市場

価格より安価

宅配便又は配達

サイズ・色やデザインは相談により決定

記念品仕様へのラッピング等対応可

食紅着色なので安心安全、エプソムソルトの効果で血行改善

脱脂粉乳を入れ、ミルクバスボムも開発中
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