
奈良市内の障害者就労施設等が提供するサービスのリスト（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.com 役務
施設の清掃業務

(福祉施設)
2日～/週 1年更新

800円/時間×人数

※指導員別途(840

円×時間)

(別途消費税)

指導員1名+利用者数名のユニットで作業します。

人数および日数は要相談とします。
有 週5日 2年

800円/時間×人

数

※指導員別途

(840円×時間)

(別途消費税)

民間

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.com 役務
受付および清掃業務

(リラクゼーションサロン)
2日～/週 1年更新

680円/時間×人数

(別途消費税)

指導員1名+利用者数名のユニットで作業します。

人数および日数は要相談とします。
有 週3～5日 ３年

680円×人数/時

間

(別途消費税)

民間

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4-2 0742-32-2226 0742-32-2226 f.presents.2226@gmail.com 役務 福祉事業所業務請負 2日～/週 1年更新
680円/時間×人数

(別途消費税)

指導員1名+利用者数名のユニットで作業します。

人数および日数は要相談とします。
有 週2～3日 2年

680円×人数/時

間

(別途消費税)

民間

4 株式会社ウィルジャパン いほり 就労継続支援B型 奈良市古市町1327-4 0742-64-5121 0742-64-5122 info@willjapan.co.jp 役務 公園清掃 - １年間 15,900円／日～ 相談に応ず 有 週5日 1年間 - 官公庁

5 株式会社ウィルジャパン いほり 就労継続支援B型 奈良市古市町1327-4 0742-64-5121 0742-64-5122 info@willjapan.co.jp 役務 ビル敷地内清掃 - １年間 15,900円／日～ 相談に応ず 有 週5日 1年間 - 官公庁

6 株式会社ウィルジャパン いほり 就労継続支援B型 奈良市古市町1327-4 0742-64-5121 0742-64-5122 info@willjapan.co.jp 役務 除草 - １年間 40,000円/回～ 相談に応ず 有 週5日 1年間 - 官公庁、民間

7 株式会社ウィルジャパン いほり 就労継続支援B型 奈良市古市町1327-4 0742-64-5121 0742-64-5122 info@willjapan.co.jp 役務 ビル屋上緑地植栽管理 - 1年間
利用者人数×900

円／時間～
相談に応ず 有 週5日 1年間 - 官公庁、民間

8 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 役務 清掃・除草・草刈り作業 １年間

作業１人につき

１時間350円
要相談 有

公園６箇所

草刈・清掃
9０日 自治会

9 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 役務 喫茶・軽食 店舗にて 店舗可能分 即日 100円～400円 店舗・ホール
近隣住民からのご相談や自治会等からのご要望に応じて、対応

可能な範囲で問題の解決に当たります。
有 民間

10 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 役務
困りごと相談（引きこもり支援

等）

ご依頼内容に

より対応可能

な範囲

同左 事前にご相談
ご相談内容に応じ、

相談

店舗・ホール・事務

所

近隣住民からのご相談や自治会・民生委員等からのご要望に応

じて、対応可能な範囲で問題の解決に当たります。
有

民間・自治会

等

11 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 役務 庭のメンテナンス等

ご依頼内容に

より対応可能

な範囲

同左 事前にご相談
メンテナンス内容に応

じて相談

指定場所に配達赴

きます

近隣住民からのご相談や自治回答からのご要望に応じて、対応

可能な範囲で問題の解決に当たります。
有

民間・自治会

等

12 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 役務 除草作業 ２時間/回 ２時間/回 ３０日 7０００円/回

作業場所によって事前見積必要です。

草木の量に応じて別途処分費用が掛かる場合があります。
有 週2回 100回 ５０００円/回 民間

13 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 役務 公園清掃 ２時間/回 ２時間/回 ３０日 7０００円/回

作業場所によって事前見積必要です。

ゴミの量によっては別途処分費用が掛かる場合があります。
有 公園６か所 １０回 ５０００円/回 民間

14 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 役務

ポスティング（印刷物折り含

む）
3００部/日 ２か月 ２０日 ６円/部

数量によって納期の事前調整が必要です。

折り込み、挟み込み作業も可能です。その場合単価は要相談と

なります

有 ８１９０枚 ３９日 ６円/部 民間

15 社会福祉法人　ならやま会 生活介護事業所　　ウィズ・ユー 生活介護 奈良市奈良阪町2292－2 0742-24-0378 0742-27-5795 kosmos@smile.ocn.ne.jp 役務 寺院の清掃・落ち葉拾い １~２回／月
1日(敷地面

積による)
３０００円／日 敷地面積により、納期の事前調整が必要。 有

半日

1時間～1時

間半

３０００円／日 民間

16 社会福祉法人　ならやま会 生活介護事業所　　ウィズ・ユー 生活介護 奈良市奈良阪町2292－2 0742-24-0378 0742-27-5795 kosmos@smile.ocn.ne.jp 役務 公園清掃
１回程度／

月

1日(敷地面

積による)
*** 敷地面積により、納期の事前調整が必要。 有

30分～1時

間
*** 自治会

17 社会福祉法人　ならやま会 生活介護事業所　　ウィズ・ユー 生活介護 奈良市奈良阪町2292－2 0742-24-0378 0742-27-5795 kosmos@smile.ocn.ne.jp 役務 ポスティング 1回程度／月
２~３日で

500枚
２~３日

３０００~５００

０円／日
事業所の近隣住宅地に限る 有

２~３日で

5３０部
２~３日

５０００円程度

／回
民間

18 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 役務 ホームページ制作 - - ２～３ヶ月 40万

HP公開

制作データ

HPのデザイン、設計、開発まで一貫して対応可能。

ブログ感覚で更新可能にする仕組みであるCMS導入、

カスタマイズで独自機能追加もできます。

ご希望、ご予算に合わせた提案をさせていただきます。

有
HP・データベー

スシステム
5ヵ月 約100万円 奈良県

19 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 役務 ホームページ保守管理 - - - 1万～/月 -

当法人で制作したHPだけでなく、他社様で制作されたHPの保守

管理も対応可能です。

保守内容・金額などご相談いただければ提案可能です。

有

HP・データベー

スシステム保

守管理

3年 約80万円 奈良県

20 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 役務

印刷物全般（名刺・ポスター・

チラシ・リーフレット・冊子・封筒

など）

- -
デザイン5日～

印刷5日～

A４片面

デザイン+印刷

60,000円/1,000

枚

郵送・直接配送

ご希望、ご要望をお伺いし、デザインから印刷までワンストップで対

応します。デザイン費を抑えたい場合はデザインラフ、デザイン案を

ご用意ください。

デザイン内容、部数、用紙などで費用が変動します。

有
定期刊行物

/2000部
6か月 約60万円 奈良県

21 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 役務 回数券 - -

デザイン5日～

印刷5日～

12枚綴り

デザイン調整＋印刷

70,000円/500部

郵送・直接配送

ご希望、ご要望をお伺いし、デザインから印刷までワンストップで対

応します。チケットの通し番号などの印字もご対応させていただきま

す。

有 500部 1か月 約8万円 高取町

22 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 役務 データ入力・集計

200件～/1

日
4~5日 20円～/件 Excel

アンケートなど入力から表、グラフ作成まで対応可能です。

アンケート用紙を頂戴することで入力フォーマットの作成なども対応

いたします。入力、集計作業中に発生する不明点など丁寧にコ

ミュニケーションを取って調整対応します。

有 557件 3ヵ月 約15万円 奈良県

23 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 役務 テープ起こし（ケバ取り） 50分/2日 3～4日 300円/分 Word

標準ではケバ取りで対応していますが、素起こし、整文などお気軽

にご相談ください。

録音状況により制度や納期、単価変わる場合があります。

有 72分 5営業日 約2万円 三宅町

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
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。
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奈良市内の障害者就労施設等が提供するサービスのリスト（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

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
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。

24 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 役務 封入・発送 500件/日 4～5日 20円～/件 -

ラベル貼り、封入だけでなく

「送付文・封筒・宛名ラベル印刷」→「封入」→「発送」までワンス

トップで対応可能

有 7170件 5営業日 約14万円 労働局

25 社会福祉法人ぷろぼの SCファーム
就労継続支援

B型

奈良市大宮町3丁目5-39

第3やまと建設ビル202号
0742-81-7218 0742-81-7218 f3r@vport.org 役務 再生パソコン保守レンタル

PC搬入100

台/月

PC出荷30台

/月
22営業日 別途見積りに基づく ゆうパック郵送

廃棄PCを再生、環境に配慮した商品です。

スペック：Win10　第4世代以上coreiシリーズ　メモリ8GB

SD128GB～　ノート型、デスク型（モニター付属）キティングも

可能です。

有 15営業日 月/￥2,000

26 社会福祉法人ぷろぼの SCファーム
就労継続支援

B型

奈良市大宮町3丁目5-39

第3やまと建設ビル202号
0742-81-7218 0742-81-7218 f3r@vport.org 役務 パソコンデータ消去 100台/月 10営業日 別途見積りに基づく データ削除証明書

プレスにより破砕と、上書き削除による消去方法が可能です。

破砕後は写真付きの証明書を発行します。
有 10営業日 1台/￥1,500

27 社会福祉法人ぷろぼの SCファーム
就労継続支援

B型

奈良市大宮町3丁目5-39

第3やまと建設ビル202号
0742-81-7218 0742-81-7218 f3r@vport.org 役務 OA機器解体作業

PCの場合、

1000台/月
22営業日 別途見積りに基づく

物品によりご相談ください。

※出張解体は行っていませんので、お持ちう込みとなります。
有 22営業日

28 社会福祉法人ぷろぼの SCファーム
就労継続支援

B型

奈良市大宮町3丁目5-39

第3やまと建設ビル202号
0742-81-7218 0742-81-7218 f3r@vport.org 役務 Pepperアプリ開発 2~3ヵ月 別途見積りに基づく 要ご相談

Choregraphe、Javascript、Pythonによる開発が可能です。

自動で稼働するアプリ：接客案内、短距離の移動移動（室

内）

遠隔操作するアプリ：接客案内、長距離移動（室内）

有 7社 2~3ヵ月 20万円～

29 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 役務 アートレンタル 1枚から可 1,000 ご相談 3,000円～ 々 別紙参照　・価格はご相談 有
大和ハウス 他

多数

30 社会福祉法人青葉仁会 満天ひろば 生活介護 奈良市水間町3031 0742-81-1310 0742-81-1311 manten@aohani.com 役務 文章廃棄（シュレッダー） 30kg 50kg 一週間 ￥100/1kg 職員又は業者配送 無

31 社福）奈良社会福祉院 働く広場・高円 就Ａ・Ｂ 奈良市古市町１８８６－２６ 0742-64-1211 0742-63-1031

hiroba@fukushiin.com

momo.since2009@gmail.co

m

役務
個人用（衣類等）クリーニン

グ

種類によって

異なる
4日～14日

持ち込み又は納集

品

衣類、着物、布団、ジュータンなどのクリーニング　納期は商品に

よって異なる
有 個人・民間

32 社福）奈良社会福祉院 働く広場・高円 就Ａ・Ｂ 奈良市古市町１８８６－２６ 0742-64-1211 0742-63-1031

hiroba@fukushiin.com

momo.since2009@gmail.co

m

役務 業務用クリーニング
種類によって

異なる
7日～10日

持ち込み又は納集

品
白衣、テーブルクロス、タオル、シーツなどの業務用クリーニング 有

独立行政法

人　民間　等

33 特定非営利活動法人　ＮＳネットワーク 空と海 生活介護 奈良市法蓮町９７３番8 0742-77-0870 0742-55-4352 soraumi@m5.kcn.ne.jp 役務 シール貼り・封入・仕分け 1,000 納期による 1日 3円 要相談 無

34
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

・奈良市芝辻町２丁目１１－１６

圭真ビル１０２号室・１０３号

・奈良市二条大路南２丁目１－１

0742-93-3244 0742-93-3245 narasc@samba.ocn.ne.jp 役務 アンテナショップ・喫茶運営

35
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

奈良市芝辻町２丁目１１－１６

圭真ビル１０２号室・１０３号
0742-93-3244 0742-93-3245 narasc@samba.ocn.ne.jp 役務

共同受注のための事務・営業・

バザー
発注先の期日

発注先の希望に応

じ、各事業所との連

携をはかる。

発注先の希望に応

じ納品

奈良市内の障害者事業所で作って製品を主に販売。焼き菓子

から木工製品まで多岐にわたる。
有 いくらでも可能 100円～

奈良県・霊友

会・中村不動

産・日本生

命・損保ジャ

36
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・１０３号

・奈良市二条大路南１－２－２

0742-93-3244 0742-93-3245 narasc@samba.ocn.ne.jp 役務
箱折等の内職と連携をとって共

同受注を図っている。
発注先の期日

発注先の希望に応

じ、各事業所との連

携をはかる。

発注先の希望に応

じ納品

箱折り等の内職以外にアンテナショップやバンビーホーム販売用の

紙袋の製作を取り組んでいる。
有

（株）大成

紙業・新光株

式会社
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