
法人名 事業所名 サービス種別 所在地・連絡先 区分 大分類 中分類 製品・サービスの内容 参考単価（税込・変動あり） 対応可能量 その他特記事項（製品の特徴、発注時の注意点など）

社会福祉法人なすびの里 あいのいえ 生活介護

栃木市大光寺町348番地1
TEL 21-8904
FAX 21-8905
メール  ainoie@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 繊維製品
①巾着袋
②エコバッグ
③バスキャップ

①２００円
②４５０円
③３００円

最大10個／月
・①、②の色やデザインの指定はできません。
・③のデザインや色などは要望にお応えできます。
・10個程度なら1カ月間程度で納品可能。

社会福祉法人なすびの里 あいのいえ 生活介護

栃木市大光寺町348番地1
TEL 21-8904
FAX 21-8905
メール  ainoie@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 紙製品 ポチ袋 １００円 最大10個／月
・デザインや色などは要望にお応えできます。
・10個程度なら1カ月間程度で納品可能。

社会福祉法人なすびの里 あいのいえ 生活介護

栃木市大光寺町348番地1
TEL 21-8904
FAX 21-8905
メール  ainoie@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 その他手工
芸品

①綿棒ケース
②ビーズ製品

①２５０円
②２００円

最大10個／月
・デザインや色などは要望にお応えできます。
・10個程度なら1カ月間程度で納品可能。

社会福祉法人あゆみ園 あゆみ 生活介護

栃木市皆川城内町333-2
TEL　31-1755
FAX　31-2919
メール　ayumien@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 紙製品

①和紙
②ポチ袋（３枚入り）
③メッセージカード（１０枚入り）

①　50円／枚
②100円／組
③100円／組

納期に２週間程度いただきま
す。
対応可能量は納期、受注量に
応じて要相談

牛乳パックを再利用した和紙製品になります。色や柄などは対応可能な範囲で希望に応じ
ます。

社会福祉法人あゆみ園 あゆみ 生活介護

栃木市皆川城内町333-2
TEL　31-1755
FAX　31-2919
メール　ayumien@cc9.ne.jp

物品 日用品 ― 手作り廃油石鹸
100円／2個入り
　50円／1個入り

納期3週間程度
対応可能量は20個前後

原料となる廃油の入荷状況により受注可能量、納期等が変更になることもございます。受注
の際にご相談ください。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

物品 食品 農産物 ゴーヤ　等 100円／本 収穫量による。 季節や収穫時の量に限りが生じます。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

物品 手工芸品 その他手工
芸品

とち介キーホルダー（アイロンビーズ）
基本ポーズ　300円／個
基本表情　　 200円／個

在庫があれば、即日納品可
能。

数量によっては時間をいただくことがあります。
FAX、電話でも受け付けます。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

物品 手工芸品 繊維製品 ヘアゴム 130円～／個
在庫があれば、即日納品可
能。

数量、デザインによっては時間をいただくこともあります。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

物品 手工芸品 繊維製品 アクリルたわし 120円～／個
在庫があれば、即日納品可
能。

数量、デザインによっては時間をいただくこともあります。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

物品 その他物品 ￣ 古着・リサイクル品販売 100円～ 要相談
衣類や靴、小物等、利用可能な物を販売します。（綺麗に洗濯もしてあります。）
｢いちごの郷のお店｣を施設内に開いています。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

役務 清掃作業 ￣ 公園・トイレ等の掃除や片づけ 要相談 要相談 現地確認後、受注の可否を判断させていただきます。

栃木市障がい福祉サービス事業所　物品・役務一覧表（R04.12現在）

法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報
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法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

役務 資源物回収 ￣ アルミ缶・古紙・段ボール　等 無料 要相談 電話を頂ければ、数日でお伺いいたします。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

役務 封入作業 ￣
①書類やチラシの封入
②宛名シール貼付

要相談 要相談
お客様に満足していただくために丁寧に対応させていただきます。
電話を頂ければお伺いいたします。

社会福祉法人
栃木市社会福祉協議会

就労継続支援セ
ンター
いちごの郷

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町家中2357
TEL　28-0252
FAX　28-0323
メール　zaitaku-tsuga@tochigishi-
shakyo.or.jp

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
￣ 雑貨等の袋詰め、梱包、箱折　等 要相談 要相談 電話を頂ければお伺いいたします。

NPO法人クローバー 海がめ物語 就労継続支援（B型）

栃木市神田町6-15
TEL　51-2291
FAX　51-2921
メール　umigame@cc9.ne.jp

物品 食品 菓子類

①シフォンケーキ（15㎝型を6カットしたもの）
②ホールシフォン（15㎝型）
③パウンドケーキ
④パウンド（8カット入り）
⑤とち介クッキー
⑥クッキー（ごま、ショートブレッド、ジンジャー、
きなこ等）

①160円／1カット
②960円／個
③160円／1カット
④1,280 円／袋
⑤200円／個
⑥110円／袋

最大210個／週(とち介クッキー
のみの場合。その他のケーキ
やクッキーを作ると週100個）
シフォンケーキやパウンドケー
キは、100個／週

①紅茶、抹茶、黒糖、かぼちゃ＆クルミ、塩バニラ等の種類があります。

③ブルーベリー、りんご、マーブル、かぼちゃ、レモン等の種類があります。

※シフォンケーキ、パウンドケーキは季節に合わせた品揃えですので、上記の種類を常備し
ている訳ではありません。注文をいただければ他の種類も作ります。

・季節限定商品もあります。材料困難の商品もあるため問い合わせをお願いいたします。
・様々な用途に応じて詰め合わせも対応可能です。
・数量が多い場合は、相談ください。

NPO法人クローバー 海がめ物語 就労継続支援（B型）

栃木市神田町6-15
TEL　050-8002-2628
FAX　51-2921
メール　umigame@cc9.ne.jp

物品 食品 弁当 日替わり弁当 500円／個 最大70個／日
・日替わりの弁当です。メニューは弊法人ホームページをご覧下さい。
・ご注文は9～10時までとなっております。

NPO法人クローバー 海がめ物語 就労継続支援（B型）

栃木市神田町6-15
TEL　51-2291
FAX　51-2921
メール　umigame@cc9.ne.jp

役務 印刷 ￣ 封筒 要相談 要相談
お客様に満足していただく為に、念入りに対応させていただきます。
数量、形、デザインにより時間を頂く場合もあります。

NPO法人クローバー 海がめ物語 就労継続支援（B型）

栃木市神田町6-15
TEL　51-2291
FAX　51-2921
メール　umigame@cc9.ne.jp

役務 封入作業 書類やチラシの封入、宛名シール貼付 要相談 要相談

NPO法人クローバー 海がめ物語 就労継続支援（B型）

栃木市神田町6-15
TEL　51-2291
FAX　51-2921
メール　umigame@cc9.ne.jp

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
袋詰め、箱折作業 要相談 要相談

NPO法人クローバー 海がめ物語 就労継続支援（B型）

栃木市神田町6-15
TEL　51-2291
FAX　51-2921
メール　umigame@cc9.ne.jp

役務 その他の役
務

￣
①折り紙の仕分け・梱包
②工業部品の配線
③その他

要相談 要相談
お客様に満足していただく為に、対応させていただきます。
数量により時間を頂く場合もあります。

蔵の街運送株式会社 蔵LOVE 就労継続支援（B型）

栃木市今泉町1-1-5
TEL 0282-25-7729
FAX 0282-25-7730
メール
kurabu291199@gmail.com

物品 食品 弁当類 弁当
500円/個
大盛り無料

要相談
50個ほどでしたら事前注文
で配達いたします

【配達】当日9：10までにお電話ください。１つ～近隣企業様へ配達いたします
【テイクアウト】当日12：00までにお電話ください。

メニューはホームページにて公開しております。SNSもご覧ください。
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NPO法人蔵の街ウエイブ 蔵の街ウエイブ
地域活動支援センター
就労継続支援（B型）

栃木市平柳町1-2-7
TEL　23-4465
FAX　23-4465
メール：
kuranomachi_wave3t@yahoo.co.jp

役務 資源物回収 ￣ カン・ビン・ペットボトル、古紙等の回収 要相談願います。 要相談願います。 金額・納期については、要相談願います。

NPO法人蔵の街ウエイブ 蔵の街ウエイブ
地域活動支援センター
就労継続支援（B型）

栃木市平柳町1-2-7
TEL　23-4465
FAX　23-4465
メール：
kuranomachi_wave3t@yahoo.co.jp

役務 封入作業 ￣ 書類やチラシの封入・封緘、宛名シール貼付等 要相談願います。 要相談願います。 金額・納期については、要相談願います。

NPO法人蔵の街ウエイブ 蔵の街ウエイブ
地域活動支援センター
就労継続支援（B型）

栃木市平柳町1-2-7
TEL　23-4465
FAX　23-4465
メール：
kuranomachi_wave3t@yahoo.co.jp

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
￣ 雑貨等の袋詰め・梱包、箱折等 要相談願います。 要相談願います。 金額・納期については、要相談願います。

NPO法人蔵の街ウエイブ 蔵の街ウエイブ
地域活動支援センター
就労継続支援（B型）

栃木市平柳町1-2-7
TEL　23-4465
FAX　23-4465
メール：
kuranomachi_wave3t@yahoo.co.jp

役務 組立・解体作業 ￣ バリ取り作業等 要相談願います。 要相談願います。 金額・納期については、要相談願います。

清田建設工業株式会社 K.connect 就労継続支援（B型）

栃木市沼和田町18-2
TEL 　 0282-22-7222
FAX 　0282-22-7223
メール　k.connect.n@gmail.com

物品 食品 農産物

①レタス
②サラダケール
③ペッパークレソン
④赤軸水菜
⑤ミックスリーフ

①160円/個
②③160円/パック（20ｇ）
④130円/袋（60ｇ）
⑤140円/袋（60ｇ）

要相談
サラダカップでの注文も可能です。
その際はお早めにご相談ください。

清田建設工業株式会社 K.connect 就労継続支援（B型）

栃木市沼和田町18-2
TEL 　 0282-22-7222
FAX 　0282-22-7223
メール　k.connect.n@gmail.com

物品 食品 農産物 菌床しいたけ　　1袋（200ｇ） 250円/袋 要相談
製品の状態によって価格が変動する可能性があります。
バラ（1ｋｇ～）での対応も可能です。

清田建設工業株式会社 K.connect 就労継続支援（B型）

栃木市沼和田町18-2
TEL 　 0282-22-7222
FAX 　0282-22-7223
メール　k.connect.n@gmail.com

物品 食品 加工品
①乾燥野菜
②乾燥しいたけ（カット・丸）

①15ｇ/400円
②20ｇ/150円
　80ｇ/600円

要相談 在庫により、お届けにお時間をいただく場合がございます。

清田建設工業株式会社 K.connect 就労継続支援（B型）

栃木市沼和田町18-2
TEL 　 0282-22-7222
FAX 　0282-22-7223
メール　k.connect.n@gmail.com

物品 その他物品 ￣ ペットフード（鶏ささみジャーキー） 40ｇ/550円 要相談 在庫により、お届けにお時間をいただく場合がございます。

社会福祉法人すぎのこ会 すぎのこ 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市岩舟町鷲巣279-1
TEL　55-3500
FAX　55-4282

役務 除草作業 ￣
①刈払機、ハンマーナイフを使用した草刈
②抜根除草（鎌と手で草の根本から抜きます）

①40円／㎡
②80円／㎡

― 現地確認後、受注の可否を判断し、金額・納期等の詳細見積りを提出致します。

社会福祉法人すぎのこ会 すぎのこ 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市岩舟町鷲巣279-1
TEL　55-3500
FAX　55-4282

役務 樹木管理 ￣

①生垣刈込
②生垣殺虫剤散布
③樹木剪定
④樹木殺虫剤散布
⑤剪定ゴミ処分

①260円／㎡
②200円／㎡
③1,260円～／本
　　　（樹高による）
④500円～／本
　　　（樹高による）
⑤40円／㎏

― 現地確認後、受注の可否を判断し、金額・納期等の詳細見積りを提出致します。

社会福祉法人すぎのこ会 すぎのこ 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市岩舟町鷲巣279-1
TEL　55-3500
FAX　55-4282

役務 農作業 ￣ 休耕地等のトラクターによる耕運 10円／㎡ ― 現地確認後、受注の可否を判断し、金額・納期等の詳細見積りを提出致します。
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社会福祉法人あゆみ園 すてっぷ 生活介護

栃木市平柳町1-15-11
TEL　0282-25-5030
FAX　0282-25-5031
メール　ayumien@cc9.ne.jp

物品 その他物品 ― コイのえさ 20円／1袋 100袋
廃棄用のパンをスーパー、事業所等からご好意により頂き、加工、乾燥して鯉のえさにした
製品です。人は食べられません。

社会福祉法人天成会 すまいるわーく桜 就労継続支援（B型）

栃木市大平町川連277-1
TEL　20-0611
FAX　25-2161
メール　sakura@tensei-kai.or.jp

物品 食品 菓子類 ジェラート 350円／個 制限なし

社会福祉法人天成会 すまいるわーく桜 就労継続支援（B型）

栃木市大平町川連277-1
TEL　20-0611
FAX　25-2161
メール　sakura@tensei-kai.or.jp

物品 食品 農産物 とちおとめ 2,400円／4パック 要相談 1月～4月まで（全国配送可）

社会福祉法人天成会 すまいるわーく桜 就労継続支援（B型）

栃木市大平町川連277-1
TEL　20-0611
FAX　25-2161
メール　sakura@tensei-kai.or.jp

物品 食品 加工食品 冷凍生餃子（25個） 1,000円／袋 制限なし

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

物品 食品 菓子類

①あげもち（しょう油）
②あげもち（塩）
③あげもち（七味）
④あげもち（黒糖）
⑤ふわふわおかき（しょう油）
⑥ふわふわおかき（サラダ）

①～⑥　300円
あげもち　120ｇ/袋
ふわふわおかき 　140g/袋

在庫があれば即日納品可能
在庫ない場合2,3日で納品

昔ながらの製法で作ったあげもちです。

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 繊維製品

①さし子
②シュシュ
③ビーズストラップ
④毛糸たわし

①300円
②100円
③150円
④100円

応相談 色・模様など応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

役務 除草作業 ― 鎌による除草 応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

役務 清掃作業 ― 公園清掃 応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

役務 封入作業 ―
履歴書の封入・封緘、梱包・カラー画用紙の袋
詰め・折り紙袋詰め・フレームにシール貼スポン
ジ貼・梱包

応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

役務 組立・解体作業 ― 金網の切離し、折り作業 応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げとみはりの杜
事業所

就労継続支援（B型）

栃木市都賀町富張255-1
TEL 91-1511
FAX 21-7225
tomiharinomori@cc9.ne.jp

役務 農作業 ―
イチゴのヘタ取り作業
除草、野菜の収穫手伝い

応相談



法人名 事業所名 サービス種別 所在地・連絡先 区分 大分類 中分類 製品・サービスの内容 参考単価（税込・変動あり） 対応可能量 その他特記事項（製品の特徴、発注時の注意点など）

栃木市障がい福祉サービス事業所　物品・役務一覧表（R04.12現在）

法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げ吹上事業所

就労継続支援（B型）
栃木市大森町465
TEL 31-3911
FAX 31-3914

役務 封入作業 ― 書類やチラシの封入・封緘、宛名シール貼付等 応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げ吹上事業所

就労継続支援（B型）
栃木市大森町465
TEL 31-3911
FAX 31-3914

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
― 雑貨等の袋詰め・梱包、箱折等 応相談

NPO法人
ハートフルふきあげ

ハートフルふきあ
げ吹上事業所

就労継続支援（B型）
栃木市大森町465
TEL 31-3911
FAX 31-3914

役務 組立・解体作業 ― 電気部品等の組立・解体、バリ取り作業等 応相談

合同会社にじいろ 晴ればれ 就労継続支援（B型）

栃木市岩舟町静1529-1
TEL:21-8395
FAX:21-8396
メール　goudounijiiro@gmail.com

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
― 袋詰め作業 要相談 要相談 金額・納期については、要相談願います。

合同会社にじいろ 晴ればれ 就労継続支援（B型）

栃木市岩舟町静1529-1
TEL:21-8395
FAX:21-8396
メール　goudounijiiro@gmail.com

役務 農作業 ―
コーヒー豆の選別・ゴマの選別・落花生の殻
剥き

要相談 要相談 金額・納期については、要相談願います。

合同会社にじいろ 晴ればれ 就労継続支援（B型）

栃木市岩舟町静1529-1
TEL:21-8395
FAX:21-8396
メール　goudounijiiro@gmail.com

役務 その他の役務 ―
駐車場用ゲート用バー（テープはがし）・チラ
シ折り

要相談 要相談 金額・納期については、要相談願います。

㈱サポートプラザ
フロンティア

就労支援事業所
フロンティア

就労継続支援（B型）

栃木市大平町富田1630-2
TEL 　25-6808
FAX   25-6818
メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

物品 食品 農産物
①黒豆販売
②ささげ販売

①８００円/袋（300g）
②３００円/袋（150g）

①は「丹波」の黒豆を使用しています。また、①・②何れも技術指導を地域農業者より受け
共に栽培しています。作付け前の予約売渡のため本年産は全量予約完売になっています。
現在は次年産の予約となります。概ねの数量は、黒豆６０kg、ささげ４５kgとなります。

㈱サポートプラザ
フロンティア

就労支援事業所
フロンティア

就労継続支援（B型）

栃木市大平町富田1630-2
TEL 　25-6808
FAX   25-6818
メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

役務 組立・解体作業 ―
・家電品用配線コード組立
・家電品部品の簡易な組立
・医療用スポイトバリ取り

要相談 要相談 持ち込み、納品の方法の要相談

㈱サポートプラザ
フロンティア

就労支援事業所
フロンティア

就労継続支援（B型）

栃木市大平町富田1630-2
TEL 　25-6808
FAX   25-6818
メール　sp-frontier@cc9.ne.jp

役務 農作業 ― ・米出荷用紙袋への押印 4円/1枚 要相談

社会福祉法人 共育会
障がい福祉
サービス事業
所Honu

就労継続支援（B型）
栃木市都賀町家中2293-3
TEL：0282-51-3556

物品 食品 菓子類
プリン
①プレーン
②藍黒蜜

①250円/個
②280円/個

応相談 まとめてのご注文は1週間前までにご連絡ください。
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社会福祉法人 共育会
障がい福祉
サービス事業
所Honu

就労継続支援（B型）
栃木市都賀町家中2293-3
TEL：0282-51-3555

物品 食品 パン

菓子パン
①プレーン
②あんバター
③あげパン
④漢方卵
⑤メンチカツ
⑥エビカツ
⑦ウインナー

①200円/個
②250円/個
③250円/個
④300円/個
⑤300円/個
⑥300円/個
⑦140円/個

応相談 まとめてのご注文は1週間前までにご連絡ください。

社会福祉法人 共育会
障がい福祉
サービス事業
所Honu

就労継続支援（B型）
栃木市都賀町家中2293-3
TEL：0282-51-3557

物品 食品 農産物

藍マンゴー
①LL
②L
③M
④S

①3,500円/個
②2,500円/個
③2,000円/個
④7,000円/1.2kg

シーズン毎に変動
6月時点で予約開始。
ヤマト宅急便での配送になります。

社会福祉法人 共育会
障がい福祉
サービス事業
所Honu

就労継続支援（B型）
栃木市都賀町家中2293-3
TEL：0282-51-3553

物品 手工芸品 繊維製品

藍染め
①スカーフ
②風呂敷
③ハンカチ　　　…etc

1,000円 / 枚 ～
製作物の種類、大きさ、
染め方等により変動しま
す。

天候、染め方により変
動。
要相談。

社会福祉法人 共育会
障がい福祉
サービス事業
所Honu

就労継続支援（B型）
栃木市都賀町家中2293-3
TEL：0282-51-3554

物品 手工芸品 繊維製品

藍製品
①ミサンガ
②スタイ
③マスク
④シュシュ
⑤チャームアクセサリ

200円 / 個 ～
製作物の種類、大きさ、
染め方等により変動しま
す。

天候、染め方により変
動。
要相談。

社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家
就労継続支援（B型）

生活介護

栃木市大平町横堀672
TEL　20-1112
FAX　22-1116
メール k.ochiai@suginokokai.or.jp

物品 手工芸品 紙製品 エコペン立て 300円／個 20個 お問い合わせ・ご予約ください。

社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家
就労継続支援（B型）

生活介護

栃木市大平町横堀672
TEL　20-1112
FAX　22-1116
メール k.ochiai@suginokokai.or.jp

物品 手工芸品 繊維製品
①ポケットティッシュカバー
②エコアクリルたわし
③エコぞうり

①100円～／個
②100円／個
③1,000円～／足

①20個
②30個以上応相談
③5足

お問い合わせ・ご予約ください。

社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家
就労継続支援（B型）

生活介護

栃木市大平町横堀672
TEL　20-1112
FAX　22-1116
メール k.ochiai@suginokokai.or.jp

物品 日用品 ￣ エコ廃油石鹸 50円～／個 300個 お問い合わせ・ご予約ください。

社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家
就労移行支援

就労継続支援（B型）
生活介護

栃木市大平町横堀672
TEL　20-1112
FAX　22-1116
メール k.ochiai@suginokokai.or.jp

物品 食品 弁当類

①栃木焼きそば
　（ジャガイモ入りソース味）
②ちょっ蔵焼きそば
　（大平特産ニラ入り塩味）
③いもフライ
　（ソース味　塩味　カレー味）

①・②400～500円／食

③100円／本

①・②100食
③300本

まとまった数のご注文の場合はお早めに電話予約をお願いします。

社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家
就労継続支援（B型）

生活介護

栃木市大平町横堀672
TEL　20-1112
FAX　22-1116
メール k.ochiai@suginokokai.or.jp

物品 食品 弁当類

④手作りコロッケ
⑤手作りメンチカツ
⑥ご予約ランチ
　魚・肉・中華等相談に応じます

④130円／個
⑤150円／個
⑥500～1,000円／食

④50枚
⑤50枚
⑥50食

④・⑤大好評にて売り切れあり。電話にてご確認ください。
⑥ご予約ランチ10食以上配達可。内容・値段等についてはご相談に応じます。

社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家
就労継続支援（B型）

生活介護

栃木市大平町横堀672
TEL　20-1112
FAX　22-1116
メール　k.ochiai@suginokokai.or.jp

物品 食品 パン

①コロッケバーガー
　（手作りコロッケ）
②メンチバーガー
　（手作りメンチカツ）

①300円
②350円 ①・②２０個

①・②大好評にて売り切れあり。電話にてご確認ください。
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法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報

社会福祉法人あゆみ園 めぐみ 就労継続支援（B型）

栃木市平井町993-3
TEL　23-6559
FAX　23-6583
メール
fukushi-megumi@cc9.ne.jp

物品 食品 農産物
①ブルーベリー100ｇ
②ブルーベリー200ｇ

①300円
②600円

納期①、②とも注文から2～3日 季節限定による冷凍もあります。　500ｇ→500円　1ｋｇ→1,000円

社会福祉法人あゆみ園 めぐみ 就労継続支援（B型）

栃木市平井町993-3
TEL　23-6559
FAX　23-6583
メール
fukushi-megumi@cc9.ne.jp

役務 除草作業 ￣ 鎌による除草・刈払い機による除草 20～50円／㎡ 要相談　現地確認後、見積りを提出します

社会福祉法人あゆみ園 めぐみ 就労継続支援（B型）

栃木市平井町993-3
TEL　23-6559
FAX　23-6583
メール
fukushi-megumi@cc9.ne.jp

役務 資源物回収 ￣ カン・古紙・段ボール 要相談 連絡より３日 要相談　現地確認後、見積りを提出します

社会福祉法人あゆみ園 めぐみ 就労継続支援（B型）

栃木市平井町993-3
TEL　23-6559
FAX　23-6583
メール
fukushi-megumi@cc9.ne.jp

役務 封入作業 ￣
①封入書類三つ折り・四つ折り
②封入
③宛名シール貼付

①1円～／枚
②1円～／枚
③1円～／枚

最大10,000枚／月
2,000枚の場合、集荷～納品まで2～3日
金額・納期については、要相談願います。

社会福祉法人あゆみ園 めぐみ 就労継続支援（B型）

栃木市平井町993-3
TEL　23-6559
FAX　23-6583
メール
fukushi-megumi@cc9.ne.jp

役務 組立・解体作業 ￣
電気部品の組立・解体・バリ取り作業
工場からの下請け作業、内職作業
金属等のカット折り作業

要相談 ご希望の納期で 要相談

社会福祉法人あゆみ園 めぐみ 就労継続支援（B型）

栃木市平井町993-3
TEL　23-6559
FAX　23-6583
メール
fukushi-megumi@cc9.ne.jp

役務 その他の役務 ￣ その他の役務 要相談 ご希望の納期で 要相談

社会福祉法人すぎのこ会 もくせいの里 生活介護
施設入所支援

栃木市大平町西山田1198番地
TEL 43-0593
FAX 43-1387
メール　y.morooka@suginokokai.or.jp

役務 清掃作業 ― 屋内外、公園、トイレ等清掃作業等 要相談 現地確認後、受注の可否を判断し、詳細見積を提出。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 食品 菓子類

①とち介クッキー
②とちまるくんクッキー
③ラスク
④こがしぱん

①１１０円／袋
②１１０円／袋
③１１０円／袋
④１７０円／袋

①５０枚／1週間
②５０枚／1週間
③３０袋／1週間
④３０袋／1週間

大量注文の場合は早めにご注文ください。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 食品 パン
①菓子パン
②食パン

①110～150円／個
②220円／一斤

①50個／日
②20斤／日

大量注文の場合は早めにご注文ください。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品

①玩具
　（ころころ鈴、ころころくるま、ころころバス）
②玩具
　（カスタネット）

①550円／個
②350円／個

100個／8週間
①・②舐めても安心な塗料を利用した、幼児用玩具です。
②さる・ねこ・犬の３種類です。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品
③アニマル温度計
④竜の落とし子温度計

③400円／個
④350円／個

③100個／6週間
④100個／4週間

③置物タイプの温度計。キリンとペンギンがあります。
④吊り下げタイプの温度計。無垢と茶色があります。



法人名 事業所名 サービス種別 所在地・連絡先 区分 大分類 中分類 製品・サービスの内容 参考単価（税込・変動あり） 対応可能量 その他特記事項（製品の特徴、発注時の注意点など）

栃木市障がい福祉サービス事業所　物品・役務一覧表（R04.12現在）

法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品
⑤メモホルダー
⑥マグクリップ
⑦メモスタンド

⑤400円／個
⑥250円／個
⑦300円／個

⑤～⑦100個／4週間

⑤A6サイズのメモサンドです。ぶた・くま・ひつじ・ぞうの4種類です。
⑥マグネットとクリップが合体した便利なメモクリップです。ぶた・くま・ひつじ・ぞうの4種類で
す。
⑦メモや写真を立てられます。また、鉛筆などのペン立てもあり、とても便利です。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品
⑧果物マグネット
⑨動物マグネット

⑧・⑨250円／個 ⑧・⑨100個／6週間

⑧インパクトのあるアクリルカラーを使用した強力タイプのマグネットです。いちご・くり・ぶど
う・ひまわりの４種類です。

⑨ぶた・くま・ひつじ・ぞうの４種類です。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品 ⑩沐浴剤セット（10個入） ⑩300円／1セット ⑩100個／8週間
⑩お風呂に浮かべれば、ヒノキの香りを楽しめます。小さなお子様のお風呂のおもちゃや積
み木としてもお使いになれます。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品
⑪あじさいのキーホルダー
⑫キーホルダー

⑪350円／個
⑫150円／個

⑪100個／3週間
⑫100個／4週間

⑪太平山のあじさいをイメージしました。あじさいを彫刻した部分に色を入れ込み仕上げて
います。色は、赤・ピンク・水色・紺の４種類です。

⑫木目がきれいに見える塗料を使用しています。種類は、ハート・星・あひる・クジラ・さか
な・くま・ジンジャーマン・ぶたの８種類です。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品 ⑬鯉のぼり箸置き　ペア（2個入） ⑬250円／個 ⑬100個／3週間 ⑬緋鯉と真鯉の２匹セットの箸置きです。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品
⑭携帯電話スタンド　蔵バージョン
⑮携帯電話スタンド
⑯木札ストラップ（サイズ目安5×1×0.5㎝）

⑭・⑮550円／個
⑯525円／枚

⑭・⑮100個／3週間
⑯30枚／2週間

⑭蔵の形の携帯スタンドです。四季を感じさせるモチーフの彫刻がしてあります。
⑮犬やひまわり・クローバーが彫刻されている携帯スタンドです。
⑯携帯電話などに付けられるサイズです。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 木工製品 特記事項（右記）参照

・在庫の状況により、即日納品が可能な場合もございます。
・レーザー彫刻機を導入しており、手作りプラスαの商品作りが可能です。
・アクリル板や革製品への彫刻も可能です。
・ご予算に応じたオリジナル商品製作にも対応することができます。（ロゴマークや名前入り
商品など。）

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

役務 封入作業 ￣ 書類三つ折、封入、宛名シール貼付等 2円～／1セット 1,000セット／4・5日 金額・納期については要相談。

社会福祉法人うまぐりの里 ゆーあい工房 就労継続支援（B型）

栃木市城内町2-62-14
TEL　25-4001
FAX　25-1575
メール　yu-aikoubou@cc9.ne.jp

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
￣

①菓子箱折り（フタ、ミ、仕切り有）
②菓子箱折り（フタ、ミ、仕切り無）

①10円～／1セット
②6円～／1セット

①400セット／日
②600セット／日

金額・納期については要相談。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 弁当類 弁当 550円～／個
10個程度ならば、当日10時00
分までに注文していただけれ
ば即日可能。

しょうが焼き、ハンバーグ弁当など、ご希望の内容・金額に応じます。10個を超える場合は、
1週間前までにご注文ください。店頭受け渡しが基本ですが、配達についてはご相談くださ
い。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 弁当類
①食事
②団体客受け入れ（宴会等）

①580円～／食
②（昼）1,000円～／食
   （夜）2,000円～／食

2週間前の連絡で40名対応可
能。

人数により貸し切りにできます。またお酒の取り扱いもございますのでお早めにご連絡下さ
い。
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社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 菓子類

①マドレーヌ（プレーン、オレンジ、紅茶、抹茶あ
ずき）
②クッキー（プレーン、ココア、ミックス）
③ラスク（シュガー、明太子）
④お菓子詰め合わせ（ラスク、クッキー、マドレー
ヌ）

①120円／個
②200円／袋
③150円／袋
④要相談

①10個程度であれば即日可
②1～20袋／2～3日
③1～50袋／2～3日
④1～30箱／3～5日

①賞味期限14日
②・③賞味期限30日

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 菓子類
⑤プリントクッキー（サイズ：5.5ｃｍ）
⑥プリントクッキー（サイズ：7.0ｃｍ）
⑦プリントクッキー（サイズ：ハート型）

⑤80円／枚
⑥150円／枚
⑦150円／枚

⑤⑥⑦デザインが確定してい
れば、3日で200枚ほど生産可
能。

クッキーにオリジナルデザインがプリントできます。手描きの絵などもプリントできます。
イベントや記念行事などにご活用出来ます。
デザイン確定までにお時間がかかる事がありますので、お早めにご相談下さい。
注文は10枚からとなります。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 パン パン各種 130～320円／個 1～100個／2～3日 消費期限３日（夏場は２日）

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 農産物
①イチゴパック売り
②イチゴ1箱（４パック入り）

時価／箱 20～50箱／2～3日
季節によって値段は変動いたします。時期にもよりますが、20～50箱程度ならば可能。
（出荷期間は１１月下旬から４月下旬あたりまでとなります、ご連絡下さい）

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 加工食品
①生うどん（350ｇ）
②生うどん（500ｇ）

①350円／パック
②450円／パック

①②前日までにご連絡があれ
ば100パック／１日

①②賞味期限３日
冷や麦のような細麺から太麺まで対応可能です。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 食品 加工食品 とちおとめイチゴジャム 500円／個 即日可能 なすびの里イチゴハウスで採れたとちおとめから作りました。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 繊維製品 そば枕 500円／個
⑦1～2個／1週間

⑦色・柄については、相談承ります。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

物品 日用品 ￣
①きょうされんふきん（1枚入）
②きょうされんふきん（3枚入）
③きょうされんふきん（5枚入）

①250円／枚
②750円／袋
③1,250円／袋

②30袋／2～3週間
③20袋／2～3週間

1枚からの注文にも対応可能です。丈夫で長持ちする吸水性の良いふきんです。
お使い物用に包装を致します。お年賀や祝い事などにご活用下さい。一枚からでもお受け
いたします。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 除草作業 ￣ 草刈り（除草機使用）、片付け等 要相談 4,000㎡／1日
共同受注で受けやすいため、金額提示をしておりません。
現地確認後、期日、見積もりを作成いたします。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 清掃作業 ￣ 公園やトイレの清掃業務 要相談 要相談 共同受注で受けやすいため、金額提示をしておりません。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 樹木管理 ￣
花壇手入れ（花の手入れ、定植、除草、水やり
等）

要相談 要相談 共同受注で受けやすいため、金額提示をしておりません。
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社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 封入作業 ￣ 三つ折り、宛名シール貼り、セット封入等 要相談 1,000セット／1週間 共同受注で受けやすいため、金額提示をしておりません。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
￣

菓子箱、イチゴ箱、野菜等（しきり有り）
化粧用品箱

要相談 1,000箱／1日 共同受注で受けやすいため、金額提示をしておりません。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 その他の役
務

￣ 書類分配・配送作業 要相談 要相談 共同受注で受けやすいため、金額提示をしておりません。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 その他の役
務

￣ 食品印刷業務 要相談 要相談
フードプリント技術で食品への印刷を行います。煎餅や焼き菓子などに印刷出来ます。
表面が平らでないと綺麗に印刷が行えないことがあります。

社会福祉法人なすびの里 ゆうの家 生活介護
就労継続支援（B型）

栃木市大光寺町347-2
TEL　29-6111
FAX　29-6113
メール　nasubinosato@cc9.ne.jp

役務 その他の役
務

￣ 各種イベントなどのうどん出店 無料 要相談 各種イベントでの出店承ります。寒い時期などあたたかいうどんの提供いたします。

社会福祉法人
ブローニュの森

ゆっ蔵 就労継続支援（B型）
栃木市柳橋町3-20
TEL＆FAX　25-3523
メール yukkura@grace.ocn.ne.jp

物品 食品 弁当類 昼食弁当 400円～／個 1個～100個

使い捨てパックにて配達することもできます。
配達時間の指定も対応可能です。
400円～1,000円／個までの弁当を作ることができます。
その他ご要望があれば対応いたします。

社会福祉法人
ブローニュの森

ゆっ蔵 就労継続支援（B型）
栃木市柳橋町3-20
TEL＆FAX　25-3523
メール yukkura@grace.ocn.ne.jp

物品 食品 飲料

自家焙煎珈琲
   ﾌﾟﾚﾐｱﾑ珈琲：ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ2種類
   ﾚｷﾞｭﾗｰ珈琲：ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ2種類
　　　　　　　　    ｽﾄﾚｰﾄ8種類
   ﾜﾝﾄﾞﾘｯﾌﾟ珈琲：ｵﾘｼﾞﾅﾙ1種類

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ珈琲 100g600円
ﾚｷﾞｭﾗｰ珈琲 100ｇ400円
ﾜﾝﾄﾞﾘｯﾌﾟ珈琲 5杯入500円

100ｇ～ｋｇ単位まで

〇出張販売可能。現地でペーパードリップした淹れたて珈琲を1杯150円で販売できます。
　会議やイベント等にも出張可能です。
〇珈琲製品は粉のみ豆のみの販売も可能です。
〇ギフト品等については応相談です。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 繊維製品

①ペンケース（8×20×2㎝）
②ポーチ（12×20×4㎝）
③通帳ケース(12×20㎝）
④ブックカバー（17×23㎝）
⑤小銭入れ（6×9×2㎝）がま口丸型・角型2種

①660円／個
②880円／個
③770円／個
④880円／個
⑤660円／個

最大100個／月
（事前注文要）

在庫があれば10個程度なら即日納品。
在庫なしの場合も、10個程度の場合2～3日で納品。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 繊維製品

⑥ポケットティッシュカバー（13×8.5㎝）
⑦針坊主（上部ドーム型　土台直径3㎝）
⑧髪どめ　大（直径3.5㎝）
⑨髪どめ　中（直径2.5㎝）
⑩髪どめ　布（直径2.5㎝）
⑪コースター（11×11㎝）

⑥330円／個
⑦110円／個
⑧220円／個
⑨170円／個
⑩100円／個
⑪200円／枚

最大200個／月
（事前注文要）

在庫があれば10個程度なら即日納品。
在庫なしの場合も、10個程度の場合2～3日で納品。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 繊維製品
⑫巾着袋
⑬バッグ

⑫770～1,500円／個
⑬1,800～5,000円／個

受注生産の為、デザイン・金額・納期は要相談願います。



法人名 事業所名 サービス種別 所在地・連絡先 区分 大分類 中分類 製品・サービスの内容 参考単価（税込・変動あり） 対応可能量 その他特記事項（製品の特徴、発注時の注意点など）

栃木市障がい福祉サービス事業所　物品・役務一覧表（R04.12現在）

法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

物品 手工芸品 紙製品

①ポストカード（5枚）
②メッセージカード（10枚）
③年賀状（1枚）
④暑中見舞（1枚）
⑤カレンダー

①②100円　　　　　　　　③
④110円
⑤500円

①・②最大200個／月
③・④最大2,000枚／月
⑤最大50個／月

①～④在庫がある場合のみ即日可（デザイン限定）
⑤在庫がある場合のみ即日可（期間中のみ）
※ご注文の際は、旧市内であれば納品にお伺い致しますが、それ以外は送料のご負担を
お願いしています。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 印刷 ￣

①名刺デザイン
　（初回のみ、ロゴ・イラスト挿入の場合）
②名刺モノクロ片面印刷
③名刺モノクロ両面印刷
④名刺モノクロ＋カラー両面印刷
⑤名刺カラー片面印刷
⑥名刺カラー両面印刷

①700円＋初回のみ以下の
値段がかかります
②800円／箱（100枚）
③1,000円／箱（100枚）
④1,100円／箱（100枚）
⑤950円／箱（100枚）
⑥1,200円／箱（100枚）

①2～3週間
②～⑥1週間
　　最大10箱（1,000枚）／月
     ※5箱（500枚）以上の
　　　  場合は、事前に要相
　　　  談願います。

初回注文時のみデザインの作成の為、2～3週間お時間を頂きます。（FAXやメールで、デザ
イン案の提案⇔確認を、お客様に満足頂くまで行わせて頂きます。）　　　　　　　　※ご注文
の際は、旧市内であれば納品にお伺い致しますが、それ以外は送料のご負担をお願いして
います。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 印刷 ￣

①封筒印刷　初回デザイン作成
　（デザインデータ等ある場合には不要）
②封筒　角形2号（100枚）
③封筒　角形2号（500枚）
④封筒　角形2号（1000枚）
⑤封筒　長形3号（100枚）
⑥封筒　長形3号（500枚）
⑦封筒　長形3号（1000枚）
⑧封筒　長形3号（窓付き100枚）
⑨封筒　長形3号（窓付き500枚）
⑩封筒　長形3号（窓付き1000枚）

①500円
②2,700円／100枚
　　　 （1枚あたり27円）
③11,000円／500枚
      （1枚あたり22円）
④17,000円／1,000枚
　　　（1枚あたり17円）
⑤2,200円／100枚
　　　（1枚あたり22円）
⑥8,500円／500枚
　　　（1枚あたり17円）
⑦12,000円／1,000枚
　　　（1枚あたり12円）
⑧2,500円／100枚
　　　（1枚あたり25円）
⑨8,000円／500枚
　　　（1枚あたり16円）
⑩15,000円／1,000枚
　　　（1枚あたり15円）

①2～3週間
②⑤⑧1～100枚／1週間
③⑥⑨100～500枚／1週間
1000枚からの納期は要相談
※いずれの場合もデザインの
データが当法人のパソコンに保
存してある場合の日数となりま
す。

デザインについては、2～3週間お時間を頂きます。
1,000枚～の納期は要相談願います。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 印刷 ￣ 宛名印刷 20円／枚
1～100枚／住所入力済みの場
合2～3日

住所入力に時間がかかりますので、注文の前に要相談願います。
1,000～10,000枚単位での印刷のみのご注文の場合は3週間程度お時間を頂きます。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 除草作業 ￣ 簡易除草（草むしり）や除草機使用の除草等 20円／㎡ ― 現地確認後、受注の可否を判断し、金額・納期等の詳細見積を提出いたします。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 清掃作業 ￣
公園・トイレ・施設内等の清掃作業
（特殊な技能を必要とする清掃を除く）

要相談 ― 現地確認後、受注の可否を判断し、金額・納期等の詳細見積を提出いたします。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 ホームページ作成 ￣ 受注の可否を含め要相談 要相談 要相談
ホームページの元となるデータは、お客様にご提供頂きます。お預かりしたデータを基に、
ホームページの作成や更新を行います。
納期は要相談願います。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 封入作業 ￣

①封入書類三つ折り
②封入
③宛名シール貼付け
④封止

①～④それぞれ1円～
2,000枚／2～3日
最大40,000枚／月

金額・納期については、要相談願います。



法人名 事業所名 サービス種別 所在地・連絡先 区分 大分類 中分類 製品・サービスの内容 参考単価（税込・変動あり） 対応可能量 その他特記事項（製品の特徴、発注時の注意点など）

栃木市障がい福祉サービス事業所　物品・役務一覧表（R04.12現在）

法人及び事業所情報 取扱物品・役務情報

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務
袋詰め
梱包

箱折作業
￣ 雑貨等の袋詰め・梱包、箱折り等 要相談 要相談

作業工程を確認後、受注の可否・対応可能量を判断し、金額・納期等の詳細見積を提出い
たします。

社会福祉法人わらしべの
里

わらしべの家 就労継続支援（B型）

栃木市大宮町2708-3
TEL　27-1627
FAX　27-1675
メール　warashibenosato@cc9.ne.jp

役務 組立・解体作業 ￣ 自動車部品等の組立、解体作業等 要相談 要相談
作業工程を確認後、受注の可否・対応可能量を判断し、金額・納期等の詳細見積を提出い
たします。


