
事業所一覧

事業所名 サービス名 障害種別 連絡先 取扱商品 行っている作業等

1
小金井市聖ヨハネ支援センター
社会福祉法人聖ヨハネ会

生活介護、就労移行支援、
就労継続支援B型

知的障害者
小金井市梶野町５－８－９
０４２－３８６－７７３１

パン、焼き菓子、刺し子、刺しゅう製品、ふきん、
ポーチ、筆箱（ペンケース）、かばん等
内職作業全般、請負作業作業

封入、箱折、ネジ組み立て、
リサイクル袋作り、製品解体・分別
市内公園・トイレ掃除請負
公園トイレ・アパート・ゴミBOX・駐車場・
敷地内草刈り

2
ゆめ工房さくら
社会福祉法人小金井さくら会

生活介護・就労継続支援B
型

知的障害者
小金井市貫井北町２－８－１６
０４２－３８５－６６８３

焼菓子(パウンドケーキ等)、
創作品（刺し子ふきん・帽子・ネックウォーマー
・レッグウォーマーなど）
創作品（ポストカード・紙バッグ作り）

ダイレクトメールやチラシの封入、封緘
箱詰め（箱詰め、箸の袋入れ、箱作り）
清掃、ラベル貼り、ポスティング、古紙回収

3
かがわ工房
社会福祉法人　雲柱社

生活介護 知的障害者
小金井市貫井北町５－８－１
０４２－３２２－２０１１

クッキー（他、冬季限定やイベントクッキーなど）、
ケーキ（パウンドケーキ、シフォンケーキ、
ガトーショコラ）
コースター、ビニールポーチ、ミニュチュア製品、
組みひも

封筒封入、ネジの袋詰め、お食事セット、
ハーブティのパック詰め、
アロマ用品の袋詰めとケースの組み立て、
商品名のラベル貼り他
公園清掃、チラシや回収袋折り
リサイクル作業（アルミ缶潰し）

4
就労移行支援meray
株式会社meray

就労移行支援 精神障害者
小金井市中町４－３－２４
０４２－３１６－１２５６

ジンアクセサリー、刺子の布巾・コースター、
くるみボタン、革のアロマペンダント・
ミニチュアバッグ（ピアス入れなどに）
革の鉛筆キャップ・ペンケース

【回復と就労へ向けたプログラム 】
PCスキル、SST・ビジネスマナー・
就職勉強会、ワークサンプル幕張版、
自己理解、農業、ヨガ、ボディワーク、
マインドフルネス、クラフト作業

5
あん工房
特定非営利活動法人　あん福祉会

就労移行支援、就労継続支
援B型、就労定着支援

精神障害者
小金井市本町3－8－1
第二佐藤ビル
０４２－３８５－１１２６

ホットコーヒー、ローリエ、焼き菓子（イベント時の
み）、
テイクアウトドリンク（Ｈコーヒー・Ｉコーヒー・紅
茶・りんごジュース）

市内公園内トイレ・武蔵小金井南口公衆トイレ清
掃、市内公園門扉開閉、図書館でのデータ入力作
業、図書配架作業、新聞等整理、カフェ作業（貫
井北センター内１階喫茶コーナー）

6
ムジナの庭
一般社団法人 Atelier Michaux

就労継続支援B型

精神障害者
知的障害者
身体障害（内部障
害）者
難病等

小金井市中町４－１２－１８
０４２－３１６－５６７７

焼菓子（スコーン、レモンケーキ、クッキー、その他
季節限定のお菓子など）、ジャム、お惣菜（参鶏湯
キット、米粉パンケーキセットなど）、ドリンク
（ハーブティー、コーヒーなど）
玄米アイピロー、アイマスク、へそピロー
アクセサリー製品（レジンブローチ、ピアス、イヤリ
ング／数珠ピアス、イヤリング）
こぎん刺し製品（キーホルダー、ブローチ、バレッ
タ、ピンクッション）
お灸、ルームソックス、ポストカード、標本カード、
封筒、カレンダー、アロマ製品など

ハーブティー箱・袋詰め
オリジナル商品製造・委託製造（菓子、ハーブ
ティー、アクセサリーなど）
イラスト作成
庭作業

7
木馬の会（ライブワークス）
特定非営利活動法人　木馬の会

就労継続支援B型 知的障害者
小金井市前原町１－８－５
サンテラス前原１０１号
０４２－３１６－５４３８

マフィン、クッキー
布おもちゃキット、
ソフトジングルベル（療育楽器）

封入、菓子の袋詰め、シェーカーの袋詰め
公園清掃、シュレッダー

http://www.seiyohanekai.or.jp/
http://www.seiyohanekai.or.jp/
http://www.koganei-sakurakai.com/
http://www.koganei-sakurakai.com/
https://www.meray.co.jp/
https://www.meray.co.jp/
http://an-fukushikai.com/
http://an-fukushikai.com/
https://www.atelier-michaux.com/
https://www.atelier-michaux.com/
http://npo-mokuba.org/
http://npo-mokuba.org/
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8
スペース楽
特定非営利活動法人らく福祉会

就労継続支援B型 精神障害者
小金井市東町４－１０－１４
０４２－３８８－６４５６

焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ等）
菓子の封入及び包装、袋詰め、公園清掃、
公園砂場清掃、公園トイレ清掃、
マンション清掃、除草、ラベル貼り

9
ワークセンター「あい」
特定非営利活動法人　和福祉会

就労継続支援B型

身体障害（肢体不自
由）者
身体障害（内部障
害）者

小金井市東町４－１７－１
０４２－３８７－５０４５

編み物製品、パッチワーク製品、手芸製品
割り箸の封入作業
データ入力作業、年賀はがき入力作業

10
小金井生活実習所
社会福祉法人　雲柱社

生活介護、短期入所、
就労継続支援Ｂ型

知的障害者
小金井市桜町２－４－３
042-381-2423

パン、焼き菓子、揚げ菓子、オリジナルロゴＴシャ
ツ、オリジナルロゴ入りクリアファイル、ポチ袋、
ハーバリウム、メモ帳、各種季節雑貨

ネジの封入（７ｃｍ程度のビニール袋にネジ２本
を入れ、ホチキスで留める）
宅配食品用箸セットの封入（30cm×20cmのビ
ニール袋にしゃもじ箸、回収袋を封入）
試験管作業（医療用試験管１００本を計測、封
入）
アルミ缶を潰す作業
書類をシュレッダーにかける作業

11
からしだね
特定非営利活動法人　ぶどうの木

就労継続支援B型
知的障害者
精神障害者

小金井市貫井北町３－６－３１
０４２－４０１－０１２７

惣菜、ジャム、菓子、調味料、ハーブ
園芸用品（ミニポット、寄植え、リース、
スワッグなど）

お惣菜、ジャム、調味料作り
ハーブの袋入れ、箸の袋入れ、ラベル貼り、農園
芸
店内飲食スペースでの接客・食器洗い
わくわく都民農園小金井に併設する喫茶スペース
「プラム」の清掃、ランチ提供・接客・食器洗い

12
フラワー工房さくら
社会福祉法人小金井さくら会

就労継続支援B型 知的障害者
小金井市貫井南町２－７－１４
０４２－３８６－３６９０

焼き菓子（クッキー・フィナンシェ・米粉パウンド
・シフォンケーキ）、マシュマロ、
ハンディ―モップ
ペーパーバック（マチ有・マチ無・ポチ袋）

ダイレクトメールやチラシの封入箸の袋入れ、
スティックコーヒー箱詰め
公園・障害者センター内の清掃
ショッピングバック製造

13
手づくり工房　たいさんぼく
非営利活動法人泰山木

就労継続支援B型 知的障害者
小金井市貫井南町４－１１－１１
グランバレイ１０２、１０５
０４２－３８０－８２２４

弁当、パン、
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ等）

焼き菓子の箱詰め、割り箸の袋入れ
公園清掃（砂場の掃除を含む）着物ほどき、
畑作業、紙袋作り

14
スペース楽・２
特定非営利活動法人　らく福祉会

地域活動支援センターⅡ型 精神障害者
小金井市本町１－６－１１
エクセレンス小金井１F
０４２－３８８－７８８７

手工芸品（鍋敷き、ペットボトルカバー、
小物入れ、巾着、アクリルたわし等）
手織り製品（ショール、マフラー、バック等）

名刺印刷

rakufukushikai8.wixsite.com/koganeishi
rakufukushikai8.wixsite.com/koganeishi
https://workcenter-ai.com/
https://workcenter-ai.com/
https://fukushi.unchusha.com/kagawa/seikatsu/index.html
https://fukushi.unchusha.com/kagawa/seikatsu/index.html
https://twitter.com/NPObudounoki?t=9ErxJt7B_MAiElJWViKcCw&s=03
https://twitter.com/NPObudounoki?t=9ErxJt7B_MAiElJWViKcCw&s=03
http://www.koganei-sakurakai.com/
http://www.koganei-sakurakai.com/
https://npotaisanboku.org/
https://npotaisanboku.org/
https://rakufukushikai8.wixsite.com/koganeishi/space-raku2-
https://rakufukushikai8.wixsite.com/koganeishi/space-raku2-
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15
Dream Up
一般社団法人日本地域ケアネットワーク

就労移行支援 精神障害者
小金井市本町１－５－１
アルブ武蔵小金井２０１
０４２－４０１－２４２０

印刷、PC打ち込み作業、ポスター作成、チラシ作
成、名簿作り、封入・封緘、清掃、データ入力、
フラワーアレンジメント

16
にこにこファクトリー・にこにこキッチン
一般社団法人にこにこ

就労継続支援B型

身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病等

にこにこファクトリー
小金井市本町１－１４－１５
０４２－４０１－２５５６

にこにこキッチン
小金井市中町３－８－４
０４２－３８３－３７２５

弁当

ダイレクトメールやチラシの封入封緘、箸の袋入
れ、箱の組み立て、公園清掃、住所録その他入
力、メール便仕分け、ラベル貼り、ポスティン
グ、
不要パソコン回収（データ消去・無料）

17
パン工房ノアノア
社会福祉法人チャレンジャー支援機構

就労継続支援B型
知的障害者
精神障害者

南口店
小金井市本町１－６－１７
０４２－３８８－４０２０

北口店
小金井市本町４－１－１
０４２－３１６－９８４８

パン、菓子
パン・菓子の製造・販売・配達、具材の仕込み、
トッピング、パン・菓子の袋詰め箱詰め、商品ラ
ベル作成・貼り付け、納品書・請求書の作成

18
小金井聖ヨハネワークセンター
社会福祉法人聖ヨハネ会

就労継続支援B型 知的障害者
小金井市貫井北町２－１３－６
０４２－３１５－２２３８

パン（毎週木曜日）、英字新聞バック、英字新聞袋、
布巾、雑巾、小物（ポーチ、巾着）

公園、公園トイレ、アパート、除草、お寺、保育
園の清掃、パン販売チラシ配布、シルクスクリー
ン

19
共同作業所　希望の家
特定非営利活動法人　福祉会希望の家

就労継続支援B型 精神障害者
小金井市東町２－２４－１７
０４２２－３２－５０７１

依頼を受けた文書印刷・紙折・カッティング作
業、割箸の袋入れ、割り箸・爪楊枝・お手拭き3
点をセットで、別のビニール袋に封入する作業(現
在コロナの影響もあり受注なし)、公園、砂場、建
物外周の清掃(いずれも落葉回収を含む)、生ごみ
乾燥機から、乾燥物を回収しリサイクルセンター
へ運搬する作業(平日･午前午後)、紙袋加工作業
（紙袋の折り込み､シール貼り､持ち手取り付けな
どの作業をし紙袋を完成させる。）、厨房作業
（軽喫茶くりやま内の洗い物･清掃などを行
う。）、ポスティング作業を行う。

20
小金井市障害者福祉センター
社会福祉法人　まりも会

生活介護、自立訓練（機能
訓練）

身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病等

小金井市緑町４－１７－１０
０４２－３８１－８４１１

組紐ストラップ、革ストラップ、非接触キーホル
ダー、ポストカード、カレンダー

https://dreamup-jccn.com/
https://dreamup-jccn.com/
https://niko25.tokyo/index.php
https://niko25.tokyo/index.php
https://noanoapan.com/
https://noanoapan.com/
http://www.seiyohanekai.or.jp/
http://www.seiyohanekai.or.jp/
http://koganeikibou1996.life.coocan.jp/
http://koganeikibou1996.life.coocan.jp/

