
鶴岡地区障害者通所施設協議会以外の事業所

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
営業種目
区　　　分

種別 品目 物品・役務・サービス名
物品・役務・サービスの紹介
（物品のサイズ、規格、種類等）

単価（円）

特定非営利活動法人鶴岡福祉村
就労支援オフィス「ひので」

997-0025 鶴岡市日出一丁目7番7号 0235-25-2943 0235-25-7110 1-5-1 物品 印刷 名刺印刷 名刺の作成・印刷 応相談

1-5-1 物品 印刷 チラシ印刷 チラシの作成・印刷 応相談

1-5-1 物品 印刷 はがき印刷 はがきのデザイン・印刷 応相談

1-5-1 物品 印刷 封筒印刷 封筒の印刷 応相談

1-6-5 物品 その他の食品 自動販売機の設置・管理 自動販売機の設置・管理

2-1-1 役務 データ入力・ＨＰ作成 データの入力 データの入力作業 応相談

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃作業 公共および商業施設・家屋の清掃 応相談

2-2-1 役務 清掃作業等 施設・家屋の除草作業 公共および商業施設・場所の除草 応相談

2-5-1 役務 農業関連作業 農作業受託 農作業全般の就労受託 応相談

2-5-3 役務 ダンボール・箱組立・箱折 ダンボール・箱組立・箱折 ダンボール組立・緩衝材組立・箱組立・箱折り・紙箱折りたたみ 応相談

2-5-5 役務 店舗・食堂運営管理 店舗・食堂運営管理
喫茶店運営・売店業務・食事配膳・食堂運営・ウエイター・ウエイト
レス作業

応相談

2-5-6 役務 その他のサービス等 タオルたたみ 各種タオルのたたみ作業 応相談

2-5-6 役務 その他のサービス等 袋詰め パック詰め 応相談

2-5-6 役務 その他のサービス等 紙袋の組立 口折り・紙袋つくり・折り・底入れ・紐通し・紐結び 応相談

2-5-6 役務 その他のサービス等 シール・ラベル貼り シール・ラベルの貼り付け 応相談

2-5-7 役務 除雪 除雪 除雪作業 応相談

障害福祉サービス事業所
もみじが丘

999-7204 鶴岡市湯温海字湯乃尻555番地 0235-43-4386 0235-43-2308 1-2-1 物品 革・布製品 トートバック
キャンバス地のＡ４サイズ(大)、
ちょっとしたお出かけに便利な(小)

800円
600円

1-2-1 物品 革・布製品 ポケットバック ポケットなしのボトムスに便利 500円

1-2-1 物品 革・布製品 巾着
巾着：お子様の歯ブラシやコップ入れに
ランチ巾着：お弁当箱にピッタリ

200円
380円

1-2-1 物品 革・布製品 はし袋 学校のはし箱入れに 250円

1-2-1 物品 革・布製品 エプロン
人気のカフェ仕様（普通）
　　　　　　　　　　　（ロング)

800円
1,000円

1-2-1 物品 革・布製品 腕カバー 農作業や日焼け防止に 350円

1-2-1 物品 革・布製品 パイプうたた寝枕（小） 備長炭入りのパイプで消臭効果 800円

1-2-1 物品 革・布製品 快眠枕（大） 備長炭入りのパイプで消臭効果 1,000円

1-2-1 物品 革・布製品 クッション
弾力性があります（大）
　　　　　　　　　　   （小)

600円
400円

1-4-2 物品 石鹸 あつみせっけん お肌にやさしい固形せっけん 180円

1-6-1 物品 パン・菓子類 米粉のフォンダンショコラ もっちり感のある生チョコ感覚
ホール(15㎝)1,400円
カット230円

1-6-1 物品 パン・菓子類 濃米粉のレアチーズケーキ 厚クリームチーズとさっぱりヨーグルト
ホール(15㎝)1,500円
カット230円

1-6-1 物品 パン・菓子類 米粉のチーズケーキ 濃厚なチーズの味わいとしっかり食感
ホール(15㎝)1,000円
カット180円

1-6-1 物品 パン・菓子類 米粉のパウンドケーキ シンプルだけど奥深い味わい(チョコ、ナッツ、マーブル) 380円

1-6-1 物品 パン・菓子類 米粉のシフォンケーキ ふっくらふあふあのスポンジ（ホール） 500円

株式会社わんぱく
多機能型事業所「こっこ」

997-0141 鶴岡市羽黒町荒川字漆畑33 0235-64-8733 0235-62-4773 1-6-3 物品 農林水産・畜産物 鶏卵 わんぱくたまご １kg　450円

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 食鶏 山形地鶏肉 1kg　2,400円

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 食鶏 親どり肉 1kg　1,500円

障害者支援施設　恵風園 997-0131 鶴岡市羽黒町川代字向山136番地1 0235-78-0255 0235-62-3464 1-1-1 物品 木工製品 踏み台 椅子としても使用出来る台（踏み台） 1,000円～

1-1-1 物品 木工製品 椅子 頑丈な椅子。一部杉材使用 1,500円～

1-1-1 物品 木工製品 収納箱 小物を入れるのに便利。収納箱 1,300円～

1-1-1 物品 木工製品 ちりとり 昔ながらの懐かしいちりとり 1,300円～

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 野菜 じゃが芋、ねぎ、みょうが 100円～

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 果物 柿、干し柿 200円～

障害者支援施設　山形県鶴峰園 997-0752 鶴岡市湯田川字中田35番地1 0235-35-2351 0235-35-2381 1-5-1 物品 印刷 製本・封筒の各種印刷 モノクロ印刷、一部カラー印刷、無線綴り（最大A４版まで） 応相談



事業所名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
営業種目
区　　　分

種別 品目 物品・役務・サービス名
物品・役務・サービスの紹介
（物品のサイズ、規格、種類等）

単価（円）

社会福祉法人いなほの会
就労継続支援B型事業所　さくらが丘

997-0131 鶴岡市羽黒町川代字桜ヶ丘115番地40235-62-2333 0235-62-2319 1-3-1 物品 事務用品 和紙製名刺ケース
季節に合わせた和柄の和紙を使って丁寧に作っております。１つ
ひとつパッケージに入れることも出来ます。

応相談

1-4-1 物品 手工芸・陶器 研修キット
デコパージュ石鹸、木のお守り、メモピンチ等です。その他、用途
に応じて対応します。

\300～￥500

1-4-2 物品 石鹸 石鹸

オリジナルのラベルにて提供できます。結婚式やその他イベント
の景品にご利用いただいたことがあります。大量での受注も可能
です。石鹸は日用品であり、景品などで受け取った方が、新規に
注文される方もおります。

１個　小\100　大\150

1-5-1 物品 印刷 シルクプリント
Tシャツやタオルなどにオリジナルの文字、絵柄をプリントします。
以前、羽黒山石段マラソンのキャップ、Tシャツのプリントをしてい
ました。

応相談

1-6-3 物品 農林水産・畜産物 生椎茸

さくらが丘産の生椎茸を提供します。さくらが丘からの直送になり
ますので、肉厚の美味しい椎茸をお届けすることが出来ます。袋
に貼ってある、利用者が書いた椎茸の紹介文も見ていただけれ
ばと思います。10月、11月、3月、4月の期間限定の受注になりま
す。

100g（パック）　\100
700g　　　　　 　\500
1400g             \1,000

1-6-4 物品 加工食品 干し椎茸

さくらが丘でとれた椎茸を使った干し椎茸です。在庫の状況によ
り、お届けまで１週間程時間をいただくことがあります。袋の中に
ある、利用者が書いた椎茸の紹介文を見ていただければと思い
ます。

70g　　\500

1-6-7 物品 その他物品 和紙製つまようじ入れ
季節に合わせた和柄の和紙を使って丁寧に作っております。１つ
ひとつパッケージに入れることも出来ます。

応相談

2-2-1 役務 清掃作業等 清掃作業
現在、創造の森の通路や駐車場の掃除をさせていただいており
ます。施設の立地から、短期での羽黒町内での作業を希望しま
す。

応相談

愛光園ワークセンター大山 997-1122 鶴岡市友江字川向46番地4 0235-33-8100 0235-33-8963 1-1-1 物品 木工製品 桐整理箱
整理箱二段（W22.5cm×D13.5cm×H13.0cm）、
整理箱三段（W27.5cm×D180×H270）、小箱（Ｂ５サイズ、Ａ４サ
イズ）

1,800円、3,800円
1,000円～2,000円

1-1-1 物品 木工製品 木製ネームプレート
材質：ひのき又はすぎ　付属品：ネックストラップ・ソフトケース付、
クリップ付
Ｌサイズ：5.5ｃｍ×9.1cm、Ｓサイズ：4.5cm×7.0cm

620円～810円

1-4-1 物品 手工芸・陶器 民芸品
しじみ貝の殻を使用した民芸品やどんぐり、クルミの殻を使用した
民芸品

100円～

指定就労継続支援A型事業所
株式会社羽黒山ぶしいたけファーム

997-0333 鶴岡市常盤木字木原8番地14号 0235-57-4766 0235-57-4766 1-6-3 物品 農林水産・畜産物 生椎茸 100ｇ袋・100ｇパック 100円・150円

2-5-1 役務 農業関連作業 農作業 農業全般の就労委託 応相談

2-5-6 役務 その他のサービス業 コンテナ洗い・商品シール貼り シール貼り、袋詰め、コンテナ洗い等 応相談

鶴岡市ゆうあいプラザ（愛称：かたぐるま） 997-0862 鶴岡市ほなみ町3番2号 0235-28-3136 0235-29-2294 1-4-1 物品 手工芸・陶器 紙パンド製品 紙バンドで作ったカゴやバッグ等 1個200円～

1-5-1 物品 印刷 簡易印刷 簡易な印刷 応相談

1-6-1 物品 パン・菓子類 手作りパン
菓子パン・食パン
※パンセットの定期配達もあります

菓子パン1個100円
食パン１斤200円他

1-6-1 物品 パン・菓子類 クッキー・ラスク
ハート形や動物の形のクッキー
自家製食パンを使ったラスク

クッキー1袋100円
ラスク1袋150円

2-5-6 物品 その他のサービス等 シール・ラベル貼り 封筒や容器等にシールや製品のラベルを貼る作業 1枚0.5円～


