
物品（販売等）
①事務用品・書籍

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 納入可能品目
民間

企業

受入

肢体不自由児者生活訓練施設

ぽてとハウス
西23条南2丁目7番地 37-1230 ー

NPO法人

 肢体不自由児者サポートセンター

ぽてとハウス

切手・ハガキ ×

まるしぇ・ぶどう

（ショップぴあ含む）
東3条南6丁目1番地3 25-5987 ー

NPO法人

 十勝障害者サポートネット
切手・ハガキ、印紙、証紙 〇

②食料品・飲料

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 納入可能品目
民間

企業

受入

TOKACHI BAGEL CAFÉ

 POUR TOUS
西4条南28丁目2-4 20-6688 20-6687 株式会社 maiハーモニー パン、弁当 ×

スタイルとかち
西6条南3丁目11-8

セードルトロワ 1階
66-6443 66-6777 株式会社 STYLE 弁当 〇

クローバー 西16条南4丁目7-4 35-7066 94-3278 株式会社 エースフロンティア ドーナツ 〇

就労継続支援B型事業所

えーる
西9条南41丁目1番地4 66-7002 67-1246 株式会社 しんかーず パン、弁当、おにぎり、加工食品 〇

就労継続支援Ａ型事業所

しんかーずランチ
西3条南38丁目1番地7 66-7002 66-7003 株式会社 しんかーず

パン、弁当、おにぎり、加工食品、

御膳・慶弔等の仕出し
〇

株式会社 とかちサポーターズ
東3条南12丁目1-5

帯広マンション第3
26-8080 26-8088 株式会社 とかちサポーターズ パン △

株式会社 トリノ 西18条南4丁目44番8-D号 67-1539 67-1539 株式会社 トリノ 加工食品 〇

就労継続支援Ａ型事業所

ウェルズ
東1条南15丁目3-2 66-5147 67-6705 合同会社 アバンス 弁当 △

地域活動支援センター

帯広ケア・センターひろば
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 弁当、加工食品、野菜 〇

帯広ケア・センター

就労移行支援 シャリブ
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 弁当、加工食品、野菜 〇

帯広ケア・センター

就労継続支援 フロンティア
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 弁当、加工食品、野菜 〇

多機能型障害者就労支援事業所

帯広はちす園
大正町東1線102番地1 64-5044 64-5261 社会福祉法人 真宗協会 パン、野菜 △

障害者支援施設

帯広はちす園
大正町東1線102番地1 64-5044 64-5261 社会福祉法人 真宗協会

加工食品、野菜、スモークのみだった七面鳥

の生肉の提供も可能
〇

あさひ☆みらい 東2条南3丁目9番地1 28-6053 28-6025 朝日みらい警備事業団 株式会社 弁当 〇

Ｃａｆｅ るくら 西1条南8丁目7番地3 67-0911 ー NPO法人 とかちダルク 弁当 〇

キッチンハウスあしたば

（ショップぴあ含む）

西3条南4丁目4番地

ニチゴビル
25-5987 ー

NPO法人

 十勝障害者サポートネット
弁当 〇

まるしぇ・ぶどう

（ショップぴあ含む）
東3条南6丁目1番地3 25-5987 ー

NPO法人

 十勝障害者サポートネット

パン、弁当、クッキー、パウンドケーキ、

畜大牛乳、飲料、菓子
〇

ワークサロン虹 白樺16条東1丁目3 25-5987 ー
NPO法人

 十勝障害者サポートネット
弁当 〇

とつた共同作業所 上清川町西1線181番地6 34-0553 ー
NPO法人

 帯広市手をつなぐ育成会
野菜 〇

有限会社 くさなぎ農園 八千代町東1線180番地9 60-2012 60-2012 有限会社 くさなぎ農園 卵、豚肉 〇

障害者就労施設等一覧（令和４年度版） ＜凡例＞

〇：民間企業の発注・受入可

△：要相談

×：受入不可
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③小物雑貨

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 納入可能品目
民間

企業

受入

ワークサポートふれあい
東11条南9丁目1番地

市民活動プラザ六中
23-6699 23-6644

一般社団法人

 ふれあいデジタル工房

身の回り品、布、毛糸小物、

一筆箋
〇

就労継続支援施設ＡＭＵＡｉ 東2条南６丁目１番地 25-8181 25-8181 株式会社 Laugh 羊毛フェルト、エゾシカ革皮革製品 ×

ｃａｆｅ ｉｋｏｉ 西24条南2丁目5番地220 66-6057 66-6058 株式会社 エクセルファクトリー 羊毛雑貨 〇

まなびや 東1条南10丁目16番地 99-1064 99-1064 株式会社 つながり レジンアクセサリー 〇

ペットショップいきものががり

ラビット店
東1条南10丁目16番地 99-1064 99-1064 株式会社 つながり レジンアクセサリー 〇

就労支援事業所

フィオーレ帯広
大通南1丁目1番1 66-8685 66-7211 株式会社 リーベ 刺繍品 〇

生活介護事業所

あっぷれっそ
大空町1丁目4-1 67-7285 67-7286 合同会社 オンニューノ アロマストーン・雑貨 〇

就労支援事業所

ココスマイル
西5条南21丁目8番地 67-8616 ー 合同会社 リノケア クラフト小物 △

就労支援事業所

ココスマイル ノア
西14条南14丁目12-7 67-8616 ー 合同会社 リノケア クラフト小物、リース（紙）作り 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

未來
東9条南12丁目16番地16 67-1537 ー 合同会社 まこと

コルクマグネット、

トイレットペーパーホルダー、巾着
〇

地域活動支援センター

帯広ケア・センターひろば
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 花苗、野菜苗 〇

帯広ケア・センター

就労移行支援 シャリブ
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 花苗、野菜苗 〇

帯広ケア・センター

就労継続支援 フロンティア
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 花苗、野菜苗 〇

障害者支援施設

帯広はちす園
大正町東1線102番地1 64-5044 64-5261 社会福祉法人 真宗協会 木工品、身の回り品、花苗 〇

あさひ☆みらい 東2条南3丁目9番地1 28-6053 28-6025 朝日みらい警備事業団 株式会社 衣服、レジン作品、雑貨、フェルト作品 〇

肢体不自由児者生活訓練施設

ぽてとハウス
西23条南2丁目7番地 37-1230 ー

NPO法人

 肢体不自由児者サポートセンター

ぽてとハウス

刺繍品、アクリル毛糸たわし ×

Ｃａｆｅ るくら 西1条南8丁目7番地3 67-0911 ー NPO法人 とかちダルク 箸袋 〇

とつた共同作業所 上清川町西1線181番地6 34-0553 ー
NPO法人

 帯広市手をつなぐ育成会
花苗 〇

ワークセンターはまなす 柏林台中町1丁目4番地1 34-0553 66-9391
NPO法人

 帯広市手をつなぐ育成会
木工品、刺繍品 〇

有限会社 くさなぎ農園 八千代町東1線180番地9 60-2012 60-2012 有限会社 くさなぎ農園 フェルト、チェアマット 〇

就労支援事業所 和幸 西16条南4丁目30番15号 35-5818 35-5828 有限会社 川岸自動車 パッチワーク、カギ針編み 〇

④その他の品目

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 納入可能品目
民間

企業

受入

ここから未来
西2条南7丁目5番地1

コスモビル2階
67-0234 ー ここから未来 合同会社 観葉植物 〇

ワークサポートふれあい
東11条南9丁目1番地

市民活動プラザ六中
23-6699 23-6644

一般社団法人

 ふれあいデジタル工房
カラス除けサークル 〇

スタイルとかち
西6条南3丁目11-8

セードルトロワ1階
66-6443 66-6777 株式会社 STYLE エコバック作成 〇
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④その他の品目

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 納入可能品目
民間

企業

受入

アースリンク 西1条南25丁目2番地2 67-6436 67-6568 株式会社 アースリンク 注文によるベンチ等の作成（木） ×

障がい福祉サービス事業所

ちあファクトリー
西5条南31丁目1番地9 66-7247 66-7248 株式会社 ちあふる ウエス 〇

まなびや 東1条南10丁目16番地 99-1064 99-1064 株式会社 つながり 動物、動物製品、フード、ワーム等 〇

ペットショップいきものががり

ラビット店
東1条南10丁目16番地 99-1064 99-1064 株式会社 つながり 動物、動物製品、フード、ワーム等 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

未來
東9条南12丁目16番地16 67-1537 ー 合同会社 まこと

牛乳パックリサイクル品、マスク、

シュシュ、くるみボタン
〇

あいとう 西21条南2丁目26-8 67-5573 67-5573 社会福祉法人 帯広福祉協会 クラフト商品、リサイクルせっけん 〇
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役務（サービス）
①印刷

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

ここから未来
西2条南7丁目5番地1

コスモビル2階
67-0234 ー ここから未来 合同会社 名刺 〇

ワークフロア清柳 南の森西7丁目1-15 67-8465 67-8466 一般社団法人 ヴィエント ポスター、チラシ、リーフレット、名刺 ×

ワークサポートふれあい
東11条南9丁目1番地

市民活動プラザ六中
23-6699 23-6644

一般社団法人

 ふれあいデジタル工房

ポスター、チラシ、リーフレット、名刺、

封筒、絵本、会報等印刷物
〇

あいとう 西21条南2丁目26-8 67-5573 67-5573 社会福祉法人 帯広福祉協会
ポスター、チラシ、のぼり、写真、

横幕、一文字看板
〇

あさひ☆みらい 東2条南3丁目9番地1 28-6053 28-6025 朝日みらい警備事業団 株式会社 チラシ、名刺、封筒 〇

②クリーニング

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

十勝あすなろ会 清流西2丁目19番地3 47-7888 47-7866 株式会社 十勝あすなろ会 クリーニング 〇

就労継続支援Ａ型事業所

ウェルズ
東1条南15丁目3-2 66-5147 67-6705 合同会社 アバンス 洗車、車内清掃 △

障害者生活介護事業所

帯広やわらぎ園
大正本町267番地1 63-2055 63-2056 社会福祉法人 真宗協会 リネンサプライ、タオルたたみ ×

朋友舎 白樺16条東1丁目3番地 25-5987 ー
NPO法人

 十勝障害者サポートネット
タオルたたみ 〇

ワークサロン虹 白樺16条東1丁目3 25-5987 ー
NPO法人

 十勝障害者サポートネット
タオルたたみ 〇

③清掃・施設管理

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

ここから未来
西2条南7丁目5番地1

コスモビル2階
67-0234 ー ここから未来 合同会社

自動販売機、清掃、除草作業、施設管理、

駐車場管理
〇

障がい者就労継続支援Ｂ型事業所

ゆうき
西9条北1丁目15番地 67-6617 67-6617 一般社団法人 ゆうゆう学舎 除草作業 ×

就労継続支援施設ＡＭＵＡｉ 東2条南6丁目1番地 25-8181 25-8181 株式会社 Laugh 清掃、除草作業 ×

ハーモニーアネックス 西24条南1丁目43-26 67-6994 67-6993 株式会社 maiハーモニー 清掃 〇

スタイルとかち
西6条南3丁目11-8

セードルトロワ1階
66-6443 66-6777 株式会社 STYLE クリクラ機械洗浄、網戸張替え 〇

ｃａｆｅ ｉｋｏｉ 西24条南2丁目5番地220 66-6057 66-6058 株式会社 エクセルファクトリー 清掃、農家の手伝い 〇

就労継続支援B型事業所

えーる
西9条南41丁目1番地4 66-7002 67-1246 株式会社 しんかーず 清掃、施設管理 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

わーぷる
西3条南38丁目1-7 66-7002 66-7003 株式会社 しんかーず 清掃、施設管理 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

きずな西３条
西3条南3丁目8番地1 66-4419 67-7390 株式会社 ワークアース 清掃 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

きずな
西8条南4丁目7番地 66-4419 66-4467 株式会社 ワークアース 清掃 〇
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③清掃・施設管理

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

十勝あすなろ会 清流西2丁目19番地3 47-7888 47-7866 株式会社 十勝あすなろ会 清掃、除草作業 〇

就労継続支援事業所 大作 西3条南16丁目1番地2 67-5264 67-5264 株式会社 大作 清掃、除草作業 〇

就労支援事業所

ココスマイル
西5条南21丁目8番地 67-8616 ー 合同会社 リノケア 清掃（飲食店、牧場） △

就労支援事業所

ココスマイル ノア
西14条南14丁目12-7 67-8616 ー 合同会社 リノケア 清掃（葬儀場）、園芸屋での草とり水やり 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

未來
東9条南12丁目16番地16 67-1537 ー 合同会社 まこと 清掃、ポスティング 〇

障害者生活介護事業所

帯広やわらぎ園
大正本町267番地1 63-2055 63-2056 社会福祉法人 真宗協会 除草作業 ×

あいとう 西21条南2丁目26-8 67-5573 67-5573 社会福祉法人 帯広福祉協会 清掃、除草作業 〇

あさひ☆みらい 東2条南3丁目9番地1 28-6053 28-6025 朝日みらい警備事業団 株式会社
自動販売機、清掃、除草作業、施設管理、

駐車場管理
〇

地域活動支援センター

コロポックル帯広
大通南12丁目1番地

サンバリエビル
24-6974 ー NPO法人 コロポックル道東 清掃 ×

ワークセンターはまなす 柏林台中町1丁目4-1 34-0553 66-9391
NPO法人

 帯広市手をつなぐ育成会
除草作業 〇

④情報処理・テープ起こし

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

十勝 きずなの翼 大通南18丁目18番地 67-1937 66-7292 kind 合同会社 データ入力・集計 〇

ここから未来
西2条南7丁目5番地1

コスモビル2階
67-0234 ー ここから未来 合同会社 ホームページ作成 〇

ワークフロア清柳 南の森西7丁目1-15 67-8465 67-8466 一般社団法人 ヴィエント
ホームページ作成、データ入力・集計、

テープ起こし
×

ワークサポートふれあい
東11条南9丁目1番地

市民活動プラザ六中
23-6699 23-6644

一般社団法人

 ふれあいデジタル工房
データ入力・集計、テープ起こし 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

わーぷる
西3条南38丁目1-7 66-7002 66-7003 株式会社 しんかーず データ入力・集計 〇

あさひ☆みらい 東2条南3丁目9番地1 28-6053 28-6025 朝日みらい警備事業団 株式会社 ホームページ作成 〇

⑤飲食店等の運営

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

アースリンク 西1条南25丁目2番地2 67-6436 67-6568 株式会社 アースリンク 店舗改修等 ×

就労継続支援B型事業所

えーる
西9条南41丁目1番地4 66-7002 67-1246 株式会社 しんかーず レストラン 〇

地域活動支援センター

帯広ケア・センターひろば
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 売店、喫茶店 〇

帯広ケア・センター

就労移行支援 シャリブ
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 売店、喫茶店 〇

帯広ケア・センター

就労継続支援 フロンティア
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 売店、喫茶店 〇

キッチンハウスあしたば
西3条南4丁目4

ニチゴビル
25-5987 ー

NPO法人

 十勝障害者サポートネット
喫茶店 〇
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⑤飲食店等の運営

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

まるしぇ・ぶどう

（ショップぴあ含む）
東3条南6丁目1番地3 25-5987 ー

NPO法人

 十勝障害者サポートネット
売店、焼菓子店 〇

ワークサロン虹 白樺16条東1丁目3 25-5987 ー
NPO法人

 十勝障害者サポートネット
喫茶店 〇

⑥その他のサービス・役務

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

ここから未来
西2条南7丁目5番地1

コスモビル2階
67-0234 ー ここから未来 合同会社 袋詰・梱包 〇

ワークフロア清柳 南の森西7丁目1-15 67-8465 67-8466 一般社団法人 ヴィエント 印刷物折り ×

ワークサポートふれあい
東11条南9丁目1番地

市民活動プラザ六中
23-6699 23-6644

一般社団法人

 ふれあいデジタル工房

印刷物折り、袋詰・梱包、

帯広市指定ゴミ袋折り・袋詰め
〇

アースリンク 西1条南25丁目2番地2 67-6436 67-6568 株式会社 アースリンク 解体 ×

就労継続支援B型事業所

えーる
西9条南41丁目1番地4 66-7002 67-1246 株式会社 しんかーず 印刷物折り、袋詰・梱包 〇

就労継続支援Ａ型事業所

しんかーずランチ
西3条南38丁目1番地7 66-7002 66-7003 株式会社 しんかーず 印刷物折り 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

わーぷる
西3条南38丁目1-7 66-7002 66-7003 株式会社 しんかーず 印刷物折り、袋詰・梱包 〇

福祉事業型専攻大学

スクオーラ帯広校
西2条南12丁目3番

⾧崎屋3Ｆ
66-7002 66-6308 株式会社 しんかーず ゴミ拾いやイベントの手伝い ×

フリッパー 西2条南14丁目18番地2 67-0231 67-0237 株式会社 テヲトル十勝 印刷物折り、仕分け・発送、袋詰・梱包 〇

株式会社 トリノ 西18条南4丁目44番8-D号 67-1539 67-1539 株式会社 トリノ 農作物加工 〇

就労継続支援Ｂ型事業所

きずな西３条
西3条南3丁目8番地1 66-4419 67-7390 株式会社 ワークアース

印刷物折り、仕分け・発送、

袋詰・梱包、洗浄
〇

就労継続支援Ｂ型事業所

きずな
西8条南4丁目7番地 66-4419 66-4467 株式会社 ワークアース

印刷物折り、仕分け・発送、

袋詰・梱包、洗浄
〇

地域活動支援センター

帯広ケア・センターひろば
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 袋詰・梱包 〇

帯広ケア・センター

就労移行支援 シャリブ
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 袋詰・梱包 〇

帯広ケア・センター

就労継続支援 フロンティア
川西町西1線47-2 59-2739 59-2990 社会福祉法人 慧誠会 袋詰・梱包 〇

あいとう 西21条南2丁目26-8 67-5573 67-5573 社会福祉法人 帯広福祉協会 不用品回収 〇

あさひ☆みらい 東2条南3丁目9番地1 28-6053 28-6025 朝日みらい警備事業団 株式会社 印刷物折り 〇

指定生活介護事業所

デサフィオ
稲田町東２線７番地５５ 66-9395 66-9397 NPO法人 エスペランサ ウエス切り 〇

とかち共同作業所
東11条南9丁目1番地6

市民活動プラザ六中
26-1219 66-9244 NPO法人 とかち共同作業所 指定ごみ袋の製造委託事業 ×

特定非営利活動法人 愛里の会

帯広事業所
東3条南25丁目1番地2 28-2300 23-5110

NPO法人

 愛里の会

電線被覆剥ぎ、水道蛇口分解、

その他分解作業
〇

朋友舎 白樺16条東1丁目3番地 25-5987 ー
NPO法人

 十勝障害者サポートネット
印刷物折り、袋詰・梱包、シール貼り等 〇

ワークサロン虹 白樺16条東1丁目3 25-5987 ー
NPO法人

 十勝障害者サポートネット
印刷物折り、袋詰・梱包、シール貼り等 〇
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⑥その他のサービス・役務

事業所名 事業所住所 電話番号 ＦＡＸ 設置者 提供可能業務
民間

企業

受入

ワークセンターはまなす 柏林台中町1丁目4-1 34-0553 66-9391
NPO法人

 帯広市手をつなぐ育成会
印刷物折り、仕分け・発送、袋詰・梱包 〇

啐啄童子 西10条南5丁目1番地 36-2862 ー 有限会社 アグリ・ファクトリー 印刷物折り 〇

就労支援事業所 和幸 西16条南4丁目30番15号 35-5818 35-5828 有限会社 川岸自動車 中古タイヤ商品化、袋詰・梱包 〇
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