
番号 事業所名 施設種別 運営法人 連絡先 FAX番号 メールアドレス 担当者 受注可能な役務等 受注実績（参考例） 受注に際しての特記

1 パッソ西東京 就労継続支援B型 NPO法人　ミモザ ☎042-497-4841 042-497-4851 passo@npomimoza.com 池田
DM封入封緘発送等全般、梱包作業、無添加犬猫用ジャー
キー製造販売
その他内職作業全般

DM発送等全般、既製品梱包作業、犬猫用ジャーキー製造
品質管理・納期厳守・個人情報管理・検品を徹底していま
す。近隣への直接出入荷も可能です。その他、受注額や内
容、ご要望等はお気軽にお問い合わせください。

2
富士町作業所
＊ゆずりは作業所
＊サンライズ富士

就労継続支援B型 NPO法人　ミモザ
☎042-462-1093
または
☎042-469-3081

042-497-4199 fujimachi-
sagyousyo@bz01.plala.or.jp

長谷川
ギフト製品のセット・食品等のセット・化粧箱組立て、各種紙
製品の加工・ビニール製品の加工、丁合・折り・封入・封緘、
DM発送その他簡易な内職、ポスティング

AGFギフト用化粧箱の組み立て及び製品詰め合わせ、各種
マグネット製品の梱包、企業・学校・各種施設からのDM関連
作業及びポスティングの受注

品質管理、納期遵守、個人情報管理を徹底しています。
１.５tトラック所有

3 サンワーク田無 就労継続支援B型 特定非営利活動法人
燦燦会

☎042-452-7401 042-452-7402 sun-work@r6.dion.ne.jp
浅野
篠原

・DM発送業務
・紙器加工（箱の組み立て等）
・商品等の発送管理
・公園清掃
・ポスティング

・民間業者より商品パッケージ
・梱包作業等
・民間業者内職加工等
・DM発送全般

・品質管理・納期厳守・個人情報管理を徹底しています。
・受注関係は、お気軽にお問い合わせください。

ワークステーションウーノ
（手づくり工房めぇ）

mee@uuno.org
封入・張合・シール貼りなどの軽作業
刺し子布巾・フェルトボール等の手工芸品作成

イベント等の記念品・粗品

石窯パン工房ウーノ
isigama@uuno.org 手作りパン・手作りラスク

したのやクッキー
イベント等の販売
保育園や高齢者、障害者施設の昼食・おやつ用パン

おかし工房マーブル marbie@uuno.org
手作りパウンドケーキ
手作りクッキー

イベント等の販売
幼稚園、大学、企業など各種団体からの注文

5 さくらの園　クルール 就労継続支援B型 社会福祉法人　さくらの園 ☎042-467-1081 042-468-5673 t2sakura@estate.ocn.ne.jp 八木沼

・DM発送業務全般（封入・封緘・ラベル・区分け等）
・軽作業全般
・リサイクル作業（小型家電解体等）
・室内、屋外清掃、除草作業
・PC作業（データ入力、表作成等）
・農作業全般

・民間業者よりDM、軽作業を受注
・西東京市より、市内の公園、公共施設の清掃、除草作業の
受託
・西東京市より、小型家電解体を受託

幅広い作業に対応しており、単発の作業も可能です。

品質管理、納期の厳守を徹底しています。
お気軽にご相談ください。

6 就労移行支援事業所カノン 就労移行支援事業所 社会福祉法人　さくらの園 ☎042-452-7062 042-452-3782 kanon@sakura-no-sono.jp 江口

お弁当販売・ケータリング
室内外の清掃・除草・封入・封緘
シール貼り・紙折り・丁合
郵便区分け・配送・小型家電解体

Caféもぐもぐの森での喫茶を委託運営・宅配弁当
障害者サポーター養成講座を西東京市より受託

一般就労レベルでの作業を行っています。単発での作業を
含め、様々な業務に対応可能です。宅配弁当事業やケータ
リングに力を入れています。

布ぞうりストラップ・封筒　作成販売 個人商店委託販売・イベント記念品 事前在庫確認をお願いいたします。（受注生産）

封入・封緘・DM発送・ポスティング
製本・シール貼り・付録詰め・広告差込

近隣団体会報発送・ニュース配布等
ポスティングに関しては近隣のみの受注
製本はコピー紙75枚まで製本テープ仕上げ

清掃作業 アパートマンション共有部等清掃 実施場所・頻度等要相談

部品組み立て 機械パーツ組み立て 納品等依頼主にての回収希望（応相談）

封入・封緘・発送作業 市内外の企業・団体から発送作業を受注。
納期、個人情報の管理。具材受け渡しや納品等依頼先へ伺
います。

染め物製品
染めた和紙を使用した小物製品
木工製品

他県保健所や市内団体からブックカバー等を受注。都内役所
からの染め物記念品
記念品として、えんぴつマグネットセットの受注

値段、デザイン等ご相談に応じます。注文後、３週間程度の
時間をいただきます。

9 どろんこ作業所 生活介護 NPO法人 どろんこ会 ☎042-461-8364 042-460-8889 doronko@onyx.dti.ne.jp 綿谷
陶器・小物製品
（ストラップなど）
園芸品

ｲﾍﾞﾝﾄ景品（ストラップ・マグネット等）
学校・児童館・郵便局等の花壇・プランター花

全て手作業のため納品まで長めの期間を頂く場合がござい
ます。
検品徹底いたします。
受注内容等、応相談。

10 ラシーネ西東京 就労継続B型
生活介護

社会福祉法人　靖和会 ☎042-256-8801 042-256-8817 racine@wing.ocn.ne.jp 今城 丁合・封入・封緘・シール貼り・郵便区分け・箱折り・箱組み
立て・仕分け作業・ピッキング

DM作業
箱折り、組み立て
仕分け作業

作業スペースが広いため大きな荷物を管理することができ
ます。検品は欠かさず行っています。
左記以外の作用もぜひご相談ください。

11 ＩＯＮ第１事業所
就労継続支援Ｂ型
就労移行支援
生活介護

一般社団法人　ＩＯＮ ☎042-452-9420 042-452-9421 ion_aion2018@yahoo.co.jp 賀部
清掃（室内・水回り・除草・洗車など）
各種軽作業（封入・封緘・箱組み立てなど）
PC作業・ポスティング・配送

個人宅、アパート、シェアハウス、学習塾などの室内清掃や除
草作業
鞄などの小物制作に伴う下地制作
PC入力やアノテーション作業
ディーラーと規約し週１回の洗車
コーヒーなどの定期便配送業務
箱組み立てなどの受注作業

一般就労レベルでの作業を行っています。
小さなことでもご相談ください。
手洗い洗車に力を入れています。

12 ＹＬひばりが丘工房 就労継続支援B型
一般社団法人
YourLifestyle研究所

☎042-448-1246 042-448-1246 yl.hibarigaoka.college@gmail.c
om

大類
古本・古着等の販売、PC入力、チラシのデザイン
ポスティング

インターネットでの古本販売・店舗での古着等の販売
商店街のお店などを含めて、10000枚以上のポスティング

丁寧に作業します。

13 ピュルエルワーク西東京 就労移行支援事業所 合同会社　ピュルエル ☎042-439-6660 042-439-6661 mizokei@kojuken.com 溝口 清掃全般・PC作業・他軽作業
・銀行ATMの定期清掃
・書類のPDF化・CDデータの取込み

一般就労レベルであれば受注できるので、まずはご相談くだ
さい。

14 みどり西東京 生活介護
NPO法人
ゆうあいセンター

☎042-452-3413 042-452-3415 shigeru.sato@yu-ai-center.jp 比嘉
チラシ折り、
簡易的な部品組み立て

チラシ折り、ポスティング
ヘルメット内装部品取り付け

受注内容等、応相談
お気軽にお問い合わせください。

15 Life Design　きゃりあ 就労継続支援B型 社会福祉法人 睦月会 ☎042-461-9816 042-469-3608 job@mutukikai.or.jp 大坪

・丁合、封入、封緘、シール貼り、梱包等の発送業務全般
・商品のパッケージ、詰め合わせ
・清掃業務・紙器加工・ポスティング・その他軽作業
・手作りサブレ販売

ギフト詰め合わせ作業・文房具梱包作業・製袋作業(紙袋)
丁合、封入、封緘、シール貼り等の発送業務・ポスティング
西東京市より清掃受託中
サブレは運営カフェ等にて販売中

納期の遵守、品質・個人情報管理を徹底しています。左記の
他、受注内容につきましては、お気軽にお問合せください。

16 Life Design らふ 生活介護 社会福祉法人 睦月会 ☎042-439-8318 042-439-8307 laugh@mutukikai.or.jp 平野 手工芸品
(サシェ、ランプシェード等)

市内イベントでの自主生産品の販売

・すべて手作りのため、長めの納期をいただく場合がござい
ます。
・受注数や内容に関してはご相談ください。
・心を込めて作業させていただきます。

17 Life Design　ゆにぞん 就労継続支援B型 社会福祉法人 睦月会 ☎042-439-8325 042-439-8307 unizon@mutukikai.or.jp 林
・丁合、封入、封緘、梱包
・商品のパッケージ、詰め合わせ
・その他軽作業

ギフト用化粧箱の組み立て及び製品詰め合わせ
納期の遵守、品質・個人情報管理を徹底しています。左記の
他、受注内容につきましては、お気軽にお問合せください。

18 Life Design あくと 生活介護 社会福祉法人 睦月会 ☎042-452-2775 042-452-2776 act@mutukikai.or.jp 関口 衣類洗濯
折り込み、ポスティング

社協、スポーツセンターからのイベント法被、ビブス、ジャン
パー、ハチマキなどの洗濯。
タウン誌の折り込み、ポスティング

家庭用の洗濯機で対応できるもののみ。
心を込めて丁寧に作業させていただきま
す。納期にお時間がかかることがあります。

c_room_yuuhou@yahoo.co.jp 渡辺

8 たなし工房 就労継続支援B型 NPO法人
ハートフィールド

☎042-468-3061 042-452-8080 tanabou@guitar.ocn.ne.jp 渡辺・原

7 コミュニティルーム友訪 就労継続支援B型 NPO法人 友訪 ☎042-438-0091 042-438-0091

西東京市内の障害者就労施設等受注可能な業務の一覧表（令和４年４月現在）

4 就労継続支援B型 社会福祉法人　ウーノ ☎042-452-6565 042-452-6565 山田
品質管理、納期の厳守、情報管理等は徹底しています。
食品については完全手作りのため、早めのご予約をお願い
いたします。
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