
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課

（令和4年度更新）

就労支援事業所

物品・役務 リスト



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

合同会社みらい 福祉作業所ブーゲン 901-0235 沖縄県豊見城市名嘉地109番4 098-987-4870 098-987-4852 就労継続支援（Ｂ型） 印刷物の加工、検品

一般社団法人結福祉会 Ａｃｔｉｖｅ 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊177-3　1F 098-975-9661 098-975-9662 就労継続支援（Ｂ型） Tシャツ作成、検品、封入

特定非営利活動法人ロービジョンライフ
沖縄

ロービジョンライフ繁多川 902-0071 沖縄県那覇市繁多川4丁目6番50号 098-996-1991 098-995-8773 就労継続支援（Ｂ型） チラシの挟み込み

社会福祉法人沖縄コロニー
就労継続支援事業所　沖縄コロニーセン
ター

901-2126 沖縄県浦添市宮城4-9-17 098-877-3344 098-877-2190 就労継続支援（Ｂ型） 名刺入力、印刷、レイアウト

特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷
者協会

障がい者ITサポートおきなわ 901-2121
沖縄県浦添市内間５丁目４番３号　ハウジン
グシーサー101号

098-961-6715 098-961-6716 就労継続支援（Ｂ型） 名刺、チラシ、冊子等の制作、印刷

一般社団法人　アトリエみらい 福祉サービス事業所　フロンティア 905-1155 沖縄県名護市我部祖河208-１ 0980-52-4848 0980-52-4848 就労継続支援（Ｂ型） PCでの印刷業務

合同会社　仲大道 就労継続支援事業所 がんばろう 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底91番地 098-056-3901 098-056-3901 就労継続支援（Ｂ型） パソコンで名刺の作成

役務リスト（印刷）

F　印刷

40　その他の印刷



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

42　資源回収・分別

特定非営利活動法人　ゆい心 障害者支援事業所　ゆいまーる 900-0023 沖縄県那覇市楚辺１－５－５ 098-836-6050 098-836-6050 就労継続支援（Ｂ型） 資源物のより分け・販売

一般社団法人yamaken
就労継続支援B型事業所　光の郷　ゆら
てぃく

901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城329番地 098-987-1747 098-987-1747 就労継続支援（Ｂ型） 不用品回収・修復販売

一般社団法人　スマイリーはうす スマイリーワーク 903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間346番地 098-944-1777 098-946-4340 就労継続支援（Ｂ型） 資源ごみ分別作業（西原町）

特定非営利活動法人あけぼの 支援センター　あけぼの 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-2-22 098-939-2913 098-989-8973 就労継続支援（Ｂ型） 資源ごみ回収（新聞、ダンボール、アルミ缶回収）

特定非営利活動法人　友結 多機能型事業所　友結 901-2214
沖縄県宜野湾市我如古3丁目7番5号　ﾊｲﾂ
山本101号室

098-917-1216 098-917-1214 就労継続支援（Ｂ型） 資源回収・分別

特定非営利活動法人みらい Ｐサポート　ひかり 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納525番地8 098-956-1183 098-956-1183 就労継続支援（Ｂ型）
ペットボトル分別作業（委託）、清掃作業（委託）、液体洗剤の
小分けから販売

合同会社大和 やまと 904-2215
沖縄県うるま市みどり町1-1-9　スペース22
102号

098-989-9923 098-989-9923 就労継続支援（Ｂ型） アルミ缶分別、ペットボトルの分別

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議
会

就労支援センター「はばたき」 904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1875番地 098-968-4601 098-968-4601 就労継続支援（Ｂ型） 資源回収(古紙・ダンボール・ペット)ボトル

特定非営利活動法人ナカヤ 就労継続支援事業所　ナカヤ 901-0152 沖縄県那覇市小禄５丁目１８番２号　1階 098-859-4667 098-987-9999 就労継続支援（Ｂ型） 空き瓶の選別

合同会社心輪 就労支援センター心輪 902-0071 沖縄県那覇市繁多川五丁目4番22号 098-836-2831 098-836-2832 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、アルミ缶の回収・販売

株式会社はーべすと B型作業所はーべすと 902-0062 沖縄県那覇市松川一丁目９番５号 098-851-9442 098-851-9442 就労継続支援（Ｂ型） 空き缶やペットボトルの回収、洗浄・プレス、ビンの分別

NPO法人ふくぎ会 サポートセンターふくぎ 901-0156 沖縄県那覇市田原225-15 098-987-1246 098-987-1268 就労継続支援（Ｂ型） 回収（アルミ缶・古紙）、空ビン選別（那覇市委託）

特定非営利活動法人　障がい者支援セ
ンターぴゅあ

障害者支援センターぴゅあ 901-0362 沖縄県糸満市真栄里８５７番地 098-992-1016 098-992-1016 就労継続支援（Ｂ型） 新聞・雑誌・段ボール・空き缶、の回収、分別、販売

医療法人へいあん 就労支援事業所　就労プラザわく・わく 901-2111 沖縄県浦添市経塚346番地 098-942-5200 098-942-5040 就労継続支援（Ｂ型） 缶の仕分け、古紙回収

一般社団法人 虹色家族 障がい者就労・自立支援センターぐっぴぃ 901-2114
沖縄県浦添市安波茶３丁目４番６号宮城荘
101

098-871-0267 098-871-0268 就労継続支援（Ｂ型） 空缶の分別、リサイクル

一般社団法人　浦添市身体障がい者福
祉協会

障がい者就労支援センター　すばる 901-2133 沖縄県浦添市城間２丁目27番２号 098-955-2395 098-955-2395 就労継続支援（Ｂ型） アルミ缶・古紙回収

社会福祉法人　育成福祉会 ワークプラザ南風 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平540 098-889-4878 098-889-3809 就労継続支援（Ｂ型） 資源ごみ・粗大ごみの回収、分別

特定非営利活動法人やえせ就労支援
センター野の花

就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1502番地の５ 098-835-7700 098-835-7701 就労継続支援（Ｂ型） 古紙・空き缶回収、スチロールの回収

社会福祉法人宇堅福祉会 就労支援センターこくば 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋240番地1 098-987-1606 098-987-1719 就労継続支援（Ｂ型） 瓶の仕分け

NPO法人　星輝福祉会 指定障がい福祉サービス事業所えいと 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長157-4 098-945-9147 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） アルミ缶、古紙、段ボール

社会福祉法人　琉球溢愛会 就労継続支援B型事業所　すまいる 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城185-6 098-917-1082 098-917-2764 就労継続支援（Ｂ型） 資源化物分別作業、アルミ缶回収

有限会社ゆうかり商事 就労継続支援B型事業所ららら 900-0003
沖縄県那覇市安謝二丁目23番29号　うりず
ん1階

098-988-4420 098-988-4424 就労継続支援（Ｂ型） 回収（アルミ缶・ペットボトル）

特定非営利活動法人ゆい・ハート福祉
会

福祉作業所ゆいハート 901-0202 沖縄県豊見城市嘉数729番地 098-996-1248 098-996-1249 就労継続支援（Ｂ型） アルミ缶、古紙を回収業者に卸している

株式会社ユニティー ユニティー 904-0011 沖縄県沖縄市照屋３丁目３番１号 098-929-3168 098-979-5718 就労継続支援（Ｂ型） プラスチック製品の分別作業

社会福祉法人　蒼生の会 蒼生学園 901-2212 沖縄県宜野湾市長田2-15-1 098-893-4137 098-893-6579 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、段ボール、空瓶、缶の回収

社会福祉法人　はごろも福祉会 障がい福祉サービス事業所　はごろも 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4-4-6 098-897-7181 098-897-7186 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、段ボールの回収、販売

特定非営利活動法人ゆい沖縄 就労継続支援事業所ゆい沖縄 901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾3-13-1 098-963-6581 098-963-6582 就労継続支援（Ｂ型） 缶や古紙分別、業者への運搬

役務リスト（リサイクル事業）

G　リサイクル事業



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

役務リスト（リサイクル事業）

42　資源回収・分別

株式会社ベストスマイル ベストスマイル 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1-1-17　永山ﾋﾞﾙ1F 098-943-1904 098-943-1905 就労継続支援（Ｂ型） 空き缶・段ボール回収・販売

株式会社障がい者支援センター エデュカーレ 901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原三丁目17番２号　友
愛ビル２階

就労継続支援（Ｂ型） 古紙の仕分け作業

社会福祉法人　残波かりゆし会 就労継続支援事業所　ｅ－ライン 904-0301 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味1866 098-957-3890 098-979-5560 就労継続支援（Ｂ型） 廃油、古紙回収販売

社会福祉法人残波かりゆし会 元気サポートウェルよみたん 904-0301 沖縄県中頭郡読谷村座喜味1866番地 098-957-1107 098-957-1108 就労継続支援（Ｂ型） ペットボトル分別作業

社会福祉法人宇堅福祉会 就労サポートセンター　ありんこ 904-2211 沖縄県うるま市宇堅919 098-973-1888 098-974-6043 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、缶の回収

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会
指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴ
あ

904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、ダンボール、缶の回収

合同会社　ごや うるま作業所 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4460 098-983-0210 098-983-0213 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、アルミ缶、配線銅の回収

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉
会連合会

サポートセンターゆい 904-2224 沖縄県うるま市大田696-10 098-974-5779 098-974-5779 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、アルミ缶の回収

合同会社うるま農場 バルサミーナ 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納1681番地79 098-965-5300 098-965-5300 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、空き缶回収販売

社会福祉法人名護学院 ワークサポートひびき 905-0012 沖縄県名護市名護4558-1 0980-53-3110 0980-52-5630 就労継続支援（Ｂ型） ペットボトル分別作業

株式会社知的障害者支援センターかけ
はし

障害福祉サービス事業所かけはし 905-1155 沖縄県名護市我部祖河1197-13 0980-54-4933 0980-43-7011 就労継続支援（Ｂ型） 缶、瓶回収販売

特定非営利活動法人ロービジョンライフ
沖縄

ロービジョンライフ名護 905-0005 沖縄県名護市為又1050番地1 0980-54-3460 0980-54-3460 就労継続支援（Ｂ型） 古紙・空き缶回収

名護市障がい者団体協議会 おひさま工房 905-1204 沖縄県国頭郡東村平良471番地24 0980-53-1173 0980-53-1172 就労継続支援（Ｂ型） 空き缶の回収

特定非営利活動法人　きずな たんぽぽ作業所 905-0503 沖縄県国頭郡伊江村川平238番地の３ 0980-49-5927 0980-49-5927 就労継続支援（Ｂ型） 資源ごみ分別、缶・瓶の回収

社会福祉法人アタイハートネットワーク まちやーゆいとぴあ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部127番地 0980-43-5532 0980-43-5561 就労継続支援（Ｂ型） 町内組合、清掃組合でのゴミの分別作業

社会福祉法人　アタイハートネットワー
ク

アガチュンもとぶ 905-0212 沖縄県国頭郡本部町字大浜858番地9 0980-43-5107 0980-43-5108 就労継続支援（Ｂ型） 可燃、不燃、資源ごみの分別

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議
会

ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） 空き缶、新聞、古紙、衣類、雑貨、セトモノ等の回収

社会福祉法人基督教児童福祉会愛隣
園

ワークセンター　愛の園 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2943 098-945-2357 098-945-1078 就労継続支援（Ｂ型） 缶、瓶、ペットボトル、古紙、古布の回収・分別

株式会社まほろば まほろば 901-1301 沖縄県島尻郡与那原町板良敷838番地　1階 098-944-2552 098-944-2552 就労継続支援（Ｂ型） リサイクル資源の回収・解体

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンターさち・さしき 901-1415 沖縄県南城市佐敷新開1-240 098-947-4880 098-947-4880 就労継続支援（Ｂ型） 古紙、アルミ缶の回収

社会福祉法人　ユームツ会 就労継続支援B型　青潮園 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里2632-1 0980-72-7795 0980-72-4554 就労継続支援（Ｂ型） 可燃ゴミ収集

44　その他のリサイクル事業

一般社団法人yamaken
就労継続支援B型事業所　光の郷　ゆら
てぃく

901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城329番地 098-987-1747 098-987-1747 就労継続支援（Ｂ型） 不用品回収・修復販売

特定非営利活動法人ロービジョンライフ
沖縄

ロービジョンライフ繁多川 902-0071 沖縄県那覇市繁多川4丁目6番50号 098-996-1991 098-995-8773 就労継続支援（Ｂ型） ポチ袋、封筒の作成

合同会社はっぴぃ 就労支援ハート・ラボ 902-0072 沖縄県那覇市真地285番地11　2階 098-996-1920 098-996-1921 就労継続支援（Ｂ型） 銅線の剥がし、販売。

株式会社はなたけ 就労サポート　ジャンプ 902-0066 沖縄県那覇市大道54番地 098-887-0112 098-887-0112 就労継続支援（Ｂ型） 瓶選別作業

合同会社Oase沖縄 オアシス 904-2152
沖縄県沖縄市明道1-16-12　明道ガーデン
D-1

098-989-3927 098-989-3928 就労継続支援（Ｂ型） 使用不能の印刷機器を解体、金属を分別し販売する

有限会社障害児・者在宅支援センター
わーい

就労継続支援B型　スクラム 904-0021
沖縄県沖縄市胡屋1-2-2　ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ勝美
地下１階

070-5536-
1190

098-938-4610 就労継続支援（Ｂ型） 自動車のシートベルトを再利用した商品制作



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

役務リスト（リサイクル事業）

44　その他のリサイクル事業

特定非営利活動法人　友結 多機能型事業所　友結 901-2214
沖縄県宜野湾市我如古3丁目7番5号　ﾊｲﾂ
山本101号室

098-917-1216 098-917-1214 就労継続支援（Ｂ型） 蛍光灯器具の解体作業

社会福祉法人中城村社会福祉協議会 指定就労継続支援B型事業所きらり 901-2404 沖縄県中頭郡中城村添石236 098-943-6873 098-943-6874 就労継続支援（Ｂ型）
地元企業によるリサイクル肥料の袋詰め、販売　アルミ缶分
別作業

特定非営利活動法人　あすなろ福祉会 サポートセンターあすなろ 901-1303
沖縄県島尻郡与那原町与那原3861　仲里ア
パート101

098-944-5119 098-946-4543 就労継続支援（Ｂ型） リサイクルトナーの販売

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンターさち・さしき 901-1415 沖縄県南城市佐敷新開1-240 098-947-4880 098-947-4880 就労継続支援（Ｂ型） 廃材を使用した、ネックレス、ストラップの作成、販売



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

45　クリーニング

社会福祉法人　朝日福祉会 就労支援センター　どりーむ 904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武11655-10 098-968-3575 098-968-3575 就労継続支援（Ｂ型）
ユニフォーム・衣類・タオル・シーツ等の回収及び洗濯仕上
げ。配送

株式会社おきさぽ
就労継続支援Ｂ型名嘉真事業所　おきさ
ぽ

904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2386　Ａ棟 098-911-1938 098-953-3266 就労継続支援（Ａ型） ホテル清掃

沖縄県身体障害者福祉協会 就労支援センター太陽の町 901-0502 沖縄県島尻郡八重瀬町字大頓1154番地1 098-851-7522 098-851-9522 就労継続支援（Ｂ型） クリーニング（事業所）

医療法人　正清会 ライフサポート久田 900-0014 沖縄県那覇市松尾2－15－27 098-867-7890 098-867-7890 就労継続支援（Ｂ型） 衣類クリーニング

特定非営利活動法人アルバ アルバ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号1階 098-878-2639 098-878-2639 就労継続支援（Ｂ型） かりゆしウェアのアイロン業務。

社会福祉法人　育成福祉会 ワークプラザ南風 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平540 098-889-4878 098-889-3809 就労継続支援（Ｂ型） 衣類のシミ落とし、アイロン掛け

一般社団法人観光農林商工交流会 （指定事業所）生活・就労自立支援ともしび 900-0031 沖縄県那覇市若狭3丁目12番9号　2階 098-953-6938 098-953-6938 就労継続支援（Ｂ型） リネン用品の洗濯。

社会福祉法人楓葉の会 福祉就労センター楓葉館 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-36-2 098-938-5443 098-934-5743 就労継続支援（Ｂ型） ビルクリーニング

有限会社てぃーだソーシャルサービス 就労センター　てぃーだ泡瀬 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目11番18号　てぃー
だうりずんビル

098-929-0123 098-929-0124 就労継続支援（Ｂ型） ハウスクリーニング、中古レコードや古本のクリーニング

社会福祉法人　大信福祉会 てぃーだ 904-2166 沖縄県沖縄市古謝津嘉山町14番16号　1階 098-989-7075 098-989-7820 就労継続支援（Ｂ型） 当法人の入所施設の洗濯、仕分け各居室への配布

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンドKitanaka Office 901-2316
沖縄県中頭郡北中城村安谷屋2191-4
HQDM TAURUS S301

098-923-1553 098-923-1554 就労継続支援（Ｂ型） おしぼりのクリーニング、梱包

一般社団法人 一二三 楽学喜サポート アチェンド 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊549番地 金盛ビル2F 098-943-7300 098-943-7292 就労継続支援（Ｂ型） おしぼりのクリーニング、梱包

株式会社　ほっとライフ 就労継続支援事業所　あい 901-2204 沖縄県宜野湾市上原１丁目14番１号 098-892-2823 098-892-8902 就労継続支援（Ｂ型） 老人ホームからの衣類の洗濯、乾燥、タタミ作業

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンド音市場 904-0031
沖縄県沖縄市上地1-1-1コザミュージックタ
ウン102

098-987-8530 098-987-8531 就労継続支援（Ｂ型） おしぼりのクリーニング、梱包

社会福祉法人　ユームツ会 就労継続支援B型　青潮園 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里2632-1 0980-72-7795 0980-72-4554 就労継続支援（Ｂ型） 衣類、シーツのクリーニング

46　リネンサプライ

一般社団法人スマイリーはうす スマイリーワークＡ 903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間153番地 098-944-1777 098-946-4340 就労継続支援（Ａ型） シーツ交換、皿洗い業務

特定非営利活動法人もも 障害者就労支援事業所もも 901-0244
沖縄県豊見城市宜保382番地1　ひまわりハ
ウス1F

098-856-9311 098-856-9311 就労継続支援（Ａ型） 居室清掃、リネン作業

社会福祉法人　まつみ福祉会 就労継続支援B型事業所ゲラジョブセンター901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 098-850-7768 就労継続支援（Ｂ型） 法人内洗濯業務（シーツ・リネン。）

特定非営利活動法人　カンパニュラ 就労支援事業所　ジョブサポートなは 900-0013 沖縄県那覇市牧志1-14-5 098-979-6633 098-979-6616 就労継続支援（Ｂ型） ホテルベッドメイキング

株式会社はーべすと B型作業所はーべすと 902-0062 沖縄県那覇市松川一丁目９番５号 098-851-9442 098-851-9442 就労継続支援（Ｂ型） 衣類・タオル類の洗濯、仕分け

合同会社フロウ ソーラス 905-0422 沖縄県国頭郡今帰仁村崎山1330番地1 0980-43-9155 0980-43-9156 就労継続支援（Ｂ型） 宿泊施設運営作業

役務リスト（クリーニング事業）

H　クリーニング　　I　リネンサプライ



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

J　その他のサービス（役務）の提供

48　建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務

医療法人　陽和会 ワークライフサポート南山 901-0313 沖縄県糸満市賀数406番地の１ 098-994-3660 098-994-2598 就労継続支援（Ｂ型） 建物清掃、医療施設での清掃業務

社会福祉法人沖縄コロニー
就労継続支援事業所　沖縄コロニーセン
ター

901-2126 沖縄県浦添市宮城4-9-17 098-877-3344 098-877-2190 就労継続支援（Ａ型） 清掃、経理・請求事務

合同会社Monstera 就労支援アロハ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原306番地 098-996-2213 098-996-2213 就労継続支援（Ｂ型） アパート清掃

社会福祉法人宇堅福祉会 就労支援センターこくば 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋240番地1 098-987-1606 098-987-1719 就労継続支援（Ｂ型）
公共花壇花卉下請け　菓子箱折下請け、草刈り、民間ア
パートの清掃

一般社団法人　結まーる 元気 904-2142
沖縄県沖縄市登川１丁目３番25号　メゾン都
志102号

080-3965-
9482

098-989-4745 就労継続支援（Ｂ型） 清掃作業、草刈、トイレ清掃作業

有限会社ジョイメディア 就労支援センター　ジョイ 904-2163
沖縄県沖縄市大里一丁目11番37号　沖玩ビ
ル4-Ｂ号室

098-989-7521 098-989-7531 就労継続支援（Ｂ型） 清掃業・洗浄作業

社会福祉法人中城村社会福祉協議会 指定就労継続支援B型事業所きらり 901-2404 沖縄県中頭郡中城村添石236 098-943-6873 098-943-6874 就労継続支援（Ｂ型） 企業・介護事業所等の清掃活動

社会福祉法人宇堅福祉会 就労サポートセンター　ありんこ 904-2211 沖縄県うるま市宇堅919 098-973-1888 098-974-6043 就労継続支援（Ｂ型） 公園花壇管理、民間企業敷地内の除草、剪定作業

株式会社三和ハウス サポートサービス三和会 904-2204 沖縄県うるま市西原531番地 098-973-5778 098-973-5778 就労継続支援（Ａ型） 公園清掃・草刈り・防音工事後の清掃など

医療法人タピック 就労支援事業所リガーレ 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地３ 0980-54-3415 0980-54-3404 就労継続支援（Ｂ型）
建物・公園等の清掃作業・除草作業、袋詰め・包装（動物園
エサ・陶芸用土）、洗車、繊維・皮革製品（羊毛フェルト）、フェ
イスシールド組み立て

社会福祉法人一心福祉会 就労センターえすの里 905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波418 0980-44-2117 0980-44-2129 就労継続支援（Ｂ型）
建物・公園等の清掃作業・除草作業、老人ホームの清掃、洗
濯

社会福祉法人　松原福祉会 障がい者就労支援事業所　希望が丘 904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1955-1　１Ｆ
0998-967-

8513
098-967-8501 就労継続支援（Ｂ型） 施設の清掃作業

株式会社おきさぽ
就労継続支援Ｂ型名嘉真事業所　おきさ
ぽ

904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2386　Ａ棟 098-911-1938 098-953-3266 就労継続支援（Ｂ型）
居酒屋、ホテル清掃、居酒屋、コインランドリー、不動産物件
の清掃

特定非営利活動法人すこやかネット わかば自立支援センター 906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根676-9 0980-72-8403 0980-72-8423 就労継続支援（Ｂ型） 公園清掃・黒糖製造、文化財の清掃、除草作業

社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業
団

あけぼの学園 906-0006 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-5 0980-72-1660 0980-72-4961 就労継続支援（Ｂ型） 公園、介護施設、民間企業の除草作業、ごみ拾い

株式会社　ビザライ 夢工房　宮古 906-0015 沖縄県宮古島市平良久貝875-2 0980-79-0361 0980-79-0362 就労継続支援（Ａ型） 建物、公園の清掃・除草作業

合同会社パワーコード ALPS Center 900-0016 沖縄県那覇市前島3-19-8 098-943-5137 098-943-5137 就労継続支援（Ｂ型） トレーニングジム清掃

(有)ニヘーデービル 就労継続支援B型事業所　サンキュー 904-2163 沖縄県沖縄市大里56番地 098-989-5670 098-989-5787 就労継続支援（Ｂ型） 老人施設清掃,シーツ交換

特定非営利活動法人　大福 フレンドリー工房 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地６９－３
080-6491-

5594
098-945-8218 就労継続支援（Ｂ型） アパート管理・ポスティング

合同会社　Kupono 就労継続支援B型事業所　Kupono 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原２丁目31番地の16 098-975-5778 098-975-5779 就労継続支援（Ｂ型） 飲食店清掃

株式会社SHINGAKI Reve 900-0013
沖縄県那覇市牧志2丁目17番46号　平良ビ
ル３F

098-943-5537
098-9436-

5549
就労継続支援（Ｂ型） 建物の清掃業務等

特定非営利活動法人　あごらぴあ 就労支援あ・ん 902-0062 沖縄県那覇市松川445-2 098-885-1739 098-885-1739 就労継続支援（Ｂ型） コインランドリーの清掃

特定非営利活動法人　ふぃーるど・ぱわー 就労支援事業所　まる 903-0806 沖縄県那覇市首里汀良町2丁目6番地 098-943-7358 098-943-7357 就労継続支援（Ｂ型） 清掃作業

特定非営利活動法人ナカヤ 就労継続支援事業所　ナカヤ 901-0152 沖縄県那覇市小禄５丁目１８番２号　1階 098-859-4667 098-987-9999 就労継続支援（Ｂ型） マンションの共有部分の清掃

合同会社エクセレントサービスジャパン ＥＳＪ 900-0033 沖縄県那覇市久米一丁目７番３号 098-862-0333 098-862-0333 就労継続支援（Ｂ型） ビル・駐車場・飲食店の清掃作業

合同会社心輪 就労支援センター心輪 902-0071 沖縄県那覇市繁多川五丁目4番22号 098-836-2831 098-836-2832 就労継続支援（Ｂ型） 庭、駐車場の清掃

特定非営利活動法人みみ みみの木 900-0031 沖縄県那覇市若狭１丁目２番９号　１階 098-988-8662 098-963-7772 就労継続支援（Ｂ型） 保育園の清掃、

役務リスト（その他役務）



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

役務リスト（その他役務）

48　建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務

合同会社ことぶき 就労継続支援　ことぶき 901-0153
沖縄県那覇市宇栄原3-9-32(A棟)、宇栄原
3-9-33(B棟)

098-996-1380 098-996-1380 就労継続支援（Ｂ型） 室内の清掃・草刈り

合同会社　はる Lokahi 902-0075 沖縄県那覇市国場335-3 098-996-2128 098-996-2129 就労継続支援（Ｂ型） 庭の手入れ、階段の清掃

社会福祉法人　たまん福祉会 就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 098-995-1310 就労継続支援（Ｂ型） 買い物カゴの洗浄作業、道路の除草作業

株式会社沖縄観光開発 就労継続支援B型事業所　沖縄観光開発 901-0311 沖縄県糸満市武富589番地3 098-996-5432 098-996-2356 就労継続支援（Ｂ型） 店舗清掃

社会福祉法人　若竹福祉会 社会就労センターわかたけ 901-2102 沖縄県浦添市字前田998-3 098-877-0664 098-877-0725 就労継続支援（Ｂ型） 公園清掃、除草

医療法人へいあん 就労支援事業所　就労プラザわく・わく 901-2111 沖縄県浦添市経塚346番地 098-942-5200 098-942-5040 就労継続支援（Ｂ型） 病院敷地内の清掃。

合同会社 中道 たどり舎 901-2122 沖縄県浦添市勢理客3-11-9　102号 098-943-7907 098-963-7292 就労継続支援（Ｂ型） アパート・店舗の清掃作業

一般社団法人 虹色家族 障がい者就労・自立支援センターぐっぴぃ 901-2114
沖縄県浦添市安波茶３丁目４番６号宮城荘
101

098-871-0267 098-871-0268 就労継続支援（Ｂ型） 洗車、敷地内清掃、草刈り

一般社団法人　浦添市身体障がい者福祉協会 障がい者就労支援センター　すばる 901-2133 沖縄県浦添市城間２丁目27番２号 098-955-2395 098-955-2395 就労継続支援（Ｂ型） 都市公園・体育施設の除草、清掃

一般社団法人　かりゆし結 指定障がい福祉サービス事業所　かりゆし結 901-2125
沖縄県浦添市仲西１丁目２番２号ウイングビ
ル３Ｆ

098-876-5707 098-943-4094 就労継続支援（Ｂ型） 老人ホームでの清掃作業。居酒屋の清掃

株式会社Lien 就労支援リアン 901-2101 沖縄県浦添市西原一丁目8番11号　1階 098-943-3133 098-943-3134 就労継続支援（Ｂ型） 清掃（学童・工場・パーラー、鉄板）

特定非営利活動法人アルバ アルバ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号1階 098-878-2639 098-878-2639 就労継続支援（Ｂ型） 建物、敷地内の清掃受託。

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉
会連合会

てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 098-888-5655 就労継続支援（Ｂ型） 沖縄県スポーツ協会館内清掃

株式会社　杉並メディカルズ
指定障害福祉サービス事業所　なかゆくい
新川

901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川458-1番地 098-835-6986 098-888-3782 就労継続支援（Ｂ型） 病室の清掃、病院内環境整備

社会福祉法人西原町社会福祉協議会 サポートセンター　はばたき 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城135番地 098-943-6251 098-946-6777 就労継続支援（Ｂ型） 清掃（社会福祉センター、大典寺）

NPO法人　星輝福祉会 指定障がい福祉サービス事業所えいと 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長157-4 098-945-9147 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） ビーチクリーン

社会福祉法人　琉球溢愛会 就労継続支援B型事業所　すまいる 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城185-6 098-917-1082 098-917-2764 就労継続支援（Ｂ型） 老人施設清掃

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納239番地 098-956-8955 098-956-8955 就労継続支援（Ｂ型） 委託先の清掃、草刈り、塗装

特定非営利活動法人ミラソル会 自立サポートセンターみらそる 901-2424 沖縄県中頭郡中城村南上原831 098-894-5570 098-894-5570 就労継続支援（Ｂ型） 施設内清掃

社会福祉法人　からし種の会 障害福祉サービス事業所アトリエ種子 903-0803 沖縄県那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797 098-894-8455 就労継続支援（Ｂ型） 清掃、クリーニング、洗車

医療法人　天仁会 天樹苑 900-0005 沖縄県那覇市天久１１２３番地 098-868-2914 098-868-4093 就労継続支援（Ｂ型） 芝刈り作業

特定非営利活動法人ちゅいたれーいだ
れーい

就労支援センター首里 903-0811 沖縄県那覇市首里赤平町2丁目67番地5 098-885-9239 098-894-2710 就労継続支援（Ｂ型） 清掃（文化財、老人ホーム）

特定非営利活動法人　わくわくの会 さぽーとせんたーｉ　とぉ～ち 903-0805 沖縄県那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-882-3312 098-882-3312 就労継続支援（Ｂ型） 市内公園の清掃・草刈り

社会福祉法人　伊集の木会 就労支援　いじゅの木 902-0061
沖縄県那覇市古島12－1ピュアパレス黒潮
101号

098-864-0033 098-864-0107 就労継続支援（Ｂ型） 官公庁の花壇植栽・維持管理

特定非営利活動法人　てぃーだかんかん 就労センター　てぃーだかんかん 900-0005
沖縄県那覇市天久二丁目29番地22号
てぃーだ新都心ﾋﾞﾙ

098-867-4911 098-860-7378 就労継続支援（Ｂ型） 施設内外の整備・清掃

一般社団法人　オリーブの家 就労ネットワーク　オリーブの家 902-0073
沖縄県那覇市字上間189番地3　ツナミビル
202

098-851-7937 098-851-7938 就労継続支援（Ｂ型） うみそら公園等の清掃

合同会社パワーコード ＡＬＰＳ　Ｃｅｎｔｅｒ 900-0016 沖縄県那覇市前島3-19-8 098-943-5137 098-943-5137 就労継続支援（Ｂ型） トレーニングジムの清掃
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一般社団法人観光農林商工交流会 （指定事業所）生活・就労自立支援ともしび 900-0031 沖縄県那覇市若狭3丁目12番9号　2階 098-953-6938 098-953-6938 就労継続支援（Ｂ型） 請負現場の草刈り

株式会社ＳＨＩＮＧＡＫＩ Ｒｅｖｅ 900-0013
沖縄県那覇市牧志2丁目17番46号　平良ビ
ル３F

098-943-5537 098-9436-5549 就労継続支援（Ｂ型） デイケアの清掃他、ベッドメーク

社会医療法人　葦の会 就労継続支援Ｂ型事業所 Cafe わきみず 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356番地5 098-886-2320 098-886-2420 就労継続支援（Ｂ型） 清掃

医療法人　卯の会
医療法人　卯の会　就労支援事業所あら
た舎

904-0011 沖縄県沖縄市照屋5-23-8 098-938-2100 098-938-2300 就労継続支援（Ｂ型） 公園草刈り作業

特定非営利活動法人あけぼの 支援センター　あけぼの 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-2-22 098-939-2913 098-989-8973 就労継続支援（Ｂ型） こどもの国の草刈、ゴミの回収

特定非営利活動法人くらしき 支援センターくらしき 904-2141 沖縄県沖縄市池原4-2-1 098-939-5230 098-975-6255 就労継続支援（Ｂ型） 公園の管理、草刈、清掃、低木の剪定、トイレ清掃

有限会社てぃーだソーシャルサービス 就労センター　てぃーだ泡瀬 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目11番18号　てぃー
だうりずんビル

098-929-0123 098-929-0124 就労継続支援（Ｂ型） 農園の種植え、収穫、除草作業、集荷野菜の箱詰、出荷

有限会社障害児・者在宅支援センター　わーい 就労継続支援B型　スクラム 904-0021
沖縄県沖縄市胡屋1-2-2　ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ勝美
地下１階

070-5536-1190 098-938-4610 就労継続支援（Ｂ型） 庭の管理作業

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンドKitanakaOffice 901-2316
沖縄県中頭郡北中城村安谷屋2191-4
HQDM TAURUS S301

098-923-1553 098-923-1554 就労継続支援（Ｂ型） 海浜公園の清掃と園芸作業

株式会社ユニティー ユニティー 904-0011 沖縄県沖縄市照屋３丁目３番１号 098-929-3168 098-979-5718 就労継続支援（Ｂ型） 公園やトイレの清掃、草刈り作業

一般社団法人 一二三 楽学喜サポート アチェンド 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊549番地 金盛ビル2F 098-943-7300 098-943-7292 就労継続支援（Ｂ型） 海浜公園の清掃

一般社団法人　パピルス パピルス 901-2223 沖縄県宜野湾市大山2丁目15番14号 098-898-9155 098-898-9155 就労継続支援（Ｂ型） テナントビルの共有部分の清掃

アップドウ合同会社 障害者支援センターアップドウぎのわん 901-2224
沖縄県宜野湾市真志喜二丁目４番３号　M'S
ビル301号室

098-943-5357 098-943-5358 就労継続支援（Ｂ型） 個人宅での草刈り作業、企業の花壇管理

社会福祉法人残波かりゆし会 元気サポートウェルよみたん 904-0301 沖縄県中頭郡読谷村座喜味1866番地 098-957-1107 098-957-1108 就労継続支援（Ｂ型） 公園の清掃、除草作業

社会福祉法人北谷町社会福祉協議会 「ニライの里」 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平414番地１ 098-936-2994 098-936-7225 就労継続支援（Ｂ型） 公共施設の清掃、選挙時看板設置

社会福祉法人残波かりゆし会 就労支援センター　うぃず 904-0312
沖縄県中頭郡読谷村比謝矼55番地　比謝矼
複合施設1階

098-989-5420 098-989-5422 就労継続支援（Ｂ型） 農園や農業試験場の草刈り、清掃

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンド音市場 904-0031
沖縄県沖縄市上地1-1-1コザミュージックタ
ウン102

098-987-8530 098-987-8531 就労継続支援（Ｂ型） レストランのバックヤード作業、清掃、海浜公園の清掃

特定非営利活動法人みらい Ｐサポート　ひかり 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納525番地8 098-956-1183 098-956-1183 就労継続支援（Ｂ型） 公共施設やアパート共有部分の清掃

社会福祉法人中陽福祉会 うるま市障がい者支援センターあやはし苑 904-2301 沖縄県うるま市与那城照間702 098-978-1280 098-978-1288 就労継続支援（Ｂ型） 施設の草刈り作業

社会福祉法人　大樹会 就労継続支援施設　くわの実 904-2225 沖縄県うるま市喜屋武301 098-974-3288 098-974-3430 就労継続支援（Ｂ型） 公園や委託アパートの清掃、草刈り

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会 指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴあ 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） 公園の清掃、ヤード作業

合同会社　美橋 プラザあやはし 904-2312
沖縄県うるま市勝連平安名1845番地　佐久
田アパート1F

098-978-7317 098-978-7317 就労継続支援（Ｂ型） 不法投棄ゴミの清掃作業、公共施設の清掃

株式会社アジュテ サポートセンターアジュテ 904-1102 沖縄県うるま市石川東山１－７－１５ 098-975-6353 098-979-5898 就労継続支援（Ｂ型） 公園の清掃、草刈り、企業公用車の洗車

合同会社　朝陽 あさひの家（就労） 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納721-２ 098-989-6606 098-989-6606 就労継続支援（Ｂ型） グループホームの清掃

株式会社アジュテ cafe ajyute 904-1102 沖縄県うるま市石川東山１丁目7-15 098-923-4224 098-923-4226 就労継続支援（Ｂ型） 老人居宅清掃
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合同会社GROW 就労継続支援ホープうるま 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4059番地１ 098-988-7838 098-988-7839 就労継続支援（Ｂ型） 他施設の草刈り作業、選挙看板設置及び撤去

合同会社ＥＡＲＴＨ． 就労継続支援Ｂ型事業所ゆらら 904-1106 沖縄県うるま市石川二丁目10番21号 098-923-2799 098-923-2775 就労継続支援（Ｂ型） 草刈り

社会福祉法人　いしなぐ福祉会 いしなぐ（多機能型事業所） 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐８０４－２ 0980-52-1479 0980-53-5964 就労継続支援（Ｂ型） 公園の清掃、除草作業

社会福祉法人名護学院 ワークサポートひびき 905-0012 沖縄県名護市名護4558-1 0980-53-3110 0980-52-5630 就労継続支援（Ｂ型） アパートや商業施設の清掃

株式会社知的障害者支援センターかけはし 障害福祉サービス事業所かけはし 905-1155 沖縄県名護市我部祖河1197-13 0980-54-4933 0980-43-7011 就労継続支援（Ｂ型） ビル清掃、アパートの草刈り、漁港せり市場の清掃、洗車

医療法人　社団　輔仁会 指定障害福祉サービス事業所　せせらぎの里 905-0012 沖縄県名護市名護5590 0980-55-8988 0980-55-8772 就労継続支援（Ｂ型） 施設の清掃

株式会社知的障害者支援センターかけはし 障害福祉サービス事業所 いしずえ 905-0018 沖縄県名護市大西3-19-69 0980-52-3726 0980-43-5959 就労継続支援（Ｂ型） アパートの共有部分やホテル客室の清掃、ごみ収集・分別

株式会社しまねこ しまねこカフェ 905-0019
沖縄県名護市大北五丁目９番17号　ﾘﾊﾞｰ
ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ101

0980-43-5100 0980-43-5132 就労継続支援（Ｂ型） アパート敷地内の清掃

特定非営利活動法人　いちゃゆん会 福祉サービス事業所　ちむぐくる 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 就労継続支援（Ｂ型）
海岸清掃、沿道掃除、草刈り、除草作業、沿道のプランター
の花の管理

名護市障がい者団体協議会 おひさま工房 905-1204 沖縄県国頭郡東村平良471番地24 0980-53-1173 0980-53-1172 就労継続支援（Ｂ型） 委託先のトイレ掃除、社協敷地内草刈り作業等

特定非営利活動法人　きずな たんぽぽ作業所 905-0503 沖縄県国頭郡伊江村川平238番地の３ 0980-49-5927 0980-49-5927 就労継続支援（Ｂ型） 道路清掃、海浜清掃、施設美化作業

社会福祉法人　豊饒会 スマイル 905-0214 沖縄県国頭郡本部町渡久地493番地の１ 0980-47-2945 0980-51-6904 就労継続支援（Ｂ型） 漁港、観光ビーチの除草、清掃作業

社会福祉法人アタイハートネットワーク まちやーゆいとぴあ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部127番地 0980-43-5532 0980-43-5561 就労継続支援（Ｂ型） 不動産物件の清掃

社会福祉法人　アタイハートネットワーク アガチュンもとぶ 905-0212 沖縄県国頭郡本部町字大浜858番地9 0980-43-5107 0980-43-5108 就労継続支援（Ｂ型） 公園のトイレ掃除、ごみ拾い、草刈り、低木選定

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会 ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型）
個人宅の、草刈り清掃、委託先（役場・農家）の畑作業、公園
の草刈り

社会福祉法人伊是名村社会福祉協議会 福祉サービス事業所　すまいる 905-0603 沖縄県島尻郡伊是名村仲田1163番地 0980-45-2292 0980-45-2192 就労継続支援（Ｂ型） 村内、公共トイレの清掃

社会福祉法人基督教児童福祉会愛隣園 ワークセンター　愛の園 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2943 098-945-2357 098-945-1078 就労継続支援（Ｂ型）
公園・病院等の除草作業、トイレ掃除、病院敷地内の除草作
業

特定非営利活動法人　あすなろ福祉会 サポートセンターあすなろ 901-1303
沖縄県島尻郡与那原町与那原3861　仲里ア
パート101

098-944-5119 098-946-4543 就労継続支援（Ｂ型） 福祉センター清掃作業、草刈り

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 098-882-8857 就労継続支援（Ｂ型） ゴミ回収、消耗品補充、公園のトイレ掃除・ごみ拾い

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンターさち・さしき 901-1415 沖縄県南城市佐敷新開1-240 098-947-4880 098-947-4880 就労継続支援（Ｂ型）
福祉センター内の室内・トイレ清掃業務、観光地周辺のゴミ
拾い

社会福祉法人　ユームツ会 就労継続支援B型　青潮園 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里2632-1 0980-72-7795 0980-72-4554 就労継続支援（Ｂ型） 施設内ハウスクリーニング、市道路清掃

社会福祉法人みやこ福祉会 みやこ学園 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里3107-243 0980-73-7770 0980-74-2338 就労継続支援（Ｂ型） 公園の清掃、除草作業、トイレ掃除、花壇の管理

社会福祉法人　ムサアザ福祉会 美い舎 906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根807 0980-79-0151 0980-73-5306 就労継続支援（Ｂ型） 沿道の清掃、除草作業

特定非営利活動法人　マーズ くこりもや 906-0002 沖縄県宮古島市平良字狩俣4147－8 0980-72-5665 0980-72-5669 就労継続支援（Ｂ型） 除草作業、植栽作業、生育作業

特定非営利活動法人　やすらぎ やすらぎ障がい者活動支援センター 906-0106 沖縄県宮古島市城辺西里添788番地 0980-77-7800 0980-77-7800 就労継続支援（Ｂ型） 公園の草刈り、ごみ拾い、トイレ掃除

特定非営利活動法人　サシバの会 就労継続支援事業所おおぞら 906-0506 沖縄県宮古島市伊良部長浜1392番地 0980-78-3783 0980-78-3783 就労継続支援（Ｂ型） 観光地トイレ清掃作業、道路植栽及び遊歩道等管理

株式会社グットトライ 就労支援研究所　宮古 906-0012
沖縄県宮古島市平良西里1013-1　コーポつ
ばさ101号

0980-79-5077 0980-79-5077 就労継続支援（Ｂ型） ホテル客室の清掃、ベッドメーキング

特定非営利活動法人はーとふるふきあげ みやこ事業所 906-0303 沖縄県宮古島市下地洲鎌296-2 0980-79-7685 0980-79-7685 就労継続支援（Ｂ型） 有料老人ホームの清掃作業
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48　建物・公園等の清掃作業・除草作業・管理業務

社会福祉法人わしの里 大浜工房 907-0023 沖縄県石垣市字石垣463-3 0980-83-5371 0980-83-5374 就労継続支援（Ｂ型） 駐車場の清掃

社会福祉法人　石垣市社会福祉協議会 就労継続支援事業所　まーる 907-0022
沖縄県石垣市大川387　翁長マンション2号
棟　1階

0980-84-1341 0980-84-1347 就労継続支援（Ｂ型）
結い心センターのトイレ掃除、教室の消毒清掃、廊下モップ
がけ、階段掃除、健康福祉センターの草刈り

合同会社ほっとケア 楽歩ワーキングクラブ 907-0004 沖縄県石垣市登野城630-3 0980-87-0772 0980-87-0773 就労継続支援（Ｂ型） 福祉避難所の外構清掃

合同会社就労継続支援事業所大丈夫 就労継続支援事業所　大丈夫 907-0004 沖縄県石垣市登野城71番地5 0980-87-0124 0980-87-0124 就労継続支援（Ｂ型） 公園のトイレ掃除

49　郵便物の封入・封緘、仕分・発送作業

株式会社はーべすと B型作業所はーべすと 902-0062 沖縄県那覇市松川一丁目９番５号 098-851-9442 098-851-9442 就労継続支援（Ｂ型） チラシ折込み・配布

株式会社Sun Friend ウェリナ 901-2113 沖縄県浦添市大平一丁目35番３号 098-988-9075 098-988-9076 就労継続支援（Ａ型） 郵便物の封入・封緘、仕分、発送作業

有限会社てぃーだソーシャルサービス 就労センター　てぃーだ泡瀬 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目11番18号　てぃー
だうりずんビル

098-929-0123 098-929-0124 就労継続支援（Ｂ型） チラシ配布、

一般社団法人　結まーる 元気 904-2142
沖縄県沖縄市登川１丁目３番25号　メゾン都
志102号

080-3965-9482 098-989-4745 就労継続支援（Ｂ型） 封筒への書類封入

医療法人賢作会 きぼうのわ 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-22-23 098-921-3339 098-879-5581 就労継続支援（Ｂ型） 病院専用封筒の印字、貼り付け

合同会社大和 やまと 904-2215
沖縄県うるま市みどり町1-1-9　スペース22
102号

098-989-9923 098-989-9923 就労継続支援（Ｂ型） 郵便物の封入

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） ポスティング

合同会社　Four-leafくろーばー ワークサポートセンターFour-leafくろーばー 901-1206 沖縄県南城市大里仲間1035番地2 098-975-9797 098-975-9796 就労継続支援（Ｂ型） ポスティング

50　袋詰め・封入・包装・シール貼り等

特定非営利活動法人　カンパニュラ 就労支援事業所　ジョブサポートなは 900-0013 沖縄県那覇市牧志1-14-5 098-979-6633 098-979-6616 就労継続支援（Ｂ型） 野菜袋詰め、お菓子箱詰め

特定非営利活動法人ナカヤ 就労継続支援事業所　ナカヤ 901-0152 沖縄県那覇市小禄５丁目１８番２号　1階 098-859-4667 098-987-9999 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め、封入、シール貼り、箱折

特定非営利活動法法人Peace ピース 901-0145
沖縄県那覇市高良3丁目8番23眞浩商事ビ
ル１Ｆ

098-987-1924 098-987-1838 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め・封入・包装・シール貼り等

特定非営利法人　障がい者支援ｾﾝﾀｰ
ぴゅあ

障害者支援センターぴゅあ 901-0362 沖縄県糸満市真栄里８５７ 098-992-1016 098-992-1016 就労継続支援（Ｂ型）
袋詰め・封入・包装・シール張、菓子箱折り、パンフレット折
込、カタログの封入、海藻の袋詰め

特定非営利法人　心優 福祉作業所　楽楽 901-0305 沖縄県糸満市西崎1-27-5 098-994-1200 098-994-1200 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め、包装、シール貼り、チラシの配布

一般社団法人Clip ワークショップbrio 901-0361 沖縄県糸満市糸満102番地 098-994-3780 098-994-3780 就労継続支援（Ｂ型） 菓子詰め、ラベル貼り

株式会社hull house ハルハウス 901-0404 沖縄県島尻郡八重瀬町高良181番地5 098-998-8886 098-998-8887 就労継続支援（Ｂ型） フードパックの袋詰め、野菜の袋詰め

NPO法人　星輝福祉会 指定障がい福祉サービス事業所えいと 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長157-4 098-945-9147 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型）
お菓子箱検品作業、チラシ折り・挟み込み作業、花包み用新
聞作業、ポスティング作業、ビーチクリーン作業など

社団法人　沖縄県精神障害者福祉会
連合会

ワークプラザユニティー 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田1-3-6 098-929-3168 098-929-3168 就労継続支援（Ｂ型） ハムの詰め合わせ箱の組立て

有限会社てぃーだソーシャルサービス 就労センター　てぃーだ泡瀬 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目11番18号　てぃー
だうりずんビル

098-929-0123 098-929-0124 就労継続支援（Ｂ型）
農耕作業・選別出荷、、ポスティング、包装・シール貼り、そ
の他軽作業受託など

特定費非営利活動法人サポートセン
ターケントミ

愛音楽（アネラ）はうす 904-2162 沖縄県沖縄市海邦1-8-3 098-989-3912 098-989-3912 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸・印刷・チラシ封筒入・農業

一般社団法人沖縄ダルク 多機能型事業所　サントゥアリオ 901-2225
沖縄県宜野湾市大謝名2丁目2-10ABS大謝
名ビル４Ｆ

098-943-8774 098-943-8281 就労継続支援（Ｂ型）
倉庫内シール貼り及び梱包、ポスティング、清掃作業、ガラ
スコーティング作業
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50　袋詰め・封入・包装・シール貼り等

合同会社　Four-leafくろーばー
ワークサポートセンターFour-leafくろー
ばー

901-1206 沖縄県南城市大里仲間1035番地2 098-975-9797 098-975-9796 就労継続支援（Ａ型） 野菜の袋詰め作業、乾物作業、シール貼り

株式会社SOONESS SOONESS 904-0033 沖縄県沖縄市山里2丁目2番1号1階 098-911-1802 098-911-1802 就労継続支援（Ａ型） 袋詰め・封入・包装・シール貼り等

合同会社ここいろ 就労支援事業所ぶどうの木 904-2211 沖縄県うるま市宇堅572番地 098-989-4000 098-989-4005 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸・商品箱詰め委託業務

NPO法人 星輝福祉会 就労継続支援B型　アトリエ・ねこいろ 903-0124
沖縄県中頭郡西原町呉屋86番地　呉屋店舗
102号室

070-5278-
8088

098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） 瓶詰め・封入・包装・シール貼り等

特定非営利活動法人ふれあいセンター 就労継続支援Ｂ型事業所　ふれあいｾﾝﾀｰ 900-0023 沖縄県那覇市楚辺2-28-1 098-833-9139 098-833-9129 就労継続支援（Ｂ型） 封入、ラベル貼り

特定非営利活動法人　ふぃーるど・ぱ
わー

就労支援事業所　まる 903-0806 沖縄県那覇市首里汀良町2丁目6番地 098-943-7358 098-943-7357 就労継続支援（Ｂ型） ラベル貼り

社会福祉法人そてつの会
就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワークそ
てつの実

900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-15-4 098-836-5501 098-979-5577 就労継続支援（Ｂ型） 網貼り、チラシのピッキング、パンフレット折込

合同会社ソフトライオンズ 癒しの家スマイル 900-0032
沖縄県那覇市松山２丁目１２番３号　山根ビ
ル２階

チップス詰め、チラシ折り

合同会社エクセレントサービスジャパン ＥＳＪ 900-0033 沖縄県那覇市久米一丁目７番３号 098-862-0333 098-862-0333 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め、封入、ラベル貼り、箸袋押印

合同会社みらい 福祉作業所　ひだまり 902-0075 沖縄県那覇市国場292番地3 098-836-1278 098-995-7795 就労継続支援（Ｂ型） チラシの折込、トマトのパック詰め

NPO法人ふくぎ会 サポートセンターふくぎ 901-0156 沖縄県那覇市田原225-15 098-987-1246 098-987-1268 就労継続支援（Ｂ型） 箱作り、シール貼り

社会福祉法人　たまん福祉会 就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 098-995-1310 就労継続支援（Ｂ型） 菓子詰め、袋詰め、封入

特定非営利活動法人　ドリームサポー
トたんぽぽ

たんぽぽ福祉作業所 901-0361 沖縄県糸満市糸満1283-2 098-995-0789 098-995-0789 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め（乾物・そうめん）、資材等のシール貼り

株式会社だいこんの花 多機能型生活介護事業所　なかゆくい 901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-16-6 098-894-3660 098-894-3665 就労継続支援（Ｂ型） ちんすこうの袋詰め、箱詰め

株式会社沖縄観光開発 就労継続支援B型事業所　沖縄観光開発 901-0311 沖縄県糸満市武富589番地3 098-996-5432 098-996-2356 就労継続支援（Ｂ型） 果物の袋詰め

合同会社レゾナンス ハピラボ 901-0305 沖縄県糸満市西崎2丁目19番9号1階 098-994-1222 098-994-1222 就労継続支援（Ｂ型） チョコレート箱詰め

特定非営利法人きずなの会 きずなのえん 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖1－4－10 098-876-6039 098-876-6039 就労継続支援（Ｂ型） シール貼り

特定非営利法人　心身障がい者自立支
援そなえ会

障害者地域生活支援センターそなえ会 901-2103 沖縄県浦添市仲間１－１－２ 098-878-8984 098-878-8984 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め、バーコード貼り

特定非営利活動法人　うりずん 障がい者支援事業所うりずん 901-2126 沖縄県浦添市宮城4-1-6-101 098-874-3840 098-894-2045 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め（お菓子・梅・わかめ）、芋の皮むき、シール貼り

特定非営利活動法人みのりの会 就労継続支援施設　みのりの会 901-2133
沖縄県浦添市城間2680番地3　ロイヤルNY
マンション302

098-874-6111 098-894-3310 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め

株式会社Lien 就労支援リアン 901-2101 沖縄県浦添市西原一丁目8番11号　1階 098-943-3133 098-943-3134 就労継続支援（Ｂ型） トマトのパック詰め、うさぎの餌の梱包、季節野菜の袋詰め

合同会社ほかほか 就労継続支援Ｂ型事業所ほかほか 901-2132
沖縄県浦添市伊祖一丁目32番７号　101号
室

098-988-8562 098-988-8562 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の袋詰め、輸入飲料に日本語のシール貼り

沖縄県身体障害者福祉協会 障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 098-851-9522 就労継続支援（Ｂ型） 充填（広報誌、ポスター等、お茶）、組立梱包、仕分納品

特定非営利活動法人やえせ就労支援
センター野の花

就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1502番地の５ 098-835-7700 098-835-7701 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の仕分け、袋詰め。

合同会社　あおぞらFarm 就労支援事業所　舞 901-0403 沖縄県島尻郡八重瀬町世名城727-3 098-998-3181 098-996-3038 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め（コーヒー、弁当箱）

社会福祉法人宇堅福祉会 就労支援センターこくば 901-1116 沖縄県島尻郡南風原町照屋240番地1 098-987-1606 098-987-1719 就労継続支援（Ｂ型） 箱の組立、菓子詰め

合同会社グッド グッド 903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅８８番地 098-975-5420 098-975-5420 就労継続支援（Ｂ型） 転写シールの剥がし作業、ポスターの袋詰め。
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特定非営利活動法人ミラソル会 自立サポートセンターみらそる 901-2424 沖縄県中頭郡中城村南上原831 098-894-5570 098-894-5570 就労継続支援（Ｂ型）
教科書へのシール貼り、しおり挟み、スタンプ押し、在庫
チェック、箱詰め

社会福祉法人　からし種の会 障害福祉サービス事業所アトリエ種子 903-0803 沖縄県那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797 098-894-8455 就労継続支援（Ｂ型） チラシの折込、シール貼り、封入、防護エプロン作り

特定非営利活動法人ちゅいたれーいだ
れーい

就労支援センター首里 903-0811 沖縄県那覇市首里赤平町2丁目67番地5 098-885-9239 098-894-2710 就労継続支援（Ｂ型） お菓子の箱折り

特定非営利活動法人　わくわくの会 さぽーとせんたーｉ　とぉ～ち 903-0805 沖縄県那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-882-3312 098-882-3312 就労継続支援（Ｂ型）
箱折り、値札付け、チラシ折り、梱包、シール貼り、返本の確
認

社会福祉法人　伊集の木会 就労支援　いじゅの木 902-0061
沖縄県那覇市古島12－1ピュアパレス黒潮
101号

098-864-0033 098-864-0107 就労継続支援（Ｂ型） お中元、お歳暮のギフト作成

特定非営利活動法人　てぃーだかんかん 就労センター　てぃーだかんかん 900-0005
沖縄県那覇市天久二丁目29番地22号
てぃーだ新都心ﾋﾞﾙ

098-867-4911 098-860-7378 就労継続支援（Ｂ型） 箱組立、箱詰め、梱包

一般社団法人　オリーブの家 就労ネットワーク　オリーブの家 902-0073
沖縄県那覇市字上間189番地3　ツナミビル
202

098-851-7937 098-851-7938 就労継続支援（Ｂ型） 漆喰シーサーの箱詰め

社会福祉法人　蒼生の会 デイセンターいりむい 903-0801
沖縄県那覇市首里末吉町1丁目152番地27
ﾊﾟｰｸﾋﾞｭｰ末吉101

098-885-9552 098-885-9553 就労継続支援（Ｂ型） お土産品作り、詰替え、ポスティング、封入

一般社団法人観光農林商工交流会 （指定事業所）生活・就労自立支援ともしび 900-0031 沖縄県那覇市若狭3丁目12番9号　2階 098-953-6938 098-953-6938 就労継続支援（Ｂ型） チラシの折込、ポスティング

特定非営利活動法人チャレンジサポー
ト・クローバー

就労支援センター　クローバー 900-0002 沖縄県那覇市曙1丁目20-46 098-963-9633 098-963-8227 就労継続支援（Ｂ型） 箱折り、ケース詰め

特定非営利活動法人もも 障害者就労支援事業所もも 901-0242
沖縄県豊見城市高安454番地1　宜保マン
ション102号室

098-856-9311 098-856-9311 就労継続支援（Ｂ型） 検品、シール貼り、封入作業

合同会社Common's 就労継続支援Ｂ型事業所 Common's 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺364-１コモンズ栄Ｂ号 098-851-7406 098-851-7406 就労継続支援（Ｂ型） シール貼り

社会福祉法人楓葉の会 福祉就労センター楓葉館 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-36-2 098-938-5443 098-934-5743 就労継続支援（Ｂ型） お土産品のシール貼り

医療法人　卯の会 医療法人　卯の会　就労支援事業所あらた舎 904-0011 沖縄県沖縄市照屋5-23-8 098-938-2100 098-938-2300 就労継続支援（Ｂ型） シール貼り、箱作り

特定非営利活動法人あけぼの 支援センター　あけぼの 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-2-22 098-939-2913 098-989-8973 就労継続支援（Ｂ型） 商品の箱詰、箱作り

特定非営利活動法人くらしき 支援センターくらしき 904-2141 沖縄県沖縄市池原4-2-1 098-939-5230 098-975-6255 就労継続支援（Ｂ型） 卵パックのラベル貼り

合同会社　幸和会 就労サポートセンターこうわ 904-2143 沖縄県沖縄市知花2902番地1 098-989-9909 098-989-4246 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の袋詰め

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンドKitanaka　Office 901-2316
沖縄県中頭郡北中城村安谷屋2191-4
HQDM TAURUS S301

098-923-1553 098-923-1554 就労継続支援（Ｂ型） 精肉の盛り付け、パック詰め

株式会社よいしょ よいしょ 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田１丁目24番７号 098-988-5266 098-988-5266 就労継続支援（Ｂ型） お菓子の袋詰め、ラベル貼り、販売

株式会社エルサーブ ゆいまーる 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬２-28-17　コーポゆうな１
Ａ号室

098-937-6522 098-937-6523 就労継続支援（Ｂ型） 菓子箱の組立、封筒のシール貼り

株式会社ユニティー ユニティー 904-0011 沖縄県沖縄市照屋３丁目３番１号 098-929-3168 098-979-5718 就労継続支援（Ｂ型） ギフト用の箱折、シール貼り、チラシ折

一般社団法人 一二三 楽学喜サポート アチェンド 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊549番地 金盛ビル2F 098-943-7300 098-943-7292 就労継続支援（Ｂ型） 精肉のパック詰め

合同会社佐喜眞商事 就労支援リカバリー 901-2223 沖縄県宜野湾市大山三丁目25番8号 098-943-7395 098-943-7395 就労継続支援（Ｂ型） 箱折、箱詰、ラベル貼り

株式会社グットトライ 就労支援研究所　真志喜 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜588番地3号 098-943-3454 098-943-3455 就労継続支援（Ｂ型） 箱折、袋詰作業

一般社団法人　結福祉会 Active 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊177-3　1F 098-975-9661 098-975-9662 就労継続支援（Ｂ型） 検品、箱作り、糊付け

社会福祉法人中城村社会福祉協議会 指定就労継続支援B型事業所きらり 901-2404 沖縄県中頭郡中城村添石236 098-943-6873 098-943-6874 就労継続支援（Ｂ型） 蜂蜜容器充填、ラベル貼り　菓子箱折り
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50　袋詰め・封入・包装・シール貼り等

株式会社 グットトライ 就労支援研究所 北谷 904-0117
沖縄県中頭郡北谷町北前1-18-7 仲程ア
パート1階

098-936-4343 098-989-0112 就労継続支援（Ｂ型） イベント会社からの商品箱詰、袋詰

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンド音市場 904-0031
沖縄県沖縄市上地1-1-1コザミュージックタ
ウン102

098-987-8530 098-987-8531 就労継続支援（Ｂ型） 精肉のパック詰め

株式会社ＨＲＹ企画 就労継続支援Ｂ型事業所ＬＯＫＡＨＩ 901-2402 沖縄県中頭郡中城村泊478番地１ 098-988-9927 098-988-9928 就労継続支援（Ｂ型）
もやしのひげとり袋詰、箱折、ラベル貼り、レコード拭き、菓子
の袋詰め

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき水釜 904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜１５１番地１ 098-989-7207 098-989-7207 就労継続支援（Ｂ型） パック詰め（アーサ・健康茶・野菜）

社会福祉法人宇堅福祉会 就労サポートセンター　ありんこ 904-2211 沖縄県うるま市宇堅919 098-973-1888 098-974-6043 就労継続支援（Ｂ型） 茶の袋詰め、箱詰　部品の検品、箱詰

合同会社大和 やまと 904-2215
沖縄県うるま市みどり町1-1-9　スペース22
102号

098-989-9923 098-989-9923 就労継続支援（Ｂ型）
野菜、割り箸の袋詰め、釘の検品、土産品の箱詰め、シール
貼り

合同会社山樹 就労継続支援B型事業所　サマンの木 904-2235 沖縄県うるま市前原411番地４ 098-989-5812 098-989-5812 就労継続支援（Ｂ型）
お菓子の箱詰め・シール貼り、雑貨商品の検品・タグつけ、
袋パッケージ入れ

合同会社さくやま うるまチャレンジド 904-2303 沖縄県うるま市与那城112番地 098-978-9355 098-978-9355 就労継続支援（Ｂ型） 卵パック詰

社会福祉法人名護学院 ワークサポートひびき 905-0012 沖縄県名護市名護4558-1 0980-53-3110 0980-52-5630 就労継続支援（Ｂ型） 農産物の選別、袋詰め、箱折

医療法人タピック 就労支援事業所リガーレ 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地３ 0980-54-3415 0980-54-3404 就労継続支援（Ｂ型）
動植物園で販売しているエサ箱を作成し計量したエサを詰め
る

社会福祉法人　松原福祉会 障がい者就労支援事業所　希望が丘 904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1955-1　１Ｆ 0998-967-8513 098-967-8501 就労継続支援（Ｂ型） パンケーキの袋詰め

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 就労支援センター「はばたき」 904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1875番地 098-968-4601 098-968-4601 就労継続支援（Ｂ型） ベビーリーフの袋詰め、計量、包装、箱詰め

合同会社しゅう しゅう 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底1306番地12 0980-43-7785 0980-43-7785 就労継続支援（Ｂ型） 弁当のシール貼り

社会福祉法人アタイハートネットワーク まちやーゆいとぴあ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部127番地 0980-43-5532 0980-43-5561 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の仕分け、パック詰め

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め、飲料缶のラベル貼り、ポーク缶の汚れふき取り

特定非営利活動法人　あすなろ福祉会 サポートセンターあすなろ 901-1303
沖縄県島尻郡与那原町与那原3861　仲里ア
パート101

098-944-5119 098-946-4543 就労継続支援（Ｂ型） ゴム貼り、チラシ折込、弁当箱仕上げ

株式会社　未来ステーション久米島 未来サポートステーション　球美 901-3131 沖縄県島尻郡久米島町西銘1311-1 098-985-5677 098-985-4887 就労継続支援（Ｂ型） 青果の仕分け、袋詰め

社会福祉法人　ニライカナイ 就労センター　大樹 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-2 098-946-0021 098-882-8777 就労継続支援（Ｂ型） 堆肥、培養土、米ぬかの袋詰め

あるまねっと合同会社 あるまねっと 907-0022 沖縄県石垣市大川20-7 0980-87-0567 0980-87-0568 就労継続支援（Ｂ型） ラベル貼り

合同会社木蓮 就労継続支援B型事業所　もくれん 907-0024 沖縄県石垣市新川117番の1 0980-82-9838 0980-87-7238 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の収穫、軽量、袋詰め、販売、シール貼り

合同会社レゾナンス ハピラボ 901-0305 沖縄県糸満市西崎2丁目19番9号1階 098-994-1222 098-994-1222 就労継続支援（Ｂ型） 紙製品組み立て、菓子類箱詰

51　売店・喫茶店・レストラン等の運営

一般社団法人うちなーからはーい 読谷からはーい 904-0316 沖縄県中頭郡読谷村大木124-5　大木Ｈ101 098-923-3614 098-923-3615 就労継続支援（Ｂ型） カフェ事業（コーヒー　弁当）、カフェの運営

社会福祉法人宇堅福祉会
障害福祉サービス事業所　レストランぶど
うの木

904-2211 沖縄県うるま市宇堅572 098-989-4000 098-989-4005 就労継続支援（Ａ型） 飲食業務

あるまねっと合資会社 あるまねっと 907-0022 沖縄県石垣市真栄里（字）97-5 0980-87-0567 0980-87-0568 就労継続支援（Ｂ型） サロン、雑貨販売

一般社団法人　UNIVA 猫カフェfukufuku 901-1503 沖縄県南城市知念知名126番地 098-988-8710 098-988-8712 就労継続支援（Ｂ型） カフェ、雑貨つくり

社会福祉法人　まつみ福祉会 就労継続支援B型事業所ゲラジョブセンター 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 098-850-7768 就労継続支援（Ｂ型） カフェの給仕
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51　売店・喫茶店・レストラン等の運営

特定非営利活動法人　あごらぴあ 就労支援あ・ん 902-0062 沖縄県那覇市松川445-2 098-885-1739 098-885-1739 就労継続支援（Ｂ型） 食堂営業

特定非営利活動法人ふれあいセンター 就労継続支援Ｂ型事業所　ふれあいｾﾝﾀｰ 900-0023 沖縄県那覇市楚辺2-28-1 098-833-9139 098-833-9129 就労継続支援（Ｂ型） 袋詰め、弁当、ドリンク、日用品販売・キッチン、ホール業務

医療法人　陽和会 ワークライフサポート南山 901-0313 沖縄県糸満市賀数406番地の１ 098-994-3660 098-994-2598 就労継続支援（Ｂ型） 珈琲店の運営

社会福祉法人西原町社会福祉協議会 サポートセンター　はばたき 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城135番地 098-943-6251 098-946-6777 就労継続支援（Ｂ型） 喫茶店営業

社会医療法人　葦の会 就労継続支援Ｂ型事業所 Cafe わきみず 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356番地5 098-886-2320 098-886-2420 就労継続支援（Ｂ型） カフェスタッフ

一般社団法人　むら ワーカーズホーム 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名四丁目６番28号 098-955-1692 098-955-1692 就労継続支援（Ｂ型） カフェでのコーヒー抽出、販売

医療法人　社団　志誠会 就労訓練工場　しせいかい 904-2224 沖縄県うるま市大田７－１番地 098-973-0030 098-973-0090 就労継続支援（Ｂ型） 喫茶店運営管理

特定非営利活動法人てぃーらぶい 就労支援センターあかとぅんち 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原二丁目17番地３-101 098-917-5878 098-917-5876 就労継続支援（Ｂ型） 弁当販売作業

合同会社さくやま うるまチャレンジド 904-2303 沖縄県うるま市与那城112番地 098-978-9355 098-978-9355 就労継続支援（Ｂ型） カフェ食堂経営

一般社団法人　アトリエみらい 福祉サービス事業所　フロンティア 905-1155 沖縄県名護市我部祖河208-１ 0980-52-4848 0980-52-4848 就労継続支援（Ｂ型） カフェの運営

合同会社ano'ano us plus 905-0015 沖縄県名護市大南二丁目14番９号 0980-43-7378 0980-43-7379 就労継続支援（Ｂ型） カフェでの接客、清掃

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会 ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） レストラン厨房での調理補助、盛り付け、食器・道具洗い

社会福祉法人基督教児童福祉会愛隣園 ワークセンター　愛の園 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2943 098-945-2357 098-945-1078 就労継続支援（Ｂ型） リサイクル商品・飲物・手工芸品の販売

社会福祉法人　ムサアザ福祉会 美い舎 906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根807 0980-79-0151 0980-73-5306 就労継続支援（Ｂ型） 喫茶店の接客、清掃

社会福祉法人みやこ福祉会 アダナス 906-0015 沖縄県宮古島市平良久貝1264番地 0980-74-1188 0980-74-1288 就労継続支援（Ｂ型） バイキング式レストランの運営

特定非営利活動法人　むりぶし サポートセンターむりぶし 907-0002 沖縄県石垣市真栄里218番地３ 0980-83-6064 0980-88-7356 就労継続支援（Ｂ型） 売店での菓子、飲料水等販売

52　情報処理

株式会社メジャーサポートサービス 株式会社メジャーサポートサービス 900-0033
沖縄県那覇市久米2丁目3番14号ｾｿﾞﾝ久米
ﾋﾞﾙ2階

098-917-1866 098-917-1867 就労継続支援（Ａ型） 自社ECサイトの運用、SNSなどを活用した集客

就労支援サービス株式会社 継続支援ワークイット 902-0063 沖縄県那覇市三原2-20-10　パレ・アサヒ2階 098-987-6939 098-993-7681 就労継続支援（Ｂ型） 情報処理

社会福祉法人沖縄コロニー
就労継続支援事業所　沖縄コロニーセン
ター

901-2126 沖縄県浦添市宮城4-9-17 098-877-3344 098-877-2190 就労継続支援（Ｂ型） 請求事務補助

特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷
者協会

障がい者ITサポートおきなわ 901-2121
沖縄県浦添市内間５丁目４番３号　ハウジン
グシーサー101号

098-961-6715 098-961-6716 就労継続支援（Ａ型） web検査、DTP、HP制作

株式会社メジャーサポートサービス
株式会社メジャーサポートサービス　嘉手
納営業所

904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納290番地４ 098-921-9133 098-921-9134 就労継続支援（Ａ型） Webライティング、Webマーケティング等

サンクスラボ株式会社 サンクスラボ・北谷オフィス 900-0033
沖縄県那覇市久米2丁目3番14号セゾン久米
ビル

098-943-8378 098-943-8378 就労継続支援（Ａ型） インターネットサービスの運営、データ入力など

サンクスラボ株式会社 サンクスラボ・浦添オフィス 901-2121
沖縄県浦添市内間3丁目3番地20号 JG津覇
305号室

098-877-4000 098-877-4000 就労継続支援（Ａ型） インターネットサービスの運営、データ入力など

サンクスラボ株式会社 サンクスラボ・名護オフィス 905-0017
沖縄県名護市大中一丁目5番1号　具志堅ビ
ル101

0980-53-7600 0980-53-7600 就労継続支援（Ａ型） インターネットサービスの運営、データ入力など

合同会社ことぶき家 ワークイズムことぶき家 901-2132 沖縄県浦添市伊祖1丁目30番1号 098-962-9739 098-962-9739 就労継続支援（Ａ型） Webサイト制作・DTP、EC

株式会社Compass Compass 904-2201 沖縄県うるま市昆布1282番地10　2F 098-972-5080 098-972-5090 就労継続支援（Ａ型） Webサイト制作・DTP、EC

医療法人賢作会 きぼうのわ 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-22-23 098-921-3339 098-879-5581 就労継続支援（Ｂ型） 病院の検査データーの入力

株式会社　未来ステーション久米島 未来サポートステーション　球美 901-3131 沖縄県島尻郡久米島町西銘1311-1 098-985-5677 098-985-4887 就労継続支援（Ｂ型） ポータルサイトを構築、運営、ページ更新・データ入力
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52　情報処理

特定非営利活動法人　カンパニュラ 就労支援事業所　ジョブサポートなは 900-0013 沖縄県那覇市牧志1-14-5 098-979-6633 098-979-6616 就労継続支援（Ｂ型） データ入力

53　テープ起こし

特定非営利活動法人PCNET 就労継続支援B型　PCNET-NAHA 900-0032 沖縄県那覇市松山2-29-2　GIビル2階 098-894-4005 098-894-4006 就労継続支援（Ｂ型） 採点業務、音声起こし、データ入力、喫茶店、チラシ折込

55　その他のサービス（役務）の提供

社会福祉法人　まつみ福祉会
就労継続支援B型事業所ゲラジョブセン
ター

901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 098-850-7768 就労継続支援（Ｂ型）
洗車、カフェ(惣菜）、アロマ施術、アロマ小物作り、洗車、園
芸清掃

合同会社みらい 福祉作業所　ひだまり 902-0075 沖縄県那覇市国場292番地3 098-836-1278 098-995-7795 就労継続支援（Ｂ型） 養生メンテナンス（養生マットの回収・洗浄、管理業務）

合同会社ことぶき 就労継続支援　ことぶき 902-0076 沖縄県那覇市与儀211 098-996-1380 098-996-1380 就労継続支援（Ｂ型） 製品の糸切り・清掃作業

有限会社クリアテック沖縄 クリアテックおきなわ 901-2405 沖縄県中頭郡中城村屋宜605番地 098-988-0566 098-988-0466 就労継続支援（Ｂ型） ブラインドメンテナンス

株式会社　友 生活サポートセンターゆう 901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄903-60 098-987-4151 098-987-4151 就労継続支援（Ｂ型） 人参の皮むき、チラシのポスティング

特定非営利活動法人　わくわくの会 さぽーとせんたーｉ　とぉ～ち 903-0805 沖縄県那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-882-3312 098-882-3312 就労継続支援（Ｂ型）
おやつ製造、配達。弁当配達、名刺製作、お守りなどの小物
作り、受託作業（教販、草刈りなど）

株式会社 J.S.B 就労継続支援B型事業所　絆 KIZUNA 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比２丁目１６番１７号 098-851-9868 098-851-9865 就労継続支援（Ｂ型） 清掃用品、文書の配達業務

特定非営利活動法人もも 障害者就労支援事業所もも 901-0242
沖縄県豊見城市高安454番地1　宜保マン
ション102号室

098-856-9311 098-856-9311 就労継続支援（Ｂ型） チラシ差し込み、化粧箱の検品、芋、野菜等の皮むき

特定非営利活動法人フレンズハウス サポートセンターみさき 901-2314 沖縄県中頭郡北中城村大城170番地　１階 098-989-0766 098-989-0766 就労継続支援（Ｂ型） もやしのヒゲ取

合同会社ひつき 就労継続支援A型事業所　明 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬２丁目54番５号 098-937-6101 098-937-6101 就労継続支援（Ａ型） 縫製・織物作業

合資会社　登川 にこり 904-2153 沖縄県沖縄市美里四丁目2番5号1階 098-939-9965 098-939-9967 就労継続支援（Ｂ型）
もやしの根切り、マスク検品、箱詰め、お菓子の袋詰め、洗
車

アップドウ合同会社 障害者支援センターアップドウぎのわん 901-2224
沖縄県宜野湾市真志喜二丁目４番３号　M'S
ビル301号室

098-943-5357 098-943-5358 就労継続支援（Ａ型） 介護施設の清掃・シーツ交換

株式会社障がい者支援センター エデュカーレ 901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原三丁目17番２号　友
愛ビル２階

098-975-5048 098-898-9031 就労継続支援（Ｂ型） 紅芋の皮むき

社会福祉法人残波かりゆし会 就労継続支援事業所　ｅ－ライン 904-0301 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味1866 098-957-3890 098-979-5560 就労継続支援（Ｂ型） 沖縄線香の受託作業、玄米精米と販売

社会福祉法人残波かりゆし会 就労サポート　e-ステップ 904-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺211 098-936-7800 098-936-7802 就労継続支援（Ｂ型）
線香の箱入れ、線香の選別、梱包　ウチカビの結束作業、昆
布結び

株式会社シーサイドホーム中城 シーサイド中城 901-2401 沖縄県中頭郡中城村久場1963番地 098-895-1612 098-895-1612 就労継続支援（Ａ型） 受託作業・園芸（花・植物）

社会福祉法人中陽福祉会 うるま市障がい者支援センターあやはし苑 904-2301 沖縄県うるま市与那城照間702 098-978-1280 098-978-1288 就労継続支援（Ｂ型） 建築資材の部品組立等

合同会社cocoa ライフサポートcocoa 904-2243 沖縄県うるま市宮里265番地11 098-923-1380 098-923-1381 就労継続支援（Ａ型） ホテル客室清掃等

特定非営利活動法人てぃーらぶい 就労支援センターあかとぅんち 903-0125
沖縄県中頭郡西原町上原二丁目17番地３-
101

098-917-5878 098-917-5876 就労継続支援（Ｂ型） 食品・洗剤等の委託販売

社会福祉法人　いしなぐ福祉会 いしなぐ（多機能型事業所） 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐８０４－２ 0980-52-1479 0980-53-5964 就労継続支援（Ｂ型）
市からの委託作業、木工・さをり織り製品、花木等の生産販
売

株式会社やんばるステーション 株式会社やんばるステーション 905-0007 沖縄県名護市屋部72番地 0980-43-0204 0980-43-0294 就労継続支援（Ａ型） ペンション客室清掃・高齢者施設清掃他

社会福祉法人　朝日福祉会 就労支援センター　どりーむ 904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武11655-10 098-968-3575 098-968-3575 就労継続支援（Ｂ型） 介護施設の清掃・シーツ交換

特定非営利活動法人　あすなろ福祉会 サポートセンターあすなろ 901-1303
沖縄県島尻郡与那原町与那原3861　仲里ア
パート101

098-944-5119 098-946-4543 就労継続支援（Ｂ型） 下請け作業

合同会社　フレブル 障がい者就労支援事業所　フレブル 901-2125
沖縄県浦添市仲西3-15-2　フェニックス21
203号

098-870-7000 098-870-7001 就労継続支援（Ｂ型） 紅イモの皮むき

一般社団法人ナンバーワン 就労継続支援事業所グッジョブワン 901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩1-23-15　かりゆしア
パート1階

098-945-2088 098-963-6770 就労継続支援（Ｂ型） スマホコーティングサービス
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55　その他のサービス（役務）の提供

合同会社　エクセレントサービスジャパ
ン

就労支援センター　ESJ 900-0033 沖縄県那覇市久米一丁目７番３号 098-862-0333 098-862-0333 就労継続支援（Ｂ型） 野菜下処理・封入

合同会社studio life work studio life work 904-0004 沖縄県沖縄市中央四丁目11番2号 098-923-1709 098-923-1709 就労継続支援（Ｂ型） 写真・動画販売

（株）就労支援センターアップ 就労支援センターアップ 904-2215
沖縄県うるま市みどり町四丁目11番８号　１
階101号室

098-988-7963 098-988-7973 就労継続支援（Ａ型） 建設資材メンテナンス

合同会社　Social action 就労支援多機能型事業所happiness浦西 905-0212 沖縄県国頭郡本部町大浜８８５－１ 0980-47-5355 0980-47-5444 就労継続支援（Ｂ型） 農業・EM洗剤・調理・アルミ缶回収・小物

合同会社樹 ふぉれすと 901-0146 沖縄県那覇市具志二丁目5番3号 098-953-9490 098-911-2728 就労継続支援（Ｂ型） 野菜パック詰め

社会福祉法人一心福祉会 就労センターえすの里 905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波418 0980-44-2117 0980-44-2129 就労継続支援（Ｂ型） 観葉リース

特定非営利活動法人　ＰＣＮET ＰＣＮＥＴ－ＮＡＨＡ 900-0032 沖縄県那覇市松山2-29-2　GIビル2階 098-894-4005 098-894-4006 就労継続支援（Ｂ型） PC教室、音声おこし

特定非営利活動法人　あごらぴあ 就労支援あ・ん 902-0062 沖縄県那覇市松川445-2 098-885-1739 098-885-1739 就労継続支援（Ｂ型） 計量、梱包、ボール洗い、

特定非営利活動法人ふれあいセンター 就労継続支援Ｂ型事業所　ふれあいｾﾝﾀｰ 900-0023 沖縄県那覇市楚辺2-28-1 098-833-9139 098-833-9129 就労継続支援（Ｂ型） 空き瓶の分別

特定非営利活動法人　ふぃーるど・ぱ
わー

就労支援事業所　まる 903-0806 沖縄県那覇市首里汀良町2丁目6番地 098-943-7358 098-943-7357 就労継続支援（Ｂ型） ソーイング作業

特定非営利活動法人ロービジョンライフ
沖縄

ロービジョンライフ繁多川 902-0071 沖縄県那覇市繁多川4丁目6番50号 098-996-1991 098-995-8773 就労継続支援（Ｂ型） マッサージ

特定非営利活動法人Peace ピース 901-0145
沖縄県那覇市高良3丁目8番23眞浩商事ビ
ル１Ｆ

098-987-1924 098-987-1838 就労継続支援（Ｂ型） 不用品の片づけ・分別

合同会社エクセレントサービスジャパン ＥＳＪ 900-0033 沖縄県那覇市久米一丁目７番３号 098-862-0333 098-862-0333 就労継続支援（Ｂ型）
もやしのひげとり、にんにくの皮むき、

合同会社心輪 就労支援センター心輪 902-0071 沖縄県那覇市繁多川五丁目4番22号 098-836-2831 098-836-2832 就労継続支援（Ｂ型） 煎餅の計量、袋詰め、もやしの根取り

特定非営利活動法人みみ みみの木 900-0031 沖縄県那覇市若狭１丁目２番９号　１階 098-988-8662 098-963-7772 就労継続支援（Ｂ型） 本の仕分け、ポスティング

NPO法人ふくぎ会 サポートセンターふくぎ 901-0156 沖縄県那覇市田原225-15 098-987-1246 098-987-1268 就労継続支援（Ｂ型） ポスティング、イラスト制作、

BuzzerBeater沖縄合同会社 障がいサポート　ＢＢトレ 901-0152
沖縄県那覇市小禄414番5号上前田門中会
館1階1F号室

098-914-1272 098-914-1272 就労継続支援（Ｂ型） ぜんざいの販売

一般社団法人　福永会 花は咲く 900-0062
沖縄県那覇市松川２丁目１６番１号　シオン
ハウス３階

098-800-2053 098-800-2053 就労継続支援（Ｂ型） ポスティング

株式会社Tee off 奏・ピアサポート　ラウレア 900-0016 沖縄県那覇市前島三丁目8番7号(1階・3階) 098-975-5218 098-975-5218 就労継続支援（Ｂ型） PCの解体作業、裁縫等の商品販売。

合同会社はっぴぃ 就労支援ハート・ラボ 902-0072 沖縄県那覇市真地285番地11　2階 098-996-1920 098-996-1921 就労継続支援（Ｂ型） マスク、シーサーのラッピング

医療法人　晴明会 指定障害福祉サービス事業所　晴風苑 901-0334 沖縄県糸満市字大度513 098-997-2477 098-997-2940 就労継続支援（Ｂ型）
菓子の袋詰め、製作品の販売、古紙回収、小物・陶芸制作、
清掃

特定非営利活動法人　障がい者支援セ
ンターぴゅあ

障害者支援センターぴゅあ 901-0362 沖縄県糸満市真栄里８５７番地 098-992-1016 098-992-1016 就労継続支援（Ｂ型） もやしの根取り、詰め・販売、ギフトセットの販売

特定非営利活動法人　ドリームサポー
トたんぽぽ

たんぽぽ福祉作業所 901-0361 沖縄県糸満市糸満1283-2 098-995-0789 098-995-0789 就労継続支援（Ｂ型）
乾物類の小分け、選別（乾燥藍・農作物）指定ゴミ袋の販売、
チラシ折込

株式会社だいこんの花 多機能型生活介護事業所　なかゆくい 901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-16-6 098-894-3660 098-894-3665 就労継続支援（Ｂ型） 老人施設での容器洗い

特定非営利法人　心優 福祉作業所　楽楽 901-0305 沖縄県糸満市西崎1-27-5 098-994-1200 098-994-1200 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の皮むきやヘタ切り、

医療法人　陽和会 ワークライフサポート南山 901-0313 沖縄県糸満市賀数406番地の１ 098-994-3660 098-994-2598 就労継続支援（Ｂ型） ポリエスチレン製造工場での商品の梱包・検品
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特定非営利法人　心身障がい者自立支
援そなえ会

障害者地域生活支援センターそなえ会 901-2103 沖縄県浦添市仲間１－１－２ 098-878-8984 098-878-8984 就労継続支援（Ｂ型） パンフレット折り、防虫網、網戸用ゴム、建築資材の組立て

社会福祉法人沖縄コロニー
就労継続支援事業所　沖縄コロニーセン
ター

901-2126 沖縄県浦添市宮城4-9-17 098-877-3344 098-877-2190 就労継続支援（Ｂ型） 請求業務補助（Excelデータ入力）、手すり、ドアノブ等の消毒

社会福祉法人　若竹福祉会 社会就労センターわかたけ 901-2102 沖縄県浦添市字前田998-3 098-877-0664 098-877-0725 就労継続支援（Ｂ型）
給食作業、総菜の配達・販売、調理補助、チャイルドシート洗
浄、箱組立、シール貼り

特定非営利活動法人　うりずん 障がい者支援事業所うりずん 901-2126 沖縄県浦添市宮城4-1-6-101 098-874-3840 098-894-2045 就労継続支援（Ｂ型） 地域特産品の委託販売、ポスティング

特定非営利活動法人みのりの会 就労継続支援施設　みのりの会 901-2133
沖縄県浦添市城間2680番地3　ロイヤルNY
マンション302

098-874-6111 098-894-3310 就労継続支援（Ｂ型） チラシの折込、雑誌の仕分け、バッグの検品

医療法人へいあん 就労支援事業所　就労プラザわく・わく 901-2111 沖縄県浦添市経塚346番地 098-942-5200 098-942-5040 就労継続支援（Ｂ型） 看護補助。

一般社団法人 虹色家族 障がい者就労・自立支援センターぐっぴぃ 901-2114
沖縄県浦添市安波茶３丁目４番６号宮城荘
101

098-871-0267 098-871-0268 就労継続支援（Ｂ型） 紅芋の皮むき、らっきょう等の袋詰め

一般社団法人　浦添市身体障がい者福
祉協会

障がい者就労支援センター　すばる 901-2133 沖縄県浦添市城間２丁目27番２号 098-955-2395 098-955-2395 就労継続支援（Ｂ型） チラシ等のポスティング、検品・封入・修繕

ソフィエル・ペアー株式会社 アンジュ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号2階 098-878-2639 098-943-7843 就労継続支援（Ｂ型） 人参・じゃがいもの皮むき・袋詰め。調理補助（受託。）

特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷
者協会

障がい者ITサポートおきなわ 901-2121
沖縄県浦添市内間５丁目４番３号　ハウジン
グシーサー101号

098-961-6715 098-961-6716 就労継続支援（Ｂ型） デ－タ入力、記帳代行

特定非営利活動法人アルバ アルバ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号1階 098-878-2639 098-878-2639 就労継続支援（Ｂ型） パインの洗浄

一般社団法人叶e 指定障がい福祉サービス事業所叶e 901-2121 沖縄県浦添市内間４丁目２６番１１号２０２ 098-988-9715 098-988-9716 就労継続支援（Ｂ型） 紅芋の皮むき

合同会社ほかほか 就労継続支援Ｂ型事業所ほかほか 901-2132
沖縄県浦添市伊祖一丁目32番７号　101号
室

098-988-8562 098-988-8562 就労継続支援（Ｂ型） ささげ豆の収穫、紅芋の皮むき

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉
会連合会

てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 098-888-5655 就労継続支援（Ｂ型） もやしのひげ取り、黒糖カット

特定非営利活動法人やえせ就労支援
センター野の花

就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1502番地の５ 098-835-7700 098-835-7701 就労継続支援（Ｂ型）
仕入販売（パン、玄米）。（指定ゴミ袋、粗大ごみ処理券）、チ
ラシの折込み、ポスティング

医療法人社団　輔仁会 指定障害福祉サービス事業所　大名の丘 901-1101 沖縄県島尻郡南風原町大名48-1 098-888-4516 098-888-4517 就労継続支援（Ｂ型） 厨房換気扇フィルター洗浄作業

合同会社　あおぞらFarm 就労支援事業所　舞 901-0403 沖縄県島尻郡八重瀬町世名城727-3 098-998-3181 098-996-3038 就労継続支援（Ｂ型） 人参・らっきょうの皮むき、カット

一般社団法人yamaken
就労継続支援B型事業所　光の郷　ゆら
てぃく

901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城329番地 098-987-1747 098-987-1747 就労継続支援（Ｂ型） リフォーム工事解体作業

合同会社Monstera 就労支援アロハ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原306番地 098-996-2213 098-996-2213 就労継続支援（Ｂ型） アパートの清掃、草刈り、農水施設の管理

社会福祉法人西原町社会福祉協議会 サポートセンター　はばたき 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城135番地 098-943-6251 098-946-6777 就労継続支援（Ｂ型） スタンプ押し、イモの皮むき

一般社団法人　スマイリーはうす スマイリーワーク 903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間346番地 098-944-1777 098-946-4340 就労継続支援（Ｂ型） 介護施設のシーツ交換・浴室清掃、菓子箱の組み立て

NPO法人　星輝福祉会 指定障がい福祉サービス事業所えいと 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長157-4 098-945-9147 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） ポスティング、EM洗剤の仕入販売

社会福祉法人　琉球溢愛会 就労継続支援B型事業所　すまいる 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城258-３ 098-917-1082 098-917-2764 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーンの仕入れ販売、もやしのひげ取り・袋詰め

合同会社グッド グッド 903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅８８番地 098-975-5420 098-975-5420 就労継続支援（Ｂ型） もやしの根切り、袋詰め、移動販売（やきいも、軽食、総菜）
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ＮＰＯ法人星輝福祉会 就労継続支援Ｂ型　アトリエ・ねこいろ 903-0124
沖縄県中頭郡西原町呉屋86番地　呉屋店舗
102号室

070-5278-8088 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） アロマオイルの瓶詰作業、ハンドメイド作品の委託販売

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納239番地 098-956-8955 098-956-8955 就労継続支援（Ｂ型）
駄菓子・かき氷販売、野菜の袋詰め梱包、洗車、ニンニクの
皮むき

（福）沖縄県社会福祉事業団 北嶺学園 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-439 098-886-2126 098-886-2049 就労継続支援（Ｂ型）
次亜塩素酸水の生成と販売、割り箸の袋入れ、らっきょうの
皮むき、チラシ折り

医療法人　天仁会 天樹苑 900-0005 沖縄県那覇市天久１１２３番地 098-868-2914 098-868-4093 就労継続支援（Ｂ型） 洗車、アルミ缶回収

社会福祉法人　伊集の木会 就労支援　いじゅの木 902-0061
沖縄県那覇市古島12－1ピュアパレス黒潮
101号

098-864-0033 098-864-0107 就労継続支援（Ｂ型） 買い物カゴの洗浄

特定非営利活動法人　てぃーだかんかん 就労センター　てぃーだかんかん 900-0005
沖縄県那覇市天久二丁目29番地22号
てぃーだ新都心ﾋﾞﾙ

098-867-4911 098-860-7378 就労継続支援（Ｂ型） 自動販売機の管理、ベッドメイキング

一般社団法人　オリーブの家 就労ネットワーク　オリーブの家 902-0073
沖縄県那覇市字上間189番地3　ツナミビル
202

098-851-7937 098-851-7938 就労継続支援（Ｂ型） チラシ折り、ポスティング

社会福祉法人　若竹福祉会 社会就労センターさまさま 903-0804
沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総
合福祉ｾﾝﾀｰ2階

098-886-5115 098-886-5115 就労継続支援（Ｂ型） ランチバイキング、厨房作業

社会福祉法人　蒼生の会 デイセンターいりむい 903-0801
沖縄県那覇市首里末吉町1丁目152番地27
ﾊﾟｰｸﾋﾞｭｰ末吉101

098-885-9552 098-885-9553 就労継続支援（Ｂ型）
空瓶の選別、清掃作業、玄米の販売、アルミ缶の回収・販
売、もやし髭抜き、箱作り、チラシ折

合同会社パワーコード ＡＬＰＳ　Ｃｅｎｔｅｒ 900-0016 沖縄県那覇市前島3-19-8 098-943-5137 098-943-5137 就労継続支援（Ｂ型） 本の仕分け

一般社団法人観光農林商工交流会 （指定事業所）生活・就労自立支援ともしび 900-0031 沖縄県那覇市若狭3丁目12番9号　2階 098-953-6938 098-953-6938 就労継続支援（Ｂ型）
セルフ給油所における給油解除業務、重機の洗浄業務、資
源回収

一般社団法人ゆき 就職支援センターゆき 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比3丁目20番18号 098-988-3166 098-988-3178 就労継続支援（Ｂ型） ポスティング・チラシ折込、検品・納品

株式会社ＳＨＩＮＧＡＫＩ Ｒｅｖｅ 900-0013
沖縄県那覇市牧志2丁目17番46号　平良ビ
ル３F

098-943-5537 098-9436-5549 就労継続支援（Ｂ型） お菓子箱組立、本の仕分け、昼食時配膳

株式会社はなたけ 就労サポート　ジャンプ 902-0066 沖縄県那覇市大道54番地 098-887-0112 098-887-0112 就労継続支援（Ｂ型） カフェホール接客業務

株式会社 J.S.B 就労支援センター　絆 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比２丁目１６番１７号 098-851-9868 098-851-9865 就労継続支援（Ｂ型） 配達業務、建物管理

有限会社ゆうかり商事 就労継続支援B型事業所ららら 900-0003
沖縄県那覇市安謝二丁目23番29号　うりず
ん1階

098-988-4420 098-988-4424 就労継続支援（Ｂ型） 島らっきょうの根切り、皮むき

特定非営利活動法人　ちいろば会 障害者就労支援センター　ちいろば 901-0201
沖縄県豊見城市真玉橋327　フィエスタdeア
スル3-A

098-856-2115 098-856-2015 就労継続支援（Ｂ型）
ボーリング場の環境整備、アパートの環境整備、スーパーの
ドリンク補充

特定非営利活動法人ゆい・ハート福祉会 福祉作業所ゆいハート 901-0202 沖縄県豊見城市嘉数729番地 098-996-1248 098-996-1249 就労継続支援（Ｂ型）
野菜選別とパック詰、果物の化粧箱組立、袋つめ　青果の
シール貼り

合同会社みらい 福祉作業所ブーゲン 901-0235 沖縄県豊見城市名嘉地109番4 098-987-4870 098-987-4852 就労継続支援（Ｂ型） 土産品のパッケージ検品、チラシ折込や仕分け作業

社会福祉法人楓葉の会 福祉就労センター楓葉館 904-2143 沖縄県沖縄市知花6-36-2 098-938-5443 098-934-5743 就労継続支援（Ｂ型） トタン用ネジ、ワッシャー、パッキンの組立

社会福祉法人　新栄会 自立プラザ希織 904-0034 沖縄県沖縄市山内1-11-15 098-933-8810 098-933-8828 就労継続支援（Ｂ型） 農園芸作業

有限会社てぃーだソーシャルサービス 就労センター　てぃーだ泡瀬 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目11番18号　てぃー
だうりずんビル

098-929-0123 098-929-0124 就労継続支援（Ｂ型） 自施設所有の飲料自販機の運営管理

特定非営利活動法人　バリアフリーネッ
トワーク会議

sorato 904-0011 沖縄県沖縄市照屋１丁目15番２号 098-937-2500 098-937-2500 就労継続支援（Ｂ型）
Tシャツ、タオル、トートバッグへの印刷、名刺、チラシ、ポス
ター、ステッカー等のデザインと印刷

医療法人賢作会 きぼうのわ 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-22-23 098-921-3339 098-879-5581 就労継続支援（Ｂ型）
居酒屋店舗の清掃、開店前の座布団等のセッティング、病院
の清掃
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一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンドKitanakaOffice 901-2316
沖縄県中頭郡北中城村安谷屋2191-4
HQDM TAURUS S301

098-923-1553 098-923-1554 就労継続支援（Ｂ型） ホテルレストランのバックヤード作業従業員使用場所の清掃

株式会社よいしょ よいしょ 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田１丁目24番７号 098-988-5266 098-988-5266 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の宅配等、野菜の洗浄、加工処理作業

株式会社　琉球ななつぼし ひとつぼし 904-2142 沖縄県沖縄市登川2271番地１（２階） 090-6857-5137 098-923-5794 就労継続支援（Ｂ型） ポット苗の栽培管理、農園にて季節毎の作物の植付、収穫

合同会社ヒカリワ 就労支援センタージョイ 904-2163
沖縄県沖縄市大里一丁目11番37号　沖玩ビ
ル4-B号室

098-989-7521 098-989-7531 就労継続支援（Ｂ型）
居酒屋や宿泊施設の清掃作業、水サーバーの分解清掃、取
付作業、土壌環境整備、薬草の栽培

社会福祉法人　蒼生の会 蒼生学園 901-2212 沖縄県宜野湾市長田2-15-1 098-893-4137 098-893-6579 就労継続支援（Ｂ型）
企業のトイレ、マンション等の共有部分の清掃、玄米の精米
販売。

社会福祉法人　はごろも福祉会 障がい福祉サービス事業所　はごろも 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4-4-6 098-897-7181 098-897-7186 就労継続支援（Ｂ型） 箱折り、商品袋詰め

一般社団法人 一二三 楽学喜サポート アチェンド 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊549番地 金盛ビル2F 098-943-7300 098-943-7292 就労継続支援（Ｂ型） レストランのバックヤード作業、清掃作業

合同会社佐喜眞商事 就労支援リカバリー 901-2223 沖縄県宜野湾市大山三丁目25番8号 098-943-7395 098-943-7395 就労継続支援（Ｂ型）
ウォーターサーバーの洗浄、給水、ラベル貼り、ホテル客室
の清掃、ベッドメイキング

株式会社ベストスマイル ベストスマイル 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1-1-17　永山ﾋﾞﾙ1F 098-943-1904 098-943-1905 就労継続支援（Ｂ型） 介護用エプロンの洗浄、食器洗い

一般社団法人　パピルス パピルス 901-2223 沖縄県宜野湾市大山2丁目15番14号 098-898-9155 098-898-9155 就労継続支援（Ｂ型） チラシ配布

株式会社　ほっとライフ 就労継続支援事業所　あい 901-2204 沖縄県宜野湾市上原１丁目14番１号 098-892-2823 098-892-8902 就労継続支援（Ｂ型） デイサービスセンターの食器洗い、調理補助、清掃作業

株式会社Ｏneスタイル 奏・就労支援事業所ＯneＳtyle伊佐 901-2221
沖縄県宜野湾市伊佐三丁目21番27号Ｐ
urecourt１Ｆ

098-890-5757 098-898-2775 就労継続支援（Ｂ型） ベーグルの生産販売、ホテル清掃、パソコン解体

社会福祉法人北谷町社会福祉協議会 「ニライの里」 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平414番地１ 098-936-2994 098-936-7225 就労継続支援（Ｂ型） 玄米を精米し販売

株式会社　アソシア ソーシャルトレーニングアソシア 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭669-1 098-989-1818 098-989-1819 就労継続支援（Ｂ型） ホテル客室の清掃、ベッドメイキング

社会福祉法人残波かりゆし会 就労支援センター　うぃず 904-0312
沖縄県中頭郡読谷村比謝矼55番地　比謝矼
複合施設1階

098-989-5420 098-989-5422 就労継続支援（Ｂ型） 村指定のゴミ袋の注文販売、食品類計量、包装

社会福祉法人中城村社会福祉協議会 指定就労継続支援B型事業所きらり 901-2404 沖縄県中頭郡中城村添石236 098-943-6873 098-943-6874 就労継続支援（Ｂ型）
委託事業所所有の畑の農作業管理、洗車(保育園バスや公
用車等）

株式会社 グットトライ 就労支援研究所 北谷 904-0117
沖縄県中頭郡北谷町北前1-18-7 仲程ア
パート1階

098-936-4343 098-989-0112 就労継続支援（Ｂ型） ジム内シャワールームの清掃　試乗車の清掃

株式会社グランマザー 就労支援センター　グランマザー 901-2422 沖縄県中頭郡中城村新垣393番地5 098-943-8277 098-943-8278 就労継続支援（Ｂ型） アパート等の清掃、原状回復工事、手芸

一般社団法人うちなーからはーい 読谷からはーい 904-0316 沖縄県中頭郡読谷村大木124-5　大木Ｈ101 098-923-3614 098-923-3615 就労継続支援（Ｂ型） にんにく皮むき　刺繡のネーム取り

株式会社ゆいふぁーむ沖縄 ゆいふぁーむ沖縄 904-2163
沖縄県沖縄市大里一丁目26番10号コーポ大
里405号

098-989-3326 098-989-3327 就労継続支援（Ｂ型） 農産物、お菓子の納品作業

特定非営利活動法人みらい Ｐサポート　ひかり 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納525番地8 098-956-1183 098-956-1183 就労継続支援（Ｂ型） 液体洗剤を小分けラベル貼り販売

特定非営利活動法人まじゅんの会 MAJUN LINK 904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保149番地１ 098-960-9138 098-962-7840 就労継続支援（Ｂ型） パイン栽培キットの梱包

社会福祉法人宇堅福祉会 就労サポートセンター　ありんこ 904-2211 沖縄県うるま市宇堅919 098-973-1888 098-974-6043 就労継続支援（Ｂ型） 食料原料の乾燥、粉砕

社会福祉法人　おきなか福祉会 就労支援事業所　ゆいまーる 904-1106 沖縄県うるま市石川2-40-7 098-964-6696 098-965-7055 就労継続支援（Ｂ型） 委託先企業の花壇、清掃業務

特定非営利活動法人沖縄青少年自立
援助センターちゅらゆい

コミュッと！ 904-2213 沖縄県うるま市田場1641-1 098-923-0697 098-923-0569 就労継続支援（Ｂ型） café実習（洋菓子作り）、パソコン入力作業、音響設定等

特定非営利活動法人大夢 大夢 904-1113 沖縄県うるま市石川山城1393 098-965-1776 098-965-2015 就労継続支援（Ｂ型） 協力農家での野菜収穫、出荷作業

株式会社アジュテ サポートセンターアジュテ 904-1102 沖縄県うるま市石川東山１－７－１５ 098-975-6353 098-979-5898 就労継続支援（Ｂ型） 手芸品の受託制作
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55　その他のサービス（役務）の提供

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉
会連合会

サポートセンターゆい 904-2224 沖縄県うるま市大田696-10 098-974-5779 098-974-5779 就労継続支援（Ｂ型） 廃油回収後、提携業者へ配達

合同会社大和 やまと 904-2215
沖縄県うるま市みどり町1-1-9　スペース22
102号

098-989-9923 098-989-9923 就労継続支援（Ｂ型） 農家での農園作業

株式会社アジュテ cafe ajyute 904-1102 沖縄県うるま市石川東山１丁目7-15 098-975-6353 098-979-5898 就労継続支援（Ｂ型） 牧草の計量、梱包、納品

合同会社山樹 就労継続支援B型事業所　サマンの木 904-2235 沖縄県うるま市前原411番地４ 098-989-5812 098-989-5812 就労継続支援（Ｂ型） 建築資材の検品・箱詰め

合同会社友光 ゆうゆう 904-2221 沖縄県うるま市平良川116番地 098-974-5777 098-974-5778 就労継続支援（Ｂ型） パーラー調理補助

LOKAHI合同会社 FunVillage 904-2223 沖縄県うるま市具志川1924-１ 098-959-3780 098-959-3780 就労継続支援（Ｂ型） 委託採点業務

合同会社心結ホーム 就労継続支援Ｂ型事業所心結 904-2213
沖縄県うるま市田場1110番地1 プランドール
1階

098-988-7008 098-988-7008 就労継続支援（Ｂ型） 野菜収穫、

合同会社さくやま うるまチャレンジド 904-2303 沖縄県うるま市与那城112番地 098-978-9355 098-978-9355 就労継続支援（Ｂ型） マンゴー農園作業、もやしのヒゲ取り、ラッキョウの皮むき

社会福祉法人名護学院 ワークサポートひびき 905-0012 沖縄県名護市名護4558-1 0980-53-3110 0980-52-5630 就労継続支援（Ｂ型） もずく、アーサ等の異物除去、選別

特定非営利活動法人　ボンネビル・名護 メロディーハウス 905-0016 沖縄県名護市大東3-18-13 0980-43-0310 0980-43-0378 就労継続支援（Ｂ型） ショウガの収穫、加工　コーヒー収穫、焙煎

株式会社しまねこ しまねこカフェ 905-0019
沖縄県名護市大北五丁目９番17号　ﾘﾊﾞｰ
ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ101

0980-43-5100 0980-43-5132 就労継続支援（Ｂ型） 洗車作業

合同会社フロウ ソーラス 905-0422 沖縄県国頭郡今帰仁村崎山1330番地1 0980-43-9155 0980-43-9156 就労継続支援（Ｂ型） 屋外雑作業請負作業、電気工事作業

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会 ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） ポスター掲示板の制作・設置、撤去作業

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 098-882-8857 就労継続支援（Ｂ型）
お米、乾物等のパンフレットと注文票の配布、販売、ゴミ袋の
販売、農園の草取り、土づくり

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンターさち・さしき 901-1415 沖縄県南城市佐敷新開1-240 098-947-4880 098-947-4880 就労継続支援（Ｂ型） 農園の土づくり、植え付け、収穫

社会福祉法人　ニライカナイ 就労センター　大樹 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-2 098-946-0021 098-882-8777 就労継続支援（Ｂ型）
重機機器ヤードの労働衛生管理補助作業、介護施設補助作
業、食肉加工工場補助作業、厨房職員補助作業、アクセサ
リー、仕出し受託作業

特定非営利活動法人すこやかネット わかば自立支援センター 906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根676-9 0980-72-8403 0980-72-8423 就労継続支援（Ｂ型） 買い物かご洗浄

株式会社グットトライ 就労支援研究所　宮古 906-0012
沖縄県宮古島市平良西里1013-1　コーポつ
ばさ101号

0980-79-5077 0980-79-5077 就労継続支援（Ｂ型） 畑の草刈り作業

特定非営利活動法人　むりぶし サポートセンターむりぶし 907-0002 沖縄県石垣市真栄里218番地３ 0980-83-6064 0980-88-7356 就労継続支援（Ｂ型） 乳酸菌飲料の訪問販売

あるまねっと合同会社 あるまねっと 907-0022 沖縄県石垣市大川20-7 0980-87-0567 0980-87-0568 就労継続支援（Ｂ型） アロマトリートメント（タッチセラピー）

合同会社就労継続支援事業所大丈夫 就労継続支援事業所　大丈夫 907-0004 沖縄県石垣市登野城71番地5 0980-87-0124 0980-87-0124 就労継続支援（Ｂ型）
高齢者宅での軽度家事援助（掃除、ごみ捨て、トイレ・風呂場
掃除）

株式会社スマイルアライアンス スマイルファクトリー石垣 907-0003 沖縄県石垣市平得545-19 0980-87-7763 0980-87-7732 就労継続支援（Ｂ型） 牧場で馬、ダチョウ等の観賞用動物の飼育


