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岩国市障害者共同受注センター製品･作業カタログ
を手に取っていただいた皆様

この度は、「岩国市障害者共同受注センター製品･作業カタログ」を
ご覧いただき、ありがとうございます。

平成25年4月から「障害者優先調達推進法」がスタートし、官公庁
等が、物品の購入やサービスの発注をする際、障害者就労系事業所に
優先的・積極的に受注することにより、障害者の経済的自立を進める
ことを目的の一つとしております。

「岩国市障害者共同受注センター」は、市内障害者就労系事業所の受
注共同窓口です。共同窓口への発注をすることにより、参加事業所へ
のお仕事の割り振りなど共同請負の調整を行います。

このカタログでは、岩国市内の障害者就労系事業所で働く障害のある
方が、作ったオリジナルな製品や取り組んでいるお仕事の受注(清掃
や草刈り、部品の検品などの軽作業請負など)を掲載しております。

製品はどれも心が込められており、請け負っている仕事についても
手を抜かずに一生懸命取り組んでいます。実際に商品を手に取ってい
ただき、お任せいただけるお仕事などございましたら、そのお仕事、
障害者就労系事業所にお任せください。

商品やお仕事の受注を通して、障害のある方への理解につなげてい
ただければ幸いです。
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岩国市障害者共同受注センターとは？

障害者施設等へのお仕事発注促進にむけて、わかりやすい受発注体制
を整えるために設置をした、岩国市内の障害者就労系施設の共同窓口
です。共同窓口に発注をすることにより、参加施設へお仕事を割り
振ったり、共同で請け負うなどの調整を行っています。

窓口が明確になったことや、共同で業務を請け負うことで、これまで
できなかった業務を請け負うことができます。

事務局：0827-21-8750(しらかば園 担当 津川)

受注可能な業務(例）

清掃作業…会館等の清掃等の請負、その他の清掃作業(要相談にて)

印 刷…名刺、ハガキ、封筒、冊子など、印刷全般

物 品…お菓子の作製･販売、お弁当並びに仕出し料理の製造･配達、
手土産用製品、雑貨など

草 刈 り…除草作業･剪定作業(場面によって、草刈り機も使用可能)

役 務…ポスティング･ポスター掲示作業、小品組立、分解･分別、
引越し作業、内職作業など

焼き菓子・弁当･しいたけ等加工品･パン

名刺･封筒･葉書各種･チラシ･パンフレット･
横断幕･懸垂幕

封筒･エコ石鹸･イヤリング･ピアス･アクリルたわし・
敷物 など

草刈り･草取り･清掃･リサイクル･封入･軽作業
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食品

焼き菓子工房エルマー

ギフトボックス1
5個入り(1,170円)

～焼き菓子工房エルマー～

菓子,弁当,パン,加工食品

定番の商品から贈答用の相談
など。良質の素材にこだわっ
て、一つひとつ心を込めて手
作りをしています。

クルミのタルト ×3
オートミール アーモンド＆ごま
オートミール カシュー＆かぼちゃ

ギフトボックス2
10個入り(2,430円)

サブレ ×６ ガレット ×２
オートミール アーモンド＆ごま
オートミール カシュー＆かぼちゃ

※その他にも店頭では、サブレやタルト、シフォンケーキなども取り
揃えております。(価格195円～1,507円)

エルマーの会の作るお菓子は、国産小麦、四つ葉バター、きび砂糖、
秋川牧園のたまごや牛乳など、素材にこだわったとてもシンプルで
安心・安全なお菓子です。

【お問い合わせ】
岩国市三笠町2-3-7-1

TEL:0827-21-1486
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サブレ 9枚入り

(200円) 賞味期限30日

ｸｯｷｰ詰め合わせｷﾞﾌﾄ
(1,000円～3,000円) 賞味期限30日

各種クッキーの詰め合わせギフト。
ご注文はお電話または店頭にて承
ります。※内容は変更する場合があります。

サクサクとした食感の香ばしい
ハート型のサブレ。チョコチップ、
ココナッツ、レーズンの3種類。

ひとつひとつ手作りで最高の味をお届けしています。
お菓子でお届けする小さな幸せを、ご賞味ください♪

ケーキ各種
(100円～200円) 賞味期限10日

バターケーキ、バターケーキ(ラム酒)、
マドレーヌ(レモン)、フィナンシェ
(甘露しょうゆ)の４種類。しっとりと
した優しいお味のケーキです。

アイスボックス 6枚入り

(100円～200円) 賞味期限30日

ココア、アーモンド、紅茶(アー
ルグレイ)、ココナッツの種類。
それぞれの素材がふんだんに練り
込まれた型入れクッキーです。

その他のクッキー
(100円～200円)
賞味期限30日

フロランタン、タルト、スノーボール、ラングドシャ、
パイなどなど豊富な焼き菓子をご用意しております。

【お問い合わせ】
岩国市室の木町3丁目1-74

TEL:0827-28-2862
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栄養士が栄養成分を計算し、手間
暇かけた野菜たっぷり
のお弁当です。健康維持にも
ダイエットにもぴったり!!
(400円)

しらかば弁当
【お問い合わせ】
岩国市室の木町3丁目1-74

TEL:0827-28-2860

いこいの村 クックやまなか

岩国市多田～川下、岩国市平田、岩国市南岩国など職場単位で応相談。
仕出料理に関してもご相談ください。会社関係･忘年会･新年会･敬老
会･親睦会･スポーツ大会等ご予算に合わせて承ります。どうぞご利用
下さい。

【お問い合わせ】
岩国市平田5丁目51-13

TEL:0827-31-4495

400円例(弁当1) 500円例(弁当2) 700円例(寿司弁当)

130円例(お寿司)

心を込めて手作りをしております。
配送等もお気軽にお問い合わせく
ださい。
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ひよりの里
【お問い合わせ】
岩国市美和町大字黒沢68番56号

TEL:0827-95-0588

営業時間 11：00～（売り切れ次第終了）店休日 日曜・祝日
※祝日開店している場合もあります。詳しくはパン店舗専用ＨＰをご覧下さい。
パン店舗専用ＨＰ https://plaisir-refre.com/
ご予約など問い合わせ先 TEL 0827-28-5815 📧 afi13200@wind.odn.ne.jp

【お問い合わせ】
岩国市玖珂町1555-1

TEL:0827-28-5815

焼き立てパンの販売を始めました。
日替わりでいろいろなパンを焼いて
います。人気商品は売り切れになる事が多いですので、事前のご予約をお勧めいたします。

生しいたけ(ひよりちゃん)
菌床で育てた肉厚なしいた
けです。心を込めて育てて
います。(6～7個250円)

しいたけ(乾燥)
取れたてのシイタケを真空
パックにて、お届けします。
(350円)

しいたけ(乾燥･スライス)
スライスしたシイタケを真空
パックにて、お届けします。
(350円)

しいたけそると
しいたけの風味が香るしい
たけソルトです。色々なお
料理に活用できます。
(400円)

しいたけ茶
健康茶としてはもちろん、
出汁としても利用できます。
パスタやお吸い物にも◎。
(300円)

しいたけパウダー
しいたけを乾燥させて粉砕し
たしいたけパウダーです。
(400円)
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印刷

～しらかば園～

名刺,ポスター,横断幕等

名刺や伝票、封筒の印刷から、
イベントのチラシや横断幕な
どの印刷まで。ニーズに合わ
せて対応します。

ささみ園
【お問い合わせ】
岩国市玖珂町4981-1

TEL:0827-82-4931
名刺印刷(100枚2,940円)

ささみ園利用者が一枚ずつ 消しゴムはんこを心をこめて押しています。
他にはない、温かみあふれる名刺となっています。

その他、消しゴムはんこを利用した各種封筒や
企業用事務封筒など、ご要望にお応えいたします。
(例：企業名印刷長3封筒200枚5,660円)
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名刺各種

チラシ･パンフレット

葉書各種

しらかば園印刷部
【お問い合わせ】
岩国市室の木町3丁目1-74

TEL:0827-28-2863

横断幕･懸垂幕等

品名 内容 部数 価格(税別)

名刺 表カラー･裏無地 100枚 2,400円～

両面カラー 100枚 4,100円～

封筒 長3 1,000枚 8,200円～

横断幕 610×3,600 1枚 5,800円～

料金目安 ※詳細は、お問い合わせください。
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雑貨

～ささみ園～

ポチ袋,オリジナル封筒等

文具小物やエコ石鹸など、
一つひとつに心を込めて
作った、他にないオリジナ
ルな雑貨です。

ささみ園
【お問い合わせ】
岩国市玖珂町4981-1

TEL:0827-82-4931

イラスト封筒
一枚一枚を全て手書きで描
いた。世界で一枚だけのオ
リジナル封筒(5枚200円)

洋封筒
サイズ16×11㎝ クラフト
紙で作製したはがきや写真
が入る封筒(5枚200円)

干支置物(写真は寅)

新年を彩る素焼きでできた
干支の置物(1セット500円)

エコ石鹸
廃油を再利用し、一つひと
つ手作りしているエコな石
鹼(1個200円)

イヤリング･ピアス
細やかなビーズで作製した
イヤリングとピアス 一点
物で色とりどりの製品(1個
200円)

ヘアゴム
手作りくるみボタンのヘア
ゴム シンプルなのでどの
ような服装にも合わせやす
い 大38㎜、小24㎜
(1個100円)
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【お問い合わせ】
岩国市今津町二丁目6番8号

TEL:0827-22-8740

しらかば園

シトラスリボン
水引で結んだシトラスリボン
です。形態やカバンにつける
ことができるストラップタイ
ムとチャームタイプがありま
す。(税込み220円)

他にも様々な可愛
い小物があり、
「ふれあいワーク
ランドいわくに」
にて販売中。

髪留め(ヘアゴム)
丁寧に手作りをした可愛
い髪留めです。
(1個100円)

【お問い合わせ】
岩国市室の木町3丁目1-74

TEL:0827-28-2860

布ポチ袋
温かみのある布製ポチ袋で
す。布柄や装飾は多数あり
ます。用途に合わせた数種
類の短冊が入っています。
(税込み150円)

巾着
まぁるいプチ巾着です。お
手玉サイズとヨーヨーサイ
ズがあり、リバーシブルで
楽しめます。(税込み150円)

ふれあい
ワークランド岩国

アクリルスポンジたわし
アクリルたわしの中にスポンジ
を入れています。
(税込み200円)

アクリルたわし
アクリル１００％の毛糸で編ん
でいるたわしです。強く丈夫な
ので、何度水洗いしても長持ち
します。 (税込み110円)

ひよりの里
【お問い合わせ】
岩国市美和町大字黒沢68番56号

TEL:0827-95-0588

ヘアゴム
丁寧に一つひとつ手作り
をしたくるみボタンのヘ
アゴムです。
(税込み50円)

ヘアピン
くるみボタンのアレンジ
ヘアピンです。様々な柄
を選べます。
(税込み30円)

敷物
温かいものなどにご使用く
ださい。カラフルで可愛い
敷物です。
(税込み50円) 10



事業所
草刈り
草取り(●)

剪定 清掃 ﾘｻｲｸﾙ 軽作業

よこやま工房 〇 〇 〇 〇 〇

しらかば園 〇 〇

ささみ園 〇 〇

由宇あけぼの園 ● 〇 〇 〇

ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙﾘﾌﾚ 〇 〇

エルマーの会 ● 〇 〇

ふれあいﾜｰｸﾗﾝﾄﾞ岩国 〇 〇 〇

陽だまり 〇 〇

いこいの村 ● 〇

ひよりの里 〇 〇 〇

～よこやま工房～

清掃･草刈り等軽作業請負

剪定、伐採、除草、住居の清
掃整理、引越しの手伝いなど、
地域の方に役立つ活動や企業
からの請負作業など、幅広く
行なっております。

役務

お仕事のご依頼は、各事業所の窓口(次ページ参照)･岩国市障害者
共同受注センター(0827-21-8750)までお問合せください。
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共同受注センター参加事業所一覧
No. 事業所名 連絡先･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 取り扱い商品 その他

1
社会福祉法人光葉会

しらかば園

〒740-0021 岩国市室の木町3丁目1-74
TEL:0827-28-2860 FAX:0827-28-2861
https://shirakabaen.jimdofree.com/

印刷･焼き菓子･弁当･
手芸･清掃･封入･軽作
業

2
社会福祉法人光葉会

第2しらかば園

〒740-0021 岩国市車町1丁目13-13
TEL:0827-28-4520 FAX:0827-28-4520
https://shirakabaen.jimdofree.com/

清掃･検品･軽作業

3
社会福祉法人ビタ･フェリーチェ

よこやま工房

〒741-0081 岩国市横山1丁目12-51
TEL:0827-41-1654 FAX:0827-28-6680
http://vitaferiche.or.jp/

剪定･伐採･除草･住居
の清掃整理･引越しの
手伝い

4
社会福祉法人ビタ･フェリーチェ

工房フェリーチェ

〒741-0061 岩国市錦見1丁目11-14
TEL:0827-28-1157 FAX:0827-28-1158
http://vitaferiche.or.jp/

よこやま工房との
連携での作業

5
社会福祉法人岩国市社会福祉協議会

ささみ園

〒742-0326 岩国市玖珂町4981-1
TEL:0827-82-4931 FAX:0827-82-4931
http://iwasha.jp/

資源品回収･手工芸･地
元企業からの受託作
業･印刷･委託販売

6
社会福祉法人あけぼの福祉会

由宇あけぼの園
〒740-1454 岩国市由宇町西3丁目15-6
TEL:0827-63-1288 FAX:0827-63-1488

清掃･草引き作業･部品
組み立て･リサイクル･
皮むき作業･広告折り

7
社会福祉法人緑風会

若葉園

〒740-1404 岩国市由宇町984
TEL:0827-63-1177 FAX:0827-63-1178
http://ryokufuukai.net/

軽作業

8
特定非営利活動法人ふれあい岩国福祉会

ふれあいﾜｰｸﾗﾝﾄﾞ岩国
〒740-0017 岩国市今津町2丁目6-8
TEL:0827-22-8740 FAX:0827-22-8740

資機材の分解･分別･雑
貨･手芸･リサイクル･
自然環境改善･軽作業

9
株式会社希望の里

希望の里
〒740-0016 岩国市三笠町2丁目6-16
TEL:0827-24-0282 FAX:0827-24-0285

軽作業

10
特定非営利活動法人エルマーの会

焼き菓子工房エルマー
〒740-0016 岩国市三笠町2丁目3-7-1
TEL:0827-21-1486 FAX:0827-21-1486

焼き菓子･清掃･ポス
ティング･軽作業

11
有限会社レンゲ

いこいの村 クックやまなか
〒741-0072 岩国市平田5丁目51-13
TEL:0827-31-4495 FAX:0827-31-4495

弁当･軽作業

12
社会福祉法人美和福祉会

陽だまり

〒740-1231 岩国市美和町生見12451-1
TEL:0827-96-0311 FAX:0827-96-0080
https://miwafukushikai.jp/

飲食･部品組み立て･軽
作業

13
社会福祉法人美和福祉会

こもれ陽

〒741-0083 岩国市御庄2丁目108-3
TEL:0827-46-0770 FAX:0827-46-0787
https://miwafukushikai.jp/

軽作業

14
医療法人青山会

プレジール･リフレ

〒742-0313 岩国市玖珂町1555-1
TEL:0827-28-5815 FAX:0827-28-5817
https://refre-maeda.jp/index.html

部品のクリーニング･
組み立て･パン

15
株式会社久保田美装

ひよりの里
〒740-1212 岩国市美和町黒沢68番56号
TEL:0827-95-0588 FAX:0827-95-0589

清掃･草刈り･草取り･
軽作業
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※令和4年4月1日時点に編集したものです。詳細は、別途ご相談ください。



岩国市障害者自立支援協議会
就労サポート部会
お問合せ：岩国市役所障害者支援課

岩国市今津町一丁目14番51号
TEL：0827-29-2522 FAX:0827-22-2814


