
№ 施設名 法人名 所在地 TEL FAX
物品
役務 品目（具体的な内容） 提供可能な量 参考価格

物品 アクリルタワシ 5個/週 100円

物品 水切りネット 20袋/週 100円

役務 資源回収（ダンボール、古紙、アルミ缶） 応相談 応相談

役務 封入、袋詰め、シール貼り等 応相談 応相談

物品 防災用品詰合せ 応相談 内容応相談

物品 観葉植物（タマシダ） 応相談 100円～

物品 加工食品（かぼちゃバター） 応相談 250円/50g

物品 畳（裏返し・表替え・新畳販売） 応相談 3,500円～

物品 部品・箱等の加工、組立て、バリ取り 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装・シール貼り 応相談 応相談

役務 カラーボール洗浄 応相談 応相談

役務 庭・宅地・公園等の除草作業 応相談 応相談

役務 倉庫・家屋等の不用品処分 応相談 応相談

役務 小規模引っ越し 応相談 応相談

物品 アクリルタワシ 応相談 100円/個

物品 廃油石けん 応相談 100円/2個入（1袋）

役務 しめ縄、木札、お守り等　作業 応相談 応相談

役務 簡単な物品の組立等　作業 応相談 応相談

役務 袋詰め、シール貼り等　作業 応相談 応相談

役務 墓地　除草、清掃作業 応相談 応相談

役務 外勤　清掃作業等 応相談 応相談

役務 草刈り 応相談 応相談

役務
簡単な印刷物（パンフレット、リーフレッ
ト、資料、冊子等）

応相談 応相談

役務 名刺印刷 応相談 応相談

役務 封筒・はがき印刷 応相談 応相談

役務 郵便物の封入・封緘・仕分・発送 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装・シール貼り 応相談 応相談

役務 統計データ入力・クロス集計等分析 応相談 応相談

役務
情報処理　統計・データベース構築
（Excel・ＳＱＬ・access等使用）

応相談 応相談

役務
業務効率化のためのプログラム作成
（ファイルメーカー・Ｃ言語等）

応相談 応相談

役務 紙書類の電子化・データベース化 応相談 応相談

役務
伊勢の観光、食、文化の海外発信
（英語圏）

応相談 応相談

物品 しおり（さをり織） 応相談 100円/2枚

物品 コースター（さをり織） 応相談 100円/2枚

物品 木札 応相談 100円/個

物品 木製鍵かけ（鳥型） 応相談 700円/個

物品 はがき（手すき） 応相談 100円/3枚

物品 カレンダー（手すき） 応相談 1,000円/個

物品 正座いす 応相談 700円/個

物品 アクリルタワシ 現在在庫500個有 50円/個

物品 ビーズブレスレット 5個/日 100円/個

物品 ビーズストラップ 現在在庫100個有 200円/個

物品 シュシュ ３個/日 100円/個

物品 幸せ地蔵 在庫限り 350円/個

物品 プチプチシート大・小 現在在庫50個有 大200円 小100円/枚

物品 椅子マット １枚/週 500円/個

役務 郵便物の封入 応相談 応相談

役務 袋詰め、封入、シール貼り作業 応相談 応相談

6
伊勢市ひま
わり

社会福祉法人 伊
勢市社会福祉協
議会

八日市場町13-1 27-2455 27-2455

5
ステップワ
ン作業所

ＮＰＯ法人 ス
テップワン

楠部町字1677-
5

23-6677 23-6677

4
step by
step

特定非営利活動
法人 マイトリ

八日市場町2番
14号

26-3277 26-3277

3
工房ぼちぼ
ち倶楽部

社会福祉法人 伊
勢ふるさと会

大世古3丁目1-
97

26-1220 65-7753

2 杜の作業所
社会福祉法人 四
季の里

村松町明野
1389-16

38-1165 37-1130

伊勢市内の障害者就労施設等における
提供可能な物品・役務

【令和３年９月現在】

1 しいの木園
社会福祉法人 ま
ほろばの里

楠部町150-15 20-7333 20-7334

※詳しくは、４ページをご覧ください。
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№ 施設名 法人名 所在地 TEL FAX
物品
役務 品目（具体的な内容） 提供可能な量 参考価格

物品 さをり織ストール 1枚/週 700円

物品 アイロンビーズ 3個/週 100円～300円

物品 ビーズブレスレット 5個/週 100円

役務 郵便物の封入 応相談 応相談

役務 袋詰め、封入作業 応相談 応相談

役務 ゴミ袋の枚数分・チラシ入・袋詰め作業 応相談 応相談

役務 簡単な部品の組立 応相談 応相談

役務 資源回収（ダンボール、古紙、アルミ缶） 応相談 応相談

物品 黒にんにく（青森県産） 応相談 400円/1個

物品 黒にんにく（青森県産） 応相談 1,400円/４個入

物品 紙製品（しおり） 応相談 応相談

物品 木札・しめ縄等　作業 応相談 応相談

物品 畳み新調及び表替え 応相談 応相談

役務 ネジ入れ作業 応相談 応相談

役務 建物・公園等の清掃作業・除草作業 応相談 応相談

役務
部品等の加工・組立（下請加工）機械部品の
組立，箱の組立等 応相談 応相談

役務 資源回収・分別（古紙，ダンボール） 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装等 応相談 応相談

役務 外勤作業 応相談 応相談

物品 赤井神社　実結び玉（大） 応相談 350円

物品 赤井神社　実結び玉（小） 応相談 300円

物品 多肉植物 応相談 100円～

役務 清掃業務 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装等 応相談 応相談

物品 ストラップ 応相談 150円/個

物品 ミサンガ 応相談 500円/個

物品 リース 応相談 1,000円/個

物品 座布団（冬季のみ） 応相談 1,500円/個

物品 リスキット 応相談 1,000円/個

役務 清掃業務 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装、検品仕分けなど 応相談 応相談

物品 ぞうきん・タオルふきん 応相談 80円

物品 アクリルたわし 応相談 120円

物品 アクリルたわし（袋入り） 応相談 125円

物品 マグネット付クリップ 応相談 220円～

物品 フェルトマスコット各種 応相談 300円～

役務 清掃業務 応相談 応相談

役務 草刈 応相談 応相談

役務 パソコンデータ入力 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装など 応相談 応相談

物品 手織りマット（約46×63㎝） 応相談 1,500円～

物品 手編みマット（約40㎝（角）） 応相談 500円

物品 なべしき（約17㎝（丸）） 応相談 100円

役務 袋詰め、封入、包装、シール貼り等 応相談 応相談

物品 季節に応じた野菜類 出来高 100円～

物品 アクリルタワシ ５個/月 100円～

物品 アームバンド 応相談 300円

物品 すず（ビーズ） ５個/月 150円～

物品 粘土小物（陶器含む） 応相談 応相談

役務 部品等の加工・組立、バリ取り等 応相談 応相談

役務 資源回収（ダンボール、古紙） 応相談 応相談

役務 郵便物の封入、仕分作業 応相談 応相談

役務 袋詰め、封入、包装、シール貼り等 応相談 応相談

13
伊勢市小俣
さくら園

社会福祉法人 伊
勢市社会福祉協
議会

小俣町宮前577-
1番地

23-4496 23-4496

12
伊勢市工房
そみん

社会福祉法人 伊
勢市社会福祉協
議会

二見町茶屋314-
3

44-2050 44-2050

11
指定就労継
続支援事業
所　アイル

特定非営利活動
法人 いせコンビ
ニネット

倭町75-16 63-6511 63-6522

10
あさひワー
ク伊勢

合同会社 あさひ
ワーク

船江2丁目2番1
号

28-0525 28-0526

9
上野作業所
上野作業所
Ⅱ

社会福祉法人 ま
ほろばの里

上野町2923-3 39-0003 39-0003

8
はじまり作
業所

社会福祉法人 四
季の里

二俣1丁目1-22
伊勢二俣ビル2Ｆ

28-5632 63-8189

7
伊勢市御薗
しらぎく園

社会福祉法人 伊
勢市社会福祉協
議会

御薗町長屋415-
1

22-0554 22-0554

※詳しくは、５ページをご覧ください。

※詳しくは、６ページをご覧ください。

※詳しくは、７ページをご覧ください。

※詳しくは、８ページをご覧ください。

※詳しくは、１０ページをご覧ください。

※詳しくは、１１ページをご覧ください。
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№ 施設名 法人名 所在地 TEL FAX
物品
役務 品目（具体的な内容） 提供可能な量 参考価格

物品 パン 応相談 80円～

物品 ストラップ・ピアス 応相談 200円～

役務 簡単な部品の組立 応相談 応相談

役務 名刺印刷 応相談 応相談

役務 封筒・はがき印刷 応相談 応相談

役務 建物、公園等の清掃・除草・管理 応相談 応相談

役務 郵便物の封入・封緘・仕分・発送 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装・シール貼り 応相談 応相談

役務 看板作成 応相談 応相談

物品 フラワーアレンジメント製品 応相談 ９８０円～４,９８０円

物品 天然和紙芳香剤 応相談 ５００円／個

物品 杉珠携帯ストラップ 応相談 １,５００円～２,０００円

物品 和紙カレンダー 応相談 ８８０円／個

物品 和紙名刺（フルデザイン） 応相談 １,９８０円～２,９８０円

物品 手づくりノベルティーグッズ 応相談 応相談

物品 天然石ブレスレット（伊勢志摩限定） 応相談 1,980円～４,９８０円

役務 墓石クリーン清掃作業 応相談 応相談

役務 金属加工 応相談 応相談

役務 ポスティング 応相談 応相談

役務 袋詰め・封入・包装 応相談 応相談

役務 ボールペン組立て・加工 応相談 応相談

役務 パソコンデータ入力作業 応相談 応相談

役務 機械解体・分解作業 応相談 応相談

役務 清掃・除草作業 応相談 応相談

物品 菓子（ジャム） 700本/週 400円～

物品 その他の加工品（あおさ・わかめ） 応相談 350円～

役務 機械部品の組立 応相談 応相談

役務 建物・公園等の清掃・除草・管理業務 応相談 応相談

役務 葬儀全般 応相談 最高40万円

役務 返礼品 応相談 600円～

役務 籠盛全般 応相談 10,000円

物品 キリンのタマゴ（焼き芋）M 応相談 380円

物品 キリンのタマゴ（焼き芋）L 応相談 480円

物品 キリンのタマゴ（焼き芋）LL 応相談 720円

物品 キリンのタマゴ（焼き芋）LLハーフ 応相談 350円

物品 キリンのラテ 応相談 380円

物品 キリンのソフト 応相談 480円

役務 スイーツ提供、食品加工 応相談 応相談

※指定事業所番号順

17

クロフネ
ファーム～伊
勢からやさし
い風が吹きま
すように～

株式会社クロフ
ネファーム

伊勢市小木町
560-8

0596-
64-8811

0596-
36-7575

16
指定就労継続
支援事業所
福祉葬祭三重

社会福祉法人 伊
勢亀鈴会

鹿海町656-1 26-3170 26-3025

15
福祉ばたけ
Ａ

合同会社 ソフト
サポート

宮町１丁目13番
26号

28-0328 28-0328

14
就労支援事
業所きのみ

株式会社 リッカ 二見町荘292-1 63-7012 63-7013

※詳しくは、１２ページをご覧ください。
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障害者就労施設等の物品・役務の紹介 

4 

 

事業所名 伊勢市ひまわり 
№ 6 

法人名 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 

所在地 伊勢市八日市場町 13-1 伊勢市福祉健康センター1Ｆ 

電話 0596-27-2455 ファックス 0596-27-2412 

メール 

アドレス 

Iseshakyo-

himawari@mie. 

Email.ne.jp 

ホームページ 

アドレス 

http//www.mmjp.or.jp/ises

hakyo/ 

担当者名 中森 忠司 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

アクリルたわし 50円 １個からでも可 2週間  

幸せ地蔵 350円 １個からでも可 2週間 在庫限り 

     

     

     

     

（写真、ＰＲなど） 

    
 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

袋詰め、封入、ｼｰﾙ貼りなど  応相談  

    

    

    

（写真、ＰＲなど） 



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 

5 

 

事業所名 はじまり作業所 
№ 8 

法人名 社会福祉法人 四季の里 

所在地 伊勢市二俣 1丁目 1-22 伊勢二俣ビル 2F 

電話 0596-28-5632 ファックス 0596-63-8189 

メール 

アドレス 
ekimae@angel.ocn.ne.jp 

ホームページ 

アドレス 
 

担当者名 濵川 芳則 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

黒にんにく（青森県産） 400円 １個 1週間  

黒にんにく (青森県産) 1400円 ４個 1週間  

     

     

     

     

（写真、ＰＲなど） 

 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

清掃業務 4～5名利用者＋職員 応相談  

草刈 草刈り機使用可 応相談  

袋詰め、封入、包装など  応相談  

    

    

（写真、ＰＲなど） 

  



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 

6 

 

 

事業所名 上野作業所・上野作業所Ⅱ 
№ 9 

法人名 社会福祉法人 まほろばの里 

所在地 伊勢市上野町 2923番地 3 

電話 0596-39-0003 ファックス 0596-39-0023 

メール 

アドレス 
shiinoki@muse.ocn.ne.jp 

ホームページ 

アドレス 
http://fc11490120181600.web4.blks.jp/ 

担当者名 村林 昭洋 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

赤井神社 実結び玉 (大) 350円 １個からでも可 2週間 受注数によって応相談 

赤井神社 実結び玉 (小) 300円 １個からでも可 2週間 受注数によって応相談 

多肉植物 100円～ 応相談 応相談  

     

     

 

      
 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

清掃業務 2～3名利用者＋職員 応相談  

袋詰め、封入、包装など  応相談  

    

    

 

   



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 

7 

 

 

事業所名 あさひワーク伊勢 
№ 10 

法人名 合同会社あさひワーク 

所在地 伊勢市船江２丁目２－１ 

電話 0596-28-0525 ファックス 0596-28-0526 

メール 

アドレス 
asahi-work-11@io.ocn.jp 

ホームページ 

アドレス 
https://asahi-work.jimdofree.com 

担当者名 森本 里佳 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

ストラップ 150円 1 個からでも可 １週間前後  

ミサンガ 500円 1 個からでも可 １週間前後  

リース 1,000円 1個～応相談 １週間前後 
季節によりアレンジ

が変わります 

座布団 1,500円 1個～応相談 １週間前後 冬季のみ製造 

リスキット 1,000円 1個～応相談 応相談 
自然に無いものなの

でサイズ、色材料な

ど違いがあります。 

 

 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

清掃業務 4～7名利用者＋職員 応相談  

袋詰め、封入、放送、検品仕

分けなど 
4～7名利用者＋職員 応相談  

    

 

 



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 

8 

 

 

事業所名 指定就労継続支援事業所アイル 
№ 11 

法人名 特定非営利活動法人いせコンビニネット 

所在地 伊勢市倭町 75-16 

電話 0596-63-6511 ファックス 0596-63-6522 

メール 

アドレス 
ill@e-ise.net 

ホームページ 

アドレス 
http:ill.e-ise.net 

担当者名 杉谷 いづみ 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

ぞうきん・タオルフキン 80円 1枚からでも可 応相談  

アクリルタワシ 120円 1個からでも可 応相談 袋入り 125円 

マグネット付クリップ 220円～ 1個からでも可 応相談 オリジナルデザインで製作可 

フェルトマスコット各種 300円～ 1個からでも可 応相談  

     

     

（写真、ＰＲなど） 

  
ぞうきん・タオルフキン アクリルタワシ 

  
マグネット付クリップ （名入れ可） フェルトマスコット各種 

 



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 
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【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

清掃業務 2～3名利用者＋職員 応相談  

草刈 草刈り機使用可 応相談  

パソコンデータ入力 ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙﾃﾞｰﾀ等 応相談  

袋詰め、封入、包装など  応相談 軽作業 

    

（写真、ＰＲなど） 

  
草刈業務 草刈業務 

  
清掃業務（床面清掃） 清掃業務（ガラス清掃） 

 

 
パソコンデータ入力 その他・木製ベンチ組立 

 

 



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 
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事業所名 二見工房そみん 
№ 12 

法人名 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 

所在地 伊勢市二見町茶屋 314番地３ 

電話 0596-44‐2050 ファックス 0596-44‐2050 

メール 

アドレス 

iseshakyo-somin. 

@mie.email.ne.jp 

ホームページ 

アドレス 
 

担当者名 斎藤由美子 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

手織りマット 1500円～ １個からでも可 3週間 約 46×63cm～ 

手編みマット 500円 １個からでも可 2週間 約 40cm（角） 

鍋敷き 100円 １個からでも可 1週間 約 17cm（丸） 

     

     

     

（写真、ＰＲなど） 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

袋詰め、封入等の軽作業 利用者＋職員 応相談  

    

    

    

    

（写真、ＰＲなど） 

 



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 

11 

 

 

事業所名 小俣さくら園 
№ 13 

法人名 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 

所在地 伊勢市小俣町宮前 577-1 

電話 0596-23-4496 ファックス 0596-23-4496 

メール 

アドレス 

iseshakyo-

sakura@mie.email.ne.jp 

ホームページ 

アドレス 
 

担当者名 太原 玉恵 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

アームバンド 300円 １個からでも可 3週間  

     

     

     

     

     

（写真、ＰＲなど） 

 

冬場、袖口が邪魔にならないよう、両腕にはめて使います。 

色選びから、じっくり時間をかけて作製しています。 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

袋詰め、封入、包装など  応相談  

    

    

    

（写真、ＰＲなど） 



障害者就労施設等の物品・役務の紹介 
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事業所名 kirin no tamago (クロフネファーム) 
№ 17 

法人名 株式会社クロフネファーム 

所在地 伊勢市小木町 560-8 

電話 0596-64-8811 ファックス 0596-36-7575 

メール 

アドレス 

toy_ottoman@yahoo.co.

jp 

ホームページ 

アドレス 
https://kurofunefarm.com/ 

担当者名 案浦 豊土 

【販売物品（商品）】 

商品名 参考単価 受注単位 納品目安 備考（留意点等） 

キリンのタマゴ（焼き芋）M 380円 １個からでも可 即日  

キリンのタマゴ（焼き芋）L 480円 １個からでも可 即日  

キリンのタマゴ（焼き芋）LL 720円 １個からでも可 即日  

キリンのタマゴ（焼き芋）LL

ハーフ 
350円 1 個からでも可 即日  

キリンのラテ 380円 1 個からでも可 即日  

キリンのソフト 480円 1 個からでも可 即日  

（写真、ＰＲなど） 

 
蜜芋と呼ばれるサツマイモを使った商品です。ねっとりと甘く冷やしても美味しいお芋で、 

加工にも適しており、現在、様々な商品を開発しています。暑い夏にもひんやりと食べれるも

のもたくさんご用意しております。 

【提供できる役務（業務・サービス等）】 

業務名 作業内容等 請負額（参考） 備考（留意点等） 

スイーツ提供 店頭販売 価格通り  

食品加工 物販作成 応相談  

    

    

（写真、ＰＲなど） 

 


