就労Ａ型（雇用型）
事業所番号

事業所名

住所

電話

ファクシミリ

ＵＲＬ

主な作業内容

2714100498

（福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
中津サテライトオフィス

大阪市北区中津1-4-10

06-6374-1481

06-6374-1614

http://www.v-aid.org/

システム開発、パソコン環境設定、パソコン講習会講師

2714100886

(株)エヴァーグリーン グリーンズ梅田

大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル東館105号

06-6311-8777

06-6311-8777

http://ever-green.jp.net

施設外就労（ベッドメイキング・清掃作業）・軽作業

2714100985

(株)ジャスト・トレンド 就労支援事業所ちえの輪

大阪市北区中崎西1-2-13-301

06-6136-3480

06-6136-3490

http://www.just-trend.com

封入作業、箱折り、清掃、ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ等

2714100993

(株)BROOK BROOK梅田

大阪市北区万歳町4-12浪速ビル東館405号

06－6809-7866

06-6809-7866

2714101033

（株）ジャスト・トレンド 就労支援事業所ちえの輪 西天満

大阪市北区西天満4-5-8-201

06-6755-4509

06-6755-4519

http://www.just-trend.com

封入作業、箱折り、清掃、ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ等

2714101082

【株式会社ａｉコーポレーション】ラポール梅田

大阪市北区梅田一丁目２番２－１４００号 大阪駅前第２ビル １４階 ２０号
06-6940-6407
の２

06-6940-6407

https://rapport-es.jp

ECサイトへの出品代行、HP制作

2714101116

一般社団法人希協会 ベースてんろく

大阪市北区本庄東2丁目2-30

06-6131-5330

06-6131-5623

http://www.tenroku.com/

ファイル作成及び通信販売関連業務

2714101124

（株）ジョインハーツ ワークスペース リーフ

大阪市北区東天満2丁目9-2AXIS南森町ビル別館２階

06-6949-8487

06-6949-8488

http://www.join-hearts.net/

お菓子の箱組み立て・封入等の軽作業、全国物産の販売及び出張販売、ポ
スティング

2714101157

（株）リズム 秋霜支援事業所 つみ木

大阪市北区南森町2-1-20-601

06-6312-1888

06-3612-1877

https://www.ri-zu-mu.com/

軽作業 （タオル折り・おみくじ折り）

2714101223

一般社団法人セイフティ就労支援協会 セイフティ事業所

大阪市北区中津1-17-25 中津インタービル６F

06-6459-7533

06-7878-4203

https://safety-s.com/

切手の仕分けや切手の台紙貼り、ヤフオク、データ入力、清掃作業、封入作
業

2714101298

株式会社アヴェク アヴェク

大阪市北区末広町2-37 米澤3F

06-6311-2611

06-6311-2611

http://www.avec-jp.com

アクセサリー作成、工芸品作成、、マスク作り、データ入力

2714101330

エフォート株式会社 就労支援事業所ｈａｌｕ

大阪市北区天神橋１－１２－２２-2階

06-6450-6762

06-6450-6763

https://halu-job.com/

インターネット売買、オリジナル制作販売、WEB

2714101454

株式会社ティー・キューブ ティーワーク

大阪市北区天神橋4-7-13

06-4800-1165

06-4800-1166

2714101470

株式会社アヴェク アヴェク南森町

大阪市北区西天満5－1－15西天満パークビル2号館5F

06-6366-0711

06-6366-0511

2714101538

【株式会社インフィニティ】メビウス南森町

大阪市北区天神橋二丁目２番９号 プラネット南森町２Ｆ

06-6135-8787

06-6135-8788

2714101553

【株式会社アールアンドエー】オフィス アールアンドエー

大阪市北区本庄東2-1-21キャピタルライフ2階202号室

2714101892

フィール南森町

大阪市北区東天満1丁目10-12 エルエスト不動産ビル４Ｆ 402号

2715201014

エルワイ・プラスワン株式会社 就労継続支援A型ほっとワーク

大阪市都島区片町1-7-25 リノ天満橋2B

2710200383

(株)スマイル工房 JOY

大阪市福島区吉野4-25-5

06-4804-2222

06-6462-8900

2710200441

グローイング（株） グローイング福島

大阪市福島区野田4-5-9 オーシャンビル３階

06-6461-0788

06-6461-0797

2712800297

(特非）ダ・カー歩 アップ

大阪市此花区常吉1-1-13

06-6330-8840

06-69330-8841

2712800313

（福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
大阪市立舞洲就労支援所

大阪市此花区北港白津2丁目1-46

06-6465-8212

06-6465-8213

http://www.fukspo.org/maishima_si
清掃作業、フロント業務
en/

2712800321

（株）舞洲フェルム 舞洲フェルム

大阪市此花区北港緑地2-1-19

06-6136-7871

06-6136-7871

http://www.maishima-ferme.co.jp

水耕栽培による葉物野菜の栽培並びに販売

2712800420

特定非営利活動法人ひまわり 就労クリエイターHOPE

大阪市此花区島屋３－１０－１６

06-6461-7787

06-6461-7787

https://shuhope.com/

印刷デザイン・動画作成・音楽作成・ホームページ作成

2719400596

（株）バレーコード シータ

大阪市中央区谷町七丁目1—39新谷町第二ビル３１４

06-4302-4907

06-4302-4908

https://barrechords.net/

ヘアアクセサリー作成、玩具検品・梱包、文房具の仕分け・封入、水道工具
の組立、DM封緘、リサイクル

2719400604

（株）ハニービー ハニービー

大阪市中央区常盤町１－４－９竹宏ビル201

06-6920-8282

06-6920-8283

bee-group.jp

商品組み立て、シール貼り、袋詰め、タオル折り、検品他軽作業全般

2719400737

（株）ハニービー クイーンビー

大阪市中央区内本町１丁目３－１０ 内本町ビューハイツ２階

06-6946-9191

06-6946-9192

https://bee-group.jp/

メディア向け商品の組み立て 検品 梱包、 事務用品の検品 組立 梱包

2719400810

(株)エイトワークス浪速 フローラⅡ

大阪市中央区谷町９丁目1-18アクセス谷町ビル8F

06-6191-8080

06-6191-8081

https://flora-group.jp/

お菓子製品、玩具の検品、組み立て、チラシの封入作業等

2719400851

ビジネス・ライフデザイン(株) ビジネス・ライフデザイン

大阪市中央区南船場2-6-10ツチノビル201

06-4705-8358

06-4705-9358

https://bld.support/

2719400901

合同会社わーくぷらす わーくぷらす

大阪市中央区博労町一丁目７番７号 中央博労町ビル 7階 704号

06-7878-6806

06-6263-3661

http://www.work-plus.co.jp/

2719400968

(株)ライトスタッフ el-camino天満橋

大阪市中央区大手前1-6-4リップル天満橋７階

06-6314-6697

06-6314-6697

2719401016

一般社団法人ライフワーク協会 就労支援センター ハーテス本町 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル9Ｆ

06-6266-3131

06-6266-3130

http://www.hearteyes.jp

清掃作業、ポスティング、雑貨品の加工業務、ベッドメイキング

2719401156

一般社団法人ビーコムサポート Ｂｅ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ

大阪市中央区南久宝寺町1-9-8 大喜ビル5階

06-6226-7741

06-6226-7781

https://challenge-up.jp/

タオル・おしぼり袋入れや手芸用品の加工・布生地サンプル制作・
ナイトクラブ日常清掃、ビジネスホテル居室清掃

2719401164

合同会社わーくぷらす わーくぷらす堺筋本町ひまわり

大阪市中央区本町1-2-2ラシーヌ本町ビル6F

06-4708-6345

06-4708-6346

http://himawari.work-plus.co.jp/

ネットショップ・事務作業・外注軽作業

2719401214

（ＮＰＯ）リアン 就労継続支援Ａ型事業所きずなはうす内本町

大阪市中央区内本町1-2-12清美ビル3階

06-6585-0837

06-6948-6812

http://support-atype.kizunahouse.net/

PC書類作成・データ入力・デザイン、動画作成・編集等

軽作業（箱折り、封入作業）ホテル清掃、配達業務

インターネットオークション出品作業・点字名刺打刻・ホテルベッドメイキング
作業
https://www.avec-jp.com

PCデータ入力、イラスト制作、DTPデザイン

https://www.instagram.com/mevius
100均製品の梱包・割り箸の封入・キーホルダーの金具取りつけ作業
.nanmori/?hl=ja
事業所内での軽作業、民泊の清掃作業、紙エプロン折り作業、不織布の挟
06-6136-3741
06-6136-3742
office.r.and.a.3741@gmail.com
み作業、千羽鶴作成作業
０６－６２３２－８２９ ０６－６２３２－８２９
事務代行費用・データ入力・軽作業（袋詰め・梱包）・LINEスタンプの作成販
http://www.nk-feel,co,jp
０
１
売
パソコンを使ってのデータ入力、動画作成、ホームページ作成、ブログやイラ
6-6352-7774
06-7635-8771
http://hotwork7.com
ストの作成
ﾘﾎﾞﾝ等の検品作業 箱折り、組立 封入作業
www.growingholdings.com

食品加工、製造業
家電リサイクルの解体作業

雑貨制作・販売、動画制作、インターネット広告運用管理、商業文章作成、
webデザイン
インターネットショップ運営、PC訓練、梱包・仕分け・発送作業、事務代行・資
料整理
食品用箱折り、コスメ商品の検品、タオル折り、袋詰め、ビニール袋カット

就労Ａ型（雇用型）
事業所番号

事業所名

住所

電話

ファクシミリ

ＵＲＬ

主な作業内容

2719401255

一般社団法人ＦＵＫＵＲＯ バリューラボ・フクロウ

大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル4F

06-6949-9292

06-6942-9687

http://www.le-clos.jp/

レストランで提供するデザートの製造

2719401289

アクセプト株式会社 多機能型就労支援事業所 スプリングス

大阪市中央区平野町１-5-11 エルギャラン平野町ビル１０F

06-4708-7410

06-4708-7411

https://springs-job.com/

HP制作/販売、自社オリジナル品制作/販売、インターネット売買

2719401297

(株)正栄 Ｓｕｎワーク

大阪市中央区玉造1-13-4 小林ビル6F

06-6777-3100

06-6777-3111

教材のセット作業、生地サンプルシール貼り、袋入れ、クリアケース検品梱包
等

2719401370

フォルテ合同会社 フォルテライズ

大阪市中央区南本町3－4－7－601

06－6241－3330

06－4708－4342

軽作業、請負、清掃作業、ＰＣ入力作業

2719401461

合同会社ぐろーあっぷ ぐろーあっぷ

大阪市中央区南船場2-3-6第一住建長堀橋駅前ビル404号

06-7777-2770

06-4963-3575

http://growup1.co.jp

2719401479

株式会社リーパス・オフィスサポート徳井町

大阪市中央区徳井町２−２−９ 米澤ビル３０１

06-6920-1518

06-6920-1519

http://leapus-os.main.jp/

2719401560

（株式会社）エナベルグループ エナベル長堀橋

大阪市中央区博労町1-7-7 中央博労町ビル804

06-4256-4761

06-4256-4762

https://enablegroup.com/nagahoribashi/

2719401586

ライジングフード株式会社 イング

大阪市中央区上汐2-3-10上汐Ｌｅｅｓビル4Ｆ

06-6711-0395

06-6711-0396

ing-osaka.com/

2719401610

一般社団法人ビーコムサポート Ｂｅ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ長堀橋

大阪市中央区南船場２－４－２０ 大阪福谷ビル４階

06-6210-5952

06-6210-5962

https://challenge-up.jp/

2719401651

ビジョン（株）ＨＯＰＥワークス北浜

大阪市中央区平野町1丁目7-6 エストビル3F

06-6223-3355

06-6223-3335

http://hopecoop.site/a/

2719401933

オリーブ

大阪市中央区南本町1-3-21トウマビル7F

06-6227-8323

06-6227-8423

マスクケース・ベルト・ブックカバーの袋詰め、缶バッジの組立て、100均商品
の袋詰め

2719401958

セントラルフィールド

大阪市中央区釣鐘町一丁目１番１１号 ＭＪビル６階

06-6945-0381

06-6945-0382

軽作業、データ入力

2719402063

就労継続支援Ａ型事業所 リレー

大阪市中央区南久宝寺町2丁目4番10号 勇拓ビル402

06-6484-6117

06-6484-6127

報告書仕分け作業•図面整理・点検資材チェック・軽微な入力作業・
定期清掃 現場管理および作業補助 現地調査補助・軽作業

2711800488

（株）シュクレサレ カフェ・ボン・セジュール

大阪市西区九条3-5-10 美好ハイツ1Ｆ

06-6582-0050

06-6582-9072

https://silyukuresare.com/

喫茶業務、ハンドメイド雑貨作成、請負業務

2711800561

（ＮＰＯ）ＡＲＣＯ ａｒｃｏ ｉｄｅａｓ ｗｏｒｋｓｈｏｐ

大阪市西区新町1丁目34番２１号エーダイビル５０１

06-6536-6166

06-6536-6166

http://www.arcojp.org

クリーニング営繕管理、IT製作管理PC入力業務、一般縫製作業

2711800603

(株)ホーネット ホーネット

大阪市西区西本町1丁目9-18古久根信濃橋ビル7F

06-6539-8585

06-6539-8586

封入・布折り・新聞の発送作業

2711800611

一般社団法人ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｓｏ－Ｔｅｎ靱

大阪市西区靭本町2-9-7岡崎橋ビル1001

06-6136-7761

06-6136-8167

マンション、ホテル等の清掃

2711800637

合同会社あたらし わーくさぽーとあたらし

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館501

06-6441-3777

06-6441-3701

缶バッチのＯＰＰ封入、アルミカップ個包装、その他内職

2711800660

（合）あたらし わーくさぽーとあたらしⅡ

大阪市西区土佐堀1-6-20新栄ビル801Ａ号

06-6443-3777

06-6443-3770

ＤＭ封入、タオル折り、個別包装、検品、内職全般

2711800694

合同会社アイキャン アイキャン

大阪市西区阿波座1-12-21-6階

06-6543-3355

06-6543-3356

http://ainokizuna.com

組立・箱詰・検品等軽作業 アクセサリー・生活用品生産 パソコン入力作業

2711800702

株式会社ちゅーりっぷサポート ちゅーりっぷ

大阪市西区九条1-27-6

06-6556-9543

06-6556-9543

http://tulip-support.com/

学童教材の封入、文房具の組み立て封入、タオル包装

2711800785

一般社団法人ダイアロゴス ポリフォニー

大阪市西区南堀江3-12-23不二建物西長堀ビル502

06-4395-5881

06-4395-5882

https://polyphony.dialogs.jp/

Webデザイン、フライヤー作製

2711800793

合同会社あたらし てくにかるさぽーとあたらし

大阪市西区京町堀1-12-9プロト大阪ビル４階A

06-6449-3737

06-6449-3770

2711800801

株式会社テアテル てあてる

大阪市西区西本町3-1-14

06-4391-3393

06-4391-3393

www.teatel.net

鍼灸あんまﾏｯｻｰｼﾞ施術、受付事務及び補助業務

2711800926

【株式会社フライングポニー】フライングポニー

大阪市西区土佐堀1-6-10土佐堀トキワビル4階

06-644-3500

06-644-3501

http://www.flying-pony.com/

PCを使っての入力作業、画像加工、CMS移行作業

2711800991

ロジックラボ

大阪市西区立売堀一丁目１１番１７号 スギタビル６階

06-6585-9813

06-6585-9812

https://tectrio.co.jp/

システム開発

2710400645

(株)Griver Griver

大阪市港区築港２-３-２

06-4394-8093

06-4394-8094

生地の張り合わせ、お菓子の包装

2710400702

(株)けあふる けあふる

大阪市港区夕凪二丁目１８番５号 朝潮ビル

06-6573-0101

06-6573-0102

各種商品の検品・封入・封緘作業、見本帳製本

2712700778

もぐら

大阪市大正区千島2-2-36

06-6556-3355

06-6556-3356

2712700794

就労継続支援Ａ型事業所 フォレスト

大阪市大正区千島3丁目11番13号 グリタビル2F

06-6554-5567

06-6554-5568

2711700340

矢野紙器（株） ネクストステージエイブル

大阪市天王寺区北河堀町8番18号

06-6771-8851

06-6771-8790

2711700654

（株）エース ワークスペースエース上本町

大阪市天王寺区味原町14-9上本町東シティハウス205号

06-6777-4469

06-6777-4469

2711700662

（株）インクルージョン インクルージョン

大阪市天王寺区大道4丁目2−3八千代興産寺田町ビル5階

06-6773-1541

06-6777-1548

http://inclusionosaka.com/

軽作業、撮影、IT（デザイン）

2711700670

（株）エヴァーグリーン グリーンズ阿倍野

大阪市天王寺区南河堀町8－13天王寺MIYO203

06‐6776‐2874

06‐6776‐2874

http://ever-green.jp.net

施設外就労(ベッドメイキング・清掃作業）・軽作業・マチエコ便配達

2711700712

一般社団法人アナザースカイ アナザースカイ －Ａｎｏｔｈｅｒ Ｓｋｙ
大阪市天王寺区上本町６－２－２６
－

06-6770-5396

06-6770-5397

ネットショップ運営・データー入力
（施設外）タオルやDMの封入れ、
ラベル貼り等軽作業
記帳代行会社の下請け：個人事業主の請求書、領収書などのスキャン、
画像データ化業務
ECサイトの運営補助として、PCを使っての画像加工・データ入力事務・
カメラを使用した商品の撮影・商品の入庫、梱包、発送
工場ライン作業、清掃作業、
調理補助業務
歯ブラシやフロスの検品・組み立て、データの集計及び入力作業、
クラブディスコやビル共用部の日常清掃
経理代行事務・電子書籍作成

パソコンを使ってのデータ入力作業

https://mogura-farm.com/

着物の解体、ネットショップ運営、清掃作業
念珠の製作／ペット用品の検品・袋詰め／ゴルフボールの清掃・仕分け・袋
詰め

www.nsable.jp

ダンボールを使っての展示台、遊具作成。システム開発。野菜販売。
箱折り、シール貼り、清掃作業

清掃作業、組立作業

就労Ａ型（雇用型）
事業所番号

事業所名

住所

電話

ファクシミリ

ＵＲＬ

主な作業内容

2711700720

一般社団法人パピヨン 上本町就労継続支援Ａ型 パピヨン

大阪市天王寺区上本町5-7-18西川ビル503

06－6777－1522

06－6777－1522

http://uehonmatipapillon.jimdofree.com/

工具を使っての製作作業、テープ貼り

2711700795

（合）ハーティ 松下福祉サポート

大阪市天王寺区上本町 7-1-24 松下ビル9F

06-6777-8141

06-6774-6027

http://mw-support.net/index.html

日用雑貨商品の組み立て、検品、包装等の軽作業

2711700845

株式会社業務企画センター ビジネスプランニングセンター

大阪市天王寺区生玉前町1番21号 小山ビルグランシャリオ610

06-6777-3058

050-3383-2697

http://bpcinc.jp

ホームページ作成・修正 顧客データ入力・チラシ作成 広告文章作成・アプ
リ開発

2711700993

【合同会社アルファセブン】アルファセブン

大阪市天王寺区小橋町2-13IDMビル501

06-4305-7957

06-4305-7958

http://alpha-seven.net/

箱折り、サングラス再生、老眼鏡パッケージ入、清掃作業

2711701082

フォーチュンエイド

大阪市天王寺区真法院町６番１２号 真法院ＪＮビル４階

06-6777-9717

06-6777-9719

2714300387

株）ソーシャルプランニング流 就労創造センターせふぃろと

大阪市浪速区幸町２－４－１５ マナベハイツ桜川1階

06-6562-7735

06-6643-9563

2714300536

（福）ピースクラブ

大阪市浪速区大国１－１１－１

06-６６４７ー２０７７ 06-６６４７ー２０８７ http://w01.p-c.ne.jp/peaceclub/

パン製造、販売、パン工房の清掃作業

2714300585

（株）エイトワークス浪速 フローラ

大阪市浪速区幸町2-2-40

06-6575-9810

駐車場の清掃

2714300890

一般社団法人ｂｒｏｔｈｅｒｓ あんこ

大阪市浪速区難波中1-9-10-305

06-6556-7204

2714300965

フォレスト・アウル株式会社 フォレストアウル大国町作業所

大阪市浪速区大国3丁目７－２４ オーパスＪＫ２０１

06-6537-7772

06-6537-7832

2714300981

アクティブサポート株式会社 未来

大阪市浪速区恵美須西3-2-11鷺乃成ビル2階

06-6644-9520

06-6644-9521

2714301005

一般社団法人 みどりの風西川 みどりの風西川

大阪市浪速区大国１丁目３番４号

０６－６６４９－０７７ ０６－６６４９－０７５
７
５

2711000485

（株）桜ほのぼの苑 姫島事業所

大阪市西淀川区姫島五丁目10番21号

06-6829-6201

06-6829-6372

http://www.s-honobono.co.jp/

（日用雑貨の）梱包、袋詰め、検品

2711000691

（株）みらい みらい

大阪市西淀川区野里1-4-7

06-6476-3577

06-6476-3578

http://wwwmi-ra-i.jp

野菜の加工・仕分け・袋詰め等

2719101046

一般社団法人ＫＩＺＵＮＡ Ｂｅ Ｈａｐｐｙ

大阪市淀川区十三東1-11-28-2F

06-6195-8649

06-6195-8694

http://kizuna.osaka.jp/

清掃業務、野菜検品・パック詰め作業、パソコン業務

2719101087

オレーヴ（株） オレーヴ

大阪市淀川区十三本町2-4-25

06-6304-3111

06-6304-3101

https://oreve.jp/

内職作業

2719101103

（株）ラーカイラム 就労支援センターにこにこ

大阪市淀川区三国本町2-17-10

06-6391-8500

06-6152-7755

https://nikonikocom.wordpress.com 軽作業、ポスティング、ヤマト便配達

2719101111

一般社団法人ライフワーク協会 就労支援センターハーテス

大阪市淀川区西中島4丁目5番22 レクシア西中島Ⅲ 303

06-6476-9231

06-6476-9310

http://www.hearteyes.jp

2719101137

（株）エース ワークスペースエース

大阪市淀川区十三本町2-1-20十三西口浜ビル1階

06-6303-3229

06-6303-3229

2719101186

一般社団法人ライフワーク協会 就労支援センターハーテスⅡ

大阪市淀川区西中島4丁目6-15 ミツフ第3ビル6階

06-6795-9231

06-6195-9333

http://www.hearteyes.jp

2719101236

(株)アジュール アジュール西中島

大阪市淀川区西中島3-14-20

06-6838-3770

06-6838-3771

http://www.azur-nishi.com/

2719101251

合同会社JiRiTs JiRiTs

大阪市淀川区西中島６丁目３－２４北白石ビル西館６階

06-6476-7090

06-6476-7090

http://www.jirits.net

2719101285

一般社団法人ファーストステップ Ｂｅ Flap

大阪市淀川区西中島6-7-12 アーバンビル2F

06-4862-4294

06-4862-4299

http://1ststep-osaka.com

軽作業、清掃作業、ポスティング、ベットメイク

2719101574

一般社団法人サンプレイス Ｂｅ Ｓｍｉｌｅ 十三駅前

大阪市淀川区十三東3-18-12 伊藤ビル1階

06-6770-9011

06-6770-9014

https://sunplace-osaka.com/

清掃作業、お弁当製作、製菓製造、軽作業

2719101632

株式会社ａｇａｉｎ 就労支援事業所 ａｇａｉｎ西中島オフィス

大阪市淀川区西中島3-3-9-401

06-6885-8998

06-6885-9008

https://againnisinakajima.jimdo.com 事務作業、レセプト作業補助

2719101657

一般社団法人ファーストステップ Ｂｅ Ｆｌａｐ２

大阪市淀川区西中島4-13-24 花原第3ビル 2F

06-6829-7025

06-6829-7073

http://be-flap2.com/

お菓子の製造補助・ホテルの室内清掃・小物製品の検品及び梱包

2719101772

【一般社団法人ＫＩＺＵＮＡ】Ｂｅ Ｈａｐｐｙ 木川

大阪市淀川区十三東1-8-12松露興産十三ビル3F

06-6195-1743

06-6195-1744

http://kizuna.osaka.jp/

ホテル、店舗の清掃業務

2719101947

Ｂｅ Ｆｌａｐ３

大阪市淀川区西中島5-13-14共栄新大阪ビル9F

06-6476-7531

06-6476-7532

http://be-flap3.com/

PCを使用してのDTPやデザイン制作、出品代行等

ピース

06-6575-9811

内職・軽作業
https://sp-sephiroth.jp/

https://flora-group.jp/

web制作・デザイン、放置自転車対策業務、ポスティング、清掃作業

ネットショップ受注発送

菓子の袋詰め等

アクセサリーパーツ袋詰め、
マンション、ホテル等の清掃
ゴム印作業、軽作業、清掃作業
http://a-support.co.jp

訪問マッサージ、飲食店清掃、調理補助、高齢者施設外部清掃、軽作業
鞄のパーツを作成、ミシンを使っての裁縫作業

清掃作業、ポスティング、雑貨品の加工業務、ベッドメイキング
箱折り、シール貼り、清掃作業
清掃作業、ポスティング、雑貨品の加工業務、ベッドメイキング
ｶﾚﾝﾀﾞｰ組み立て、手帳../シールのセット包装、その他多種多様な軽作業
施設外就労（清掃）
HP作成／発送代行、webショップ運営
紙製品製造・加工

2719101988

Ｂｅ Ｈａｐｐｙ メディア

大阪市淀川区木川西一丁目１３番１５号 ２Ｆ

06-6829-6664

06-6829-6674

http://kizuna.osaka.jp/

■入力業務
音声データ文書化（講演会、座談会など）
商品登録案件（テキスト、画像リサイズ・加工、CSV 作成など）
紙媒体の電子化（PDF から電子化）
■通販事業
Kizuna yaaan ハンドメイドアクセサリーサイト運営
メルカリ委託販売など
■デザイン業務■ウェブ関連
グラフィックデザインとエディトリアルデザイン（パンフレット・カタログなどの企
画
制作、ホームページ作成（HTML、WordPress）
■販売促進ツールの提案■キッテイング業務■アニメーション制作■VR 動
画：プロモーションビデオ、ライブ映像作成■ラズベリーパイシステム開発

2712301114

株式会社プロスパー こころプラス（旧：こころ阿倍野）

大阪市東淀川区淡路４－６－２２

06-6195-9779

06-7164-1896

cocorojob.com

Hp制作、アクセサリー制作、翻訳、データ管理

就労Ａ型（雇用型）
事業所番号

事業所名

住所

電話

ファクシミリ

ＵＲＬ

主な作業内容

2713001390

（株）プロスパー こころ

大阪市東淀川区上新庄３－２－３

06-7174-5148

06-7164-1896

cocorojob.com

Hp制作、アクセサリー制作、翻訳、データ管理

2713001523

（株）チャレンビー ちゃれんびい

大阪市東淀川区小松2-13-23

06-6990-8047

06-6323-0503

https://challenbee-b.com/

調理補助、ポスティング

2711500575

（有） ファミリータイズ 健美道

大阪市東成区東小橋3-9-20

06-4307-3991

06-4307-3993

2711500690

（有）サンフィールド サンフィールド深江橋事務所

大阪市東成区神路１－７－２１

06-6975-7077

06-6975-70078

http://sunfield.support/

印刷物セットアップ

2711500716

(株)ワークロード ワークロード新深江

大阪市東成区深江南1-12-3-210

06-6975-1250

06-6975-1251

https://workroad.
amebaownd.com

ボールペンの組立、梱包 知育玩具の袋入れ
清掃作業

2711500930

特定非営利活動法人Ｋｅｅｐ・Ｓｔｅｐ 就労継続支援事業所パッソア
大阪市東成区東小橋２－２－２１ 松山ビル2階
パッソ

０６－６９７３－３３４
06‐6973‐3347
６

事務作業委託

2711501201

健美道 今里

大阪市東成区大今里西二丁目１６番１５号１０１号室

06-6955-8674

06-6955-8675

鍼灸あんま院、整骨院、清掃、パソコン入力

2712200993

（株）神戸屋 神戸屋

大阪市生野区新今里7－8－16

06－6757－8361

06－6757－8361

http://www.milu-gh.jp/2017/

レンタルおしぼりの加工

2712201603

（株）ワークロード ワークロード

大阪市生野区巽中2-17-6

06-6748-0507

06-6743-6872

https://workroad.amebaownd.com

屋内軽作業・清掃業務・自社製作（皮製品）

2712201751

(株)ワークロード ワークロード巽東

大阪市生野区巽東１－１－３２－７０３

06-6758-5777

06-6758-5777

ハンコ、ボールペン、 カッターナイフの組み立て、知育玩具の袋ずめ等。

2712201918

（株）ケア ケア・サポート小路

大阪市生野区小路東2-16-15

06-6753-2366

06-6753-2377

キーホルダー組立て

2712201991

（株）イーストガーデン 心楽

大阪市生野区巽中4-18-14

070-6508-7408

06-6757-4707

商品の検品・梱包作業、施設外での清掃作業

2712202239

株式会社 神戸屋 神戸屋Ⅱ

大阪市生野区新今里7－11－4

06－6757－2110

06－6757－2110

2712202346

株式会社みらいじゅ みらいじゅ生野

大阪市生野区巽東2-8-32 荻田第4ビル201号

06-4306-5099

06-4306-5099

2712202353

株式会社パール パール

大阪市生野区新今里4-10-20

06-6753-7575

06-6753-7575

http://pearl.work/

ミシンを使っての裁縫作業、WEBデザイン、英語の翻訳

2712202411

一般社団法人障がい者自立スタンドアップ 就労継続支援Ａ型スタ
大阪市生野区舎利寺2-4-28
ンドアップ舎利寺

06-4303-3502

06-7632-3213

http://standup.or.jp

ネットオークション業務全般、衣類等へのプリント、デザイン

2712202676

【株式会社正栄】Ｓｕｎワーク桃谷

大阪市生野区桃谷1-13-1新栄プロパティ4階

06-6711-7800

06-6711-7801

2714401193

（株）エヴァーグリーン ワークスペースグリーンズ

大阪市城東区新喜多1-7-25-6F

06-6934-1156

06-6934-1106

2714401375

(株)モールカンパニー ワークセンターもーる城東

大阪市城東区古市3-22-2パルコムマンション2階

06-6786-0088

06-6786-0099

2714401383

テキスタイルワークス合同会社 ステップアップ

大阪市城東区今福西1-1-26

06-6936-3300

06-6936-2929

2714401409

社会福祉法人 そうそうの杜 Ｋａｗａｓｅｍｉ

大阪市城東区中央1-6-29

06-6935-1111

06-6935-1911

2714401698

有限会社サンフィールド サンフィールド城東事業所

大阪市城東区今福西５－１３－１３

06-6939-3424

06-69303272

2714401706

一般社団法人アントレッドワークス アントレッドワークス蒲生事業
大阪市城東区今福西四丁目４番２３号 石脇ビル２０２・２０５号
所

06－6931-0390

0616931-0391

https://www.entraidworks.com

梱包・発送軽作業、パソコン入力・デザイン作業、アクセサリー製作・販売、
発送代行

2714401805

(株)エー・サポート (株)エー・サポート

大阪市城東区成育3-14-13旭伸ビル5階・6階

06-6935-0010

06-6935-0030

http://asprt.co.jp/

縫製事業・軽作業・PC業務

2714402043

マリアワークス

大阪市城東区野江一丁目１番１号 角屋京橋ビル３階

06-6934-7448

06-6934-7449

works@mariap.jp

学校教材の部品袋箱詰め、データ入力

2719200889

特定非営利活動法人笑てん ハッピーワークス

大阪市鶴見区焼野1丁目南11番6号

06-7180-0690

06-7164-5686

http://www.shouten.or.jp/

検品・封入・袋詰め・梱包などの作業

2719200921

有限会社プロ・フィッツ レイオブライト

大阪市鶴見区緑1-7-5カーサエクリオ103

06-6167-5145

06-6167-5154

http://rayoflight.jp

2719201127

【有限会社プロ・フィッツ】ビザライト

大阪市鶴見区諸口一丁目１番９号

06-6780-4470

06-6780-4614

http://be-the-light.info

2715901076

ライフカンパニー(株) ライフカンパニー

大阪市住之江区安立4丁目1番4号メゾンAメッツ1F

06-6657-4149

06-6657-4150

電動工具を使ってのトルク検品、梱包箱詰等のラッピング作業

2715901225

（株）Ｓｙｍｐａｔｈｙ 桜井ケアセンター就労継続支援Ａ型

大阪市住之江区安立３－６－２６

06-6676-2255

06-6676-2400

携帯電話を使ってのネット販売（出品代行） 清掃作業、軽作業

2712001268

南海ライフリレーション（株） 南海ライフリレーションあびこ道

大阪市住吉区清水丘3丁目14番81号

06-6676-6802

06-6676-6803

2712001433

(株)LIC LICワークパートナーズあびこ

大阪市住吉区我孫子4-6-21-101

06-4700-7098

06-4700-7099

2712001458

(株)ワンモアステップ ワンモアステップ

大阪市住吉区山之内3-7-6 さんさん杉本町102

06-6696-8875

06-6696-876

2712001524

（株）ＡＪ オリーブ事業所

大阪市住吉区長峡町6-12 メゾン森重2Ｆ

2712001698

ライフカンパニー(株) ライフカンパニー住吉

大阪市住吉区遠里小野2-4-22

鍼灸あんま院、整骨院、清掃、パソコン入力、施設外就労

http://www.milu-gh.jp/2017/

レンタルおしぼりの加工
老人施設の清掃作業、金具の組立、化粧品の梱包

教材のセット作業、ヘアピン検品、袋入れ、シール貼等
http://ever-green.jp.net

http://sou-sou.com

施設外就労(ベッドメイキング・清掃作業）・軽作業・発送代行・マチエコ便配
達
日用雑貨、プラスチック製品等の検品、組み立て、シール貼り、
商品のパッケージング作業、梱包作業等
布や紙の裁断加工業務、
それに付随する袋入れなどの軽作業
調理補助、ホールスタッフ
軽作業

スポーツクラブの清掃作業・ミシンを使っての自主製品製作・
封入作業等の各種軽作業
いぬの幼稚園
（犬のしつけ、トレーニング、預かり）でドッグトレーナーの指示のもとで作業

http://nankailr.sakura.ne.jp/care/support/

有料老人ホームにおける洗濯、掃除などの作業
箱折り、袋とじ、
シール貼り作業
https://lic-abiko.amebaownd.com/
清掃作業
①内職作業・軽作業 ②PC入力 ③ネット販売商品発送作業
http://onemorestep.jp/
④オリジナルTシャツ等のマーク加工 など

０６－７１６５－４３８ ０６－７１６５－４３８
http://ajolive.pupu.jp/aboutus/
０
０
http://iori06-6624-9827
06-6624-9828
inc.wixsite.com/lifecompany

施設外作業（倉庫内梱包作業）EC、テレアポ作業、ポスティング、内職作業
小箱のシール貼り・レターセットの軽量、梱包・UVレジン小袋入れ、梱包箱詰
め

就労Ａ型（雇用型）
事業所番号

事業所名

住所

電話

ファクシミリ

ＵＲＬ

主な作業内容

2712001813

ナチュール合同会社 Ｒｅｌｉｅｆ

大阪市住吉区長居東4-11-25

06-6657-4040

06-6657-4041

タオルの梱包・包装・アクセサリー作成、施設外の公園トイレ清掃の請負

2710801552

有限会社はるか ワークスかのん

大阪市東住吉区田辺2-7-21

06-6626-5215

06-6626-5225

プラスチック製品のバリ取り、検品、袋詰め等

2710801693

（有）八木介護保険事務所 ほっと Ｓｐａｃｅ

大阪市東住吉区田辺1-10-10

090-9282-6678

2710801768

（株）Ｇｒｉｖｅｒ Ｇｒｉｖｅｒ照ヶ丘

大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1-11-3

06-6707-2022

06-6707-2011

2710802097

株式会社オアシス オアシス

大阪市東住吉区北田辺4-22-6 田辺ビル301

06-6105-2568

06-6105-2569

2710802394

【Ｆｒｏｍｊｏｂ株式会社】Ｆｒｏｍｊｏｂ東住吉

大阪市東住吉区今林四丁目１３番７号

06-6776-2852

06-6776-2853

2710802592

楽らく

大阪市東住吉区駒川5-4-15

06-6609-5535

06-6609-5535

2715801771

（株）Ｆａｍｉｌｙ Ｃｉｒｃｌｅ

大阪市平野区長吉出戸8－5－3

06-6777-2598

06-6777-2599

2715802084

（特非）ライフ＆ケア さくら福祉作業所平野支部

大阪市平野区長吉長原西2-10-2

06-4977-4473

06-4977-4473

2715802597

（株）まなびの郷 まなびの郷 平野西

大阪市平野区平野西3-6-28 PALMIZIO平野西Ⅲ110号室

06-4392-7597

06-4392-7598

https://atcompany.jp/manabinosat お菓子の化粧箱の組立、靴下の包装、建築金物の組立、和菓子の個包装、
o/
化粧品の販促用小箱の組立、精密部品の組立

2715802621

一般社団法人障がい者自立スタンドアップ 就労継続支援Ａ型スタ
大阪市平野区喜連4-13-11
ンドアップ

06-6777-1386

06-7632-3213

http://standup.or.jp

Ｆａｍｉｌｙ Ｃｉｒｃｌｅ

軽作業、清掃作業
griver.terugaoka@gmail.com

ゼリーの検品、シール貼り、ネジの袋詰め
事業所内軽作業(１００均商品の仕分け・軽作業)、施設外
清掃作業(民泊室節での清掃)

http://fromjob.co.jp/

家庭用ゲーム機の動作確認、清掃、出品
鍼灸マッサージ院

https://www.family-cir.com

電動エンドレスシール機等を使用して、歯科専用歯ブラシの封入セットアップ
作業他
衣類検品加工、ＵＳＪ箱組み立て、販売作業 等

ネットオークションによる作業全般
駐輪場での接客、事務作業、駐車場、
マンション等の定期清掃作業マンション等の清掃（洗い）
宿泊施設での清掃、くじの製造 ワックスの組立・梱包、百均商品の組立・梱
包
事業所内は家電、工業機械などの解体・仕分け作業。施設外は梱包・検品
作業

2715802787

株式会社ネクストスペース ねくすとべーす

大阪市平野区加美東4-12-11

06-6792-8077

06-6792-8088

2715802852

【株式会社ヒラキンサポート】ヒラキンサポート

大阪市平野区長吉出戸7-11-19

06-6777-4162

06-6777-4163

2715802860

（特非）竹光自立支援センター

大阪市平野区長吉川辺３丁目１４－１７

06-6799-3282

06-6799-2013

murakami2017@theia.ocn.ne.jp

布おしぼりの洗濯、たたみ、梱包、出荷作業

2715802886

一般社団法人障がい者自立スタンドアップ 就労継続支援Ａ型スタ
大阪市平野区平野市町1-3-26
ンドアップ市町ファクトリー

06-6777-1389

06-7632-3213

http://standup.or.jp

ネットオークション業務全般

2715802985

ピースウェル南大阪合同会社 ＰＥＡＣＥウェル

大阪市平野区平野1－10－11 和光服装ビル1階

06-6777-7617

06-6777-7617

2715803090

株式会社徳の庵 徳の庵平野

大阪市平野区加美北1-16-13メゾングレース1F

06-6757-5136

06-6757-5136

https://tokunoan.pink/

組立・袋詰・包装・梱包・印刷物折り・発送・データ入力・リサイクル品販売

2715803397

【一般社団法人障がい者自立スタンドアップ】就労継続支援Ａ型ス
大阪市平野区長吉出戸4-1-6
タンドアップ長吉出戸

06-6776-2990

06-7632-3213

http://standup.or.jp

ネットオークション業務全般

2715803462

【一般社団法人ＫＩＺＵＮＡ】Ｂｅ Ｈａｐｐｙ 平野

大阪市平野区加美東4-17-17

06-6795-7275

06-6795-6796

http://kizuna.osaka.jp/

シールカット軽作業、ナット締め、ボルト袋詰め、清掃作業

2715803728

あいかんぱにー

大阪市平野区平野宮町一丁目４番２９号

06-6777-1758

06-6777-1759

http://icompanyltd.jp/

部品組立、軽作業、PC入力作業

2713302939

（合）ＱＯＬ ＱＯＬさぽーと

大阪市西成区天下茶屋3丁目28-23 ユーラクビル5階

06-6654-9191

06-6654-9192

http://qol-support.com

医療品関係の袋詰め

2713303200

特定非営利活動法人 街かど福祉 街かどあぐりにしなり

大阪市西成区北津守4-9-5

06-6567-1007

06-6567-1008

ｈｔｔｐ；//www.yoroshitake.com

菌床生シイタケの栽培、椎茸を使った加工品製造

2713303234

【合同会社 大きな木】小さな木

大阪市西成区花園北二丁目８番５号

06-6630-8744

06-6630-8745

chiisanaki_8744@yahoo.co.jp

弁当販売（下ごしらえ、弁当詰め、配達）、施設清掃業務

2713303614

合同会社八チロー プラザ中央

大阪市西成区太子1-1-17

06-6632-0236

06-6632-0237

ブランドバッグの裏地加工作業、化粧水ボトル

農園作業 梱包材内職

