2018年度 和歌山県セルプセンター加盟施設名簿 改訂 2018年6月1日
施設名
1

（社福） ゆたか会

2

あいショップ

施設種別
施設入所支援
生活介護

就労継続支援
B型事業所

3

けいじん舎

就労継続A型

4

第二なぎの木園

就労継続B型
自立訓練（生活訓練）

5

きのかわ共同作業所

6

あすなろ共同作業所

7

山水会
第２三幸園

就労継続B型

8

山水会
サングリーンきのくに

就労継続A型

9

太陽作業所

多機能型
生活介護
就労継続B型

10

太陽川辺作業所

生活介護
就労継続B型

11

有田つくし福祉会
早月農園

就労継続支援Ｂ型

12

つくし共同作業所

生活介護 就労継続B型

13

ひまわり作業所

就労移行支援
就労継続B型

14

やおき工房

就労移行支援
就労継続Ｂ型

生活介護
就労移行支援
就労継続B型
就労継続B型
自立訓練（生活）

15

古道ヶ丘

就労継続Ｂ型

16

ふたば作業所

就労継続B型
生活介護

17

ふたば第二作業所

就労継続B型
生活介護

18

和

生活介護
就労移行支援
就労継続B

19

パン工房サンフルひだか

就労継続Ｂ型

20

はぐるま共同作業所 和の杜 就労継続B型

21

いこいの家共同作業所

就労移行支援
就労継続B型

22

ソーシャルファーム もぎたて

就労継続A型

麦の郷印刷

就労継続A・Ｂ型

24

（社福） つわぶき会

就労継続B型
就労移行支援
生活介護

25

事務支援センターソラーナ

就労継続B型

23

26

27

28

29

六星舎

なかよし福祉会

わかば園作業所

ワークステーションひだか

30

いなほ作業所

31

おかし工房桜和
和歌山県社会就労センター協議
会
和歌山県セルプセンター

就労継続B型

就労継続B型
就労継続B型
生活介護
就労移行支援
就労継続B型

就労継続B型

就労継続支援B型

施設長
上好 久子

住所・電話・FAX
〒648-0091 橋本市柱本22
☎0736－37－5800
E-mail rehabili@silver.ocn.ne.jp
〒640-8306 和歌山市出島362-3

松本 隆博

☎073-488-6741

FAX073-488-6742

E-mail aishop@wfj.or.jp
〒640-8301 和歌山市岩橋 798－1
宮本 久美子 ☎073－460-7753 FAX073－460－7753
E-mail muginosato.keijinnsｙa@gmail.com
〒647-0081 新宮市新宮 3415-1
大前 裕一 かつらぎ営業所
E-mail nagi-5374@marble.ocn.ne.jp
〒649-6202 岩出市根来 1557
福井 伴有 ☎0736－63－1873 FAX0736-63-2073
E-mail kinokawa1557@ares.eonet.ne.jp
〒642-0024 海南市阪井 521
笠松 彩
☎073－487-5560 FAX073－487-5556
E-mail asunaro2noki@forest.ocn.ne.jp
〒649-6531 紀の川市粉河4138-3
神木 延彰 ☎073６－73-8123 FAX0736-73-8126
E-mail sankouen@tiara.ocn.ne.jp
〒649-7154 伊都郡かつらぎ町西渋田２３－１
西野 豊
☎0736－22-0002 FAX0736-22-0009
E-mail sungreen@eagle.ocn.ne.jp
〒644-0044 日高郡美浜町大字和田 1138 番地
中橋 彦也 ☎0738－22－4885 FAX0738－22－4875
E-mail mihama-jimu@taiyo.or.jp
〒649－1316 日高郡日高町蛇尾 476－17
三代 栄史 ☎0738－52－0074 FAX0738－52－0076
E-mail fukuki@taiyo.or.jp
和歌山県有田郡有田川町尾上13-1
西林 則男 TEL 0737-34-2008 FAX0737-34-2228
E-mail:
hayatsuki@iaa.itkeeper.ne.jp
〒643-0005 有田郡湯浅町栖原 187－1
野下 康雄 ☎0737－64－1866 FAX0737-64-1867
E-mail tsukushi@estate.ocn.ne.jp
〒649-0306 有田市初島町浜字砂浜 1756－1
境 尚
☎0737－83－2298 FAX0737-82-1998
E-mail arida-himawari@sunny.ocn.ne.jp
〒646-0216 田辺市下三栖 1475－201
村上 和也 ☎0739－33－7784 FAX0739－24－1811
E-mail murakami@yaoki.or.jp
〒646-1421 田辺市中辺路町粟栖川 844
出水 和也 ☎0739－64－1883 FAX0739－64－1640
E-mail demizu@yaoki.or.jp
〒646-0023 田辺市文里 2－6－2
藤本 勝嗣
☎0739－25－2781 FAX0739－25－2782
E-mail futaba1@mb.aikis.or.jp
〒646-0023 田辺市文里1-13-9
松下 直樹 ☎0739－25－4195 FAX0739－25－5773
E-mail futaba2@pro.odn.ne.jp
〒649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺 95－3
小川 和子 ☎0736－22－7531 FAX0736－22－7896
E-mail nagomi@diary.ocn.ne.jp
〒649-1212 日高郡日高町大字小中字御所の前 521－5
福田 智宏 ☎0738－63－1888 FAX0738－63－1889
E-mail sunfull@taiyo.or.jp
〒640-8301 和歌山市岩橋 798－1
大中 一
☎073－471-4370 FAX073－471-4370
E-mail mugi-shokuhin-c@maia.eonet.ne.jp
〒640-8482 和歌山市六十谷 15－1
上田 朋行 ☎073－461-8925 FAX073-461-8925
E-mail ikoikoi@@io.ocn.ne.jp
〒649-6602 紀の川市平野927
中原 力哉 ☎0736－75-4603 FAX0736-75-5773
E-mail info@socialfirm-mogitate.jp
〒649-6338 和歌山市府中 1167－1
長谷 理世 ☎073－464-3707 FAX073－464-3708
E-mail mugi-p@zeus.eonet.ne.jp
〒641-0004 和歌山市和田1283-2
☎073－473－0294 FAX073－473－4349
瀬上 嘉章
E-mail tuwa294@tuwabuki.jp
URL
http://tuwabukijp
〒640-8059 和歌山市鷺ノ森明神丁10
中浜倫太郎 ☎073－498－5883 FAX073－498－8493
E-mail solana@wasaren.org
〒640-8021 和歌山市西旅籠町４番地 第２垂井ビル
森 貴孝
☎073－494-3061 FAX073－494-3062
E-mail mori@muginosato.com
〒645-0004 日高郡みなべ町埴田 1444－1
溝西 安生 ☎0739－72－5130 FAX0739－72－5720
E-mail nakayo-2@vm.aikis.or.jp
〒647-0042 新宮市下田 2－6－40
田邉 純
☎0735－21－5618 FAX0735－22－8570
E-mail wakaba-mg@mint.ocn.ne.jp
〒649-1211 日高郡日高町荊木 310
石田 豊彦 ☎0738－20－5179 FAX0738－20－5280
E-mail w-hidaka@taiyo.or.jp
〒649-5146 東牟婁郡那智勝浦町中里575
生熊
映 ☎0735－57－0334 FAX0735－57－0335
E-mail pan@inahofukushikai.jp
抜井 友希
山添 高道

合同事務所
小畑 和江

作業種別

食品、冷凍コロッケ、おにぎり、
飲食店、給食

下請作業、清掃作業、菓子製造
食品（パン）、縫製（小物）
下請作業、受託（草刈・清掃）
食品（パン・菓子）
環境整備、
下請
製袋

椎茸栽培
木工、縫製、下請作業
各種下請け作業

シルクスクリーン印刷、縫製、下請作業、たいようクロス
近隣農地を借り受けて農業関係の作業を行う。 主に、野菜・
みかんを栽培し、農協、直売所等への出荷など
パン製造・販売、パン訪問販売、せんべい製造・販売
さをり織り製品製作・販売、下請作業、廃品リサイクル等
靴下の委託加工、及び自主製品の製造・加工
手袋の仕上げと袋詰め、リサイクル回収事業
ペットフードの袋詰め
請負作業（箱折り、シール貼り、委託清掃等）
企業内授産（新聞社・郵便分帯かけ作業、ゴルフ場ボール補充作業等）

給食センター事業、企業実習
バンガロー管理、運営
下請作業
織物（さをり織り）、自主製品（よもぎの葉、EMボカシ、洗濯バサミ）

食品（パン・マドレーヌ他）
食品（パン・マドレーヌ・ドーナツ・パイ・プリン）、縫製
廃品回収、農耕、清掃、下請作業
カフェ、焼き菓子（ラスク、マドレーヌ等）
さをり織り、下請作業

食品（パン・焼菓子）

食品加工（納豆、ゼリー、せんべい、きな粉、粉抹茶等）

霊苑清掃、アパート清掃、内職

農産物加工、農業、飲食店運営
Ａ型：印刷全般その他できることなんでも
Ｂ型：印刷全般の後加工（軽作業）、内職等の軽作業
木工、弁当箱箱詰め、機械部品組立て
バイオディーゼル燃料精製

軽作業
委託作業（掃除、配達、封入・封緘）
下請作業、アルミ缶回収
自主製品（炭製品、ポチ袋等）
食品加工（ケチャップ・各種ジャム・だし・ポップコーン・焼かりんとう）

卒塔婆等の木工製品、布巾等の縫製製品、
乾燥ひじき、耕作放棄地を利用しての稲作、
草刈・清掃等の請負作業
下請作業（リサイクル関係）
アルミ缶回収
廃油回収
食品（パン・ラスク・クッキー）
自主製品（コーヒー・お茶・その他）

〒640-1161 海南市野上新616-8
☎073-485-2890
E-mail：den2sawa@gmail.com
〒640-8331 和歌山市美園町５丁目4-6
電話 073-499-6142 FAX 073-498-6980
E-mail: selpwakayama@gmail.com

和歌山県 共同受注窓口

