
 

役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

印刷 
宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

(福)飛山の里福祉会 
書類等の印刷 661-9055 

コミュニティサポートセンターひかり 

(福)同愛会 
チラシ・ポスター，名刺・封筒，布・ブルゾンへの印刷 612-7717 

就労継続支援A型事業所いなほ白沢 

(株)ハーベスト 

名刺、カレンダー、POP、パンフレット、書類等、シール、

etc 
666-4865 

ソーシャルファーム長岡 

(一社)ソーシャルファーム栃木 
定型印刷・大判印刷ほか各種対応可能 680-6612 

多機能型事業所はーと 

(Ｎ)自立生活センターとちぎ 
名刺、ポスター等 638-2538 

チャレンジドＩＴセンター 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

チラシ・ポスター，頁物(小冊子，パンフレット等)，シー

ル，名刺・封筒の印刷及びデザイン 
615-7577 

とちぎライトセンター 

(福)善光会 
文章の点訳，印刷，製本，点字名刺印刷 670-3171 

ＴＯＭＯＳ company Ｂ型事業所 

(株)TOMOS  company 
名刺，ハガキ，ＰＯＰの作成 612-7077 

フレェールカンパニー滝の原 

(一社)日本医療福祉サービス 
名刺，ポスター，カード，ＰＯＰ，小冊子等の作成・印刷 689-8074 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
商品パッケージ、名刺、パンフレット 680-5261 

封入 

作業 

イチゴノキ 

(同)いろは 
ダイレクトメールの封入，封緘，発送等 678-9041 

宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

(福)飛山の里福祉会 
封緘等，タオル等のし掛け作業，表紙貼り 661-9055 

宇都宮市雀の宮作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
文書や定期刊行物等の封入 655-4091 

宇都宮市若草作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 

情報誌，機関紙，通知文書等の発送準備業務（部数数え，

文書封入，宛名シール貼り等） 
643-4759 

大曽作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
封筒等への封入，紙等への封入 627-1160 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
袋詰め・封入 666-8341 

きのこファーム 

(株)きのこファーム 
袋詰め・封入 655-6221 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 
DM封入等。ご相談いただければ基本的に受付 612-4440 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
ダイレクトメールの封入，封緘等 612-8575 

コパンＢｅ 

(有)コパン 
自社の案内や関連会社のダイレクトメールの封入等 680-7286 

コパンＢプラス 

(有)コパン 
自社の案内や関連会社のダイレクトメールの封入等 633-7455 

こぶし作業所 

(福)こぶしの会 
文書の封筒詰，広告チラシの封入 688-1120 

しのいの郷農園 

(福)房香会 
文書の封筒詰，広告チラシの封入 669-2722 

就労継続支援A型事業所いなほ白沢 

(株)ハーベスト 
ダイレクトメールの封入、封緘等 666-4865 

就労継続支援Ａ型事業所どんぐり 

(株)minori. 
カタログ・案内等の封入 678-6835 

役 務 別 一 覧 表 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

封入 

作業 

就労継続支援Ａ型事業所 donguri 

Labo(株)minori. 
カタログ・案内などの封入 666-0878 

就労継続支援 B型事業所あすラボ 

(株)インクルー 

ダイレクトメールの書類折、封入、封緘、宛名ラベル貼り

等 
689-9977 

就労継続支援B型事業所ウィンク西の宮 

(同)Ｖｉｎｃ 
袋詰め 666-7144 

就労継続支援 B 型事業所 FLAT ワーク

ス アシストン(株) 
チラシ等袋詰め・封入 678-6388 

就労支援ｗｉｌｌ 

(有)will 

ダイレクトメールの書類折，封入，差出人ラベル貼り，宛

名ラベル貼り 
633-0003 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 
文書の封筒詰，広告チラシの封入 673-0002 

ソーシャルファーム長岡 

(一社)ソーシャルファーム栃木 
封筒のラベル貼り、封筒の中にいれるチラシ入れ 680-6612 

第二戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
文書等の封入及び発送代行，ラベル貼り 643-5523 

多機能型事業所はーと 

(Ｎ)自立生活センターとちぎ 
袋入れ 638-2538 

多機能型支援事業所むすび 

(一社)縁 
ダイレクトメール等の封入 680-4178 

特定非営利活動法人ひまわり 

(Ｎ)ひまわり 
タオル折りと袋入れ，のし掛け 658-3299 

特定非営利活動法人みどり 

(Ｎ)みどり 

封筒の宛名ラベル貼り，チラシ等の数種類の印刷物の封

入 
645-7345 

戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
封筒のラベル貼り，チラシの封入 621-5124 

hanauta就労継続支援B型 

make a happiness(同) 
袋詰め・封入 678-5310 

ひびき 

(福)恵友会 
文書の封筒詰・広告チラシの封入 666-7601 

ふくふく亭 

(Ｎ)ほっとスペースひだまり 
書類等の袋入れ 666-8693 

ふるさとジョアン 

(福)ふるさとジョアン 
袋詰め・封入 673-8613 

みなみ作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
文書等の封入 655-6202 

未来工房宇都宮駅前店 

(同)アンドＭ 
袋詰め 610-7570 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
書類・ＤＭ等の封入 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
ダイレクトメール等の封入，宛名貼り 661-1711 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 
ダイレクトメール等の封入，宛名貼り 666-5500 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
DM、広告チラシ、案内状 680-5261 

封入・ 

発送 

代行 

株式会社たすかる 
(株)たすかる 

シール・部品・マスク等の袋詰め・封入作業 666-8341 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 

チラシ・ポチ袋・デンタルフロス・折り紙・折込チラシ・

額画 
688-8028 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 
DM の封入・発送・宛名シール作成 612-4440 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

封入・ 

発送 

代行 

晃陽職業センター 

(福)晃陽福祉会 

製品を保管し，梱包・発送・受入，管理は台帳をクラウド

等で共有し,相互に把握 
667-5151 

コパンＢプラス 

(有)コパン 

ダイレクトメールや書類の折り作業，封入，宛名印刷，振

り分け等の発送全般 
633-7455 

コミュニティサポートセンターひかり 

(福)同愛会 
印刷，封入，発送 612-7717 

しのいの郷農園 

(福)房香会 
印刷物を封入し，郵便番号別に振り分け 669-2722 

就労移行支援事業所 とっと 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

ダイレクトメールや書類の折り作業，封入，宛名印刷，振

り分け等の発送全般 
615-7578 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 
封筒へ宛名ラベルを貼り，印刷物を封入 673-0002 

特定非営利活動法人ひまわり 

(Ｎ)ひまわり 
郵便・メール便等の発送 658-3299 

特定非営利活動法人みどり 

(Ｎ)みどり 
印刷物を封入し，郵便番号別に振り分け 645-7345 

ひとつの花 

(Ｎ) ひとつの花 
文書等の封入れ・振り分け作業 680-7400 

フレェールカンパニー新町 

(一社)日本医療福祉サービス 
各チラシ等を封入し，郵便局等への発送 666-6287 

フレェールカンパニー滝の原 

(一社)日本医療福祉サービス 
チラシ等を封入し，郵便局等への発送 689-8074 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
チラシ等を封入し，郵便局への発送 612-1884 

シ ー ル

貼り 

イチゴノキ 

(同)いろは 
小物や封筒への値段シール，宛名ラベル貼り等 678-9041 

宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

(福)飛山の里福祉会 
宛名ラベル貼り等 661-9055 

宇都宮市雀の宮作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
文書や定期刊行物等のラベル貼り 655-4091 

宇都宮市若草作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 

封筒への宛名ラベル貼り・商品へのシール貼り・パンフ

レットの修正テープ貼り等 
643-4759 

大曽作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
宛名ラベル貼り等 627-1160 

株式会社たすかる 
(株)たすかる 

対応可 666-8341 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 
ラベル貼り等 688-8028 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 
値札・宛名等のシール貼り 612-4440 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
宛名ラベル貼り等 612-8575 

コパンＢｅ 

(有)コパン 
ポケットティッシュへのカードの貼り付け等 680-7286 

コパンＢプラス 

(有)コパン 
ポケットティッシュへのカードの貼り付け等 633-7455 

こぶし作業所 

(福)こぶしの会 
食品表示のシールや封筒のラベル貼り 688-1120 

コミュニティサポートセンターひかり 

(福)同愛会 
宛名ラベル貼り等 612-7717 

しのいの郷農園 

(福)房香会 
宛名ラベル貼り等 669-2722 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

シ ー ル

貼り 

就労移行支援事業所とっと 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

宛名ラベル作成，ダイレクトメールへの宛名ラベル貼

り，商品等へのシール貼り 
615-7578 

就労継続支援 B型事業所あすラボ 

(株) インクルー 
宛名ラベル貼り等 689-9977 

就労継続支援B型事業所ウィンク西の宮 

(同)Ｖｉｎｃ 
単純な作業 666-7144 

就労継続支援 B 型事業所 FLAT ワーク

ス  アシストン(株) 
宛名ラベル貼り等 678-6388 

第二戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
宛名ラベル貼り等 643-5523 

多機能型支援事業所むすび 

(一社)縁 
宛名ラベル貼り等 680-4178 

特定非営利活動法人ひまわり 

(Ｎ)ひまわり 
各種封筒へのラベル貼り，ビニール袋等へのシール貼り 658-3299 

特定非営利活動法人みどり 

(Ｎ)みどり 
宛名ラベル貼り等 645-7345 

戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
宛名ラベル貼り等 621-5124 

hanauta 就労継続支援 B型 

make a happiness(同) 
シール貼り 678-5310 

ひとつの花 

(Ｎ) ひとつの花 
小箱・封筒・袋・袋詰め等が終了した後のシール貼り 680-7400 

ひばり 

(福)晃丘会 
宛名ラベル貼り等 670-0330 

フレェールカンパニー新町 

(一社)日本医療福祉サービス 
小箱・封筒・袋等，指定製品へのシール貼り 666-6287 

フレェールカンパニー滝の原 

(一社)日本医療福祉サービス 

小物への値段シール貼り，梱包・封入・袋詰めが終わっ

た出荷品への宛名ラベル貼り等 
689-8074 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
小箱・封筒・袋等，指定製品へのシール貼り 612-1884 

みなみ作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
宛名ラベル貼り等 655-6202 

未来工房宇都宮駅前店 

(同)アンドＭ 
シール貼り 610-7570 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
値札・ラベル等の貼り付け 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
梱包・袋詰めが終わった出荷品へのシール貼り 661-1711 

ユーファームふるさと事業所 

ふるさとファーム(株) 
パック詰めや袋詰めが終わったものへのシール貼り 672-3711 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 
梱包・袋詰めが終わった出荷品へのシール貼り 666-5500 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
パンフレット、製品パッケージラベル 680-5261 

啓 発 リ

ボ ン 等

作製 

株式会社たすかる 
(株)たすかる 

対応可 666-8341 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 
リボン・水引きの制作 612-4440 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
啓発用のリボンの製作等（少量から可） 612-8575 

こぶし作業所 

(福)こぶしの会 
啓発用のリボンの製作等 688-1120 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

啓 発 リ

ボ ン 等

作製 

 

コミュニティサポートセンターひかり 

(福)同愛会 啓発用のリボンの製作等 612-7717 

就労移行支援事業所 とっと 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

啓発用のリボンの製作等（啓発リボン・ピンバッジ等の台

紙取付，封入全般） 
615-7578 

就労継続支援A型事業所いなほ白沢 

(株)ハーベスト 
缶バッジ、ピンバッジ、啓発用のリボンの作成 666-4865 

多機能型支援事業所むすび 

(一社)縁 
啓発用のリボンの製作等 680-4178 

デイセンターすぎの芽 

(福)すぎの芽会 
啓発用のリボンの製作等 667-8093 

特定非営利活動法人ひまわり 

(Ｎ)ひまわり 
啓発用のリボンの製作等 658-3299 

特定非営利活動法人みどり 

(Ｎ)みどり 
啓発用のリボンの製作等 645-7345 

梱包・袋

詰め 

イチゴノキ 

(同)いろは 
製品を指定の袋等へ詰め，梱包 678-9041 

宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

(福)飛山の里福祉会 
食品パック，割箸の袋入れや梱包，食玩梱包 661-9055 

宇都宮市雀の宮作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
各種記念品や玩具等の包装 655-4091 

宇都宮市若草作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
各種記念品，玩具，取扱説明書等の揃え・包装等 643-4759 

大曽作業所 
(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 

製品を指定の袋等へ詰め，梱包 627-1160 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
袋詰め・梱包 666-8341 

グランディール宇都宮 

(株)H2O 
玩具袋詰め 688-7770 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 
食料品以外のものであれば対応可能 612-4440 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
玩具や記念品の包装 612-8575 

コパンＢｅ 

(有)コパン 
製品を指定の袋等へ詰め，梱包 680-7286 

コパンＢプラス 

(有)コパン 
製品を指定の袋等へ詰め，梱包 633-7455 

コミュニティサポートセンターひかり 

(福)同愛会 
物品や封筒等の袋詰め等 612-7717 

しもつけダンク農園 

(一社)地域サポーターダンクの会 
製品を指定の袋等へ詰め、梱包 689-8986 

就労継続支援A型事業所いなほ白沢 

(株)ハーベスト 
製品の指定された梱包、袋詰め等 666-4865 

就労継続支援Ａ型事業所どんぐり 

(株)minori. 
缶バッチ・おもちゃ・ゲーム等の梱包・袋詰め 678-6835 

就労継続支援Ａ型事業所 donguri 

Labo (株)minori. 
缶バッチなどの袋詰め 666-0878 

就労支援ｗｉｌｌ 

(有)will 
食品パック・割箸の袋入れ，梱包，葬儀用引出物梱包 633-0003 

ソーシャルファーム長岡 

(一社)ソーシャルファーム栃木 
箱の組み立て，袋詰め，シール貼り等 680-6612 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

梱包・袋

詰め 

第二戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
指定の袋への袋詰め 643-5523 

地域活動支援センターうつのみや 

(医)報徳会 
製品の袋詰め，梱包 632-6074 

特定非営利活動法人みどり 

(Ｎ)みどり 
玩具や記念品の包装等 645-7345 

ＴＯＭＯＳ company Ｂ型事業所 

(株)TOMOS  company 
オリジナルのブレンドコーヒーのグラム分け，梱包等 612-7077 

フロンティアファクトリー宝木 

(有)ニューフロンティア 
物品や封筒等の袋詰め，梱包作業 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
物品や封筒等の袋詰め，梱包作業 645-7444 

まっしゅべりー 

(株)Ｂｅｒｒｙ 

いちごのパック詰め,ミニトマト,ゴーヤ,空心菜,青パパイ

ヤ,小松菜,二十日大根,茎ブロッコリーの袋詰め作業 
612-1473 

みずほ福祉支援センター 

(福)すぎの芽会 
市販されている封筒をビニール袋へ詰め，梱包 656-7478 

みなみ作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
製品を指定の袋等へ詰め，梱包 655-6202 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
梱包・袋詰め 678-9803 

ユーファームとかみ 

ハコシマファーム（株） 
発泡スチロールの組立、袋入れ 601-0358 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
食品や製品、企業内備品 680-5261 

梱包・袋

詰め（計

量含む） 

宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

(福)飛山の里福祉会 

食品パック，割箸の袋入れや梱包，食玩梱包，軽量チェッ

ク等 
661-9055 

株式会社たすかる 
(株)たすかる 

対応可 666-8341 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 
ナス袋詰め・しめ飾り 688-8028 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 
食料品以外のものであれば対応可能 612-4440 

しのいの郷農園 

(福)房香会 
ボトルやネジを数量通り袋詰め 669-2722 

就労移行支援事業所とっと 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

製品パッキング業務として，商品梱包，袋詰め，製品計量

等 
615-7578 

就労継続支援Ａ型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 
工場製品等の梱包・シーラー・ラベル貼り 611-3395 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 

機械の部品等を指定量袋に入れ，ホチキス・セロハンテー

プ・シーラーで止めて袋詰め 
673-0002 

多機能型支援事業所むすび 

(一社)縁 
製品等を袋詰め，梱包 680-4178 

特定非営利活動法人ひまわり 

(Ｎ)ひまわり 

ボルトやネジを指定数袋に入れ，ホチキス・セロハンテー

プ・シーラーで止め，計量 
658-3299 

西川田ひだまり 

(Ｎ)ほっとスペースひだまり 

青果袋詰めの作業を長年取り組んでいる実績とノウハウあ

り 
645-6686 

ひとつの花 

(Ｎ) ひとつの花 
各種製品の梱包・袋詰め・軽量 680-7400 

フレェールカンパニー新町 

(一社)日本医療福祉サービス 
各種製品の梱包・袋詰め作業 666-6287 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

梱包・袋

詰め（計

量含む） 

フレェールカンパニー滝の原 

(一社)日本医療福祉サービス 
物品や封筒等の袋詰め等 689-8074 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
各種製品の梱包・袋詰め作業 612-1884 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
数量・重量等の計測を含む梱包・袋詰め 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
農産物や工場製品等の梱包・袋詰め 661-1711 

ユーファームふるさと事業所 

ふるさとファーム(株) 
野菜等農作物のパック詰め，袋詰め 672-3711 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
工業製品、リネン、農産物 680-5261 

箱折 
宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ 

(福)飛山の里福祉会 
菓子箱・緩衝部材，弁当箱の仕切組立作業 661-9055 

宇都宮市雀の宮作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
箱折全般及び内容物の箱詰め 655-4091 

宇都宮市若草作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
菓子箱・贈答用箱等の組立作業 643-4759 

大曽作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
菓子箱等の箱の製作，指定の箱の製作 627-1160 

株式会社たすかる 
(株)たすかる 

箱折 666-8341 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 
部品を入れる箱折 688-8028 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
菓子箱等の箱の製作 612-8575 

コパンＢプラス 

(有)コパン 
箱の組立，シール貼り，梱包，袋詰め 633-7455 

こぶし作業所 

(福)こぶしの会 
菓子箱等の箱の製作 688-1120 

サポートセンターとみや 

(福)すぎの芽会 
ギフト等の箱の製作 666-1122 

しもつけダンク農園 

(一社)地域サポーターダンクの会 
箱の組立・シール貼り・梱包・袋詰め 689-8986 

就労継続支援A型事業所いなほ白沢 

(株)ハーベスト 
菓子箱等の組立、指定の箱の組立等 666-4865 

就労継続支援Ａ型事業所どんぐり 

(株)minori. 
箱の組立・組み立てた箱の検品・シール貼り 678-6835 

就労継続支援 B 型事業所ウィンク西の宮 

(同)Ｖｉｎｃ 
単純な作業 666-7144 

就労継続支援Ｂ型事業所元気 
(株)さい 

いちごの箱の組み立て 307-0295 

就労継続支援B型事業所FLATワークス 

アシストン(株) 
菓子箱の組立 678-6388 

就労支援ｗｉｌｌ 

(有)will 
箱の組立，シール貼り，梱包，袋詰め 633-0003 

第二戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
菓子箱等の箱の製作 643-5523 

多機能型支援事業所むすび 

(一社)縁 
菓子箱等の箱の製作 680-4178 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

箱折 
地域活動支援センターうつのみや 

(医)報徳会 
ギフト等の箱の製作 632-6074 

デイセンターすぎの芽 

(福)すぎの芽会 
箱の組み立て 667-8093 

特定非営利活動法人みどり 

(Ｎ)みどり 
菓子箱等の箱の製作 645-7345 

戸祭作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
菓子箱等の箱の製作 621-5124 

ひとつの花 

(Ｎ) ひとつの花 
箱の組立・シール貼り・梱包・袋詰め 680-7400 

ひばり 

(福)晃丘会 
指定の箱の製作 670-0330 

フレェールカンパニー新町 

(一社)日本医療福祉サービス 
箱の組立，シール貼り，梱包，袋詰め 666-6287 

フレェールカンパニー滝の原 

(一社)日本医療福祉サービス 
箱の組立，シール貼り，梱包，袋詰め 689-8074 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
箱の組立，シール貼り，梱包，袋詰め 612-1884 

みずほ福祉支援センター 

(福)すぎの芽会 
菓子箱等の箱の製作 656-7478 

みなみ作業所 

(Ｎ)宇都宮市知的障害者育成会 
菓子箱等の箱の製作 655-6202 

未来工房宇都宮駅前店 

(同)アンドＭ 
箱組み立て、折り 610-7570 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
箱折 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
箱折全般及び内容物の箱詰め 661-1711 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 
箱折全般及び内容物の箱詰め 666-5500 

部品等加

工 ( 製 品

検査) 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
検品作業 666-8341 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 
検品作業 688-8028 

晃陽職業センター 

(福)晃陽福祉会 
部品、製品の検査、包装、梱包 667-5151 

就労移行支援事業所とっと 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

品質管理業務として，検品作業（良品・不良品の仕分け），

出荷作業の製品・出荷検査等 
615-7578 

ディンクル就職支援センター 

ＣＤＰフロンティア(株) 
工業系製品の検査，バリ取り 600-3633 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
工業製品 680-5261 

部品等加

工・組立 

(単純) 

宇都宮市雀の宮作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 
電気部品等の簡単な組立 655-4091 

宇都宮市若草作業所 

(福)宇都宮市社会福祉協議会 

簡単な部品の組み立て,段ボール緩衝材・仕切りの組み立て

等 
643-4759 

きのこファーム 

(株)きのこファーム 
単純作業 655-6221 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 
段ボールの仕切り組など。電子部品。 688-8028 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

部品等

加工・

組 立

(単純) 

 

 

晃陽職業センター 

(福)晃陽福祉会 

専用工具や装置を工夫し，高い精度・確度・品質を要求さ

れる電子機械部品製品の組立検査 
667-5151 

晃陽職業センター 

(福)晃陽福祉会 

玩具等の小型部品の組み立てから電子回路（はんだ付け等）

を含むもの 
667-5151 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
部品の組み立て，仕分け 612-8575 

CWらぼ宇都宮 

(株)マーベリック 
部品の組み立て 678-8244 

社会就労センタービバンタ鶴田 

(福)つるたの里 
自動車ゴム製品の仕上げ作業 634-9071 

就労移行支援事業所とっと 

(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

部品・製品加工業務として，部品や製品等の研磨作業，工

具等を用いての組立 
615-7578 

就労継続支援Ａ型事業所どんぐり 

(株)minori. 
缶バッジの型抜き・製作・台紙付け作業 678-6835 

就労継続支援Ａ型事業所 donguri Labo 

(株)minori. 
缶バッチの型抜き・製作・台紙付け作業 666-0878 

就労継続支援 B 型事業所ウィンク西の宮 

(同)Ｖｉｎｃ 
部品の組み立て 666-7144 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 
チューブへの部品の取り付け 673-0002 

多機能型支援事業所むすび 

(一社)縁 
部品の組立等 680-4178 

ディンクル就職支援センター 

ＣＤＰフロンティア(株) 
電子・電気部品等の簡単な組立 600-3633 

特定非営利活動法人ひまわり 

(Ｎ)ひまわり 
簡単な部品の組立 658-3299 

ひびき 

(福)恵友会 
機械部品等の組立，ネジやボルトを数量通り袋詰め 666-7601 

福祉サービスセンター大地 

(福)真純乃郷福祉会 
簡単な部品の組み立て，仕分け 674-2109 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
部品等の組立 612-1884 

フロンティアファクトリー宝木 

(有)ニューフロンティア 
組立家具，部品，パソコン等の組立 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
組立家具，部品，パソコン等の組立 645-7444 

未来工房宇都宮駅前店 

(同)アンドＭ 
部品の組み立て、選別 610-7570 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
部品の組み立て 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
機械部品・玩具・景品等の簡単な組立 661-1711 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 
機械部品・玩具・景品等の簡単な組立 666-5500 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
キッチン家具 680-5261 

部品等加工 

(切断・解体) 

就労継続支援Ａ型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 
同軸の分解（鉄・アルミ） 611-3395 

障がい者地域生活支援拠点施設 生活

介護ウィズみゆき  (福)みゆきの杜 
パチスロ・パチンコ台や部材の簡単な解体 612-3415 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

部品等

加工 

(切断・

解体) 

 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 

梱包資材のエアキャップ・ミラマット・ポリパイプ等の切

断 
673-0002 

ひびき 

(福)恵友会 
電気コード等の切断 666-7601 

フロンティアファクトリー宝木 

(有)ニューフロンティア 
家電製品の分解，資源物のマテリアル化 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
家電製品の分解，資源物のマテリアル化 645-7444 

みずほ福祉支援センター 

(福)すぎの芽会 
電気部品等の簡単な解体 656-7478 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
産業廃棄物（家具等） 680-5261 

除草 

 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
除草作業 666-8341 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 
草刈り機・手作業による除草 612-8575 

コパンＢプラス 

(有)コパン 
空地，住宅，公園，駐車場等の除草作業 633-7455 

しのいの郷農園 

(福)房香会 
草刈り機・手作業による除草 669-2722 

就労継続支援Ａ型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 
草刈り機・手作業による除草作業（公園・住宅街・個人宅） 611-3395 

就労継続支援Ｂ型事業所 幸空 

(株)好 
草刈り機・手作業による除草，噴霧器による散布作業 688-0208 

ＪＯＹみゆき 

(福)みゆきの杜 
店舗の敷地内の除草 613-5210 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 

草刈り機・手作業による除草（特に、耕作放棄地や遊休農

地等が得意） 
673-0002 

ソーシャルファーム長岡 

(一社)ソーシャルファーム栃木 
草刈り機・手作業による除草，噴霧器による散布作業 680-6612 

ディンクル就職支援センター 

ＣＤＰフロンティア(株) 
草刈り機・手作業による除草 600-3633 

ひとつの花 

(Ｎ) ひとつの花 
手作業による除草（圃場・ハウス内） 680-7400 

ひばり 

(福)晃丘会 
草刈り機・手作業による除草 670-0330 

ふくふく亭 

(Ｎ)ほっとスペースひだまり 
手作業による住宅・倉庫の除草作業 666-8693 

フレェールカンパニー新町 

(一社)日本医療福祉サービス 
空地・住宅・公園・駐車場等の除草作業 666-6287 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
空地・住宅・公園・駐車場等の除草作業 612-1884 

フロンティアファクトリー宝木 

(有)ニューフロンティア 
草刈り機・手作業による除草 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
草刈り機・手作業による除草 645-7444 

まっしゅべりー 

(株)Ｂｅｒｒｙ 
ハウス内外の除草作業 612-1473 

みずほ福祉支援センター 

(福)すぎの芽会 
草刈り機・手作業による除草 656-7478 
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役務 事業所・法人名 役務内容 電話番号 

除草 
ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
農地・私有地・駐車場等の除草 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
草刈り機・手作業による除草 661-1711 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 
草刈り機・手作業による除草 666-5500 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
草刈り機・手作業、薬剤散布（個人宅、企業、公共事業） 680-5261 

清掃 

 

アリス Family Support 事業所 

アリス Family Support（株） 
マンションの定期清掃 307-6155 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 

ベッドメイク(補助作業含む)・ホテル施設内清掃・ユニット

清掃・備品管理等も含む清掃全般 
666-8341 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
ホテル作業や企業日常生活 666-8341 

きのこファーム 

(株)きのこファーム 
車の水洗い 655-6221 

グローバルワークス２ 

ハッピーホールディングス(株) 
清掃作業・除菌作業 688-8028 

ｋｏｎｏｍｉ 

(福)共生の丘 

ワックスがけ，専用器具（ポリッシャー）を使用した床洗浄，

業務用掃除機を使った清掃 
612-8575 

コパンＢｅ 

(有)コパン 
掃除機・雑巾がけ等の清掃 680-7286 

コパンＢプラス 

(有)コパン 
掃除機，雑巾がけ等の清掃 633-7455 

就労継続支援Ａ型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 

アパート・個人宅ハウスクリーニング・公共施設トイレ清掃・

洗車・マンション，アパート清掃管理 
611-3395 

就労継続支援 B 型事業所ウィンク西の宮 

(同)Ｖｉｎｃ 
アパート、コンビニ、公園等の清掃業務 666-7144 

就労継続支援Ｂ型事業所 幸空 

(株)好 
マンションの定期清掃 688-0208 

ＪＯＹみゆき 

(福)みゆきの杜 

専用器具(ポリッシャー)を使用した床洗浄、業務用掃除機を

使った清掃 
613-5210 

ジョブみゆき 

(福)みゆきの杜 

専用器具(ポリッシャー)を使用した床洗浄，業務用掃除機を

使った清掃 
661-3193 

ソーシャルファーム長岡 

(一社)ソーシャルファーム栃木 

ポリッシャー他機械による洗浄、吹き上げ、ワックス仕上げ

ほか 
680-6612 

ふくふく亭 

(Ｎ)ほっとスペースひだまり 
ＡＴＭ等の清掃・点検業務 666-8693 

フレェールカンパニー新町 

(一社)日本医療福祉サービス 
住宅商業施設・工場・公園等の定期清掃 666-6287 

フレェールカンパニーマロニエ 

(一社)日本医療福祉サービス 
アパート等の定期清掃 612-1884 

フロンティアファクトリー宝木 

(有)ニューフロンティア 
掃除機・雑巾がけ等の清掃，部屋の片付け，不用品回収 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
掃除機・雑巾がけ等の清掃，部屋の片付け，不用品回収 645-7444 

未来工房宇都宮駅前店 

(同)アンドＭ 
ホテル清掃 610-7570 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
アパート・マンション・公共施設等の清掃 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 

福祉施設・公共施設・アパート・マンション等の共用部の清

掃 
661-1711 
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清掃 

 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 

福祉施設・公共施設・アパート・マンション等の共用部の清

掃 
666-5500 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
公共施設、認定こども園 680-5261 

ク リ ー

ニング 

グランディール宇都宮 

(株)H2O 
ゲーム機器等の検品・クリーニング 688-7770 

コパンＢｅ 
(有)コパン クリーニング店のハンガーを拭いて消毒 680-7286 

障がい者地域生活支援拠点施設 生活
介護ウィズみゆき  (福)みゆきの杜 解体したパチスロ・パチンコ台や部材の仕分け 612-3415 

デイセンターすぎの芽 
(福)すぎの芽会 自動車部品のキャップ拭き 667-8093 

ふくふく亭 
(Ｎ)ほっとスペースひだまり 

施設内で使用する調理服やエプロンの洗濯・アイロンがけ 666-8693 

フロンティアファクトリー宝木 
(有)ニューフロンティア 家電製品の洗浄，家具・雑貨等のクリーニング 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
家電製品の洗浄，家具・雑貨等のクリーニング 645-7444 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
リネン 680-5261 

分別・ 

仕分け・ 

リ サ イ

クル 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
古紙・プラスチック・缶・瓶などの分別 666-8341 

グランディール宇都宮 

(株)H2O 
カード仕分け・袋詰め 688-7770 

就労継続支援 A型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 
リサイクル品の分別・プレス作業 611-3395 

障害福祉サービス事業所グーフォ・かわち 

(福)河内四つ葉会 
アルミ缶の回収，分別，リサイクル 673-0002 

デイセンターすぎの芽 

(福)すぎの芽会 
リサイクル品の分別 667-8093 

ひびき 

(福)恵友会 
アルミ缶の分別，リサイクル，アルミ・銅・ゴミ等の分別 666-7601 

フロンティアファクトリー宝木 

(有)ニューフロンティア 
分解した家電や資源物の仕分け，分別，マテリアル化 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 

(有)ニューフロンティア 
分解した家電や資源物の仕分け，分別，マテリアル化 645-7444 

栽培 
株式会社たすかる 

(株)たすかる 
自社農園にていちごや農産物栽培収穫出荷 666-8341 

就労継続支援 A型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 
ねぎの定植，栽培 611-3395 

就労継続支援Ｂ型事業所 幸空 

(株)好 
季節の野菜栽培・花卉栽培 688-0208 

ＪＯＹみゆき 

(福)みゆきの杜 
自社農場にて各種野菜を栽培 613-5210 

デイセンターすぎの芽 
(福)すぎの芽会 季節の野菜・花苗・切花・ブルーベリー等の栽培 667-8093 

まっしゅべりー 

(株)Ｂｅｒｒｙ 

いちご,ミニトマト,ゴーヤ,空心菜,青パパイヤ,小松菜,二

十日大根,茎ブロッコリーの株手入れや散布などの作業 
612-1473 

収穫 

 

株式会社たすかる 

(株)たすかる 
自社農園にていちごや農産物栽培収穫出荷 666-8341 

就労継続支援Ａ型事業所すまいる竜鳳 

(株)すまいる竜鳳 
ねぎの収穫及び加工 611-3395 
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収穫 

 

ＪＯＹみゆき 

(福)みゆきの杜 
自社農場にて栽培した各種野菜の収穫 613-5210 

チャレンジドファーム宇都宮 

(株)オネスト 

野菜等農作物の収穫（栽培管理業務を含む） 

コーヒー焙煎，販売 
666-5143 

ひとつの花 

(Ｎ) ひとつの花 
農産物の収穫 680-7400 

まっしゅべりー 

(株)Ｂｅｒｒｙ 

いちご,ミニトマト,ゴーヤ,空心菜,青パパイヤ,小松菜,二

十日大根,茎ブロッコリーなどの収穫作業 
612-1473 

未来工房宇都宮駅前店 

(同)アンドＭ 
きゅうり、ほうれん草の収穫作業 610-7570 

ユーファーム雀宮 

サンプレイス(株) 
農産物の収穫 678-9803 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株)  
農産物の収穫 661-1711 

ユーファームふるさと事業所 

ふるさとファーム(株) 
野菜等農作物の収穫（栽培管理業務を含む） 672-3711 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
野菜（農家） 680-5261 

情報 

処理 

グランディール宇都宮 

(株)H2O 
データ入力 688-7770 

グローバルワークス３ 
ハッピーホールディングス(株) 

データ入力、画像加工 612-4440 

晃陽職業センター 
(福)晃陽福祉会 

データ入力，住所・企業名から郵便番号・電話番号の検索及

び作表 
667-5151 

晃陽職業センター 
(福)晃陽福祉会 

ウェブ・ページ(ウェブ・サービス)のデザイン、フロント・

エンド開発、バックエンド開発 
667-5151 

晃陽職業センター 
(福)晃陽福祉会 

映像撮影、編集（社内向け動画、各種イベント、YouTube、

DVD、ライブ配信対応可) 
667-5151 

就労移行支援事業所とっと 
(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

ビジネスソフト（Excel･Word 等）の書類作成，情報データ

（アンケート集計，名刺・数値データ）入力業務 
615-7578 

就労継続支援Ａ型事業所どんぐり 
(株)minori. 

地図・イラスト作成・写真等の型抜き・データ入力 678-6835 

就労継続支援Ａ型事業所 donguri Labo 

(株)minori. 
地図・イラスト作成・写真等の型抜き・データ入力 666-0878 

就労継続支援 B型事業所あすラボ 

(株) インクルー 
パソコンを使用した所定のデータ等の入力業務 689-9977 

チャレンジドＩＴセンター 
(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

ホームページ製作・管理，ＰＣ操作指導，ＭＳ Office 指導 

印刷物企画・製作，各種ノベルティグッズ企画・製作 
615-7577 

フレェールカンパニー滝の原 
(一社)日本医療福祉サービス 

イラストレーターを使用し，デザインの作成（ポスター・パンフレッ

ト・フライヤー・名刺・横断幕・のぼり旗等） 

パソコンを使用した所定のデータ等の入力，リストアップ等 

689-8074 

フロンティアファクトリー西川田 
(有)ニューフロンティア 

データ入力,書類作成,画像加工,撮影 645-7444 

ユーファームとかみ 

ハコシマファーム（株） 
名刺の仕分け 601-0358 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 

スキャン・PDF データ処理、イラストレーターを使用しデザ

インの作成（ポスター・パンフレット） 
680-5261 

しめ飾り 
グローバルワークス３ 
ハッピーホールディングス(株) 

しめ飾りの封入・検品・シール貼り 612-4440 

ひびき 
(福)恵友会 

しめ飾りの検品・袋入れ・梱包 666-7601 
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しめ飾り 
リンク 
(株)ジェイアンドエル 

しめ飾りの検品・袋入れ・梱包 680-5261 

その他 
株式会社たすかる 

(株)たすかる 

収集運搬業・構内作業（ひも切り作業・清掃・機械補助など

を含む） 
666-8341 

グランディール宇都宮 

(株)H2O 
オークション代行・缶バッチの作成 688-7770 

グローバルワークス３ 

ハッピーホールディングス(株) 

イラスト作成、ポスターやポストカード等商品・啓発物のパ

ッケージのデザイン 
612-4440 

晃陽職業センター 
(福)晃陽福祉会 

取扱説明書、特許明細書のイラスト及び制作協力 667-5151 

就労移行支援事業所 とっと 
(Ｎ)チャレンジド・コミュニティ 

オフィス補助業務として，請求書・納品書・領収書等整理，

データ化，書類整理，廃棄書類シュレッダー業務 
615-7578 

就労継続支援Ｂ型事業所元気 
(株)さい 

ビニール袋の成型 307-0295 

ＪＯＹみゆき 

(福)みゆきの杜 
店舗の庭木の剪定 613-5210 

とちぎライトセンター 

(福)善光会 
あんまマッサージ（市のマッサージ施術助成券適用可） 670-3171 

ＴＯＭＯＳ Ｂ型事業所 上大曽店 

(株)TOMOS  company 
コースターやポーチ、bag に刺し子をして販売しています 600-7171 

ＴＯＭＯＳ company Ｂ型事業所 

(株)TOMOS  company 

キャンドル等の製作体験指導（自分の感性で色々なキャンド

ルを製作できます） 
612-7077 

ふらっと Kenyu 

(有)陽光 

ポイントマッサージ，全身マッサージ（市のマッサージ施術

助成券適用可） 
611-1400 

フロンティアファクトリー宝木 
(有)ニューフロンティア 

ポスティング 652-4223 

フロンティアファクトリー西川田 
(有)ニューフロンティア 

ポスティング 645-7444 

ユーファームとかみ 

ハコシマファーム（株） 
玩具の組み立て 601-0358 

ユーファーム平出 

サンプレイス(株) 
圃場整備等の農作業に付随する作業全般 661-1711 

ユーファーム御幸ケ原 

ユーファーム(株) 

飲食店での食器洗浄や片づけ等バックヤードでの作業全般 

圃場整備等の農作業に付随する作業全般 
666-5500 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
中古車洗浄、配達・資源物集荷 680-5261 

リンク 

(株)ジェイアンドエル 
事務代行業務 680-5261 
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