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【事業所別】  
倉吉市 ボン･シャンス 

住 所： 〒682-0018 ＴＥＬ： 0858-26-7530 

 倉吉市福庭町 1丁目 356番地 2 ＦＡＸ： 0858-26-6102 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 生活介護 担当者： 弁当/増田 役務/尾崎 

物 品 役 務 

★弁当 通常弁当と研修用弁当 ★草刈り 価格 土地の状況によります。 

 価格 通常 400円     ご相談ください。 

 研修用については相談に応じま

す。500円～ 

コーヒー・お茶等も必要であれ

ばご準備します。 

★墓掃除  

★カレー販 

売 

★中山間部

移動販売 

第 4木曜日 倉吉市役所 

第 4金曜日 総合事務所 

移動販売車で出かけています。 

★環境整備  

  
倉吉市 もなみ 

住 所： 〒682-0885 ＴＥＬ： 0858-24-5527 

 倉吉市堺町 2丁目 239番地 38 ＦＡＸ： 0858-24-5528 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 

生活介護 

担当者： 吉本由佳 

物 品 役 務 

★油菓子 おからかりんとう（6種）   

 価格 220円   

★焼菓子 おからクッキー（8種）   

 価格 260円   

★ギフトセ

ット 

800円～お作りします。         
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倉吉市 白壁倶楽部 

住 所： 〒682-0821 ＴＥＬ： 0858-24-5753 

 倉吉市魚町 2540 ＦＡＸ： 0858-24-5808 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 伊藤雄介 

物 品 役 務 

★レストラン＆カフェのメニュー   

ランチ 価格 1,280円 

ネットに 1週間のメニュー掲載 

 

  

※予算に応じてご用意します。   

ディナー 価格 1,980円 

      2,980円 

    （2人以上 2,750円) 

  

※お食事会、歓迎会、忘年会等にご利用くだ

さい。 

2,500円～ 飲み放題 1,500円 

  

    
倉吉市 夢倉（むそう） 

住 所： 〒682-0821 ＴＥＬ： 0858-47-1077 

 倉吉市魚町 2540 ＦＡＸ：  

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 伊藤雄介 

物 品 役 務 

★メニュー   

豆腐ご膳 

揚げ出しご膳 

価格 1,000円 

 

 

  

★甘味処 

お抹茶・ぜんざい価格  400円～ 

 

★食事込みの会合場所としてもご利用ください。 
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倉吉市 ライトピア 

住 所： 〒682-0017 ＴＥＬ： 0858-26-4228 

 倉吉市清谷町 1丁目 254番地 2 ＦＡＸ： 0858-27-0775 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 松井  

物 品 役 務 

 ★点字名刺加工 

   価格 100枚 1,500円 

 ※名刺は持ち込み、条件により割引あり 

     
倉吉市 コミュニティハウス楽 

住 所： 〒682-0021 ＴＥＬ： 0858-24-5066 

 倉吉市上井 1丁目 12番地 ＦＡＸ： 0858-24-5066 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 石笠 

物 品 役 務 

★焼菓子 クッキー・フィナンシェ・マドレ

ーヌなど 

★軽作業：箱折り、シール貼りなど 

 価格 110円～ 

★洋菓子 まゆたま・シフォンケーキ・プリ

ンなど 

 価格 150円～ 

  
倉吉市 合同会社ふれあい 

住 所： 〒682-0802 ＴＥＬ： 0858-24-5744 

 倉吉市東厳城町 213-１上灘ビル 1F ＦＡＸ： 0858-24-5743 

事業種別： 就労継続支援Ａ型 担当者： 森下  

物 品 役 務 

★野菜・花 価格 100円～ ★清掃 価格 相談 

  ★農作業 価格 相談 

  ★除草 価格 相談      
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倉吉市 ワークサポートあしたば 

住 所： 〒682-0023 ＴＥＬ： 0858-26-0577 

 倉吉市山根 55 ＦＡＸ： 0858-26-3948 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 森石  

物 品 役 務 

★うどん・ラーメンなど  

 ※給食材料及び進物の受注   

   
倉吉市 ワークサポート敬仁会館 

住 所： 〒682-0023 ＴＥＬ： 0858-26-0480 

 倉吉市山根 55-39 ＦＡＸ： 0858-26-0483 

事業種別： 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 担当者： 森石  

物 品 役 務 

 ★建物の中の清掃 

   単価 1㎥ 8円 

 ※トイレが入ると値段が変わります。 

  ★軽作業（箱折り・チラシ折りなどの簡単な作業） 

   単価 相談による   
倉吉市 あずさパン工房 

住 所： 〒682-0022 ＴＥＬ： 0858-26-6960 

 倉吉市上井町 1丁目 52－1 ＦＡＸ： 0858-26-6960 

事業種別： 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 担当者： 小林  

物 品 役 務 

★パン 価格 100円～   

★クッキー 価格 200円～   

★ケーキ 価格 150円～   
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倉吉市 若竹の家 

住 所： 〒682-0854 ＴＥＬ： 0858-22-2978 

 倉吉市みどり町 3576-１ ＦＡＸ： 0858-47-6738 

事業種別： 生活介護 担当者： 山田修一郎  

物 品 役 務 

★野菜（じゃがいも・玉ねぎなど） ★箱折り・簡単な部品組み立て 

 価格 1kg100円   

★陶芸品 価格 20～500円   

★木工製品 価格 100～3,000円   

    
倉吉市 つつじ作業所 

住 所： 〒682-0854 ＴＥＬ： 0858-22-2978 

 倉吉市みどり町 3576-1 ＦＡＸ： 0858-47-6738 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 松井正典 

物 品 役 務 

★コースター 価格 200円＋消費税 ★箱折り・チラシ手紙の封入作業 

★除草 

★清掃作業 

 

 ※各種イベント等の記念品 

★太鼓の修理・皮の張り替え 価格 応相談 

   
倉吉市 お菓子工房 トリシエ（向山ブルースカイ） 

住 所： 〒682-0913 ＴＥＬ： 0858-22-8778 

 鳥取県倉吉市和田東町 914-58-2 ＦＡＸ： 0858-22-8776 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 谷口 

物 品 役 務 

★クレープ（中身は月毎で変わります。） 

★焼菓子 

・タルト 

種類：<ナッツ、チーズ> 

価格 130円 

 

価格 150円 

 

 

・サブレ 

・ポンポネット（10個入り） 

種類：<プレーン、ココア、カフェオーレ> 

・シフォンケーキ 

 

価格 130円 

価格 100円 

 

価格 380円 

  

※焼菓子の詰合わせもできます。内容、価格等ご相談ください。   
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湯梨浜町 ぱにーに湯梨浜 

住 所： 〒689-0713 ＴＥＬ： 0858-24-4722 

 東伯郡湯梨浜町旭 27 ＦＡＸ： 0858-24-4723 

事業種別： 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

担当者： 伊澤雄之助 

物 品 役 務 

★パン 価格 100円～200円   

★ギフト・景品・お土産   

 価格 100円～300円   

※ふるさと納税、大会景品、参加景

品などの実績多数 

 

  

 
湯梨浜町 ハッピーバーディー 

住 所： 〒689-0732 ＴＥＬ： 0858-32-0780 

 東伯郡湯梨浜町長和田 1835－1 ＦＡＸ： 0858-32-0787 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 川田由美 

物 品 役 務 

★フリルレタス 

★サラダほうれん草 

★ルッコラ 

★水菜 

★陶芸品 

★移動販売 

★花苗 

★野菜苗 

★花壇作り 

★受託作業（箱折り、電機部品、加工品等） 

★草刈 

★清掃作業 

★農作業 

 
湯梨浜町 みんなの家 

住 所： 〒689-0601 ＴＥＬ： 0858-34-6002 

 東伯郡湯梨浜町泊 1085-1 ＦＡＸ： 0858-34-6013 

事業種別： 地域活動支援センター 担当者： 前田昭夫 

物 品 役 務 

★ごきぶり団子 10個入 

価格 100円 

※年に 2回作成し販売（春・秋） 

★草取り価格 随時相談 

★包装 価格 随時相談 
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琴浦町 東伯けんこう 

住 所： 〒689-2303 ＴＥＬ： 0858-53-1439 

 東伯郡琴浦町徳万 352－4 ＦＡＸ： 0858-53-1439 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 中原大輔 

物 品 役 務 

★お好み焼 価格 350円 ★包装・組立・印刷 価格 0.5円～ 

★お好み焼ハーフ 価格 200円 ★データ入力 価格 0.5円～ 

★そばめし 価格 200円 ★受託作業 価格 400～600円 

★焼きそば 価格 200円   

★チャーハン 価格 200円  

★オムライス 価格 200円  

      
琴浦町 ワークサポート琴浦 

住 所： 〒689-2304 ＴＥＬ： 0858-52-6055 

 東伯郡琴浦町徳万 670-3 ＦＡＸ： 0858-52-6030 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者： 林原 

物 品 役 務 

 ★軽作業（組立て・箱折りなど） 

価格 相談による   
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北栄町 社会就労センター げんき工房 

住 所： 〒689-2112 ＴＥＬ： 0858-36-6125 

 東伯郡北栄町北条島 366－7 ＦＡＸ： 0858-36-6165 

事業種別： 就労継続支援Ｂ型 担当者：  

物 品 役 務 

★弁当 価格 400円  

 ※配達、金額等相談による   

★郵券販売 切手・はがき等   

      
北栄町 フレンズ 

住 所： 〒689-2205 ＴＥＬ： 0858-37-5571 

 東伯郡北栄町瀬戸 187 ＦＡＸ： 0858-37-5571 

事業種別： 就労継続支援Ａ型 担当者： 中井恭子 

物 品 役 務 

★手焼きせんべい ★軽作業、組み立て作業、文書等発送 

価格 1人 1時間 635円  価格 2枚 45円～ 

※袋入れ、イベント、ラベル作ります。   

★ギフト（お菓子のセット）  

 価格 500円～ 

※予算に合わせて対応します。   

※県内外福祉事業所の商品を詰め合わせ  

★飲料水（ペットボトル） 

 価格 120円～ 

※各種仕入れます。   
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北栄町 あゆみの郷 

住 所： 〒689-2205 ＴＥＬ： 0858-37-4522 

 東伯郡北栄町瀬戸 31－5 ＦＡＸ： 0858-37-4532 

事業種別： 地域活動支援センター 担当者： 原田幸紀 

物 品 役 務 

  ★データ入力 価格 随時相談 

 ★包装・組立 価格 随時相談 

  ★清掃 価格 随時相談 

    

※日中一時支援事業による物品・役務は、指定事業所が市町によって異なりますので、掲載しておりません。 

北栄町 鳥取夢未来舎 

住 所： 〒682-0014 ＴＥＬ： 0858-24-5428 

 倉吉市海田東 431 ＦＡＸ： 0858-24-5421 

事業種別： 就労移行支援・就労継続支援Ａ型 担当者： 小谷紀央 

物 品 役 務 

★印刷（名刺作成・印刷） ★テープ起こし（録音情報の文字化） 

価格 白黒両面 100枚 1,600円        価格 1分 250円 

★印刷（POP広告作成） ★敷地清掃（除草・庭木せんてい作業）     

価格 1,500円/時間 

          （廃棄料別途） 

★高圧洗浄機での排水管清掃 

       価格 A4サイズ 1枚 5,000円        価格 規模により応相談 

★印刷（Ｔシャツデザイン）  

       価格 1枚 1,500円  

※その他パンフレット作成、封筒・はがき印刷など

印刷物全般を取り扱っています。 
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【一覧表】

物品の種類 単価 備考 役務の種類 単価 備考 移行 Ａ型 Ｂ型 生介 地活

通常弁当 通常400円 草刈り
土地の状況によりま
す。ご相談ください。

弁当：増田

研修用弁当

研修用については
相談に応じます。
500円～
コーヒー・お茶等も
必要であればご準
備します。

墓掃除

役務：尾崎

カレー販売
第4木曜日：倉吉市
役所　第4金曜日：
総合事務所

環境整備

中山間部移動販売
移動販売車で出か
けています。

油菓子（おからかりんとう・6種） 220円

焼き菓子（おからクッキー・8種） 260円

ギフトセット
800円～お作り
します。

ランチ1,280円
ネットに1週間のメニュー掲
載

ﾃﾞｨﾅｰ①1,980円 /
②2,980円
（2人以上2,750円）

予算に応じてご用意します。

③2,500円～
飲み放題1,500円

お食事会、歓迎会、忘年会
等にご利用ください。

メニュー
豆腐ご膳1,000円
揚げ出しご膳

甘味処
お抹茶・ぜんざい
400円

5 社会福祉法人光の家 ライトピア 点字名刺加工
100枚
1,500円

名刺は持ち込み、
条件により割引あ
り

倉吉市清谷町1丁目254-
2

26-4228 27-0775 松井 ○

焼菓子（クッキー、フィナンシェ、マドレーヌなど） 110円～

洋菓子（まゆたま、シフォンケーキ、プリンなど） 150円～

清掃 相談

農作業 相談

除草 相談

印刷（名刺作成・印刷）
白黒片面
（100枚）

印刷（POP広告作成）
A4ｻｲｽﾞ
5,000円/1枚

印刷（Tシャツデザイン）
1,500円
/1枚

テープ起こし（録音情報の
文字化）

250円
/1分

敷地清掃（除草、庭木せ
んてい作業）

1,500円
/1H（廃棄
料別途）

高圧洗浄機での排水管
清掃

規模によ
り応相談

9 ワークサポートあしたば うどん・ラーメンなどの販売
給食材料及び進物の
受注

倉吉市山根55 26-0577 26-3948 森石 ○ ○

建物の中の清掃 8円/㎥
トイレが入ると値
段が変わります。

軽作業 相談
箱折り・チラシ折りな
どの簡単な作業

パン 100円～

クッキー 200円～

ケーキ 150円～

北栄町江北3854 36-3888 36-3889 小谷紀央

○

〇

その他パンフレッ
ト作成、封筒・は
がき印刷等、印刷
物全般を取り扱っ
ています。

8
一般社団法人鳥取夢
未来舎

鳥取夢未来舎

事業種別
役　務物　品

受注可能な物品及び役務

住所 電話 ＦＡＸ　 担当者

4
食事込みの会合場所として
もご利用ください。

伊藤雄介47-1077

法人

2

事業所名

社会福祉法人和

レストラン＆カフェのメニュー

○

3 白壁倶楽部 ○

1 26-7530

もなみ

倉吉市福庭町1丁目365-
2

○24-5528 吉本由佳倉吉市堺町2丁目239-38 24-5527

倉吉市魚町2540 24-5753 24-5808 伊藤雄介

ボン・シャンス

○

26-6102 ○

夢倉（むそう） 倉吉市魚町2540

6 NPO法人楽 コミュニティハウス楽
箱折り、シール貼
りなど

軽作業 倉吉市上井1丁目12番地 ○石笠24-5066 24-5066

7 株式会社ユニコム 合同会社ふれあい 野菜・花 100円～
倉吉市東厳城町213-1
上灘ビル1F

24-5744 24-5743

小林 ○ ○

森石 ○ ○

11 社会医療法人仁厚会 あずさパン工房 倉吉市上井町1丁目52-1 26-6960 26-6960

10 ワークサポート敬仁会館 倉吉市山根55-39 26-0480 26-0483

社会福祉法人敬仁会

○

森下 ○

1/2
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【一覧表】

物品の種類 単価 備考 役務の種類 単価 備考 移行 Ａ型 Ｂ型 生介 地活

事業種別
役　務物　品

受注可能な物品及び役務

住所 電話 ＦＡＸ　 担当者法人 事業所名

野菜（じゃがいも・玉ねぎなど） 1㎏　100円
箱折り
簡単な部品組み立て

陶芸品 20～500円

木工製品 100～3,000円

コースター 200円＋消費税
各種イベント等の記念
品

箱折り・チラシ手紙の封
入作業

太鼓の修理・皮の張り替え 応相談 除草

清掃作業

★クレープ（中身は月毎で変わります） 130円

★焼き菓子

・タルト（ナッツ・チーズ） 150円

・サブレ 130円

・ポンポネット（10個入/プレーン、ココア、カフェオーレ） 100円

・シフォンケーキ 380円

15
株式会社プレマス
ペース

ぱにーに湯梨浜
パン
ギフト・景品・お土産

100～200円
100～300円

ふるさと納税、大会景
品、参加景品などの実
績多数

湯梨浜町旭27 24-4722 24-4723 伊澤雄之助 ○ ○ ○

フリルレタス　　　サラダほうれん草
受託作業（箱折り、電気
部品、加工品等）

ルッコラ　　　　　　水菜 草刈

陶芸品　　　　　　 移動販売 清掃作業

花苗　　　　　　　　野菜苗 農作業

花壇作り

17
社会福祉法人湯梨浜
町社会福祉協議会

みんなの家 ごきぶりだんご10個入 100円
年に2回作成し販売
（春・秋）

草取り
包装

随時相談
随時相談

湯梨浜町泊1085-1 34-6002 34-6013 前田昭夫 ○

お好み焼き 350円 包装・組立・印刷 0.5円～

お好み焼きハーフ 200円 データ入力 0.5円～

そばめし 200円 受託作業 400～
600円

焼きそば 200円

チャーハン 200円

オムライス 200円

19 社会福祉法人敬仁会 ワークサポート琴浦 軽作業
相談によ
る

組立て・箱折り
など

琴浦町徳万670-3 52-6055 52-6030 林原 ○

20
社会福祉法人琴浦町
社会福祉協議会

琴浦ふれあい事業所
琴浦町大字赤碕1113-１
琴浦町大字赤碕1113-3

55-1124 55-1137

高松由
美
馬野和

○ ○

手焼きせんべい 2枚　45円～
袋入れ、イベント、ラベル
作ります。

軽作業、組み立て作業、
文書等発送

ギフト（お菓子のセット）
※県内外福祉事業所の商品を詰め合わせ

500円～
予算に合わせて対応しま
す。

飲料水（ペットボトル） 120円～ 各種仕入れます。

弁当 400円 配達、金額等相談による

郵券販売（切手・はがき等）

データー入力 随時相談

包装・組立 随時相談

清掃 随時相談

※日中一時支援事業による物品・役務は、指定事業所が市町によって異なりますので、掲載しておりません。 （順不同）

中井恭子 ○
株式会社フレンズカン
パニー

フレンズ

1人1時間
635円

北栄町瀬戸187

23
社会福祉法人北栄町
社会福祉協議会

あゆみの郷 ○原田幸紀37-453237-4522北栄町瀬戸31-5

37-5571 37-5571

○

22
社会福祉法人トマトの
会

げんき工房 北栄町北条島366-7 36-6125 36-6165 ○

21

12

松井正典

16 社会福祉法人敬仁会 ハッピーバーディー 湯梨浜町長和田1835-1 32-0780

13

社会福祉法人希望の
家

つつじ作業所 22-2978 47-6738

若竹の家 倉吉市みどり町3576-1 22-2978 47-6738

中原大輔

○

14
社会福祉法人みのり
福祉会

お菓子工房　トリシエ
（向山ブルースカイ）

倉吉市和田東町向山
914-58-2

22-8778 22-8776 谷口 ○

18
NPO法人東伯けんこ
う

東伯けんこう 琴浦町徳万352-4 53-1439 53-1439

焼き菓子の詰め合わせ
もできます。内容、価格
等ご相談ください。

32-0787 川田由美 ○

山田修一郎 ○

倉吉市みどり町3576-1
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