
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課

（令和4年度更新）

就労支援事業所

物品・役務 リスト



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

A　農作物

1　穀物類

社会福祉法人
西原町社会福祉協議会

サポートセンター　はばたき 903-0111 沖縄県中頭郡西原町与那城135番地 098-943-6251 098-946-6777 就労継続支援（Ｂ型） 精米作業

社会福祉法人　朝日福祉会 就労支援センター　どりーむ 904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武11655-10 098-968-3575 098-968-3575 就労継続支援（Ｂ型） 田芋・稲作

2　野菜類

合同会社　心輪 就労支援センター心輪 902-0071 沖縄県那覇市繁多川五丁目4番22号 098-836-2831 098-836-2832 就労継続支援（Ｂ型） 農作物（野菜）

医療法人　晴明会 指定障害福祉サービス事業所　晴風苑 901-0334 沖縄県糸満市字大度513 098-997-2477 098-997-2940 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の栽培、収穫、袋詰め

社会福祉法人　たまん福祉会 就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 098-995-1310 就労継続支援（Ｂ型） だいず、ハウス野菜、島コショウの栽培

（福）沖縄県社会福祉事業団 北嶺学園 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-439 098-886-2126 098-886-2049 就労継続支援（Ｂ型） 野菜（トマト等）・花卉類

合同会社　友愛の絆 福祉作業所友愛の絆 901-0314 沖縄県糸満市座波1286 098-851-3346 098-851-3346 就労継続支援（Ａ型） 野菜.果物類

株式会社　琉球ななつぼし ひとつぼし 904-2142 沖縄県沖縄市登川2271番地１（２階） 090-6857-5137 098-923-5794 就労継続支援（Ｂ型） ハンダマ、ヨモギ、バタフライピー、焼き芋

一般社団法人　パピルス パピルス 901-2223 沖縄県宜野湾市大山2丁目15番14号 098-898-9155 098-898-9155 就労継続支援（Ｂ型） キノコ、野菜栽培管理、販売

アップドウ合同会社 障害者支援センターアップドウぎのわん 901-2224
沖縄県宜野湾市真志喜二丁目４番３号　M'S
ビル301号室

098-943-5357 098-943-5358 就労継続支援（Ｂ型） 野菜類

合同会社ソルファコミュニティ TEAM　VILLAGE 901-2302
沖縄県中頭郡北中城村渡口473-4　喜納ア
パート1号室

098-989-8880 098-989-8880 就労継続支援（Ａ型） 野菜類、果物類

株式会社のうぎょう 就労支援センターハートレインボー 901-2405 沖縄県中頭郡中城村屋宜60-１（１階） 080-2785-7682 098-993-7632 就労継続支援（Ａ型） オクラ、ブロッコリー

合同会社　美橋 プラザあやはし 904-2312
沖縄県うるま市勝連平安名1845番地　佐久
田アパート1F

098-978-7317 098-978-7317 就労継続支援（Ｂ型） ネギの栽培・出荷

合同会社　ごや うるま作業所 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4460 098-983-0210 098-983-0213 就労継続支援（Ｂ型） 沖縄野菜栽培販売・陶器・養蜂

特定非営利活動法人大夢 大夢 904-1113 沖縄県うるま市石川山城1393 098-965-1776 098-965-2015 就労継続支援（Ｂ型） 野菜類

特定非営利活動法人大夢 プチ大夢 904-1106 沖縄県うるま市石川二丁目36番4号 098-965-1776 098-965-2015 就労継続支援（Ａ型） 野菜類

合同会社うるま農場 バルサミーナ 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納1681番地79 098-965-5300 098-965-5300 就労継続支援（Ａ型） 農作物販売

合同会社あんり ワイワイあんり 904-2222 沖縄県うるま市上江洲802番地8 098-988-7604 098-988-7604 就労継続支援（Ａ型） オクラ、インゲン、パパイヤ

社会福祉法人名護学院 ワークサポートひびき 905-0012 野菜の生産販売 0980-53-3110 0980-52-5630 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の生産販売

株式会社エスペレ ソーシャルサポート　エスペレ 905-0016 沖縄県名護市大東3-18-10 0980-43-7512 0980-43-7522 就労継続支援（Ｂ型） 無農薬野菜

特定非営利活動法人　ボンネビル・名
護

メロディーハウス 905-0016 沖縄県名護市大東3-18-13 0980-43-0375 0980-43-0378 就労継続支援（Ａ型） 無農薬野菜

マリーンブレスト株式会社 マリーン 905-0019 沖縄県名護市大北二丁目10番３号 0980-43-0836 0980-43-0837 就労継続支援（Ａ型） 農業補助（イチゴ・ネギ）など

特定非営利活動法人　いちゃゆん会 福祉サービス事業所　ちむぐくる 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 就労継続支援（Ｂ型） らっきょう、落花生

特定非営利活動法人　きずな たんぽぽ作業所 905-0503 沖縄県国頭郡伊江村川平238番地の３ 0980-49-5927 0980-49-5927 就労継続支援（Ｂ型）
農産物(らっきょう、キャベツ、白菜、大根、にんじんなど)の販
売

株式会社未来ステーション久米島 未来サポートステーション久米島 901-3131 沖縄県島尻郡久米島町西銘1311-1 098-985-5677 098-985-4887 就労継続支援（Ｂ型） 農産物の生産、選別

（株）楽ワーク福祉作業所 楽ワーク福祉作業所 901-0615 沖縄県南城市玉城堀川511 098-948-2023 098-894-9455 就労継続支援（Ａ型） 葉野菜・自然栽培の生産・販売、琉球百花はちみつ、養蜂
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2　野菜類

結の里合同会社 結の里 907-0021 沖縄県石垣市名蔵402番76 0980-82-8020 0980-82-8020 就労継続支援（Ａ型） ひげにんにく

合同会社なごむ 就労継続支援B型事業所なごむ 905-1147 沖縄県名護市字田井等650番地１ 0980-43-9957 0980-43-9957 就労継続支援（Ｂ型） 農作物の収穫、加工

株式会社　スプラウト 「チャレンジド・ファームおきなわ」 904-2215
沖縄県うるま市みどり町二丁目15番5号　２
階

098-988-5644 098-988-5645 就労継続支援（Ｂ型） 野菜類（レタス他）

一般社団法人 指定障害福祉サービス事業所　叶e 901-2121 沖縄県浦添市内間４丁目２６番１１号２０２ 098-988-9715 098-988-9716 就労継続支援（Ｂ型） 農作物（野菜類）

合同会社　花畑 就労継続支援Ｂ型事業所　花畑 903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地962番地8 098-988-3120 098-988-3120 就労継続支援（Ｂ型） 野菜、手工芸品・コーヒー販売

キャンバスの会
障がい福祉サービス事業所ハートフルユ
ニオン

901-2103 沖縄県浦添市仲間３丁目３－２ 098-877-3001 098-877-3001 就労継続支援（Ａ型） 野菜の袋詰め・選別

社会福祉法人　まつみ福祉会 就労継続支援B型事業所ゲラジョブセンター 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 098-850-7768 就労継続支援（Ｂ型） トマトの栽培

特定非営利活動法人みのりの会 就労継続支援施設　みのりの会 901-2133 沖縄県浦添市城間2680番地3　ロイヤルNYマンション302 098-874-6111 098-894-3310
就労継続支援（Ａ・Ｂ
型）

ツルムラサキ、ニラ、ヨモギなどの栽培

ソフィエル・ペアー株式会社 アンジュ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号2階 098-878-2639 098-943-7843 就労継続支援（Ｂ型） 島らっきょう、サラダ野菜、人参

特定非営利活動法人のぞみの里 就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 098-987-5314 就労継続支援（Ｂ型） 露地野菜の生産

医療法人社団　輔仁会 指定障害福祉サービス事業所　大名の丘 901-1101 沖縄県島尻郡南風原町大名48-1 098-888-4516 098-888-4517 就労継続支援（Ｂ型） らっきょうの栽培皮むき

株式会社hull house ハルハウス 901-0404 沖縄県島尻郡八重瀬町高良181番地5 098-998-8886 098-998-8887 就労継続支援（Ｂ型） タマネギ（球根）のネット入れ

NPO法人　星輝福祉会 指定障がい福祉サービス事業所えいと 903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長157-4 098-945-9147 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） 無農薬野菜、月桃

株式会社ちむぐくる 琉サポ南’Ｓ 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城763-1　３F４F 098-996-1181 098-996-1256 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の袋詰め

医療法人　卯の会 医療法人　卯の会　就労支援事業所あらた舎 904-0011 沖縄県沖縄市照屋5-23-8 098-938-2100 098-938-2300 就労継続支援（Ｂ型） インゲン、オクラの栽培

合同会社Oase沖縄 オアシス 904-2152 沖縄県沖縄市明道1-16-12　明道ガーデンD-1 098-989-3927 098-989-3928 就労継続支援（Ｂ型） 四季の野菜作り(収穫～販売）

合同会社リフレッシュジョブ リフレッシュジョブ 904-0006 沖縄県沖縄市松本一丁目9番23号 098-989-8969 098-989-9461 就労継続支援（Ｂ型） 野菜栽培など

合資会社　登川 にこり 904-2153 沖縄県沖縄市美里四丁目2番5号1階 098-939-9965 098-939-9967 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の植付、収穫、販売

合同会社Magnet 就労継続支援B型事業所ミイケ+ 904-2141 沖縄県沖縄市池原3-3-26　2階 098-988-5767 098-988-5768 就労継続支援（Ｂ型） 椎茸、季節野菜栽培

株式会社エルサーブ ゆいまーる 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬２-28-17　コーポゆうな１Ａ号室 098-937-6522 098-937-6523 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の植付、収穫、販売

株式会社燦花 くくるばな 901-2223 沖縄県宜野湾市大山6-24-10　ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｻｲﾄﾞBLD１階 098-898-6901 098-898-6902 就労継続支援（Ｂ型） 焼き芋製造販売

一般社団法人うちなーからはーい 読谷からはーい 904-0316 沖縄県中頭郡読谷村大木124-5　大木Ｈ101 098-923-3614 098-923-3615 就労継続支援（Ｂ型） 農作物の生産販売

医療法人　社団　志誠会 就労訓練工場　しせいかい 904-2224 沖縄県うるま市大田７－１番地 098-973-0030 098-973-0090 就労継続支援（Ｂ型） 水耕栽培、露地栽培による生産、出荷

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会 指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴあ 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の栽培

社会福祉法人　おきなか福祉会 就労支援事業所　ゆいまーる 904-1106 沖縄県うるま市石川2-40-7 098-964-6696 098-965-7055 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の栽培販売

特定非営利活動法人てぃーらぶい 就労支援センターあかとぅんち 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原二丁目17番地３-101 098-917-5878 098-917-5876 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の栽培

合同会社GROW 就労継続支援ホープうるま 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4059番地１ 098-988-7838 098-988-7839 就労継続支援（Ｂ型） 野菜収穫、販売

合同会社ＥＡＲＴＨ． 就労継続支援Ｂ型事業所ゆらら 904-1106 沖縄県うるま市石川二丁目10番21号 098-923-2799 098-923-2775 就労継続支援（Ｂ型） 洗浄、選別、計量、袋詰め

株式会社スプラウト チャレンジド・ファームおきなわ 904-2215 沖縄県うるま市みどり町二丁目15番5号　２階 098-988-5644 098-988-5645 就労継続支援（Ｂ型） 水耕栽培
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2　野菜類

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会 ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の製造販売

社会福祉法人伊是名村社会福祉協議会 福祉サービス事業所　すまいる 903-0111 沖縄県島尻郡伊是名村仲田1163番地 0980-45-2292 0980-45-2192 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の生産販売

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の生産販売

社会福祉法人　ニライカナイ 就労センター　大樹 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-2 098-946-0021 098-882-8777 就労継続支援（Ｂ型） 野菜、きくらげの生産・販売

特定非営利活動法人　マーズ くこりもや 906-0002 沖縄県宮古島市平良字狩俣4147－8 0980-72-5665 0980-72-5669 就労継続支援（Ｂ型） サトウキビ、らっきょう生産・収穫

社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 あけぼの学園 906-0006 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-5 0980-72-1660 0980-72-4961 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の生産販売

特定非営利活動法人　やすらぎ やすらぎ障がい者活動支援センター 906-0106 沖縄県宮古島市城辺西里添788番地 0980-77-7800 0980-77-7800 就労継続支援（Ｂ型） 野菜

特定非営利活動法人しあわせさまさま しあわせさまさま 907-0001 沖縄県石垣市大浜10番地1 0980-87-6247 0980-87-6247 就労継続支援（Ｂ型） 野菜の生産販売

3　果物類

一般社団法人アトリエみらい 福祉サービス事業所リンク 900-0037 沖縄県那覇市辻2丁目8番16号 080-7981-4121 098-800-1610 就労継続支援（Ａ型） 野菜類

特定非営利活動法人　結いの会 就労継続支援事業所　いこいの家 907-0022 沖縄県石垣市大川１２４３番地の１ 0980-84-1636 0980-84-1636 就労継続支援（Ｂ型） 地野菜､バナナ

アグリ石垣島合同会社 アグリドリーム 907-0001 沖縄県石垣市大浜1773番地の４ 0980-87-0278 0980-87-0278 就労継続支援（Ａ型） モリンガ、パパイヤ、島トウガラシ、紅イモ

4　花卉類

株式会社スマイルアライアンス スマイルファクトリー石垣 907-0003 沖縄県石垣市平得545-19 0980-87-7763 0980-87-7732 就労継続支援（Ｂ型） パッションフルーツ

有限会社　勝産業 多機能型事業所　すぺーす 901-0314 沖縄県糸満市座波760番地2 098-995-3005 098-995-3006 就労継続支援（Ｂ型） 農作物（草花の苗）

社会福祉法人北谷町社会福祉協議会 「ニライの里」 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平414番地１ 098-936-2994 098-936-7225 就労継続支援（Ｂ型） 花卉類

合同会社　朝陽 あさひの家（就労） 904-2201 沖縄県うるま市昆布1264-3１階 098-989-6606 098-989-6606 就労継続支援（Ｂ型） 多肉植物栽培

社会福祉法人アタイハートネットワーク アガチュンもとぶ 905-0212 沖縄県国頭郡本部町字大浜858番地9 0980-43-5107 0980-43-5108 就労継続支援（Ｂ型） 花の苗　生産販売

医療法人　晴明会 指定障害福祉サービス事業所　晴風苑 901-0334 沖縄県糸満市字大度513 098-997-2477 098-997-2940 就労継続支援（Ｂ型） 四季の草花、観賞植物等の栽培、出荷

社会福祉法人　たまん福祉会 就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 098-995-1310 就労継続支援（Ｂ型） 花苗の栽培・販売、苗木の栽培

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） 草花の苗の生産販売

社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業
団

あけぼの学園 906-0006 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-5 0980-72-1660 0980-72-4961 就労継続支援（Ｂ型） 苗木、花の苗の販売

特定非営利活動法人しあわせさまさま しあわせさまさま 907-0001 沖縄県石垣市大浜10番地1 0980-87-6247 0980-87-6247 就労継続支援（Ｂ型） 苗の生産販売

社会福祉法人　まつみ福祉会 就労継続支援B型事業所ゲラジョブセンター 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 098-850-7768 就労継続支援（Ｂ型） 草花の栽培、出荷等

5　茶草類（日本茶、ハーブ等）

合同会社CeePort コットンキャンデイ 905-0023 沖縄県名護市字数久田295番地１ 0980-54-8625 0980-54-8626 就労継続支援（Ｂ型） 花卉類

特定非営利活動法人　ワークスステー
ション夢工房

ワークステーション夢工房 901-0312 沖縄県糸満市北波平354-3 098-992-0280 098-992-0280 就労継続支援（Ｂ型） 農作物（ハーブ苗、ハーブティー）

特定非営利活動法人　りん・輪 就労継続支援事業所　かすりくらぶ 901-1111
沖縄県島尻郡南風原町兼城３９３番地　東マ
ンション２・１０２号室

098-888-1058 098-888-1058 就労継続支援（Ｂ型） 茶草類（ヒハツ）



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

製品リスト（農作物）

5　茶草類（日本茶、ハーブ等）

株式会社ゆいふぁーむ沖縄 ゆいふぁーむ沖縄 904-2163
沖縄県沖縄市大里一丁目26番10号コーポ大
里405号

098-989-3326 098-989-3327 就労継続支援（Ｂ型） 茶草類（ハーブ）、花卉類（観賞用植物）

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会 指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴあ 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） 桑茶製造販売

特定非営利活動法人　やすらぎ やすらぎ障がい者活動支援センター 906-0106 沖縄県宮古島市城辺西里添788番地 0980-77-7800 0980-77-7800 就労継続支援（Ｂ型） サトウキビ

6　畜産類（酪農、養豚、養鶏、養蜂等）

特定非営利活動法人いらうゆう 伊良部島ハーブベラ畑 906-0504 沖縄県宮古島市伊良部仲地489番地1 0980-78-5150 0980-78-5150 就労継続支援（Ｂ型） ハーブ（乾燥・瓶詰）

特定非営利活動法人のぞみの里 就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 098-987-5314 就労継続支援（Ｂ型） 山羊飼養

合同会社Oase沖縄 オアシス 904-2152 沖縄県沖縄市明道1-16-12　明道ガーデンD-1 098-989-3927 098-989-3928 就労継続支援（Ｂ型） 養鶏卵作業、飼料作り、餌やり、採卵から販売まで

合同会社　ごや うるま作業所 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4460 098-983-0210 098-983-0213 就労継続支援（Ｂ型） 養蜂、蜂蜜販売

合同会社うるま農場 バルサミーナ 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納1681番地79 098-965-5300 098-965-5300 就労継続支援（Ｂ型） 鶏卵販売

株式会社スマイルアライアンス スマイルファクトリー石垣 907-0003 沖縄県石垣市平得545-19 0980-87-7763 0980-87-7732 就労継続支援（Ｂ型） 養牛、養鶏



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

8　パン

社会福祉法人そてつの会
就労継続支援B型事業所ドリームワークそ
てつ

900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4-7-14 098-853-0640 098-853-0641 就労継続支援（Ｂ型） 焼き菓子・パン製造・販売

社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 障害者就労支援施設Aile（エール） 901-0325 沖縄県糸満市大里144-1 098-992-7273 098-992-5171 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造、販売

社会福祉法人アタイハートネットワーク まちやーゆいとぴあ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部127番地 0980-43-5532 0980-43-5561 就労継続支援（Ｂ型） パン製造及び販売

沖縄県身体障害者福祉協会 障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 098-851-9522 就労継続支援（Ｂ型） 菓子パン・食パンの製造、販売

医療法人社団　輔仁会 指定障害福祉サービス事業所　大名の丘 901-1101 沖縄県島尻郡南風原町大名48-1 098-888-4516 098-888-4517 就労継続支援（Ｂ型） パン製造、販売

特定非営活動法人　てぃーだかんかん 就労センター　てぃーだかんかん 900-0005
沖縄県那覇市天久二丁目29番地22号
てぃーだ新都心ﾋﾞﾙ

098-867-4911 098-860-7378 就労継続支援（Ｂ型） パン製造・販売

社会福祉法人とよみ福祉会 ひまわりファクトリー 901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名９２番地１ 098-856-6639 098-856-6030 就労継続支援（Ｂ型） パン

医療法人　卯の会
医療法人　卯の会　就労支援事業所あら
た舎

904-0011 沖縄県沖縄市照屋5-23-8 098-938-2100 098-938-2300 就労継続支援（Ｂ型） パン製造

社会福祉法人　蒼生の会 就労支援　美ら風 901-2206 沖縄県宜野湾市愛知１丁目5番1号 098-892-6886 098-892-6853 就労継続支援（Ｂ型） パン、菓子（クッキー、ケーキ、焼き菓子）

社会福祉法人海邦福祉会
西海岸中部地域総合支援センターたかし
ほ

904-0323 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1049-2 098-958-4483 098-958-1865 就労継続支援（Ｂ型） パン製造、販売

医療法人　社団　志誠会 就労訓練工場　しせいかい 904-2224 沖縄県うるま市大田７−１ 098-973-0030 098-974-6003 就労継続支援（Ｂ型） パン製造販売、農業、喫茶

株式会社知的障害者支援センターかけ
はし

障害福祉サービス事業所かけはし 905-1155 沖縄県名護市我部祖河1197-13 0980-54-4933 0980-43-7011 就労継続支援（Ｂ型） パン製造販売

株式会社知的障害者支援センターかけ
はし

障害福祉サービス事業所 いしずえ 905-0018 沖縄県名護市大西3-19-69 0980-52-3726 0980-43-5959 就労継続支援（Ｂ型） パン製造販売

社会福祉法人　はごろも福祉会 障がい福祉サービス事業所　はごろも 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4-4-6 098-897-7181 098-897-7186 就労継続支援（Ｂ型） パン製造、移動販売

合同会社 ONE HERAT わんはーと 905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名1713番地2 0980-41-2495 0980-41-2523 就労継続支援（Ｂ型） パン・ハンバーガー

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議
会

ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） パン製造、レストランでの惣菜

社会福祉法人若夏会 多機能型事業所　八重山育成園 907-0022 沖縄県石垣市字大川581 0980-82-2090 0980-83-8110 就労継続支援（Ｂ型） パン販売・製造、鶏卵、しめ縄

株式会社アジュテ カフェアジュテ 904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎2-18-12 098-989-6447 098-989-6447 就労継続支援（Ｂ型） 焼き菓子、パン

社会福祉法人　起産石川 就労支援事業所こみこみ 904-1101
沖縄県うるま市石川東山本町2丁目12番15
号

098-963-0073 098-963-0074 就労継続支援（Ｂ型） 野菜加工、パン、ケータリング

医療法人　晴明会 指定障害福祉サービス事業所　晴風苑 901-0334 沖縄県糸満市字大度513 098-997-2477 098-997-2940 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造、その他（洗い物、包装、清掃）

特定非営利法人きずなの会 きずなのえん 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖1－4－10 098-876-6039 098-876-6039 就労継続支援（Ｂ型） パン、菓子製造販売

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉会連合会 てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 098-888-5655 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造・販売

社会福祉法人　からし種の会 障害福祉サービス事業所アトリエ種子 903-0803 沖縄県那覇市首里平良町1-32-1 098-886-1797 098-894-8455 就労継続支援（Ｂ型） パン・菓子製造販売

社会福祉法人　大信福祉会 てぃーだ 904-2166 沖縄県沖縄市古謝津嘉山町14番16号　1階 098-989-7075 098-989-7820 就労継続支援（Ｂ型） パン製造から販売、配達

株式会社アジュテ cafe ajyute 904-1102 沖縄県うるま市石川東山１丁目7-15 098-923-4224 098-923-4226 就労継続支援（Ｂ型） パン製造販売

株式会社エスペレ ソーシャルサポート　エスペレ 905-0016 沖縄県名護市大東3-18-10 0980-43-7512 0980-43-7522 就労継続支援（Ｂ型） パン製造販売

社会福祉法人　朝日福祉会 就労支援センター　どりーむ 904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武11655-10 098-968-3575 098-968-3575 就労継続支援（Ｂ型） パン・菓子の製造販売

名護市障がい者団体協議会 おひさま工房 905-1204 沖縄県国頭郡東村平良471番地24 0980-53-1173 0980-53-1172 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造販売

社会福祉法人　ニライカナイ 就労センター　大樹 901-1203 沖縄県南城市大里大城1920-2 098-946-0021 098-882-8777 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造販売

製品リスト（加工食品）

B　加工食品



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

製品リスト（加工食品）

8　パン

社会福祉法人みやこ福祉会 アダナス 906-0015 沖縄県宮古島市平良久貝1264番地 0980-74-1188 0980-74-1288 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造販売

特定非営利活動法人しあわせさまさま しあわせさまさま 907-0001 沖縄県石垣市大浜10番地1 0980-87-6247 0980-87-6247 就労継続支援（Ｂ型） パンの製造販売

9　菓子

社会福祉法人とよみ福祉会 ひまわりファクトリーBon・Bon 901-0312 沖縄県糸満市北波平245-3 098-987-0527 098-987-0537 就労継続支援（Ｂ型） 菓子（焼き菓子等）製造と販売

特定非営利活動法人やえせ就労支援
センター野の花

就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1502番地の５ 098-835-7700 098-835-7701 就労継続支援（Ｂ型） クッキー・ケーキ・マフィンの製造販売

株式会社ちむぐくる 琉サポ南’Ｓ 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城763-1　３F４F 098-996-1181 098-996-1256 就労継続支援（Ｂ型） 菓子製造販売、ポップコーン製造、納品

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンドKitanakaOffice 901-2316
沖縄県中頭郡北中城村安谷屋2191-4
HQDM TAURUS S301

098-923-1553 098-923-1554 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーン・クッキー等の製造販売、梱包作業

一般社団法人 一二三 楽学喜サポート アチェンド 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊549番地 金盛ビル2F 098-943-7300 098-943-7292 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーン、ドーナツ、クッキー製造販売

合同会社佐喜眞商事 就労支援リカバリー 901-2223 沖縄県宜野湾市大山三丁目25番8号 098-943-7395 098-943-7395 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーン製造販売

株式会社ベストスマイル ベストスマイル 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1-1-17　永山ﾋﾞﾙ1F 098-943-1904 098-943-1905 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーン製造販売

株式会社　アソシア ソーシャルトレーニングアソシア 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭669-1 098-989-1818 098-989-1819 就労継続支援（Ｂ型） ケーキ・焼き菓子の製造販売ケーキ

一般社団法人一二三 楽学喜サポートアチェンド音市場 904-0031
沖縄県沖縄市上地1-1-1コザミュージックタ
ウン102

098-987-8530 098-987-8531 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーン・クッキー等の製造販売

社会福祉法人　大樹会 就労継続支援施設　くわの実 904-2225 沖縄県うるま市喜屋武301 098-974-3288 098-974-3430 就労継続支援（Ｂ型） 焼き菓子

株式会社しまねこ しまねこカフェ 905-0019
沖縄県名護市大北五丁目９番17号　ﾘﾊﾞｰ
ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ101

0980-43-5100 0980-43-5132 就労継続支援（Ａ型） クレープの製造販売

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 098-882-8857 就労継続支援（Ｂ型） 焼き菓子（サーターアンダギー）の製造

合同会社グッド グッド 903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅８８番地 098-975-5420 098-975-5420 就労継続支援（Ｂ型） 根切りもやし・焼き芋

合同会社　ＷＡ－ＨａＨａ くくるの和 907-0001 沖縄県石垣市字大浜1349-132 0980-87-9133 0980-87-9134 就労継続支援（Ｂ型） 焼き菓子

㈱Coloredtree 就労継続支援A型事業所　やーにんじゅ 904-0113
沖縄県中頭郡北谷町宮城1-760 宮城ハウス
A棟

就労継続支援（Ｂ型） 綿菓子の製造

特定非営利活動法人　あごらぴあ 就労支援あ・ん 902-0062 沖縄県那覇市松川445-2 098-885-1739 098-885-1739 就労継続支援（Ｂ型） 菓子の製造と販売

社会福祉法人そてつの会
就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワークそ
てつの実

900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-15-4 098-836-5501 098-979-5577 就労継続支援（Ｂ型） パンケーキ作業

株式会社ワークサポート ワークサポートにしざき 901-0305
沖縄県糸満市西崎六丁目18番7号　東建ビ
ル103号

098-994-8918 098-994-8918 就労継続支援（Ｂ型） ちんすこうの製造

社会福祉法人　若竹福祉会 社会就労センターわかたけ 901-2102 沖縄県浦添市字前田998-3 098-877-0664 098-877-0725 就労継続支援（Ｂ型） ちんすこうの製造・販売

特定非営利活動法人　りん・輪 就労継続支援事業所　かすりくらぶ 901-1111
沖縄県島尻郡南風原町兼城３９３番地　東マ
ンション２・１０２号室

098-888-1058 098-888-1058 就労継続支援（Ｂ型） ポップコーン作り

特定非営利活動法人のぞみの里 就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 098-987-5314 就労継続支援（Ｂ型） サツマイモ菓子、フチャギ、ムーチー

特定非営利活動法人　わくわくの会 さぽーとせんたーｉ　とぉ～ち 903-0805 沖縄県那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-882-3312 098-882-3312 就労継続支援（Ｂ型） 菓子製造・販売

社会医療法人　葦の会 就労継続支援Ｂ型事業所 Cafe わきみず 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356番地5 098-886-2320 098-886-2420 就労継続支援（Ｂ型） ケーキ、焼き菓子



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

製品リスト（加工食品）

9　菓子

特定非営利活動法人チャレンジサポー
ト・クローバー

就労支援センター　クローバー 900-0002 沖縄県那覇市曙1丁目20-46 098-963-9633 098-963-8227 就労継続支援（Ｂ型） お菓子の製造・販売

株式会社ゆいふぁーむ沖縄 ゆいふぁーむ沖縄 904-2163
沖縄県沖縄市大里一丁目26番10号コーポ大
里405号

098-989-3326 098-989-3327 就労継続支援（Ｂ型） お菓子の製造、梱包

LOKAHI合同会社 FunVillage 904-2223 沖縄県うるま市具志川1924-１ 098-959-3780 098-959-3780 就労継続支援（Ｂ型） 焼き菓子製造

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） 洋菓子の生産販売

10　製麺

一般社団法人社会福祉就労支援協会 ジョブアシスタンス 907-0002 沖縄県石垣市真栄里324番地11 0980-87-0973 0980-87-0974 就労継続支援（Ａ型） 製麺（そば）、菓子（揚げ菓子）

特定非営利活動法人　あごらぴあ 就労支援あ・ん 902-0062 沖縄県那覇市松川445-2 098-885-1739 098-885-1739 就労継続支援（Ｂ型） 沖縄そば

医療法人　社団　志誠会 就労訓練工場　しせいかい 904-2224 沖縄県うるま市大田７－１番地 098-973-0030 098-973-0090 就労継続支援（Ｂ型） 沖縄そば麺生産出荷

12　肉・魚介加工品

社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 障害者就労支援施設イノー 901-0306 沖縄県糸満市西崎町四丁目20番地5 098-987-0549 098-987-0547 就労継続支援（Ｂ型） BBQ用の精肉

株式会社沖縄観光開発 就労継続支援B型事業所　沖縄観光開発 901-0311 沖縄県糸満市武富589番地3 098-996-5432 098-996-2356 就労継続支援（Ｂ型） 串加工

特定非営利活動法人のぞみの里 就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 098-987-5314 就労継続支援（Ｂ型） 豚精肉加工

14　野菜加工品

特定非営利活動法人　ふぃーるど・ぱ
わー

就労支援事業所　まる 900-0013 沖縄県那覇市牧志1-4-7　1-D 098-862-3061 098-862-4735 就労継続支援（Ｂ型）
もやしの根取り、繊維・皮革製品（小物、グッズ）、リサイクル
（資源回収・分別）役務（清掃、シール張り）

株式会社燦花 くくるばな 901-2223
沖縄県宜野湾市大山6-24-10　ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｻｲ
ﾄﾞBLD１階

098-898-6901 098-898-6902 就労継続支援（Ｂ型） やきいも、いもチップス

特定非営利活動法人　マーズ くこりもや 906-0002 沖縄県宮古島市平良字狩俣4147－8 0980-72-5665 0980-72-5669 就労継続支援（Ｂ型） らっきょうの漬物、マンゴージュースパック

特定非営利活動法人フレンズハウス サポートセンターみさき 901-2314 沖縄県中頭郡北中城村大城170番地　１階 098-989-0766 098-989-0766 就労継続支援（Ｂ型） もやしのヒゲ取り

合同会社ano'ano us plus 905-0015 沖縄県名護市大南二丁目14番９号 0980-43-7378 0980-43-7379 就労継続支援（Ｂ型） 焼き芋の製造

特定非営利活動法人　いちゃゆん会 福祉サービス事業所　ちむぐくる 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 就労継続支援（Ｂ型） 芋の皮むき

社会福祉法人アタイハートネットワーク まちやーゆいとぴあ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部127番地 0980-43-5532 0980-43-5561 就労継続支援（Ｂ型） もやしの繕い

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） もやしのひげ根取り、らっきょうの皮むき

社会福祉法人わしの里 大浜工房 907-0023 沖縄県石垣市字石垣463-3 0980-83-5371 0980-83-5374 就労継続支援（Ｂ型） 漬物

社会福祉法人若夏会 多機能型事業所　八重山育成園 907-0022 沖縄県石垣市字大川581 0980-82-2090 0980-83-8110 就労継続支援（Ｂ型） コーレーグースの製造・販売

15　弁当・総菜

社会福祉法人　若竹福祉会 社会就労センターわかたけ 901-2102 沖縄県浦添市字前田998-3 098-877-0664 098-877-0725 就労継続支援（Ｂ型） 弁当・下請け作業

株式会社hull house ハルハウス 901-0404 沖縄県島尻郡八重瀬町高良181番地5 098-998-8886 098-998-8887 就労継続支援（Ａ型） 弁当、野菜、一味唐辛子

株式会社よいしょ よいしょ 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬五丁目21番９号 098-923-3143 098-923-3143 就労継続支援（Ｂ型） 弁当

株式会社　ほっとライフ 就労継続支援事業所　あい 901-2204 沖縄県宜野湾市上原１丁目14番１号 098-892-2823 098-892-8902 就労継続支援（Ｂ型） 弁当・惣菜製造販売
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郵便番号
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15　弁当・総菜

一般社団法人スマイリーはうす スマイリーワークぎのわん 901-2221
沖縄県宜野湾市伊佐二丁目１番１６号ビジョ
ンハウス１Ｆ

098-960-7658 098-960-7658 就労継続支援（Ａ型） 弁当販売

株式会社　つながり
多機能型障害福祉サービス事業所つなが
り

904-2213 沖縄県うるま市田場52番地2 098-975-6181 098-973-6712 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会
指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴ
あ

904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） 弁当・惣菜製造販売

特定非営利活動法人名護市障がい者
関係団体協議会

福祉サービス事業所　のびる 905-0005 沖縄県名護市為又1220-112 0980-54-1493 0980-53-1295 就労継続支援（Ｂ型） 弁当、餅、沖縄の菓子製造販売

合同会社フロウ ソーラス 905-0422 沖縄県国頭郡今帰仁村崎山110番地 0980-43-9155 0980-43-9156 就労継続支援（Ａ型） 食品加工、弁当製造販売作業

合同会社アンサンブル 自立・就労センターINFIT 901-2206 沖縄県宜野湾市愛知３丁目５番21号　２階 098-975-7851 098-975-7852 就労継続支援（Ｂ型） 弁当販売・委託作業

特定非営利法人　心優 福祉作業所　楽楽 901-0305 沖縄県糸満市西崎1-27-5 098-994-1200 098-994-1200 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の調理、販売

特定非営利活動法人みのりの会 就労継続支援施設　みのりの会 901-2133
沖縄県浦添市城間2680番地3　ロイヤルNY
マンション302

098-874-6111 098-894-3310 就労継続支援（Ｂ型）
弁当製造と事業所内販売

一般社団法人　かりゆし結 指定障がい福祉サービス事業所　かりゆし結 901-2125 沖縄県浦添市仲西１丁目２番２号ウイングビル３Ｆ 098-876-5707 098-943-4094 就労継続支援（Ｂ型） 食材加工（居酒屋）ランチの食材加工（事業所内）

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納239番地 098-956-8955 098-956-8955 就労継続支援（Ｂ型） おにぎり、弁当の調理・販売

合同会社　月桃の花 就労継続支援B型事業所シーサーの森 902-0067 沖縄県那覇市安里1-2-6 098-943-4605 098-943-4615 就労継続支援（Ｂ型） お弁当の製造・販売

有限会社ゆうかり商事 就労継続支援B型事業所ららら 900-0003 沖縄県那覇市安謝二丁目23番29号　うりずん1階 098-988-4420 098-988-4424 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の製造（受託）

特定非営利活動法人ゆい・ハート福祉会 福祉作業所ゆいハート 901-0202 沖縄県豊見城市嘉数729番地 098-996-1248 098-996-1249 就労継続支援（Ｂ型） 惣菜やお菓子の製造販売

合同会社Common's 就労継続支援Ｂ型事業所 Common's 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺364-１コモンズ栄Ｂ号 098-851-7406 098-851-7406 就労継続支援（Ｂ型） 弁当盛り付け、食材仕込、洗い物、配達

合同会社リフレッシュジョブ リフレッシュジョブ 904-0006 沖縄県沖縄市松本一丁目9番23号 098-989-8969 098-989-9461 就労継続支援（Ｂ型） 自社パーラーにて弁当、お菓子製造販売

医療法人賢作会 きぼうのわ 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-22-23 098-921-3339 098-879-5581 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の注文販売、配達

社会福祉法人　はごろも福祉会 障がい福祉サービス事業所　はごろも 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐4-4-6 098-897-7181 098-897-7186 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売、配達

特定非営利活動法人ゆい沖縄 就労継続支援事業所ゆい沖縄 901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾3-13-1 098-963-6581 098-963-6582 就労継続支援（Ｂ型） 弁当盛り付け、販売、配達

一般社団法人　パピルス パピルス 901-2223 沖縄県宜野湾市大山2丁目15番14号 098-898-9155 098-898-9155 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売、配達

社会福祉法人海邦福祉会 西海岸中部地域総合支援センターたかしほ 904-0323 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1047-1 098-958-4483 098-958-1865 就労継続支援（Ｂ型） 宅配弁当製造、販売

一般社団法人うちなーからはーい 読谷からはーい 904-0316 沖縄県中頭郡読谷村大木124-5　大木Ｈ101 098-923-3614 098-923-3615 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売

特定非営利活動法人まじゅんの会 MAJUN LINK 904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保149番地１ 098-960-9138 098-962-7840 就労継続支援（Ｂ型） おにぎり加工販売

社会福祉法人　起産石川 就労支援事業所こみこみ 904-1101 沖縄県うるま市石川東山本町2丁目12番15号 098-963-0073 098-963-0074 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売

社会福祉法人　おきなか福祉会 就労支援事業所　ゆいまーる 904-1106 沖縄県うるま市石川2-40-7 098-964-6696 098-965-7055 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売

合同会社　朝陽 あさひの家（就労） 904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納721-２ 098-989-6606 098-989-6606 就労継続支援（Ｂ型） 軽食調理、販売

一般社団法人るりの星共存会 就労継続支援施設　喜仲のむつらぼし 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原535番地 098-871-980 098-871-9811 就労継続支援（Ｂ型） 天ぷら調理販売

合同会社GROW 就労継続支援ホープうるま 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4059番地１ 098-988-7838 098-988-7839 就労継続支援（Ｂ型） 注文弁当製造販売

株式会社エスペレ ソーシャルサポート　エスペレ 905-0016 沖縄県名護市大東3-18-10 0980-43-7512 0980-43-7522 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売

社会福祉法人一心福祉会 就労センターえすの里 905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波418 0980-44-2117 0980-44-2129 就労継続支援（Ｂ型） 弁当製造販売作業
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15　弁当・総菜

社会福祉法人海の邦 夢のかけ橋 904-1201
沖縄県国頭郡金武町金武4328-2　琉球リハ
ビリテーション学院内

098-968-6355 098-968-6355 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の製造販売

合同会社しゅう しゅう 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底1306番地12 0980-43-7785 0980-43-7785 就労継続支援（Ｂ型） 仕込み作業

特定非営利活動法人　やすらぎ やすらぎ障がい者活動支援センター 906-0106 沖縄県宮古島市城辺西里添788番地 0980-77-7800 0980-77-7800 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の製造販売

特定非営利活動法人　むりぶし サポートセンターむりぶし 907-0002 沖縄県石垣市真栄里218番地３ 0980-83-6064 0980-88-7356 就労継続支援（Ｂ型） 弁当の製造販売、その他

16　飲料

一般社団法人むら ワーカーズホーム 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名四丁目６番28号 098-955-1692 098-955-1692 就労継続支援（Ｂ型） コーヒー

一般社団法人　アトリエみらい 福祉サービス事業所　フロンティア 905-1155 沖縄県名護市我部祖河208-１ 0980-52-4848 0980-52-4848 就労継続支援（Ｂ型） 珈琲

合同会社かみや かみや商店 901-2202
沖縄県宜野湾市普天間1-1-17　メトロシティ
ビル303

090-3795-
4904

就労継続支援（Ｂ型） コーヒー加工販売

合同会社はっぴぃ 就労支援ハート・ラボ 902-0072 沖縄県那覇市真地285番地11　2階 098-996-1920 098-996-1921 就労継続支援（Ｂ型） コーヒー加工

株式会社hull house ハルハウス 901-0404 沖縄県島尻郡八重瀬町高良181番地5 098-998-8886 098-998-8887 就労継続支援（Ｂ型） ドリップコーヒーの製造

特定非営利活動法人まじゅんの会 MAJUN LINK 904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保149番地１ 098-960-9138 098-962-7840 就労継続支援（Ｂ型） コーヒー加工販売

社会福祉法人　ユームツ会 就労継続支援B型　青潮園 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里2632-1 0980-72-7795 0980-72-4554 就労継続支援（Ｂ型） 水の販売

18　その他加工食品

合同会社ソフトライオンズ 癒しの家スマイル 900-0032
沖縄県那覇市松山２丁目１２番３号　山根ビ
ル２階

098-866-9727 098-866-9727 就労継続支援（Ｂ型）
パイン、マンゴー・菓子（ちんすこう）、制服（ユニフォーム）・白
衣、ラベル張り

特定非営利活動法人　ドリームサポー
トたんぽぽ

たんぽぽ福祉作業所 901-0361 沖縄県糸満市糸満1283-2 098-995-0789 098-995-0789 就労継続支援（Ｂ型） 乾物

特定非営利活動法人　いちゃゆん会 福祉サービス事業所　ちむぐくる 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 就労継続支援（Ｂ型） 落花生の菓子

株式会社　琉球ななつぼし ひとつぼし 904-2142 沖縄県沖縄市登川2271番地１（２階） 090-6857-5137 098-923-5794 就労継続支援（Ｂ型） 県産野菜使用の菓子、餅、飲料開発

医療法人　社団　志誠会 就労訓練工場　しせいかい 904-2224 沖縄県うるま市大田７－１番地 098-973-0030 098-973-0090 就労継続支援（Ｂ型） コーレーグース生産販売

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） 玄米の精米、販売

特定非営利活動法人すこやかネット わかば自立支援センター 906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根676-9 0980-72-8403 0980-72-8423 就労継続支援（Ｂ型） 黒糖、黒蜜、製造



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

20　その他衣料品

合同会社グッド グッド 903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅８８番地 098-975-5420 098-975-5420 就労継続支援（Ｂ型） プリントTシャツの製造

特定非営利活動法人　わくわくの会 さぽーとせんたーｉ　とぉ～ち 903-0805 沖縄県那覇市首里鳥堀町4-106-4 098-882-3312 098-882-3312 就労継続支援（Ｂ型） Tシャツ制作、販売

合同会社結
指定就労継続支援（B型）事業所　ありの
まま

904-2153 沖縄県沖縄市美里一丁目４番27号 098-938-1530 098-989-3669 就労継続支援（Ｂ型） 障害児用の子供服作成、リメイク

合同会社ひつき 就労継続支援B型事業所　日和 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬２丁目54番５号 098-937-6101 098-937-6101 就労継続支援（Ｂ型） 着物のリメイクなど

一般社団法人　結福祉会 Active 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊177-3　1F 098-975-9661 098-975-9662 就労継続支援（Ｂ型） Tシャツの受注、製作、

ソフィエル・ペアー株式会社 アンジュ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号2階 098-878-2639 098-943-7843 就労継続支援（Ｂ型） かりゆしウェアの製作

22　ウエス

特定非営利活動法人　うりずん 障がい者支援事業所うりずん 901-2126 沖縄県浦添市宮城4-1-6-101 098-874-3840 098-894-2045 就労継続支援（Ｂ型） ｳｴｽの製造・販売

特定非営利活動法人　サシバの会 就労継続支援事業所おおぞら 906-0501 沖縄県宮古島市伊良部前里添588番地 0980-78-3783 0980-78-3783 就労継続支援（Ｂ型） 繊維・皮革製品（ウエス）、農作物（野菜類）

有限会社ゆうかり商事 就労継続支援B型事業所ららら 900-0003
沖縄県那覇市安謝二丁目23番29号　うり
ずん1階

098-988-4420 098-988-4424 就労継続支援（Ｂ型） ウエス作り

社会福祉法人宇堅福祉会 就労サポートセンター　ありんこ 904-2211 沖縄県うるま市宇堅919 098-973-1888 098-974-6043 就労継続支援（Ｂ型） 衣類を裁断、ウエスとして納品

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会 ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） ウエスの裁断作業

23　その他の繊維・皮革製品

株式会社オハナ オハナ　泉崎 900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-7-5 098-963-9220 098-963-9221 就労継続支援（Ａ型） 布製知育玩具

株式会社オハナ オハナ　西町 900-0036 沖縄県那覇市西1-2-18 098-862-7193 098-862-7194 就労継続支援（Ａ型） 布製知育玩具

（有）ＯＳＴ企画 福祉作業所ユガフー 900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-3-7 098-833-8444 098-833-8440 就労継続支援（Ｂ型） 布製知育玩具

社会福祉法人そてつの会 ドリームわーくそてつの森 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-16-11 098-995-7020 098-995-7020 就労継続支援（Ｂ型） ドロップス

株式会社　Framtida 就労支援事業所　ひまわり 900-0015
沖縄県那覇市久茂地2丁目15番10号　久茂
地BKビル７階

098-867-8892 098-867-8892 就労継続支援（Ａ型） 月桃工芸品

特定非営利活動法人　なんくる 就労継続支援A型　とんとんみー 902-0071 沖縄県那覇市繁多川5-22-6 １F 098-855-8879 098-953-2098 就労継続支援（Ａ型） 布製知育玩具

医療法人　正清会 ライフサポート久田 900-0014 沖縄県那覇市松尾2－15－27 098-867-7890 098-867-7890 就労継続支援（Ｂ型） 布製知育玩具

合同会社福木 就労支援センターふくぎ 900-0036 沖縄県那覇市西1-14-1 098-943-3957 098-943-3957 就労継続支援（Ｂ型） その他の繊維（小物等）

合同会社 中道 たどり舎 901-2122 沖縄県浦添市勢理客3-11-9　102号 098-943-7907 098-963-7292 就労継続支援（Ｂ型） マース袋

株式会社久樹 久樹 901-2131
沖縄県浦添市牧港2-1-3コーポ　レ・セーナ
101

098-878-2702 098-878-2702 就労継続支援（Ａ型） ストラップ制作、販売

株式会社オハナ オハナ　首里 903-0805
沖縄県那覇市首里鳥堀町1-50-1　東雲館ビ
ル2F

098-885-2790 098-885-2791 就労継続支援（Ａ型） キルティング小物

株式会社オハナ オハナ沖縄 904-0022 沖縄県沖縄市園田3-2-27　園田ビル２Ｆ 098-989-9742 098-989-9743 就労継続支援（Ａ型） キルティング小物

合同会社結
指定就労継続支援（B型）事業所　ありの
まま

904-2153 沖縄県沖縄市美里一丁目４番27号 098-938-1530 098-989-3669 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品（バッグ・ポーチなど）

合同会社　ワンステップ コピス 904-2162 沖縄県沖縄市海邦2丁目27番6号 098-989-8701 098-989-8702 就労継続支援（Ｂ型） 布製品・ミニチュア雑貨・植物等

特定非営利活動法人沖縄青少年自立
援助センターちゅらゆい

コミュッと！ 904-2213 沖縄県うるま市田場1641-1 098-923-0697 098-923-0569 就労継続支援（Ｂ型） 繊維・皮革製品（組紐・小物）

株式会社アジュテ サポートセンターアジュテ 904-1102 沖縄県うるま市石川東山１－７－１５ 098-975-6353 098-979-5898 就労継続支援（Ｂ型） オリジナルﾊﾞｯｸﾞ

合同会社心結ホーム 就労継続支援Ｂ型事業所心結 904-2213
沖縄県うるま市田場1110番地1 プランドール
1階

098-988-7008 098-988-7008 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸（ポーチ・レースたわし）

製品リスト（繊維・皮革製品）

C　繊維・皮革製品



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

製品リスト（繊維・皮革製品）

23　その他の繊維・皮革製品

株式会社　オハナ オハナ　石垣 907-0011 沖縄県石垣市八島町1-7-5 0980-88-6942 0980-88-6943 就労継続支援（Ａ型） 月桃工芸品

株式会社　ゆにばいしがき 共同作業所　スオウの木 907-1434 沖縄県八重山郡竹富町南風見201-79 0980-85-5069 0980-85-5069 就労継続支援（Ｂ型） 民具作成

合資会社　山 オーシャン 902-0075 沖縄県那覇市国場916番地 098-851-3010 098-851-3011 就労継続支援（Ｂ型） 染物加工

株式会社　ビザライ 夢工房石垣 907-0014
沖縄県石垣市新栄町50-13　コーポ那覇1－
東

0980-87-0696 0980-87-0697 就労継続支援（Ａ型） 月桃工芸品

合同会社COR　TIDA CORTEE 905-0225 沖縄県国頭郡本部町崎本部2799番地 0980-43-0709 0980-43-0709 就労継続支援（Ｂ型） キーホルダー、財布、ブローチ、バックなど

株式会社サベージ 就労継続支援B型バウンス 900-0013 沖縄県那覇市牧志2-13-6　1F 098-943-8197 098-943-8198 就労継続支援（Ｂ型） 革製品手工芸品製作

社会福祉法人そてつの会
就労継続支援Ｂ型事業所ドリームワークそ
てつの実

900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-15-4 098-836-5501 098-979-5577 就労継続支援（Ｂ型） 縫製作業、シュシュ、バック、マスク制作

合同会社ソフトライオンズ 癒しの家スマイル 900-0032
沖縄県那覇市松山２丁目１２番３号　山根ビ
ル２階

就労継続支援（Ｂ型） マスク制作

特定非営利活動法人Peace ピース 901-0145
沖縄県那覇市高良3丁目8番23眞浩商事ビ
ル１Ｆ

098-987-1924 098-987-1838 就労継続支援（Ｂ型） エコバッグ作成

特定非営利活動法人みみ みみの木 900-0031 沖縄県那覇市若狭１丁目２番９号　１階 098-988-8662 098-963-7772 就労継続支援（Ｂ型） 布マスク、エプロン、カバン、小物制作

NPO法人ふくぎ会 サポートセンターふくぎ 901-0156 沖縄県那覇市田原225-15 098-987-1246 098-987-1268 就労継続支援（Ｂ型） キーホルダーや財布・バッグの製造・販売

BuzzerBeater沖縄合同会社 障がいサポート　ＢＢトレ 901-0152
沖縄県那覇市小禄414番5号上前田門中会
館1階1F号室

098-914-1272 098-914-1272 就労継続支援（Ｂ型） ハンドメイドの製作

株式会社サベージ 就労継続支援B型　バウンス 900-0013 沖縄県那覇市牧志2-13-6　1F 098-943-8197 098-943-8198 就労継続支援（Ｂ型） 革製品制作

株式会社Nine 障がい福祉サポートネット　JIMMY Nine 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原3-20-28 098-858-5553 098-858-5554 就労継続支援（Ｂ型） 革製品の加工、販売。

合同会社アイユープランニング 就労支援事業所アイユー 902-0077
沖縄県那覇市長田二丁目5番30号　ナガタ
原アパート101号室

098-987-0804 098-987-0804 就労継続支援（Ｂ型） マスク作り、小物入れ制作、販売

社会福祉法人　たまん福祉会 就労支援センター　たまん 901-0362 沖縄県糸満市真栄里857番地 098-995-1992 098-995-1310 就労継続支援（Ｂ型） オリジナルTシャツ作成

特定非営利法人きずなの会 きずなのえん 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖1－4－10 098-876-6039 098-876-6039 就労継続支援（Ｂ型） 手芸製作、販売

一般社団法人 虹色家族 障がい者就労・自立支援センターぐっぴぃ 901-2114
沖縄県浦添市安波茶３丁目４番６号宮城荘
101

098-871-0267 098-871-0268 就労継続支援（Ｂ型） 塩御守り、コースター、シュシュマスク、雑巾

一般社団法人　浦添市身体障がい者福祉協会 障がい者就労支援センター　すばる 901-2133 沖縄県浦添市城間２丁目27番２号 098-955-2395 098-955-2395 就労継続支援（Ｂ型） コースター・バッグ製作。

特定非営利活動法人アルバ アルバ 901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目36番3号1階 098-878-2639 098-878-2639 就労継続支援（Ｂ型） 小物、産後クッション制作

一般社団法人叶e 指定障がい福祉サービス事業所叶e 901-2121 沖縄県浦添市内間４丁目２６番１１号２０２ 098-988-9715 098-988-9716 就労継続支援（Ｂ型） キーホルダー・財布・眼鏡ケース

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉会連合会 てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 098-888-5655 就労継続支援（Ｂ型） 紅型製品の製作・販売

特定非営利活動法人のぞみの里 就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 098-987-5314 就労継続支援（Ｂ型） さき織りマット

ＮＰＯ法人星輝福祉会 就労継続支援Ｂ型　アトリエ・ねこいろ 903-0124
沖縄県中頭郡西原町呉屋86番地　呉屋店舗
102号室

070-5278-8088 098-945-9147 就労継続支援（Ｂ型） 布マスク、ペットの布玩具、アクセサリーやアロマ雑貨

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき 904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納239番地 098-956-8955 098-956-8955 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品の作成・販売

特定非営利活動法人　てぃーだかんかん 就労センター　てぃーだかんかん 900-0005
沖縄県那覇市天久二丁目29番地22号
てぃーだ新都心ﾋﾞﾙ

098-867-4911 098-860-7378 就労継続支援（Ｂ型） 小物アクセサリー

合同会社Common's 就労継続支援Ｂ型事業所 Common's 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺364-１コモンズ栄Ｂ号 098-851-7406 098-851-7406 就労継続支援（Ｂ型） カゴバッグ、スタイ、島ぞうり、ストラップ制作

合同会社みらい 福祉作業所ブーゲン 901-0235 沖縄県豊見城市名嘉地109番4 098-987-4870 098-987-4852 就労継続支援（Ｂ型） バッグ類、コースター、布マスク、ビーズ手芸制作



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

製品リスト（繊維・皮革製品）

23　その他の繊維・皮革製品

社会福祉法人　新栄会 自立プラザ希織 904-0034 沖縄県沖縄市山内1-11-15 098-933-8810 098-933-8828 就労継続支援（Ｂ型） 民芸バッグ等縫製作業、牛乳パック活用製品製作

特定非営利活動法人おきなわ自立支援センター おきなわ工房 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田1-1-3 098-929-3785 098-929-3795 就労継続支援（Ｂ型） ガラス玉や皮革を使用したキーホルダー製造、販売

合同会社Oase沖縄 オアシス 904-2152
沖縄県沖縄市明道1-16-12　明道ガーデン
D-1

098-989-3927 098-989-3928 就労継続支援（Ｂ型） 飼料袋を野菜用、卵用、洗剤用に作成する

有限会社障害児・者在宅支援センター　わーい 就労継続支援B型　スクラム 904-0021
沖縄県沖縄市胡屋1-2-2　ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ勝美
地下１階

070-5536-1190 098-938-4610 就労継続支援（Ｂ型） フェルト生地等を使用し療育、知育玩具等の制作

合資会社　登川 にこり 904-2153 沖縄県沖縄市美里四丁目2番5号1階 098-939-9965 098-939-9967 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸(アクリルたわし、マスク等）

特定非営利活動法人新緑の風 就労継続支援センター　新緑の風 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名3-6-9 098-897-5661 098-897-5660 就労継続支援（Ｂ型） 三味線を入れる袋の下請け

株式会社ベストスマイル ベストスマイル 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1-1-17　永山ﾋﾞﾙ1F 098-943-1904 098-943-1905 就労継続支援（Ｂ型） 布マスク、編みぐるみ、エコバック制作・販売

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会 指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴあ 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） ポーチ、マスク等手芸品の制作販売

合同会社　ごや うるま作業所 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原4460 098-983-0210 098-983-0213 就労継続支援（Ｂ型） 革の小物製作販売

合同会社友光 ゆうゆう 904-2221 沖縄県うるま市平良川116番地 098-974-5777 098-974-5778 就労継続支援（Ｂ型） 手芸品の制作販売

合同会社ＥＡＲＴＨ． 就労継続支援Ｂ型事業所ゆらら 904-1106 沖縄県うるま市石川二丁目10番21号 098-923-2799 098-923-2775 就労継続支援（Ｂ型） 縫製商品制作

LOKAHI合同会社 FunVillage 904-2223 沖縄県うるま市具志川1924-１ 098-959-3780 098-959-3780 就労継続支援（Ｂ型） マクラメ・レザー加工

特定非営利活動法人名護市障がい者
関係団体協議会

福祉サービス事業所　のびる 905-0005 沖縄県名護市為又1220-112 0980-54-1493 0980-53-1295 就労継続支援（Ｂ型） 本革の財布等オーダーメイド販売

特定非営利活動法人　いちゃゆん会 福祉サービス事業所　ちむぐくる 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 就労継続支援（Ｂ型） アダンの葉による民芸品

合同会社　仲大道 就労継続支援事業所 がんばろう 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底91番地 098-056-3901 098-056-3901 就労継続支援（Ｂ型） 布で名刺入れ、ティッシュケース、小物入れ、お守り

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 就労支援センター「はばたき」 904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1875番地 098-968-4601 098-968-4601 就労継続支援（Ｂ型）
結び織のマット、ミサンガ、手編みのコースター、お守り、レー
スのタワシ、裁縫でのフクロウの置物

合同会社ＣＯＲ　ＴＩＤＡ ＣＯＲＴＥＥ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町崎本部2799番地 0980-43-0709 0980-43-0709 就労継続支援（Ｂ型） オーダーメイドの革製品の制作

社会福祉法人今帰仁村社会福祉協議会 ソーシャルサポート　おとばの杜 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底62 0980-56-4742 0980-56-4014 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品、雑貨制作・販売

社会福祉法人伊是名村社会福祉協議会 福祉サービス事業所　すまいる 905-0603 沖縄県島尻郡伊是名村仲田1163番地 0980-45-2292 0980-45-2192 就労継続支援（Ｂ型） 毛糸を使ったお守り、キーホルダー

社会福祉法人基督教児童福祉会愛隣園 ワークセンター　愛の園 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2943 098-945-2357 098-945-1078 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品の制作・販売

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 098-882-8857 就労継続支援（Ｂ型） 小物の制作・販売

社会福祉法人　ユームツ会 就労継続支援B型　青潮園 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里2632-1 0980-72-7795 0980-72-4554 就労継続支援（Ｂ型）
かりゆしウェア、保育園児制服、アクセサリー・小物の制作・
販売

社会福祉法人みやこ福祉会 みやこ学園 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里3107-243 0980-73-7770 0980-74-2338 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品、クラフト製品、結び織の制作・販売

あるまねっと合同会社 あるまねっと 907-0022 沖縄県石垣市大川20-7 0980-87-0567 0980-87-0568 就労継続支援（Ｂ型）
羊毛フェルトによるキーホルダー、カードスタンド、モビール
等の制作、布製品の制作

合同会社就労継続支援事業所大丈夫 就労継続支援事業所　大丈夫 907-0004 沖縄県石垣市登野城71番地5 0980-87-0124 0980-87-0124 就労継続支援（Ｂ型） 月桃の茎で、お守り、コースター、鍋敷き、小物入れの作成

24　刺しゅう・染物加工

合同会社 中道 たどり舎 901-2122 沖縄県浦添市勢理客3-11-9　102号 098-943-7907 098-963-7292 就労継続支援（Ｂ型） 縫製作業、刺繍、ボタン付け

合同会社結 指定就労継続支援（B型）事業所　ありのまま 904-2153 沖縄県沖縄市美里一丁目４番27号 098-938-1530 098-989-3669 就労継続支援（Ｂ型） クロスステッチ刺繡による小物作成

アップドウ合同会社 障害者支援センターアップドウぎのわん 901-2224
沖縄県宜野湾市真志喜二丁目４番３号　M'S
ビル301号室

098-943-5357 098-943-5358 就労継続支援（Ｂ型） 藍染と小物作り

合同会社ＣＯＲ　ＴＩＤＡ ＣＯＲＴＥＥ 905-0225 沖縄県国頭郡本部町崎本部2799番地 0980-43-0709 0980-43-0709 就労継続支援（Ｂ型） 刺繍、小物作り（バック、ブローチ、アクセサリー）



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

26　その他の木工製品

特定非営利活動法人みみ みみの木 900-0031 沖縄県那覇市若狭１丁目２番９号　１階 098-988-8662 098-963-7772 就労継続支援（Ｂ型） 携帯スタンド、ティッシュボックス等、社内ドリンクテーブル

合同会社Magnet 就労継続支援B型事業所ミイケ+ 904-2141 沖縄県沖縄市池原3-3-26　2階 098-988-5767 098-988-5768 就労継続支援（Ｂ型） 廃材を利用した独自の商品を製作及び、ペーパークラフト

合同会社心輪 就労支援センター心輪 902-0071 沖縄県那覇市繁多川五丁目4番22号 098-836-2831 098-836-2832 就労継続支援（Ｂ型） 県産うめーし製造

沖縄県身体障害者福祉協会 障害者支援施設　太希おきなわ 901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038番地1 098-851-7522 098-851-9522 就労継続支援（Ｂ型） 琉球みやらびこけしの製造・販売

株式会社創水 就労継続支援Ｂ型事業所りあむ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原229番地3 3F 098-996-1820 098-996-1824 就労継続支援（Ｂ型） ドリップコーヒーの製造

合同会社　幸和会 就労サポートセンターこうわ 904-2143 沖縄県沖縄市知花2902番地1 098-989-9909 098-989-4246 就労継続支援（Ｂ型） 木工棚、ペイント鉢、リメイク缶

社会福祉法人　蒼生の会 蒼生学園 901-2212 沖縄県宜野湾市長田2-15-1 098-893-4137 098-893-6579 就労継続支援（Ｂ型） 小物類の制作。

特定非営利活動法人新緑の風 就労継続支援センター　新緑の風 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名3-6-9 098-897-5661 098-897-5660 就労継続支援（Ｂ型） 三味線製作、木工オブジェ、刻印サービス

特定非営利活動法人　友結 多機能型事業所　友結 901-2214
沖縄県宜野湾市我如古3丁目7番5号　ﾊｲﾂ
山本101号室

098-917-1216 098-917-1214 就労継続支援（Ｂ型） 木工製品の受注生産

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき水釜 904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜１５１番地１ 098-989-7207 098-989-7207 就労継続支援（Ｂ型） プランター・ポスト・コンポスト（鉢）の作成

社会福祉法人　いしなぐ福祉会 いしなぐ（多機能型事業所） 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐８０４－２ 0980-52-1479 0980-53-5964 就労継続支援（Ｂ型） キーホルダー、バターナイフ、椅子、額縁制作

合同会社　仲大道 就労継続支援事業所 がんばろう 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底91番地 098-056-3901 098-056-3901 就労継続支援（Ｂ型） 要望にあわせたデザインの看板や商品の作成

名護市障がい者団体協議会 おひさま工房 905-1204 沖縄県国頭郡東村平良471番地24 0980-53-1173 0980-53-1172 就労継続支援（Ｂ型） お土産品の作成販売

合同会社しゅう しゅう 905-0411 沖縄県国頭郡今帰仁村天底1306番地12 0980-43-7785 0980-43-7785 就労継続支援（Ｂ型） 木工製品の加工・制作

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会 指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴあ 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） テーブル椅子

製品リスト（木工製品）

木工製品



分類 法人名 事業所名
事業所

郵便番号
事業所住所 事業所電話 事業所FAX サービス種別 具体例

27　紙製品

合同会社ほっとケア 楽歩ワーキングクラブ 907-0004 沖縄県石垣市登野城630-3 0980-87-0772 0980-87-0773 就労継続支援（Ｂ型） 紙パックで作るバッグ製作　小物作り　清掃作業

社会福祉法人　まつみ福祉会 就労継続支援B型事業所ゲラジョブセンター 901-0213 沖縄県豊見城市高嶺111番地 098-850-7756 098-850-7768 就労継続支援（Ｂ型） 名刺・名札作成

合同会社ことぶき 就労継続支援　ことぶき 901-0153
沖縄県那覇市宇栄原3-9-32(A棟)、宇栄原
3-9-33(B棟)

098-996-1380 098-996-1380 就労継続支援（Ｂ型） エコクラフト、チラシのかごの作成、販売

医療法人　陽和会 ワークライフサポート南山 901-0313 沖縄県糸満市賀数406番地の１ 098-994-3660 098-994-2598 就労継続支援（Ｂ型） 菓子箱作り、洗濯業務

社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 障害者就労支援施設イノー 901-0306 沖縄県糸満市西崎町四丁目20番地5 098-987-0549 098-987-0547 就労継続支援（Ｂ型）
牛乳パックを利用した紙作り、ペンケースやブックカバー、祝
儀袋の作成。

合同会社レゾナンス ハピラボ 901-0305 沖縄県糸満市西崎2丁目19番9号1階 098-994-1222 098-994-1222 就労継続支援（Ｂ型） 写真ホルダーや三角スタンドの組立、チラシ差し込み

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉会連合会 てるしのワークセンター 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平206-1 098-889-4011 098-888-5655 就労継続支援（Ｂ型） 廃段ボールを利用した製品

特定非営利活動法人　りん・輪 就労継続支援事業所　かすりくらぶ 901-1111
沖縄県島尻郡南風原町兼城３９３番地　東マ
ンション２・１０２号室

098-888-1058 098-888-1058 就労継続支援（Ｂ型） 空き箱の加工

一般社団法人ゆき 就職支援センターゆき 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比3丁目20番18号 098-988-3166 098-988-3178 就労継続支援（Ｂ型） 箱折り・箱詰め

社会福祉法人名護学院 ワークサポートひびき 905-0012 沖縄県名護市名護4558-1 0980-53-3110 0980-52-5630 就労継続支援（Ｂ型） 封筒、コースター、名刺作成

特定非営利活動法人　ボンネビル・名護 メロディーハウス 905-0016 沖縄県名護市大東3-18-13 0980-43-0310 0980-43-0378 就労継続支援（Ｂ型） 箸入れ、菓子箱の制作

社会福祉法人伊是名村社会福祉協議会 福祉サービス事業所　すまいる 905-0603 沖縄県島尻郡伊是名村仲田1163番地 0980-45-2292 0980-45-2192 就労継続支援（Ｂ型） 米袋を再利用した、紙袋等

合同会社ほっとケア 楽歩ワーキングクラブ 907-0004 沖縄県石垣市登野城630-3 0980-87-0772 0980-87-0773 就労継続支援（Ｂ型） 紙パックリメイク商品

合同会社就労継続支援事業所大丈夫 就労継続支援事業所　大丈夫 907-0004 沖縄県石垣市登野城71番地5 0980-87-0124 0980-87-0124 就労継続支援（Ｂ型） クラフトテープの小物、エコバッグ

28　陶磁器

社会福祉法人輝翔福祉会 就労支援センターぴゅあ 904-2142 沖縄県沖縄市登川508-1 098-989-7340 098-934-0120 就労継続支援（Ａ型） 生活雑貨

特定非営利活動法人やえせ就労支援
センター野の花

就労支援センター野の花 901-0401 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平1502番地の５ 098-835-7700 098-835-7701 就労継続支援（Ｂ型） 焼き物の製作

社会福祉法人　若竹福祉会 社会就労センターさまさま 903-0804
沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総
合福祉ｾﾝﾀｰ2階

098-886-5115 098-886-5115 就労継続支援（Ｂ型） 陶器製造・販売

社会福祉法人北谷町社会福祉協議会 「ニライの里」 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平414番地１ 098-936-2994 098-936-7225 就労継続支援（Ｂ型） 陶器製造販売

社会福祉法人わしの里 大浜工房 907-0023 沖縄県石垣市字石垣463-3 0980-83-5371 0980-83-5374 就労継続支援（Ｂ型） 陶芸品の制作、販売

特定非営利活動法人しあわせさまさま しあわせさまさま 907-0001 沖縄県石垣市大浜10番地1 0980-87-6247 0980-87-6247 就労継続支援（Ｂ型） お茶碗、コーヒーカップ、お皿、シーサー、ペンダント

29　金属製品

合同会社福木 就労支援センターふくぎ 900-0036 沖縄県那覇市西1-14-1 098-943-3957 098-943-3957 就労継続支援（Ｂ型） チェーン通し、ストラップ付け

社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 障害者就労支援施設Aile（エール） 901-0325 沖縄県糸満市大里144-1 098-992-7273 098-992-5171 就労継続支援（Ｂ型） 銀細工

特定非営利活動法人そら 就労サポートセンター　そら 901-2133 沖縄県浦添市城間3008-2番地 098-988-9119 098-988-9119 就労継続支援（Ｂ型） 工業製品ネジ組立

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉
会連合会

サポートセンターゆい 904-2224 沖縄県うるま市大田696-10 098-974-5779 098-974-5779 就労継続支援（Ｂ型） 建築用具組立

特定非営利活動法人すこやかネット わかば自立支援センター 906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根676-9 0980-72-8403 0980-72-8423 就労継続支援（Ｂ型） ボトルとナットの組み立て、ハードエッジドライブの組み込み

製品リスト（その他製品）

E　その他の製品



分類 法人名 事業所名
事業所
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製品リスト（その他製品）

30　プラスチック製品

株式会社オハナ オハナ糸満 901-0305 沖縄県糸満市西崎6-5-1 P＆Pビル2F 098-992-5478 098-992-5479 就労継続支援（Ａ型） PP製バッグ

社会福祉法人残波かりゆし会 就労支援センター　うぃず 904-0312
沖縄県中頭郡読谷村比謝矼55番地　比謝矼
複合施設1階

098-989-5420 098-989-5422 就労継続支援（Ｂ型） 村指定ごみ袋配達

特定非営利活動法人　いちゃゆん会 福祉サービス事業所　ちむぐくる 905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前556 0980-49-3686 0980-49-3686 就労継続支援（Ｂ型） ビーズのストラップ、ブレスレット

特定非営利活動法人　すずな 就労継続支援　すずな 901-1302 沖縄県島尻郡与那原町上与那原454-3 098-945-9381 098-945-9381 就労継続支援（Ｂ型） ストラップ、ビーズ、コースターの制作、販売

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンターさち・さしき 901-1415 沖縄県南城市佐敷新開1-240 098-947-4880 098-947-4880 就労継続支援（Ｂ型） 洗濯バサミの組み立て、小物の制作・販売

32　介護等用品

社会福祉法人　豊饒会 スマイル 905-0214 沖縄県国頭郡本部町渡久地493番地の１ 0980-47-2945 0980-51-6904 就労継続支援（Ｂ型） 点字ブロックの製造販売

34　その他の製品

特定非営利活動法人くらしき 支援センターくらしき 904-2141 沖縄県沖縄市池原4-2-1 098-939-5230 098-975-6255 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造

合同会社ひつき 就労継続支援B型事業所　日和 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬２丁目54番５号 098-937-6101 098-937-6101 就労継続支援（Ｂ型） 縫製・織物作業

株式会社リアン 就労継続支援A型　じあいサポート 901-2221
沖縄県宜野湾市伊佐三丁目29番2号　リ
バーサイドマンション伊佐106号

098-987-6600 098-987-6611 就労継続支援（Ａ型） 自社製造雑貨販売

有限会社与勝鉱産 有限会社与勝鉱産 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名3290番地の２ 098-978-7064 098-978-6729 就労継続支援（Ｂ型） 石材販売

合同会社山樹 就労継続支援B型事業所　サマンの木 904-2235 沖縄県うるま市前原411番地４ 098-989-5812 098-989-5812 就労継続支援（Ｂ型）
建築資材（釘等）、雑貨商品（ステッカー・携帯ケース）・農作
物(きくらげ）

社会福祉法人　豊饒会 スマイル 905-0214 沖縄県国頭郡本部町渡久地493番地の１ 0980-47-2945 0980-51-6904 就労継続支援（Ｂ型）
コンクリートブロック製品（視覚障がい者誘導用ブロックな
ど）、次亜塩素酸水の販売

合同会社ワンハート ぴゅあはーと 905-1411 沖縄県国頭郡国頭村辺土名275番地1 0980-50-1013 0980-50-1014 就労継続支援（Ｂ型） クラフト作品の製作等

社会福祉法人　ユームツ会 就労継続支援B型　青潮園 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里2632-1 0980-72-7795 0980-72-4554 就労継続支援（Ｂ型） 縫製、クラフト製品

社会福祉法人　石垣市社会福祉協議
会

就労継続支援事業所　まーる 907-0022
沖縄県石垣市大川387　翁長マンション2号
棟　1階

0980-84-1341 0980-84-1347 就労継続支援（Ｂ型） しめ縄編み

合同会社木蓮 就労継続支援B型事業所　もくれん 907-0024 沖縄県石垣市新川117番の1 0980-82-9838 0980-82-9838 就労継続支援（Ｂ型） アーサ繕い製造販売

合同会社就労継続支援事業所大丈夫 就労継続支援事業所　大丈夫 907-0004 沖縄県石垣市登野城71番地5 0980-87-0124 0980-87-0124 就労継続支援（Ｂ型） 手作り工芸品・その他

合同会社　結 就労継続支援B型事業所　ありのまま 904-2153 沖縄県沖縄市美里一丁目４番27号 098-938-1530 098-989-3669 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品（バッグ・ポーチなど）

株式会社 未来創造研究所 スーパーチャレンジセンターミライ 904-0021
沖縄県沖縄市胡屋七丁目５番35　伊禮門１
階

098-987-8157 098-987-8157 就労継続支援（Ｂ型） 自社製品の製造販売

株式会社  未来創造研究所 スーパーチャレンジセンターミライよなばる 901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原431番地 098-988-1303 098-988-1306 就労継続支援（Ｂ型） 自社製品の製造販売

合同会社テンタス ピュアリィ 901-0361 沖縄県糸満市糸満1417-3 098-996-4715 098-996-4716 就労継続支援（Ｂ型） クラフトカバン製作、弁当販売、おかし販売

特定非営利活動法人　あごらぴあ 就労支援あ・ん 902-0062 沖縄県那覇市松川445-2 098-885-1739 098-885-1739 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤

社会福祉法人そてつの会 ドリームわーくそてつの森 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-16-11 098-995-7020 098-995-7020 就労継続支援（Ｂ型） ステッカー製造・販売

合同会社福木 就労支援センターふくぎ 900-0036 沖縄県那覇市西1-14-1 098-943-3957 098-943-3957 就労継続支援（Ｂ型）
ミニバック、ミニ帽子、コースター、カゴ等の作成、茶葉詰め、
シール貼り・箱の組立、箱詰め。

一般社団法人　福永会 花は咲く 900-0062
沖縄県那覇市松川２丁目１６番１号　シオン
ハウス３階

098-800-2053 098-800-2053 就労継続支援（Ｂ型）
EM石鹸の製造、手工芸品（ポチ袋、松ぼっくり、プルタブ、ク
ラフト工芸品）
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合同会社アイユープランニング 就労支援事業所アイユー 902-0077
沖縄県那覇市長田二丁目5番30号　ナガタ
原アパート101号室

098-987-0804 098-987-0804 就労継続支援（Ｂ型） もやしのひげ取り、袋入れ、販売

株式会社ワークサポート ワークサポートにしざき 901-0305
沖縄県糸満市西崎六丁目18番7号　東建ビ
ル103号

098-994-8918 098-994-8918 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤、星砂の瓶詰

特定非営利法人　心身障がい者自立支
援そなえ会

障害者地域生活支援センターそなえ会 901-2103 沖縄県浦添市仲間１－１－２ 098-878-8984 098-878-8984 就労継続支援（Ｂ型） 洗剤作り、販売

特定非営利活動法人そら 就労サポートセンター　そら 901-2133 沖縄県浦添市城間3008-2番地 098-988-9119 098-988-9119 就労継続支援（Ｂ型）
封入、封かん、宛名シール貼り、お菓子の箱折り、葬儀用品
作成

特定非営利活動法人のぞみの里 就労継続支援事業所　のぞみの里 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城264 098-888-5102 098-987-5314 就労継続支援（Ｂ型） 天然素材による石けん

株式会社　友 生活サポートセンターゆう 901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄903-60 098-987-4151 098-987-4151 就労継続支援（Ｂ型） 漆喰シーサー（小）作り

株式会社　杉並メディカルズ
指定障害福祉サービス事業所　なかゆくい
新川

901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川458-1番地 098-835-6986 098-888-3782 就労継続支援（Ｂ型） 次亜塩素酸水の製造・販売

合同会社Monstera 就労支援アロハ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原306番地 098-996-2213 098-996-2213 就労継続支援（Ｂ型） 自主製品の制作・販売

株式会社創水 就労継続支援Ｂ型事業所りあむ 901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原229番地3 3F 098-996-1820 098-996-1824 就労継続支援（Ｂ型） ハンドメイド雑貨制作

株式会社ＳＨＩＮＧＡＫＩ Ｒｅｖｅ 900-0013
沖縄県那覇市牧志2丁目17番46号　平良ビ
ル３F

098-943-5537 098-9436-5549 就労継続支援（Ｂ型） マスク、島ぞうりの作成・販売

社会医療法人　葦の会 就労継続支援Ｂ型事業所 Cafe わきみず 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356番地5 098-886-2320 098-886-2420 就労継続支援（Ｂ型） 雑貨作成

特定非営利活動法人チャレンジサポー
ト・クローバー

就労支援センター　クローバー 900-0002 沖縄県那覇市曙1丁目20-46 098-963-9633 098-963-8227 就労継続支援（Ｂ型） アクセサリーの製造・販売

株式会社はなたけ 就労サポート　ジャンプ 902-0066 沖縄県那覇市大道54番地 098-887-0112 098-887-0112 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸品作り

特定非営利活動法人地域福祉保健推
進協会

太陽就労自立訓練センター 904-2142 沖縄県沖縄市登川3119-1 098-934-8312 098-934-8312 就労継続支援（Ｂ型）
ステンドグラス制作、彫金、フェルト、木工、パッチワーク、イ
ラスト等

特定非営利活動法人おきなわ自立支
援センター

おきなわ工房 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田1-1-3 098-929-3785 098-929-3795 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造、ボトル詰めラベル貼り出荷

合同会社Oase沖縄 オアシス 904-2152
沖縄県沖縄市明道1-16-12　明道ガーデン
D-1

098-989-3927 098-989-3928 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造、ボトル詰めラベル貼り出荷

合同会社リフレッシュジョブ リフレッシュジョブ 904-0006 沖縄県沖縄市松本一丁目9番23号 098-989-8969 098-989-9461 就労継続支援（Ｂ型） 貝殻やクラフト(布）のアクセサリー制作販売

有限会社てぃーだソーシャルサービス 就労センター　てぃーだ泡瀬 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬四丁目11番18号　てぃー
だうりずんビル

098-929-0123 098-929-0124 就労継続支援（Ｂ型） アクセサリーや小物の制作販売

合同会社結
指定就労継続支援（B型）事業所　ありの
まま

904-2153 沖縄県沖縄市美里一丁目４番27号 098-938-1530 098-989-3669 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造販売

一般社団法人　結まーる 元気 904-2142
沖縄県沖縄市登川１丁目３番25号　メゾン都
志102号

080-3965-9482 098-989-4745 就労継続支援（Ｂ型） ビーズやクラフトのキーホルダー制作販売

医療法人賢作会 きぼうのわ 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1-22-23 098-921-3339 098-879-5581 就労継続支援（Ｂ型） 布の小物入れ、陶芸の制作販売

合同会社　ワンステップ コピス 904-2162 沖縄県沖縄市海邦2丁目27番6号 098-989-8701 098-989-8702 就労継続支援（Ｂ型） インテリア雑貨制作、多肉植物、寄せ植え作り

株式会社よいしょ よいしょ 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田１丁目24番７号 098-988-5266 098-988-5266 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸(コサージュ、クリスマス商品）石鹼作り

株式会社Luce 就労継続支援B型事業所Luce 904-2161 沖縄県沖縄市古謝2-14-19 098-977-7202 098-977-7202 就労継続支援（Ｂ型）
ガラス細工(ビーズアクセサリー)染色(糸の染色、精製、織り
まで）手芸品の制作販売
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株式会社ユニティー ユニティー 904-0011 沖縄県沖縄市照屋３丁目３番１号 098-929-3168 098-979-5718 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造販売

株式会社障がい者支援センター エデュカーレ 901-2215
沖縄県宜野湾市真栄原三丁目17番２号　友
愛ビル２階

就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造販売

一般社団法人　結福祉会 Active 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊177-3　1F 098-975-9661 098-975-9662 就労継続支援（Ｂ型） アクセサリー、雑貨制作

社会福祉法人残波かりゆし会 元気サポートウェルよみたん 904-0301 沖縄県中頭郡読谷村座喜味1866番地 098-957-1107 098-957-1108 就労継続支援（Ｂ型） 手芸品の制作販売

有限会社ケアセンターきらめき ジョブきらめき水釜 904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜151番地１ 098-989-7207 098-989-7207 就労継続支援（Ｂ型）
ソープフラワー、島ぞうりの作成・販売、チリ袋、コンポスト
（堆肥造成）作成

社会福祉法人中陽福祉会 うるま市障がい者支援センターあやはし苑 904-2301 沖縄県うるま市与那城照間702 098-978-1280 098-978-1288 就労継続支援（Ｂ型） 革細工(名刺入れ等の小物）

特定非営利活動法人幸せの魔法つ会 指定就労継続支援Ｂ型事業所　あいとぴあ 904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名407番地 098-989-7782 098-989-7783 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造販売

社会福祉法人　おきなか福祉会 就労支援事業所　ゆいまーる 904-1106 沖縄県うるま市石川2-40-7 098-964-6696 098-965-7055 就労継続支援（Ｂ型） 培養土製造販売

合同会社　美橋 プラザあやはし 904-2312
沖縄県うるま市勝連平安名1845番地　佐久
田アパート1F

098-978-7317 098-978-7317 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造

公益社団法人　沖縄県精神保健福祉
会連合会

サポートセンターゆい 904-2224 沖縄県うるま市大田696-10 098-974-5779 098-974-5779 就労継続支援（Ｂ型） EM洗剤の製造

特定非営利活動法人てぃーらぶい 就労支援センターあかとぅんち 903-0125
沖縄県中頭郡西原町上原二丁目17番地３-
101

098-917-5878 098-917-5876 就労継続支援（Ｂ型） 包装、袋詰め、ラベル貼り等

医療法人　社団　輔仁会
指定障害福祉サービス事業所　せせらぎ
の里

905-0012 沖縄県名護市名護5590 0980-55-8988 0980-55-8772 就労継続支援（Ｂ型） 貝殻や種子を使用した民芸品、ペーパークラフトの小物雑貨

特定非営利活動法人ロービジョンライフ
沖縄

ロービジョンライフ名護 905-0005 沖縄県名護市為又1050番地1 0980-54-3460 0980-54-3460 就労継続支援（Ｂ型） もやしのヒゲ取り、点字リサイクルポチ袋、点字用名刺打刻

合同会社ano'ano us plus 905-0015 沖縄県名護市大南二丁目14番９号 0980-43-7378 0980-43-7379 就労継続支援（Ｂ型） セレクトショップ

社会福祉法人一心福祉会 就労センターえすの里 905-1318 沖縄県国頭郡大宜味村津波418 0980-44-2117 0980-44-2129 就労継続支援（Ｂ型） 門松の生産販売

社会福祉法人　松原福祉会 障がい者就労支援事業所　希望が丘 904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1955-1　１Ｆ 0998-967-8513 098-967-8501 就労継続支援（Ｂ型） 木炭、門松の生産販売

社会福祉法人宜野座村社会福祉協議会 就労支援センター「はばたき」 904-1303 沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1875番地 098-968-4601 098-968-4601 就労継続支援（Ｂ型） EM石鹸の製造販売、門松の製造販売

社会福祉法人南城福祉会 ワークセンター南城・たんぽぽ 901-1206 沖縄県南城市大里仲間902-1 098-882-8857 098-882-8857 就労継続支援（Ｂ型） EM石鹸（固形・液体）の製造・販売

（株）楽ワーク福祉作業所 楽ワーク福祉作業所 901-0615 沖縄県南城市玉城堀川511 098-948-2023 098-894-9455 就労継続支援（Ｂ型） エコクラフト製造・販売

特定非営利活動法人　マーズ くこりもや 906-0002 沖縄県宮古島市平良字狩俣4147－8 0980-72-5665 0980-72-5669 就労継続支援（Ｂ型） 手工芸・月桃、チョマ、新聞エコバック

特定非営利活動法人すこやかネット わかば自立支援センター 906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根676-9 0980-72-8403 0980-72-8423 就労継続支援（Ｂ型） 椿油製造

社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 あけぼの学園 906-0006 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-5 0980-72-1660 0980-72-4961 就労継続支援（Ｂ型） 次亜塩素酸精製水の製造販売

特定非営利活動法人はーとふるふきあげ みやこ事業所 906-0303 沖縄県宮古島市下地洲鎌296-2 0980-79-7685 0980-79-7685 就労継続支援（Ｂ型）
パン販売・製造、落花生・タピオカ粉の計量やウエスの生産
販売・袋詰め

社会福祉法人わしの里 大浜工房 907-0023 沖縄県石垣市字石垣463-3 0980-83-5371 0980-83-5374 就労継続支援（Ｂ型） 線香の製造販売、粘土の生成・販売

社会福祉法人若夏会 多機能型事業所　八重山育成園 907-0022 沖縄県石垣市字大川581 0980-82-2090 0980-83-8110 就労継続支援（Ｂ型） しめ縄の制作・販売


