
2021年7⽉現在
都道府県 事業所名
北海道 シッポファーレ!
北海道 職業指導センターきぼう
北海道 ラダーサポート
北海道 ポコアポコ
北海道 hibino-shigoto
北海道 松陰プラザ
北海道 札幌チャレンジド
北海道 Liberta（リベルタ）
北海道 Farm Agricola
⻘森県 株式会社太陽ファーム
⻘森県 農園カフェ⽇々⽊
⻘森県 ライブワークス
岩⼿県 幸呼来Ｊａｐａｎ
岩⼿県 いっぽ
岩⼿県 みらさぽ⽔沢
宮城県 多機能事業所ＡＢＡＩＮ
秋⽥県 ONETerm Akita
⼭形県 就労継続⽀援Ａ型 マルシェ
⼭形県 就労継続⽀援A型事業所むすび
⼭形県 ソーシャルトライ
福島県 こころん
福島県 かるみあ
茨城県 就労センター⼟浦
茨城県 オーガファーム
栃⽊県 チャレンジドITセンター
群⾺県 かたばみ
群⾺県 群⾺エレックス
群⾺県 就労継続⽀援A型事業所 エコハンズ
群⾺県 レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場
埼⽟県 合同会社エバーグリーン
埼⽟県 社会福祉法⼈埼⽟福祉会
埼⽟県 MCSハートフルA株式会社さいたまｾﾝﾀｰ
埼⽟県 埼⽟済⽣会ワークステーションみのり
千葉県 オリーブハウス
千葉県 EOSファーム船橋
千葉県 サニーロード⼋千代
千葉県 かるのこ
千葉県 パレット



千葉県 多機能型事業所ビーアンビシャス
千葉県 就労継続⽀援Ａ型事業所 栗源協働⽀援センター
東京都 綾瀬ひまわり園
東京都 ぽむの樹
東京都 しごとも
東京都 豊芯会フードサービス
東京都 あかねっこ弁当
東京都 スワンカフェ＆ベーカリー町⽥1号店2号店
東京都 プロシード
東京都 就労継続⽀援事業所ともにー
東京都 就労継続A型事業所 ディーセント・ワーク平⼭台
東京都 ストローク会
東京都 東京ソテリアエンプロイメント 
東京都 クオッカ
東京都 作業所スカイ
東京都 ワークプレイスぶんぶん
東京都 ワクわーく
東京都 Simplish
東京都 東京都育成会クリーンサービス
東京都 コトノネ
東京都 ぜんち共済
神奈川県 クラーク川和
神奈川県 株式会社わくわくワーク⼤⽯
神奈川県 ダイア磯⼦
神奈川県 NPO法⼈ここのわ 第1事業所
神奈川県 障害者雇⽤開発ネット ワーカービー
神奈川県 るる湘南
神奈川県 夢のある街のたいやき屋さん若松町店
神奈川県 Bi-z Labo
神奈川県 進和ルネッサンス
神奈川県 スワンベーカリー湘南店
神奈川県 ハーモニー,ハーモニー中原
神奈川県 サライ湘南
神奈川県 Bi-z Labo
神奈川県 すまいる茅ケ崎
新潟県 ソーシャルファーム ドリーと緑の⾵
新潟県 あおぞらポコレーション
新潟県 愛宕福祉会(ドリームネクスト）
新潟県 With You
富⼭県 地域共働作業所 報恩の家



富⼭県 Aim
⽯川県 リハビリ型就労スペース「リハス」
⽯川県 七施の杜みおや
⼭梨県 三宝の杜こうふ
⻑野県 くりのみ園 NATURAL GARDEN くりのみ
岐⾩県 Notoカレッジ プロダクトセンター
岐⾩県 障がい者就労継続⽀援A型事業所あいぽいんと
岐⾩県 就労継続⽀援A型事業所みのり
岐⾩県 アルムの家
岐⾩県 ぎふ就労⽀援センター
静岡県 アイサンキュー
静岡県 富⼠⼭ドリームビレッジ
静岡県 就労継続⽀援A型事業所さくら
静岡県 ワークワーク/グローアップ
愛知県 アウトリーチとよはし、アウトリーチはままつ
愛知県 株式会社ジェティ
愛知県 つばきの森
愛知県 ピュアハート
愛知県 ハートフルステーション
愛知県 もも組
愛知県 セントラルキッチンかすがい
愛知県 COPAIN
愛知県 Aネット愛知
滋賀県 共⽣OFFICE
滋賀県 春の⽇
滋賀県 がんばカンパニー
滋賀県 メイプル滋賀⼯場
三重県 障害者福祉サービス事業所ぱとな
京都府 あむりた
京都府 パッショーネ
京都府 ウェルポート三和
京都府 フォーライフ
京都府 スタジオニクロム
京都府 ワークチャレンジスタイルGOKENDO
京都府 KTワーカーズ
京都府 就労⽀援事業所ジョブス
⼤阪府 就労継続⽀援A型事業所・ワークワーク
⼤阪府 南⼤阪⾃⽴⽀援センター
⼤阪府 ニコサービス
⼤阪府 フリスクモード



⼤阪府 いまここテラス
⼤阪府 ル・プラス
⼤阪府 アクアクララ北⼤阪
⼤阪府 まなびの郷平野⻄
⼤阪府 はばたき作業所
⼤阪府 ⽀援センターSoias
⼤阪府 就労⽀援センター ハーテス
兵庫県 みんなの⾷卓
兵庫県 こむの事業所
兵庫県 兵庫県社会福祉事業団 多機能型事業所 ⼩野福祉⼯場
兵庫県 ココ・アシスト
兵庫県 オリーブ
兵庫県 どりーむ
兵庫県 ソーシャルコープひょうご
兵庫県 アップル事業所
奈良県 IP Factory ぷろぼの
奈良県 ハーヴ東⽣駒
奈良県 ハートフルコープよしの 吉野事業所
奈良県 かしはらワークス
奈良県 ライフイノベーション北之庄、奈良事業所
奈良県 クラウンプラス
奈良県 ことのは
奈良県 たんぽぽの家
奈良県 ⼤和⽥⾼⽥就労・⽣活⽀援センター⻘碧
和歌⼭県 ⾃⽴⽀援 ともに―
⿃取県 フレンズ
⿃取県 ゆめ⼯房
島根県 株式会社江友
岡⼭県 おあしす
岡⼭県 カリス
岡⼭県 特定⾮営利活動法⼈就労継続⽀援Ａ型事業所協議会
岡⼭県 ZENKO
岡⼭県 特定⾮営利活動法⼈あおぞら会
岡⼭県 岡⼭ハーモニー
岡⼭県 児島地区障害者地域活動センター
広島県 株式会社 チャレンジドパーソン
広島県 広島⾃⽴⽀援ｾﾝﾀｰともにー
広島県 ICOテラス
広島県 サポートセンターめばえ
広島県 ひまわり



広島県 ジョブース ガーベラ
⼭⼝県 ワークショップ⽩壁(はれまる亭)
⼭⼝県 NPO法⼈ 周南障害者・⾼齢者⽀援センターよろこび
⼭⼝県 W-Factory
⼭⼝県 煌−KIRAMEKI−
⼭⼝県 障害者福祉サービス メルシイ
愛媛県 フェローシステム
愛媛県 特定⾮営利活動法⼈ぶうしすてむ
愛媛県 就労⽀援ｾﾝﾀｰフローラ
⾼知県 就労継続⽀援A型事業所SORA
福岡県 未来サポートステーション
福岡県 キッチン創造館
福岡県 BeSmiie事業所
福岡県 株式会社 みやこの杜
福岡県 就労継続⽀援A型B型藍 
福岡県 ⼀般社団法⼈東建アグリ
福岡県 東上きのこ苑
福岡県 ワークサポートリード倉永
福岡県 きのこセンター翼
福岡県 ゴーマル
福岡県 WeHot
福岡県 R101
福岡県 ドリカムサポート
福岡県 ほう・れん・そう
福岡県 ミカンの樹
佐賀県 ワークショップ道の家
佐賀県 ReLife
佐賀県 楠の⽊園
⻑崎県 コロニーエンタープライズ
⻑崎県 ステップアップステーション
⻑崎県 ハーベストキッチン
⻑崎県 就労継続⽀援A型チャレンジ
⻑崎県 オードリー勝富事業所
熊本県 フレジャーワーク株式会社
熊本県 株式会社スマイルファクトリー
熊本県 就労⽀援センターワンピース
⼤分県 ソレイユ
⼤分県 夢未来舎
⼤分県 ひまわり畑
⼤分県 ロイヤルウォッシュ



宮崎県 ごうどうがいしゃ ハッピーもも
宮崎県 就労継続⽀援A型事業所 HRCplus
⿅児島県 ワークサポートひとつ・ひとつ霧島・ワークスペースコケット
⿅児島県 障害者就労センター みなよし
⿅児島県 御惣菜しのび
⿅児島県 就労継続⽀援A型ラスター
⿅児島県 キッチン紫乃尾
⿅児島県 ラスター
沖縄県 ハルハウス
沖縄県 TEAM VILLAGE
沖縄県 株式会社グットトライ
沖縄県 ライフサポートCOCOA


