
練馬区障害者就労施設等一覧

事　　業　　所　　名 法　　　人　　　名 所　　　在　　　地 電話番号 作業名・商品名（抜粋） ホームページURL

すのうべる （福）江古田明和会 旭丘１丁目３３番４号 3952-3194 ケーキ、刺繍製品 http://www.sunouberu.sakura.ne.jp/

えごのみ （福）江古田明和会 栄町３６番１号　グレースコートＢ１－Ｃ 3948-1213 リサイクルショップ、施設外清掃等 http://www.ekodameiwakai.sakura.ne.jp/

ねりま事業所 （福）未来・ねりま 豊玉中４丁目１０番６号 3948-0275 清掃、封入、エコポット、スェーデン刺繍 http://www.mirai-nerima.or.jp/

すくらむ事業所 （特非）練馬区障害者福祉推進機構 豊玉北４丁目１１番７号　BS第２ビル 5946-4901 清掃 https://www.nerima-sukuramu.com/

ユニバースショップ （特非）福祉作業所ユニバースショップ 豊玉北５丁目６番２号 3994-1885 各種バック・袋物 https://universeshop1994.wixsite.com/index

にじ練馬 （一社）にじ 豊玉上2丁目8番5号 第二矢幸マンション1階 6914-8780 封入、封緘、データ入力等 http://ni-ji.net/

松の実事業所 （特非）練馬松の実会 中村南２丁目２３番１３号 3825-1230 ねり丸ペン立て、さをり織り製品、封入作業等 http://www.matsunomi.jp/

あんずの家 （特非）あんずの家 桜台１丁目８番２号　ニュー桜台ビル 6914-8393 弁当、クッキー、まんじゅう https://www.anzunoie-nerima.com/

共同作業所ホサナショップ （特非）ホサナ 桜台１丁目１２番５号－２０３ 3991-7931 清掃、ジャム等 http://hosannashop.art.coocan.jp/index.htm

銀杏 （特非）共生ネットワーク 練馬１丁目６番８号メディカNerima２F 5999-8314 ハウスクリーニング、施設清掃、除草 http://kyousei-network.net/

ワークショップ・ブルーベリー （特非）共生ネットワーク 練馬１丁目２８番６号 3557-8601 パン、クッキー http://kyousei-network.net/blueberry/

かすたねっと （福）花水木の会 練馬２丁目１番９号 3948-1640 クッキー、ケーキ、ハーブティ https://casta.jp/

たんぽぽ （福）龍鳳 練馬２丁目１４番９号 5946-3588 清掃、軽作業、自主製品 https://fukushiryuhoh.or.jp/

練馬区立貫井福祉工房 （福）東京都手をつなぐ育成会 貫井２丁目１６番１２号 5987-0401 名刺印刷、封筒印刷、封入・封緘、パン http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-nukui/koryusitu/index.html

ワークスタジオ　Wel アイラスWel株式会社 貫井１丁目１３番１３号 5848-2641 パン製造請負、事務 https://ilaswel.com/

あかねの会就労支援室 （福）あかねの会 春日町１丁目１８番３６号 5848-2483 野菜スープ、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、農作業、封入等 https://akanenokai.com/

あかねっこ弁当 （福）あかねの会 春日町３丁目１３番１号 5848-6139 お弁当※2個より配達可、清掃、草むしり https://akanenokai.com/

あかねの会大泉就労支援室 （福）あかねの会 東大泉３丁目３番地１０号 5935-7709 さをり織り、アート作成等 https://akanenokai.com/

愛輪の里　雅　錦 株式会社ミヤビカ 錦１丁目１６番１０号 6906-6992
ジャム、ストラップ、サンキャッチャー、

封入、箱組立
http://aiwanosato-miyabi.jp/access.html

ウェルネス　アンド　ワークス （特非）いきいき練馬 北町６丁目３５番１５号　八鍬ビル１階 5945-8381 包装、部品組立、封入等

やまびこ第二作業所 （福）練馬山彦福祉会 北町７丁目２０番３６号 3933-8935 清掃、丁合・封入・封かん等 http://nerimayamabiko-hukushikai.jp/
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こぶし事業所 （特非）練馬区障害者事業所 北町７丁目２０番３６号 3559-1667 清掃 http://www.n-kobushi.jp/

練馬区立北町福祉作業所 （福）武蔵野会 北町８丁目２番１２号 3559-0361 ケーキ、ポスティング、封入等 http://care-net.biz/13/kitamachi/

やすらぎ夢工房 （福）章佑会 土支田３丁目２９番２５号 5933-2023 弁当、家事援助、清掃、封入等 https://www.yasuragi1977.jp/

ほっとすぺーす練馬 （特非）ほっとすぺーす 富士見台１丁目２６番１９号-１０２ 5848-7730 ケーキ、封入、封緘、梱包 http://npo-hotspace.net/nerima/

山彦作業所 （福）練馬山彦福祉会 富士見台２丁目１９番９号 3998-5023 弁当、DM封入、磁石組立、公園清掃等 http://nerimayamabiko-hukushikai.jp/

あかねの会生活介護事業所みのり （福）あかねの会 高松２丁目２６番６号　サングリーン高松２階 5933-9208 刺繍、ビーズ製品 https://akanenokai.com/recruit/

ねりま高松事業所 （福）未来・ねりま 高松４丁目３１番１０号 5848-8311 印刷、カレンダー、絵本、クリアフォルダ http://mirai-nerima.or.jp/

すまいる・フォレスト （福）未来こどもランド 石神井町2-36-15　ミキショウビル２階 5372-3666
各種軽作業・生産【染物・刺繍・ノート・小

物・　食品（はちみつ・オリーブオイル等）】
https://mirai-kodomo.jp/

たしざん福祉作業所 （特非）たしざん 三原台３丁目２８番１０号 6337-2719 パン、ケーキ、野菜 https://tashizan-knight.crayonsite.net/

練馬区立白百合福祉作業所 （福）練馬区社会福祉協議会 石神井町５丁目１３番１０号 3995-7796
清掃、紙器組み立て、梅干し委託販売

さをり織り、手漉き製品作製
https://www.neri-shakyo.com/

ワークショップ石神井 （福）練馬山彦福祉会 石神井町７丁目１７番４号 5923-9811
封入作業、商品組立・箱詰作業、農作業、清

掃、自主製品（毛糸製品、植物雑貨）
http://nerimayamabiko-hukushikai.jp/

やすらぎラウンジ （福）章佑会 石神井台８丁目２２番６号 5947-4503 パン、封入、ラベル貼り https://www.yasuragi1977.jp/facilities-disability/lounge/

ほっとすぺーす関町 （特非）ほっとすぺーす 石神井台７丁目１３番１４号 3929-3917 封入・封緘、ラベル貼り、清掃、布ぞうり http://npo-hotspace.net/sekimachi/

Ｈｏｔ　Ｊｏｂ（ＷＩＴＨ） （特非）ほっとすぺーす 関町東１丁目１番８号　２階 3929-7178 印刷（カレンダー）、パン http://npo-hotspace.net/job/

やすらぎの杜 （福）章佑会 関町北５丁目７番１０号 3928-3315 パン、焼き菓子、封入等 https://www.yasuragi1977.jp/

大泉福祉作業所 （福）同愛会 東大泉２丁目１１番２２号 3922-6193
せんべい、封入、清掃、自主生産（観葉植

物）、チラシ折り
https://hyuman.com/

ねりま第二事業所 （福）未来・ねりま 東大泉２丁目１番１５号 3921-6382 封入、清掃、藍染ハンカチ、アクセサリー等 http://www.mirai-nerima.or.jp/

べるはうす （福）江古田明和会 東大泉３丁目６６番１６号　大泉ガーデン内２０３ 3867-7740 クッキー、ケーキ、喫茶店 http://www.ekodameiwakai.sakura.ne.jp/

トントゥハウス （特非）トントゥハウス 東大泉３丁目１８番１５号 5387-1745 清掃、ポスティング、缶バッジ https://tonttuhouse.storeinfo.jp/

旭出生産福祉園 （福）大泉旭出学園 東大泉7丁目２１番３２号 3925-6166 封入、織物等 http://asahide-fukushien.com/

青オニの家 （特非）サニーサイド 西大泉３丁目１番１号　ウエストビル１階　西側 3922-7366 ポチ袋製作、畑作業、チラシ配り、清掃等 https://aooninouchi.jimdofree.com/

赤オニの家 （特非）サニーサイド 西大泉３丁目１番３号　コーポ豊島１階　店舗 3922-7366 弁当、お惣菜、カフェ、清掃 https://aooninouchi.jimdofree.com/
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東京高次脳機能障害者支援ホーム （福）東京援護協会 西大泉５丁目３６番２号 3925-0088 さをり織り等 https://www.tokyoengokyokai.or.jp/03nerima/

練馬区立かたくり福祉作業所 （福）練馬区社会福祉協議会 大泉町３丁目２７番１０号 5387-4610 封入、封緘、梱包 https://www.neri-shakyo.com/department/katakuri

大泉学園実習ホーム （特非）ヒュール総合研究所 大泉学園町８丁目３０番３０号 3923-6618 封入等、清掃 https://www.yasuragi1977.jp/

つくりっこの家クラブハウス （福）つくりっこの家 大泉学園町４丁目２０番１４号 5387-2477 クッキー、ケーキ、さき織り http://www2.ttcn.ne.jp/tukurikko/index.html

大泉障害者支援ホーム （福）東京援護協会 大泉学園町９丁目４番２号 3978-5581 水耕栽培レタス、タオル折り、製函、清掃 https://www.tokyoengokyokai.or.jp/13oizumi/

ウイズタイム （一社）アライブ 大泉学園町４丁目３０番２０号 5947-4052 チョコレート http://withtime.work/

（株）テクノプロ・スマイル （株）テクノプロ・スマイル 高松５丁目１１番２６号　光が丘MKビル３階 5414-3211
データ入力、封入封緘、PDF化、文字起こし

印刷、ジオラマ、検品・保管・キッティング
https://www.technopro-smile.com/

※練馬障害者雇用共同事業所 （特非）練馬区障害者福祉推進機構 豊玉北４丁目１１番７号　BS第２ビル 5946-4901 清掃

※練馬区障害者支援施設等受注団体としての認定期間：令和7年3月31日まで


