
商品を通じて、障がいを持ったが社会の中で役立っていることを
知ってもらいたい。得意分野は、木工。大きめのものも加工します。

製品加工 軽作業

木工製品 自動車パーツ

旅館などの掃除

湯原
地域

お仕事内容

事業への想い

商品を通じて世に出したい

もっと知りたい方はこちら

所在地▼

社会で役立っていること
を地域の方にも、利用者
さん自身にも知ってもら
いたい。

社会で役立っていること
を商品を通じて皆さんに
知ってもらいたい。

色々なスキルを持った利用
者がいます。本人が希望す
れば、どんどん世に出て
いって欲しい。

精密な加工
レーザー加工が精密。
真庭産の木の加工から、
アクリル板の加工も。

地域で必要とされている仕
事や、細かい作業を請け
負っています。

地域とつながる

〒717-0402
岡山県真庭市湯原442-1

TEL▶
FAX▶

0867-62-7701

0867-62-7702

就労継続支援B型事業所

地域へ出たい

旭川　真庭地　センター

子どもの知育玩具など、
ヒノキを使った木工製品
を作成したり、レーザー
カットで彫刻をしたりして
います。

運営母体▶ 社会福祉法人旭川荘



きちっと働かれる方が多く、安定した作業をできることがウリです。
自社製品の製造から農福連携まで幅広く活動しています。

食品加工 製品加工 農業生産

焼き菓子
製造＆販売

ペットフード加工

ペレットの袋詰め

北房
地域

お仕事内容

事業への想い

居場所づくり

運営母体▶　社会福祉法人秋桜会

生産・販売

苗植え・種植え

障がいを保たれている
方が、日中活動できる
場所を提供したい。

仕事を通して、地域との
コミュニケーションが取
れる場所を提供したい。
そんな想いで、北房コス
モスまつり、北房ぶり市、
中津井雛祭り等の地域の
お祭りにも出店していま
す。

工賃向上が目標。働き場
所を提供したい。でも、
何よりも、利用者が楽し
く通って来られる場所で
ありたい。

自社製品
素材にこだわり、全粒
粉や地域産の材料を使
用。ギフト用の菓子詰
めセットもあります。

請負作業

今は企業からの下請けに
力を入れています！

農産物は自社製品！苗植
え・種植えなどは、請負
で行っています。

所在地▼
〒716-1401
岡山県真庭市五名10-1

TEL▶
FAX▶

0866-52-9390

0866-52-9391

コスモスワーク
就労継続支援B型事業所

猫用木質ペレットの袋詰め

犬用おやつの製造 ・黒大豆
・ピオーネ

楽しい場所で

コスモスワーク

全粒粉クッキー、パウンドケ
ーキ、プリンなど、季節に応
じた素材を使用して製造し
ています。

地域とのつながり

農福連携



法人向けのお弁当屋さん。管理栄養士が考えたメニューで、安心・安全・
ヘルシーな手作り弁当を作っています。１個からでも宅配します！

お弁当製造と宅配

デラックス弁当

落合
地域

お仕事内容

事業への想い

ちゃんとビジネス

障がいのある方へのお
給料が少ない現状を変
えたい。だから、ちゃ
んとビジネスをやって
ゆきたいです。

若い利用者さんにとっ
て、うちはゴールではな
く、一般就職など次への
ステップ。年齢が上の方
にとっては、ちゃんとお
給料をもらって生活を充
実させる場所。

お弁当作りも楽しい。で
も、現場に配達へ行くの
で、直接お客さんの声を
聞くことができる。それ
が、利用者さんのやりが
いにもつながります。

1 食で
40品目以上

管理栄養士
監修

1個から
無料配達

１個の注文からでも、職場
へ無料配達いたします。

所在地▼
〒719-3144
 岡山県真庭市落合垂水729-2

TEL▶ 0867-52-8563

やりがい

サラメシ本舗

１食に７種のおかず、４０
品目以上の食材使用。
メニューも日替わり。

栄養バランスの取れた日替
わりメニューは、１０００種類
以上！

次へのステップ

ヘルシー弁当

注文受付▶ WEBからのご注文は 当日の9:00まで

就労継続支援A型事業所

サラメシ本舗



利用者に選択肢を増えるよう、様々な事に挑戦しています。アートも
その一貫。好き・得意なことが、お金につながれば。

アート 飲食店 軽作業

アート作品 コラージュ

勝山
地域

お仕事内容

事業への想い

色々な
作業・商品を地域とのつながり

運営母体▶　特定非営利活動法人　灯心会

清掃作業

内職作業

地元企業と一緒に事業
を行ったり、地元の原
材料を使った商品作り
で、地域とのつながり
を大切にしています。

利用者に選択肢を増やせ
るように、色々な作業を
請け負ったり、商品を
作ったりしています。
アートに関しても、好き
でアートをしている方に
お金が生まれる事をして
ゆきたい。

「来るもの拒まず」の精
神で、お仕事のご相談は、
ひとまずお話を伺うよう
にしています。

デザインも
自社製品のパッケージも
デザインしています。デ
ザインのご相談も承って
おります。

所在地▼
〒717-0741 
岡山県真庭市若代 2887-1

TEL▶
FAX▶

0867-46-2090

0867-46-2090

道の駅醍醐の里にて、ソフト
クリーム、コーヒーなど地元
企業の商品や、たい焼き、た
こ焼きなどを販売。

Take out Cafe

お気軽にご相談を

スカイハート灯

農業

デザイン
アート作品を生かした
パッケージデザイン

絵画やアート作品の
製作・展示・販売

食品加工

地元富原の紅茶や緑茶を
使った商品作り

米粉のかりんとうやぽんぽ
ん菓子などの製造と販売。生産・販売

野菜・花の苗

野菜・果物

育成・販売

自社製品



地域からのご依頼に柔軟に対応しています。「ここがあってよかったね」
と言っていただけるような、地域の役に立つ施設でありたい！

飲食店 食品加工 屋台出店

喫茶泉茶

久世
地域

お仕事内容

事業への想い

地域とつながる

運営母体▶　NPO法人じゃがいもの木

炊き出し

屋台の出店など、地域
とつながる機会を大切
にしたいです。

地域を大切にした商品・
メニュー開発などしてゆ
きたい。利用者さんと一
緒にメニュー開発もして
います。

お客さん、地域の方、利
用者さんにとって居心地
の良い場所でありたい。

ワンコイン
日常から
イベントまで

勝山の
事業所にて

納涼会などにお声がけい
ただき、出店しています。

所在地▼
〒719-3201 
岡山県真庭市久世2937-6

TEL▶
FAX▶

0867-42-6776

0867-42-6776

・内容・値段ご相談を
・配達は要相談

居心地の良い場所

就労支援センターきんかえも　（喫茶泉茶）

ワンコインで美味しいランチ
が食べられるお店として、
地域で人気のお店です。

「安くてお腹いっぱいになれる」
をモットーに、豊富なメニューを
提供しています。

企業から独居の方まで、日常
からイベントまで、様々 な場面
で、お気軽にご相談ください。

お弁当

オードブル

屋台

道具貸出

かき氷、チャーハン、焼き
そばなど、屋台の出店

屋台道具のレンタル

地域を大切に

就労継続支援B型事業所

就労支援センターきんかえも真庭支店



2021 年 8 月に開所した新しい施設。フリーズドライ製法により食品の
長期保存加工をしています。今後は販売にも力を入れてゆきたい。

久世
地域

お仕事内容

事業への想い

それぞれの個
性と向き合う働きやすく

運営母体▶　社会福祉法人 鶯園

製品を作ることで、利
用者さんのお給料につ
なげたい。作業しやす
くなるよう、作業スペー
スのバリアフリー化、
作業台への工夫などを
しています。

障がいといっても、様々
なものがあります。勉強
もしますが、一人一人の
個性があります。それぞ
れの方の立場に立って、
接しています。

北海道にフリーズドライ
製法を学に行き、2021
年に開所したばかり。少
しずつ生産が軌道に乗っ
てきたので、次は販売に
力を入れたいです。

所在地▼
〒719-3202 
岡山県真庭市中島386-1

TEL▶
FAX▶

0867-44-1881

0867-44-1882

フリーズドライ工房まにわ
就労継続支援B型事業所

スタート
したばかり

フリーズドライ工房まにわ

製造請負 自社製品

フリーズドライ
ごはん

フリーズドライの
ペースト粥

OEMで、製造しています。

製造請負

一緒に働いてくれる利
用者が増えたら製造も
増やしたい部門です。

自社製品

高齢者施設も運営してい
るので、必要があって始
めた事業です。

災害時の備えにもなる商品
です。他にも、缶入りパン
やフリーズドライビスケッ
トも製造しています。

ペースト粥の
大容量パック

高齢者や嚥下困難な方、
離乳食にも使えるペースト
状の粥を製造しています。

５人前１パックの大容量
パックを生産しています。

他にも

災害グッズにも



「前向きに」がモットーの事業所です。「こんなことできるかな？」
木製品の加工から、イベント出店まで、お気軽にご相談ください！

食品加工 製品加工 軽作業

まにぞう焼き
製造＆販売

手芸製品
　さをり織の作品

木工製品
　木のおもちゃ
　キーホルダー
　木のスプーン　等

北房
地域

お仕事内容

事業への想い

社会とつながる ステップアップ 楽しみ・生きがい

真庭いきいき会

所在地▼
TEL▶
FAX▶

内職
　シール貼り
　検品　　等

公共施設の清掃

コンビニの廃棄仕分け

利用者が社会と
つながる場所

次のステップに
進む為の場所

「毎日をただ過ごす」
だけじゃない場所

大人気！
イベント出店などにも
積極的に参加。お店も
やってみたい！

木工小物の受注
木の加工が得意です。
ストラップや啓発グッズ
などの小物が作れます♪

地域とつながる
地域社会で必要とされて
いる色々な作業を請け
負っています。

〒716-1430
岡山県真庭市宮地1621

0866-56-1330

0866-56-1340

真庭いきいき会
就労継続支援B型事業所

運営▶ NPO法人　真庭いきいき会



小さな工場ならではの丁寧な手作業と小ロットからの請負が可能。
小さな地域のニーズにも応える頼もしい場所。

蒜山
地域

お仕事内容

事業への想い

生活を豊かに得意を活かす

運営母体▶ 社会福祉法人慶光会

得意・不得意は誰にで
もあります。少人数で
仕事をこなすために、
得意なところを担当し
てもらっています。

好きな服を着たり、外食
したり、利用者の生活を
豊かにする為のサポート
をしています。

地域の小さなニーズに応
えられるように、小ロッ
トでも、できそうなもの
はできる限り作リます。

所在地▼
〒717-0505 
岡山県真庭市蒜山上長田 2300-1

TEL▶
FAX▶

 0867-66-7750
 0867-66-7760

ワークスひるぜん
就労継続支援B型事業所

地域のニーズに
応える

ワークスひるぜん

自社製品 製造請負 小ロット
オリジナル　

蒜山そば 製粉の袋詰め

・乾麺
・生麺
４～５種類の製品がある

地域の特産品
蒜山といえば、そば。
地域の特産品の提供に
も一役買っています。

ていねいな仕事
手作業部分も多い。でも
その分、丁寧な仕事がで
き、利用者と共に製造が
できる。

小ロットから
小さな工場だからこそ、
小さなニーズに応える
ことが可能です。

製粉会社から依頼を受け
て、製造しています。

ラーメン、うどん、そうめ
んなど、小ロットのオリジ
ナル麺も作っていますが、
今はそばを極めたいと
思っています。

乾麺の製造



OEMを中心に仕事をしています。
協力企業と協働することにより、安定した作業量を確保しています。

落合
地域

お仕事内容

事業への想い

生きがい・達成感生活を豊かに

運営母体▶ 社会福祉法人慶光会

工賃障がいを持った方
も、働いて得たお給料
で、自分の生活を豊か
にする労働ができる場
所。

生きがいや達成感を重視
する労働ができる場所で
ありたい。

「自立したい」「お金を稼
ぎたい」「就職に向けた
練習をしたい」等、それ
ぞれが目標を持って、働
ける場所。

所在地▼
〒719-3114 
岡山県真庭市高屋376-1

TEL▶
FAX▶

 0867-52-2662
 0867-45-1003

ワークプレイスまにわ
就労継続支援B型事業所

ワークプレイスまにわ

製造請負

ペットフード
製造・加工

製造から商品の箱詰めま
で請け負っています。

自分のペースで
「しっかり働く」製造
「ゆっくり働く」箱詰め
それぞれのペースで作
業しています。

安定した作業量
協力企業の力をお借り
し、充実した作業量が確
保。利用者も職員もバリ
バリ仕事をしています。


