
販売・受注可能な作業（就労継続支援、就労移行支援、生活介護、地域活動支援センター）

製品・サービスの内容

内容 最小 最大

1 HACHIOJI FARER'S KITCHEN  ふぁむ ㈱グッドホーム 八王子市 八王子市川口町3721-2 042-659-1133 広瀬 - goodhome2@amail.plala.or.p 弁当 食品 10 30 7日 800円
発注元による回収

希望
無 無 無 -

2 HACHIOJI FARER'S KITCHEN  ふぁむ ㈱グッドホーム 八王子市 八王子市川口町3721-2 042-659-1133 広瀬 - goodhome2@amail.plala.or.p 仕出し　パーティー料理 食品 1 3 7日 5000円
発注元による回収

希望
無 無 無 -

3 HACHIOJI FARER'S KITCHEN  ふぁむ ㈱グッドホーム 八王子市 八王子市川口町3721-2 042-659-1133 広瀬 - goodhome2@amail.plala.or.p クッキー　パウンド 食品 10 50 14日 170円
発注元による回収

希望
無 無 無 -

4 HELLOS八王子東町
一般社団法人
HELLOS

八王子市 東町1-6橋完LK5階 042-649-9945 - - info＠hellos.self-a.net 清掃作業 その他 7 10 - - - - - 有 都立公園園地清掃。

5 HELLOS八王子東町
一般社団法人
HELLOS

八王子市 東町1-6橋完LK5階 042-649-9945 - - info＠hellos.self-a.net 封入・封緘 封入・封緘 10 10 4日 10 - - - 無 作業実績は安定している。

6 HELLOS八王子東町
一般社団法人
HELLOS

八王子市 東町1-6橋完LK5階 042-649-9945 - - info＠hellos.self-a.net 箱・袋詰め 箱・袋詰め 10 10 3日 7 - - - 無
ヒューマンエラーを未然に防ぐ事を
意識した作業を行います。

7 HELLOS八王子東町
一般社団法人
HELLOS

八王子市 東町1-6橋完LK5階 042-649-9945 - - info＠hellos.self-a.net データ入力 データ入力 10 10 6日
1文字/0.5

名刺、名簿/10
項目50

- - - 無 -

8 lykkeアカデミー 一般社団法人lykke 八王子市 横山町25-16ﾌﾛｲﾃﾞﾝﾋﾞﾙ２階 042-649-8260 丸山幸子 lykke-hachioji.com meruyama@lykke.or.jp 墓園清掃 清掃 50㎡ 300㎡ 1年間 未定 自力での納品可 無 有 有 墓園の清掃、駐車場の草むしり・機械のふき掃除等

9 lykkeアカデミー 一般社団法人lykke 八王子市 横山町25-16ﾌﾛｲﾃﾞﾝﾋﾞﾙ２階 042-649-8260 丸山幸子 lykke-hachioji.com meruyama@lykke.or.jp 封入・封緘 封入・封緘 1000 3000 １週間 未定
発注元による回収

希望
無 無 有 チラシの折り・宛名シール貼り。封入・封緘

10 lykkeアカデミー 一般社団法人lykke 八王子市 横山町25-16ﾌﾛｲﾃﾞﾝﾋﾞﾙ２階 042-649-8260 丸山幸子 lykke-hachioji.com meruyama@lykke.or.jp 箱折り・袋詰め 箱・袋詰め 500 200 １週間 未定 自力での納品可 無 無 有 お菓子の箱折り・お中元お歳暮用の箱折り、チラシの袋詰め等

11 lykkeアカデミー 一般社団法人lykke 八王子市 横山町25-16ﾌﾛｲﾃﾞﾝﾋﾞﾙ２階 042-649-8260 丸山幸子 lykke-hachioji.com meruyama@lykke.or.jp ポスティング その他 600 1500 １週間 未定 自力での納品可 無 無 有 同一地域であれば3～4種類のチラシを配布可能

12 アース 株式会社ピーライフ 八王子市 片倉町７０６－ ６　ミカサ１F 042-683-1206 青木 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp
配食サービス

(弁当盛り付け～配達)
食品 - 300 最短翌日 (普通食)550円 自力での納品可 無 無 有

一部を除く八王子市内対応。主に個人の高齢者や障害者施設・高齢者住宅・
老人ホーム・グループホームなど向けの弁当配食サービス。

13 アース 株式会社ピーライフ 八王子市 片倉町７０６－ ６　ミカサ１F 042-683-1206 青木 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp 計量・袋詰め・シール貼り 箱・袋詰め - - 応相談 工程数による 自力での納品可 無 無 有
ヘアゴム製品の計量・袋詰め、ペットフード商品のラベルシール貼り等、各種作
業の実績多数。

14 アース 株式会社ピーライフ 八王子市 片倉町７０６－ ６　ミカサ１F 042-683-1206 青木 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp 販促品の封入 封入・封緘 - - 応相談 工程数による 自力での納品可 無 無 有 化粧品サンプル付チラシの貼付け・封入の作業実績多数。

15 いちょう工房ぎんなんの家 八王子いちょうの会 八王子市 西寺方町651-1 042-651-5717 梅澤恵子 - ginnannoie@tbu.t-com.ne.jp 藍染製品 生活用品 1 50 １４日間 未定
発注元による回収

希望
無 無 有 ミニタオル、手ぬぐい等でサイズはご相談に乗ります。

16 いちょう工房そら
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 元本郷町２－ １９－１ 042-627-0079 大村直 - ityou4sora@kna.boglobe.ne.jp ショッピングバッグの製造 生活用品 100 1000 3日 3.5～4.0
発注元による回収

希望
無 無 有 -

17 いちょう工房そら
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 元本郷町２－ １９－１ 042-627-0079 大村直 - ityou4sora@kna.boglobe.ne.jp ポスティング その他 50 200 3日 2.5～4.0
発注元による回収

希望
無 無 有 -

18 いちょう工房そら
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 元本郷町２－ １９－１ 042-627-0079 大村直 - ityou4sora@kna.boglobe.ne.jp 公園清掃 清掃 １か所 ２か所 5日 60～70/㎡
発注元による回収

希望
無 無 有 -

19 いちょう工房みらい
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 長沼町１３０６－４ 042-648-5123 後藤 www.ichounokai.or.jp
ichousagyousho@tbn.t-

com.ne.jp
ポスティング その他 200 200 2日間 未定 自力での納品可 無 無 有 チラシの挟み込みのみも可能です。

20 いちょう工房みらい
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 長沼町１３０６－４ 042-648-5123 後藤 www.ichounokai.or.jp
ichousagyousho@tbn.t-

com.ne.jp
シフォンケーキ 食品 1 30 1週間 250 自力での納品可 無 無 有 -

21 いちょう工房みらい
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 長沼町１３０６－４ 042-648-5123 後藤 www.ichounokai.or.jp
ichousagyousho@tbn.t-

com.ne.jp
スコーン 食品 1 12 １週間 250 自力での納品可 無 無 有 1袋3個入り

22 いちょう工房ゆぎ
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 下柚木2-18-16 101 042-675-8887 土渕 http://www.ichounokai.or.jp/ dai6ichou@tune.ocn.ne.jp 焼き菓子 食品 10袋 100袋 10日間 未定
発注元による回収

希望
有 有 有 地元八王子産、国産の材料を使った安心でおいしいものを作っております

23 いちょう工房ゆぎ
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 下柚木2-18-16 101 042-675-8887 土渕 http://www.ichounokai.or.jp/ dai6ichou@tune.ocn.ne.jp ビーズブレスレット その他 10袋 50袋 10日間 150円
発注元による回収

希望
有 有 有 -

24 いちょう工房ゆぎ
社会福祉法人
八王子いちょうの会

八王子市 下柚木2-18-16 101 042-675-8887 土渕 http://www.ichounokai.or.jp/ dai6ichou@tune.ocn.ne.jp 公園清掃 清掃 500㎡ 1000㎡ 1年間 15円／㎡
発注元による回収

希望
有 有 有 -

25 オープンスペース本郷町
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 小門町75-7　エイビット小門町ビル 042-625-7317 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#hongou

hon-
mind_c.a241o@kch.biglobe.ne.

jp
音声書き起こし、データ入力 データ入力 - ３００件 営業日２日間

１０円～/件
（予約代行）
ほか応相談

自力での納品可 - - 有
単価は納期・内容により応相談。音声書き起こしほか、会議録作成、ＡＩ学習用
データ入力、アノテーション作業、会議室予約代行ほか、受注実績あり。

26 オープンスペース本郷町
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 小門町75-7　エイビット小門町ビル 042-625-7317 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#hongou

hon-
mind_c.a241o@kch.biglobe.ne.

jp

ダイレクトメール等の
丁合・封入・封かん・宛名ラベル

貼
封入・封緘 １０００通

1～2点封入
5000通/日

3点以上　3000
通/日

営業日３日間
1円～/1工程

（応相談）
自力での納品可 - 有 有

丁合機、計数機あり。丁合のみの発注も可能です。
封入点数、形状応相談。納期についてもご相談ください。

27 オープンスペース本郷町
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 小門町75-7　エイビット小門町ビル 042-625-7317 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#hongou

hon-
mind_c.a241o@kch.biglobe.ne.

jp

お菓子などの箱おり、箱詰め、袋
詰め

箱・袋詰め 100
5000

（袋詰めの場
合）

営業日７日
4円～15円
（応相談）

自力での納品可 - - 有
例）かりんとう袋詰め・帯かけ：約1000袋/日（１５円/１袋）、段ボール製品組み
立て（３０円/個）など各種実績あり、ご相談ください。

28 オープンスペース本郷町
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 小門町75-7　エイビット小門町ビル 042-625-7317 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#hongou

hon-
mind_c.a241o@kch.biglobe.ne.

jp
アクリル製品ほか雑貨組み立て その他 1000 2500 営業日３日間

４円～/個
（工程による）

自力での納品可 - - 有
アニメキャラクター商品（キーホルダーなど）の組み立て、部品取り付け、袋封
入など実績あり。
納品回収いただける場合、さらに提供可能です。

29 かたくりの家 由木かたくりの会 八王子市 堀之内1236-8 042-674-0520 平野 http://yugi-katakuri.or.jp/
katakuri.seikai0520@gmail.co

m
手作り石けん 生活用品 10 10 1か月 100円/個

発注元による回収
希望

無 無 無
無香料・無添加の石けんです。敏感肌の方でも安心してお使い頂けます。
食器洗いや泥汚れの衣類など手洗いを必要とする物にご利用下さい。

30 かたつむり食堂 特定非営利活動法人英 八王子市 元本郷町3-16-15 042-621-5367 鶴田
https://peraichi.com/landing

_pages/view/njfcp
moku.pan@gmail.com パン製造 食品 1 30 ２日 １５０円より

発注元による回収
希望

無 無 無 -

31 かたつむり食堂 特定非営利活動法人英 八王子市 元本郷町3-16-15 042-621-5367 鶴田
https://peraichi.com/landing

_pages/view/njfcp
moku.pan@gmail.com 弁当製造 食品 1 15 ２日 ４００円

発注元による回収
希望

無 無 無 -

32 かまどっちゃ NPO法人ここかまど 八王子市 上野町22-5リライアンス金井１階 042-621-0541 樋口秀樹 cocokamado.org cocohouse@tiara.ocn.ne.jp ポスティング その他 2000部 ５０００部 1か月 1枚３円
発注元による回収

希望
無 無 有 -

33 かまどっちゃ NPO法人ここかまど 八王子市 上野町22-5リライアンス金井１階 042-621-0541 樋口秀樹 cocokamado.org cocohouse@tiara.ocn.ne.jp 公園清掃 清掃 １か所 ３ヶ所 1か月
1か月、1か所、
1回あたり２００

０円
- 無 無 有 -

34 グリーンハウス
特定非営利活動法人
トリニテ

八王子市 大塚543-2 042-689-6122 木村 http://www.torinite.net/ greenhouse@ace.ocn.ne.jp クッキー製造 食品 10 30 3日間 110～200円/袋 自力での納品可 無 無 有
1袋にクッキー5個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当事業所より
車で１時間以内での配達であれば、自力での納品は可能

35 グリーンハウス
特定非営利活動法人
トリニテ

八王子市 大塚543-2 042-689-6122 木村 http://www.torinite.net/ greenhouse@ace.ocn.ne.jp さおり織りトートバック 生活用品 10 20 1か月 2,000/個 自力での納品可 無 無 有
当事業所より車で１時間以内での配達であれば、自力での納品は可能
宅配便での発送も可能

36 グリーンハウス
特定非営利活動法人
トリニテ

八王子市 大塚543-2 042-689-6122 木村 http://www.torinite.net/ greenhouse@ace.ocn.ne.jp さおり織りランチョンマット 生活用品 10 20 1か月 1500/個 自力での納品可 無 無 有
当事業所より車で１時間以内での配達であれば、自力での納品は可能
宅配便での発送も可能

37 グループＧ
社会福祉法人
もくば会

八王子市
西寺方町366

グランドソレイユ1Ｆ
042-650-5515 中川　貴史 https://mokubakai.or.jp contact@group-g.gr.jp

手芸製品
（編み物・ビーズ・刺子）

生活用品 - -
製品及び

数量による
製品による 自力での納品可 無 無 無 -

38 グループＧ
社会福祉法人
もくば会

八王子市
西寺方町366

グランドソレイユ1Ｆ
042-650-5515 中川　貴史 https://mokubakai.or.jp contact@group-g.gr.jp 名刺・封筒印刷 印刷 - -

製品及び
数量による

製品による 自力での納品可 無 無 無 -

39 クレヨンハウス 特定非営利活動法人くるみ会 八王子市 寺町６８番地２２ 042-621-1344 酒本裕之 -
npo-

kureyon@sound.ocn.ne.jp
クッキー 食品 5 100 7日間 300円

発注元による回収
希望

無 無 有 賞味期限は10日から21日間になります

40 クレヨンハウス 特定非営利活動法人くるみ会 八王子市 寺町６８番地２２ 042-621-1344 酒本裕之 -
npo-

kureyon@sound.ocn.ne.jp
ポチ袋 事務用品 1 50 7日間 200円

発注元による回収
希望

無 無 有 -

41 クレヨンハウス 特定非営利活動法人くるみ会 八王子市 寺町６８番地２２ 042-621-1344 酒本裕之 -
npo-

kureyon@sound.ocn.ne.jp
刺し子 生活用品 1 20 30日間 550円

発注元による回収
希望

無 無 有 -

東京都
官公庁
(東京都
以外)

その他
(民間企
業等)

（活用例等）E-mail 分類

提供可能総量

納期
販売・契約
参考単価

納品方法

施設情報 販売・受注可能な作業 受注実績

№ 事業所名 運営法人名 事業所所在地 電話 担当者名 ホームページ
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42 ココテラス
一般社団法人メンタルさぽーと
協会

八王子市 小比企町５３６－３ 042-683-3435 金澤 https://mensapo.or.jp/ mensapo.boss@gmail.com 手芸小物（マスク等）製作 生活用品 1個 100個 10日 未定 自力での納品可 無 無 有
注文があれば応じた製品、小物を政策。今は手作りマスクの制作を行ってい
る。

43 ココテラス
一般社団法人メンタルさぽーと
協会

八王子市 小比企町５３６－３ 042-683-3435 金澤 https://mensapo.or.jp/ mensapo.boss@gmail.com カレー弁当 食品 1食 50食 当日可 600円～800円 自力での納品可 無 無 有
カレー専門店でのテイクアウト、イベント等での販売、市内であれば宅配も受け
付けている。

44 ココテラス
一般社団法人メンタルさぽーと
協会

八王子市 小比企町５３６－３ 042-683-3435 金澤 https://mensapo.or.jp/ mensapo.boss@gmail.com 施設清掃 清掃 50㎡ 500㎡ 1年間
1,000円/時給
×必要人数

自力での納品可 無 有 有 高齢者施設等への定期巡回清掃を行います。迅速丁寧がモットーです。

45 サーカス
NPO法人
ソルフェジオ

八王子市 西寺方町６５８－ １リベーラ三光１Ｆ 042-659-1751 - - circus@solfeggio.or.jp オリジナルカンバッジ 生活用品 10 1000 1か月 80円/個 自力での納品可 無 無 有
企業ロゴやオリジナルイラストでオリジナルカンバッジを制作いたします。イベ
ント配布などで用いられます。

46 サーカス
NPO法人
ソルフェジオ

八王子市 西寺方町６５８－ １リベーラ三光１Ｆ 042-659-1751 - - circus@solfeggio.or.jp チラシ折り 事務用品 100 20000 1か月 3円/枚 自力での納品可 無 無 有 三つ折り機械を使用して手作業でチラシ折りを行います。

47 そらいろ作業所 一般社団法人そらいろ 八王子市 上壱分方町274-1 042-659-1461 小林 - sora.bs.2741@gmail.com
ダイレクトメール封入・封緘・ラベ

ルシール貼り
封入・封緘 50 3000 10日 1工程1円

発注元による回収
希望

有 有 有 -

48 そらいろ作業所 一般社団法人そらいろ 八王子市 上壱分方町274-1 042-659-1461 小林 - sora.bs.2741@gmail.com パソコン解体 その他 10 150 10日 1台100円
発注元による回収

希望
有 有 有 -

49 そらいろ作業所 一般社団法人そらいろ 八王子市 上壱分方町274-1 042-659-1461 小林 - sora.bs.2741@gmail.com 箱折り・箱詰め 箱・袋詰め 10 1000 10日 1個5円
発注元による回収

希望
有 有 有 -

50 デイサービスTRY
社会福祉法人
もくば会

八王子市
寺町60-5

藤和八王子コープ101
042-634-9067 佐竹都生子 https://mokubakai.or.jp/ try@mokubakai.or.jp 施設清掃 清掃 100㎡ 300㎡ 1年間

作業時間
等による

自力での納品可 無 無 有
車両送迎により、近隣のグループホーム
入所施設に出向き、清掃作業を行います。
片道30分以内の施設に限ります。

51 デイサービスTRY
社会福祉法人
もくば会

八王子市
寺町60-5

藤和八王子コープ101
042-634-9067 佐竹都生子 https://mokubakai.or.jp/ try@mokubakai.or.jp ポスティング その他 1000 1000 要相談 要相談 自力での納品可 無 無 有

八王子市の市議会議員便りを、年間5回、
指定された郵便局、銀行、コンビニエンス
ストアに配布。エリアは市内のみでの
対応となります。

52 デイサービスTRY
社会福祉法人
もくば会

八王子市
寺町60-5

藤和八王子コープ101
042-634-9067 佐竹都生子 https://mokubakai.or.jp/ try@mokubakai.or.jp

庭の除草
落ち葉清掃

清掃 100㎡ 500㎡ 1年間
作業時間
等による

自力での納品可 無 無 有
協同住宅内敷地、公園等の除草作業及び、
落ち葉掃き

53 デイサービスTRY
社会福祉法人
もくば会

八王子市
寺町60-5

藤和八王子コープ101
042-634-9067 佐竹都生子 https://mokubakai.or.jp/ try@mokubakai.or.jp マスク等の製造販売 生活用品 100点/月 300点/月 毎月

300円～
1200円

自力での納品可 有 有 有
オリジナルデザインの布製マスク、マスクケースを製造販売します。事前発注
で枚数等の調整が可能です。

54 ハートエース 株式会社　ハートエース 八王子市 子安町1-15-1 042-649-2432 山内 -
yamauchi.heartace@ezweb.n

e.jp
付箋、サンプル品等の封入・封

緘　バーコード貼り等
封入・封緘 1000 10000 1週間 未定

発注元による回収
希望

無 無 有 納期、納品方法について是非ご相談ください。

55 ハートエース 株式会社　ハートエース 八王子市 子安町1-15-1 042-649-2432 山内 -
yamauchi.heartace@ezweb.n

e.jp
菓子箱、たばこサンプル組み立

て
箱・袋詰め 1000 10000 3～7日 未定

発注元による回収
希望

無 無 有 納期、納品方法について是非ご相談ください。

56 ハートエース 株式会社　ハートエース 八王子市 子安町1-15-1 042-649-2432 山内 -
yamauchi.heartace@ezweb.n

e.jp
メール便仕分け その他 1000 5000 3日程度 未定

発注元による回収
希望

無 無 無 納期、納品方法について是非ご相談ください。

57 ハートエース 株式会社　ハートエース 八王子市 子安町1-15-1 042-649-2432 山内 -
yamauchi.heartace@ezweb.n

e.jp
屋内清掃 清掃 - - 1年間 未定

発注元による回収
希望

無 無 無 行ったことのない作業ですが、是非ご相談ください。

58 パソコンサロン夢像 ＮＰＯ法人多摩草むらの会 八王子市 別所１－ １１－ ８－ １０１ 042-674-0407 上村　茂 http://kusamura.org/ yumezou@kusamura.org

アンケート等の入力、名刺・はが
き・広報紙・パンフレット・ポス

ター・チラシ・ＰＯＰ等の作成、写
真撮影　他

データ入力 応相談 応相談 応相談 応相談 自力での納品可 無 無 有
自治体・病院・施設・企業等の名刺・はがき・広報紙・ポスター・チラシ・ＰＯＰ等
の作成とデータ入力。写真撮影

59 パソコンサロン夢像 ＮＰＯ法人多摩草むらの会 八王子市 別所１－ １１－ ８－ １０１ 042-674-0407 上村　茂 http://kusamura.org/ yumezou@kusamura.org
名刺・はがき・広報紙・パンフレッ
ト・ポスター・チラシ・ＰＯＰ等の印

刷　他
印刷 応相談 応相談 応相談 応相談 自力での納品可 無 有 有

自治体・病院・施設・企業等の名刺・はがき・広報紙・ポスター・チラシ・ＰＯＰ等
の印刷

60 パソコンサロン夢像 ＮＰＯ法人多摩草むらの会 八王子市 別所１－ １１－ ８－ １０１ 042-674-0407 上村　茂 http://kusamura.org/ yumezou@kusamura.org
パソコン教室

（事業所及び出張）
その他 応相談 応相談 応相談 応相談 自力での納品可 無 無 有 事業所及び出張でのＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・年賀状講座等の開催

61 パン＆カフェこすもす 特定非営利活動法人こすもす 八王子市 東京都八王子市片倉町440-15 042-686-2622 佐久間 http://cosmos.chu.jp/ cafe.cosmos802＠gmail.com 食パン 食品 - 20斤 14日～1ヵ月 受注350円 自力での納品可 有 有 有
100％国産小麦粉を使用、天然酵母、真塩、洗双糖（但し天候不順により有機
外麦を使用の時がある）

62 パン＆カフェこすもす 特定非営利活動法人こすもす 八王子市 東京都八王子市片倉町440-15 042-686-2622 佐久間 http://cosmos.chu.jp/ cafe.cosmos802＠gmail.com 胚芽パン 食品 - 13本 14日～1ヵ月 受注450円 自力での納品可 有 有 有
100％国産小麦粉、天然酵母、真塩、洗双糖を使用（但し天候不順により有機
外麦を使用の時がある）

63 パン＆カフェこすもす 特定非営利活動法人こすもす 八王子市 東京都八王子市片倉町440-15 042-686-2622 佐久間 http://cosmos.chu.jp/ cafe.cosmos802＠gmail.com ソフトカンパーニュ 食品 - 10個 14日～1ヵ月 受注400円 自力での納品可 有 有 有
100％国産小麦粉、天然酵母、真塩、洗双糖を使用（但し天候不順により有機
外麦を使用の時がある）、オーガニックのくるみ、レーズン。

64 パン＆カフェこすもす 特定非営利活動法人こすもす 八王子市 東京都八王子市片倉町440-15 042-686-2622 佐久間 http://cosmos.chu.jp/ cafe.cosmos802＠gmail.com シュガーラスク 食品 - 40袋 14日～1ヵ月 受注170円 自力での納品可 有 有 有
100％国産小麦粉、天然酵母、、真塩、洗双糖国産バター、国産甜菜糖を使用
（但し天候不順により有機外麦を使用がある）

65 パン工房「うさぎとかめ」
特定非営利活動法人
トリニテ

八王子市 大塚422-3 042-689-6152 木村 http://www.torinite.net/ usakame@bronze.ocn.ne.jp パンの製造 食品 30 150 3日間 110～200円/個 自力での納品可 無 無 有 当事業所より車で1時間以内での配達であれば、自力での納品は可能

66 パン工房「うさぎとかめ」
特定非営利活動法人
トリニテ

八王子市 大塚422-3 042-689-6152 木村 http://www.torinite.net/ usakame@bronze.ocn.ne.jp クッキー製造 食品 20 100 3日間 110～200円/袋 自力での納品可 無 無 有 当事業所より車で1時間以内での配達であれば、自力での納品は可能

67 ピアわかくさ
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市
横山町２０ー１９
橋本ビル２、３階

042-631-9404 関根 http://mindhachioji.org/ lei03416@nifty.ne.jp
ダイレクトメール等の丁合・封

入・
封緘・ラベル貼り

封入・封緘 1000 10000 1週間
重さや

大きさによる
1円程度/1工程

自力での納品可 無 無 有
丁合点数３～４点で1万件可能。ペラや2つ折り資材が主の場合は丁合機使用
で10点で1万件程度も可能。ご相談ください。

68 ピアわかくさ
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市
横山町２０ー１９
橋本ビル２、３階

042-631-9404 関根 http://mindhachioji.org/ lei03416@nifty.ne.jp
施設外作業

（外部の事業所での作業など）
箱・袋詰め 1000 2000 応相談

４００円～/1名
1時間 自力での納品可 無 無 有

外部の事業所に行き、職員と利用者数名で軽作業（組立て、袋詰め、値札付
け、仕分けなど）、清掃作業。人数・単価などは相談に応じます。

69 ピアわかくさ
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市
横山町２０ー１９
橋本ビル２、３階

042-631-9404 関根 http://mindhachioji.org/ lei03416@nifty.ne.jp 物品配達・買い物同行 その他 - 応相談 応相談 応相談 自力での納品可 無 無 有
八王子市内への配達業務。1件20ｋｇ以上の重たいものについては応相談。買
い物は八王子駅周辺地域で購入可能なものに限ります。

70 ピアわかくさ
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市
横山町２０ー１９
橋本ビル２、３階

042-631-9404 関根 http://mindhachioji.org/ lei03416@nifty.ne.jp データ入力 データ入力 - 応相談 応相談 応相談 自力での納品可 無 無 無
実際の内職作業でデータ入力に取り組んでいます。事業所内での数字、文章
の入力を正確に行っています。

71 ビーイングスペース萌
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 東浅川町５２８－ ３石井ビル 042-668-7226 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#moe
bcb04233@nifty.com パン 食品 - 300 3日 約100円～ 自力での納品可 無 無 有

・市内学童・保育園の給食やおやつパンとして
・市内の会社やイベント等での外部販売

72 ビーイングスペース萌
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 東浅川町５２８－ ３石井ビル 042-668-7226 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#moe
bcb04233@nifty.com 軽作業 箱・袋詰め 5000 10000 7日 0.5～1 自力での納品可 無 無 有

・PC部品組立の下請け作業
・資材保管場所が小スペースで済むものを受注

73 ビーイングスペース萌
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 東浅川町５２８－ ３石井ビル 042-668-7226 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#moe
bcb04233@nifty.com 軽作業 箱・袋詰め 1000 2000 3日 2 自力での納品可 無 無 有

・梱包資材のシール貼り
・資材保管場所が小スペースで済むものを受注

74 ビーイングスペース萌
社会福祉法人
マインドはちおうじ

八王子市 東浅川町５２８－ ３石井ビル 042-668-7226 -
http://mindhachioji.org/offic

es/#moe
bcb04233@nifty.com 軽作業 箱・袋詰め - 1000 2日 1.5～4 自力での納品可 無 無 有

・食玩等の組立や封入作業
・資材保管場所が小スペースで済むものを受注

75 ひのき工房
社会福祉法人
蕗の会

八王子市 元八王子町２－ １８３９－２ 042-667-2158 - http://www.hinokikobo.com hinoki2158@yahoo.co.jp 木工品の製作 生活用品 1個 100個 応相談
300円～12,000

円/個
自力での納品可 有 有 有 あかちゃんのおもちゃ

76 ひのき工房
社会福祉法人
蕗の会

八王子市 元八王子町２－ １８３９－２ 042-667-2158 - http://www.hinokikobo.com hinoki2158@yahoo.co.jp 屋外清掃/除草/剪定 清掃 10㎡ 1園 ～１年間 20,000円/１回 自力での納品可 無 無 有 霊園清掃

77 ひのき工房
社会福祉法人
蕗の会

八王子市 元八王子町２－ １８３９－２ 042-667-2158 - http://www.hinokikobo.com hinoki2158@yahoo.co.jp クッキー・パウンドケーキ製造 食品 1個 100個 14日
120円～3,000

円/個
自力での納品可 無 無 有 -

78 ひのき工房
社会福祉法人
蕗の会

八王子市 元八王子町２－ １８３９－２ 042-667-2158 - http://www.hinokikobo.com hinoki2158@yahoo.co.jp 資源・古紙回収 その他 10キロ 1,000キロ 1日 3,000円/１回 自力での納品可 有 有 有 -

79 フードバンク八王子ワークス
一般社団法人フードバンク八王
子

八王子市 中町2－9ランメンビル3F 042-649-1769 國本康浩
https://www.works.foodbank

8.tokyo/
info@foodbank8.tokyo データ入力 データ入力 要相談 要相談 要相談 要相談 自力での納品可 無 有 有 経理データの入力やや古い紙文書の電子データ化

80 ふーぷ
社会福祉法人
みずき福祉会 八王子市 下恩方町９２５－１ 042-651-5727 中尾 http://hoop.shichihuku.com/ ju_an@s8.dion.ne.jp

焼き菓子（クッキー・パウンド）製
造

食品 応相談 - 2週間 100円（1個）～ 自力での納品可 - - - -

81 ふーぷ
社会福祉法人
みずき福祉会 八王子市 下恩方町９２５－１ 042-651-5727 中尾 http://hoop.shichihuku.com/ ju_an@s8.dion.ne.jp ダイレクトメール封入 封入・封緘 応相談 2000 2週間 応相談 自力での納品可 - - - -

82 ふきのとう
社会福祉法人
蕗の会

八王子市 東浅川町625-5 042-667-4158 清水 -
fukinokaifukinoto@yahoo.co.j

p
木工製品 生活用品 1個 3個 1ヶ月 相談

発注元による回収
希望

無 無 有
檜木でキッチン用品を数種類作成しています。
まな板、鍋敷き、ペーパーホルダー。

83 ふきのとう
社会福祉法人
蕗の会

八王子市 東浅川町625-5 042-667-4158 清水 -
fukinokaifukinoto@yahoo.co.j

p
木工製品 その他 1個 10個 1カ月 1個330円

発注元による回収
希望

無 有 有 商品目「ちょー気持ちいい」という触ると気持ちいい檜木の玩具。

84 プレワーク
特定非営利活動法人
わかくさ福祉会

八王子市 並木町3-3グランドメゾン八王子1Ｆ 042-686-0325 立川伸吾 http://wakakusaf.or.jp prework@wakakusaf.or.jp 丁合・封入作業 封入・封緘 1000 応相談 15日
1工程1.5円

(請け負う量に
より単価変更

自力での納品可 - 有 有
指定の資材で指定数、帳合をし、宛名ラベル等貼り、発送できるまでの準備を
行います。

85 プレワーク
特定非営利活動法人
わかくさ福祉会

八王子市 並木町3-3グランドメゾン八王子1Ｆ 042-686-0325 立川伸吾 http://wakakusaf.or.jp prework@wakakusaf.or.jp 資材管理 その他 - - - - - - - -
商品を複数(商品の大きさによって変わりますが)お預かりし、指示に合わせ部
品の出荷と在庫管理を行うことができます。(400種類の電子部品管理を10年
取り組んだ経験あり)
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86 プレワーク
特定非営利活動法人
わかくさ福祉会

八王子市 並木町3-3グランドメゾン八王子1Ｆ 042-686-0325 立川伸吾 http://wakakusaf.or.jp prework@wakakusaf.or.jp 計数発送作業 箱・袋詰め 100件 応相談 20日 - - - 有 -
決まったエリアの各小中学校へチラシ等指示のあった枚数(児童・学生人数に
合わせ)通り梱包し発送できる状態まで仕上げます。

87 マイライフワークス
有限会社マイライフ
マイライフワークス

八王子市 打越町345-2-C109号 042-689-4567 小柳 - mylife.station＠gmail.com
ＤＭ・チラシの封入や発送、宛名

シール貼り　等
封入・封緘 500 5000 1週間 1円/枚

発注元による回収
希望

無 無 無 -

88 マイライフワークス
有限会社マイライフ
マイライフワークス

八王子市 打越町345-2-C109号 042-689-4567 小柳 - mylife.station＠gmail.com
箱組み立て、菓子の袋詰め、箸

の袋入れ
箱・袋詰め 500 5000 1週間 1円/枚

発注元による回収
希望

無 無 無 -

89 ミナモ
一般社団法人
花みずき

八王子市 元本郷町１－ ３１－１ 042-686-1689 齋藤
https://hanamizuki-

b.jimdofree.com/
minamno@iaa.itkeeper.ne.jp ボールペン組み立て等軽作業 事務用品 - 1500 2日間 1 自力での納品可 無 無 無 -

90 らいふ結
特定非営利活動法人
結の会

八王子市 元八王子町２－ １２１１ 042-667-0039 宮崎 http://npoyui.com npoyui@ybb.ne.jp ブルーベリージャム 食品 5本 100本 30日
594円／本

（20本以上の場
合）

自力での納品可 無 無 有
会員・ボランティアさんへのお礼の品としてご利用いただきました。年130本×2
回＝260本

91 らいふ結
特定非営利活動法人
結の会

八王子市 元八王子町２－ １２１１ 042-667-0039 宮崎 http://npoyui.com npoyui@ybb.ne.jp
和紙はがきセット

（5枚入）
事務用品 5セット 100セット 30日 250円／1セット 自力での納品可 無 無 無 -

92 リーフ 株式会社ピーライフ 八王子市
千人町２丁目３－ １６　プラザ西八

王子２F
042-629-9602 原 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp 各種データ入力 データ入力 - - 1週間程度～

入力内容によ
る

自力での納品可 無 無 有
給与計算に係る勤務実績入力一式を継続受注。その他これまでにスタッフ情
報・会員情報・営業先リスト・DM送付リスト・運転実績記録などの作業実績あ
り。

93 リーフ 株式会社ピーライフ 八王子市
千人町２丁目３－ １６　プラザ西八

王子２F
042-629-9602 原 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp 部品の組立て その他 - - 1週間 工程数による 自力での納品可 無 無 有 配線部品の組立て業務を継続受注。

94 リーフ 株式会社ピーライフ 八王子市
千人町２丁目３－ １６　プラザ西八

王子２F
042-629-9602 原 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp 計量・袋詰め・シール貼り 箱・袋詰め - - 応相談 工程数による 自力での納品可 無 無 有 製品の計量・袋詰め、商品ラベルシール貼り等、各種作業一式を継続受注。

95 リーフ 株式会社ピーライフ 八王子市
千人町２丁目３－ １６　プラザ西八

王子２F
042-629-9602 原 https://www.peaceful-life.jp/ info@peaceful-life.jp 販促品の封入 封入・封緘 - - 応相談 工程数による 自力での納品可 無 無 有 化粧品サンプル付チラシの貼付け・封入の作業実績多数。

96 レストランあさかわ 特定非営利活動法人あさかわ 八王子市
東浅川町５５１番地１東浅川保健

福祉センター内
042-667-1771 - - - おにぎり・お弁当 食品 10 150 2週間 700円から

発注元による回収
希望

無 無 有 会合や会議等に

97 レストランあさかわ 特定非営利活動法人あさかわ 八王子市
東浅川町５５１番地１東浅川保健

福祉センター内
042-667-1771 - - - ハンドベル演奏 その他 １回 ２回 2か月 30,000円から 自力での納品可 無 無 有 パーティーや開会式などで演奏します。

98 ワークポート NPO法人八王子ワークセンター 八王子市 千人町2-7-5 042-669-0340 岡嵜 http://8workc.jp/ sien@8workc.jp ネコのトイレトレー作成 その他 1000 3000 約1カ月 4円/袋 自力での納品可 無 無 有 ネコのトイレ用シートです。専用のトレーに設置すると、消臭効果があります

99 ワークポート NPO法人八王子ワークセンター 八王子市 千人町2-7-5 042-669-0340 岡嵜 http://8workc.jp/ sien@8workc.jp きもの箸（自主製品） 生活用品 応相談 応相談 応相談 280円/袋 自力での納品可 無 無 有
和紙で作成している箸の3個セットです。お土産もの・贈答品としてお使いくださ
い。納期や数量などは、ご相談ください。

100 希望の里 社会福祉法人武蔵野会 八王子市 上川町３８８９ 042-654-7311 中神　昌
http://kibounosato.sakura.ne

.jp/
kibou@river.ocn.ne.jp ダイレクトメール　封入封緘 封入・封緘 応相談 応相談

封入点数、封
緘方法により

異なる

応相談（封入点
数、工程数によ

り異なる）
自力での納品可 無 有 有 -

101 希望の里 社会福祉法人武蔵野会 八王子市 上川町３８８９ 042-654-7311 中神　昌
http://kibounosato.sakura.ne

.jp/
kibou@river.ocn.ne.jp お菓子の包装紙巻 箱・袋詰め 応相談 応相談 応相談 8円/個

発注元による回収
希望

無 無 有 -

102 希望の里 社会福祉法人武蔵野会 八王子市 上川町３８８９ 042-654-7311 中神　昌
http://kibounosato.sakura.ne

.jp/
kibou@river.ocn.ne.jp 木工製品 生活用品 応相談 応相談 応相談

300円～3，000
円/個

自力での納品可 無 無 有 -

103 希望の里 社会福祉法人武蔵野会 八王子市 上川町３８８９ 042-654-7311 中神　昌
http://kibounosato.sakura.ne

.jp/
kibou@river.ocn.ne.jp 墓地清掃代行 清掃 応相談 応相談 応相談

1カ所　3，000
円～

自力での納品可 無 無 有 -

104 工房みどりの風 NPO法人なみき福祉会 八王子市 緑町935-15 042-628-3068 小林裕之 -
koubou-midori@tbt.-

t.com.ne.jp
清掃 清掃 50 200 １年間 ７０円/㎡ 自力での納品可 無 有 無 公園、駐車場の草取りが得意です。

105 高尾青年の家
特定非営利活動法人
サポート高尾

八王子市 東浅川町529-1-101 042-662-7441 岡本
https://www.supporttakao.or.

jp/
takao.1988.4.11@gmail.com DMやチラシなどの封入・封緘 封入・封緘 100 1000 5日間 応相談 自力での納品可 無 無 有 -

106 高尾青年の家
特定非営利活動法人
サポート高尾

八王子市 東浅川町529-1-101 042-662-7441 岡本
https://www.supporttakao.or.

jp/
takao.1988.4.11@gmail.com 食品以外の箱・袋詰め 箱・袋詰め 100 1000 5日間 応相談 自力での納品可 無 無 有 -

107 高尾青年の家
特定非営利活動法人
サポート高尾

八王子市 東浅川町529-1-101 042-662-7441 岡本
https://www.supporttakao.or.

jp/
takao.1988.4.11@gmail.com チラシなどのポスティング その他 100 400 5日間 応相談 自力での納品可 無 無 有 -

108 森のぱんやさん
特非営利活動法人
みんなのひろば

八王子市 千人町２－ ３－１ 042-673-7827 三田 https://npohiroba.com
minnanohiroba@world.ocn.ne.j

p
パン 食品 20 100 7日間 150円/個 自力での納品可 無 無 有

学童保育所に配達実績あり
八王子市内であれば自力納品可
生地は天然酵母、牛乳、フランス、塩の4種類
値段は100円のものからございます

109 森のぱんやさん
特非営利活動法人
みんなのひろば

八王子市 千人町２－ ３－１ 042-673-7827 三田 https://npohiroba.com
minnanohiroba@world.ocn.ne.j

p
クッキー・ラスク 食品 50 200 7日間 100円/袋 自力での納品可 無 無 有

学童保育所に配達実績あり
八王子市内であれば自力納品可

110 草夢
認定ＮＰＯ法人
多摩草むらの会

八王子市 松が谷11-3-103 042-682-3063 城所 https://kusamura.org somu@kusamura.org 公園清掃 清掃 50㎡ 10,000㎡
3ヶ月～12ヶ月
（内容による）

150円/㎡
（巡回・トイレ清

掃の場合）
自力での納品可 無 無 有

巡回清掃としてゴミ拾いや点検、トイレ清掃を5人程度で行なっています。その
他除草や刈込などお値段含めて希望に沿って相談いただけます。

111 草夢
認定ＮＰＯ法人
多摩草むらの会

八王子市 松が谷11-3-103 042-682-3063 城所 https://kusamura.org somu@kusamura.org 施設清掃 清掃 50㎡ 300㎡
14日

（内容による）

200円/㎡
（床のみの場

合）
自力での納品可 無 無 有

簡易的な日常清掃からポリッシャーを使った本格的な清掃まで受注可能。巾木
まで丁寧に仕上げます。

112 草夢
認定ＮＰＯ法人
多摩草むらの会

八王子市 松が谷11-3-103 042-682-3063 城所 https://kusamura.org somu@kusamura.org ハウスクリーニング 清掃 単品 一式
14日

（内容による）

5,000円
～

30,000円
(内容による）

自力での納品可 無 無 有
頑固な汚れ、手の行き届かない所の清掃まで。エアコン、レンジフード、浴室、
床など単品からセットまで希望に沿って受注可能。

113 第三高尾青年の家
特定非営利活動法人
サポート高尾

八王子市 台町4-39-8 042-628-0569 中根
https://www.supporttakao.or.

jp/
dai3takao@yahoo.co.jp 食品以外の箱・袋詰め 箱・袋詰め 100 1000 5日間 応相談 自力での納品可 無 無 有 -

114 第三高尾青年の家
特定非営利活動法人
サポート高尾

八王子市 台町4-39-8 042-628-0569 中根
https://www.supporttakao.or.

jp/
dai3takao@yahoo.co.jp チラシなどのポスティング その他 100 400 5日間 応相談 自力での納品可 無 無 有 -

115 麦（ばく） 麦の会 八王子市 中野町2705ブリッジⅠ中野 042-624-4645 - - - マグネットクリップ 生活用品 10 300 14日 150円 自力での納品可 無 有 有
迷うほど、かわいい柄が豊富なマグネットクリップです。さらに安くて便利で使い
やすいです。

116 麦（ばく） 麦の会 八王子市 中野町2705ブリッジⅠ中野 042-624-4645 - - - マグネットクリップ 生活用品 10 400 14日 100円 自力での納品可 無 有 有 あなたのお家の冷蔵庫を可愛い柄で彩ってください。

117 八王子障害者総合支援センターとことこ
社会福祉法人
もくば会

八王子市 長房町374-10 042-668-8848 佐藤 - tokotoko@lime.ocn.ne.jp 調理・配食 食品 5 15 - 300～500 自力での納品可 無 無 有 日中系通所作業所の昼食やGH等の夕・朝食を調理・配達

118 八王子障害者総合支援センターとことこ
社会福祉法人
もくば会

八王子市 長房町374-10 042-668-8848 佐藤 - tokotoko@lime.ocn.ne.jp 施設清掃 清掃
契約内容次

第
契約内容次第 年契約 契約内容 自力での納品可 無 有 有

他事業所のGH等の共用部分の清掃を5回/週のペースで行っています。公園
（自治体管理）駐車場清掃（民間）を随時行ってます

119 八王子障害者総合支援センターとことこ
社会福祉法人
もくば会

八王子市 長房町374-10 042-668-8848 佐藤 - tokotoko@lime.ocn.ne.jp 内職（委託作業） その他 1 10 随時 契約内容
発注元による回収

希望
無 無 有 作業内容の習得後に委託契約に基づいて作業に就いています。

120 八王子障害者地域拠点センター　ウポレ 特定非営利活動法人　木馬 八王子市 叶谷町948-6 042-686-0012 齊藤 - upole@mokuba.or.jp 弁当・食事の提供 食品 5 50 - 486円/昼食 自力での納品可 無 無 有
管理栄養士作成のメニューをもとに、栄養管理された食事の提供を行っていま
す。（施設の昼食、グループホームの朝夕食）

121 八王子障害者地域拠点センター　ウポレ 特定非営利活動法人　木馬 八王子市 叶谷町948-6 042-686-0012 齊藤 - upole@mokuba.or.jp 施設・公園清掃 清掃 - - - 未定 自力での納品可 無 無 無 -

122 八王子障害者地域拠点センター　ウポレ 特定非営利活動法人　木馬 八王子市 叶谷町948-6 042-686-0012 齊藤 - upole@mokuba.or.jp データ入力（住所録） データ入力 - - - 未定 自力での納品可 無 無 無 -

123 八王子生活館 特定非営利活動法人CES 八王子市
南町5-13八王子ローヤルマンショ

ン1階
042-624-8417 太田 http://www.pata8.com mail@pata8.com 自主製品　巾着(ナチュラル) 生活用品 1枚 300枚 1カ月 990円/1枚 自力での納品可 無 有 無 八王子はちベビプロジェクトからの発注

124 八王子生活館 特定非営利活動法人CES 八王子市
南町5-13八王子ローヤルマンショ

ン1階
042-624-8417 太田 http://www.pata8.com mail@pata8.com 自主製品　ポストマンバッグ 生活用品 1枚 応相談 応相談 12,600円 自力での納品可 無 有 無 八王子市ふるさと納税返礼品

125 八王子生活館 特定非営利活動法人CES 八王子市
南町5-13八王子ローヤルマンショ

ン1階
042-624-8417 太田 http://www.pata8.com mail@pata8.com 自主製品　コースター 生活用品 1枚 300枚 4カ月 300～500円 自力での納品可 無 無 有 引き出物やイベントのノベルティ グッズ

126 八王子福祉作業所 社会福祉法人武蔵野会 八王子市 元本郷町４－１３－３ 042-626-0631 正岡 http://fukusaku.sakura.ne.jp eight-prince@cup.ocn.ne.jp
DM･チラシの封入や宛名シール

貼付　発送等
封入・封緘 - 30000通 ５日間 １工程１円 自力での納品可 無 有 有

迅速丁寧がモットーです。急なご注文にも対応できます。３０点等、多点封入対
応します。結束もできます。２トン車やフォークリフト、コレータ̶もございます。

127 夢草子
認定NPO法人
多摩草むらの会

八王子市
八王子市松木32-15マルベリー

コート202
042-689-5571 - http://kusamura.org yumesoushi@kusamura.org ホームページ作成 その他 1ページ 100ページ 10カ月

5000円 / ペー
ジ

自力での納品可 無 無 有
新規のウェブサイト制作から既存のページのリニューアル、CMSの導入にも対
応いたします。詳細についてはご相談ください。
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128 夢来
特定非営利活動法人
多摩草むらの会

八王子市 別所1－3－18 ﾗ・ｿﾈｯﾄ２０１・２０２ 042-674-1403 細谷 http//kusamura.org muku@kusamura.org DM 封入・封緘 500 1500 30 50 自力での納品可 - - 有 3点封入での納期です。毎月、当法人の広報誌にて実践中。

129 木馬工房 特定非営利活動法人木馬 八王子市 八王子市元本郷町3-17-13 042-624-3340 相良美恵子
http://www11.ocn.ne.jp/^mo

kuba/index.html
mokuba-

kaikei@vega.ocn.ne.jp
名刺印刷 印刷 1名100枚 10名1000枚 3～10日 100枚1,650円

発注元による回収
希望

無 有 有 希望により郵送可

130 由木工房
社会福祉法人
由木かたくりの会

八王子市 堀之内1236-1 042-677-1685
小笠原
岸田

http://yugi-katakuri.or.jp
koubou-b-nousyokuyugi-

katakuri.or.jp
宛名シール貼り・封入 封入・封緘 - 500部／週 7日 -

発注元による回収
希望

無 無 有 民間法人の郵送物封入

131 由木工房
社会福祉法人
由木かたくりの会

八王子市 堀之内1236-1 042-677-1685
小笠原
岸田

http://yugi-katakuri.or.jp
koubou-b-nousyokuyugi-

katakuri.or.jp
ポスティング その他 - 500部／週 7日 -

発注元による回収
希望

無 無 有 地域情報誌のポスティング作業
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