




一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

ありがとうファーム
株式会社ありがとうファーム

〒700-0822
岡山市北区表町3-7-5

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：93名
：39名
：常勤9名／非常勤10名
：2014年6月

  9:00
10:00～11:50
11:50～12:50
12:50～15:00
15:00

開所
朝礼・作業開始
昼食
作業・終礼
帰宅

アート制作、編み物制作、アクセサリー制作
木工工芸、食堂運営、カラオケ喫茶運営
ギャラリーカフェ運営、囲碁将棋カフェ運営
おたくの夢カフェ運営
てもみ喫茶のんびりや運営
市役所カフェVivo運営、やきうどん店運営

086-953-4446

086-953-4442

086-250-3302

表町商店街内という地域に開かれた場所で活動。理念は「生き生きと堂々と、人生を生きる。」仕事内容と
しては大きく分けてアート・ハンドメイド制作とサービス業とを行っています。アート制作では多種多様な
アート作品を生み出し、そこから企業に貸し出しするレンタルアート、工事現場の看板や仮囲いにイラスト
を使用していただくなどで、継続した収入で利用者の自立支援につなげることの他、企業の社会貢献活動
のパートナーになりたいと考えPRし、さまざまな企業からご協力いただいています。ハンドメイド制作で
は吉祥寺や岡山市内の大手百貨店での販売も実現し、販路・受注の拡大を目指しています。サービス業で
は、地域の方に愛される食堂・カラオケ喫茶・囲碁将棋カフェ・おたくの夢カフェ・てもみ喫茶のんびり屋の
運営や、企業とのコラボレーションで実現したやきうどん専門店・市役所の地下のカフェ運営を展開して
います。最近では、ハンドメイドの力をサービスに変えるべく、子供を対象にした定期ワークショップイベ
ント「アートパーク」「放課後KIDSアートスクール」の開催や、出張ワークショップにも力を入れています。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

ピース 
カインドピース株式会社

〒700-0975
岡山市北区今3-3-16

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：平均34名
：20名
：管理者1名／生活支援員1名／職業指導員４名
：2013年5月

◇月の出勤日数は22～23日。
◇月～金　9：20～14：30。
◇休憩時間1時間10分
◇祝日の日数で土曜日出勤も有り。
◇日・祝・お盆・年末年始はお休み。
◇北長瀬駅・大元駅・南区ルート送迎あり

〈施設内〉
・自動車の配線組立て、防水テープ巻きつけ
・自動車部品の組み立て
・のぼりテープ貼り
〈施設外就労〉
・自社の畑作業全般
・企業内での校正検版作業

086-250-3200

◎BGMが流れる作業場で施設内作業を行います。
◎施設外は一般企業の一角のブースで社員　さんと同様の作業を行います。
◎仕事(作業)を通して、利用者の方が社会参加することを支援しています。
◎職業訓練を通して、個人の特性に応じたスキルアップに繋げるよう支援しています。
◎個人面談を通して、個人の心身不調等にも支援しています。
◎相談支援員と連携して安定した就労に繋がるよう支援しています。
◎10代～60代まで幅広い年齢層の方が就労中。
◎個々の将来の目標に向けて一般マナーが身に付くよう支援・サポートしています。
◎個々の障害特性を把握し、無理なく作業・就労が継続するよう支援・サポートしています。

様々な種類の配線作業があります。

自社の畑で作物を生産・販売しています。
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のぼりテープ貼り等の作業をしています。



  9:00
  9:30～12:00
12:00～13:00
13:00～16:00
16:00

開所
朝礼・作業開始
昼食
作業
帰宅

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

メリーピース 
スリーバイテン株式会社

〒700-0975
岡山市北区今3-1-45

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：平均34名
：20名
：管理者1名／生活支援員1名／職業指導員5名
：2012年8月

◇月の出勤日数は22～23日。
◇月～金　9：20～14：30。
　休憩時間1時間10分
◇祝日の日数で土曜日出勤も有り。
◇日・祝・お盆・年末年始はお休み。
◇北長瀬駅・大元駅・南区ルート送迎あり

〈施設内〉
・自動車の配線組立て、防水テープ巻きつけ
・自動車部品の組み立て・弁当箱の組み立て作業
〈施設外就労〉
・農園作業全般　・果物の加工作業
・農地開墾作業

086-250-5200

086-250-5223

086-230-1881

◎施設内では配線作業をメインでしています。
◎仕事(作業)を通して、利用者の方が社会参加することを支援しています。
◎職業訓練を通して、個人の特性に応じたスキルアップに繋げるよう支援しています。
◎個人面談を通して、個人の心身不調等にも支援しています。
◎相談支援員と連携して安定した就労に繋がるよう支援しています。
◎10代～60代まで幅広い年齢層の方が就労中。
◎個々の将来の目標に向けて一般マナーが身に付くよう支援・サポートしています。
◎個々の障害特性を把握し、無理なく作業・就労が継続するよう支援・サポートしています。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

グランブリエ東岡山
株式会社グランブリエ

〒703-8225
岡山市中区神下546-3

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：10名
：20名
：常勤4名／非常勤1名
：2016年10月

ＤＭ等の封入・折り・検品
両面テープを使って紙絵本の組み立て
機械から出てきた製品の仕上げ作業
個装箱の組み立て
農機具の封入
その他内職関係の軽作業

086-230-1880

　グランブリエ東岡山ではＤＭの封入作業、付録の組み立て作業、製紙工場での機械仕上げ、
農機具の梱包等を行っております。座り作業・立ち作業両方あり、重い物を持ち運びするこ
ともあります。Ａ型事業所の利用者として、知的・精神・身体等に障害を持つ人たちが働い
ております。事業所内での作業以外に企業内で行う施設外就労も行っており、一人一人に
合った作業内容や作業時間により意欲的に働けるように支援を行っております。また、一般
企業への就労支援にも力を入れております。
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弁当箱の組み立て作業等も行っています。 配線作業に使用している多目的室です。

畑・開墾・解体作業等も行っています。



一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

アグリ . エカロー
特定非営利活動法人アグリ . エカロー

〒704-8192
岡山市東区西大寺中野本町8-17

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：20名
：20名
：常勤3名／非常勤2名
：2010年4月

  9:00～09:05    
  9:05～12:00
12:00～13:00
13:00～15:50
15:50～16:00
16:00～　

朝礼
作業
昼休憩
作業
掃除
解散

一般家庭や企業等敷地内清掃、草取り
ポスティング（配布、折り込み）
パソコン業務（フリーマガジン発刊に係る作
業、デザイン、画像処理、入力作業等）
内職作業（縫製、封入、組み立て等）

作業内容・訓練内容

  7:30～
  7:45～
10:00～10:15
12:00～13:00
15:00～15:15
17:00

開所
作業開始
休憩時間
昼食
休憩時間
送迎 帰宅

・鉄製品のバリ取り作業
・加工された鉄製品に付着した油のふき取り
・製品を箱に並べる
・製品の検品
・機械を操作して鉄製品の製造を行う

086-201-6616

086-201-6616

086-948-4091

アグリ．エカローは、県内に3事業所あり、岡山事業所の他には倉敷市老松町と総社市総社
にあります。
岡山事業所では、20代～60代の幅広い年齢層で、身体障害、知的障害、精神障害の方が
事業所を利用し訓練作業を行っています。
3事業所共に主な仕事内容は同じですが、随時、作業単価の良い内職作業や施設外就労先を
探しています。

営業時間：8：30～17：30　月曜日～土曜日　　定休日：毎週日曜日、年末年始等
事業所見学やご質問等がありましたら、随時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

一日のスケジュール

その他詳細

お問い合わせ先

クリエイトおひさま
一般社団法人あかり

〒704-8193
岡山市東区金岡西町888番地の9

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：19名
：20名
：常勤5名
：2011年11月

086-948-4123

当事業所は岡山市内では珍しい、製造業を生業としたＡ型事業所です。主に鉄パイプの切
断、面取り加工作業を中心とした仕事を行っています。実際に当事業所で製造した製品は三
菱やトヨタ、マツダといった主要メーカーのエンジン周り等に使われています。自分達が携
わったものが街の人々に実際に役に立っている、使われているというやりがいは何物にも代
え難い喜びです。当事業所には精神障害・知的障害・身体障害・難病といった様々な障害を
抱えた方がいます。その方々が自分に出来ることは何があるだろうと毎日考え、日々必死に
成長しながら一生懸命作業しております。他のＡ型事業所よりも作業内容は多少難しくハー
ドかもしれません。ですが、将来的に一般就労をし、そこで立派に働くために、皆前向きに
明るく、そして本気で頑張って作業に取り組んでおります。利用者一人一人にしっかりと向
き合い、しっかりと正しい道に導いていくことが当事業所の使命だと考えています。

・機械操作をしながら製品の品質を確認している所です。 ・完成した製品はこの様に
　箱詰めをし、出荷します。
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  9:30
  9:30～12:00
12:00～12:40
12:40～15:00
15:00

開所
朝礼・作業開始
昼食
作業・清掃
送迎、帰宅

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

トライピース
カインドピース株式会社

農園作業等を行っています。 西大寺駅から徒歩2分の好立地♪

フルーツ農園のご厚意で年1回イチゴ狩りのご褒美♪ 入口外は駐車場で安全。広い明るい作業場♪

〒704-8112  
岡山市東区西大寺上2丁目9－29 

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：平均34名
：20名
：管理者1名／生活支援員1名／職業指導員5名
：2013年3月

◎施設内・自動車の配線組立て、防水テープ巻きつけ
・自動車部品の組み立て
・コミッククリーニング
・古書のクリーニング
・のぼりテープ貼り
◎施設外就労・農園作業全般・排水溝ネット作業

086-206-6868 

086-206-6997 

◎BGMが流れる作業場で施設内作業を行います。
◎施設外は一般企業の一角のブースで社員さんと同様の作業を行います。
◎仕事(作業)を通して、利用者の方が社会参加することを支援しています。
◎職業訓練を通して、個人の特性に応じたスキルアップに繋げるよう支援しています。
◎個人面談を通して、個人の心身不調等にも支援しています。
◎相談支援員と連携して安定した就労に繋がるよう支援しています。
◎10代～60代まで幅広い年齢層の方が就労中。
◎個々の将来の目標に向けて一般マナーが身に付くよう支援・サポートしています。　　
◎個々の障害特性を把握し、無理なく作業・就労が継続するよう支援・サポートしています。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

サニーライフ
一般社団法人サニーライフ

〒710-0206
岡山市南区箕島1021-8

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：25名
：20名
：常勤5名／非常勤1名
：2016年1月

自動車部品の組立
工業製品の検品・梱包
野菜の栽培・梱包・出荷

086-250-4417

サニーライフでは働きたい！という障害をおもちの方をサポートしています。
室内作業では企業より請負った組立・検品作業を行い、一般就労につながるよう、知識・
能力向上への支援を行っています。室外作業では作業に関わりながら、梱包・販売などの
関連の実習体験を通じて、地域での社会活動へも参加し、楽しみながら仕事に打ちこめる
よう支援を行っています。
その他、農地等の管理や空地・お庭などの草刈りも承っておりますので、ご相談下さい。

◇月の出勤日数は22～23日。
◇月～金　9：20～14：30。
◇休憩時間1時間10分
◇祝日の日数で土曜日出勤も有り。
◇日・祝・お盆・年末年始はお休み。

086-250-4417
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一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

サニーライフ妹尾
一般社団法人サニーライフ

〒701-0205 
岡山市南区妹尾2525-2

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：15名
：20名
：常勤4名／非常勤1名
：2017年8月

自動車部品の組立
工業製品の検品・梱包
野菜の栽培・梱包・出荷

086-363-1232

086-363-1232

サニーライフでは働きたい！という障害をおもちの方をサポートしています。
室内作業では企業より請負った組立・検品作業を行い、一般就労につながるよう、知識・
能力向上への支援を行っています。室外作業では作業に関わりながら、梱包・販売などの
関連の実習体験を通じて、地域での社会活動へも参加し、楽しみながら仕事に打ちこめる
よう支援を行っています。
その他、農地等の管理や空地・お庭などの草刈りも承っておりますので、ご相談下さい。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

アグリ . エカロー・虹
特定非営利活動法人アグリ . エカロー

〒710-0826  
倉敷市老松町4-14-16 

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：44名
：40名
：常勤5名／非常勤6名
：2011年12月

  8:55～09:00
  9:00～10:55
10:55～11:00
11:00～13:00
13:00～14:00
14:00～16:00
16:00～

ラジオ体操・朝礼
作業
小休止
作業
昼休憩
作業
解散

一般家庭や企業等敷地内清掃、草取り
ポスティング（配布、折り込み）
パソコン業務（フリーマガジン発刊に係る作
業、入力作業等）
施設外就労（2ヵ所）
内職作業（自動車部品等）

086-441-0130

086-441-0130

アグリ．エカローは、県内に3事業所あり、倉敷事業所の他には岡山市東区西大寺と総社市
総社にあります。
主な作業内容は3事業所とも同じですが、倉敷事業所ではパソコン部門があり、フリーマガ
ジン『mug』の制作に付随した画像処理やパーツ作成、チラシ・名刺などのDTPオペレー
ティング業務やライティングをしています。
3事業所共に、障がいがある方への作業訓練として作業単価の良い内職作業を募集しています。
西大寺事業所では、施設外就労先を探しています。
事業所見学やご質問等がありましたら、随時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

  9:30
  9:30～12:00
12:00～12:40
12:40～15:00
15:00

開所
朝礼・作業開始
昼食
作業・清掃
送迎、帰宅
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  9:30～
  9:45～11:00
11:00～12:15
12:15～13:15
13:15～16:00

作業開始
休憩
作業
休憩
作業

作業内容・訓練内容
自動車部品の組立・検品・箱詰め
（パッキン貼、ビス止め）
ハーネス作業

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

しんくら
特定非営利活動法人のぞみ

〒710-0253
倉敷市新倉敷駅前3-73-1

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：28名
：20名
：常勤6名／非常勤4名
：2013年9月

  9:30～
  9:50
10:00～
12:00～
13:00～
15:00～

出勤
朝礼・作業準備
作業
お昼休み（昼食）
作業
終礼・掃除・退社

〈施設内〉
自動車のホース部品・軽作業・フルーツキャップ。
〈施設外就労〉
自動車のホースのライン作業・コンセントボッ
クスの塗装準備、洗浄、出荷の準備
国民宿舎の清掃

086-486-2181

086-486-2182

しんくらでは、車のホース部品・軽作業・フルーツキャップを所内でおこなっています。
施設外就労では車のホースのライン作業・コンセントボックスの塗装準備、洗浄、出荷の
準備・国民宿舎の清掃をおこなっています。
知的、精神、身体等に障害を持った18才～60代の方が、楽しい雰囲気の中で自分に合っ
た作業をしています。
指導員は、利用者さんと同じ視点にたって楽しく自由な雰囲気の中で仕事してもらうよう
に心がけています。
焦らずご自分のペースで、スキルアップしていただきたいと思います。
人に対して、思いやりが持て、笑いの絶えない事業所を目指しています。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

ひだまり
株式会社まこと

〒711-0937
倉敷市児島稗田町1819-2

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：26名
：20名
：常勤6名
：2014年5月

086-489-0360

086-489-0359

ひだまりでは、「一日、一回でも多く笑う。」を目標に掲げています。笑顔がなくて、仕事や
仲間が出来るだろうか？自分自身のこころを育てることが成長につながると考えています。

障害者が「社会に出て働きたい。」「自立したい。」というひとりひとりの夢を実現し、一般
就労に必要な力をつけるための訓練や支援を行っています。倉敷市内の企業より仕事をいた
だき、自動車部品の組み立て・検品・箱詰め作業をしています。一企業として「安全第一」
「創意工夫」「品質重視」「納期の順守」を目標に社員一同誠心誠意を持って日々努力してい
ます。

（作業時間は一人一人の状態に応じて決定しています。）
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一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

アグリ . エカロー・星
特定非営利活動法人アグリ . エカロー

719-1126  
総社市総社2丁目17-22

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：20名
：20名
：常勤2名／非常勤6名
：2012年9月

  9:00～  9:05
  9:05～13:00
13:00～14:00
14:00～16:00
15:50～16:00
16:00～

朝礼
作業
昼休憩
作業
掃除
解散

一般家庭や企業等敷地内清掃、草取り
ポスティング（配布、折り込み）
施設外就労（２か所）
内職作業（自動車部品・箱などの組立て・封入）

0866-95-2170

0866-95-2170

アグリ．エカローは、県内に3事業所あり、総社事業所の他には岡山市東区西大寺と倉敷市
老松町にあります。

星事業所では、20代～60代の幅広い年齢層で、身体障害、知的障害、精神障害の方が事業所
を利用し訓練作業を行っています。
3事業所共に主な仕事内容は同じですが、随時、作業単価の良い内職作業や施設外就労先を
探しています。

営業時間：8：30～17：30
事業所見学やご質問等がありましたら、随時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

のぞみ
特定非営利活動法人のぞみ

〒719-1125
総社市井手1004-2

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：20名
：20名
：常勤7名／非常勤1名
：2011年12月

  9:30～
  9:50
10:00～
12:00～
13:00～
14:50～
15:00

出　勤
朝礼・作業準備
作　業
お昼休み（昼食）
作　業
終礼・掃除
退　社

〈施設内〉
自動車部品ハーネス・エアガイド、
100円ショップ製品の袋詰め
〈施設外就労〉
自動車部品の加工作業、オーディオ部品梱包作
業、市役所環境課の雑がみ受付・搬出業務

0866-31-7158

0866-31-7159

のぞみでは、室内軽作業で自動車部品ハーネス・エアガイド、100円ショップ製品の袋詰め
に取り組んでいます。施設外就労では、企業での自動車部品の加工作業、オーディオ部品梱
包作業、市役所環境課の雑がみ受付・搬出業務に出ています。利用者は知的・精神・身体の
手帳をお持ちの方々で定員は20名です。年齢層は20代～50代で、平均年齢は31才です。
休日は日曜日と他1日のローテーションです。（月に8日程度）勤務時間は、4時間勤務から
5.5時間勤務。就労支援として面接会同行、企業訪問、実習の計画や相談を支援期間やハ
ローワーク等と連携を取りながらサポートしています。（今年度は3名が一般就労されてい
ます。）
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一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

やまなみ
特定非営利活動法人のぞみ

〒716-0043
高梁市原田北町1214-14

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：22名
：20名
：常勤10名／非常勤3名
：2011年2月

  9:55～
10:00～12:00
12:00～13:00
13:00～14:45
14:45～15:00

朝礼・作業場準備
午前の作業
昼食休憩
午後の作業
作業場片付け

  9:00
10:30～10:40
10:40～12:10
12:10～12:55
12:55～14:25
14:25～14:35
14:35～16:05

朝礼後作業
休憩
作業
昼休憩
作業
休憩
作業、終礼

〈施設内〉
豆腐・油揚げ製造販売・清掃作業
豆富料理専門店　「恋美豆富　雲白」　運営
〈施設外就労〉
マンション清掃

作業内容・訓練内容
遊技機の解体、材質別分別
出荷時の袋詰め作業等

0866-22-2257

0866-22-0147

やまなみは、利用者の職業訓練の作業所として平成25年4月に高梁市にて３代続いた
「須山とうふ店」を引き継ぎました。豆腐やあげの製造補助や施設外就労としてマン
ション清掃などを行っています。
また、平成29年6月同じく高梁市内に豆腐料理専門店として「恋美豆富　雲白」をオー
プンしました。岡山県産大豆使用の濃度の濃い大豆本来の旨味を追求した「恋美豆富」
を使用した料理を提供しています。

一日のスケジュール

その他詳細

お問い合わせ先

瀬戸内工房
一般社団法人ひまわり

〒701-4226
瀬戸内市邑久町山田庄233-1

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：15名
：20名
：常勤5名／非常勤1名
：2016年2月

0869-24-8177

0869-24-8505

朝9時より、原則週5日間勤務。主な作業は、遊技機の解体及び分別。その他に、金属類の
解体、ジャンボにんにくの栽培等の受託業務有り（希望者の適正を見極めたうえで）。
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一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

就労継続支援A型事業所  ファースト
株式会社ファーストメディカル

〒719-3117 
真庭市福田279-1

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：15名
：20名
：常勤6名
：2017年5月

  8:45～09:00
  9:00～11:45
11:45～12:45
12:45～14:30

ラジオ体操
各作業（10：30から15分休憩）
昼休憩（60分）
各作業（13：30から15分休憩）

  9:00～12:00
12:00～13:00
13:00～16:00

就業（10:15～10:30  休憩）
休憩
就業（15：00～15:15  休憩）

〈施設内〉
封入・箱折・手帳カバー掛け・ラベル張り　
電子部品の組立・ウレタン加工・オイル充填
ハーバリウム、ドライフラワーの作成と販売　
犬用その他アクセサリーの作成と販売
〈施設外就労〉
製品（部品）の計量、箱詰め
草刈り：豆類等の農作物の栽培と販売

0867-45-1700

0867-45-1708

所在地は真庭市のほぼ中心で交通の便がよく、隣に医療機関もあり立地条件の良い場所にあります。
当事業所では、利用者の方々が自立した社会生活を営むことができるように、就労の機会を提供し、
一般就労への移行に向けて、必要な知識や能力向上のための訓練をおこなっています。また利用者
の体調等を考慮しながら、その時にあった作業を提供しています。
職員は支援を通して、みんなで協力しあえる、明るくて働きやすい事業所作りを目指しています。

利用者が作業でき、特色のあるもの、そして収益の上がるものはないかと色々考え、試行錯誤し、この
秋にパラコードを使用した犬用の首輪とリードを商品（プライベート商品）化する事が出来ました。
商品名「プレッテリア」として市内と岡山市内のショップで販売している他、北海道、北陸、関東でも
販売を始めました。

一日のスケジュール

作業内容・訓練内容

その他詳細

お問い合わせ先

岡山ハーモニー
株式会社岡山ハーモニー

〒709-2343
加賀郡吉備中央町竹部1973

利 用 者
定 員
職 員 数
開 所

：42名
：40名
：常勤9名／非常勤2名
：2013年4月

●農機具・建設機械部品加工
●精密部品機械加工
●精密部品検査・梱包
●直管形LED組立

0866-56-7890

0866-56-7070

株式会社岡山ハーモニーが平成25年に開設した就労継続支援Ａ型事業所「岡山ハーモニー」
です。

岡山ハーモニーは放電加工技術をもとに、金型部品、建設機械部品の製造から電子部品の
アッセンブリまで、様々な分野から受注を頂いております。また、多品種小ロットの部品検
査などお客様の人材不足やニーズに合わせてものづくりを行っています。
昨年4月にはISO9001/2015を取得し、継続的な改善活動により短納期、高品質な製品を
提供することでお客様に喜んで頂ける会社をめざしています。
※株式会社岡山ハーモニーはオーニック株式会社の100％子会社です。

＊屋外作業はその日の天候、気温を考慮し適宜休憩
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事業所名 運営主体 住所 電話番号 掲載ページ

ありがとうファーム ㈱ありがとうファーム 岡山市北区表町二丁目3番52号 086-953-4446 P2

ピース カインドピース㈱ 岡山市北区今3-3-16 086-250-3200 P2

メリーピース スリーバイテン㈱ 岡山市北区今3-1-45 086-250-5200 P3

グランブリエ東岡山 ㈱グランブリエ 岡山市中区長岡4-66 086-230-1880 P3

アグリ．エカロー (NPO)アグリ．エカロー 岡山市東区西大寺中野本町8-17 086-942-3662 P4

クリエイトおひさま (一社)あかり 岡山市東区金岡西町888番地の9 086-948-4123 P4

トライピース カインドピース㈱ 岡山市東区西大寺上2丁目9-29 086-206-6868 P5

サニーライフ (一社)サニーライフ 岡山市南区箕島1021番地8 086-250-4417 P5

サニーライフ　妹尾 (一社)サニーライフ 岡山市南区妹尾2525-2 086-363-1232 P6

アグリ．エカロー・虹 (NPO)アグリ．エカロー 倉敷市笹沖1244-1 086-441-0130 P6

しんくら (NPO)のぞみ 倉敷市新倉敷駅前3-73-1 086-486-2181 P7

ひだまり ㈱まこと 倉敷市児島稗田町1819番地2 086-489-0360 P7

アグリ．エカロー・星 (NPO)アグリ．エカロー 総社市総社2-17-22 0866-95-2171 P8

のぞみ (NPO)のぞみ 総社市井手1004-2 0866-31-7158 P8

やまなみ (NPO)のぞみ 高梁市原田北町1214-14 0866-22-2257 P9

瀬戸内工房 (一社)ひまわり 瀬戸内市邑久町山田庄233番地1 0869-24-8177 P9

就労継続支援Ａ型事業所　ファースト ㈱ファースト メディカル 真庭市福田279-1 0867-45-1700 P10

岡山ハーモニー ㈱岡山ハーモニー 加賀郡吉備中央町竹部1973 0866-56-7890 P10

● A型事業所一覧

● お問い合わせ

公益財団法人岡山県産業振興財団
経営支援部　創業・販路開拓支援課
〒701-1221　岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL 086-286-9677　　FAX 086-286-9691
E-mail shinfo@optic.or.jp


