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������������������������

ችᅕŴ៲˳Ŵჷႎ

ʙಅіዒዓૅੲݼ

ƳƠ 㼗㼍㼚㼞㼕㻬㼍㼟㼗㻙㼏㼞㼑㼍㼠㼑㻚㼏㼛㻚㼖㼜
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˺ಅϋܾ
ƋǜƣƷౕʙಅᲢ#ᲣӏƼ�ӖᚠέਦئܭᲢᚨݼٳіέᲣ
ȷӖᚠέưƷ᠉˺ಅŴųӏƼųݱཋᙌ˺Ŵȑǽǳȳ᧙ᡲಅѦሁ

૰ ƳƠ
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உ᳸ଐų�����᳸���������Ტϋᡵ�ଐѮѦᲣ

ɟᑍᅈׇඥʴųƋǜƣƷౕ

ӖዅᎍᚰǛƓਤƪƷ૾ᲢᨦܹᆔКǛբǘƳƍᲣ ��Ӹ

ᚨƷཎᑥ

Ƃኺփྸࣞƃ
ᨦƕƍᎍૅੲʙಅǛᡫơƯŴᐯᇌȷሁȷ̮Ʒʴ᧓ݭƷҾЩƷǋƱŴƢǂƯ
ƷʴƕᐯᇌƠᇰๆǕǔᝅƔƳဃƕᡛǕǔǑƏσƴࠎ൭ƠŴˌƬƯע؏Ǎᅈ˟
ǁᝡྂƢǔŵ
Ƃ̮வƃ
���ᇰƴѐǊŴƢǂƯǛಏƠǉƜƱ
���ˁʙǛग़ƠŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛٻЏƴƢǔƜƱ
���ᛦԧƷƱǕƨˁʙƷ්ǕǛ˺ǓɥƛǔƜƱ
���ѐщǛࣔǕƳƍƜƱ

������������ ������������

ೞᏡʙಅ�ƋǜƣƷౕٶ

Ƅ��������ųݢ؉ܤࠊޛထ���ဪע�ųųų

ʙಅіዒዓૅੲݼ
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ϙჇ

˙ʖᤧᢊų᭗ාȷ್ඕҾዴųపஜᬜɦųࢻഩ��Ў

૰

ƍƿƖʙಅ

ᚨƷཎᑥ

ƍƿƖʙಅƷཎ
ųȷʙಅưƷ˺ಅǍᚨݼٳіέሁƷྵئưƷܱ፼ȷጀǛᡫơƯŴݼіƷ
ųųƨǊƷ২ᘐƷ፼ࢽǍǳȟȥȋǱȸǷȧȳᏡщƷӼɥǛႸਦƢŵ
ųȷ˺ಅƴݣƢǔᝧ˓ज़ǛɟʴƻƱǓƕǋƪŴ˳щƷӼɥǍǇơǊƳ˺ಅۋѬ
ųųǛ៲ƴƭƚǔŵ

˺ಅϋܾ

ʙಅіዒዓૅੲݼ

������������ ������������

ჷႎȷ៲˳ȷችᅕ

ఇ˟ᅈƍƿƖ

��Ӹ

ƍƿƖʙಅƷ˺ಅϋܾ
ųȷᚨϋưƸۀᚠԼƷ౨ԼŴǯȪȸȋȳǰŴѼૢྸሁƷ˺ಅ
ųȷᚨٳưƸŴǷȸȄŴǿǪȫŴǬǦȳሁȪȍȳ˺ಅ

Ƅ��������ųࠊޛ൦ථထ�����

உ᳸םų����᳸�����



˰ų

 (CZ

ଐ

ᢃųփ

ૅੲݣᝋ ųՃܭ

Мဇ૰ ᡛųᡇ

᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ

ᐯɼᡫѮƕᩊƠƍئӳŴᡛᡇႻᛩӧ

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼍㼕㼠㼛㼒㼡㼗㼡㼟㼔㼕㼗㼍㼕㻚㼖㼜㻛㼟㼟㼔㼛
㼓㼍㼕㻛㼕㼥㼍㼟㼔㼕㼚㼛㼙㼛㼞㼕㻛

㼕㼥㼍㼟㼔㼕㻬㼗㼍㼚㼍㼟㼍㼚㼐㼛㼡㻚㼛㼞㻚㼖㼜

˙ʖᤧȐǹųʞଢዴᲢޛဋኺဌᲣųޛșȆȫ၏ᨈЭųɦƢƙ

ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ

ᚨƷཎᑥ

ų�ؕஜ૾ᤆ�
МဇƞǕǔ૾ŷƕŴע؏ƷɟՃƱƠƯŴ
ᅈ˟ƱƷ᧙ǘǓǛขǊŴᐯᇌƠƨဃƕᡛǕǔǑƏŴ
ɟᑍݼіǁƷᆆᘍǛႸਦƠƨǵȸȓǹӏƼݼіƷೞ˟Ǜ੩̓ƠǇƢŵ
ǇƨŴƘؾǛૢƑŴˁʙǁƷॖഒŴჷᜤŴᏡщƕ᭗ǊǒǕǔǑƏૅੲƠǇ
Ƣŵ

ŨȞȃǵȸǸಅѦǛᘍƬƯƍǔʙಅưƢŵɟᑍƷၲᨈǍᚧբʙಅŴǋƠƘ
ƸಅƳƲưƘʙƕᩊƠƔƬƨ૾ŴɥƘƍƔƳƔƬƨ૾ŴɟᑍǁƷϐȁȣȬ
ȳǸǛႸਦƢ૾ǛݣᝋƱƠŴၲᨈȷᚧբέưƷȞȃǵȸǸಅѦǍӖ˄ಅѦሁǛ
ᘍƬƯ᪬ƖǇƢŵ

˺ಅϋܾ

������������

ཎܭƠƳƍᲢˬƠŴȞȃǵȸǸࠖƸܼӕࢽᎍƴᨂǔᲣ

ģƋǜǇȞȃǵȸǸਦࠖןȷᦇ໌ࠖĤ
ųŨ�ʙಅᲢၲᨈᲣϋưƷᘐಅѦŵ
ųŨ�ᎊʴᅦᅍᚨȷᨦܹᎍૅੲᚨƳƲưᚧբᘐŵ
ųŨ�Ӗ˄ŴșȃȉȡǤǭȳǰŴੈᨊƳƲƷᨈϋಅѦŵ

������������

ᅈ˟ᅦᅍඥʴų૯ᅦᅍ˟

��Ӹ

ʙಅіዒዓૅੲݼ

Ƅ��������ųࠊޛᅔ�ɠႸ������

உȷ້ȷ൦ȷȷםᲢ࠰ڼ࠰ƸᲣ
ѮѦ᧓Ĭ�����᳸�����ųĭ����᳸�����

ၷƠƷౕၲᨈ



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

事業所⇔　JR松山駅、伊予・松前

　身体・知的・精神・発達・その他（肢体不自由、内部）

〒791-8042 松山市南吉田町2798-31

就労継続支援A型事業所

　毎週月曜日～土曜日（シフトによる週休二日制）、８：00～17：00

　株式会社　エコメイト

20名

　無料

株式会社　エコメイト

施設の特色
　私たちエコメイトは、ご利用者の皆さまが自立を目指してがんばる姿を、

　温かい絆（きずな）で応援します。

作業内容

　〇施設内就労

　・繊維製品（タオル・おむつ・衣類等）のたたみ作業及びその他附帯作業

　〇施設外就労

　・繊維製品のたたみ作業

　・機械設備、荷台等の清掃作業

　・衣類のハンガー掛け作業

　◇就労時間

　　A勤　　８：００～１３：００（実働４時間）

　　B勤　１２：００～１７：００（実働４時間）

　　C勤　　８：００～１７：００（お好きな時間で実働４時間）

　　D勤　１０：００～１５：００（送迎車利用、実働４時間）

089-989-5050 089-989-3833

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

ecomate.link ecomate@group-eco.co.jp

写真

　伊予鉄バス松山空港線南吉田口（徒歩20分程）　・　自家用車：無料駐車場完備
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ȷǪȸȈȐǤȑȸȄƷǯȪȸȋȳǰ˺ಅ

ȷՠԼϙჇƷဒь˺ಅ

ȷՠԼƷѼ˺ಅᲢᚨݼٳіᲣ

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ

ϙჇǍע

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ
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ϙჇ

˙ʖᤧᢊų᭗ාȷ್ඕҾዴų҅ʁᬜɦųࢻഩ��ЎųǇƨƸųʁᬜɦųᡛᡇư�Ў

૰ᲢМဇᎍਃЎǋʙಅƕਃᲣ

ఇ˟ᅈ�Ɩಏࡋ

ᚨƷཎᑥ

Ⴤϋ�ˮƷ;CJQQ�ǪȸǯǷȧȳǹȈǢžؘٹſƷɟᢿಅѦƷᛪƚƍƱƠƯŴ
ǪȸȈȐǤሁƷᢿԼƷȪǵǤǯȫಅѦǛᘍƬƯƍǇƢŵžˁʙǛƢǔſƜƱǛ
ᙲᙻƠƯƓǓŴǑǓɟᑍƷ˟ᅈƴᡈƍጀƷưƖǔ#ʙಅưƋǔƜƱǛႸ
ƱƠƯƍǇƢŵ

˺ಅϋܾ

ʙಅіዒዓૅੲݼ

ƋǓᲢʙಅ�Ć�ʁᬜᲣ

ȷƦƷ˂Ŵ᠉˺ಅ
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ʙಅіዒዓૅੲݼ

˺ಅϋܾ

ȤȕȸǪȸǯǷȧȳƳƲȍȃȈưƷǪȸȈȐǤȑȸȄȷǢȑȬȫᩃᝣƷᝤ٥ŭ
ǪȸȈȐǤƷᚐ˳˺ಅ
ŭǪȸȈȐǤȑȸȄƷᄶƖȷඹȷ౨Լ˺ಅ
ŭǪȸȈȐǤᢿԼƷજࢨȷȑǽǳȳλщ
ŭǪȸȈȐǤᢿԼƷѼȷЈᒵȷ᠉˺ಅ
ŭᚨݼٳіᲢငࡑƷˁЎƚᲣ
ŭٳᢿӖᚠ˺ಅ

Ƅ��������ųࠊޛஙދထ�ɠႸ���ǤȸǨȌȞȳǷȧȳ�(

ᨦܹᅦᅍǵȸȓǹӖዅᎍᚰƓਤƪƷ૾

ఇ˟ᅈ�ǯȩȃȁ

ŭ᭟ᐯဌŭᘺᐯဌŭםଐᅔଐ˞ǈŭᅈƴƘǕƹȐǤǯᢿԼȷȐǤǯƸᅈлưᝰ
ƑǔŭˁʙƸɟভԡȷ˞ǈƸᐯဌ᧓ǛಏƠƘᢅƝƢŭƦǜƳ૾ƨƪųᅶƨƪƱɟ
ደƴǯȩȃȁǛႮǓɥƛƯǈǇƤǜƔᲹ
ųƜƜǯȩȃȁஙދထࡃƸဏ�лƷǉƞƘǔƠƍᎰئưƢ
ᇰ�ưƢƕŴƜƜƴᨼǇǔ
ஓƕƋǓŴᐯЎƷʴဃƲƏഩǜưƍƘƔᎋƑƯଐᢅࠎƕƋǓŴٹіᎍɟʴɟʴƴݼ
ƝƠƯƍǇƢŵ�உƸƓᑶᙸᢒឱŴٰƸෙ൦ෘŴ��உƸƭƖƱƍƬƨǤșȳȈƕ
ƋǓǇƢŵƜƜƸˁʙƱဃƕɲᇌưƖǔឱࡇƕ᭗ƍᎰئưƢŵ
ųᅈᧈᐯ៲ƕ˟ᅈƴ᧙ǘǔʴႏƀܼଈƁƱƍƏൢਤƪǛǋƬƯᢦᡶƠƯƍǇƢŵᅈ
ƔǒᎰಅጀఄᘍƬƨʴŴݼіᆆᘍૅੲʙಅǁᘍƬƨʴŴɟᑍƴݼᎰƢǔƷƩƱƍ
ƏൢਤƪưƜƜǛƼЈƠŴݼᎰƠƨʴǋƍǇƢŵƦǜƳࣱ̾ƧǖƍưƢƕܯƠƘ
ƓƍƠǇƢŵ

㼕㼚㼒㼛䠜㼕㼚㼠㼔㼑㼏㼘㼡㼠㼏㼔㻚䡆䡌

˙ʖᤧஜထዴׄɠႸɦࢻഩ�Ўų

ƳƠ

ᚨƷཎᑥ
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˺ಅϋܾ

ȤȕȸǪȸǯǷȧȳƳƲȍȃȈưƷǪȸȈȐǤȑȸȄȷǢȑȬȫᩃᝣƷᝤ٥
ŭǪȸȈȐǤȑȸȄƷᄶƖȷඹȷ౨Լ˺ಅ
ŭǪȸȈȐǤᢿԼƷજࢨȷȑǽǳȳλщ
ŭǪȸȈȐǤᢿԼƷѼȷЈᒵȷ᠉˺ಅ
ŭᚨݼٳіᲢငࡑƷˁЎƚᲣ
ŭٳᢿӖᚠ˺ಅ

ఇ˟ᅈųǯȩȃȁ
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㼕㼚㼒㼛䠜㼕㼚㼠㼔㼑㼏㼘㼡㼠㼏㼔㻚䡆䡌

᳄ޛᬜɦࢻഩ�Ўȷ˙ʖᤧٻထᬜɦࢻഩ�Ў

ƳƠᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ

ǯȩȃȁܷဋࡃ

ᚨƷཎᑥ

ƜƜǯȩȃȁܷဋࡃƸࣱڡƕ�лҩǊǔᎰئưŴဏࣱƕᜐᢐƠƯ˺ಅƠƯƍǇƢ

ᇰ�ŵ
ஙދထࡃƱƸᢌƍŴᐯЎƷǹǿȳǹȷࣱ̾ǛဃƔƠƯƦǕƧǕƕưƖǔЎƷˁ
ʙƴӕǓኵǜưƍǇƢŵ
ႏ˺ಅƴ༏ɶƢǔƋǇǓŴ˞কǋࣔǕƯƍǔ૾ǋƓǒǕǇƢŵƦǕƩƚᨼɶƱ᩺
ƔƳؾƕʙಅƷᑣƞƔǋƠǕǇƤǜŵƳƓŴ࠰��ƴưƖƯૼƠƘŴ
ᢿދЎƚǋƠƬƔǓƞǕƯƍǔƷưŴȐǤǯƔǒЈǔǪǤȫሁƷѻƍƕᒊƳ૾
ǋКܴưŴȑǽǳȳλщȷજࢨȷѼᘺሁƷಅѦƴλǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨŴڡ
ࣱƷ૾ǋǪǤȫሁ̅ƍᄶƖƷ˺ಅǛƖƬƪǓƜƳƞǕƯƍǔ૾ǋƓǒǕǇƢŵ
ʙಅƷஇٻƷǦȪƸᎰಅਦݰՃƱƠƯئૠǛ៊ǜƩ૾ƕŴɟʴɟʴƴݣƠƯᢘ
ЏƳǢȉȐǤǹȷяᚕȷਦݰሁǛƢǔƱƜǖưƢŵʴဃႻᛩԃǊƯʻࢸᐯЎƕƲ
ƏƠƯƍƖƨƍƔŴݼіƠƳƕǒᎋƑƨƍႏಮƷƓឭƠǛƓࢳƪƠƯƍǇƢŵ༏
ƖʴƕࢳƬƯƍǇƢŵ
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

〒791-0212　東温市田窪21281　　　

月～金曜日　9:00～15:00

株式会社　クリバヤシ・ファーム

20名

クリバヤシ・ファーム就労継続支援Ａ型事業所

〇　東温市でトマト植物工場を運営する栗林農園株式会社の関連会社です。

〇　土足禁止の清潔な温室で行う農作業が主な作業です。

〇　毎日トマトのお世話をし、恵みをいただくお仕事です。

〇　休日は、毎週土・日、12/31、1/1、8/13～16です

　（祝日は休日となりません）。

作業内容

〇　栗林農園株式会社のミニトマト植物工場で以下の作業を行います。

　◆　トマトの収穫・出荷(月・水・金)

　◆　葉かき、芽かきなどトマトの生育管理(火・木)

089-916-5353

なし(但し、牛渕駅からはあり)

知的障害者・聴覚障害者・難病等

無料

089-916-5353

施設の特色

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://www.kuribayashifarm.jp/farm master@kuribayashifarm.jp

写真

伊予鉄道　高浜・横河原線　牛渕駅下車　徒歩15分
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

なし

知的、精神、発達、高次脳機能、難病等【身体も相談可】

〒790-0038　松山市和泉北３丁目8-12  アベニューSAいずみ一階

月～金　10：00～17：00（内就労時間：基本４ｈ/相談に応じます）　年末年始・GW・お盆除く

合同会社　zi-crow（ジークロウ）
15名

障害者総合支援法による

zi-lab. （ジーラボ）

施設の特色

◎ 当施設はみんなで協力し、相談しながら、楽しく働ける職場です！

◎ お一人おひとりに合わせた働き方を考え、その方にあったペースで作業ができるよう

に支援いたします。

◎ 一般就労に向けて必要なスキルや経験を身につけられるよう、自社工場での施設外就

労にも、積極的に取り組んでおります。

◎ 自力通所（車通勤希望の方は要相談）。

作業内容

○ バイクの解体作業（自社工場での施設外就労）

○ パソコン業務

（ネットオークションでの出品、バイク部品・パーツの在庫管理等）

○ バイクの車体磨き作業　　　　　　○ 施設外就労（他の関連会社での清掃業務）

○ バイク部品・パーツの検品作業　　○ バイクの部品・パーツ磨き作業

○ バイク部品・パーツの撮影業務　　○ バイク部品・パーツの梱包業務

○ 伝票作成業務　　　　　　　　　　○ 事務作業（チラシ折り、タオルたたみ等）

○ 外部受託作業

089-993-6476 089-993-6476

就労継続支援Ａ型事業所

（施設や作業の様子など）

写真や地図

（施設や作業の様子など）

http://zi-lab2022.com zi.lab2022@gmail.com

写真

伊予鉄バス　吉木橋／和泉／泉永寺バス停より徒歩５分
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᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ

உ᳸ų�����᳸�����ųᲢםȷଐȷᅔଐŴƓႧŴ࠰ڼ࠰ƸᲣ

˙ʖᤧȐǹ��ౕ૾᩿ᘍųҤʟᧉ�ɦųࢻഩ�Ў

ఇ˟ᅈųȯȸǯȡǤȈ

ݼіዒዓૅੲʙಅ

ᨦܹᆔКǛբǘƳƍ ��Ӹ

Ƅ��������ųއםࠊޛထ�����ųųų

������������ ������������

ᚨƷཎᑥ

˺ಅϋܾ

ȷ࠰���உƴƠƨૼƠƍʙಅưƢŵ
ȷᎰಅɥƷጀƸǋƪǖǜƷƜƱŴဃ᩿ƴƓƍƯǋӧᏡƳᨂǓƷૅੲǛᘍƍǇ
Ƣŵ
ȷƞǇƟǇƳ˺ಅǛ˳᬴ưƖǇƢŵ
ȷɟᑍݼіƴӼƚƯƷૅੲǛᘍƍǇƢŵ
ȷᙲƴࣖơƯŴҔၲೞ᧙ŴݼಅȷဃૅੲǻȳǿȸŴႻᛩૅੲʙಅ
���ƳƲƱᡲઃƠƯૅੲƠǇƢŵ

ȷಅѦဇඹдƷᙌᡯ
ȷ൦ไሁƷඹдƷᙌᡯ
ᙌᡯŴረᛄǊŴǷȸȫᝳǓƳƲ�
ȷǼȪȸ૰ƷᙌᡯᲢᙌᡯŴǷȸȫᝳǓƳƲᲣ
ȷǊƔƿƷɦϼྸ
ȷဃᩃᝣԼƷኵǈᇌƯųሁ

૰ᲢᬟئǛ̅ဇƢǔئӳƸ���όᲣ ƳƠᲢᡫѮૅዅųɥᨂ����όᲣ

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼣㼛㼞㼗㼙㼍㼠㼑㻚㼖㼜 㼟㼍㼗㼍㼕㻬㼣㼛㼞㼗㼙㼍㼠㼑㻚㼖㼛
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Ტஜ˳ʙಅᲣ

ᲢᚨݼٳіᲣ

ŨᠾಅᲢཎƴௐሁᲣ

Мဇ૰ ᡛųᡇ

᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ

ȷʙಅưƸŴ˺ಅƷ᧓ˌٳƴφ˳ႎƳݼіƴݣƠƯŴȑǽǳȳƷλщ২ᘐǛ

ų̾Кư៲ƴƭƚƯǋǒƏӕǓኵǈǋᘍƬƯƍǔŵ

ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ

ƳƠ 㼚㼜㼛㼎㼑㼞㼡㼗㼡㼞㼕㼚㻬㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜

˙ʖᤧᢊų᭗ාȷ್ඕҾዴų್ඕҾᬜ�ɦų߷ϋ૾Ӽǁࢻഩ��Ў

ƋǓᲢࣖႻᛩᲣ

ᚨƷཎᑥ

˺ಅϋܾ
Ũ�ǯȪȸȋȳǰ˺ಅ

������������ ������������

ჷႎȷችᅕ�

ŨȖȫȸșȪȸఎؔŴӓᆫŴЈᒵሁ

ȷஜ˳ʙಅƷƻƱƭƱƠƯŴ҅வưȖȫȸșȪȸఎؔǛᘍƬƯƓǓŴӓᆫˌٳ

ųƴǋŴᚨݼٳіưǈƔǜᠾܼሁƷӓᆫǛƓˡƍƢǔሁע؏Ʒငಅƴǋᝡྂ

ųƠƯƍƚǔǑƏƴӕǓኵǜưƍǔŵ

ؕஜႎƴƸஉ᳸ų����᳸���ӳƋǓᲣئ୴ଐƴƷםƸᲢڼ࠰࠰ȷଐȷƓႧȷם�����

ඥʴųșȫǯȪȳ

��Ӹ

ȏȸȈȕȫݼіዒዓૅੲʙಅ

Ƅ��������ųிภࠊҤ૾������ųųų
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Мဇ૰ ᡛųᡇ

᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ ˙ʖᤧࠊϋᩓųஜထρɠႸ�ӍƸ�ஙދထ�ɦųࢻഩ�Ў

૰

ƿƏƠƢƯǉ

ᚨƷཎᑥ

ɼƴȑǽǳȳǛ̅ƬƨˁʙǛܡנưᘍƏƨǊƷݼіૅੲǛᘍƬƯƍǇƢŵ
៲˳ᨦƕƍŴችᅕᨦƕƍŴႆᢋᨦƕƍƳƲŴƞǇƟǇƳᨦƕƍƷƋǔʴƕ
ƍƯƍǇƢŵ
�
ƦǕƧǕƕॖࢽƳЎǛਃƠŴᒊƳƱƜǖǛᙀƍӳƍяƚӳƍƳƕǒŴ
ǑǓᑣƍௐǛЈƤǔኵጢǛႸਦƠƯƍǇƢŵ
ȑǽǳȳǛ̅ƬƨˁʙƴǋƍǖƍǖƋǓǇƢƕŴቇҥƳ૨܌λщƷƓˁʙƔǒŴ
᭗ࡇƳჷᜤǍ২ᘐǛᙲƱƢǔƓˁʙǇưŴࠢ࠼ƘǍƬƯƍǇƢŵ

˺ಅϋܾ

உ᳸ᲢםȷଐȷᅔଐӏƼƓႧȷ࠰ȷڼ࠰ƸᲣų����᳸�����

ཎ᩼ܭփМѣඥʴųƿƏƠƢƯǉ

��Ӹ

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼎㼡㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼖㼜㻛 㼕㼚㼒㼛㻬㼎㼡㼟㼥㼟㼠㼑㼙㻚㼖㼜

ʙಅіዒዓૅੲݼ

ƳƠ

������������ ������������

ᨦܹƷƋǔ૾

ȷțȸȠȚȸǸƷ˺ȷૼ
ȷȓȇǪજࢨ
ȷѣဒዻᨼ
ȷȑǽǳȳᜒ፼˟Ʒᜒࠖ
ȷȗȭǰȩȠ˺
ȷȁȩǷȷȝǹǿȸȷȑȳȕȬȃȈƳƲҮТཋƷȇǶǤȳ
ȷȇǸǿȫȈȬȸǹ
ȷȭǴȞȸǯ˺
ȷᑔᑑ᧙ᡲǷǹȆȠႆŴ૰˺
ȷȑǽǳȳኵǈᇌƯȷ̲ྸȷȑȸȄʩ੭
ȷƦƷ˂ȑǽǳȳƴ᧙Ƣǔ˺ಅ

Ƅ����������ࠊޛஙދထ�ɠႸ����
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᳃ᲽᲢऴإᡫ̮২ᘐᲣǛ̅ƬƯƷˁʙƕɼưƢ

ȷǽȕȈǦǧǢŴǷǹȆȠƷႆ

ȷțȸȠȚȸǸƷС˺

ȷȍȃȈǷȧȃȗᢃփ

ȷȭǴŴȇǶǤȳŴӸХሁƷС˺

ȷऴإȝȸǿȫǵǤȈƀǇƍǀǕޛƁƷ˖ဒȷᢃփ

ȷܡנưƷݼіǋӧᏡưƢᲢவˑஊǓᲣ

ȷƦƷ˂ᚨݼٳіሁƷ˳᬴ஊǓ

Мဇ૰ ᡛųᡇ

᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ

ƳƠ

������������

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ

ϙჇǍע

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼚㼜㼛㻙㼒㼖㼟㻚㼛㼞㼓㻛㻌 㼕㼚㼒㼛㻬㼚㼜㼛㻙㼒㼖㼟㻚㼛㼞㼓

˙ʖᤧȐǹųޛᆰลዴ�ǇƨƸ�ிᙱዴųᙱɟɢųɦࢻ��ഩᲫЎ
˙ʖᤧࠊϋᩓ��ޛហҗ܌၏ᨈЭųɦࢻ��ഩᲬЎ

ƳƠᲢܱᝲЎǛᨊƘᲣ

ᚨƷཎᑥ

ȷɟᑍ˖ಅƴѮǊǔƜƱƕᩊƳᨦƕƍᎍƷ૾ƴݣƠƯŴ
ųݼіӏƼɟᑍݼіƷೞ˟Ǜ੩̓ƢǔƱσƴŴ
ųˁʙǛᡫƠƯჷᜤƱᏡщƷӼɥƴᙲƳጀǛƠƯƍǇƢ
ȷݼіᏡщƴǑƬƯƸᨽဇڎኖǛኽƹƳƍئӳǋƋǓǇƢ
ȷƍƢࣖݣȈǤȬஊǓ
ȷٶೞᏡʙಅƱƠƯŴ
ų્ᛢࢸሁȇǤǵȸȓǹʙಅǛ́ဇƠƯƍǇƢ
ȷႻᛩૅੲʙಅǋඥʴʙಅƱƠƯƋǓǇƢ

˺ಅϋܾ

������������

ཎܭƸƠƳƍᲢӖዅᎍᚰƕʩ˄ƞǕǔ૾Უ

Ƅ�����������ࠊޛᙱɟɢထ��ဪע�ųųų

ʙಅіዒዓૅੲݼ

உ᳸םų����᳸�����ųᲢଐ୴ଐȷ࠰ڼ࠰ȷƦƷ˂ਦܭƢǔଐǛᨊƘᲣ

ཎ᩼ܭփМѣඥʴȕǧȭȸǸȧȖǹȆȸǷȧȳ

��Ӹ

ʙಅೞᏡٶ

ȕǧȭȸ᳆᳜᳛ᳩ
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᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ ˙ʖᤧȐǹ���ဪዴųလݢ�ɦųࢻഩ�Ў

������������

ȷȇȸǿλщᲩᩓᛅᛦ௹
ȷțȸȠȚȸǸૼᲩૼ˺
ȷ9'$С˺

Ũȑǽǳȳƴ᧙ƠƯƸŴȯȸȉȷǨǯǻȫƷؕஜ˺ಅƕưƖǔ૾ǛࠎஓƠ
ǇƢŵ

Ũ൦ӝထƷᐯᝅƔƳئưƓƍƠƍᓔ˺ǓǛƠƯƍǇƢŵ

ᚨƷཎᑥ
ൟܼǛોᘺƠŴǢȃȈțȸȠƳᩎൢưŴࠎஓᎍƴƸ፦ԛƠƍ˺ǓƷ
ʙǛ੩̓ƠŴᡛᡇǋᘍƬƯƍǇƢŵ

˺ಅϋܾ

ƳƠ 㼒㼛㼞㼠㼡㼚㼑㼓㼛㼠㻟㻟㻟㻬㼓㼙㼍㼕㼘㻚㼏㼛㼙

������������

உ᳸ų�����᳸�����ųųםųɧܭѮѦƋǓųᲢଐȷᅛଐ˞ǈᲣ

ӳӷ˟ᅈųȕǩȸȁȥȳ

ཎܭƠƳƍ ��Ӹ

ƋǓᲢࠊޛᬜȷʁᬜᲣ

ʙಅіዒዓૅੲݼ ȕǩȸȁȥȳ

Ƅ��������ųࠊޛఙҾ������

ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

事業所が負担

施設の特色

作業内容

主たる対象者　知的障害

☆洗浄作業・・・食品加工に使われた容器・コンテナの洗浄

☆手洗い作業・・・食品加工に使われた調理器具・アルミバッドの手洗い洗浄

なし

☆清掃作業・・・衛生準備室の清掃（備品の補充など）

〒791-8006　松山市安城寺町571番地2

営業日：１年（365日）　営業時間：10:00～18:00　休日：利用者が交代で年間104日を取得

株式会社 フジ･ハートクリーン

089-925-2081

株式会社　フジ・ハートクリーン

20名

089-925-2081

なし ikue-kiriki@m.fujicompanies.co.jp

アクセス 伊予鉄バス　勝岡・運転免許センター線　三光前　下車　徒歩3分

就労継続支援Ａ型事業所

●社会人としてルールを守ります。

●常に一生懸命　お仕事に取り組みます。

<ミッション＞

①ノーマライゼーションの理念にしたがい共生社会づくりに取り組みます。

②人にやさしく、地域にやさしい企業づくりを目指します。

③職業的自立　と　社会参加の場を創出します。

<目標とする姿＞
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Ǣǯǻǹ ˙ʖᤧȐǹி᭗ЭɦᲪЎ

ᚨƷཎᑥ

μႎƴǋྦྷƠƍƓᑶǍƞǜƷݼіዒዓૅੲ#ưƢŵ
ǹȸȑȸƷƓᑶƷǳȸȊȸƴɳǂǔՠԼǛᙌ˺ƠŴᨑЗŴȡȳȆȊȳǹǛᘍƍǇ
ƢŵՠԼƸဃᑶŴᑶᒁŴȟȋᚇᓶౡཋŴȟȋȖȸǱŴƠƖƼŴಓƳƲŴಮŷƳՠ
ԼǛƕƚǇƢŵƓᑶƕڤƖƳ૾ƴƸƱƯǋಏƠƍᎰئưƢŵ
ጛࣕƴƸᑶދƷǹǿȃȕƕȐȃǯǢȃȗƴλǔƷưȎȫȞǍ˺ಅǛ࣯ƔƞǕǔ
ƜƱǋƋǓǇƤǜŵ
Ძ᨞ᢿЎƕᑶދƞǜưŴᨦܹᎍᚨƱƍƏჃெƸƋǓǇƤǜŵǱǢƱૅੲƕᙲ
Ƴ૾ƷݼіૅੲǻȳǿȸƱƍƏᢃփ૾ᤆưƢŵ

������������ ������������

ƋǓᲢ,4ޛᬜŴ˙ʖᤧࠊޛᬜᲣ

ཎܭƠƳƍ

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ

ϙჇǍע

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼔㼑㼍㼞㼠㼥㼟㼠㼑㼜㻚㼛㼞㼓㻛 㼕㼚㼒㼛㻬㼔㼑㼍㼞㼠㼥㼟㼠㼑㼜㻚㼛㼞㼓

ϙჇ

Ƅ���������ࠊޛധᑶထᲲဪᲫᲯӭ�ȪǺȟȃǯǬȸȇȳᲬ᨞ųų

ʙಅіዒዓૅੲݼ

உᾄᲢˬƠஉƴǑǓם୴ଐƸƱƳǔଐƋǓᲣ

ཎ᩼ܭփМѣඥʴųȏȸȆǣǹȆȃȗ

��Ӹ

ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ

іૅੲǻȳǿȸ�ȕȭȸȩݼ

˺ಅϋܾ

ǹǿȃȕƷᏡщƴࣖơƯ
˺ಅǛлǓਰǓǇƢŵ

ŪȑȃǯᑶƷᙌ˺
ŪȟȋȖȸǱƷС˺
ŪᑶᒁƷȡȳȆȊȳǹ
ŪƠƖƼŴǵǫǭƷளС˺
ŪǹȸȑȸưƷ൦੭Ƒ
Ū2%Ǜ̅ဇƠƨ212С˺
Ū2%Ǜ̅ဇƠƨȐȸǳȸȉ
���ႆᘍ
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᳂ Ჿ�OCKN

Ǣǯǻǹ ˙ʖᤧȐǹųᄆᢿዴᲢౕዴŴɻඬዴŴਖ࣓ዴᲣᢊ��ӭЭųɦųࢻഩ��Ў

ϙჇ ϙჇǍע

ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ ᲢᚨǍ˺ಅƷಮ܇ƳƲᲣ

˺ಅϋܾ

ᨦܹᎍዮӳૅੲඥƴǑǔ ᙲႻᛩ

ųƂȑǽǳȳಅѦƃ
ųųŨϙჇь
ųųŨȇȸǿλщ
ųųŨӸХ˺
ųųŨȝǹǿȸȷȁȩǷ˺
ųųŨ9GDС˺
ųųŨӲᆔȇǶǤȳ˺

ųųųųƂཋ්ಅѦƃ
ųųųųųŨཋ්̽ࡉǵȝȸȈಅѦ
ųųųųųŨՠԼ�MIசƷႆᡛˊᘍ
ųųųųųŨӲᆔᣁ̝ཋ

ƳƠ 㼟㼠㼚㼙㼖㼢㼙㻤㻟㻠㻢㻬㼙㼍㻚㼜㼕㼗㼍㼞㼍㻚㼚㼑㻚㼖㼜

உ᳸ų����᳸�����ųᲢםȷଐȷᅔȷ࠰ڼ࠰ƸƓ˞ǈưƢᲣ

ఇ˟ᅈųȗȩǤȠȯȸǯ

៲˳
ᙻᙾᨦܹŴᏃ˳ɧᐯဌǛƷƧƘ�ȷჷႎȷችᅕų˂ ��Ӹ

ᚨƷཎᑥ

ŨžƖƨƍſžᐯᇌƠƨƍſžǹȆȃȗǢȃȗǛႸਦƠƨƍſƦǜƳ࣬ƍǛ
ųਤƭ૾ŷƱಏƠƘǢȃȈțȸȠƳᩎൢǛɟደƴ˺ǓƳƕǒŴଐࠝဃǍ
ųᅈ˟ဃǛዮӳႎƴૅੲƠƯƍǇƢŵ

ŨžʻŴƠƯǈƨƍƜƱſǛɟደƴᎋƑƳƕǒƦǕƧǕƷॖࢽЎƴӳǘƤŴ
ų᠉˺ಅƔǒ᭗ࡇƳ˺ಅǇưŴɟʴƻƱǓྸƷƳƍርưࠢ࠼ƍ˺ಅƷ੩̓Ǜ
ųᘍƍƳƕǒŴૼƠƍჷᜤǍ২ᘐƷǹǭȫǢȃȗǛƸƔǓǇƢŵ

ఇ˟ᅈ�ȗȩǤȠȯȸǯ
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住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

（施設や作業の様子など）

http://try09.biz info@try09.biz

写真

伊予鉄市内電車　木屋町駅 下車　徒歩６分

伊予鉄バス　北条線　還熊八幡前 下車　徒歩５分

マルクワークス山越

施設の特色

●働き方について

通勤が困難な方のために自宅でお仕事をするテレワーク（在宅勤務）の働き方、

清掃業務や施設外就労のようにお客様の元に出向してお仕事をする働き方があります。

※在宅勤務と、いわゆる在宅ワークは違いますので、ご注意ください。

実際のお仕事を通じて働く力が身についた方で、一般企業へ転職を希望されれば転職の

支援・サポートを行っています。

作業内容

就労継続支援Ａ型事業所

●お仕事の内容について

①サイトの制作や更新、管理、画像編集、加工業務、SEOの記事作成等をテレワーク

（在宅勤務）で行います。

②施設・中心市街地・マンション等、幅広く“キレイを維持する”清掃サービスです。

お客様に喜んでいただけるように、各自がクリーンキーパーとしての意識や誇りを持

ち、業務を行っています。体を動かすことが得意なあなたにピッタリです。

③その他、企業等から委託する、いろいろなお仕事があります。

089-917-5070

身体・知的・精神・発達

なし

〒790-0824　松山市御幸2丁目6-45　グランセル松山1階　　　

月～金・第2・4土曜日を基本とし、担当業務に応じたシフト制

9:00～18:00のうち、実働4時間

株式会社　マルク

20名

089-917-5071

障害者総合支援法による



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎 なし

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

・パソコンを使って、契約企業先や社内で書類の電子化、テープ起こし、集計などの入

力業務を行います。あなたの“できること”と“やりたいこと”に応じて働けます。

・受注先（公共施設・老人施設）等で、“キレイを維持する”お掃除サービスを行う、

その名も「クリーン・キーパー」のお仕事は、体を動かすことが得意なあなたにピッタ

リです。

・自然栽培（無肥料・無農薬・無除草剤）の技術を活用した農業務。安心安全な農産物

の生産管理を行います。自然と触れ合いながら高度な農業技術が身につけれます。

・その他、企業等から受託する、いろいろなお仕事があります。

http://maruc.biz info@maruc.biz

伊予鉄バス 北条線　東長戸 下車　徒歩３分　または　鴨川団地前 下車　徒歩４分

法に定める通り

施設の特色

①実際の仕事を経験する事で「働く力が身に付きます」

②本人のニーズを「しっかりと話し合うこと」によって具体化します。

③模擬面接を初めとして「就労に至るまで寄り添って」サポートしていきます。

④転職後にも、定着支援を継続して行いますので「安心して働けます」

作業内容

マルクワークス吉藤就労継続支援Ａ型事業所

089-911-1047 089-924-0221

身体・知的・精神・発達

〒791-8011　松山市吉藤3丁目4-6　ソーシャルビル　　　

月～金・第2・4土曜日を基本とした、担当業務に応じてシフト制

９:00～18:00のうち、実働4時間

株式会社　マルク

20名



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス
伊予鉄バス　北吉田･アイテムえひめ･三津港線「生石入口｣下車　徒歩7分

　　　　　　松山空港線｢空港通り1丁目｣下車　徒歩10分

写真

（施設や作業の様子など）

作業内容

＜クリーニング＞

・寝具類…施設や病院等で使用する布団、マットレス、クッション等の洗濯

・タオル類 …エステ店等で使用するタオル等の洗濯

〈施設外就労〉

・食品工場内における総菜類の梱包等

無料(車通勤の場合は1300円) なし（通勤手当支給　上限3500円）

http://www.workmate.jp miki-kanri@workmate.jp

年始をのぞく毎日　早出9:30～14:30、遅出10:30～15:30、施設外9:00～15:00

　（株）ワークメイト

　障害種別を問わない 20名

施設の特色

・空調の効いた広々としたスペースでクリーニング作業に取り組めるほか、

　休憩時間もゆっくり過ごすことができます。

・職業上の訓練はもちろんのこと、生活面においても可能な限りの支援を

　行います。

・必要に応じて、医療機関などの関係機関と連携して支援しています。

・自家用車での通勤も可能です。

・休日は原則㊎㊏、㊏㊐、㊐㊊のいずれかになりますが、ご都合に合わせて

　他の曜日を休みにすることもできます。

就労継続支援Ａ型事業所

≪施設名≫

「幹」

〒790-0051　松山市生石町543-1　　　

  089-909-7689   089-909-7689



住　所

☎ Fax

開所日

運　営

支援対象 定　員

利用料 送　迎

ＨＰ Ｅ-mail

アクセス

なし mutekien0401@atbb.ne.jp

市内電車大街道駅から徒歩5分　　松山市駅から徒歩12分

写真 写真や地図

（施設や作業の様子など）

089-968-2969

就労継続支援A型事業所

むてき縁

施設の特色

　宅配飲食を中心とした施設。イートインはありませんので、接客をする必要性はあり

ません。午前中は宅配おかずや弁当の作成【宅配は職員が行きます】、午後からは次の

日の仕込みや下ごしらえ、他飲食店からの委託仕込み業務です。その他に資材の作成や

店内清掃、通販事業の詰め合わせ作業など様々な種類の仕事がありますので、利用者さ

んに合ったニーズのお仕事が提供できます。

　昼食も希望者には作りたて、栄養バランス満点の食事を提供。夕飯支援としても、持

ち帰りお弁当を安く提供など一人暮らしや夕飯の支度に時間を取られたくない人への援

助も可能。なんといっても施設周辺に姉妹会社の飲食店が沢山あるので、一般就労に繋

がりやすい。仮に戻る選択をしても、経営者が同じなので相談もしやすいです。

作業内容

宅配おかず作成　お弁当作り　食材下ごしらえ・仕込み　清掃　資材作成

通販商品詰め作業　洗い場　飲食店の仕込み委託業務

089-968-2969

就労継続支援Ａ型事業所

（施設や作業の様子など）

有り(要相談)

精神、知的、発達　【身体も相談可】

〒790-0002　松山市二番町1丁目4－3

月～金【土】土曜は毎週予備日として開所してます　8:30～17:30

合同会社　むてき縁

20名

無料

＜作業の様子＞
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