
【就労継続支援Ｂ型事業所】　東部地区 2023/3/24現在

施設・事業所名 所在地 連絡先 作業内容 定員数

アクア
〒６８０－０８６１
鳥取市新８１-２

電話：０８５７－３０－７３８３
FAX：０８５７－３０－７３８４

農作業
受注作業

10

アクア
スプレンドーレ（従）

〒６８０－０８６１
鳥取市新１０３-１０
マロンアパルトマント２
号

電話：０８５７－３０－６００９
FAX：０８５７－３０－６００９

農作業
受注作業

10

明日葉
〒６８０－０８２１
鳥取市瓦町６０１

電話：０８５７－５０－０６３１
ＦＡＸ：０８５７－５０－０６３２

委託、受託作業
ＤＭ封入、砂たまご
清掃活動、除草作業

20

あゆみ工房
〒６８０－１２２１
鳥取市河原町渡一木２
７７－１

電話：０８５８－８５－１８２５
ＦＡＸ：０８５８－８５－１８２５

ジャム作り等加工製品
清掃
障子・ふすま張替

10

あゆみ工房
佐治ふれあい作業所（従）

〒６８９－１３１３
鳥取市佐治町古市１６
５－１

電話：０８５８－８８－０１１８
ＦＡＸ：０８５８－８８－０１１８

清掃、作業受託（洗
濯）、廃油石けん、農福
連携
食品加工、

１０

アートスペースからふる２０１
〒６８０－００３６
鳥取市川端一丁目２０
１番地

電話：０８５７－３５－０１９１
FAX：０８５７－３５－０１９１

アート作品制作
作品展示準備等
軽作業

20

いまる（主）
〒６８０－０８６４
鳥取市吉方１７４番地３

電話：０８５７－３０－７４２２
FAX：０８５７－３０－７４２３

インターネット販売、受
注作業、食品加工、
農業、清掃活動

20

いまる（従）
〒６８０－０９１４
鳥取市南安長二丁目６
９０番地１０

電話：０８５７－３０－７４２２
FAX：０８５７－３０－７４２３

インターネット販売、受
注作業、食品加工、
農業、清掃活動

10

ウイズユー千代作業所
〒６８０－０９０４
鳥取市晩稲３０６

電話：０８５７－３１－６１１６
ＦＡＸ：０８５７－３１－６１９９

クリーニング、クラフト
しいたけ栽培

６０

ウイズユー千代作業所
下段きのこセンターＢ型（従）

〒６８０－１４１４
鳥取市下段胡麻田１３

電話：０８０－１６４８－８１３６
ＦＡＸ：０８５７－３０－０２６８

しいたけ栽培、販売 １０

うぶみ苑　多機能型事業所
〒６８０－０９４７
鳥取市湖山町西１丁目
５１６－３

電話：０８５７－２８－５７４１
ＦＡＸ：０８５７－３１－３０９７

掃除、洗濯
シーツ交換、箱折り
電気部品組立

２４

えがお株式会社
〒６８０－０８４３
鳥取市南吉方１丁目５
８

電話：０８５７－２９－２０３２
ＦＡＸ：０８５７－２４－３９０８

農作物栽培・販売、食
品加工

4０

えがお株式会社（従）①
〒６８０－０８４４
鳥取市興南町１８３番
地

電話：０８５７－２９－２０３２
ＦＡＸ：０８５７－２４－３９０８

こんにゃく製造、販売 １０

えがお株式会社（従）②

〒６８０－０８４５
鳥取市富安二丁目４３
番地　ステラガーデン１
Ｆ

電話：０８５７－５０－１０６７
ＦＡＸ：０８５７－５０－１０６７

軽作業（電子部品等） １５

おじぎそう
〒６８０－００６１
鳥取市立川町５丁目２
５６－１

電話：０８５７－３０－５６７５
FAX：０８５７－３０－５６７４

おじぎそう栽培
めだか飼育
アクセサリー

２０

かぼす
〒６８９－０３３２
鳥取市気高町勝見６８
２番地５０

電話：０８５７－５０－１６６４
ＦＡＸ：０８５７－５０－１６６９

２０



【就労継続支援Ｂ型事業所】　東部地区 2023/3/24現在

施設・事業所名 所在地 連絡先 作業内容 定員数

かめの会作業所
〒６８０－０９１２
鳥取市商栄町２０３－１
１

電話：０８５７－６８－２５５８
ＦＡＸ：０８５７－２２－５８３１

受託作業、自主製品作
成、清掃請負・移動販
売

４０

かめの会作業所
かめのパン屋さん（従）

〒６８０－００２２
鳥取市西町２丁目４１０

電話：０８５７－３６－９５７０
ＦＡＸ：０８５７－３６－９５８０

パン製造販売・清掃請
負

１０

かめの会作業所
喫茶レインボウ（従）

〒６８０－０８４５
鳥取市富安２丁目１３８
－４

電話：０８５７－２０－３４９８
ＦＡＸ：０８５７－２０－３４９８

接客・調理 １０

きずなサポート
〒６８０－０９４１
鳥取市湖山町北６丁目
４２６番地

電話：０８５７－５１－１８１８
ＦＡＸ：０８５７－５１－１８１９

袋詰め、シール張り、
かご洗浄

20

喫茶レインボウ
〒６８０－０８４５
鳥取市富安２丁目１３８
－４

電話：０８５７－２０－３４９８
ＦＡＸ：０８５７－２０－３４９８

接客・調理 １０

季の風ふくべ
〒６８９－０１０６
鳥取市福部町海士４５
９-１

電話：０８５７－７４－３７３３
ＦＡＸ：０８５７－７４－３７３３

小物雑貨、受託作業
農作業

２０

クリエイトアロウズ
〒６８０－０９４５
鳥取市湖山町南３丁目
４１１－９４

電話：０８５７－３１－６８７０
ＦＡＸ：０８５７－３１－６８７０

電気部品組み立て・加
工　　　しいたけ栽培

２０

さくら工房
〒６８９－０３３１
鳥取市気高町浜村７８
０－２

電話：０８５７－８２－４５００
ＦＡＸ：０８５７－８２－４５６５

焼菓子、清掃受託、受
託作業、バイオディー
ゼル燃料精製、生活雑
貨

２０

さざなみ作業所
〒６８０－０８０４
鳥取市田島８１４

電話：０８５７－２７－３６６５
ＦＡＸ：０８５７－２７－３６６５

スウェーデン刺繍、ス
ツール、はがき作り、清
掃、作業受託

２０

佐治ふれあい作業所
〒６８９－１３１３
鳥取市佐治町古市１６
５－１

電話：０８５８－８８－０１１８
ＦＡＸ：０８５８－８８－０１１８

清掃、作業受託（洗
濯）、廃油石けん、農福
連携
食品加工、

１０

サンワーク
〒６８０－０９１２
鳥取市商栄町４０３－１

電話：０８５７－３０－６２５０
ＦＡＸ：０８５７－３０－６２５１

段ボール製造、加工販
売

２０

下段きのこセンターＢ型
〒６８０－１４１４
鳥取市下段胡麻田１３

電話：０８５７－３１－６１１６
ＦＡＸ：０８５７－３１－３１２１

しいたけ栽培、販売 １０

社会福祉法人鳥取こども学園
はまむら作業所

〒６８９－０３３２
鳥取市気高町勝見字
村屋敷１１

電話：０８５７－８２－３１００
ＦＡＸ：０８５７－８２－３１１０

農作業、受託作業 １０

就労継続支援B型事業所
ローズガーデン

〒６８９－１１１２
鳥取市若葉台六丁目４
番２５号

電話：０８５７－５２－００８８
ＦＡＸ：０８５７－５２－００６６

農作業、園芸、受託作
業

20

就労継続支援B型事業所
縁☆Joy

〒６８０－０９１５
鳥取市緑ヶ丘三丁目１
９番８号

電話：０８０－５７５７－４９６１ テープ起こし、軽作業 ２０

就労支援センターぴょんぴょん
〒６８０－０９０２
鳥取市秋里９７０－１

電話：０８５７－２２－９１２２
ＦＡＸ：０８５７－３０－７８８９

箱折り、受託作業 20



【就労継続支援Ｂ型事業所】　東部地区 2023/3/24現在

施設・事業所名 所在地 連絡先 作業内容 定員数

障がい者活動センター「絆縁」
〒６８０－０９１１
鳥取市千代水３丁目３
１

電話：０８５７－３８－８１１２
ＦＡＸ：０８５７－３８－８１２２

軽農作業、洗車、ＤＭ
関連作業、検品、デー
タ入力

２０

白うさぎ
〒６８０－０８３４
鳥取市永楽温泉町２６
２番地

電話：０８５７－７７－４６３９
ＦＡＸ：０８５７－７７－４０９０

喫茶・食堂、軽作業、手
芸、農作業

20

すずかけ
〒６８９－０４２５
鳥取市鹿野町今市１５
５０

電話：０８５７－８４－３９５０
ＦＡＸ：０８５７－８４－３９９９

農水産加工、受託系作
業、自主作品制作、清
掃、除草、公園管理

３８

Studio-E
〒６８０－０８６２
鳥取市雲山９６トモエビ
レッジ１Ｆ

電話：０８５７－５０－０６７７
ＦＡＸ：０８５７－５０－００３５

動画撮影・編集、デザ
イン作成・印刷、テープ
起こし

20

スプレンドーレ

〒６８０－０８６１
鳥取市新１０３-１０
マロンアパルトマント２
号

電話：０８５７－３０－６００９
FAX：０８５７－３０－６００９

農作業
受注作業

10

暖々
〒６８０－０８６２
鳥取市雲山３１５-１

電話：０８５７－３０－７５９４
ＦＡＸ：０８５７－３０－７５９４

受注業務、手芸、農作
業

10

暖々（従）
〒６８０－０８３１
鳥取市栄町６０１

電話：０８５７－５０－０３３９ 10

特定非営利活動法人
カナリヤホーム

〒６８０－０９０９
鳥取市賀露町南一丁
目２番２２号

電話：０８５７－５１－０５３５
ＦＡＸ：０８５７－５１－０５３３

木材加工、手工芸品作
品

２０

特定非営利活動法人
太陽

〒６８０－０８５３
鳥取市桜谷１５４－７

電話：０８５７－５４－１７１０
ＦＡＸ：０８５７－５４－１７１０

農産物生産・販売、手
芸

２０

特定非営利活動法人
のぞみハウス

〒６８９－０５２１
鳥取市青谷町露谷５０

電話：０８５７－８５－０８０８
ＦＡＸ：０８５７－８５－０８０８

菓子類製造販売、出張
喫茶、自主製品製造・
販売、美化活動

２０

特定非営利活動法人ひつじの会

〒６８０－００５５
鳥取市戎町１１１－２鳥
取市商業福祉センター
内

電話：０８５７－２４－７５５１
ＦＡＸ：０８５７－２４－７５５１

クッキー製造・販売、椎
茸委託作業、移動販売
車による販売

２０

鳥取市社会福祉協議会
ふくし作業所

〒６８９－０５１１
鳥取市青谷町善田３１
－１

電話：０８５７－８５－０２２０
ＦＡＸ：０８５７－８５－００７９

和紙製品、自主製品、
受託作業
菓子・食品製造販売

２５

鳥取市社会福祉協議会
ふくし作業所用瀬事業所

〒６８９－１２１１
鳥取市用瀬町別府９６
番地２

電話：０８５７－８７－２３０２
ＦＡＸ：０８５７－８７－２３６９

フルーツネット、菓子
袋、割箸の軽作業、柿
の皮むき等

２０

とっとり未来
〒６８０－０８４５
鳥取市富安１丁目７７

電話：０８５７－２１－５３６４
ＦＡＸ：０８５７－２１－０００４

テープ起こし、データ入
力、印刷業務

２０

友志陽
〒６８９－１１０２
鳥取市津ノ井２６４－１

電話：０８５７－３０－５８１７
ＦＡＸ：０８５７－３０－５８１６

電気部品、自動車部品
の軽作業

２０

就労継続支援事業所どりーむ
〒６８０－１２２４
鳥取市河原町中井３３
６

電話：０８５８－７１－０５６４
ＦＡＸ：０８５８－７１－０５４９

食品加工、電子部品組
立

１０
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施設・事業所名 所在地 連絡先 作業内容 定員数

７８９作業所
〒６８９－１２２７
鳥取市用瀬町安蔵１０
４９

電話：０８５８－８７－３７７０
ＦＡＸ：０８５８－８７－２４３５

喫茶・食堂、農作業、農
家加工（味噌）、受託作
業

１０

にじのまち作業所
〒６８０－０９４４
鳥取市布勢２４２番地１
６

電話：０８５７－３０－６９４４
ＦＡＸ：０８５７－５０－１１２４

縫製、電気部品、箱詰
め、軽作業

２０

ねっこ作業所
〒６８０－０８４３
鳥取市南吉方三丁目４
８６

電話：０８５７－２９－４２３１
ＦＡＸ：０８５７－２９－４２３１

木工・縫製・清掃・農業 ２０

nonona
〒６８０－０８０５
鳥取市相生町２丁目４
０５

電話：０８５７－３０－１２０１
ＦＡＸ：０８５７－３０－１２０２

食品加工、軽作業 ２０

nononaファクトリー
〒６８０－０８１１
鳥取市西品治８３１－７

電話：０８５７－３０－１２０１
ＦＡＸ：０８５７－３０－１２０２

食品加工、軽作業、農
業

２５

office nonona
〒６８０－０８１１
鳥取市西品治８２９番
地２０

電話：０８５７－３０－６７８１
ＦＡＸ：０８５７－３０－６７８２

軽作業 ２０

まちの広場ののなファクトリー
〒６８０－０８１１
鳥取市西品治８３１－７

電話：０８５７－３０－１２０１
ＦＡＸ：０８５７－３０－１２０２

菓子製造・販売、飲食
業

１５

まちの広場ののなファクトリー
La la coupe（従）

〒６８０－００２３
鳥取市片原１丁目２０２

電話：０８５７－２１－３２６０
ＦＡＸ：０８５７－２１－３２６０

飲食製造・販売・提供 ２

まちの広場ののなファクトリー
Tottori cheese garden（従）

〒６８０－０８０６
鳥取市薬師町４６－３

電話：０８５７－３０－７３１５
ＦＡＸ：０８５７－３０－７３１５

食品加工、軽作業 ３

ぱにーに
〒６８０－０８０３
鳥取市田園町３丁目３
３５-２

電話：０８５７－５４－１２１２
ＦＡＸ：０８５７－５４－１２１９

パン・ラスクの製造販売
（店舗）、喫茶

４０

はまなす作業所（従）
〒６８９－０２０１
鳥取市伏野２２５６－１

電話：０８５７－５９－００５２
ＦＡＸ：０８５７－５９－１０６９

菓子製造、清掃・除草、
作業受託、カラーボック
スの中芯打ち

３５

ひといろ工房
〒６８０－０８１１
鳥取市西品治５９２－１

電話：０８５７－３０－７９６７
ＦＡＸ：０８５７－３０－７９６８

青果加工、食品加工
シール貼り、部品組立
ポスティング、農作業

１４

フェリース
〒６８０－０９１４
鳥取市南安長1丁目
１-２９

電話：０８５７－５０－１９５８
ＦＡＸ：０８５７－５０－１９５７

コーヒー・お茶販売、農
作業、軽作業、組立作
業

２０

伏野つばさ園
〒６８９－０２０１
鳥取市伏野２２５９番地
４３

電話：０８５７－５９－１９１１
ＦＡＸ：０８５７－５９－２２２２

パン製造、喫茶サービ
ス、受託（電気部品組
立他）

９０

ふたば作業所
〒６８０－０８６２
鳥取市雲山４４

電話：０８５７－２７－３８４１
ＦＡＸ：０８５７－２７－３８４１

プラスチック製品組み
立
プルーン袋詰め、
お茶販売

２０

ぷらすone
〒６８０－０８４２
鳥取市吉方１１１番地１

電話：０８５７－５１－０５２３
FAX：０８５７－５１－０５３１

プリザードフラワー
オリジナルアクセサリー
野菜出荷・事務作業

20



【就労継続支援Ｂ型事業所】　東部地区 2023/3/24現在

施設・事業所名 所在地 連絡先 作業内容 定員数

フルール
〒６８０－０９１３
鳥取市安長８２－３
安長テナントⅡＡ

電話：０８５７－５１－０３３９
FAX：０８５７－５１－０３４０

プリザードフラワー、
アーティフィシャルフラ
ワーアレンジ、軽作業

10

フレンドシップ
〒６８０－０８７３
鳥取市的場４丁目３６

電話：０８５７－５３－０７８９
ＦＡＸ：０８５７－５３－０７８９

部品加工、商品包装作
業、清掃作業

３０

松の聖母サポートセンター
〒６８９－０２０１
鳥取市伏野１５５８－３

電話：０８５７－５９－０９００
ＦＡＸ：０８５７－５９－０９２１

洗濯サービス、切花栽
培、手芸品、簡易軽作
業

１０

まどか
〒６８０－１２０５
鳥取市河原町今在家６
００

電話：０８５８－７１－０９１５
ＦＡＸ：０８５８－７１－０９１６

菓子包装、捆包、電気
部品包装、梱包

２０

みつばちガーデン
〒６８０－０９２１
鳥取市千代水１丁目３
０

電話：０８５７－３０－４４５９
ＦＡＸ：０８５７－３０－４４９７

自社製品の作成、受託
作業、農業、めだか育
成

２０

みのり
〒６８０－０８７３
鳥取市的場１６０番地５

電話：０８５７－５０－０４８５
ＦＡＸ：０８５７－５０－０４８６

農作業（野菜・果物等
生産・加工・販売等）、
受託作業（部品組み立
て等）

２０

ゆうゆう
〒６８０－１２４３
鳥取市河原町佐貫
１１０２－１１

電話：０８５７－２４－９０３８
ＦＡＸ：０８５７－３０－５０１５

青果加工、受託作業 ２０

ＮＰＯ法人　夢ハウス（主）
〒６８０－０８４３
鳥取市南吉方１丁目５
８

電話：０８５７－２４－３９１８
ＦＡＸ：０８５７－２４－３９０８

テープ起こし、データ入
力、一般名刺・点字名
刺の作成、封筒印刷等

２０

ＮＰＯ法人　夢ハウス（従）
〒６８０－０８４３
鳥取市南吉方１丁目２
－２

電話：０８５７－２４－３９１８
ＦＡＸ：０８５７－２４－３９０８

箱の組立て、菓子の箱
詰め、電気部品の組立
て

２０

夢工房つぼちゃん
〒６８０－０８０１
鳥取市松並町一丁目３
８２番地１

電話：０８５７－５１－１１８０
ＦＡＸ：０８５７－５１－１１８０

地元食材の加工品販
売、手芸、受託作業等

２０

ワークサポートひといろ
〒６８０－０８１１
鳥取市西品治５９２－
１、５９３番地

電話：０８５７－３０－７９６７
ＦＡＸ：０８５７－３０－７９６８

青果加工、食品加工
シール貼り、部品組立
ポスティング、農作業

14

和貴の郷
〒６８０－１２４１
鳥取市河原町長瀬６１
－１１

電話：０８５８－８５－３７３８
ＦＡＸ：０８５８－８５－３７３９

農作業、食品加工、縫
製、ＤＭ作成、部品加
工、水産加工

５０

和貴の郷
べんとうの四季（従）

〒６８０－１２４１
鳥取市河原町長瀬６４
番地３

電話：０８５８－８５－３７６６
ＦＡＸ：０８５８－８５－３７３９

弁当の製造販売 １０

わんだふる
〒６８０－０９１１
鳥取市千代水三丁目４
０番地

電話：０８０－１９３０－８０７０ 洗車、PC動作確認等

就労継続支援事業所
パレアナの家

〒６８０－０４６３
八頭郡八頭町宮谷２２
５－１

電話：０８５８－７２－０９９０
ＦＡＸ：０８５８－７１－０９９０

パン・菓子製造販売、
木工製品、作業受託
（部品組立）

２０

すぷりんぐ（主）
〒６８９－１４０２
八頭郡智頭町智頭１０
６０番地６

電話：０８５８－７５－２１１８
ＦＡＸ：０８５８－７５－２１１９

軽作業 20



【就労継続支援Ｂ型事業所】　東部地区 2023/3/24現在

施設・事業所名 所在地 連絡先 作業内容 定員数

すぷりんぐ
すぷりんぐ用瀬（従）

〒６８９－１２２７
鳥取市用瀬町安蔵９１
８番地６

電話：０８５８－８７－３７３８
ＦＡＸ：０８５８－８７－３８４０

軽作業 10

たんぽぽ
〒６８０－０４２５
八頭郡八頭町井古３５

電話：０８５８－７２－２５５８
ＦＡＸ：０８５８－７１－０７０７

プラスチック容器の検
査・梱包、カタログ入れ

20

たんぽぽ
ワークセンターひまわり（従）

〒６８０－０１３６
鳥取市国府町糸谷１６
番地２６

電話：０８５７－２９－０３８０
ＦＡＸ：０８５７－２９－０３８０

お菓子の梱包、シール
貼り、電子部品組立て

１０

智頭作業所
〒６８９－１４０２
八頭郡智頭町智頭１７
９５－１

電話：０８５８－７５－３８８６
ＦＡＸ：０８５８－７５－３８８７

受託作業（縫製、電気
ケーブル）、廃油せっけ
ん、お茶・野菜・薪作り

２０

HAL PLACE
〒６８0－０４７１
八頭郡八頭町船岡３４
８番地１

電話：０８５８－７３－００３７
洗濯、農作業、軽作業
（小物製作等）

２０

ぱれっと三田
〒６８９－１４３７
八頭郡智頭町大字三
田９４６－１

電話：０８５８－７５－４７０１
ＦＡＸ：０８５８－７５－４７０１

部品組立、施設清掃、
農作業、菓子・ジャム製
造

２０

船岡作業所
〒６８０－０４１１
八頭郡八頭町船岡殿１
６３

電話：０８５８－７３－０７９７
ＦＡＸ：０８５８－７３－０７９７

作業受託（箱・部品組
立）、たい焼き（露店、
車で販売）、自然卵の
販売受託

２０

夢工房こばちゃん
〒６８０－０５２２
八頭郡八頭町新興寺９
７

電話：０８５８－８４－３０５０
ＦＡＸ：０８５８－８４－３０５０

農産物生産、園芸、受
託作業

２０

若ざくらふれあい作業所
〒６８０－０７０１
八頭郡若桜町若桜１２
４７-１

電話：０８５８－７６－５０３５
ＦＡＸ：０８５８－７６－５０３５

作業受託（縫製仕上
げ）、農産加工（こん
にゃく）、布小物

１５

岩美かたつむり工房
〒６８１－００６５
岩美郡岩美町新井２６
９

電話：０８５７－７２－０２００
ＦＡＸ：０８５７－７２－０２００

電気部品組立、箱折、
工芸、染色、農業手伝
い

２０

からふる
〒６８１－０００３
岩美町浦富１４１８－２

電話：０８５７－７２－３３１３
ＦＡＸ：０８５７－７２－３３１４

受託作業、農作業 ２０


