
リーフの利用者さんが描いた作品です

企画・編集：中区障害者自立支援連絡協議会　  発行：中区役所（令和2年10月1日時点の情報です）

このガイドブックは下記ホームページからもダウンロードできます
★中区役所
　http://www.city.nagoya.jp/naka
★中区社会福祉協議会
　http://www.nakaku-shakyo.jp
★むつみ福祉会（中区障害者基幹相談支援センター）
　https://mutsumi-f.jp

問合せ先：中区障害者基幹相談支援センター　052-253-5855　中区役所福祉課　052-265-2322



エレベーター有りマーク説明： 車イス対応トイレ有り 食事提供サービス有り
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相談する

仕事する

楽しむ

中区役所福祉課
中保健センター保健予防課
中区障害者基幹相談支援センター
中区社会福祉協議会
中区いきいき支援センター
名古屋市中央療育センター

ヨナワールド
障害者相談センター一歩
あんあん居宅介護支援事業所
相談支援センター「マーム」
相談支援センターはぴり

アサヒサンクリーン上前津東（生活）
デイサービス樂音（生活）
むつみグリーンハウス（生活）
かくれんぼ鶴舞（生活）
チャレンジキッズ上前津東（児童発達・放課後）
アフタースクールＰＦＳ（児童発達・放課後）
リオスマイル（放課後）
「マーム」（放課後）

ぽけっと（児童発達・放課後）
ぱれっと（児童発達・放課後）
LITALICOジュニア名古屋伏見教室（児童発達・放課後）
K-Y’s Style（児童発達・放課後）
コペルプラス丸の内教室（児童発達）
リオフレンド（児童発達・放課後）
コペルプラス上前津教室（児童発達）
あかもん（地域活動支援事業）

むつみグリーンハウス（生活）
さふらん生活園（生活）
ヨナワールド（生活）
池田作業所（就労Ｂ）
ワークハウスみかんやま（就労Ｂ）
ＺＥＲＯ（就労Ｂ）
シンプルライフ（就労Ｂ）
Abbey 千代田（就労B）
杜の風（就労Ｂ）
わーく金山（就労Ｂ）
リオワークス（就労Ｂ）
彩樹丸の内（就労B）
はぴり（就労移行・就労Ｂ）
IMOM長者町（就労Ｂ）
マロン（就労Ｂ）
むすび新栄（就労B）
アイビス上前津（就労Ｂ）
あいのかたち（就労Ｂ）
イノベーションサービス（就労A）
ネクスト・ステージ（就労Ａ）
ロングサポート（就労Ａ）
ピュアサポート（就労Ａ）

まっくびーの丘丸の内（就労Ａ）
チャレンジライフ（就労Ａ）
リーフ（就労Ａ）
クローバー（就労Ａ）
おおすの森（就労Ａ）
ほっと一息（就労Ａ）
テリオスAlpha（就労Ａ）
トレイト（就労Ａ）
就労支援事業所めぐみる（就労Ａ）
LITALICOワークス名古屋丸の内（就労移行）
「マーム」（就労移行）
LITALICOワークス名古屋金山（就労移行）
就職塾（就労移行）
あるく伏見（就労移行・就労Ｂ）
テリオス（就労移行）
Noto カレッジキャリアセンターNEXT（就労移行）
脳卒中・身体障害専門就労支援センター「リハス」（就労移行）
フロンティアリンク名古屋キャリアセンター（就労移行）
ココトモカレッジ金山駅前校（就労移行）
ドリーム（地域活動支援事業）

目　次



相　談　機　関　一　覧

計 画 相 談 利 用 者 対 象

令和2年 10月 1日現在

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

中保健センター 保健予防課
〈精神障害・難病に係る相談〉
電　話：０５２－２６５－２２６１
ＦＡＸ：０５２－２６５－２２５９
中区障害者基幹相談支援センター

電　話：０５２－２５３－５８５５
ＦＡＸ：０５２－２５３－５８５６

中区役所 福祉課 
〈身体・知的・精神障害、難病に係る手続き〉
電　話：０５２－２６５－２３２２
ＦＡＸ：０５２－２４１－６９８６

中区社会福祉協議会

電　話：０５２－３３１－９９５１
ＦＡＸ：０５２－３３１－９９５３
中区いきいき支援センター
電　話：０５２－３３１－９６７４
ＦＡＸ：０５２－３３１－９９５３
中区いきいき支援センター分室
電　話：０５２－２６２－２２６５
ＦＡＸ：０５２－２６２－２２７５

名古屋市中央療育センター
〈18歳未満対象〉
電　話：０５２－７５７－６１２６
ＦＡＸ：０５２－７５７－６１２９

ヨナワールド 

電　話：０５２－２５１－４７７９
ＦＡＸ：０５２－２５１－４７７２
障害者相談センター 一歩

電　話：０５２－２５３－９３２０
ＦＡＸ：０５２－３２２－７５６２
あんあん居宅介護支援事業所
〈18歳以上対象〉
電　話：０５２－３２１－３３３７
ＦＡＸ：０５２－３２１－３３７７
相談支援センター「マーム」

電　話：０５２－３３９－００２２
ＦＡＸ：０５２－３３９－００２７
相談支援センターはぴり

電　話：０５２－２２８－０４１３
ＦＡＸ：０５２－２２８－０４１５

（開所日はすべて土日祝日及び年末年始を除く）

公共交通：地下鉄名城線・鶴舞線上前津駅
　　　　　　　　　　　10番出口徒歩４分
開所日　：月～金、第２・第４土曜日開所
開所時間：９：00～17：00

公共交通：地下鉄東山線・名城線
　　　　　　　　　栄駅 12 番出口徒歩 1分
開所日　：月～金
開所時間：８：45～17：15

公共交通：地下鉄名城線・鶴舞線
　　　　　　　　　上前津駅 3番出口徒歩 7分
開所日　：月～金
開所時間：８：45～17：15
公共交通：地下鉄名城線・鶴舞線
　　　　　　　　　上前津駅 3番出口徒歩 7分
＜分室＞：地下鉄東山線・名城線
　　　　　　　　　栄駅 12 番出口徒歩３分
開所日　：月～金
開所時間：９：00～17：00

公共交通：地下鉄鶴舞線川名駅１番出口徒歩 12 分

開所日　：月～金
開所時間：８：45～17：15

公共交通：地下鉄名城線矢場町駅
　　　　　　　　　　　３番出口東へ徒歩７分
開所日　：月～金
開所時間：10：00～17：00
公共交通：金山総合駅徒歩 10 分　地下鉄名城線
　　　　　　　　　　東別院駅 3番出口徒歩 7分
開所日　：月～金
開所時間：８：45～17：15
公共交通：地下鉄名城線東別院駅３番出口徒歩 5分

開所日　：月～金
開所時間：10：00～19：00
公共交通：地下鉄名城線東別院駅３番出口出てすぐ

開所日　：月～金（土曜も月１～２回程度開所）
開所時間：９：30～16：30
公共交通：地下鉄名城線東別院駅徒歩５分

開所日　：月～金
開所時間：12：00～20：00

  〈65歳以上の方の介護・福祉等の相談
　 介護保険制度上のサービス利用等〉

　※令和２年４月１日以降、精神障害・難病等の福祉制度
　利用に関する申請受付窓口が、保健予防課から福祉課へ
　変更になりました。
　※精神障害・難病の健康相談は、引き続き保健予防課が
　窓口です。

－ 2 －
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ファミリーマート

むつみグリーンハウスサービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　むつみ福祉会
むつみグリーンハウス
〒460-0025　中区古渡町９-18
052-322-5049　  FAX：052-322-7562
m-greenhouse@mutsumi-f.jp
金山総合駅北口徒歩10分
地下鉄名城線東別院駅3番出口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日・祝日（不定期）
9：40～15：40
40名

【活動内容】
木工（糸鋸や穴あけ、みがき）、下請け（袋詰めやテープ貼り、アルミ缶
つぶしなど）の作業を行っています。また作業以外に取り組み（調理
やゲーム、カラオケなど）や行事、イベント（BBQや忘年会、1日外出
など）も行っています。

３階建てで１階が駐車
スペースになります。
館内 1階：事務所
　　２階：日中活動型
　　３階：作業型

玄関入って右側に事務
所があります。（玄関手
前左側にインターホン
があり事務所につなが
ります。）

各階に通常（洋式）トイ
レと身障用トイレがあ
ります。車いすの方が
そのまま入れる広さと
なっています。

さふらん生活園サービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　さふらん会
さふらん生活園
〒460-0012　中区千代田3-21-14
052-322-3085　  FAX：052-322-3562
info@safuran.info
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅2番出口徒歩10分
地下鉄鶴舞線鶴舞駅6番出口徒歩10分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～16：00（水曜日は15：00まで）
35名

【活動内容】
メンバーの仕事に対する熱意や感性あふれる姿を、手づくりの製品
を通して地域へ届けます。クッキー、マット、織物、紙工、デザイン等
の作業があり、落ち着いた雰囲気の中、仕事や余暇にイキイキとした
毎日を送っています。

外観：３階建て。入り口
横と北側のスペースに
駐車場があります。

玄関：入り口の門をくぐ
り、キウイフルーツが
茂る棚の横が玄関です。
その先には、緩やかなス
ロープ、エレベーターが
あります。

食事内容：食を大切に
することで、命を育むこ
とをモットーに、手づく
りの食事を提供してい
ます。

－ 3 －
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ヨナワールドサービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　さふらん会
ヨナワールド
〒460-0008
中区栄５-21-９
052-251-4778　  FAX：052-251-4772
safuran-yona@alpha.ocn.ne.jp
地下鉄名城線矢場町駅3番出口徒歩5分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～16：30（水曜日は15：30まで）　
30名

【活動内容】
廃材を利用した創作活動を中心に行っています。メンバーの持って
いるアートな感覚を活かしたものづくりや、パウンドケーキ作り、音
楽活動、下請け、陶芸、コーヒーショップ等の活動を行っています。ま
た各種イベントも充実しています。

４階建てで１階部分に駐
車スペースがあります。

玄関横のガーデンが癒し
の空間になっています。
玄関入ってすぐに Café
があります。

ケーキ工房：全国大会
２位のオレンジケーキを
はじめ、手作りケーキが
一杯です。

池田作業所サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　薫徳会
池田作業所
460-0012　
中区千代田2-25-14　サンシャイン記念橋802
052-251-9915　  FAX：052-251-9915
ikeda.sagyousyo@s6.dion.ne.jp
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅2番出口徒歩5分
月曜日～金曜日（土日祝休み）
9：00～16：00
15名

【活動内容】
家庭的な雰囲気の中で、手芸による自主製品の製作と販売、下請け
作業（商品検品や袋詰めなど）をみんなで協力しながら行なっていま
す。和気あいあいと楽しく過ごす中で、目的に応じた活動ができます。

外観：10階建てマンショ
ンの８階になります。（定
員９名のエレベーター
あり）1階に駐輪場があ
ります。

マンション入り口にはス
ロープがあります。事業
所玄関には段差があり、
入って直ぐ左側に事務
所があります。

軽作業の内職をメン
バーさんと協力して行い
ます。それぞれのニーズ
に合った作業分担が可
能です。

仕
事（
し
ご
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ワークハウスみかんやまサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　高次脳機能障害友の会みずほ
ワークハウスみかんやま
〒460-0021 中区平和2-3-10　仙田ビル１F
052-332-7517　  FAX：052-332-7517
mikan-yama@ark.ocn.ne.jp
地下鉄名城線東別院駅2番出口徒歩7分
金山総合駅出口徒歩15分
月曜日～金曜日・第2土曜日、喫茶：木～日
9：30～16：00（水曜日は15：00まで）
20名

【活動内容】
高次脳機能障害を主体とした様々な障害をお持ちの方に、施設内・
外での仕事や人との関わりを通して生活意欲の向上・社会参加の
促進に向けて活動しています。障害者スポーツセンター（名東区）２
階に於いてCaféの営業もしています。（営業日：木曜～日曜）

1・2階　ワークハウス
みかんやま　
３階　高次脳機能障害
友の会みずほ
４階　みかんやまハウ
ス（一人暮らし体験）

玄関は道路に面してい
て段差はありますが、簡
易手すり・スロープを
設置しています。内部エ
レベーターがあります。

資材の計量・検品、DM・
チラシ発送等軽作業中
心に行っています。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　ジョブジョイ
障害福祉サービス事業所 ＺＥＲＯ
〒460-0012　中区千代田３丁目27-18
052-332-5775　  FAX：052-332-5776
zero-friends@wonder.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線鶴舞駅6番出口徒歩5分
ＪＲ中央本線鶴舞駅公園口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～16：00（土曜日は12：00まで）
20名

【活動内容】
就労を通して人間性豊かな社会人となっていくことを目標に楽しく
活動しています。仕事の種類は豊富ですので、内容や量を調整し、個
人の意欲・特性に合った作業を提供しています。

４階建てで１階が駐車ス
ペースになっています。
2階：作業室
3階：多目的室
4階：事務室・相談室

入口直ぐに手すり付き
の階段があります。エ
レベーターはなく事業
所内は階段で昇降して
頂きます。

多目的室：ベッドや健
康器具を多数設置して
おり、休憩したり体を
動かしたりすることが
できます。

ＺＥＲＯ
ゼ　ロ

－ 5 －
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就労コミュニティーセンター
Abbey千代田

セブンイレブン

スターバックス

－ 6 －

シンプルライフサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人 シンプルライフスタイル研究所
シンプルライフ　
〒460-0021
中区平和1-1-20 東別院3番出口ビル7F
052-339-3939　  FAX：052-339-3751
info@simple.or.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：30 （水曜日、土曜日は9：00～12：00まで）
20名

【活動内容】
「生活リズムを整えたい」「ゆっくり働きたい」「できることを増やして
就職したい」「まずは週１日から」等、お一人おひとりの目標に応じて
作業に取り組めるようサポートいたします。忘年会などイベントもあ
ります。

東別院交差点、コンビニ
のあるビルの７階です。
コンビニ横のエントラン
スからエレベーターでお
上がり下さい。

７階事業所入り口です。
インターホンを押してお
入り下さい。傘立てには
利用者さんが製作した
マットが敷かれています。

それぞれのペースで、タ
オル加工、マット製作、
ネジ袋詰め、値札貼りな
ど、いろいろな作業に取
り組んでいます。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社DIPPS
就労コミュニティセンターAbbey千代田
〒460-0012　
名古屋市中区千代田2-9-12 セントラルビル5F
052-269-9157　  FAX：052-269-9158
abbeychiyoda0901@gmail.com
地下鉄鶴舞線鶴舞駅1番出口徒歩6分
月曜日～金曜日
10：00～15：00
10名

【活動内容】
Abbey 千代田では利用者の方に合った仕事を作り出すのが特徴で
す。アクセサリー作り、音楽演奏、軽作業などを行っています。また、
英会話やパソコン訓練等のカリキュラムを行い、職業領域を開発で
きるのも魅力となっています。

鶴舞駅から徒歩 6分程。
緑色が特徴的なビルで
す。6 階建て、5 階が事
業所となっております。

エントランスです。エレ
ベーター降りてすぐ左
側に入口があります。右
側にはお手洗いがあり
ます。

活動のひとつとしてアク
セサリー作成等も行っ
ております。その他にも
利用者の方に合ったカ
リキュラムを選んでいた
だけます。

ア　ビー

Abbey千代田

仕
事（
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と
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杜の風サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人　杜の風
杜の風
〒460-0012　中区千代田5-18-19 きんそうビル6階
052-251-2802　  FAX：052-251-2803
morinokaze@grace.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線鶴舞駅1番出口徒歩5分
JR中央線鶴舞駅名大病院口徒歩5分
月曜日～金曜日
9：30～15：30
20名

【活動内容】
できるところに自信を持ち、自分のペースで取り組めるようお手伝い
をします。毎日来ることが習慣になり、自分の仕事にやりがいを見つ
け、一緒に働く仲間を思いやることができるよう支援を行っています。

外観：７階建てビルの
６階です。正面入口には
段差があります。 エレ
ベーターがあります。

木工作業：木製ガーデ
ニング用品の塗装・ロ
ゴ入れ・梱包や、神棚
の棚板セットの作製・
梱包を行っています。
※水性の塗料を使用。

雑貨作業：布小物やフ
エルトおもちゃの製作・
販売を行っています。
梱包作業：検査キット
の作製・梱包を行って
います。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　障がい者支援センター金山
わーく金山
〒460-0022　
中区金山5-4-22
052-882-8900　  FAX：052-882-8901
wa-ku@shogaishien-c-knym.jp
金山総合駅北口徒歩10分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：00（土曜日は12：00まで）
20名

【活動内容】
「広めの作業空間で作業時間はしっかりと作業に取り組み、休憩時
間には楽しく過ごす。」メリハリのある一日を過ごし、充実感と楽しさ
を感じていただけるよう活動を行っています。

外観：３階建ての建物
です。
１階：作業室１
２階：事務所・作業室２
３階：食堂・利用者更 
　　　衣スペース

入口：作業室の入口で
す。
大きく明るいドアです。
この入口とは別に玄関
があります。

トイレ：身障用トイレ
（男女兼用）。このほか
男性用と女性用のトイ
レが１か所ずつありま
す。

わーく金山

－ 7 －
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愛知県庁

久屋大通地下鉄地下鉄桜通線桜通線地下鉄桜通線

アネックス

名古屋高速都心環状線名古屋高速都心環状線名古屋高速都心環状線

彩樹丸の内

1

セブンイレブン

スターバックス

－ 8 －

リオワークスサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　エコスマイル研究所
リオワークス　
〒460-0021
中区平和1-1-20 東別院3番出口ビル6階
052-265-8349　  FAX：052-265-7575
info@ecosmile.or.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：00 （水曜日、土曜日は12：00まで）
20名

【活動内容】
明るく清潔な施設でコミュニケーションを大切にしながらいろいろ
な軽作業を行っています。作業内容はその時々によって変わります
が、アクセサリーの値付けや封入作業、食品パッケージ等のシール
貼りなどの軽作業です。静かな環境で社会生活と作業能力の向上に
向けて作業をしていただいています。

地下鉄名城線東別院駅
３番出口を出てすぐ前
の９階建てのビルの６
階が事業所となります。
とても利便性がよく通い
やすい環境です。

作業は軽作業で、ご利
用者様にあった作業を
ご用意いたします。フリ
ースペースではゆったり
休憩や食事をしていた
だいています。

作業内容は主に検品、
アクセサリーの値札付
や箱詰。ダイレクトメー
ルの封入や仕分けに宛
名貼りなど、その時々で
変わります。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人チャレンジ
彩樹丸の内
〒460-0002　
中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二401号
052-265-7794　  FAX：052-265-7691
challenge@chance.or.jp
地下鉄名城線・桜通線久屋大通駅1番出口徒歩5分
月曜日～土曜日（日祝休み）
10：30～16：30
10名

【活動内容】
経理労務業務･入力作業･動画作成･チラシ作成などパソコンを使用
する作業や軽作業を行っています。経理労務業務はグループ会社の
事務的機能も担っています。パソコン操作経験が無い利用者さんも
いらっしゃいます。

事業所は中区丸の内の
ビジネスビルにあります。
最寄り駅から一本道で、
アクセスも良好です！

相談や休憩が出来る
落ち着いた雰囲気のス
ペース。利用者の方が安
心出来る空間づくりをし
ています。

美しい陶器のパーツを
使ったイヤリング作りの
軽作業。金具を接着す
るだけで誰でも簡単に
出来ます。

さいじゅ

彩樹丸の内

仕
事（
し
ご
と
）す
る



IMOM長者町

セブンイレブン

はぴり

4 1

2

はぴりサービス種類／就労移行支援・就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人HAPPILY
はぴり
〒460-0021
中区富士見町13番19号富士見町八木ビル201号
052-684-5654　  FAX：052-684-5663
hapiri4649@yahoo.co.jp
地下鉄名城線東別院駅1番出口徒歩5分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：30
20名

【活動内容】
ポスティングされるチラシを受注先の指示に基づきセットしたり、
ビジネスホテルで使われるアメニティグッズの袋詰め等の軽作業を
行っています。「HAPPILY：楽しく幸せに！」を合言葉に頑張ってい
ます。

事務所は駅から近いと
ころにあります。徒歩圏
内に名古屋市営バス乗
り場もあり、通いやすい
場所にあります。車の往
来も少なく静かな環境
です。

ボリュームのあるお弁当
を注文することができま
す。月二回カレーライス、
月一回ずつ中華丼、牛丼
のスペシャルメニューが
あり、その日が待ち遠し
くなります。

車いすの方も安心して
使用できる広いトイレが
あります。また、複数のト
イレがありますので、待
ち時間なく使用すること
ができます。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社IMOM
IMOM長者町
〒460-0003　中区錦2-6-19  4F
052-218-5657　  FAX：052-218-5658
works@imom.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅1番出口徒歩6分
地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅5番出口徒歩6分
月曜日～金曜日
9:00～18:00
20名

【活動内容】
オフィスビルの中にありながら、緑あふれる公園をイメージした広い
空間で、20種類以上の豊富な種類の作業をしています。近隣、長者
町繊維街ならではの着物にまつわるお仕事も。
株式会社 IMOMのホームページはこちら: http://imom.hblk.jp/

長者町通り、袋町通りの
交差点、西側のビル４階
にあります。１階と２階
に飲食店が入っていま
す。

リラックスしながら仕事
ができるピンクゾーン、
集中して仕事ができる
ブルーゾーンに分かれて
います。

錦２丁目内の約３０の
企業・団体とパート
ナーシップを組み、地域
全体で就労支援をし、
地域の問題課題解決の
推進や、地域貢献を行っ
ています。

IMOM長者町

－ 9 －

仕
事（
し
ご
と
）す
る

イ ム オ ム



国
道　

号
線

19

ダイヤモンドホール
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むすび新栄

マロン

伏
見
通

－ 10 －

マロンサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人マロン
マロン　
〒460-0025 中区古渡町19-9 チュウオー本社ビル3F
052-324-7007　  FAX：052-324-7009
marron.b19@gmail.com
地下鉄名城線東別院駅3番出口徒歩7分
金山総合駅北口徒歩15分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
10：00～16：00
20名

【活動内容】
令和元年６月１日に開所しました新しい事業所になります。建物
（チュウオー本社）全体が贈答用の紙皿、木箱、お弁当で使われる保
冷材などを製造しています。マロンでは製造された製品の検品や加
工修正など多種多様のお仕事があります。そのため、どのような障が
いの方でも安心して作業が行えます。

地下鉄東別院駅３番出
口徒歩 8分、（株）チュウ
オー本社ビル３Ｆにあり
ます。正面玄関から入っ
て右手にあるエレベー
ターにて３階にお上がり
下さい。

徒歩での通所困難な方
には車での送迎を行い
ます。事業所より片道１
５分を送迎範囲としてい
ますが、ご相談承ります。

栄養バランスの取れた
昼食（まかない）を本人
負担なしで食べることが
できます。しっかり食べ
て午後からの作業を頑
張りましょう。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人全国高齢者食育協会
就労継続支援B型事業所むすび新栄
〒460-0007　中区新栄2-2-22
052-880-8099　  FAX：052-880-8099
info@musubimoricafe.com
地下鉄東山線新栄駅2番出口徒歩3分
JR中央本線 千種駅公園口 徒歩10分
月曜日～金曜日
9:30～15:30
20名

【活動内容】
むすび新栄では、農作業から飲食店作業（調理補助、接客、チラシ配
り、店内清掃等）や、コーヒー豆の選別、ハーブ栽培や一般内職の作
業を通じて「利用者さんの自信作り」を応援する事業所です。

２階建てで 1 階が飲食
スペースになります。
1階、飲食店（作業室）
2階、多目的室等

飲食店部分でのキッチ
ンスペースになります。
飲食店で働いてみたい
という方は、慣れるまで
はキッチンから始めてみ
ませんか？

飲食店作業以外にも、
コーヒー豆の選別作業
や一般内職、ハーブ栽
培なども行っています。
飲食店は難しい方でも
ご相談ください。

むすび新栄

仕
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日置神社日置神社

名古屋名古屋
スポーツセンタースポーツセンター

6
ローソン

アイビス上前津

あいのかたち

88

アイビス上前津サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社花大和
アイビス上前津
〒460-0013
名古屋市中区上前津1-7-2　甲斐ビル1F
052-211-8477　  FAX：052-211-8478
kamimaezu@ibis-group.co.jp
地下鉄上前津駅6番出口より徒歩3分
月曜日～金曜日、第1・3・5土曜日
10：00～15：45
20名

【活動内容】
「どんな “あなた ”もＨＡＰＰＹに」アイビス上前津は、就労支援だけ
ではなく、社会との関わりを持つことや自分の居場所を見つけること
など、一人ひとりの望みをかなえられるよう、ステップアップをサポー
トしています。

外観　
三階建て建物の１階　
玄関前に低い段差があ
ります。駐車スペースは
ないのでコインパーキン
グか公共交通機関のご
利用をお願いします。

入口
入って左側すぐに下足
入れがありスリッパに
履き替えてもらいます。
入って正面に作業場が
あり、入口に段差ありま
す。

封入作業
軽作業で書類の封入作
業を行っている様子で
す。検品、数量確認をし
てから封入、宛名貼りな
どをしています。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社アイリス
あいのかたち
〒460-0011　
中区大須3-30-40 万松寺ビル9F
052-212-7421　  FAX：052-212-7424
info@iresp.me
地下鉄鶴舞線・名城線　上前津駅8番出口から徒歩3分
月曜日～金曜日　及び土曜日（不定期）
10：00～16：00(月～金)、9：00～12：00(土)
20名

【活動内容】
万松寺さんの『お寺にまつわる作業』が主な仕事内容です。大須商店
街の中に事業所があるので、行き帰りも楽しく通うことができます。
『まずは週一から』など、自分らしい働き方を見つけられるような事
業所を目指しています。

大須商店街の中にある、
万松寺ビルの９階が事
業所です。上前津駅８番
出口からだと、商店街を
通って雨に濡れずに通
えます。

御朱印の判子押しやお
守り作りなど、普段関わ
ることの無いような少し
珍しい作業を行なって
います。

十分な広さがあるので
車いすの方も安心して
ご利用いただけます。そ
の他にも通常仕様の手
洗いが数カ所あります。

あいのかたち

－ 11 －
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－ 12 －

イノベーションサービスサービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社イノベーションサービス
株式会社イノベーションサービス　
〒460-0008 中区栄1-18-10　ストークビルYMD2F
052-228-9445　  FAX：052-228-9441
info@hisho3.com
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅7番出口徒歩7分
※名古屋駅・伏見駅より送迎あり
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：45～15：15（土曜日は9：30～14：00）
25名

【活動内容】
パソコンを使ったネットショップ運営代行、入力業務、飲食店運営、
革製品クラフトワーク、人口芝施工等の作業を行っています。幅広い
分野で、それぞれが意見を出し合い協力し個々の能力が発揮できる
ように活動しています。

７階建てのビルの１階
に、施設外就労先の飲食
店（カフェ）があります。
１食３００円でランチを
食べることができます。
２階が事務所・作業所
になります。

エレベーターを出てすぐ
右側が事務所・作業所
になります。電子ロックを
採用しております。事務所
内には男女別の洋式トイ
レがあり男性用には手す
りが設置してあります。

PC 班作業風景：利用者
作業の一つで、各自 PC
を使ってのネットショップ
運営等の業務を行ってお
ります。

サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

ネクスト・ステージ株式会社
ネクスト・ステージ
〒460-0002
中区丸の内2-16-23GS丸の内2丁目ビル4階
052-228-7020　  FAX：052-228-7021
info@nextstage-web.jp
地下鉄鶴舞線・桜通線丸ノ内駅2番出口徒歩1分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：45～15：00（土曜日は10：00～12：00）
20名

【活動内容】
Ａ型事業所でありながら就労移行支援に力を入れています。障がい
を壁としない、障がいを自分の特性と理解できるように個別支援プ
ログラムを立て支援しています。
組織にとって必要な「人財」の育成を目指しています。

地下鉄鶴舞線丸の内駅
２番出口より出るとコン
ビニがあります。道路を挟
んで向かい側レンガ色の
ビル４階が事業所になり
ます。( 出口から正面見て
左側のビルです。)

玄関はセキュリティがあ
りますので「４０１」とイン
ターホンで呼び出して下
さい。中扉を開けてエレ
ベーターで４階に上がっ
て頂くと事業所がありま
す。

事務所の入り口北側に男
女用各々洋式トイレがあ
ります。併設する洗面所
にはハンドドライヤーが
設置してあるので何時も
清潔に保てます。

ネクスト・ステージ
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ロングサポートサービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ロングサポート
ロングサポート
〒460-0008
中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル７F
052-269-3011　  FAX：052-269-3012
k-soga@j-supports.com
地下鉄名城線矢場町駅2番出口徒歩7分
月曜日～土曜日
9：30～14：30
20名

【活動内容】
グループ作業を通して、コミュニケーション不足や協力性を自ら考え
て解決する力を身につけ、一般就労を目標に日々作業を行っていま
す。

矢場公園すぐ横にあり、
１０階建てビルの７階
部分に事務所、作業場
があります。７階からの
眺めも最高です。

７階のエレベータを降り、
ロビー左手が入り口に
なります。「ロングサポー
ト」の看板のある扉から
お入りください。

ストレスのない広々とし
た作業場です。冷暖房も
快適で明るく、時には作
業で疲れた目を窓から
見える景色で癒すことも
できます。

サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ピュアサポート
ピュアサポート
〒460-0011　中区大須3-2-15 栄南KTビル９F　
052-269-9051　  FAX：052-269-9052
お電話にてお問合せ下さい
地下鉄名城線矢場町駅4番出口徒歩8分
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅9番出口徒歩8分
月曜日～土曜日
9：30～14：30
20名

【活動内容】
ピュアサポートではお仕事に加え、一般就労に向けての心の持ち方、
感情をコントロールする力など大切な土台を身に付けていきます。
栄や上前津からも近く、見晴らしの良いビルの最上階で、お仕事をし
て頂いています。

ビルの入り口になります。
１フロアーに１つの企業
しか入っていないので、
ゆったりとしています。
エレベーターで９階へど
うぞ！

作業スペースは光が射
しこみ明るい雰囲気で
す。一人一人の机が準
備してあり、落ち着いて
作業を行って頂けます。

文具メーカーや毛染め
のメーカーさんからお
仕事を頂いています。ど
なたでも簡単にできる
作業ですのでご安心く
ださい。

ピュアサポート
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仕
事（
し
ご
と
）す
る



－ 14 －

まっくびーの丘　丸の内サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社マックビーヒル就労支援機構
まっくびーの丘 丸の内　
〒460-0002 
中区丸の内1-5-32  船橋ビル1階
052-222-3838　  FAX：052-222-3883
maru@macbh.jp
地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅8番出口徒歩7分
月曜日～金曜日
11：00～17：00【左記の時間帯の4時間～4時間30分】
20名

【活動内容】
風通しの良い環境で、仕事に責任とメリハリを持ち取り組んで頂いていま
す。性別や年齢のバランスが良く働きやすい職場環境です。ケアマネジメン
トにも力を入れているため、就労・生活の調整などの一体的な支援をめざ
しております。

【自主事業リラクゼーション部門】
当事業所独自の研修カリュキ
ラムを用意しております。未経
験者の方・経験者の方共に
大活躍しております。

【請負事業①】
メリハリの利いた環境で、利用
者の方同士で作業工程を指
示し合ったり、意見を出し合っ
たり…と、支援者・利用者の
方の意見の共有も取りやすい
職場環境となっております。

【請負事業②】
ブランドマスクや人気手作り
石鹸の個包装、有名ケーキ店
や銘菓の箱折、工業製品など、
請け負っております。　

サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社チャレンジＬＩＦＥ
チャレンジライフ
〒460-0022　中区金山3-1-3 サンファミリー鈴木１階
052-339-3966　  FAX：052-321-6688
challenge-life@outlook.jp
金山総合駅北口徒歩7分
地下鉄名城線東別院駅2番出口徒歩7分
月曜日～土曜日
9：00～17：00
20名

【活動内容】
簡単な手作業（検品・組付け・シール貼）施設外就労（掃除・海老
の飼育）ＤＭ作業
★自分の得意を見つけ強みにしていく。自信をもって作業に取り組
めるように職員全力でサポートしていきます。

作業場では個人席、グ
ループ席と体調や気分
に応じて席の配慮が
行える配置となっていま
す。

ＤＭ作業の資材。資材は
数を明確に把握するため
に 100 部で数を揃えて
から作業を開始していま
す。

ＤＭ作業の様子。職員が
資材の向きの確認後、作
業を開始しているので安
心して作業に取り組む事
ができます。

チャレンジライフ
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就労継続支援A型事業所
リーフ

名古屋栄東急
REIホテル

リーフサービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人 ルーツ・プロジェクト
リーフ
〒460-0005
中区東桜2-22-18 日興ビルヂング５階
052-325-3772　  FAX：052-325-3776
info@roots-project.or.jp
地下鉄東山線新栄駅1番出口徒歩5分
月曜日～土曜日、施設カレンダーによる
9：00～14：30
15名

【活動内容】
働く意欲、生活を少しでも豊かにしたい等、リーフがあなたの希望に
お応えします。お仕事の種類もたくさんあります。

作業所は５階になりま
す。新栄駅から徒歩５
分、ビルの目の前には
コンビニがあり便利で
す。

多目的室：休憩場所に
なります。ゆったりと
座って頂けるよう、机と
椅子を配置しています。

作業室：遊技機解体、
パチンコ板釘抜き、シー
ル剥がし等の作業を行
います。作業スペースを
広く取り、作業に集中
できる環境となっていま
す。

サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社 OVER
クローバー
〒460-0008  中区栄2-15-16 白川タワービル2F　
052-223-5055　  FAX：052-223-5066
over.co.ltd@globe.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線・東山線伏見駅4番出口徒歩10分
地下鉄名城線矢場町駅4番出口徒歩10分
月曜日～金曜日（土日祝休み）
9：45～17：00
20名

【活動内容】
クローバーは個人の「できる事」を共に探しながら仕事を進めていき
ます。新しい仕事にも皆で和気あいあいと取り組みつつ、「頑張りた
い」という気持ちを応援し、一般就労に向けた支援も行っています。
見学も随時受け付けています。

使用済みのガチャガチャ
のカプセルを、再利用で
きるようにクリーニング
を行います。

自転車用のスタンドに、
サイズの表記された台
紙をホチキス留めし、ビ
ニール袋に入れた後、出
荷用のダンボール箱に
梱包します。

自動車部品（肘掛け部
品）に、クッション用とし
て使用されるスポンジ
を、型に沿うようにして
貼り付けます。

クローバー
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おおすの森サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

あいちの森株式会社
おおすの森　
〒460-0011 
中区大須1-6-35
052-212-8941　  FAX：052-212-8942
oosunomori@abeam.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線大須観音駅4番出口徒歩3分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～14：45
20名

【活動内容】
一般企業への就職が困難な障害者に就労機会を提供するととも
に、生産活動を通じて能力向上に必要な訓練や社会ルール、マナー
の習得などを目指した障害福祉サービスを提供することを目的とし
ています。

４階建ての２階部分が事
業所となります。駅から歩
いて3分です。

左側に入口があります。
エレベーターが設置され
ています。

ゆとりのあるスペースで
それぞれの能力に合った
作業をしています。

サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

有限会社トヨサカ企画
ほっと一息
〒460-0011　
中区大須1-22-17 青木ビル
052-223-1707　  FAX：052-223-1707
https://www.hottohitoiki.com/　問い合わせフォーム
地下鉄鶴舞線大須観音駅3番出口すぐ
月曜日～金曜日
9：00～16：00
10名

【活動内容】
ボランティアさんや地域の方 と々つながりを深め、協力して頂きなが
ら活動しています。喫茶部門ではモーニングに始まり、ランチ、喫茶、
パン販売を行っています。また、縫製部門ではミシンで帯バッグなど
の製作を行っています。

１階の喫茶、ほっと一息
Café の入口はバリアフ
リーになっています。

喫茶店内、ソフトドリン
ク・ランチのほかパン・
シフォンケーキの販売も
あります。

３階の縫製部作業室内。
帯バッグを始め各種バッ
グ・小物類を製作してい
ます。

ほっと一息
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トレイト

テリオスAlpha

テリオスAlphaサービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ＴＥＲＩＯＳ
テリオスAlpha
〒460-0008
中区栄1-16-15　伏見DOビル5階
052-228-7448　  FAX：052-228-7298
alpha-info@terios-d.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅6番出口徒歩5分
月曜日～金曜日 （土日祝休み）
9：30～16：30
10名

【活動内容】
システムの開発及び保守業務を主体とし、それ以外にも事務作業や
屋外作業（農業・施設管理）等、様々な障害特性に合った活動をし
ております。一般就労を目標に、就職活動や企業実習なども積極的
に行っています。

伏見駅6番（7 番出口で
も可）徒歩 5分。8階建
ての白いビルで、１階にあ
る美容院が目印です。自
転車・バイク置き場も
完備しているので通勤
手段等ご相談下さい。

５階で降りていただい
て、Welcome Board
の左隣にあります。

東海地方に多数ある太
陽光パネルの発電量を
遠隔でチェック。作動を
確認し、毎月報告書の
作成・管理会社との連
絡調整をする等の事務
作業も行っております。

サービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社リバティ
トレイト
〒460-0002  中区丸の内2-17-3 丸の内T・Sビル3階
052-231-8818　  FAX：052-231-8819
support.torait@liberty3.work
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅2番出口徒歩1分
地下鉄東山線 伏見駅1番出口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～17：00
18名

【活動内容】
「やりがい」や「自信を持つ」事で毎日の生活が気持ちよく過ごせるよ
うに個人の出来ることを様々な仕事の中から探して取り組んでいま
す。自分の障害を理解し自立した生活を送る事ができるよう支援し
ております。見学は随時行っておりますのでご連絡ください。

駅からすぐなので雨に
濡れる事も少なく通勤
に便利です。１０階建て
のビルの３階が事業所
です。奥のエレベーター
ホールにて「301」「呼出
し」と押してください。

作業毎に物の流れを考
えて効率よく出来るよう
工夫しています。分から
ない事もそのままにせ
ず「聞く」事が出来る職
場の雰囲気です。

毎日７種類の色々なメ
ニューから各自自由に
選んでくださいね。
（１食500円で給料天引き）
冷蔵庫、電子レンジ、湯
沸かしポットも用意して
います。

トレイト

ア ル ファ
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ファミリーマート

ファミリーマート

就労支援事業所めぐみる正木公園

－ 18 －

就労支援事業所めぐみるサービス種類／就労継続支援A型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ウェルシード　
就労支援事業所めぐみる
〒460-0024 
名古屋市中区正木二丁目13番2号イトーピア正木公園マンション102号
052-211-8926　  FAX：052-211-8927 
info@megumiru.com
金山総合駅徒歩10分 
月曜日～金曜日
10：00～15：00
12名

【活動内容】
業務内容はデザイン、事務・内職、清掃業の３つを事業として展開し
ております。特にデザインではウェブページの作成、チラシ・パンフ
レットのデザイン、新商品開発におけるデザイン等に力を入れており
ます。

外観、入り口）マンションの一
階フロアが弊社のスペースに
なります。階段、エレベーター
などはございません。入り口
すぐに靴箱があります。入っ
て右が作業場・訓練室、左
が多目的室になります。

Word、Excel 等事務業
務用PC10台以上、デザ
イン業務用パソコンも複
数完備。教材資料も豊富
にございます。

Photoshop、illustrator
を使用した社内ポスター
作成の業務風景です。業
務経験豊富なスタッフ複
数在籍しております。

サービス種類／就労移行支援・就労定着支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ
LITALICOワークス名古屋丸の内　
〒460-0002 
中区丸の内2-16-3 丸の内A・Tビル1F
052-218-2181　  FAX：052-218-2182
works@litalico.jp
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅2番出口徒歩2分
月曜日～土曜日、第4日曜日
9：00～15：00（月火木）   9:00～12：00（水金土日祝）
20名

【活動内容】
就職するための訓練や就職活動、職場への定着支援を行う事業所
です。通所しながら生活リズムを整え、就職を目指します。将来への
不安や働くことへのお悩みなどお気軽にご相談ください。定着支援
事業所を行っています。

丸の内駅２番出口より
徒歩 2分、丸の内A・T
ビルの１階にあります。
バリアフリー、フルフラッ
トの通いやすい施設で
す。

自動ドア。広い訓練室で
様々な訓練やプログラ
ム提供をしています。多
目的トイレ設置、車いす
の方でもご利用いただ
きやすいです。

事務・作業訓練や講座
から得意苦手の把握。様
々な職種の企業実習先
あり。働く体験から自信
をつけていただきます。

LITALICOワークス名古屋丸の内
リ　タ　リ　コ
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就職塾

LITALICOワークス名古屋金山

「マーム」

セブンイレブン

スターバックス

「マーム」サービス種類／就労移行支援・就労定着支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

NPO法人障がい者自立支援センターなごや
就労移行支援事業所「マーム」
〒460-0021  中区平和1-1-20 東別院３番出口ビル9階
052-339-0022　  FAX：052-339-0027
shurou-marm@sand.ocn.ne.jp
金山総合駅北口徒歩10分、地下鉄1番出口徒歩7分
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～16：00
60名

【活動内容】
自立・就職を目指して、社会人に必要なビジネスマナーやスキルを
身につけて頂き、職場で活躍する人財育成のサポートをさせて頂い
ております。

地下鉄東別院駅３番出
口を出てすぐに位置する
ビルの９階にあります。

エレベーターを降りて
から入り口まで段差が
なく、バリアフリーになっ
ています。

他者と協力して作業を行
うことでチームワークに
ついて学んで頂きます。

サービス種類／就労移行支援・就労定着支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ
LITALICOワークス名古屋金山
〒460-0024
中区正木4-8-13 金山フクマルビル2F
052-678-5277　  FAX：052-678-5278
ml_nagoyakanayama_wk@litalico.co.jp
金山総合駅南口徒歩3分
月曜日～土曜日、第4日曜日
9：00～15：00 （月火木）  9：00～12：00（水金土日祝）
20名

【活動内容】
あなたらしい働き方を一緒にみつけませんか？ご本人の希望を大切
にしながら、就職準備から企業インターン、就職活動、就職後の職場
定着（就労定着支援事業）まで、そのひとに合わせた就職をサポート
しています。

金山駅から徒歩３分。
１Ｆに歯科医院さんのあ
る建物２Ｆに、LITALICO
ワークス名古屋金山が
あります。

エレベーターあり。訓練
中はドアは解放しており
ます。多目的トイレ設置。
車いすの方でもご利用
いただきやすいです。

相談室は２部屋ご用意
しております。事務・作
業系訓練や講座から得
意苦手の把握、様々な
企業実習先もございま
す。

LITALICOワークス名古屋金山
リ　タ　リ　コ
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名古屋栄東急
REIホテル

－ 20 －

就職塾サービス種類／就労移行支援・就労定着支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社 チームＫコンサルティング
チームＫ／ステラビィ 就職塾 
〒460-0003
中区錦2-3-11 ニシキ21ビル3・4階
052-265-9992　  FAX：052-265-9993
syuusyoku-juku@teamkc.co.jp
地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅5番出口徒歩1分
月曜日～金曜日
9：30～16：00
35名

【活動内容】
チームＫ／ステラビィ就職塾では各種訓練を通して社会に出る為に
必要な「知力・体力・社会力」の習得を目指し就労後も定期的にカ
ウンセリングや会社訪問を行い継続してフォローします。

ビル 3・4 階。3 階はパ
ソコン訓練室、４階はヒ
アリング室やビジネスス
キル室などを用意。

エレベーター有り。３階
と４階のフロア間の移
動もエレベーターを使
用します。

ビジネススキル室：会
社の会議室を想定、面
接訓練や個別キャリア
カウンセリングを実施し
ています。

サービス種類／就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援Ｂ型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

カタリスト株式会社
あるく伏見
〒460-0008
中区栄2-2-17 名古屋情報センタービル2Ｆ
052-228-0470　  FAX：052-308-3264
ark@catalyst.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅4番出口徒歩5分
月曜日～金曜日
9：30～15：30
移行10名　Ｂ型10名

【活動内容】
・PC訓練 (windows、Mac)　
・各種グループワーク(応用訓練、コミュニティ講座等 )
・古本作業 (仕分け、クリーニング、Amazon 登録・販売 )　
・屋外活動、企業見学等

外観：目の前には名古
屋市科学館が見えます。

あるく入口：エレベー
ターを降りた目の前で
す。

古本：Amazon 販売他、
実際に本の販売も行っ
ています ( 毎週月曜日
12時から13時 )
不要になった本も無料
回収しています。

あるく伏見
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名古屋栄東急
REIホテル
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NotoカレッジキャリアセンターNEXT

名古屋市科学館

名古屋市
美術館

ファミリーマート

テリオスサービス種類／就労移行支援・就労定着支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ＴＥＲＩＯＳ
就労移行支援事業所テリオス
〒460-0022
中区金山1-9-20 昌伸ビル8F
052-265-5071　  FAX：052-265-5106
terios-info@terios-d.co.jp
金山総合駅北口徒歩５分
月曜日～金曜日
9：30～16：30
20名

【活動内容】
テリオスは、「ＩＴ特化」型の就労移行支援事業所です。Excel や
Word はもちろん、プログラミング技術等の訓練に重点を置いてい
ます。その結果、ＩＴ関係・事務系へ８割の方が就労しております。

外観：９階建てビルの
８階になります。エント
ランス突き当りのエレ
ベーターで上がって来
て下さい。

入口：エレベーターの
扉が開いたら目の前の
ドアをお入り下さい。

多目的スペース：お昼
休みに利用したり、各人
の休憩時間に活用しま
す。またグループワーク
や打ち合わせも行いま
す。

サービス種類／就労移行支援・就労定着支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社Notoカレッジ
NotoカレッジキャリアセンターNEXT
〒460-0008  中区栄2-4-12 トーシン本町ビル401
052-212-9610　  FAX：052-212-5810
next@notocolle.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅4番出口徒歩5分
地下鉄東山線・名城線栄駅サカエチカ8番出口徒歩6分
月曜日～金曜日（土日祝休み）
9：00～15：00
20名

【活動内容】
名古屋栄または伏見駅より徒歩５分と好アクセスな場所にある就労
移行支援事業所です。オフィス風の雰囲気の場所で、職業実践～ビ
ジネスマナーや企業見学、職場体験などを経て就職を目指していく
場所です。平均年齢は20代後半、大学生～社会人を経験した方ま
で幅広い方がご利用いただいております。

就職活動だけでなく、就
職後に必要なチカラが
学べるプログラムを用
意しております。（ビジネ
スマナー、コミュニケー
ションなど）

自己分析やスキル測定
などのカリキュラムも
あり、自分の得意や不得
意、障害内容を理解して
働くことを目指していき
ます。

職場で働くを再現した
トレーニング「Notoト
レ」の風景。数多くの事
務系（PC含む）、作業系
の練習ができる環境が
整ってます。

ノ　ト ネ ク ス ト

NotoカレッジキャリアセンターNEXT
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フロンティアリンク
名古屋キャリアセンター

4

1

脳卒中・身体障害専門就労支援センター
リハス

－ 22 －

リハスサービス種類／就労移行支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社クリエイターズ
脳卒中・身体障害専門就労支援センター「リハス」
〒460-0002　中区丸の内2-3-25　Mizビル５階
052-253-8742　  FAX：052-253-8743
s_fujita@k-qol.com
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅1番出口徒歩5分
4番出口徒歩6分
月曜日～金曜日
10：00～14：30
20名

【活動内容】
脳卒中、難病により身体障害・高次脳機能障害を患われた方の「は
たらく」をサポートする事業所です。理学・作業療法士と職業指導
員らが、その方の障害特性に応じて専門的な支援を提供します。

このビルの５階が事業
所です。最寄り駅の地下
鉄丸の内駅はエレベー
ター設置済。アクセスも
大きな段差はないため
車いすでのご利用も可
能です。

エレベーターあり。車い
すでのご利用可能です。

理学療法士・作業療法
士常駐。リハビリテー
ション視点に基づいた
職業リハビリを提供し
ます。

サービス種類／就労移行支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社フロンティアリンク
フロンティアリンク名古屋キャリアセンター
〒460-0002  中区丸の内2-12-26 丸の内セントラルビル2階
052-684-9511　  FAX：052-684-9277
career_nagoya@frontier-link.jp
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅2番出口徒歩7分
4番出口徒歩5分
月曜日～金曜日
9：30～15：30
20名

【活動内容】
IT 研修で１０年以上、延べ３万人以上の受講実績を持つフロン
ティアリンクのビジネススクールのカリキュラムのもと自分のペース
で IT スキルを基礎から習得、エンジニアへの道をサポートしていま
す。

9階建ての大きな窓ガラ
スが全面にあるビルにな
ります。（セントラルビル）
1 階は駐車スペースにな
ります。2階フロアが名古
屋キャリアセンターにな
ります。

エレベーター降りて、すぐ
左手に名古屋キャリアセ
ンターの入口があります。
インターホンを押してお
声掛けください。

エレベーター脇の廊下に
キャリアセンタートイレ
があります。介助や支援
が必要な場合は相談して
ください。

フロンティアリンク名古屋キャリアセンター
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ファミリーマート

ココトモカレッジ金山駅前校サービス種類／就労移行支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ネットアーツ
ココトモカレッジ金山駅前校
〒460-0022　中区金山1-9-19 ミズノビル7階
052-684-8666　  FAX：052-684-7721
info@cocotomo-college.com
金山総合駅北口徒歩5分
地下鉄名城線金山駅6番出口徒歩2分
月曜日～土曜日
10：00～15：00
20名

【活動内容】
あなたの「特性」を「特技」に変える場所。ココトモカレッジは皆さん
が安心できる場所、一歩踏み出すきっかけの場です。IT を活用した
資格取得、農業体験等を通じて、イキイキと働ける力を育みます。

明るく開放的な雰囲気
の多目的室。ここでは
ディスカッションやディ
ベート等のコミュニケー
ションのクラスが実施さ
れます。

パソコンが並ぶ訓練室。
ここでは IT を活用した
資格取得、通販サイト運
営や Web サービス業
務を実務レベルで体験
できます。

自然の中で「農業体験」
ができます。ココトモカ
レッジの持つ広大な畑
でオーガニック野菜を
育てます。

サービス種類／地域活動支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人ドリーム
小規模作業所ドリーム伏見
〒460-0003
中区錦2-13-24先 地下1階31-14
052-231-0350　  FAX：052-231-0350
stroke-support@npo-dream.org
地下鉄東山線伏見駅　東改札口徒歩1分
月曜日～土曜日（日祝、第１月曜日休み）
10：00～17：00
30名

【活動内容】
脳卒中障害者の生きがいづくりを目的として、様々な活動を展開し
ています。当事者が働く喫茶店も運営しており、地域のたくさんの方
々に利用していただいています。

外観（入口）
伏見地下街に位置して
おり、雑貨・喫茶店が
目を引きます。

講師派遣事業
リハビリ専門家や学生
の教育。自身の障害を活
かして社会貢献。

情報誌事業
障害者・家族のための
冊子を作成するため取
材中。

ドリーム

－ 23 －
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アサヒサンクリーン
デイサービスセンター
上前津東

－ 24 －

アサヒサンクリーン上前津東サービス種類／基準該当生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーンデイサービスセンター上前津東
〒460-0012　
中区千代田2-4-28
052-269-2641　  FAX：052-269-2650
kamimaeduhigasiDS＠asahi-sun-clean.co.jp
地下鉄名城線・鶴舞線上前津駅1番出口徒歩5分
月曜日～土曜日
9：00～16：10
22名

【活動内容】
☆リハビリ体操他レクリエーション　　　　　
　・計算漢字ドリル・塗り絵・ジグソーパズル・おやつレク
　・花見等・テーブル卓球・風船バレー・パターゴルフ等
 ☆外出行事
 　・くるくる寿司外出ランチ ・花見等

デイサービス入口です。
お入りいただくと二部
屋に分かれており、ゆっ
くり過ごしていただけま
す。

９時までに来所頂いたお
客様にモーニングサービ
スを無料でお出ししてお
ります。トースト + ゆで
卵 +コーヒー、紅茶など
からお好きな飲み物もお
選び頂けます。

年末にデイサービスで
は餅つき大会を開催し
ております。つきたての
お餅をきな粉、あんこ、
大根おろし、黒ゴマ等で
食べます。

サービス種類／基準該当生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社ジェネラス
デイサービス樂音
〒460-0012
中区千代田2-16-28 グラシア2号館6F
052-259-3336　  FAX：052-259-3337
utane@generous.co.jp
地下鉄鶴舞線鶴舞駅1番出口徒歩3分
月曜日～土曜日
8：30～17：30
60名

【活動内容】
デイサービス樂音は、在宅で生活されている方に心身の機能維持・
向上、生活の介護、他の利用者様との交流を目的として通っていた
だく施設です。
自ら行うリハビリへの挑戦をサポートいたします。

玄関：荷物はロッカー
にてお預かりします。

広いフロアーで、お食事
やアクティビティーなど、
楽しんで頂いております。

リハビリ、体操の他に、絵
手紙など作品制作も楽
しんで頂いております。

デイサービス樂音
う た ね
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た
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かくれんぼ鶴舞

ファミリーマート

むつみグリーンハウスサービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　むつみ福祉会
むつみグリーンハウス
〒460-0025　中区古渡町９-18
052-322-5049　  FAX：052-322-7562
m-greenhouse@mutsumi-f.jp
金山総合駅北口徒歩10分
地下鉄名城線東別院駅3番出口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日・祝日（不定期）
10：00～16：00
20名

【活動内容】
重度の障がいのある方が、生き生きと日中活動に取り組めるよう努
めています。午前はゲームや創作、音楽療法など活動的に、午後は個
別体操やアロマ、理学療法などリラックス活動を中心にプログラム
設定をしています。

３階建てで１階が駐車
スペースになります。
館内１階：事務所
　　２階：日中活動型
　　３階：作業型

玄関入ってすぐ右側が
事務所になります。

食事：厨房で調理した
食事を提供しています。
普通食、きざみ食、ミキ
サー食、ソフト食の提供
をしています。
（写真はミキサー食）

サービス種類／基準該当生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人かくれんぼ
かくれんぼ鶴舞
〒460-0012
中区千代田3-32-8 URアーバンラフレ鶴舞公園2号棟
052-331-1713　  FAX：052-331-1703
tsurumai@kakurenbo-gr.jp
地下鉄鶴舞線鶴舞駅5番出口徒歩10分
月曜日～日曜日
10：00～16：00
3名

【活動内容】
鶴舞公園の近くにある都市型の小規模多機能型介護施設です。「訪
問」「通い」「泊まり」を組み合わせ日常生活の継続の支援を行います。
デザイナーが手がけた「和モダン」の内装は、安らぎを感じる空間と
なっています。

UR 住宅の１階が施設に
なります。３台分の駐車
スペースがございます。

入ってすぐ右側が事務
所になります。入り口へ
のスロープがあります。

シャワー浴ができる身
障用のお風呂がありま
す。

かくれんぼ鶴舞

－ 25 －
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チャレンジキッズ上前津東サービス種類／児童発達・放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

アサヒサンクリーン株式会社
チャレンジキッズ上前津東
〒460-0012　
中区千代田2-4-28 アーバニア上前津東1F
052-269-2585　  FAX：052-269-2650
kamimaeduhigasids@asahi-sun-cleen.co.jp
地下鉄名城線上前津駅1番出口徒歩6分
12月30日～1月3日の5日間以外
13：30～17：30（土日祝は10：00～16：00）
10名

【活動内容】
季節行事（七夕・節分等）、戸外活動（近くの公園まで散歩・水族館・
動物園へのお出掛け企画等）の活動を通して、「楽しみ」や「面白さ」を
見つけて頂けるよう積極的な企画を行っております。

チャレンジキッズの入り
口です。隣に高齢者デイ
サービスの入り口があ
ります。

チャレンジキッズの室内
の様子です。ここで勉強
をしたり、リトミックをし
たりして過ごしています。

季節行事に合わせた活
動を行っています。この
写真は節分の日に、鬼に
豆を投げ鬼退治をした
時の写真です。おやつに
年の数だけ豆を食べま
した。

サービス種類／児童発達・放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人 愛知ＰＦＳ協会
アフタースクールＰＦＳ
〒460-0008　中区栄1-24-38 エムズハウス栄2AB
052-228-0281　  FAX：052-228-0281
info@aichi-pfs.org
地下鉄鶴舞線大須観音駅4番出口徒歩5分
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅徒歩6分
月曜日～金曜日（土日祝お盆休み）
月・水・金10：00～16:00、火・木12：00～19：00
10名　　　　　　　　   （学校休業日10：00～16：00）

【活動内容】
子どもたち一人一人のニーズに合わせて学習支援や精神面のサポー
トに重きを置いています。また、日々の活動やイベントなどで利用者間
の交流を深め、自立のためのスキル向上や社会への参加の仕方を学
んでいきます。

８階建てマンションの２
階に事業所があり、窓際
に設置されているテラス
では学習やものづくりな
どの作業ができます。

ドアを開けて右奥には、
ハンモックや和室があり
ます。疲れたなと思った
時にはゆっくりくつろぐ
こともできます。

各ブースのスペースが
広いため、子どもたちの
ニーズに合わせて運動
やモノづくりなど様々な
プログラムを行っていま
す。

アフタースクールPFS
ピーエフエス
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リオスマイルサービス種類／放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

NPO法人　エコスマイル
リオスマイル
〒460-0021
中区平和1-1-20 東別院３番出口ビル６階
052-265-8349　  FAX：052-265-7575
info@ecosmile.or.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～土曜日　（日祝休み）
14：00～18：00（学校休業日 11：00～17：00）
10名

【活動内容】
障害を持った中高生を中心とした放課後等デイサービスです。将来
の自立と就労に繋がるよう、一人ひとりに合わせた作業を行います。
できる事が増え、また社会のルールが学んでいけるようお手伝いさ
せていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名城線東別院駅３番出
口を出てすぐのビルです。
通いやすさ抜群です。

実際にレジを使った買い
物の練習をしています。
お金の使い方や接客の
仕方を学ぶことができま
す。

タイピング練習やワード、
エクセルを使う練習をし
ています。資格取得を目
指すことができます。

サービス種類／放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

NPO法人障がい者自立支援センターなごや
放課後等デイサービス「マーム」
〒460-0021 中区平和1-1-20 東別院３番出口ビル8階
052-339-0009　  FAX：052-339-0027
day-marm@sirius.ocn.ne.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
金山総合駅北口徒歩10分、地下鉄1番出口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
14：00～17：30（学校休業日10：00～16：00）
10名

【活動内容】
子ども達が社会の中で生きていくために必要な知識や技術を身につ
けるための学びの場として、また、楽しみながら共同社会への参加の
仕方を学んで頂く場所です。

地下鉄東別院駅３番出
口を出てすぐに位置する
ビルの８階にあります。

エレベーターを降りて
から入り口まで段差が
なく、バリアフリーになっ
ています。

室内には個別ロッカー
を用意しております。快
適に過ごし、スキルアッ
プを目指します。

「マーム」
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ぽけっとサービス種類／児童発達・放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人　全日本福祉協会
児童デイサービス　ぽけっと
〒460-0022　
中区金山5-18-29
052-889-7811　  FAX：052-889-7812
pocket@zennihonfukushi.com
金山総合駅北口徒歩13分
月曜日～土曜日
10：00～17：30
10名

【活動内容】
～子どもたちの明るい未来のために～
子どもたちが将来自立して生活するためにはどうしたら良いか。将来
必要なことを身につけていくためにはどうしたら良いか。常に考えな
がら活動に生かしていきます。

外観（庭）：建物の北側
には庭があり、野球教室
や余暇の時間に使用し
ています。

玄関（入口）：プレイルー
ム入り口はフロアからバ
リアフリーになっていま
す。

活動（外出レク）：月に
１、２回、電車を利用し
て出かけます。社会の
ルールをお友だちと一
緒に身につけます。

サービス種類／児童発達・放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社SURM
児童デイサービスぱれっと
〒460-0022　
中区金山5-18-29
052-627-0100　  FAX：052-627-0200
info@surm.jp
金山総合駅北口徒歩13分
月曜日～土曜日
10：00～17：30
10名

【活動内容】
ぱれっとでは工作、クッキング、スポーツなど様々な活動を通して日々
の支援にあたっています。また、夏祭りやクリスマスイベントなど、親
御様も参加できる行事を定期的に行っています。見学は随時受け付
けています。

外観（南側）：歩行が不
安定な子どもたちも安
全に入ることができるよ
う、入口にスロープを設
置しています。

玄関（入口）：階段を上
がった先が入り口にな
ります。階段は広く、手
すりもあるので、子ども
たちの安全をしっかりと
確保できます。

活動（クッキング）：クッ
キングでは食材の買い
物から行っています。ぱ
れっと畑でとれた野菜を
使って調理しています。

ぱれっと
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LITALICOジュニア名古屋伏見教室

成田病院

K-Y’s Style

LITALICOジュニア名古屋伏見教室サービス種類／児童発達・放課後等デイサービス・保育所等訪問
法 人 名：
事 業 所 名：
住 　 　 所：
電 　 　 話：

F　A　X：
E - m a i l：
公 共 交 通：
開 所 日：

時 　 　 間：

定 　 　 員：

株式会社LITALICO
LITALICOジュニア名古屋伏見教室
〒460-0003　中区錦2-17-28　CK15伏見ビル4階
児童発達支援・保育所等訪問支援：052-218-5393
放課後等デイサービス：052-218-5394
052-218-5395
ml_nagoyafushimi_ jr_p@litalico.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅2番出口徒歩1分
児童発達支援：月～金、放課後等デイサービス：土・日
保育所等訪問支援：月・火・木・金
児童発達支援：月～金12：30～18：30
放課後等デイサービス：土・日10：00～17：00
保育所等訪問支援：月・火・木・金10：30～12：30
10名

【活動内容】
お子さまの得意をいかし楽しく学べる環境を提供し、また、スキルアッ
プだけでなく、園や学校、ご自宅などの様子にも目を配り、必要に応じ
て連携を取り、自分らしく生きる力を育むためのお手伝いをしていま
す。

１０階建てのビルの４階
になります。ビルの目印
は１階のタイ料理屋さ
んです。

４階にエレベーターで
上がっていただくとすぐ
に事業所となっておりま
す。

プレイルーム：授業を
行う部屋は全部で３つ。
その中で一番広い部屋
では簡単な運動や小集
団の授業を行います。

サービス種類／児童発達・放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-ma i l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：

定　　員：

株式会社　丸進工業
K-Y’s  Style
〒460-0011　中区大須1-9-34　京屋ビル2F
052-265-5183　  FAX：052-265-5184
K_ysstyle@icloud.com
地下鉄鶴舞線大須観音駅4番出口徒歩2分
月曜日～土曜日（日祝休み）
放課後等デイサービス15：00～18：00
児童発達支援12：00～18：00
土曜日・長期休暇は放課後・児童発達共10：00～16：00
10名

【活動内容】
英語療育・プログラミング・芸術療法・音楽療法、それぞれ専門
職が関わってそれぞれの視点で子ども達の成長のお手伝いをしてい
ます。令和元年 12月3日にK-Y’s Style2校目が鶴舞（昭和区鶴舞
3-16-33　Tel：052-753-8112）にオープンしました。大須校同
様よろしくお願いいたします。

英語のリズミカルな曲
に合わせてダンス！思い
思いの表現で思い切り
身体を動かします。

保育士が手作りの指人
形でメロンパンの手遊
びをしています。子ども
たちは目がキラキラ。

トイレは男女別々になっ
ております。写真は男子
トイレの中の様子です。

K-Y’s Style
ケイ ワイ ズ　スタイル

リ　タ　リ　コ
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コペルプラス丸の内教室

セブンイレブン

スターバックス

リオフレンド

－ 30 －

コペルプラス丸の内教室サービス種類／児童発達支援
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社　コペル
コペルプラス丸の内教室
〒460-0002　
中区丸の内2丁目17番3号　丸の内T・Sビル6階
052-253-8255　  FAX：052-253-8256
nagoya-marunouchi@copelplus.copel.info
地下鉄丸の内駅2番出口徒歩1分
火曜日～土曜日（国民の祝日及び8/13~15,12/30~翌年1/3を除く）
9：30～18：30
10名

【活動内容】
指導員とマンツーマンで発達段階に合わせたバリエーション豊かな課題を
行います。できないことに対する訓練ではなく、できないことの背景に存在す
る課題に焦点をあて療育を行います。2000 種類以上の豊富な教材によるテ
ンポ・リズムのある療育を提供していきます。毎月月末にはコミュニケーショ
ンスキルアップのための小集団プログラム（コミュトレ）も行っております。

丸の内駅２番出口より
徒歩１分です。  ビルの
６階が教室です。 奥の
エレベーターホールに
て「601」「呼び出し」と
押してください。

個別療育室：お子様と
指導員が１対１の個別
療育を行います。マジッ
クミラー越しにお子様
の様子を見ていただけ
ます。

プレイルーム：毎回、様
々な教具を使って身体
を動かす運動遊びに取
り組みます。月末には小
集団でゲームを楽しみ
ます。

サービス種類／児童発達支援・放課後等デイサービス
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人シンプルライフスタイル研究所
リオフレンド
〒460-0021　
中区平和1-1-20　東別院3番出口ビル7F
052-339-3939　  FAX：052-339-3751
info@simple.or.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～土曜日（日祝休み）
11：30～17：30（学校休業日）11：00～17：00
10名

【活動内容】
令和元年１２月１日に開所しました新しい事業所になります。リオフ
レンドでは、３歳から１８歳までのお子様がそれぞれ持つ課題や特性
に寄り添い支援し、成長を見守ります。主に遊びや工作、学習支援を
行っています。

地下鉄名城線「東別院」
３番出口あがってすぐ１
階にコンビニのあるビル
の７階にあります。

子どもたちは、ブロック
やおもちゃで自由に遊ん
だり、工作をしたりリラッ
クスして過ごしています。

誕生日会やお菓子作り
など、子ども同士が交流
できる楽しいイベントを
定期的に行っています！

リオフレンド
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あかもん

コペルプラス上前津教室

コペルプラス上前津教室サービス種類／児童発達
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社コペル
コペルプラス上前津教室
〒460-0013
名古屋市中区上前津2-3-11  長崎屋ビル2階B号室
052-684-7673　  FAX：052-684-7674
kamimaezu@copel.info
地下鉄鶴舞線上前津駅 3番出口 徒歩１分
火曜日～土曜日
9：30～18：30
10名

【活動内容】
バラエティ豊かな教材・コミュニケーションと連動した言葉のプロ
グラム・ソーシャルスキルトレーニング・感覚統合等、自ら行動する
ためのプログラムを作成し、アプローチをしていきます。体験・見学
随時受付中。

６階建ての２階になりま
す。自動 販 売 機 横の
階段、または、エレベー
ターで上がっていただく
と事業所入り口があり
ます。

入り口では、マスコット
キャラクターのペル君が
お出迎え♪入ってすぐ前
に相談室があり、いつで
も利用することができま
す。

プレイルームでは、身体を
しっかり動かします。療育
室は３部屋。バラエティ
豊かな教材で、楽しく学
ぶ環境が整っています。

サービス種類／精神障害者地域活動支援事業所
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人むつみ福祉会
あかもん
〒460-0011 
中区大須4-10-85  ヤマムラビル1階
052-253-5845　 FAX：052-253-5856
chikatsu-akamon@mutsumi-f.jp
地下鉄名城線・鶴舞線上前津駅10番出口徒歩4分
月曜日～金曜日、第2土曜日
10：30～18：00
20名

【活動内容】
精神に障害のある方が「居場所」「仲間作りの場」など様々な目的で
過ごして頂ける場所です。午後 1時～3時に、音楽、創作活動等の
プログラムを行っています。見学は随時受付中です。お気軽にお問い
合わせ下さい。

大津通沿いの「中区障
害者基幹相談支援セン
ター」という黄色い看板
が目印です。ビルの 1 階
があかもんです。そのま
まお入り下さい。　

多目的室は、利用者さん
がプログラムをしたり、
歓談したりするなど、メ
インで使用するスペース
です。

相談室は、個別でパソコ
ンなどの作業を行いた
い方や、日常生活の悩み
などについて話したい方
の面談などで使用して
います。

あかもん
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楽（
た
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む
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訪問介護ハピネス
０５２－６８４－６６０６

訪問介護ホットライフ
０５２－２６４－０７１０

訪問介護ゆとり
０５２－３３２－１５５７

ケアサービスダンデライオン名古屋
０５２－２３８－１２３５

ポプラケア
０５２－３３９－１４６５

中京ケアサービス
０５２－２６９－２６３０

あんず屋
０５２－２６１－７２７２
福祉の里　名古屋中営業所
０５２－２４２－７５８４
中区介護保険事業所
０５２－３３１－９９５２
菜の花指定居宅介護事業所
０５２－６７８－１７２１
ホームヘルプひだまり
０５２－２５１－６２０２
名古屋福祉サービス
０５２－２６５－５８５１

訪問介護事業所　微笑
０５２－２６５－７６２８

アシスト名古屋
０５２－３３２－７３１０
あんあんヘルパーステーション
０５２－３２１－３３３７
なごみサポートセンター
０５２－２５３－８７３０

さくら・介護ステーション名古屋中央
０５２－２６５－５５９０

訪問介護　あゆみ
０５２－２２３－９０００

葵訪問介護事業所
０５２－２６５－８５３５
ＭＴグリーン
０５２－２６９－１４４４

訪問介護ステーションはなりら
０５２－２２８－７００６

デイリー・サポーター
０５２－２１２－６０７５

ヘルパーステーションすみれ
０５２－２５３－９３２８

介護クラーク新栄
０５２－２３８－４７７７

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●
訪問介護ステーション　ハートフル
０５２－２１１－８７７３ ●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　　　　　　　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　●

令和 2年 10月 1日現在

ヘルパー事業所一覧 居宅介護 重度訪
問介護 行動援護 同行援護 移動支援 介護保

険対応



対応可能な看護・ケア リハビリ対応訪問看護事業所一覧
令和 2年 10月 1日現在

精
神
科
訪
問
看
護
対
応

小
児
科
訪
問
看
護

が
ん
緩
和
ケ
ア

人
工
呼
吸
器
対
応

Ｐ
Ｔ

Ｏ
Ｔ

Ｓ
Ｔ

２
４
時
間
対
応
体
制

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　　　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

名古屋市中・東訪問看護ステーション
０５２－３２３－８３９１

訪問看護ステーションほたる
０５２－２１２－９３７０

エデン訪問看護ステーション
０５２－３３２－３６２７

帝人訪問看護ステーション（株）泉訪問看護ステーション
０５２－２６２－３５１５

訪問看護ステーションすみれ
０５２－２５３－５６１９

みんなのかかりつけ訪問看護ステーション名古屋
０５２－３３１－１９０４

看護クラーク新栄
０５２－２３８－４７７８

ハピネス訪問看護ステーション
０５２－２１８－３００３

テンハート訪問看護ステーション
０５２－３２４－７２０５

－ 33 －
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さくら配食サービス　千種事業所
０５２－７１２－４７１１

ライフデリ名古屋中・東店
０５２－７２１－５５００

まごころ弁当　中村本店
０５２－４６１－５５５１

八百善　多志満
０５２－６７８－６７８０

株式会社医療給食　西部センター
０５２－９９０－８８００

株式会社エヌビービー　デリコム
０５２－４０９－１２０９

するが食品（有）
０５２－４５１－００９２

大久手メディカルサービス株式会社
０５２－７４５－０５０３

日本ケータリング株式会社　大衆食堂
０５２－８１１－９５４１

食事サービス事業　へいわ
０５２－３３１－６６６０

宅配クック１２３　なごや中央店
０５２－７６３－０２２２

配食サービス事業所一覧（中区内配達可能事業所）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

令和 2年 10月 1日現在



リーフの利用者さんが描いた作品です


