
障害者就労施設等の提供物品・サービス一覧表　（マスク）令和３年４月１日更新

地域 商品名 商品説明 特徴・ＰＲなど 参考単価 可能数量・納品日数など 納品方法・配達 支払方法等

事業所名 あい ・布マスク 布マスク大人・子供用 店頭在庫の販売 店頭販売のみ 原則現金のみ

法人名 株式会社アビシャス ￥500～￥1000

住所 上荒田町23-21小園第2ビル101号

営業時間 8:30～17:00

E-mail s.shirakubo@abitious.com

ホームページ http://www.abitious.com

TEL 099-813-8670 

担当者 白窪

事業所名 就労継続支援ジャミ ・布マスク 子供用、大人用、 店頭在庫の販売 店頭販売のみ 現金のみ

法人名 合同会社イワイ福祉会 　（受注製造） 四角、立体マスク （電話でお問い合わせください。） （事前にご相談ください。） 電子マネー対応

住所 下竜尾町１１-７ 200円から600円 振込可（前金払い）

営業時間 10:00～15:00

E-mail iwaifukusikai@yahoo.co.jp

ホームページ フェイスブックあり

TEL 099-295-3438

担当者 東中村

事業所名 ワークスペースきしゃば ・布マスク 布マスク大人用 店頭在庫の販売 店頭販売のみ 現金のみ

法人名 医療法人　修誠会 300円（税込）～ （電話でお問い合わせください。）

住所 下荒田3丁目17-32

営業時間 9：00～18：00

E-mail workskisyaba＠Po3.synapse.ne.jp

ホームページ http://tabatamc.or.jp

TEL 099-251-9551

担当者

事業所名 就労継続支援B型作業所笑♪エール ・布マスク 随時作製販売 店頭およびＨＰで販売 現金、納品後振込可

法人名 NPO法人ﾐｰｻ･ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･Net 　（受注製造） （電話でお問い合わせください。） 　何枚でも配達します

住所 新屋敷町16住宅供給公社1階 中（小学生用）1枚200円 （事前にご相談ください。）

営業時間 10時40分～16時 大（大人用）1枚300円 50～100枚約1週間で納品

E-mail k6p5ti@bma.biglobe.ne.jp 特大（大人用）1枚400円 （事前にご相談ください。）

ホームページ http://misa-infomation.net/

TEL 099-295-3575

担当者 國弘

事業所名 生活訓練ひまわり ・布マスク 立体布マスク 店頭在庫の販売 店頭販売 現金

法人名 （㈱）ジェネレイト 400円（税込） 受注販売（数量に応じて日数をいただきます。） 郵送販売 振込確認後発送

住所 下荒田3丁目28-12野村学園ビル3階 （振込確認後に発送いたします） など

営業時間 10：00～1５:00 　

E-mail info@himawari@-gen.com

ホームページ http://himawari-gen.com/

TEL 099-230-7783

担当者

4

・生地の特徴（両面綿生地なので
リバーシブルで使用可）
季節に応じた生地を使っていま
す。
ご希望のデザインをﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ印刷
出来ます。
・サイズ小（未就学児用）
縦8㎝　横6㎝
中（概ね小学生用）縦10㎝横8㎝
大（大人用）縦12㎝横9㎝
特大（大人男性用）縦15㎝横11
㎝
生地は、柄生地・白地・ベー
ジュ・グレー・ブラックなど多彩

・大人用から子供用まで各種そろ
えております。
・お時間をいただければお好きな
生地で製作いたします。
・立体マスクなので、フィット感
があります。
・１枚から受注製造を承ります。
薬局やしろどん家様、空港でも販
売しています。
【ホームページにて商品を紹介し
ています。是非ご覧ください。】

中
央

小（未就学児用）1枚150円
小（未就学児用）1枚150円

中
央

・生地の特徴（表地：綿　裏地：
ガーゼ）
・サイズ（大人用、子供用）

・プリーツ型・立体マスク型

・大人用から子供用までお作りし
ます。
・お時間をいただければお好きな
形で製作いたします。

【ワークスペースきしゃばのホー
ムページにて商品を紹介していま
す。是非ご覧ください。】

※予約に関しましてお問い合わ
せください。

1

・立体マスク
・生地の特徴（ガーゼなど）
・サイズ（大人用、子供用）
・色（ホワイト、ブラック、柄物
など）

・大人用から子供用まで各種そろ
えております。
・立体構造で呼吸しやすいつくり
になっています。
・柄は多種ございます。
・耳当て部分も耳が痛くなりにく
く工夫しております。
・4月現在、お一人様ご購入2枚
までと制限させていただいており
ます。まとめてのご注文はお問い
合わせください。

※都合により価格の変更が
ございます。

※予約に関しましてお問い合わせ
ください。

※まとめてのご注文はお問い合わ
せください。

・材料にもよりますがお好きな柄
にて作製可能です。（お時間をい
ただきます。）

・お時間をいただければお好きな
形で製作いたします。
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・生地（ガーゼ、さらし、等）
・サイズ（大人用、子供用）
・色（ホワイト以外もあり）

・四角、立体マスクの大人用から
子供用があります。
・材料にもよりますがお好きな柄
にて作製可能です。（お時間をい
ただきます。）
・一世帯５枚の販売になります。
【ジャミフェイスブックにて商品
を紹介していきます。是非ご覧く
ださい。】
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事業所情報

中
央

中
央
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・立体布マスク
・生地の特徴（裏地Wガーゼ、表
地綿など）
・サイズ（M，L，LL）
・色（白、無地、柄物）

・サイズ（M～LL）は各種そろえ
ております。
・数量、サイズについてはご要望
に応じます。詳細は電話でお問い
合わせください。

中
央



障害者就労施設等の提供物品・サービス一覧表　（マスク）令和３年４月１日更新

地域 商品名 商品説明 特徴・ＰＲなど 参考単価 可能数量・納品日数など 納品方法・配達 支払方法等事業所情報

事業所名 A型事業所ヒカリオフィス ・布マスク ・布マスク大人用 サンプルがあります。 店頭販売のみ 現金のみ

法人名 合同会社ヒカリクリエイティブ 　（受注製造） M.Ｌ.LLサイズ     550円（(税込) 電話で受け付けております。

住所 郡元２丁目７番１号 ・布マスク子供用 順次オーダーでお作り致します

営業時間 9:00～17:00 　　　　　　　450円(税込)

E-mail hikarioffice@gmail.com ※2枚で1000円で販売

ホームページ http://hikaricreative.fool.jp/

TEL 099-296-7737

担当者 林

事業所名 ビレイⅡ ・布マスク 要相談下さい 要相談下さい 要相談下さい 現金のみ

法人名 社会福祉法人　慶生会

住所 鹿児島市清和2丁目17番25号

営業時間 8:30～１７：３０

E-mail keiseikai@tulip.ocn.ne.jp

ホームページ https://www.keiseikai-kagoshima.jp

TEL 099-210-2022 

担当者 久保

事業所名 就労継続支援B型事業しゅわん家 ・布マスク 布マスク大人用 店頭在庫の販売 店頭販売のみ 現金のみ

法人名 一般社団法人照 　（受注製造） 200円（税込）～ （電話でお問い合わせください。） （事前にご相談ください。） 振込可（前金払い）

住所 下伊敷1丁目39-24シティハイツK1F (5月からは500円～の販売) など

営業時間 10:00～15:00 布マスク子供用 10枚で約2週間で納品

E-mail syuwanchi@gmail.com 100円（税込）～ (デザインや注文数で異なります)

ホームページ フェイスブックあり （事前にご相談ください。）

TEL 099-800-7597

担当者 松坂

事業所英 うめの木事業所 ・布マスク 店頭在庫の販売 店頭販売のみ 現金のみ

法人名 有限会社谷口工務店 　（受注製造） （事前にお電話下さい）

住所 鹿児島市吉野町1342

営業時間 9:00～17:00

E-mail t,hukushi.umenoki@gmail.com

ホームページ http://m.quel.jp/1kErB8q

TEL 099-298-9267

担当者 安形

事業所名 喜入花工房 ・布マスク ◆マスクーーーーーー ◆店頭在庫の販売 店頭販売か、ご希望の方には ◆現金　又は

法人名 特定非営利活動法人かごしま農福支援センター 　 　大人用 Mサイズ400円 （電話でお問い合わせください。） 郵便にて送料180円か370円で ◆納品後振込可

住所 鹿児島市喜入中名町４９７２－１ 　大人用 Lサイズ450円 ◆布地持参の方 お送りしていますのでご相談 （10枚以上の方は前金）

営業時間 ９～１５時（月～金） 　子供用　　　　 350円 （事前にご相談ください。） ください。

E-mail hasxo947@ybb.ne.jp ◆内布------ 　100円

ホームページ http://k-noufuku.org 　　　　　（税込価格）

TEL 099-345-0466

担当者 蜷川（ミナガワ）
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◆生地は綿です。女性向けには白
地に花柄、男性向けには紺色を用
意しています。
◆サイズ：タテ×ヨコ㎝【M：8.5×
18　中心を広げると13.5】【L：
10×21】【子供用：８×11】。
◆他にマスクの内側に使用する内
布も別売りで販売しています。
（8×12センチ）

◆一般に販売されている使い捨て
のマスクと同じ大きさがMサイズ
で、このサイズが良く売れていま
す。
◆マスクの内側に使用する内布も
別売りで販売しています。８×11
㎝
◆天文館にある「ゆめりあ」や谷
山の「おいどんが市」、喜入のバ
リューにも置いています。
◆また生地持参の方のマスクも相
談の上で製作を承っております。
◆ご希望の方には、郵便にてお送
りしています。
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・生地の特徴（ガーゼなど）
・サイズ（大人用、子供用）

・現在、製作中で一度に大量の注
文は難しいところがあります。
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・生地の特徴（ガーゼ、デニムな
ど）
・サイズ（大人用、子供用など）
・色（ホワイト、ブラック他）

・大人用から子供用まで各種そろ
えております。
・お時間をいただければお好きな
デザインで製作いたします。
・10枚以上から受注製造を承り
ます。(注文によっては10枚以下
の注文製造もあります）
【しゅわん家フェイスブックにて
商品を紹介しています。是非ご覧
ください。】

喜
入

谷
山

伊
敷

6

・生地の特徴　綿100％
・色　白　薄いブルー
　　　　　薄いピンク
　　　　　ベージュ　クリーム
・サイズ　子供用　Ｍ　Ｌ　ＬＬ

・シンプルな単色の立体マスクで
す。職場に使えるマスクという事
で大変好評いただいております。
　丁寧な縫製で洗っても何回も使
えます。

中
央

（枚数は10枚からですが、お電話に
てご相談ください)
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生地（不織布）
サイズ　大人用（男性用：13㎝×
8㎝、女性用：11.5㎝×7㎝、子供
用：9.5㎝×6㎝、幼児用：7.5㎝
×6㎝）
色・柄　多種

　大人用から幼児用まで各種揃え
ております。
   立体型で製作しております。

大人用　200円（税込）
子供用　150円（税込）

吉
野


