
就労継続支援Ｂ型事業所

平成28年2月1日現在
住所 電話番号

オープンスペースＡＹＵＭＩ 奈良市秋篠町1381-1 0742-53-0511

アンダンテ農園 奈良市池田町16番地の4 0742-62-3432

SCファームぷろぼの 奈良市大宮町三丁目5－39　第3やまと建設ビル202号 0742-35-3232

たむたむ荘 奈良市学園朝日町2-6　ハイマート学園前203 050-5004-6882

サンケア・デイセンター 奈良市学園大和町1-304 0742-93-9539

シュガー 奈良市北之庄町45-1 0742-62-6255

Machiya　Works”こいんどう” 奈良市小西町12番1 0742-31-6209

きらく舎 奈良市西大寺北町3-5-6 0742-41-5529

空と海 奈良市三条大路1-9-11 0742-34-1058

フューチャープレゼンツ 奈良市三条栄町4番1号 0742-32-2226

コミュニティショップＣＨＩＲＯＲＩ 奈良市芝突抜町12 0742-26-8830

office K 奈良市芝辻町二丁目11番16号　圭真ビル102・103 0742-93-3244

ならのは福祉作業所 奈良市神功4-25-9 0742-70-3100

さわやぎ 奈良市菅原町48 0742-41-6039

らふぁえろ 奈良市高畑町1055-1 0742-95-9913

障害福祉サービス事業所ＣＯＣＯＬＯ 奈良市都祁白石町2307 0743-82-1811

デリカテッセン　イーハトーヴ 奈良市帝塚山南4-11-14 0742-95-7227

あとりあ 奈良市富雄元町二丁目7-25 SSKビル3F 305号・306号 0742-55-2301

喜蔵庵 奈良市中町502－4 0742-53-0007

就労継続支援（Ｂ型）もえぎ 奈良市奈良阪町2605-21 0742-20-0118

日笠ワークス 奈良市日笠町396-2 0742-81-5277

いほり 奈良市古市町1327-4 0742-64-5121

働く広場・高円 奈良市古市町1886-26 0742-64-1211

ここに 奈良市古市町2159-4 0742-31-2444

ポラーノ広場 奈良市三碓町2146-2 0742-45-8700

多機能事業所もとみ 奈良市南京終町四4-337-1 0742-63-2772

水間ワークス 奈良市水間町3020-3 0742-81-0864

春日 奈良市横井2-155-2 0742-61-3456
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たんぽぽの家 奈良市六条西3-25-4 0742-43-705

通所授産施設ダイアリー 大和高田市有井50-1 0745-52-8547

マインドホーム高田 大和高田市池田418-1　大和高田市総合福祉会館2階 0745-23-8072

咲咲 大和高田市池田447　さくら荘内 0745-53-2233

大和高田デザイン・ハウス 大和高田市永和町11－3 0745-60-5915

めばえ 大和高田市永和町5-9 0745-25-1055

コッペ高田サテライト 大和高田市神楽114-2 0745-53-6600

おかわり 大和高田市神楽317-4 0745-23-5625

コッペ高田 大和高田市神楽3-8-8 0745-24-5511

えいぶる 大和高田市日之出西本町7-21 0745-52-5752

社会福祉法人青垣園　指定障害者支援施設青垣園 大和高田市藤森94-1 0745-53-2700

ワークスペースこすもす 大和郡山市北郡山町87-3 0743-84-4321

彩食キッチンＢｏｎ 大和郡山市小泉町75-2 0743-58-5572)

いっぽの家 大和郡山市杉町134-5 0743-57-7301)

まんなり筒井店 大和郡山市筒井町1319-4 090-3929-0677

就労継続支援B型　えがお 大和郡山市稗田町326-1 0743-25-6789

就労継続支援（Ｂ型）事業所のぞみ 大和郡山市発志院町下柳田259 0743-23-1122

就労継続支援（Ｂ型）事業所ひかり園 大和郡山市矢田町字大谷382-2 0743-23-1122

ふれあい工房 大和郡山市柳2-23-4 0743-54-6701

ｍｉｎａｗａｃ 大和郡山市山田町1113-2F 0743-58-5032)

いほり　ろっきゃおん 天理市西長柄町459 0742-64-5121

えん　天理農場 天理市楢町233-1 080-5337-2080

クオーレこころ 天理市海知町450 0743-20-7494

みのり 天理市合場町267 0743-64-3330

すたんどあっぷ 天理市川原城町708 0743-85-5488

就労支援事業所こもれび 天理市前栽町309-5 0743-63-0920

酢香野 天理市富堂町209-3 0743-62-7222

ビバ！だるま 天理市柳本町1384-1 0743-66-2069
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障害者支援センターふきのとう 天理市柳本町2036-1 0743-67-1099

てぃーだ就労継続支援（Ｂ型）事業所 天理市檜垣町743-1 0743-67-3355

スリー・ピース 橿原市石川町600 0744-55-1525

かしはらワークス 橿原市小房町13-4 0744-20-3330)

やすらぎの丘・たかとりワークス　パン工房 橿原市小房町7-4 0744-22-2754

たけのこ園２ 橿原市大垣町218 0744-23-8883

ステップあすか 橿原市城殿町418-1 0744-29-9210

就労継続支援Ｂ型事業ひだまり 橿原市十市町122-2 0744-24-1515

Ｐｉｔ八木 橿原市内膳町1-2-15　スカイピア上田4階 0744-21-5666

ITセンター大和八木 橿原市八木町１-7-3　かしはらビル5階 0744-47-2681

畑楽 桜井市粟殿15-11 0744-46-3560

メイクるタウンのいえ 桜井市吉備638-5 0744-46-1543

さくらんぼ 桜井市桜井535-1 0744-46-0711

ぽぷら 桜井市大福468-1 0744-44-5122

特定非営利活動法人　きづな 桜井市三輪1213-1 0744-45-4747

五條市あすなろ福祉会　あすなろ園 五條市新町3-3-2 0747-24-2937

旭 五條市住川町1175 0747-26-1551

壱陽館 五條市野原西5-176-5 0747-26-0505)

おいしさ工房　minori 御所市五百家16-1 0745-66-1822

あすなろの家共働作業所 御所市三室308-1 0745-65-1314

御所園 御所市室130 0745-64-3535

かざぐるま 生駒市壱分町356-2 0743-77-9900

喫茶ゆうほー 生駒市谷田町1615（もやい館1階・2階） 0743-75-6606

デリカテッセンイーハトーヴ生駒事業所 生駒市俵口町2088 0743-73-8881

ポラーノ広場生駒山麓公園事業所 生駒市俵口町2088 0743-73-8881

コミュニティスペースはなな 生駒市本町6-2　桜ビル302 0743-73-1050

ひだまり 生駒市本町7-14　ブルームビル2階 0743-76-1496

モンステラ 香芝市磯壁1-1057-3 0745-51-7102
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ワークサポートセンター今人 香芝市今泉451 0745-78-9858

香芝育成福祉会　ふたかみ 香芝市今泉613番地2 0745-27-3727

すみれの里 香芝市逢坂1丁目509-1 0745-71-8011

もーる事業所 香芝市北今市1-103-1 0745-60-8727

あっとほーむ香芝 香芝市下田東1-317-2　メゾン下田 0745-23-5625

ふれあい作業所 葛城市北花内347-7 0745-69-9930

社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 葛城市染野789-1 0745-48-6636

柊の郷ワークセンター 葛城市寺口1689-1 0745-69-9601

就労支援センター心境 宇陀市榛原笠間2446-1 0745-82-0218

宇陀市障がい者就労支援センター　ささゆり園 宇陀市榛原檜牧953-1 0745-82-1106

ハート　トゥ　ハート 宇陀市榛原福地385-1 0745-96-9066

ハートフル室生 宇陀市室生三本松3944 0745-92-3337

セルプたいよう 山辺郡山添村切幡1432-1 0743-87-0918

夢工房どうで 山辺郡山添村桐山155-1 0743-86-0377

cafe ＳＵＮＷＯＯＤ 山辺郡山添村三ヶ谷1812-1 0743-87-2012

らそら 生駒郡斑鳩町神南5-14-14 0745-70-1577

まんなり 生駒郡三郷町立野南2-9-30 090-3929-0677

グリーンワークス 生駒郡平群町西宮2-2-53 0745-45-5124

秋桜 磯城郡川西町吐田94 0745-43-3939

奈良県障害者総合支援センター社会就労センター 磯城郡田原本町多722 0744-32-0200

どっとゆう 磯城郡田原本町阪手838-1 0744-47-4307

ひなた舎 磯城郡田原本町保津5-5 0744-32-7753

ほどらいこ 磯城郡三宅町上但馬172-10 0745-56-6820

多機能型事業所わたぼうし 磯城郡三宅町上但馬176-1 0745-43-6601

リバティーほっかつ　河合町福祉作業所 北葛城郡河合町池部1-2-9 050-1128-8868

いちょう 北葛城郡河合町穴闇108-1 0745-43-9513

フレンズまきば　あぐり 北葛城郡上牧町上牧1878-1 0745-43-5671

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会ぷらっと 北葛城郡上牧町上牧3245-1 0745-76-6098
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リバティーほっかつ　上牧町福祉作業所 北葛城郡上牧町上牧4044-10 0745-78-5780

リバティーほっかつ　広陵町すみれ作業所 北葛城郡広陵町中123-5 0745-56-6946

ふらっぷ 北葛城郡広陵町中127-1 0745-76-1111

ひまわり学園真美ヶ丘自立訓練校 北葛城郡広陵町南郷653-4 0745-55-3142

コッペ大淀 吉野郡大淀町下渕1135-1 0747-52-8080

コッペ大淀サテライト 吉野郡大淀町下渕881－6 0747-53-2233

わーくさぽーとPono 吉野郡大淀町下渕1387-2 0747-52-1717

うぃる工房 吉野郡大淀町下渕854-1 0747-53-2138

下市若葉 吉野郡下市町阿知賀1419-4 0747-52-6597

わかば 吉野郡下市町阿知賀1419-4 0747-52-6597

ＧＪ．わかば 吉野郡下市町阿知賀1466 0747-52-6597

どろんこ畑 吉野郡下市町平原85-3 0747-52-6681

ハートワーク 吉野郡下市町伃邑492-1 0747-57-3139

まんぷくキッチン 吉野郡十津川村野尻306 0746-67-0141

多機能型事業所　第2サンライズ 宇陀郡御杖村神末4118-3 059-273-0022

障がい者就労支援センター　ポルテの森 高市郡高取町市尾266 050-1389-3575)

たかとりワークス 高市郡高取町観覚寺1382 0744-52-1001
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