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法人名 事業所名 種別 住所 ページ
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一般社団法人　栄福祉会 ソレイユ 就労移行 栄町 35
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日

キャッチコピー

立川駅北口より徒歩5分

○

事業所名 立川おりおん

サービス種別　 就労継続支援A型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

社会と繋がっている喜び
働いて給料を得る喜び
いろんな喜びが生まれる事業所を目指してい
ます。

住所 立川市曙町2-9-1 菊屋ビルディング502

ＴＥＬ 042-595-7484 ＦＡＸ 042-595-7485

Ｍａｉｌ info@aptus-tokyo.co.jp

ホームページ http://www.aptus-tokyo.co.jp/

営業日 月 水 木 金 土

9:00 9:00 9:00 9:00 休

火

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

作業はAmazon倉庫へのFBA納品代行を中心に
複数の業務をこなしています。
PC作業、軽作業、ポスティング作業と業務の種類が
多いため個々にあった職業支援がしやすい事が強みです。
また、一般就労や定着支援もサポートしています。

～ ～ ～ ～
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

開所時間

9:00

休～

交通アクセス

アクセスマップ
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交通アクセス

西武拝島線　武蔵砂川駅下車　徒歩１５分

立川駅から松中団地行きバス　天王橋下車　徒歩５分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

10:00 10:00

休～
10:00

～ ～ ～ ～ ～
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

開所時間

10:00 10:00 10:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー ありがとう、感謝、思いやりの心を育てます

住所 立川市一番町1-41-11

ＴＥＬ 042-507-4470 ＦＡＸ 042-520-8497

Ｍａｉｌ hachisu.1205@gmail.com

ホームページ http://hachisu1205.co.jp/

営業日 月 火

○

事業所名 Hachisu

サービス種別　 就労継続支援A型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

アクセスマップ

Hachisu

天王橋バス停

武蔵砂川駅

小松自動車

●

１日のスケジュール

10：00～10：30 朝礼・掃除
10：30～12：00 作業
12：00～13：00 昼休み
13：00～14：15 作業
14：15～14：30 休憩
14：30～15：30 作業
15：30～15：45 作業報告

終礼

作業内容

・自主製品

（あずきカイロ・布小物・犬服・封筒・刺子

他にも色々作っています。）

・洗車

（１日2～３台を3人で作業します）

・清掃

（マンション・事務所の清掃。月2～4回）

・内職
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※コロナウイルス流行中は11:00～16:00
　（木曜日は15:00まで）です。

交通アクセス

JR青梅線西立川駅より徒歩８～10分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

10:00 10:00

休～
10:00

・喫茶店の運営…注文受け･給仕･会計等接客作業､テーブル拭き､食器洗い､店
内清掃等片付け､調理､ケーキ作り、等
・ハンドメイド作業…(寄付された古い着物等の)ほどき、水通し、アイロンがけ、縫
い、タグ付け、PCによるタグ作成・印刷等
 
※その他、行政との折衝や求職活動の支援、外部団体との交流等、自立生活を支
援する活動をしています。

～ ～ ～ ～ ～
17:00 17:00 17:00 15:00 17:00 17:00

開所時間

10:00 10:00 10:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー 障害者と健常者の共生を目指して

住所
立川市富士見町1-18-10
ワコーレ立川1階1号

ＴＥＬ 042-519-3159 ＦＡＸ 042-519-3159

Ｍａｉｌ yfwwu-0405@amber.dti.ne.jp
ホームページ www.maroon.dti.ne.jp/tanpopo/

営業日 月 火

○

事業所名 たんぽぽ

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

アクセスマップアクセスマップ

6

mailto:yfwwu-0405@amber.dti.ne.jp
http://www.maroon.dti.ne.jp/tanpopo/


○

事業所名
社会福祉法人　立川社会福祉協議会 就労支援
事業所　富士見福祉作業所　※従たる事業所

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー
　一生懸命、丁寧に、
　　　　　根気強く頑張ります！

住所 立川市富士見町１－２－２４

ＴＥＬ 042-522-6950 ＦＡＸ 042-522-6950

Ｍａｉｌ fujimi-work@tachikawa-shakyo.jp
ホームページ http://www.tachikawa-shakyo.jp/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

ＪＲ青梅線西立川駅徒歩１０分または立川駅から
バス「富士見町一丁目」下車徒歩３分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

以下のような支援方針にもとづいて、利用者の方々の支援を行っています。

施設利用者の人権を護るとともに、個人の持つ能力や個性を十分に発揮し、地域
社会への参加が図れるよう支援します。
１）利用者の人格や意思、生活史を尊重し、個人の尊厳を護ります
２）利用者の意見を十分に聴き、意向が反映されるようにして、利用者主体の考え
方をもって支援にあたります
３）利用者の地域生活を豊かなものにするため、積極的に地域と交流し協働します

富士見福祉作業所は、本会の就労支援事業所の従たる事業所という位置づけで
す。小規模の作業所ですが、ゆったり、のびのびと作業を行っています。

対象●立川市民で、自力通所のできる方
費用●プログラムの材料費や食事代等で、概ね8,000円／月程度
平均工賃●144,225円（H31実績）
作業内容●
○立川市からの受託作業
・都市軸清掃   など
○民間からの受託作業
・菓子箱組み立て、タオル等封入作業   など
年間行事●
・一日外出、プール活動、忘年会、遠足、
宿泊旅行、スポーツレクリエーション など

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00

休 休

アクセスマップ
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※作業時間は個々にあった時間で対応できますので

  ご相談ください。土曜日にはイベント開催。（年間２４回）

○

事業所名 ワークステーション立川

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー

平成30年度
都内B型事業所（822事業所）
平均工賃64,452円　第５位

住所 立川市富士見町7-33-3

ＴＥＬ 042-521-1234 ＦＡＸ 042-521-1203

Ｍａｉｌ ma01@trg.jp
ホームページ http://www.trg.jp/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

休～

「同年齢の市民と同等の生活環境の確立を支援する」を経営理念に掲げ、
一定の賃金を支給し、地域で自立した生活をするための支援を
しております。一人一人と向き合い、相談しながら一緒に考える
姿勢をモットーとし、一人の社会人として充実した毎日を送れる
ように支援しています。
　
≪主な作業内容≫
　・病院・高齢者施設等で使用する寝具類のクリーニング作業
　・簡易作業…枕カバーたたみ。
   （昨年はハンドタオルの袋詰めの委託を受けました。）
　　　※上記以外にも、クリーニング工程により様々な作業場所があります。
　　　※クリーニング機器類には安全装置が完備されています。

≪主な年間行事≫
　 春：入所式・カラオケ
　 夏：映画鑑賞会・ボウリング
　 秋：１泊旅行・体育大会
　 冬：年忘れパーティー・餅つき
　※現在コロナウィルス感染拡大の影響でイベントの内容は
     変更し衛生環境を整備した上で行っています。
≪その他≫
　・週に１回、嘱託医、看護師の巡回により、健康面のサポートをしています。
　・昼食は温かく美味しい給食を提供しています。

～ ～ ～ ～ ～
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50

交通アクセス

立川駅南口　２番乗り場よりバス
「福祉会館前」下車徒歩３分※現在コロナウィルス感染拡大の影響でイベントの

　内容は変更し衛生環境を整備した上で行っています。

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

アクセスマップ

体育大会

ディズニーシーへ１泊

クリーニング作業
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毎月第一土曜日は開所。

事業所名
特定非営利活動法人しらゆり
しらゆり福祉作業所

サービス種別　
就労継続支援B型
生活介護

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー 元気で明るくアットホームな作業所です。

住所 立川市柴崎町3-11-9

ＴＥＬ 042-525-0022 ＦＡＸ 042-525-0022

Ｍａｉｌ info@w-lily.org
ホームページ

営業日 月 火 水 木 金 土 日

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

休 休～ ～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

※土・日・祝日に行事がある場合は開所。 交通アクセス

JR中央線 　立川駅南口　徒歩6分
多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ 　立川南駅　徒歩3分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

○支援方針
〈就労継続支援B型〉
施設内・外での就労の場を提供するとともに知識及び能力の向上・生活リズ
ムの安定・生活能力の向上をはかる。就労の機会を提供する。
〈生活介護〉
利用者一人一人がかけがえのない存在であることを大切にし、個々の特性を
生かせるような生産活動・創作活動を提供する。様々な活動を通して責任感
や挑戦する気持ちを育てる。

○活動内容
〈就労継続支援B型〉　ショッピングバック製作、DM封入、押花名刺製作、
カレンダー封入作業、公園清掃、花壇管理、昭和記念公園清掃
〈生活介護〉　ショッピングバック製作、食品封入、DM封入、都市軸清
掃、花苗育成、ドリーム学園清掃、昭和記念公園清掃

○一日の流れ
　9:00　朝礼
　9:30　午前の作業
 12:00　昼休み
 13:00　午後の作業
 15:20　清掃
 16:00　帰宅

アクセスマップ
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交通アクセス
JR立川駅南口より徒歩８分

多摩都市モノレール立川南駅5分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

【サービス情報】
　・定員80名（就労移行6名・継続B型44名・生活介護３０名）
　・自主通所（送迎サービスなし） 交通至便
　・土曜日、祝日開所
　・給食提供＠４２０

【事業所PR】
　・３事業混成の作業提供
　・どの事業からも就労挑戦
　・日帰りレク、宿泊旅行、お祭り、新年会
　・毎週土曜日のクラブ活動
　・グループホームのバックアップ

事業所名
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

立川福祉作業所

キャッチコピー
地域生活を支えるために、働く場所としての作業
所、余暇を楽しめる作業所、そして何よりも、安心
して相談できる作業所を目指しています。

～ ～ ～ ～
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

日

開所時間

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

休～
8:30

～
17:00

tatikawa-s@douen.jp
ホームページ http://www.doen.jp

営業日 月 火 水 木 金 土

Ｍａｉｌ

住所 立川市柴崎町３－１３－１１

ＴＥＬ 042-527-2721 ＦＡＸ 042-524-2453

サービス種別　
（多機能型）　・就労移行支援
・就労継続支援B型　・生活介護

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

アクセスマップ

施設外観
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○

事業所名
特定非営利活動法人モアコートグループ
ワークショップモア

サービス種別　
就労移行支援
就労継続支援B型

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー

住所
立川市錦町1-17-11
モアコート貴1階

ＴＥＬ 525-7754 ＦＡＸ 525-7754
Ｍａｉｌ
ホームページ

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

　＊詳細は　直接、事業所までお問い合わせください。

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00

休 休

アクセスマップ
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○

事業所名 　　いすきあ立川

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー
あなたに合った働き方を応援します
    ～ゆっくり働く、相談しながら働く、
       機嫌よく働く～

住所
立川市錦町2-1-26
Nビルディング202

ＴＥＬ 042-512-5979 ＦＡＸ 042-512-5976

Ｍａｉｌ isukia@vesta.ocn.ne.jp  
ホームページ http://www.isukia.com/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:30 9:30 9:30 9:30

JR「立川駅」より徒歩5分
モノレール「立川南駅」より徒歩3分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

　利用目的や体調に合わせて、通所日・時間・作業メニューを組み立て、1
人ひとりの利用計画にもとづいて支援します。

　「少し時間をかけて就労や就労移行支援事業の利用に向けて準備をしたい方」

  「企業就労は難しいけど支援のある場で作業をして生活を安定・充実させたい方」

　「企業就労していて一時的に休んで体調を整えて再チャレンジしたい方」

　 等を対象に、作業提供支援、個別相談、就労へ向けた支援等を、紹介機関や
　 他の就労支援機関と連携をとりながら行っています。
　

　★作業内容
　（作業時間1日1～４時間/時給180円～250円）
　
　　・宅配弁当調理、配達、カフェでの接客
　　・キャラクター製品の制作、お菓子の梱包
　　・紙製品の組み立て
　　・事務作業（主にＰＣを使った入力作業）

　　＊作業はバラエティーに富んでいます！

　★カフェスペース
　　・作業後にホッと一息つけるカフェを併設
　　　しています。

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:30

休 休

アクセスマップ

作業フロア
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○ ○

事業所名
特定非営利活動法人ワーカーズコープ

たちかわーく

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー 働きたい気持ちを応援します！

住所 立川市錦町2-12-9　1階

ＴＥＬ 042－512-9315 ＦＡＸ 042-512-9316

Ｍａｉｌ tachika-work@roukyou.gr.jp
ホームページ https://tachikawork-web-1.jimdosite.com/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:30 9:30 9:30 9:30

立川駅南口より徒歩１０分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

たちかわーくは
　必要な支援を受けながら　自分のペースで　仲間といっしょに働く場所です

■利用対象
　働くことを希望されている障害のある方

■開所時間
　９：３０～１５：３０　勤務日数や時間は個別の相談により決めることができます

■おもなプログラム
　①印刷の仕事・・・・パソコンを使った名刺・ハガキ・チラシなどの作成・印刷
　②カフェの仕事・・・接客・レジ・清掃など
　③事務の仕事・・・・電話応対・在庫管理・顧客情報管理・データ入力など
　④学びの時間・・・・ビジネスマナー・一般教養・障害福祉制度関連などを学ぶ

■働くための支援
　①就労支援・・・・・・働くために必要な身体介助や工夫をします
　②研修・・・・・・・・・・ジャンルを問わず知識や経験をさらに身につける機会を提供します
　③相談・・・・・・・・・・悩みを解消するための相談に対応します

～ ～ ～ ～
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

開所時間

9:30

休 休

アクセスマップ

年金事務所のとなり
ねんきんじむしょ
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○

事業所名
社会福祉法人至誠学舎立川
ワークセンターまことくらぶ

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー 夢をかなえよう

住所 立川市錦町6-26-15

ＴＥＬ 042-521-3988 ＦＡＸ 042-521-3986

Ｍａｉｌ info@makotoclub.jp
ホームページ http://shiseigakuen.org

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

南武線西国立駅より徒歩15分　または
多摩都市モノレール柴崎体育館駅より徒歩18分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00

休 休

アクセスマップ

ワークセンターまことくらぶは働くことの喜びと、生きている充実感を感じる事が出来るよ

う

支援することを目的としています。

（作業内容） カフェ（接客）、販売 受注作業（ペン先加工） クリーニング
リサイクル ビルメンテンス（清掃等）

（スマイル水曜日） 作業の他に毎週水曜日の午後は余暇活動を行っています。

（年間行事） 4月 新年度式 5月、11月 日帰り行事 9月 宿泊行事（二泊三日）
この他にも事業所見学会や健康診断、作業参観なども実施しています。

＊令和3年4月に移転します！

社会福祉法人 至誠学舎立川

「至誠障害福祉総合センター」 令和3年4月開設！

1階：事務所、多目的ホール

2階：ワークセンターまことくらぶ （就労継続支援Ｂ型・生活介護） 定員40名

至誠障害福祉総合センター

ＨＰはコチラ！
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事業所名 立川こぶし福祉作業所　チャレンジこぶし

サービス種別　
就労継続支援B型
生活介護

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー 仕事も　楽しみも　いっぱいのこぶし

住所 立川市羽衣町２－５０－９

ＴＥＬ ０４２－５２４－２４８２ ＦＡＸ ０４２－５２４－２４８２

Ｍａｉｌ challenge_kobushi@camel.plala.or.jp
ホームページ https://tachikawa-kobushi.tokyo/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～ ～ ～
9:00 9:00 9:00 9:00

交通アクセス

南武線　西国立駅から　徒歩７分

立川バス南口から（郵政研修所経由）国立駅
行き「羽衣町二丁目」下車徒歩１分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

　チャレンジこぶしは　　(平成29年4月1日から）

　　　生活介護（６名）・就労継続支援（Ｂ型）（１４名）の多機能型事業所になりました。

　　　送迎事業も始まり（令和元年）、令和２年７月より新社屋でスタートしています。

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00

休 休～ ～

アクセスマップ

主な
年間の行事・活動

・バスハイク（年１回）
・宿泊旅行（年２回）
・新年会
・こぶし祭（秋）
・各種季節行事、
・昼食会（外食）
・体育活動・音楽活動
・市スポーツ大会参加
・音楽会参加
・地域の活動参加
・健康診断

（多摩立川保健所）

作業・活動内容

手作りクッキー製造販売
製袋作業
(ショッピングバッグ）
公園清掃
育苗・花植え・花壇管理
資源回収
腐葉土作り
ＤＭ封入

体育活動・音楽活動

夏のお楽しみ会

スポーツ大会

（こぶし ねぶた）

チャレンジぶし全景

製袋 作業風景

体育活動（３Ｂ体操）

花苗育成:植替え

クッキー作り

チャレンジ
こぶし
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○ ○ ○

事業所名
わーくすぺーす　　　　　　ひなた

WORK SPACE 　　hinata

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー
ひとりひとりが
職場仲間と楽しく仕事ができる場所

住所 立川市羽衣町２-４１-1　１F

ＴＥＬ 042-512-9763 ＦＡＸ 042-595-6650

Ｍａｉｌ 0425129763hinata@gmail.com
ホームページ http://www.fureaikaigo.com/shuroshien/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

休～ ～ ～ ～ ～ ～
17:00

交通アクセス

JR南武線西国立駅より徒歩2分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

アクセスマップ

Hinataの開所日

原則として、月、火、水、木、金、

土曜日

Hinataの一日

9:00 開所

10:00 朝礼

10:15～11:15 作業

11:30～12:30 作業

12:30～13:30 昼食、昼休み

13:30～14:45 作業

14:45～15:00 清掃

15:00 終礼

15:00～17:00 残業または余暇活動

・その日の調子に合わせて働くこと

が出来ます。横になって休める

ところもあります。

・週1日、半日から利用することが出

来ます。

・お仕事の内容は、駄菓子屋さんの

経営、駐車場の清掃、空き家管理、

チラシ折、リサイクル封筒づくり、

手芸(、ビーズ細工、ミサンガ、

カード作りなどです。

・月に2回ほど、外出やお食事会のイ

ベントがあります。
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交通アクセス

立川駅北口より徒歩5分　送迎あり

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

10:00 10:00

休～ ～ ～ ～ ～ ～
16:00

10:00 10:00 10:00 10:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー 私たちは就労支援の新しい形を提案します

住所
立川市曙町1-24-11
橋本ビル2F

ＴＥＬ 042-595-8540 ＦＡＸ 042-595-8540

Ｍａｉｌ bgata@workupk2.com
ホームページ http://workupk2.com

営業日 月 火

○

事業所名 わーくあっぷ立川

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

アクセスマップ
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○

事業所名 柿の木カンパニー

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー

社会の一員としてやりがいや喜びを実感
できるサポートと安心して利用できる関
わりを大切にします。

住所
立川市曙町3-4-3
ウェルダン武藤ビル３Ｆ

ＴＥＬ 042-523-2962 ＦＡＸ 同左

Ｍａｉｌ Kakinoki３@angel.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.kakinokinet.jp/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:30 9:30 9:30 9:30

立川駅北口より徒歩10分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

≪モットー≫
　それぞれの目的・目標にあった利用計画を立てて
“病気と付き合いながら働く生活”を支援します

≪活動内容≫
　布封筒作成・紙製品作成・メール発送・物品封入・検品作業
　販売・公園清掃

≪1日のスケジュール≫
　9:30　開所
 10:00　グループ別に分かれて室内作業・屋外作業
 12:00　昼休み
 13:00　グループ別に室内作業
 15:00　作業終了
 17:30　閉所
　

≪利用対象者≫
　「自分の生活・ペースに合わせてゆるやかに働きたい」「就労に向けて少し時間をかけて
　　準備したい」「支援のある場でしっかり働きたい」等、働く希望をお持ちの方。

≪作業賃金・交通費≫
　作業内容に応じて時給（200円～350円）を設定し月ごとに支払います。
　交通費は月1万円上限で補助します。
　
≪昼食補助≫
　1食200円で注文ができます。

～ ～ ～ ～
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30

開所時間

9:30

休 休

アクセスマップ

無添加の調味料を使った
健康的でおいしいヘルシーな昼食です

封筒作業

←屋外作業

←面談室
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調理実習などを行なってます。
JR立川駅北口より徒歩7分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

9:00

休 休～
9:00

●理念
　共に働き、共に成長し、共に輝く

●活動内容
　室内：ショッピングバッグ作製・ダイレクトメール封入作業・携帯電話アクセサリ―加工
　室外：廃品回収・公園清掃・ポスティング・リサイクルショップ店員（当番）
　自主製品：乾燥えのき・ドライフルーツ・おかずみそ
　その他：リサイクルショップ運営
※リサイクルショップは、栄町にて運営しております
月曜～土曜の10：00～16：30で営業しております（利用者さんは16時で終了）

●工賃支給
　最低工賃4,000円保障
　夏/冬のボーナスあり
　金額は作業所の収入により変動あり
　平均工賃：22,254円（令和元年実績）
　作業所の利益は、全て工賃として還元します

●＜主な年間行事＞
春：入所式・花見・歓迎バスハイク
夏：ボーリング大会・宿泊旅行・納涼会
秋：バスハイク・スポーツ大会・芋煮会
冬：クリスマス会・宿泊旅行
その他：音楽活動・昼食会・本人部会・
保護者会・避難訓練など
　
　

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

※月一回～二回程度土曜日にけやきフェスタと銘打ち 交通アクセス

開所時間

9:00 9:00 9:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー 楽しく働き、楽しく遊ぶ

住所
立川市高松町3-20-9
みくにローラー貸事務所101号室

ＴＥＬ 042-522-0155 ＦＡＸ 042-522-0155

Ｍａｉｌ keyaki@tantonokai.or.jp
ホームページ

営業日 月 火

○

事業所名 立川けやき福祉作業所

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

アクセスマップ

●大野サイク

●高松郵便局

●多摩信用金庫昭和第一学園

曙橋

高松町二丁目

栄町三丁目

立川けやき福

祉作業所

リサイクルショッ

プけやき

立川駅北口
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立川駅徒歩18分　バス停・高松町2丁目
徒歩5分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

　再スタートの第一歩、ということで、週1日、月1日からの通所でも大丈夫です。み
なさんのやりたいことを大切にして、これからのことを一緒に考えましょう。みんな
で考えれば、きっと良いアイディアが見つかります。一人で考えずに、連絡ください。

　「調理パンづくり」
　パンに具材を挟むことが主な作業なので、さほど難しくありません。調理が初めて
の方も大歓迎です。また、調理が苦手な方も配達、食品表示のシール貼り、清掃、
買い物などに参加しています。店頭や市役所、農協直売所（みのーれ立川）で販売
しています。

　「手芸」
　主には、レジンでブローチやピアスを作成し、立川伊勢丹内のショップ「クルミル」
などで販売しています。また、シュシュや編み物などの手芸品も、その人のペースに
合わせて作っています。経験がなくても、やってみたい、という興味や気持ちがあれ
ば、大丈夫です。一緒につくりましょう。

　「レクレーション」
　カラオケ、動物カフェ、お花見、外食など、みなさんのリクエストで毎月のレクレー
ションを決めています。

　「就労支援、社会参加」
　就労を希望される方には、ハローワーク同行、履歴書の書き方、面接の練習、求
職者支援制度の紹介など、一緒に考えてサポートします。また、高齢者、児童など
に関するボランティアなどの社会参加も応援します。
　

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

10:00

休 休～

交通アクセス

10:00 10:00 10:00 10:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー 　まずは笑いましょう

住所 　立川市高松町3－29－15

ＴＥＬ 042－849-2771 ＦＡＸ 042－849-2771

Ｍａｉｌ tomoni-tachikawa@td5.so-net.ne.jp
ホームページ

営業日 月 火

○

事業所名 　アイル

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

アクセスマップ
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○ △

事業所名 キッチンさかえ

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ △

キャッチコピー

栄福祉会は、脳卒中や交通事故などで、脳に損傷を受
け、高次脳機能障害（記憶・思考・行為・言語・注意）や、
様々な原因で手足の麻痺などにより、生活障害が生じ
た方に対して、「作業」をきっかけに生活を立て直す「場」
を提供します。

住所 立川市栄町三丁目２番地

ＴＥＬ 042-540-1033 ＦＡＸ 042-540-1035

Ｍａｉｌ contact@sakaefukushi.jp
ホームページ http://sakaefukushi.jp

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～ ～ ～
12:00

9:00 9:00 9:00 9:00

交通アクセス

立川駅北口バスターミナルからバス5分。（西武バ
ス案内所・新立川航空バス停下車バス停前）

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

栄福祉会は、高齢社会の日本において、互いにできることを行う助け合い（互助）を
実践するため、私たちは事業所の運営をとおして、障害者も高齢者も暮らしやすい
まちづくりをすすめていきたいと思い、平成24年4月に就労継続支援B型キッチンさ
かえが設立されました。主として厨房部門、レストラン部門、オフィス部門がありま
す。厨房では、関連事業所のデイサービスへの昼食準備やレストランでのテイクア
ウト、弁当の配送サービスもあります。受託事業の食器洗浄にも力を入れていま
す。レストラン部門では接客を中心に呼び込み等を行っています。またオフィス部
門では受注したデザインの印刷をはじめ、関連事業所のデイサービスへの清掃作
業、箱作り等多岐にわたる作業があります。印刷業は行政機関や地元の民間企業
からも受注が得られるようになりました。各部門の各作業は、各メンバーが無理の
ないように作業の割り振りを考え、実施しております。また、各部門でグループディ
スカッションを行い、仲間との交流を深めるようなプログラムを行っています。

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

開所時間

9:00 9:00

休～ ～ ～

アクセスマップ
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○

事業所名 花音

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー
「有限な資源を無限の消費から少しでも守りた
い」そんな気持ちをモットーに様々な障がいを持つ
人たちが働く場所です。

住所 立川市栄町4-33-5岡田ビル1階

ＴＥＬ 042-535-4009 ＦＡＸ 042-512-8411

Ｍａｉｌ matier@jcom.zaq.ne.jp

ホームページ https://www.matier.shop

営業日 月 火 金 土

休み

日

10:00

～ 休み～ ～ ～ ～

水 木

交通アクセス

多摩モノレール「泉体育館」「立飛」より徒歩15分
立川バス「サンシャインパーク前」より徒歩3分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

○理念
「協働」を通じて人との繋がりの中で孤独を感じることのない時間を共有できるよう
な支援を心がけています。

○活動内容
リサイクルショップ運営を軸に芸術創作活動（楽曲製作、オリジナルイラスト製作）、
PC作業（SNS、その他ソフト技術習得）、自主製品作成（アクセサリー等）、農業体
験、音楽プログラム（音楽療法、発声歌唱法指導）等

○給食提供
一食250円で昼食を提供しております。

○送迎
自力通所が困難な方を対象に送迎を行っております。（要相談）

○一日の流れ
9:00　事務所開所
10:00  作業開始
11:00  ショップ開店
12:00　昼休み
13:00　午後作業開始
15:00　ミーティング・解散
16:00　ショップ閉店
17:00　事務所閉所

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

開所時間

10:00 10:00 10:00 10:00

アクセスマップ
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多摩都市モノレール泉体育館駅徒歩１０分または
立川駅からバス「中砂保育所前」下車徒歩３分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

以下のような支援方針にもとづいて、利用者の方々の支援を行っています。

施設利用者の人権を護るとともに、個人の持つ能力や個性を十分に発揮し、地域社会へ
の参加が図れるよう支援します。
１）利用者の人格や意思、生活史を尊重し、個人の尊厳を護ります
２）利用者の意見を十分に聴き、意向が反映されるようにして、利用者主体の考え方を
もって支援にあたります
３）利用者の地域生活を豊かなものにするため、積極的に地域と交流し協働します

栄福祉作業所は、本会の就労支援事業所の「主たる事業所」という位置づけです。

対象●立川市民で、自力通所のできる方
費用●プログラムの材料費や食事代等で、概ね8,000円／月程度
平均工賃●119,227円（H31実績）
作業内容●
○立川市からの受託作業
・花苗の育成、公園花壇管理 、都市軸清掃など
○民間からの受託作業
・岩塩検品・袋詰め作業、菓子箱組み立て、
ビニール袋折り封入作業   など
年間行事●
・バーベキュー、防災訓練、ふれあいまつり、
宿泊事業、日帰り旅行、忘年会  など

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00

休 休～

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー

住所 立川市栄町５－３８－４

ＴＥＬ 042-536-0549 ＦＡＸ 042-536-0549

Ｍａｉｌ sakae-work@tachikawa-shakyo.jp
ホームページ http://www.tachikawa-shakyo.jp/

営業日 月 火

○

事業所名
社会福祉法人　立川社会福祉協議会 就労支援
事業所　栄福祉作業所　※主たる事業所

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

アクセスマップ
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○

事業所名 　で　く　る　し　こ

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー ひとりひとりの出来る範囲を大切に支援します！

住所 立川市柏町1-10-23 1F

ＴＥＬ ０４２－５３７－９０９９ ＦＡＸ 同左

Ｍａｉｌ dekuru@cd6.so-net.ne.jp
ホームページ http://de-ku-ru-shi-ko.jimdo.com/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:30 9:30 9:30 9:30

泉体育館駅より徒歩5分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

≪モットー≫
　1日の時間は短くても、週3～5日無理なく働き続けること、
　きちんと収入を得ることが目標です。

≪活動内容≫
　□ 清掃作業(施設、クリニック、マンション等の日常清掃やwax作業等)

≪1日のスケジュール≫
　8:00　早朝の定期清掃
　9:30　開所
 10:00　グループ別に分かれて屋外作業
 12:00　昼休み
 13:00　グループ別に分かれて屋外作業・パソコン作業
 15:00　作業終了
 17:30　閉所

≪利用対象者≫
　支援のある場で週3日～安定通所が可能な方。時間をかけて企業就労の準備をしたい方。

≪作業賃金・交通費≫
　作業内容に応じて時給（400円～500円）を設定し月ごとに支払います。
   交通費は月15, 000円上限で補助します。
　
≪昼食補助≫
　1食200円で注文ができます。

～ ～ ～ ～
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30

開所時間

9:30

休 休

アクセスマップ

カロリーひかえめ、
ヘルシーでおいしいお弁当です
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交通アクセス

玉川上水駅・玉川上水駅南バス停留所
（西武拝島線／多摩モノレール）各徒歩５分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

柏の葉では、社会貢献活動を行っております。
　　毎月ペットボトルキャップの作業の中の売上金の一部を、世界の子どもにワクチンを日
　　本委員会に寄付をしております。

○作業内容
　　ペットボトルキャップの回収・分別／リサイクル／食品加工／手工芸品製作
　　都市軸清掃／ポスティング

○法人内活動
　　スポーツクラブ
　　人権擁護委員会／研修委員会／災害対策委員会／広報委員会
　　衛生委員会／運営委員会／食事検討委員会

○年間行事実績
　　お花見／社会科見学／夏祭り／バーベキュー／クリスマス会／誕生日会
　　ミュージカル鑑賞／餅つき・新年会／初詣／節分／ひな祭り　など。
　　※行事やイベント等、必要経費について、別途徴収させて頂いております。

○利用者会（利用者自治組織）
　　→利用者様が、進行、書記、防災担当などを設け、避難訓練から作業や行
　　　 事等の事を、利用者様が主体となり、運営しています。

○その他
　　・昼食について、お持ち頂くか事業所での注文（１食￥４５０－）となります。
　　・送迎は、現在行っておりません。今後については、検討中です。
　　・工賃は、￥１０，０００－（皆勤手当て含）となります。別途、５月に賞与がご
     ざいます。（作業所の収入により変動あり。）

事業所名 社会福祉法人すみれ会　柏の葉

キャッチコピー 自分らしく、自分らしさを大切に

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00

日

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

休～

金 土火 水 木

Ｍａｉｌ

16:00 16:00

休

住所 立川市柏町４－６６－３

ＴＥＬ ０４２-５３７－８５４７ ＦＡＸ ０４２-５３７－８５４７

kasiwanoha@sumirekai.jp

ホームページ

営業日 月

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○ ○

アクセスマップアクセスマップ
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立川駅から立川バス「立川市役所」下車目の前ま
たはモノレール「高松駅」下車徒歩１０分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

・立川市内の知的・身体障害者施設で構成されている「立川市福祉施設交流連絡
会」において、新庁舎建設の準備段階から　庁内に障害者が働ける場の設置を立
川市議会へ請願し設置されました。将来的には障害がある方々の一般就労を目指
す場所として機能していく予定です。福祉作業所から一般就労へ繋げていく…そん
な夢をもったCafeです。

開店準備：朝礼、清掃、在庫チェック、材料下準備
営業中：接客、洗い場、調理、買い物
閉店後：清掃、終礼
※報告連絡相談、身だしなみ、挨拶、金銭管理等一連の作業を通して就労に向け
てのスキルを身につけます。

【利用希望について】
Cafeはぁもにぃ♪を利用するには「栄福祉作業所」「富士見福祉作業所」のいずれか
に属す必要があります。また利用にあたっては「栄福祉作業所」「富士見福祉作業
所」で実習を行い、Cafeはぁもにぃ♪利用の可否を判断します。利用を希望される
方は「立川市社会福祉協議会　障害福祉係☎０４２－５２９－８６３８」までお問い
合わせください。

【体験実習】
Cafeはぁもにぃ♪では「体験実習」も受け付け
ております。希望者は前記にお問い合わせください。

～ ～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00

休 休～

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー

住所
立川市泉町１１５６－９
立川市役所１Ｆ

ＴＥＬ 042-512-7810 ＦＡＸ 042-512-7810

Ｍａｉｌ harmony@jewel.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.tachikawa-shakyo.jp/

営業日 月 火

○

事業所名
社会福祉法人　立川社会福祉協議会 就労支
援事業所　Caféはぁもにぃ　※出張所

サービス種別　 就労継続支援B型
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

アクセスマップ
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○

事業所名 グループいもっこ

サービス種別　
就労継続支援B型
生活介護

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー 楽しくいもっこにきて、楽しくご帰宅いただく。

住所 立川市一番町３－６－１

ＴＥＬ ０４２－５３１－６７９８ ＦＡＸ ０４２－５３１－６５２７

Ｍａｉｌ imokko@jcom.zaq.ne.jp
ホームページ https://www.imokko.org

営業日 月 火 水 木 金 土 日

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

西武拝島線　武蔵砂川駅から　徒歩15
分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

楽しく来所し、楽しく過ごして、楽しく帰宅する　を
大切に、地域活動や生産活動、余暇活動を行っています。
ご利用者平均年齢　34．8歳　最高齢は66歳から20歳まで、
就労継続支援B型18名・生活介護16名　計34名の方にご利用いただいています。
平均工賃額　R2.10現在　生活介護1，770．86円　B型9，440．66円

一日の流れ
9:00　　登所　ラジオ体操　朝礼
9:20　　作業開始
10:30　休憩
10:45　作業再開
12:00　昼食　休憩
13:00　作業再開
15:20　清掃　おやつ休憩　終礼
16:00　退所
　
活動内容　作業：製箱作業　製袋作業　ユニットの組立　花苗育成　リサイクル回収（B型）
　　　　　　　付録封入作業　リサイクル回収　都市軸清掃（介護）
地域活動　地域のお祭り、イベント、もちつき大会に参加
余暇活動　宿泊旅行（1泊２日） 日帰り遠足 花見等（共通） 創作活動（介護のみ）
（地域活動と行事はコロナ禍の状況に即して行なっております。本年度は宿泊旅行と遠足は中止
となりました。）

現状
現在の定員数　就労継続支援B型２０名　生活介護１６名に迫る人数となり、支援の限界に近づ
いております。コロナ禍もあり、すぐのご利用は難しい側面もありますが、ご見学は随時お受けし
ております。お気軽にお問い合わせいただければと思います。

～ ～ ～
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

9:00
特別開所

有り～ ～

アクセスマップ
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○ ○

事業所名 LITALICOワークス立川

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー
私たちは、障害のある方の「働きたい」を
全力でサポートします！

住所 立川市柴崎町3-5-9 なとりビル5階

ＴＥＬ 042‐521-6023 ＦＡＸ 042-521-6024

Ｍａｉｌ info_tachikawa_wk@litalico.co.jp

ホームページ https://works.litalico.jp/center/tokyo/tachikawa/

営業日 月 火 金 土

休

日

9:00 9:00

～ ～～ ～ ～

水 木

交通アクセス

JR「立川駅」より徒歩4分
多摩モノレール「立川南駅」より徒歩4分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

15:00 15:00 12:00 15:00 12:00 12:00

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00

～

アクセスマップ

面談や200以上のカリキュラムを
通して本人の課題や特性の理解
を深め支援計画書を作成。作成後
も定期的に面談や振り返りを実施
し、必要に応じて計画を改善しま
す。その人に合わせた無理のない
ステップを大切にしています。
今を向き合うことが大切であり。先
に対しての取り組みも必要です。
大切な時間を一緒になって考えて
いきます。

これまでに累計8,000名以上の利用
者様が就職をされました。
ただ、就職がゴールではありません。
働きだしてみて直面するさまざまな
問題が起きる可能性もございます。
それらの問題に対し、就職者と企業
の双方に面談やヒアリングし、仕事
内容や業務時間など「働く環境」を
調整します。
これまで累計1,000社以上の職場で
定着支援をしてきました。

就労移行支援事業所の特長就労移行支援事業所の特長

個別に合わせた個別支援計画書 発見がいっぱい、企業インターン 長く安心して働く、職場定着支援

実際に企業や職場へ出勤し、実
際の業務や職場環境を体験しま
す。
学んだカリキュラムの実践や体験
先での職務経験、自分に合う働き
やすい環境の確認が目的です。
これまでに延べ、4,500社以上の
企業実習先があります。
多くの職種・業種を経験することで
再認識、また、新たな気づきを得
る機会を作っています。
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○ ○

事業所名 LITALICOワークス立川北

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○ ○

キャッチコピー
一人ひとりの「働きたい」をチームでサ
ポートします！

①JR「立川駅」東改札/西改札を出たら北口を目指し、
LUMINEの入口を通り過ぎます。
②西口自由通路をまっすぐ進むと、正面にLABI、みずほ銀行が
見えます。
③西口自由通路の足元に「N19」と書かれた階段がありますの
で、そこを下ります。
④正面に見える河合塾の建物に向かって、まっすぐ進みます。
⑤東横INN立川駅北口を左手に通り過ぎ、カーブの手前の右手
にあるビルが、「ユニゾ立川ビル」です。

住所 東京都立川市曙町1-21-1　ユニゾ立川ビル2F

ＴＥＬ 042-548-4280 ＦＡＸ 042-548-4281

Ｍａｉｌ info_tachikawakita_wk@litalico.co.jp

ホームページ https://works.litalico.jp/center/tokyo/tachikawakita/

営業日 月 火 金 土

休

日

9:00 9:00

～ ～～ ～ ～

水 木

交通アクセス

JR「立川駅」より徒歩9分
多摩モノレール「立川北駅」より徒歩7分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00

～

アクセスマップ
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○

事業所名 EXP立川

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

△

キャッチコピー
一人ひとりに合ったワークスタイルを実現するため
に、自らを知る機会と経験を創造します！

住所
立川市錦町2-1-26
Nビルディング302

ＴＥＬ 042-595-9670 ＦＡＸ 042-595-9667

Ｍａｉｌ tachikawa@exp.or.jp
ホームページ http://www.exp.or.jp

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:30 9:30 9:30 9:30

ＪＲ中央線　立川駅南口　徒歩５分
モノレール立川南駅　　　 徒歩３分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

専門的な資格を持つスタッフが在籍。
心理学をベースとした豊富な講座が特色です。
安定した就労を目指し、就職後も手厚い支援をおこないます。

自分の特性をよく知るための心理教育や、認知行動療法・SST(社会生活技能訓練)
の実施、職場体験実習を通じた職業リハビリテーションなどをおこないます。
復職や就職に向けて、『ご本人が自らと向き合う機会と経験』を提供します。

『自分を知り、社会を知る中で、一人ひとりが自分にあったワークスタイルを見つ
け、実現していくこと』を全力でサポートします！！

～ ～ ～ ～
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15

開所時間

9:30

休 休

アクセスマップ

★EXP1日の流れ

9：30
・プログラム前の準備

10：00
・朝礼・リラクゼーション
・プログラムスタート

12：00
・昼食（館内・外食可）

13：00
・昼礼・プログラム リスタート

15：30
・終礼・リラクゼーション
・1日の振り返り

16：15
・終礼

・帰所（16：15完全閉所）
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※年中無休で開所しています

○

事業所名 特定非営利活動法人　立川マック

サービス種別　
就労移行支援
自立訓練（生活訓練）

対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

キャッチコピー
回復のために
寄り添う支援

住所
立川市錦町2-6-20
円理ビル202号(事務所)

ＴＥＬ 042-521-4976 ＦＡＸ 042-595-6903

Ｍａｉｌ
ホームページ http://t-mac.info/

営業日 月 火 金 土

～

日

9:00 12:00 12:00

～ ～～ ～ ～ ～

水 木

17:00

交通アクセス

JR中央線　立川駅より徒歩１０分
多摩モノレール　立川南駅より徒歩１０分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

○立川マックは、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症からの回復と、社会復帰を支援する
　リハビリテーション施設です。
○アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症は病気です。これらの依存症からの回復には、同じ病気
　から回復した仲間、または回復したいと願っている仲間との出会いが必要です。マックプログラム

　は、グループ・セラピー（ミーティング）を中心に組み立てられたプログラムです。

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

開所時間

9:00 9:00 9:00 9:00

アクセスマップ

〇その他に体操、レクリエーション、料理
教室などを予定しております。

〇夜のプログラムは、各々自助会（ＡＡ、
ＮＡ、ＧＡ等）への参加になります。

◎就労移行支援について
依存症という病気を持ちながら、社会で活

躍している方はたくさんいます。立川マック
では一人ひとりと話し合いながら、その方に
とって最適なプランで、就職準備から職業訓
練、就職活動、就職後の職場定着までサポー
トしています。

○生活・社会技能訓練プログラム○女性プログラム
○ギャンブルミーティング○訪問生活訓練サービス
等も行っています。

○立川マックでの一日のスケジュール

午前

９時００分 開 所
９時３０分 清 掃

↓

１０時００分
↓ ミーティング

１１時３０分
午後 ↓ 昼食・自由時間

１時３０分

↓ ミーティング
３時００分

↓
５時００分 閉 所
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交通アクセス

立川駅南口より徒歩８分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

9:00 9:00

休～
9:00

～ ～ ～ ～ ～
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

開所時間

9:00 9:00 9:00

水 木 金 土 日

キャッチコピー

①凸凹が活きる社会を創る
②やさしいチャレンジャーが社会を変える
③やりがいを仕事に
④なりたい自分を見つける

住所
立川市錦町３－１－４
齊藤ビルディング２階

ＴＥＬ ０４２－５９５－８１６３ ＦＡＸ ０４２－５９５－８１６４

Ｍａｉｌ tachikawa@dd-career.com
ホームページ http://dd-career.com/office/tachikawa/

営業日 月 火

○

事業所名 ディーキャリア立川オフィス

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

アクセスマップ

32

mailto:tachikawa@dd-career.com
http://dd-career.com/office/tachikawa/


○ ○

事業所名 チャレンジドジャパン立川センター

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

△ ○

キャッチコピー
障がいのある方1人1人の就労を
サポートします！

住所
立川市曙町1-11-9
五光曙第二ビル2F

ＴＥＬ 042-595-6891 ＦＡＸ 042-595-6892

Ｍａｉｌ tachikawa@ch-j.jp

ホームページ https://ch-j.jp/

営業日 月 火 水 木 金 土 日

開所時間

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

休 休～ ～ ～ ～ ～
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

※訓練時間は必要に応じて個別に相談可能です 交通アクセス

JR立川駅・多摩都市モノレール立川北駅
より徒歩10分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

アクセスマップ

1階に不動産屋さんがある壁

面がレンガ調の建物です

私たちがサポートします！
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○ ○

事業所名 アビリティーズジャスコ立川センター

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

△ ○

キャッチコピー
あなたの「働く」を後押しする
私たちは「幸せ創造事業所」です

住所 立川市曙町2-22-7 URBAN+1階

ＴＥＬ 042-512-9907 ＦＡＸ 042-512-9908

Ｍａｉｌ tachikawa@ajscrum.co.jp

ホームページ http://www.ajscrum.co.jp

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～ ～ ～
16:00

10:00 10:00 10:00 10:00

交通アクセス

立川駅北口より徒歩6分

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

アビリティーズジャスコは、イオンの特例子会社として約40年にわたり、
店舗運営を通じて障がい者雇用に取り組んできた会社です。
長年障がい者雇用を行ってきた企業としての視点と、
これから就労を目指す皆様の背中を押すような、

寄り添う支援を心掛けております。

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

開所時間

10:00 10:00

休～ ～ ～

アクセスマップ

立川駅 中央線

南武線

北口

立
川
セ
ン
タ
ー
ビ
ル立川郵

便局

ビック

カメラ

URBAN+ビル1階

アビリティーズジャスコ立

川センター

アビリティーズジャスコは
障がいある方の就労をサポートします。

◆訓練プログラム
パソコン訓練 事務訓練 ビジネスマナー
接客・レジ訓練 商品陳列・データ入力 売場実地訓練
面接訓練 しごと分析 心のメンテナンス
ＳＳＴ
◆求職活動支援
面接同行 職場見学・職場実習

◆職場定着支援

事業所見学・説明会随時実施中！お気軽にご相談ください。

34



○

事業所名 ソレイユ

サービス種別　 就労移行支援
対象障害

身体 知的 精神 難病 児童

○

キャッチコピー

　栄福祉会は、脳卒中や事故などで脳に損傷を受け、身
体や高次脳機能に後遺症をもち、生活障害が生じた方
に、「作業」を通して、生活を立て直す「場」を提供しま
す。

住所 立川市栄町三丁目２番地

ＴＥＬ 042-540-1033 ＦＡＸ 042-540-1035

Ｍａｉｌ sakae.soreiyu@gmail.com
ホームページ http://sakaefukushi.jp

営業日 月 火 水 木 金 土 日

～

交通アクセス

9:00 9:00 9:00 9:00

立川駅北口バスターミナルからバス5分。（西武バ
ス案内所・新立川航空バス停下車）

サービス情報・事業所PR・スケジュール・写真等

　栄福祉会のソレイユは法人理念に基づき、脳卒中や事故の後遺症で悩む中
途障害（身体・高次脳機能）の方々の就労支援をおこなっています。
　メンバーは併設施設の就労継続支援Ｂ型キッチンさかえにて、就労準備性
ピラミッドの下層部分が安定した方々の移籍が大半です。健康管理等が安定
しているため、１年以内の就職者も多く輩出し、その後の就職定着率も
100％で、これまで自己都合による退職者もおりません（2020年12月現
在）。また就職先としては厨房を持つ飲食店や施設が多く、当事業所の特徴
となっています。
　定員6名に対し、失語症など高次脳機能障害にも対応できる言語聴覚士2名
が支援にあたります。
　ご見学は、キッチンさかえと併せてご覧いただくことをお勧めいたしま
す。

～ ～ ～ ～
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

開所時間

9:00 不
定
期
開
所

休

アクセスマップ
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