
令和4年4月現在

あ-１

商品説明
当団体のアーティストたちによる自由でユニークなイラストを使った特徴あるデザインをご提案
します。

価格（税込） チラシA4両面30,000円〜、16ページの冊子150,000円程度、ロゴ１点30,000円程度

対応可能量 １ページのチラシ〜300ページの冊子まで

注文から発送まで ２週間程度

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

商品説明 わかりやすくあたたかみのあるデザインで発信力のあるウェブサイトを構築いたします。

価格（税込） 10万円〜

対応可能量 シングルページ〜多層ページまで

注文から発送まで １ヶ月程度

その他留意事項 写真撮影やオリジナルイラストのご提供も可能です。

商品説明
アートインクルージョンに所属するアーテイスト達の作品を使った個性豊かなノートやマルチクロ
スなどのオリジナル雑貨にしました。

価格（税込） ミニノート300円～

対応可能量 30個以上の場合は事前にご相談ください。

注文から発送まで 1週間程度かかります

その他留意事項 商品の種類やデザインに関しましては直接お問い合わせください。

あ-2

商品説明 紙バンドで作った小物入れです。ふくろうのメガネ立てはペン立てとしても使用できます。

価格（税込） りんごといちごの小物入れ・ふくろうのメガネ立て：750円、ベリーカゴ：850円

対応可能量 1個からお受けいたします。数の多い場合はご相談下さい。

注文から発送まで 2週間ほどいただきます。数の多い場合はご相談下さい。

その他留意事項
りんごといちごの小物入れ（幅・高さ：１６㎝）、ふくろうのメガネ立て（幅：８㎝、高さ：10㎝）、ベ
リーカゴ（幅・高さ：1６㎝）

商品説明 三本石畳バックは重い物を入れても丈夫なバックです。定番のお色は、黒蜜、あずきです。

価格（税込）
特大バック：2800円、竹かご風バック：2500円、三本石畳バック特大：3400円（大：2500
円）

対応可能量 1個からお作りいたします。数の多い場合はご相談下さい。

注文から発送まで 2週間ほどいただきます。数の多い場合はご相談下さい。

その他留意事項
ホコリや雨除けに水性ニスを塗っています。特大バック：幅3０㎝、竹かご風バック：幅28㎝、三
本石畳バック特大：幅28㎝（大：幅22㎝）

あ-3

商品説明 各種クリーニング

価格（税込） 要見積

対応可能量

注文から発送まで

その他留意事項

●　紙バンドバック類

アート・インクルージョンファクトリー　（TEL：022-797-3673）

　アクティブ・デイ　（TEL：022-352-5665）

●　チラシ、ポスター、パンフレット、ロゴなどの各種デザイン

●　ウェブサイト制作

●　アートインクルージョン オリジナル雑貨

●　季節の小物入れ他

あしあと　（TEL：022-797-8142）

●クリーニング

No　Image

（参考）
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令和4年4月現在

あ-4

商品説明 アメニティの品々を一つの透明な袋に向きを揃えて入れ、封をする作業です。

価格（税込） 要相談。

対応可能量 納期日に応じます。

注文から発送まで ご相談に伴い、最短日での納期を目指します。

その他留意事項 様々な作業種別にご対応致します。宜しくお願い致します。

商品説明 ボトルにラベルを貼付し、アルコールを注入しキャップを取付する作業です。

価格（税込） 要相談。

対応可能量 納期日に応じます。

注文から発送まで ご相談に伴い、最短日での納期を目指します。

その他留意事項 様々な作業種別にご対応致します。宜しくお願い致します。

あ-5

商品説明 ステーキ御膳

価格（税込） 2,160円～

対応可能量 １個～100個程度

注文から発送まで 10個以上の場合５日前までにご予約下さい。

その他留意事項 注文金額と地域により配達も承っております。

商品説明 牛すじカレー

価格（税込） 799円

対応可能量 １個～100個程度

注文から発送まで 10個以上の場合５日前までにご予約下さい。

その他留意事項 注文金額と地域により配達も承っております。

あ-6

商品説明 日替わりでお弁当を販売します。

価格（税込） 600円

対応可能量 5～40個3日前まで発注

注文から発送まで 要相談

その他留意事項

商品説明 うめ、ひじき、おふくろさん（佃煮）の３種、ご用意しております。

価格（税込） 110円～

対応可能量 応相談

注文から発送まで 応相談

その他留意事項

●　日替わり弁当

アトリエぶどうの木　（TEL：022-295-2855）

●　おにぎり

●　お弁当

アップルファーム（TEL：022-390-1101）

●　ステーキ御膳

あすかぜ　（TEL：022-292-5681）

●　アメニティ袋詰め作業

●　ラベル張り作業

2 / 35 ページ



令和4年4月現在

作業説明 お寺の清掃・草刈りなどの作業を行います。

価格（税込） 5人２時間　5,000円

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 一人暮らしアパート、企業寮の引っ越し後等の清掃作業

価格（税込） 1人1時間1,000円～（応相談）

対応可能量 応相談

納期 応相談

その他留意事項

あ-7

作業説明 書籍の販売

価格（税込） 定価

対応可能量 出版社・メーカーに在庫があれば可能

納期 応相談

その他留意事項 税抜き5,000円以上送料無料

あ-8

作業説明 インターネットを介してご希望の領域の分野の企業リストを作成いたします。

価格（税込） 15円/1件/6項目～（要見積）

対応可能量 1日当たり400件程度のリストアップが可能です。

納期 要見積

その他留意事項 他のご依頼を並行して受注している場合処理量が変動する場合があります。

作業説明 DMなどの封入・封緘を代行いたします。

価格（税込） 封緘：5円/1件　封入1円/1枚～（要見積）

対応可能量 2週間で1500部程度（内容物4部程度）

納期 要見積

その他留意事項 他のご依頼を並行して受注している場合処理量が変動する場合があります。

あ-9

作業説明 敷地内の除草・清掃を行います。作業範囲、内容に応じて4、5名で作業を行います。

価格（税込） 1,000/時間（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

　アビリティーズジャスコ㈱（TEL：022-796-5723（発注は不可）FAX：022-796-5724（発注可））

●　書籍

No　Image

●　営業リスト作成

ＡｎｄＹｏｕ　マズロ　（TEL：022-725-7815）

●　除草・清掃作業

●　清掃・草刈り

●　清掃作業

アミークスZOEN　（TEL：022-341-9337）

●　封入・封緘

No　Image

No　Image

3 / 35 ページ



令和4年4月現在

あ-10

作業説明 少部数（10枚)にも対応しております。ワンポイントに型抜き加工しております。

価格（税込） ＜参考単価＞　白黒　片面100枚：1,000円　　カラー　両面100枚：1,800円

対応可能量 要相談

納期 ご注文から１週間程度

その他留意事項 施設近隣は配達。その他郵送（送料別途）。

作業説明
除菌・消臭に大変優れた、人体に安心安全な次亜塩素酸水です。用途に合わせてご利用くださ
い。

価格（税込） 450ml　1,650円　　20L　8,800円　等

対応可能量 １個～

納期 注文後２～４日。遠方の方には発送いたします。

その他留意事項 噴霧器やスプレーボトル等様々なラインナップをご用意しております。

あ-11

商品説明 羊毛フェルトでできた、かわいい鳥の置物です。

価格（税込） 800円

対応可能量 ５個以上はお問い合わせください。

注文から発送まで ２週間以内に発送

その他留意事項 鳥の種類を指定したい場合は、お問い合わせください。

商品説明 かわいい刺しゅうをしたふきんです。仙台七夕柄、季節の柄があります。

価格（税込） 七夕柄600円、季節柄500円

対応可能量 10枚まで可能。それ以上はお問い合わせください。

注文から発送まで 一週間以内に発送

その他留意事項 季節の柄に関してはお問い合わせください。

作業説明 カタログ箱、牛たん箱等の箱折りを行います。

価格（税込） 要相談

対応可能量 一日あたり1,000箱程度作成可能（要相談）

納期 要相談

その他留意事項

あ-12

作業説明
ホームページ及びランディングページ等のＷＥＢサイト／サービス制作／ＣＭＳ／ＥＣサイト（通販
サイト）の制作及び運用・保守

価格（税込） 要相談（ご希望の納期・ボリューム・仕上がりイメージ等により変動）

対応可能量 要相談（ご希望の納期・ボリューム・仕上がりイメージ等により変動）

納期 ３週間〜２ヶ月（ご希望の納期・ボリューム・仕上がりイメージ等により変動）

その他留意事項 更新メンテナンス希望頻度により保守契約内容の変動有り。

●　箱折り

いいね仙台（TEL：022-781-5525）

いずみ授産所　（TEL：022-295-8587）

●　杜のなかまたち

●　次亜塩素酸水の委託販売

●　WEB制作（ホームページ・LP・ECサイト制作）

●　刺しゅうふきん

imukat Lab.　（TEL：022-796-4638）

●　名刺印刷
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令和4年4月現在

商品説明
企業・ショップ・アーティストなどの、オリジナルグッズ・製品の「デザインから制作まで」を一気に
承ります。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

注文から発送まで 依頼内容により変動

その他留意事項
ショップ販促物やノベルティとして、Tシャツ・マグカップ・エコバッグ・スマホケース等の制作実
績あり。

作業説明
サービス紹介・広告マンガ制作。企業や製品ロゴイメージ制作。挿絵等のイラスト制作。2Dキャ
ラクター・3Dキャラクター制作。

価格（税込） 要相談（ご希望の納期・ボリューム・仕上がりイメージ等により変動）

対応可能量 要相談（ご希望の納期・ボリューム・仕上がりイメージ等により変動）

納期 ３週間〜２ヶ月（ご希望の納期・ボリューム・仕上がりイメージ等により変動）

その他留意事項 実績：Vtuber用キャラクターデザイン

作業説明 youtube、企業紹介動画、SNS広告用縦動画等の制作

価格（税込） 要相談（ご希望の尺・仕上がりイメージ・希望納期等により変動）

対応可能量 要相談（ご希望の尺・仕上がりイメージ・希望納期等により変動）

納期 １週間〜（ご希望の尺・仕上がりイメージ・希望納期等により変動）

その他留意事項 サムネイル制作や、動画内で使用するイメージ・イラスト・ロゴは別途オプションとなります。

あ-13

作業説明 データ入力作業

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

あ-14

商品説明 クラフトバンド製の丸かごです。かんなくずの除湿剤を入れて使用することもできます。

価格（税込） 小：300円、中：500円、大：800円

対応可能量 複数でのお申込みは事前にお問い合わせください。

注文から発送まで 複数でのお申し込みはお時間を頂くことがあります。

その他留意事項 手作りのため若干の大きさの違いがございます。

作業説明 床清掃・拭き掃除等の清掃を5～7名で行います。草取りなどの単発業務もお受けいたします。

価格（税込） 5,000円（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 取り組む人数は作業量に合わせて変更があります。

●　クラフトバンド製　　ふた付　丸かご（かんなくず除湿剤入り）

●　商業ビル　マンション共有部の清掃（巡回清掃）

●　アパレル製品・オリジナルグッズ・ハンドメイドアクセサリー　制作

●　イラスト、キャラクターデザイン、３Dキャラクターデザイン、ロゴ制作

●　動画制作

S×Nおおまち　（TEL：022-302-7550）

㈱エイジェックフレンドリー仙台　（TEL：022-792-8255）

●　データ入力作業

No　Image
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令和4年4月現在

あ-15

作業説明 施設内のワックス作業（床洗浄含む）を行います。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

● ワックスがけ

オリーブの樹　（TEL：022-355-8363）
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令和4年4月現在

か-1

商品説明 リンゴをまるまる1個使用。

価格（税込） 1,300円／個

対応可能量 ４個

注文から発送まで 土日祝日以外、注文日より３日程度。配達：応相談

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

商品説明 種類：クルミ、抹茶、ドライフルーツ

価格（税込） ６００円／個

対応可能量 １０本以上は応相談。

注文から発送まで 土日祝日以外、注文日より３日程度。　　　配達：応相談

その他留意事項 賞味期限：５日　　　保存方法：常温多湿は避ける。

作業説明 菓子箱等の箱折り作業を行います。

価格（税込） 10,000円／1,000枚～

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

か-2

商品説明 点字用紙リサイクル製品

価格（税込） 120円(3枚)

対応可能量 要相談

注文から発送まで 要相談

その他留意事項 ワンポイントのデザイン多種(バラ、季節の花、動物、音符など)

商品説明
血糖値を抑えるイヌリンが豊富です。そのまま食べてもおいしいチップスです。パウダーはお料理
に手軽に使えます。

価格（税込） 540円(50g)

対応可能量 要相談。

注文から発送まで 要相談。

その他留意事項

作業説明 クイックマッサージ(15分)やベッドでのリラックスできるマッサージ(30分か60分)の施術です。

価格（税込） あはき法により明示できませんがお手頃価格です。

対応可能量 要相談。

納期

その他留意事項 仙台市内であれば、出張マッサージに応じます。

作業説明 手書き論文や文章・資料、テープ起こしのデータ化を行います。

価格（税込） A4版　1ページ(全角文字　40字　40行)　800円です。

対応可能量 要相談。

納期 要相談。

その他留意事項

希望の星　（TEL：022-228-5060）

●　ポチ袋

●　キクイモパウダー・チップス

●　あん摩マッサージ施術

●　データ入力

●　箱折り

●　アップパイ

きぼう園　（TEL：022-293-1051）

●　パウンドケーキ
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か-3

作業説明 敷地内の除草を行います。作業範囲、内容に応じて実施致します。

価格（税込） 敷地面積、程度によって異なります。（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

か-4

商品説明 手指消毒用アルコール　1ケース（１L×6本）

価格（税込） ¥7,986

対応可能量 6本1ケース~

注文から発送まで 10,000円以上送料無料

その他留意事項 5Lタイプはさらにお得にご購入いただけます。

商品説明
スーパーでの買い物や、荷物入れに最適なオリジナルロゴのショッピングバスケットを製作しま
す。

価格（税込） 1個500円～

対応可能量 500個～

注文から発送まで 1,000個以上送料無料

その他留意事項 様々な色やサイズの商品を取り扱っておりますのでお気軽にご連絡ください。

作業説明 物流で使用するプラスチックコンテナの洗浄

価格（税込） 1個50円～

対応可能量 100個～

納期 物流費は別途お見積り致します。

その他留意事項 様々なサイズのコンテナ洗浄が可能です。是非一度お問い合わせください。

作業説明
ウイルス感染対策として、施設内のやテーブル、椅子、トイレ、車内などにコーティングを施しま
す。

価格（税込） 1㎡1,100円～

対応可能量 100㎡～

納期 200㎡までは1日で作業致します。　200㎡以上は要相談。

その他留意事項 防カビ、消臭、低アレルゲン効果もあります。

か-5

作業説明 マットレスを解体し、金属部分とその他の部分に分別します。

価格（税込） 3,000円/台　（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

クローバーズ・ピアワッセ　（TEL：022-727-8907）

●　マットレス解体

㈱クリーン＆クリーン　（TEL：022-259-3606）

●　消毒用アルコール【アデチールH2（ヒアルロン酸配合）】

●　ショッピングバスケット

●　物流コンテナ洗浄

●　抗菌・抗ウイルスコーティング

●　除草作業

くにみの風　（TEL：022-728-3151）
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か-6

商品説明 チョコ、ナッツのクッキーとスノーボール（焼き菓子）の詰め合わせ。

価格（税込） １箱　1,000円

対応可能量 5箱以上は事前にご連絡をお願い致します。

注文から発送まで 地方発送不可。配達料無料。

その他留意事項 【賞味期限】10日間　【保存方法】常温多湿を避ける。

商品説明 【けやきのもり】日立システムズホール仙台1階にて営業中。

価格（税込） CAFE & ARTS けやきのもりHPをご覧ください。

対応可能量

注文から発送まで

その他留意事項

か-7

作業説明 落ち着いた雰囲気の喫茶店です。各種パン、クッキーも販売しています。

価格（税込） 各種パン１００円～　　各種クッキー２００円～

対応可能量 お問い合わせください

納期 お問い合わせください

その他留意事項 営業時間　平日１０：００～１７：００　土日祝日は休業

作業説明 各種箱を折る作業です。

価格（税込） ５円/１箱～

対応可能量 要相談

納期 要相談（短期の受注は難しい場合があります。）

その他留意事項

か-8

商品説明
ブロック状の青森ひばが入っており、お風呂やクローゼット、靴の中に入れて活用することができ
ます。

価格（税込） １３０円

対応可能量 100個

注文から発送まで ご注文から　14営業日内

その他留意事項

か-9

作業説明
依頼に応じ、菓子や加工食品の箱の組み立てやパッケージ製作、製品の梱包、印刷物の封入・封緘
等、多種多様な依頼に対応可能です。

価格（税込） 作業内容による（要相談）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　内職請負

工房きまち　（TEL：022-275-2101）

●　パン・クッキーの製造・販売

● ひばの湯

工房けやき　（TEL：022‐242‐8090）

工房かやの実　（TEL：022-771-7766）

●　箱折り等

No　Image

Keyaki no Mori　（TEL：022-343-9141）

●　Keyaki no Moriお菓子セット

●　飲食店の営業
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か-10

商品説明 ミルク味、ショコラ味、チーズ味、ヘーゼルナッツ味、クランベリー味など全10種類の味をご用意

価格（税込） （３枚入）100円　　（６枚入）200円　　　●ミックスパックもございます。

対応可能量 作り置きはしておりませんので、ご注文は土日、祝日を除く５営業日前までお願いします。

注文から発送まで 仙台市内に限り、3,000円以上のご注文の場合、無料でお届けします（市外は要相談）

その他留意事項 ギフト包装も対応可能でございます。ホームページからご注文書を印刷できます。

か-11

商品説明 肉厚で大きい生のきくらげです。栄養素満点で他にない食感をお楽しみ下さい。

価格（税込） 440円/袋

対応可能量 要相談

注文から発送まで 【注文】前日9時まで　【配達】10袋以上で無料配達

その他留意事項

商品説明 無添加で果物本来の甘みを凝縮した商品です。【種類】りんご・パイン・レモン・オレンジ・キウイ等

価格（税込） 440円/袋

対応可能量 要相談

注文から発送まで 【注文】受注後作成。納期1週間　【配達】10袋以上で無料配達

その他留意事項

作業説明 作業内容に応じて4名～で作業を行います。

価格（税込） 【都度見積】

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 店舗様のバックヤード等で、野菜を小分け袋詰め作業を行います。

価格（税込） 【都度見積】

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

か-12

商品説明 東北産の小麦を原料にできるだけ安心な材料で作っています。

価格（税込） 100円～350円（ギフト用の詰合せ　1000円～4000円）

対応可能量 1000ケ

注文から発送まで 7日間

その他留意事項 市内1000円以上で無料配達

商品説明 東北産の小麦を原料にできるだけ安心な材料で作っています。

価格（税込） 75円～265円

対応可能量 300ケ

注文から発送まで 7日間

その他留意事項 市内1,000円以上で無料配達

●　パン各種

●　クッキー各種

コッペ　（TEL：022-299-1279）

●　こころやクッキー

こころや　（TEL：022-728-8343）

●　きくらげ東北　生きくらげ　100ｇ

●　ドライフルーツ　無添加　30ｇ

●　除草・清掃作業

●　野菜袋詰め作業

己達会　hikari　（TEL：022-797-1670）
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か-13

商品説明 洗剤を使わず食器やキッチンシンク、浴槽など様々なシーンで活躍するエコタワシです。

価格（税込） 1枚150円～。

対応可能量 ご相談ください。

注文から発送まで 2週間程度かかります。送料別・購入者負担となります。

その他留意事項

商品説明
釉薬の乗せ具合や微妙な焼き加減によって、同じ物は二度と作れない世界にひとつだけの物で
す。

価格（税込） 700円～。

対応可能量 10個を超える場合はご相談ください。

注文から発送まで 2週間程度かかります。送料別・購入者負担。

その他留意事項

作業説明 地域の業者より様々な仕事をいただき、タオル折り、シール貼り等の請負をしています。

価格（税込） 内容により異なりますのでご相談ください。

対応可能量 内容により異なりますのでご相談ください。

納期 業者との打合せを行い決定。

その他留意事項

か-14

商品説明 頭をもむとラベンダーの香りがするポプリです。

価格（税込） 100円

対応可能量 20個　1か月前まで

注文から発送まで 1週間

その他留意事項 色と柄はご相談ください。

商品説明 小さい家の置物です。

価格（税込） 300円

対応可能量 20個　1か月前まで

注文から発送まで 1週間

その他留意事項 色はご相談ください。

こまくさ苑　（TEL：022-302-2335）

●　家

●　ラベンダー坊主

こぶし　（TEL：022-308-2621）

●　アクリルタワシ

●　七宝製品

●　請負作業
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さ-1

商品説明 牛乳パック、段ボールを再利用した、丈夫な椅子です。（10cm～40cm）

価格（税込） 10cm／1000円、20cm／1600円、30cm／2000円、40cm／2300円

対応可能量 ご相談ください。

注文から発送まで 在庫数、注文数により、お時間を頂く場合があります。

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

商品説明 手作りの介護枕です。クッションにもなります。

価格（税込） 1本／1000円

対応可能量 ご相談ください。

注文から発送まで 在庫数、注文数により、お時間を頂く場合があります。

その他留意事項 長さ　約40cm（多少の変動有）

さ-2

商品説明 丈夫で長持ちする布ぞうりです。

価格（税込） 1足1,000円

対応可能量 サイズ等もありますので事前にご連絡をお願いいたします。

注文から発送まで 要相談

その他留意事項

さ-3

商品説明 全国各地のシンボルを刺繍し、まるで各地を旅する気分になれるミニハンドタオル（全13種）

価格（税込） 650円

対応可能量 1枚〜

注文から発送まで 1週間程度

その他留意事項

商品説明
木工製品を作るときに出る木の端を、木端(コッパ）といいます。様々な形に研磨されたコロンと
したフォルムが温もりを感じる天然木の小物です

価格（税込） マグネット：350円、ヘアゴム：550円

対応可能量 1個〜

注文から発送まで 在庫があれば即日発送いたします

その他留意事項 形は全て一点ものとなっております。あらかじめご了承ください。

作業説明 シール貼り、簡単な箱折、解体作業など、様々な軽作業を請け負っております。

価格（税込） 応相談

対応可能量 応相談

納期 応相談

その他留意事項

●　旅する刺繍　ミニハンドタオル

●　coppaマグネット、ヘアゴム

●　軽作業、物品の解体処理

●　キルト椅子（4種）

●　介護枕

しあわせ会福祉作業所　（TEL：022-229-7275）

●　布ぞうり

就労継続支援事業所なでしこ　（TEL：022-385-7223）

しゃくなげ苑　（TEL：022-399-2690）
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作業説明 紙文書をPDF化、名刺入力などPC単純系作業を承ります。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

さ-4

作業説明 Excelでのデータ入力を行います。

価格（税込） 応相談

対応可能量 応相談（時期により異なります）

納期 応相談（時期により異なります）

その他留意事項

さ-5

商品説明 トートバッグ、ランチバッグ、サコッシュ全７種類

価格（税込） トートバッグ\1,650　ランチバッグ￥1,320　サコッシュ\1,100

対応可能量 1枚～

注文から発送まで ご注文頂いてから発送するまでに1週間程度かかることがあります。

その他留意事項 発送可能。送料は別途頂戴いたします

商品説明 ３Dプリンターで作成し、ひとつひとつ丁寧に色付けしております。

価格（税込） 1個2,000円

対応可能量 数に限りがあるため５点まで。

注文から発送まで ご注文頂いてから発送するまでに1週間程度かかることがあります。

その他留意事項 発送可能。送料は別途頂戴いたします。

作業説明
【サイズ】A4、A3、ハガキ　【用紙】上質紙、コート紙、マット紙　カラー/モノクロ、片面/両面、折り
工程対応可。

価格（税込） 要見積もり

対応可能量 1枚～

納期 要相談

その他留意事項 四隅に５㎜程の空白が生じます。デザインデータはお持ち込みとなります。

さ-6

商品説明 1枚１枚丁寧に仕上げた３種類のサブレです。（プレーン味、ココア味、黒ゴマ入り）

価格（税込） 税込￥1400（箱代込）

対応可能量 ５箱までは随時可能、それ以上は注文の内容に応じて、検討可能です。

注文から発送まで
納品日の１週間前までお願いいたします。（送り先１か所につき、税込み5,000円以上から送料
無料）

その他留意事項 詰め合わせ内容はご希望に応じて変更可能です。（内容に応じて価格変更有）

障害者就労継続支援B型事業所アスノバ　（TEL：022-290-7295）

●　アンダンチオリジナルトートバッグ

●　ヤギの張り子

●　チラシ・パンフレット・名刺印刷

●　紙文書のデータ化、名刺入力作業などPC単純作業

●　ビッグママサブレ詰め合わせ20枚入り

障害福祉サービス事業所　ビッグママ　（TEL：022-308-3386）

●　データ入力・文字起こし

就労継続支援B型 MY GOOD　（TEL：022-346-9697）
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商品説明
かぼちゃパウンド２個、チョコとオレンジパウンド２個、リンゴパウンド２個、チョコマフィン２個、フ
ルーツマフィン２個の詰め合わせです。

価格（税込） 税込￥1650（箱代込）

対応可能量 ５箱までは随時可能、それ以上は注文の内容に応じて、検討可能です。

注文から発送まで
納品日の１週間前までお願いいたします。（送り先１か所につき、税込み5,000円以上から送料
無料）

その他留意事項 詰め合わせ内容はご希望に応じて変更可能です。（内容に応じて価格変更有）

作業説明 食品の小分け作業、表示ラベル張り、輸入品の表示シール張替え（日本語）箱詰、など

価格（税込） 作業内容により、商談の上

対応可能量 作業内容により、商談の上

納期 作業内容により、商談の上

その他留意事項

さ-7

商品説明
【A】しょうゆ、ごま、青のり、しお、味わい醤油(濃いめの醤油味)、【B】ざらめ、梅ざらめ、ごぼう、
七味唐辛子

価格（税込） 【A】200円/1袋（5枚入り）、【B】250円/1袋(6枚入り)

対応可能量 3袋以上から配達します。

注文から発送まで 配達希望日の1週間前までに注文。配送はしていません。

その他留意事項

商品説明 しょうゆ、ごま、青のり味の3種類が入ったお得品になります。

価格（税込） 350円/1袋（10枚入り）

対応可能量 3袋以上から配達します。

注文から発送まで 配達希望日の1週間前までに注文。配送はしていません。

その他留意事項

さ-8

商品説明 パソコン・テレビのほこりどり

価格（税込） 一本　150円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 要相談

その他留意事項 色は、お任せとなります。

さ-9

商品説明 シェフ自慢の弁当です。(写真は700円弁当です)

価格（税込） ご予算に応じて500円～　対応いたします。

対応可能量 電話にてご相談ください。

注文から発送まで 電話やメールで担当宛にご注文ください。

その他留意事項 ご予算、距離によっては配達いたします。

●　幕の内弁当

すていじ仙台　（TEL：022－777-3267）

●　食品等の加工、包装等

●　ビッグママ焼き菓子詰め合わせ

●　ほうゆうのよろこぶせんべい

障害福祉サービス事業所　ほうゆう　（TEL：022-348-4531）

●　ほうゆうのよろこぶせんべい（ミックス）

●　ハンディーモップ

ジョブタス仙台福室　（TEL：022-794-9948）

No　Image
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商品説明 クッキー20種類、ケーキ４種類あります。ギフトも対応いたします。

価格（税込） クッキー300円～　　ケーキ120円～

対応可能量 ご相談に応じます。

注文から発送まで ご相談に応じます。発送も承ります（発送料別途）

その他留意事項

作業説明 11:30～14:00までランチを提供しています

価格（税込） 660円～

対応可能量 貸切は５万円～可能。現在はコロナウィルスの影響のため応相談。

納期 予約は１週間前まで。

その他留意事項 10：00～15：00はカフェタイムになります。ドリンクやケーキセットもございます。

さ-10

商品説明 ミヤギシロメ大豆100％の濃厚なお豆腐。冷奴におススメです。

価格（税込） 1個250円。

対応可能量 5営業日前までにご相談下さい。

注文から発送まで 5営業日前までにお電話下さい。仙台市内、泉区近郊。1000円以上で配達致します。

その他留意事項

商品説明
おからと豆乳が入ったサクサク食感のクッキー。全6種類(プレーン、ココア、紅茶、ゴマ、塩、シュ
ガー)。

価格（税込） 1袋350円。3袋まとめてご購入で1000円。

対応可能量 お電話いただき、ご相談下さい。

注文から発送まで 10日前までにお電話下さい。仙台市内、泉区近郊。1000円以上で配達致します。

その他留意事項

作業説明 Tシャツやタオルなどをたたみ、のし掛け、封入まで行います。

価格（税込） 5円/枚(応相談)

対応可能量 1日100～150ほど作業可能です。

納期 ご相談下さい。

その他留意事項

作業説明 チラシ折り、封入、宛名ラベル貼りまで行います。

価格（税込） 3～5円/袋(応相談)

対応可能量 1日200枚ほど作業可能です。

納期 ご相談下さい。

その他留意事項

No　Image

●　Tシャツ・タオルの封入

●　おからクッキー

●　寄せ豆腐

●　レストラン営業

●　クッキー、ケーキ

すまいる作業所　（TEL：022-773-8610）

●　チラシ折り・封入
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さ-11

作業説明 敷地内の清掃、除草等を作業内容に応じて3名～行います。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 紙文書で保存されている物を入力、スキャン等しPDFでデータ化

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

さ-12

商品説明 ずんだ・くるみ・ごま・あんこ・しょうゆの5種類の串団子をご用意しています。

価格（税込） 140円

対応可能量 5本以上

注文から発送まで 配達用相談

その他留意事項 賞味期限当日中

商品説明 中にこしあん・くるみが入っている揚げ饅頭です。

価格（税込） 120円

対応可能量 5個以上

注文から発送まで なし

その他留意事項 賞味期限購入日より5日間

さ-13

作業説明 窓や車等へ貼り付ける文字・図形シールを作成。グラデーション不可。

価格（税込） 作成する文字数やサイズにより変動します。

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 最小文字サイズ（漢字の場合）2cm×2cm

作業説明 アンケートの集計や所定フォーマットへの入力作業、紙媒体文書のデータ化。

価格（税込） 1件あたりの入力ボリュームによります

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　除草・清掃作業

●　紙文書のデータ化

●　紙文書のデータ化

●　切り文字製作

せんだい庵　（TEL：022-728-7570）

せんしょう庵　（TEL：022-247-2940）

スミールステッド太白　（TEL：022-246-9006）

●　串団子

●　あげまん
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さ-14

商品説明 ウッドビーズを使用（左）　大小のビーズを組み合わせ（右）

価格（税込） ビーンズキーホルダー（左）100円、ビーズストラップ（右）200円

対応可能量 10個以上のご注文の場合は事前にご連絡をお願いいたします。

注文から発送まで 1週間程度かかります。

その他留意事項 色柄指定不可。

さ-15

商品説明 パウンド、カステラ、クッキー詰め合わせ

価格（税込） 1000円～3000円

対応可能量 応相談

注文から発送まで ７日以内

その他留意事項

商品説明 組みひもをあしらったきんちゃくです

価格（税込） 150円～700円

対応可能量 応相談

注文から発送まで ７日以内

その他留意事項 色柄の種類には限りがありますが、できるだけ対応します。

作業説明 AcrobatによるPDF化作業

価格（税込） 応相談

対応可能量 500Pカタログ冊子程度のデータまでなら対応可能

納期 応相談

その他留意事項 紙文書の養生または破棄についても指示ください。

作業説明 割付から印刷、帳合い、袋とじ製本（～30P）

価格（税込） 応相談

対応可能量 応相談

納期 応相談

その他留意事項

さ-16

商品説明 菓子パンや惣菜パン（季節メニューあり）、焼菓子を製造しています。

価格（税込） 100円～

対応可能量 要相談

注文から発送まで 要相談

その他留意事項 発注個数や期限についてはご相談ください。配達も可能です。

仙台つどいの家　（TEL：022ｰ293ｰ3751）

●　パン・焼菓子

No　Image

●　紙文書のデータ化作業

●　きんちゃく

●　ビーンズキーホルダー・ビーズストラップ

仙台市泉ふれあいの家　（TEL：022-373-4647）

●　焼菓子

●　軽印刷（チラシ、小冊子）

仙台自立の家　（TEL：022-303-0260）
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商品説明 1斤、1.5斤、1.5ハーフも可能です。

価格（税込） 200円～400円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 要相談

その他留意事項 発注個数や期限についてはご相談ください。配達も可能です。

さ-17

商品説明
➀ドリップコーヒーパック12ｇ　　　②コーヒー粉150ｇ　　　③コーヒー豆100ｇ
自家焙煎珈琲を使用した香り豊かな味わいの商品です。

価格（税込） ➀120円（税込）　　②1300円（税込）　　③600円（税込）

対応可能量 お問合せ下さい

注文から発送まで お問合せ下さい

その他留意事項

商品説明
➀あみぐるみ　②アクリルたわし　③カードケース　④くるみボタン（布製、クロスステッチ）　⑤ポ
チ袋　⑥ポストカード　⑦一筆箋　　など

価格（税込）
➀350円～　②350円～　③300円～　④布製300円/クロスステッチ600円～　⑤150円
⑥150円　⑦100円　など

対応可能量 ご注文の品、数量、時期によって異なります

注文から発送まで お問合せ下さい

その他留意事項

作業説明 ➀名刺の作成　②資料等各種印刷　③封筒印刷

価格（税込）
➀100枚　1,500円～　②［白黒］Ａ４：４円～［カラー］Ａ４：15円～
③長３：15円～ / 角２：20円～

対応可能量 お問合せください。

納期 お問合せください。

その他留意事項

作業説明 発送代行

価格（税込） １件　１０円～

対応可能量 お問合せください。

納期 お問合せください。

その他留意事項

さ-18

商品説明 見て食べて笑顔ほころぶ“ほっこりおやつ”がコンセプト。素材にもこだわって製造しています。

価格（税込） どれでも270円

対応可能量 50～60個／日

注文から発送まで ３営業日　※総数50個以上の場合はお早めにご相談ください。

その他留意事項 他のご注文と重なった場合には受注が難しいこともありますのでご了承下さい。

●　食パン(角)(山)

仙台メンタルヘルスサービス　（TEL：022-343-0718）

●　発送代行

●　名刺作成 / 資料等各種印刷・封筒印刷

●　手芸品

●　ドリップコーヒーパック

仙台もぐらの家　（TEL：022-226-1441）

●　焼き菓子各種(クッキー・ブラウニー・パウンドケーキ各種)

No　Image
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商品説明
塩気もありチーズの甘みが引き立ったチーズケーキ、一口目から濃厚な味わい生チョコケーキで
す。

価格（税込） １カット２７０円／１ホール３０００円

対応可能量 ３０個／日

注文から発送まで ３営業日　※総数３０個以上の場合はお早めにご相談ください。

その他留意事項 他のご注文と重なった場合には受注が難しいこともありますのでご了承下さい。

作業説明 アルミ缶や段ボール・古新聞の回収を行っています。

価格（税込） 資源回収…仙台市内近郊は無料、他応相談。お気軽にお問合せ下さい。

対応可能量 積載量1.5ｔトラック所有

納期 他の作業との兼ね合いもございますので、予めご連絡頂き日程調整させて頂きます。

その他留意事項

作業説明 引っ越し作業のお手伝いを行っています。

価格（税込） 移動される荷物の量、処分品の量や引っ越し先に応じて

対応可能量 積載量1.5ｔトラック所有

納期 他の作業との兼ね合いもございますので、予めご連絡頂き日程調整させて頂きます。

その他留意事項 【実績】グループホームの移動に伴う大型家電運搬等

さ-19

商品説明 季節のお花を使った花束、アレンジメント。スタンド花。

価格（税込） ご予算に応じて作成いたします。市内配達は5,000以上で無料

対応可能量 花束、アレンジメントは全国発送可能。

注文から発送まで 即日発送可能（全国発送可能。別途発送料、箱代かかります。）

その他留意事項 商品によっては

商品説明 季節の食材を使用したお弁当。

価格（税込） まごころ弁当650円～　合計5,000以上で市内配達無料

対応可能量 要相談

注文から発送まで 3日前まで

その他留意事項

作業説明 事務用品、テーブル、コピー用紙等の配達

価格（税込） 合計5,000円以上で無料配達となります。

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　資源回収

●　引っ越し作業

No　Image

No　Image

●　洋生菓子（チーズケーキ・生チョコケーキ他）

●　季節のお花を使った花束、アレンジメント

仙台ローズガーデン　（TEL：022-376-1187）

●　事務用品配達

●　お弁当、お惣菜の販売

19 / 35 ページ



令和4年4月現在

作業説明 箱折り、メール便封入、

価格（税込） 箱折り（10,000円/1,000枚）（ご予算ご相談いたします。）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

さ-20

商品説明 清掃等に使用するウエス（メリヤス、タオルウエス等）の製造販売

価格（税込） 白メリヤス　1kg 430円～　その他

対応可能量 随時相談可

注文から発送まで 応相談

その他留意事項 見積書随時作成いたします。

作業説明 名刺、葉書、広報誌など各種印刷物の作成

価格（税込） 要見積

対応可能量 要相談

納期 応相談

その他留意事項 見積書、参考見積書についても随時作成いたします。

さ-21

商品説明 除草作業

価格（税込） 15,000円から（敷地面積・作業箇所により変動いたします）

対応可能量 一軒家から各種広場、道路わき、畑、お墓等対応可

注文から発送まで まずはお電話でお問合わせください。

その他留意事項 作業はゆっくり（丁寧）のため、 格安料金設定です。

商品説明 清掃作業（ゴミ回収、モップ掛け,側溝等）

価格（税込） 15,000円から（敷地面積・作業箇所により変動いたします）

対応可能量 一軒家から各種福祉施設、高齢者施設、様々な建物に対応可

注文から発送まで まずはお電話でお問合わせください。

その他留意事項 作業はゆっくり（丁寧）のため、 格安料金設定です。

さ-22

商品説明
裏地も付いてしっかりした作りの巾着です。色々な用途に対応できるよう大と小の2種類準備し
ました。

価格（税込） （大）500円、　（小）400円

対応可能量 10個/1週間

注文から発送まで 1週間程度。仙台市内は直接お届けも可。

その他留意事項 色々な柄がある為、要相談。

仙台ワークキャンパス　（TEL：022-741-0998）

●　軽作業（箱折り、メール便封入等）

創働舎　（TEL：022-251-3923）

●　清掃作業

●　除草作業

せんだんの杜　杜の工房　（TEL：022－727-8830）

●　各種印刷

●　ウエス製品販売

●　巾着（大）、（小）
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商品説明
写真は開いた状態の物です。写真の状態から長財布のように2つ折りになります。使い方は自由
ですが、マスクが2ヶ所とポケットティッシュが入るようになっています。

価格（税込） 500円

対応可能量 10個/1週間

注文から発送まで 1週間程度。仙台市内は直接お届けも可。

その他留意事項 色々な柄がある為、要相談。

さ-23

商品説明 丈夫なクラフトバンドで編んだ、大小様々なカゴやバッグを製作

価格（税込） 300～1,000円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 要相談

その他留意事項

商品説明 マグネット付や、紐を通して引っかける形式、コースターとしても使用可

価格（税込） 50円～200円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 要相談

その他留意事項

●　アイロンビーズ

●　エコクラフト（編みカゴ）

そよかぜ広場　（TEL：022-248-1198）

●　マスクケース
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た-1

商品説明
日替り弁当販売日は火・木・金曜日となります。  手作りにこだわり、栄養バランスや彩りも考慮し
た弁当メニューとなっています。

価格（税込） 500円

対応可能量 応相談

注文から発送まで
2日前迄注文頂き、1個からでも配達致します。（配達ルート内のみ対応可能となる為、配達希望
の際には応相談となります。）

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

商品説明
①素材：布　　サイズ　大：約43㎝×31㎝　中：約33㎝×20㎝　　大中2枚セット
②素材：布　　サイズ　約20㎝×16㎝

価格（税込） ①　980円、②　250円

対応可能量 応相談

注文から発送まで 現在、施設内での販売のみ

その他留意事項 ①、②とも、同柄は少ないですが、様々な柄があり種類は豊富です。

た-2

作業説明 敷地内の清掃、除草作業を行います、規模、内容に応じて人数が変わります。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 ハガキや封書等にラベルシールを張る作業です。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

た-3

価格（税込） ¥1,500/1個

対応可能量 1個～10個（要相談）

注文から発送まで 在庫がある場合は、即日対応させて頂きます。

その他留意事項 1個1個完全ハンドメイドです。お時間を頂く場合がございます。

商品説明 その時々に感じた想いを字や色や絵等にして、色紙に表現しました。

価格（税込） ¥100/1枚

対応可能量 1枚～（要相談）

注文から発送まで 在庫がある場合は、即日対応させて頂きます。

その他留意事項 1枚1枚完全ハンドメイドです。お時間を頂く場合がございます。

●　巾着　大中セット・巾着

●　日替り弁当

多機能型事業所　向日葵ファミリー　（TEL：022-741-2888）

●　がま口財布（さをり織り）

つなぎっこ　（TEL：022-234-7921）

●　拝啓　あなた様へ　～声～（色紙作品）

No　Image

No　Image

●　清掃、敷地内除草

●　宛名、ラベルシール貼り作業

第2わたげ　（TEL：022-248-7918）
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作業説明 カラー、両面印刷対応可能　※点字不可、特殊加工品は要相談

価格（税込） ¥200/10枚～

対応可能量 10枚～（要相談）

納期 1週間程度（時期によって要相談）

その他留意事項

作業説明 Excel、Wordのデータ入力対応可能

価格（税込） ※要相談（極力、予算に応じます）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 ※専門性の高いものに関しては出来かねます。

た-4

商品説明 販促品用タオル商品〔のし紙・袋一式仕上げ〕

価格（税込） 販促用は、183円（税込）～など、ご予算に応じてご用意しております。

対応可能量 ご希望数に対応させていただきます。ご相談ください。

注文から発送まで 仙台市内を中心に仙台市以外も対応しております。

その他留意事項 様々な用途にご使用いただける商品をご準備しております。各企業様から受注実績有。

商品説明
宮城県内各市町村のキャラクタースポンジや大中小と様々な形のスポンジが入ったお得なセット
をご準備しています。もらって楽しめる、お掃除アイテムです。

価格（税込） キャラクタースポンジ　220円（税込）　　ピースセット１袋　100円（税込）

対応可能量 ご希望数に対応させていただきます。ご相談ください。

注文から発送まで 仙台市内を中心に仙台市以外も対応しております。

その他留意事項 三層構造の実用性のあるスポンジです。

作業説明 チラシ・広告等のセット作業も承ります。

価格（税込） ご相談ください。

対応可能量 ご相談ください。

納期 ご希望等に対応します。

その他留意事項 大手量販店様等、作業実績有

た-5

作業説明 受注した名刺印刷を行います。

価格（税込） 単色800円～/100枚　　カラー850円～/100枚　　両面1600円～/100枚

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項
片面・両面・カラー・用紙等、対応可デザイン・レイアウトも承ります。納期・ご予算等、ご相談に応
じます。

●　ご挨拶用タオル・ギフト用タオルセット

●　封入・サンプルセット

●　スポンジ商品（　キャラクタースポンジ　・　ピースセット　）

●　名刺印刷

禎祥ワークキャンパス　（TEL：022-244-4531）

つばめファクトリー　（TEL：022-218-2525）

●　名刺印刷

●　データ入力
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作業説明 受注した年賀状・喪中葉書印刷を行います。

価格（税込） 単色3000円～/100枚　　カラー4300円～/100枚

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項
豊富なデザインからお選び頂けます。はがき持ち込み可。納期・ご予算・配送等ご相談に応じま
す。

た-6

商品説明 つまみ細工の花飾りになります。

価格（税込） 1個100円～

対応可能量 要相談

注文から発送まで 注文内容によって7日程かかる場合もあります。

その他留意事項

商品説明 一つ一つ手縫いで丁寧に作ったマスクです。

価格（税込） 1枚300円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 注文内容によって7日程かかる場合もあります。

その他留意事項

作業説明 清掃の場所や範囲により価格を相談させていただきます。

価格（税込） 要見積

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

No　Image

●　布マスク

●　清掃業務

●　つまみ細工

トモダチ　（TEL：050-3577-1135）

●　年賀状印刷
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は-1

商品説明 メダカ（品種：ミックス、みゆき、小川ブラック）

価格（税込） ・ミックス１匹20円　・みゆき１匹150円　　小川ブラック１匹150円

対応可能量 変動しますので問い合わせ願います。

注文から発送まで 発送は行っていません。

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

は-2

作業説明 カラー・モノクロ問わず全ての印刷に対応。デザイン・レイアウトも承ります。

価格（税込） 20,000円／1,000枚～（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 ご要望、ご予算などに合わせてご希望に適した提案とお見積りをご提出いたします。

は-3

商品説明
粉状の蒸し生姜になります。体を温めてくれるため、スープやみそ汁、お茶等に入れてお召し上が
りください。

価格（税込） 600円

対応可能量 1個から

注文から発送まで ご注文をいただいてから10日間程度

その他留意事項 専用スプーンが付いています。1回につき専用スプーン1～2杯が目安です。

商品説明
「杜の都仙台」を象徴する「ケヤキ」を、可愛らしい妖精をモチーフにストラップです。季節を感じ
られる七夕、ページェント、春のモチーフ等のチャームが付いているものもあります。

価格（税込） 500円

対応可能量 1個から　（数量が多くなる場合は、要相談）

注文から発送まで 要相談

その他留意事項

住所録、名簿等の入力、アンケート集計

価格（税込） 要見積（内容により価格の変更があります）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 封入、封かん、ラベルシール貼り、仕分け、折込、ポスター折り作業

価格（税込） 要見積（数量、重量等により価格の変更があります）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　蒸し生姜

パルいずみ　（TEL：022-377-4802）

●　メダカ

萩の風就労支援センター　（TEL：080-2806-3740）

萩の郷福祉工場　（TEL：022-244-0115）

●　チラシ・パンフレット等印刷全般

●　封入作業

●　データ入力

●　杜の都のケヤキの精ストラップ
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は-4

商品説明 洗剤を使わず食器やキッチンシンク、浴槽など様々なシーンで活躍するエコたわしです。

価格（税込） ¥200

対応可能量 最大発注可能数は50個です。

注文から発送まで ご注文いただいてから一週間以内に配達します。

その他留意事項 色の指定はできません。

商品説明 ラベンダーレモンの香りが付いたお手軽サイズのキャンドルです。

価格（税込） ¥100

対応可能量 最大発注可能数は50個です。

注文から発送まで ご注文いただいてから一週間以内に配達します。

その他留意事項 燃焼時間は約1時間です。

作業説明 お菓子の箱や贈答品の箱などの作業実績があります。

価格（税込） 6円～/個

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 個人宅や地下鉄出入口などの作業実績があります。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 手作業による除草作業です。

は-5

商品説明 大根、人参、ネギ、ごぼう、しいたけの国産野菜5種類を乾燥したとても便利な商品です。

価格（税込） 1,000円(3個セット)

対応可能量 1セットから注文可能。量が多い場合は要相談。

注文から発送まで
ご注文頂いてから配達まで最大2週間ほどかかります。配達方法についてはお届け先の地域に
より異なりますのでご相談ください。

その他留意事項 保存方法：常温、」賞味期限：製造日から180日

商品説明 裏がタオル地になっているふきんです。吸水性があります。

価格（税込） 500円

対応可能量 1組から対応可

注文から発送まで
ご注文頂いてから配達まで最大2週間ほどかかります。配達方法についてはお届け先の地域に
より異なりますのでご相談ください。

その他留意事項 デザインについてはお任せください。

パル三居沢（TEL：022-211-8815）

ぱれった・けやき宮城野　（TEL：022-257-5092）

●　刺子ふきん(2枚組)

●　べんりだ菜(な)【お買い得セット】

●　除草

●　箱折り

●　香り付きミニキャンドル

●　アクリルたわし

No　Image

No　Image
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は-6

商品説明 いろいろな形のカラフルなマグネットです。

価格（税込） １個300円～

対応可能量 10個以上の場合は事前にご連絡をお願いいたします。

注文から発送まで １週間程度かかります。

その他留意事項

は-7

作業説明 畑作業の手伝いを行います。

価格（税込） ～900円/時間　※作業内容により、人数、時間、金額等も変わります。

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 稼働時間は要相談、手伝い方法等は直接ご指導頂けると助かります。

作業説明 紙で保存されている文書等、音声からの文字おこし。

価格（税込） 1,000円/100枚（要相談）

対応可能量 １日50枚前後での仕上げを目安としています。

納期 要相談

その他留意事項

は-8

商品説明 ｼﾞｬｰｼﾞｰﾐﾙｸ、バニラ、ﾅｯﾂﾁｮｺ、ラムレーズン、抹茶、ごま　6種類のアイスクリーム

価格（税込） 280円/個

対応可能量 大量注文にも対応可能　　事前にご連絡をお願い致します

注文から発送まで 日月祝日以外、前日12時までにご注文いただければ対応可能。地方発送可。

その他留意事項 別途送料がかかります。

作業説明 箸入れ、ラベル貼り、検品作業、封入作業等

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　マグネット

ぴあにか　（TEL：022-233-3755）

●　畑作業等のお手伝い

●　テープ起こし

フィオーレ仙台　（TEL：022-375-0055）

No　Image

●　軽作業

●　アイスクリーム

フォンテーヌ　（TEL：022-286-2004）
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　ま-1

商品説明 加熱済み、真空パックのハンバーグです。1個150g。種類は3種類（豚肉、合挽き、鶏肉）。

価格（税込） 豚肉：350円　　合挽き：400円　　鶏肉：320円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 在庫ありの場合2～3営業日で発送。送料別途1000円～。市内は配達できます。

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

商品説明 国産豚肉100％のハンバーグ、涌谷町の玄米「金のいぶき」を使ったお弁当です。

価格（税込） 500円

対応可能量 ～30個

注文から発送まで 一週間前にご相談ください。市内は配達します。

その他留意事項 【消費期限】当日。予算に合わせてハンバーグの種類変更や、おかず増量などできます。

ま-2

商品説明 お肉がメイン食材のレストラン特製お弁当になります。（写真は鶏むね肉の弁当です。）

価格（税込） 540円/個

対応可能量 応相談

注文から発送まで 前日の午前9時30分まで受注可能

その他留意事項 6個以上で配達可能

商品説明 国産小麦（北海道産）を使用した、レストラン特製パンになります。

価格（税込） 160円/袋

対応可能量 応相談

注文から発送まで 3営業日前まで受注可能

その他留意事項

作業説明

価格（税込） 【受注事例】2,500円/時間　※要見積り

対応可能量

納期

その他留意事項

作業説明 【グループ受注事例】市政だより等

価格（税込） 応相談

対応可能量

納期

その他留意事項

マイロ　（TEL：022-290-2654）

まどか　（TEL：022-302-4620）

●　パン

●　冷凍ハンバーグ

●　ハンバーグ弁当

●　レストランオリジナル弁当（日替わり）

●　清掃作業

●　封入・封緘作業
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ま-3

作業説明
データの収集・リスト作成や紙・PDF文書のデータ化、名刺データ入力、問合せフォーム送信代行
などPCを使用した作業全般に対応可能です。

価格（税込） 作業内容・作業量に応じてご相談させていただきます

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 illustratorやPhotoshopなどを使用してチラシや名刺等のデザイン。イラスト作成も可能。

価格（税込） 作業内容・作業量に応じてご相談させていただきます

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

ま-4

商品説明 エコクラフトのコースター。ニス加工済み。4種類あります。

価格（税込） 200円/枚

対応可能量 1個～

注文から発送まで 要相談

その他留意事項 郵送の場合は別途送料がかかります。配達範囲については要相談。

商品説明 ガラス製のとんぼ玉のストラップ

価格（税込） 500円/個

対応可能量 1個～

注文から発送まで 要相談

その他留意事項 郵送の場合は別途送料がかかります。配達範囲については要相談。

作業説明 印刷物の封入封緘の作業を行います。

価格（税込） 基本料金1000円＋1点3円（1点追加ごとに1円）

対応可能量 100～

納期 要相談

その他留意事項 別途、折り作業もありますのでお問い合わせの際にご相談ください。

作業説明 指定された商品ごとの梱包作業やラベル貼りを行います。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　広報制作物デザイン・DTPデザイン

●　リスト作成・データ入力・書類電子化

manabyCREATORS仙台　（TEL：022-320-7932）

みどり工房泉中央　（TEL：022-771-5026）

●　コースター

●　とんぼ玉ストラップ

●　封入封緘作業

●　梱包作業
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ま-5

商品説明
『持ち歩けるピアノ』をイメージしたチャーム付きペンケースです。『ショパンチ』とは、ショパン×パ
ンチングレザー(合皮)の造語です。震災後、感謝を伝えるために作成しました。

価格（税込） 1,620円

対応可能量 1個からご注文いただけます。

注文から発送まで 2～3日で発送。在庫状況によっては、お時間をいただく場合がございます。

その他留意事項
黒・ワインレッド・こげ茶・赤・ベージュ・茶・ピンク・ブルー・イエローの9色からお選びいただけま
す。サイズ：横17.5㎝×縦6㎝×幅2.5㎝

商品説明 カバー付き、鍵盤柄の付箋。表紙裏には、利用者が描いた音符の絵が取り入れられています。

価格（税込） 450円

対応可能量 1個からご注文いただけます。50個以上の注文も可能です。

注文から発送まで 2～3日で発送。在庫状況によっては、お時間をいただく場合がございます。

その他留意事項 30枚、20ｇ紙サイズ：横7㎝×縦7.5㎝　カバーサイズ横8㎝×縦8㎝

作業説明 箱折り作業になります。

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

ま-6

作業説明 客室内の片づけ、清掃、ベッドメイク、アメニティー補充等の作業

価格（税込） １ユニット５～６名＋指導員１名体制　時給853円　※指導員は料金に含まれません

対応可能量 9:00～15:00の間の４時間

納期 指示の範囲内

その他留意事項 対応人数は要相談。トライアル実施可能（無給）。時給以外の請負要相談。作業実績有り。

作業説明 倉庫内で商品をピッキングし、所定の場所まで運ぶ作業

価格（税込） １ユニット５～６名＋指導員１名体制　時給８５３円　※指導員は料金にふくまれません

対応可能量 9:00～1６：00の間の４時間

納期 指示の範囲内

その他留意事項 対応人数は要相談。トライアル実施可能（無給）。時給以外の請負要相談。作業実績有り。

ま-7

商品説明
国産原料の、おいしさがぎゅっと詰まったシュウマイです。オリジナル、カレー味、ちょい辛、しそ
味の４種類の味があります。

価格（税込） （各６個入り）400円、しそ味のみ430円

対応可能量 何パックでも可能です。

注文から発送まで １週間以内に発送します。

その他留意事項 冷凍品です。保冷バックが必要な場合は、パック料金を頂きます。

● 冷凍手作りシュウマイ

もぐもぐ　（TEL：022-716-8228）

●　ショパンチ付箋（大）

●　ショパンチペンケース

●　ホテル客室清掃・ベッドメイク

●　倉庫内ピッキング作業

未来工房　北四番丁　（TEL：022-217-8088）

みどり工房長町　（TEL：022-762-7610）

●　箱折り
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作業説明 敷地内の樹木剪定及び除草清掃を作業面積、内容に応じた人数で行います。

価格（税込） 上記条件によって、見積もります。

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 【目安】4,000円/1時間（2～3名程度）

●　樹木剪定及び除草清掃業務
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や-1

商品説明 ブラジルサントスをベースにしたブレンドです。豆もしくは粉のご希望によりご提供させて頂きます。

価格（税込） ¥3

対応可能量 10袋以上のご注文の場合は事前にご連絡をお願いします。

注文から発送まで 地方発送不可。お買い上げ2000円以上で仙台市内配達無料。

その他留意事項 当団体の所属アーティスト約40名のオリジナルイラストがご使用いただけます。

商品説明 利用者さんのアート作品を表紙にした、Ａ5判ノートです。

価格（税込） 1冊200円

対応可能量 20冊以上のご注文の場合は事前にご連絡ください。

注文から発送まで お買い上げ2,000円以上で仙台市内配達無料。

その他留意事項

ら-1

作業説明 依頼頂いた商品の包装・のし掛け

価格（税込） 応相談

対応可能量 応相談

納期 商品・包装紙等を取りに伺い、その後納品。

その他留意事項 納品時期に関しては応相談。

作業説明 依頼頂いた贈答用箱折り

価格（税込） 応相談

対応可能量 応相談

納期 部材を取りに伺い、その後納品。

その他留意事項 納品時期応相談。

わ-1

商品説明 きなこクッキー、アーモンドボール、アマンドサブレのセットです。

価格（税込） 1セット　1,000円

対応可能量 事前にご連絡をお願い致します。

注文から発送まで 地方発送不可。市内配達無料。

その他留意事項 【賞味期限】製造日より60日、【保存方法】直射日光を避け、常温にて保存

商品説明 ご希望の金額に合わせた森の小鳥焼き菓子の詰め合わせ

価格（税込） 1セット1,000円～3,000円（ご希望のご予算でお作りします。）

対応可能量 事前にご連絡をお願い致します。

注文から発送まで 地方発送不可。市内配達無料。

その他留意事項 【賞味期限】製造日より60日、【保存方法】直射日光を避け、常温にて保存

ワークスペース歩゜歩゜　（TEL：022-348-2152）

●　森の小鳥焼き菓子セット

●　森の小鳥焼き菓子詰め合わせ

リンクワークス仙台駅東口　（TEL：022-354-1995）

●　包装・のし掛け

●　贈答用箱　折り

●　自家焙煎珈琲

●　ノート

ゆう貝ケ森　（TEL：022-341-2257）
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わ-2

商品説明 事業所内の麺工房で作るこしの強い美味しい生うどん

価格（税込） 1パック(150ｇ×2食入り)：250円

対応可能量 20パック以上ご注文の場合はお時間に余裕をもってご注文下さい

注文から発送まで 1週間程度。クール便。2,000円以上お買い上げで市内配達可。

その他留意事項 【賞味期限】製造日より30日間　【保存方法】要冷蔵

商品説明 北上川の葦を編み上げて作ったくずかごの中にプラスチックのごみ箱が入っています。

価格（税込） 600円

対応可能量 要相談

注文から発送まで 1週間程度

その他留意事項 【大きさ】高さ30㎝×直径20㎝　【保存方法】優しく丁寧に

作業説明 箱折り、チラシ折り、封入作業等

価格（税込） 応相談

対応可能量 応相談

納期 応相談

その他留意事項

作業説明 麺工房で作った出来立てのうどんを提供

価格（税込） 700円～

対応可能量 5人以上でご来店いただく場合は、事前にご予約をお願いいたします。

納期

その他留意事項

わ-3

商品説明 縁起の良い陶芸品です

価格（税込） １体1,300円

対応可能量 30体迄

注文から発送まで ２体以上お買い上げで指定の場所までお届けします（仙台市内）

その他留意事項 一つ一つ表情、形が異なります。何体かお持ちしますので、その中からお選びいただけます。

商品説明 縁起の良い陶芸品です

価格（税込） １体1,300円

対応可能量 ３０体迄

注文から発送まで ２体以上お買い上げで指定の場所までお届けします（仙台市内）

その他留意事項 一つ一つ表情、形が異なります。何体かお持ちしますので、その中からお選びいただけます。

●　お地蔵（陶芸品）

●　カエル（陶芸品）

●　軽作業

●　軽食喫茶　なご味(み)

わたげの樹　（TEL：022-285-3531）

ワークつるがや　（TEL：022-395-7966）

●　なご味(み)うどん

●　よし囲い

33 / 35 ページ



令和4年4月現在

作業説明 敷地内清掃、除草や軽い剪定。

価格（税込） 5,000円～（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項 草刈り機あり

作業説明 お墓の除草清掃、周りの通路の除草清掃

価格（税込） 5,000円～（要見積）

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

わ-4

商品説明 綿100％のガーゼハンカチに模様を付け、いろいろな色で染めています。

価格（税込） 150円

対応可能量 50枚を超える場合はご連絡をお願いします。

注文から発送まで 仙台市内は配達、発送可能。

その他留意事項

作業説明 ダイレクトメールなどの封入封かんなど

価格（税込） 最低１工程１円

対応可能量 封入のアイテム数等により要相談

納期 要相談

その他留意事項

わ-5

商品説明
メガチキンカレー（甘口・辛口）、和風すーぷカレー、手羽元チキンカレー（甘口・辛口）の５種類を
詰め合わせたギフトセットになります。

価格（税込） 2,500円

対応可能量 無制限

注文から発送まで 地方発送可（送料別途かかります）

その他留意事項

商品説明 オリーブ、どくだみ、レッドクレイの3種になります。

価格（税込） 1セット1,000円

対応可能量 5セット（5セット以上の場合はご相談ください。）

注文から発送まで 地方発送可(送料別途かかります)、発送までお時間を頂戴する場合があります。

その他留意事項

●　手作り固形石けん3種セット

●　封入封かん作業

わらしべ舎西多賀工房　（TEL：022-307-6320）

●　桜蔵のレトルトカレーバラエティセット

●　お墓清掃

わ・は・わ宮城野　（TEL：022-388-4188）

●　やんわりやわらかガーゼハンカチ

●　除草・清掃作業
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作業説明 パッケージ作業

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

作業説明 チラシ折り

価格（税込） 要相談

対応可能量 要相談

納期 要相談

その他留意事項

●　チラシ折り

●　パッケージ作業
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