
「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」認定事業所一覧　（常用雇用障害者数は認定又は更新時の人数）

H20.10.25 R5.3.31 株式会社千葉銀行 千葉市中央区千葉港１－２
金融・保険・不動
産業

千葉銀行 112 一般事務

H20.10.25 R5.3.31 ○ ちばぎんハートフル株式会社 千葉市美浜区真砂４－１－１０ サービス業 封筒、ゴム印、名刺、封入作業 28 伝票・名刺等印刷、書類発送、ゴム印作成

H20.10.25 R5.3.31 ○ さくらサービス株式会社 市原市出津西１－２－３６ サービス業
名刺印刷、データ入力・集計、封入作業、ス
キャニング、清掃

39
本の改装業務、ダイレクトメールの制作・発送
業務、各種セットアップ

H20.10.25 R5.3.31 ○
SMBCグリーンサービス株式会社
千葉業務部

千葉市中央区中央４－８－１ サービス業 データ入力、スキャニング、配送、仕分け 61
小切手・手形の受注、検索用データの作成な
ど

H20.10.25 R5.3.31 株式会社エスコアール 木更津市畑沢２－３６－３
教育・学習支援事
業

障害者関連教材、書籍の開発・販売 5
病院等で使用する検査訓練教材の作成、書
籍の編集作業、他団体のホームページの保
守・管理

H20.10.25 R5.3.31 ○
ブリヂストンチャレンジド株式会社
市川分室

市川市鬼高１－３－５ サービス業
データ入力・スキャニング・印刷、文書配送、
清掃、タイヤ積込

3 ビル内清掃

H20.10.25 R5.3.31 ○ 株式会社ニチレイアウラ 船橋市日の出２丁目１９－２ サービス業 清掃、洗濯・リサイクル、文書封入・配達 30
構内清掃、植栽管理、ダイレクトメールの封
入

H20.10.25 R5.3.31 ○ 株式会社千葉データセンター 千葉市稲毛区天台６－５－３ 情報通信業 データ入力、Web保守、印刷、スキャニング 13
WEBサイトの構築、印刷物の作成、データエ
ントリー

H20.10.25 R5.3.31
一般財団法人
千葉県まちづくり公社

千葉市中央区富士見２丁目３
番１号

サービス業 不動産・公園管理、緑化活動 5 都市計画、公共公益施設の管理運営など

H20.10.25 R5.3.31
ライフフーズ株式会社
市川センター

市川市高谷１９１６－２ 製造業 冷凍野菜・冷凍加工品 5
ミックス作業、袋詰め作業、仕分け作業、計
量業務

H20.10.25 R5.3.31 昭和プラスチック株式会社 柏市高田１１１６－３６ 製造業 プラスチックトレー 1 箱詰め作業、検品

H20.10.25 R5.3.31 株式会社印旛共進 印西市本埜小林２６ サービス業 廃棄物収集運搬 3 資源・粗大ゴミの収集

H20.10.25 R5.3.31 橋本商事株式会社 船橋市豊富町６４０－６ サービス業 廃棄物収集運搬 2 有価物（ビン、缶）回収業務助手
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H20.10.25 R5.3.31 株式会社船橋リサイクル 船橋市小野田町１５３１－１ サービス業 再生資源回収・卸 8 缶・ビンの分別作業

H20.10.25 R5.3.31 株式会社本埜共進 印西市本埜小林２６ サービス業 家電リサイクル 11 廃家電の手分解

H20.10.25 R5.3.31 ○ 株式会社ジェイフレンドリー 成田市本三里塚１００１番６４９ サービス業
清掃、クリーニング、草刈り、機内食運搬、容
器洗浄等

7
清掃作業、ハウスクニーニング、チラシ封入
等の軽作業

H20.10.25 R5.3.31 社会福祉法人アコモード 我孫子市布佐１５５９－２ 医療・福祉 特別養護老人ホームアコモード　他 4 洗濯やベッド周りの消毒などの介助補助

H20.10.25 R5.3.31
社会福祉法人
千葉市手をつなぐ育成会

千葉市稲毛区作草部２－４－
５

医療・福祉
でい・さくさべ（障害者生活介護・就労移行支
援事業等）　他

2
利用者の介助（車椅子補助など）、厨房の清
掃

H20.10.25 R5.3.31 株式会社ワイズマート 浦安市当代島１丁目２番２５号 小売業 スーパーマーケット運営 33 パック作業、品だし、仕分け作業

H20.10.25 R5.3.31 一宮シーサイドオーツカ 長生郡一宮町一宮１００００ 飲食店、宿泊業 ホテル一宮シーサイドオーツカ 8 食器洗浄、ベッドメイキング

H20.10.25 R5.3.31 社会福祉法人愛光 佐倉市山王２－３７－９ 医療・福祉 視覚障害者総合支援センターちば　他 5
機能訓練指導員、ITサポート、点訳・校正、管
理職、清掃、洗濯

H20.10.25 R5.3.31 株式会会社德倉　東金工場 東金市丘山台２－５－１ 製造業 精製糖などの各種粉砕加工 5 計量、商品のばらし作業、はい付け作業

H20.10.25 R5.3.31 株式会社新晃 船橋市前原西2-12-7 運輸業 物流施設管理、運搬 44 オリコンの組立、ピッキング

H20.10.25 R5.3.31 社会福祉法人ロザリオの聖母会 旭市野中４０１７ 医療・福祉 医療保護施設海上寮療養所　他 12 介護、掃除、洗濯

H20.10.25 R5.3.31
有限会社ブライトピック千葉
溝原工場

旭市溝原１００９ 農業
養豚場運営、飼料製造販売、廃棄物収集運
搬

20 コンテナ清掃

H21.3.25 R6.3.31 株式会社千葉興業銀行 千葉市美浜区幸町２－１－２
金融・保険・不動
産業

千葉興業銀行 28 一般事務
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H21.3.25 R5.3.31
地域活動支援センター
ベーカリーウィズ

千葉市花見川区柏井町８１５
－５

卸売・小売業 ベーカリーウィズ（パン・菓子） 23
パンの製造、調理等、他の障害者施設の製
品販売委託

H21.3.25 R5.3.31 ○ 京成ハーモニー株式会社
印旛郡酒々井町柏木字桐ノ木
１２－８

サービス業 清掃、植栽管理 10 事務所等の清掃、名刺作成業務等

H21.3.25 R5.3.31 鶴岡食品株式会社 いすみ市大原８１４７ 製造業 冷凍食品（海産物加工惣菜） 4 食品加工（袋詰め、材料洗浄等）

H21.3.25 R5.3.31 館山商事株式会社 館山市正木528番地 サービス業 ハウスクリーニング、廃棄物処理 10 リサイクルのための缶瓶等の分別作業等

H21.3.25 R5.3.31 株式会社アキテック
千葉市花見川区犢橋町1122-
1

製造業 変圧器、モータ、ハーネス線、リード線 8 変圧器等の組立作業など

H21.3.25 R5.3.31 特定非営利活動法人ぽぴあ 袖ヶ浦市神納１－１９－７ 医療・福祉 障害者就業・生活支援センターエール　他 19 飲食店での給食、配食の補助業務

H21.3.25 R5.3.31
生活クラブ生活協同組合
ｽﾜﾝﾍﾞｰｶﾘｰ柏店

柏市東上町１－３　巳波ﾋﾞﾙ１F 小売業 パン、焼き菓子 3 パンの製造補助、販売等

H21.3.25 R5.3.31 社会福祉法人佑啓会 市原市今富１１１０－１ 医療・福祉
ふる里学舎（障害者生活介護・入所支援事業
等）　他

10 施設厨房での調理補助

H21.3.25 R5.3.31 特別養護老人ホームみどり荘 印西市大森１７２８ 医療・福祉 特別養護老人ホームみどり荘　他 4 施設の清掃業務

H21.3.25 R5.3.31 森田畜産 富里市十倉２８６－２ 農業 森田畜産 2 豚舎の清掃作業

H21.3.25 R5.3.31 社会福祉法人光明会 八街市八街に２０ 医療・福祉
就職するなら明朗塾（障害者就労移行支援・
就労継続支援B型事業等）　他

12
厨房での皿洗いなどの補助業務、営繕（電球
交換、洗車等）

H21.9.18 R6.3.31 グローバルマイクロニクス株式会社 柏市高田字上野台子1400－１ 製造業
電源製品、センサ製品、モジュール製品、医
療機器

5
開発設計業、高度技能業務、製造組立業
務、生産管理業務、事務

H21.9.18 R6.3.31 学校法人植草学園 千葉市中央区弁天２－８－９
教育・学習支援事
業

植草学園大学、植草学園短期大学　他 4 大学教員、事務
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H22.1.19 R6.3.31 株式会社シルバーとっぷ
千葉市稲毛区長沼原町２８６
－４

サービス業 介護用ベッド他福祉用具 2 福祉用具の清掃、消毒メンテナンス

H22.1.19 R6.3.31 ビジネス環境整備株式会社 銚子市小浜町２５５９－２３ サービス業 浄化槽保守点検、廃棄物収集運搬 2 リサイクル品の回収補助、種類ごとの仕分

H22.1.19 R6.3.31 ○ 株式会社舞浜コーポレーション 浦安市舞浜１－１ サービス業
テーマパーク運営サポート（リネンサプライ、
花卉栽培、郵便物仕分け他）

167
クリーニング業務、花卉業務、マッサージ業
務

H22.3.24 R6.3.31 株式会社サン・クリーンサービス 千葉市稲毛区山王町２８９－１ サービス業 廃棄物運搬処理、資源回収 7
ペットボトル・瓶・缶等の分別作業及び機械操
作、一般・産業廃棄物収集運搬に係る助手、
廃棄物回収における軽作業（積込作業等）

H22.3.24 R6.3.31
株式会社ファーマーズマーケット
下田農場

千葉市若葉区下田町１３９０ 農業 下田農場 10
水耕栽培業務（種の植付、苗の移し替え、定
植、収穫など全般業務）

H22.11.12 R7.3.31
社会福祉法人パーソナル・アシスタン
スとも

浦安市今川１－１４－５２ 医療・福祉
地域活動支援センターとも、障害児通所支援
事業所ふあり　他

4

斎場売店における飲料瓶等の回収運搬業
務、リサイクルショップにおけるPR活動、店舗
内清掃、開店・飲食下準備、商品値付け、オ
リジナル商品作りなど

H22.11.12 R7.3.31 株式会社千葉農産 富津市篠部１２５１ 農業
米、野菜、花卉、各種農業サービス、イベント
企画　他

5
農業全般（播種、苗上、収穫、店舗、陳列な
ど）

H22.11.12 R6.3.31 株式会社イオンファンタジー 千葉市美浜区中瀬１－５－１ サービス業 モーリーファンタジー 44
接客業、顧客データ管理、各種依頼情報の
データ化、物品等の発送業務、諸手続業務な
ど

H23.3.23 R7.3.31
株式会社東京自働機械製作所
柏工場

柏市西原７－３－１ 製造業 上包機、包装機、梱包機等 6 機械のバリ取り

H23.3.23 R7.3.31 株式会社櫻井謙二商店 銚子市長塚町３－６５１－１ 卸売・小売業 一般加工食品、業務用食品　他 1 出荷準備、倉庫の片づけ、清掃、荷物の移動

H23.3.23 R7.3.31 株式会社ポニー製菓 船橋市習志野４－７－８ 製造業 バウムクーヘン他焼き菓子 3
化粧箱折り、化粧箱への菓子詰め、シール貼
り、段ボール箱入れ

H23.10.19 R8.3.31 社会福祉法人聖心会 松戸市金ヶ作２９６－１ 医療・福祉 特別養護老人ホーム明尽苑　他 4 福祉施設の清掃業務

H24.3.12 R8.3.31 社会福祉法人福徳会 山武郡横芝光町寺方７８０－１ 医療・福祉 特別養護老人ホーム吉祥苑　他 7
リネン・洗濯、事務補助・データ入力、清掃補
助・介護補助
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H24.3.12 R8.3.31 ＤＩＣ株式会社　総合研究所 佐倉市坂戸６３１ 製造業 印刷インキ、有機顔料 9 緑地管理、屋内外清掃

H24.3.12 R8.3.31 社会福祉法人慶美会 市川市柏井町４－３１４ 医療・福祉 特別養護老人ホームレガーレ市川　他 16

高齢者施設のベッドシーツの交換、入浴場の
マット交換、床掃除、車椅子の清掃、建物周
辺の植栽の手入れ、おしぼりタオルの丸め作
業等

H24.3.12 R8.3.31 千葉県済生会　習志野病院 習志野市泉町１－１－１ 医療・福祉 千葉県済生会習志野病院　他 12 パソコン事務、事務補助、清掃業務

H24.3.12 R8.3.31 社会福祉法人大久保学園 船橋市金堀町４９９－１ 医療・福祉
大久保学園（障害者生活介護・入所支援事
業等）　他

5 洗濯や清掃等のハウスキーピング

H25.3.1 R9.3.31 ○ 株式会社市進アシスト
市川市八幡２－３－１１　ＧＥエ
ジソンビル６Ｆ

教育・学習支援事
業

市進学院、市進予備校等の運営補助 9
口座登録、振込依頼書の印刷・加工、入試問
題のデータ入力

H25.3.1 R9.3.31 株式会社総武サービスセンター 野田市中根６１ サービス業 醤油製品等の充填・包装、施設清掃 3
食品の詰合せ、食品用大型コンテナ容器洗
浄業務、パレット洗浄業務

H25.3.1 R9.3.31
株式会社シーエックスカーゴ
野田流通センター

野田市尾崎向山１６８４ 運輸業 コープ商品の配送、物流管理 10
商品の養生作業、折りたたみ式コンテナの点
検作業、カゴ車搬送作業

H25.3.1 R9.3.31
キユーピータマゴ株式会社
東京ブロック栗源工場

香取市岩部１８０４－１ 製造業 鶏卵加工品 2 ゆで卵の下準備等

H25.3.1 R9.3.31 株式会社せんどう 市原市八幡８１３ 卸売・小売業 せんどう（スーパーマーケット） 20 袋詰め、パック詰め、レジ作業

H25.3.1 R9.3.31
株式会社Boso
（←株式会社ボーナン）
（←房南興業建材株式会社）

館山市竜岡６１２ 製造業 護岸工事製品、生コンクリート 2
作業補助（ナットの取り付け、シートの切断
等）

H25.10.21 R5.3.31 株式会社坂自動車 野田市西三ヶ尾１４４－５ サービス業 自動車、フォークリフト、特殊車両 2 自動車整備、板金

H25.10.21 R5.3.31 ハーバーコスメティクス株式会社 香取郡多古町水戸１－７８ サービス業 化粧品・健康食品のピッキング及び梱包 3 通販の販促物のセット組、印刷物の張合

H26.3.17 R5.3.31 ○ 株式会社ぐるなびサポートアソシエ 千葉市中央区新千葉2-7-2 サービス業 スキャニング、Web登録代行 25
ＰＤＦ業務、クーポン登録業務、ＷＥＢ監視業
務、ファイリング業務
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「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」認定事業所一覧　（常用雇用障害者数は認定又は更新時の人数）
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社
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常用雇
用障害
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満了日
業種

H26.3.17 R5.3.31 株式会社トヨタユーゼック
千葉市美浜区中瀬２－６－１
WBGウエスト２８階

卸売・小売業 中古自動車 7
オークションデータ入力、本社及び近隣事業
所の清掃作業、人事システム管理、車両書
類処理

H26.3.17 R5.3.31 大平洋機工株式会社 習志野市東習志野７－５－２ 製造業 スラリーポンプ、汚泥ポンプ、各種ミキサ 3
データ管理等事務作業、緑地管理業務、食
堂業務

H26.3.17 R5.3.31 株式会社大日商事 四街道市大日１９２０ サービス業 フラミンゴ 8 経理業務、駐車場・店舗内の清掃業務

H26.11.5 R6.3.31
株式会社サニクリーン東京
千葉工場

袖ケ浦市椎の森３８５－２２ サービス業 モップ、浄水器、ユニフォーム 2
洗濯後のマット、モップ、ウエスのたたみ、検
品、積み込み作業

H26.11.5 R6.3.31
アクティオ株式会社
千葉営業所

千葉市中央区新千葉３－１７
－６　FLAT・いわいき１０３

サービス業
施設管理、イベント運営、ヒューマンリソース
事業

6 清掃業務、事務補助業務

H26.11.5 R6.3.31
生活協同組合
パルシステム千葉

船橋市本町２－１－１　船橋ス
クエア２１　４階

卸売・小売業 食品・生活用品、生活関連サービス 7 事務作業、倉庫内での軽作業

H26.11.5 R6.3.31 ○
古河ニューリーフ株式会社
千葉支社

市原市八幡海岸通６番地 サービス業 清掃業務 20 清掃作業、リサイクル作業

H27.7.31 R7.3.31 株式会社ティーエスケー 船橋市高瀬町３１－３ 建設業
マンション・商業ビル等のリニューアル、住宅
リフォーム　他

5 書類の電子化、伝票入力、物品管理

H28.2.5 R7.3.31
Honda Cars 市川
（株式会社ホンダベルノ市川）

船橋市東船橋３－４２－７ 卸売・小売業 自動車 4
事務作業、車の洗車・コーティング、イベント
の補佐

H28.2.5 R7.3.31 ○
ビーアシスト株式会社
東千葉事業所

千葉市中央区祐光３－２ サービス業
本社（中古書店等の運営）からの商品加工等
請負、障害者雇用に関するコンサルティング

18 商品の袋詰

H28.2.5 R7.3.31
株式会社シーエックスカーゴ
印西冷凍センター

印西市松崎台１－１－１ 運輸業 コープ商品の配送、物流管理 12 ピッキング作業

H28.2.5 R7.3.31 株式会社グランプラス 八街市八街は１７番地 製造業 チョコレート菓子 3 計量作業、梱包作業、容器の洗浄

H28.8.31 R8.3.31 株式会社石井興業 鴨川市来秀９７－１ 建設業 解体・塗装工事 1 解体・撤去作業の補助、塗装作業助手
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「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」認定事業所一覧　（常用雇用障害者数は認定又は更新時の人数）
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H28.8.31 R8.3.31 社会福祉法人常盤会 千葉市緑区平川町１７３１ 医療・福祉 特別養護老人ホームときわ園 4
介護補助（リネン交換、洗濯たたみ、食器洗
浄、物品補充、レク活動など）
フロア清掃

H28.8.31 R8.3.31 医療法人社団知己会 富里市七栄６５３－７３ 医療・福祉
龍岡クリニック、介護老人保健施設龍岡ケア
センター　他

12 厨房・介護補助、フロア清掃

H28.8.31 R8.3.31 ○
ＵＴハートフル株式会社
船橋オフィス

船橋市本町２－２－７　船橋本
町プラザビル３階１４

サービス業 各種デザイン、著述請負 208 印刷物やWEBサイト等のデザイン作成

H29.8.30 R9.3.31 ◯ 株式会社千葉ビジネスサポート
千葉市中央区問屋町1-35
ポートサイドタワー28階

卸売・小売業
店舗の清掃、商品の仕分け、配送、陳列業
務

17
店舗の清掃、陳列業務、陳列整理、日付管
理

H30.8.31 R5.3.31 ○
株式会社JALサンライト　総務セン
ター
成田事務サービスグループ

成田市成田国際空港内成田
オペレーションセンター４F

運輸業 事務サービス、カフェの運営 30 事務作業、清掃業務、カフェの運営

H30.8.31 R5.3.31 株式会社久永製作所 四街道市物井５９８ その他 金属ホック釦の製造 1 釦のデザインのデータおこし

H30.8.31 R5.3.31 株式会社川和 柏市十余二２４９－２７ 卸売・小売業 食品容器・包装資材の販売、印刷業 4 食品トレー等のピッキング作業

H30.8.31 R5.3.31 京葉瓦斯株式会社 市川市市川南２丁目８－８ 電気・ガス・熱供給 ガスの加工及び販売 16
ガス管の図面のデータおこし
顧客情報の入力・登録作業
一般事務

H30.8.31 R5.3.31 ○ 株式会社IDOMビジネスサポート
千葉市美浜区中瀬２－６－１
WBGマリブイースト棟２７階

その他 事務サービス 52 全国の店舗に係る事務作業

H31.3.14 R5.3.31 株式会社荏原エリオット 袖ケ浦市中袖２０－１ 製造業
コンプレッサ・タービン等に関する設計、製
造、販売、施工、据付等

8
データ入力、ファイリング作業、郵便物の仕分
け、ドキュメントのスキャナー

H31.3.14 R5.3.31 ○
大東コーポレートサービス株式会社
浦安事務所

浦安市千鳥１５－５　浦安市
ワークステーション内

サービス業 看板製作、印刷業務、図面製本等 12
データ入入力、ポスターや看板等のデザイ
ン・印刷、発送準備作業（ピッキング、梱包
等）

H31.3.14 R5.3.31
市川ファッションロジスティクスセン
ター　　　　　　　←　センコーファッショ
ン物流株式会社

市川市二俣新町２２－８ 運輸業 倉庫作業、自動車運送事業、通販物流事業 6 事務作業、倉庫内作業

R2.1.15 R6.3.31 有限会社カネキチエンタープライズ 長生郡白子町中里５３９－１ 運輸業 貨物運送 1 事務作業
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「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」認定事業所一覧　（常用雇用障害者数は認定又は更新時の人数）
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R2.1.15 R6.3.31 株式会社リーガルコーポレーション 浦安市日の出２－１－８ 製造業 靴の企画・製造・販売 6
清掃、データ入力、靴の材料加工、入出庫業
務

R2.1.15 R6.3.31
株式会社ウイル・コーポレーション
関東第一工場

香取郡多古町水戸字水戸台１
－４８

印刷・製本 印刷物の製造・販売 5
印刷物の製本加工（裁断・折・中綴じ）業務及
び補助業務

R2.1.15 R6.3.31
社会福祉法人東総あやめ会
特別養護老人ホーム東総あやめ苑

香取市佐原イ１２５７－１ 医療・福祉 特別養護老人ホームの運営 7 介護補助、調理補助、機能訓練指導員

R2.1.15 R6.3.31
社会福祉法人槇の実会
障害者支援施設第２ひかり学園

香取郡多古町北中１２６９ 福祉 障害者支援施設の運営 2 清掃、洗濯業務

R2.10.8 R7.3.31 ○ 株式会社フジクラキューブ 佐倉市六崎1440 サービス業 緑化・保全作業、清掃作業、事務サービス 21
事業所内の緑化作業、環境保全、グリーン
サービス、洗濯業務、構内社宅・寮の清掃整
備、事務代行

R2.10.8 R7.3.31 青山商事株式会社　千葉センター 千葉市美浜区新港３２－２６ 倉庫業 各種衣料品、販売に関する事業 33 ハンガー整理、清掃作業、事務作業

R2.10.8 R7.3.31 天伸株式会社 柏市逆井４４２ー１ 製造業 各種スプリング、プレス部品等の製造販売 2 金属パーツの加工、仕上げ

R2.10.8 R7.3.31 ○
NECフレンドリースタフ株式会社
我孫子事業所

我孫子市日の出１１３１ サービス業 清掃作業 16
事業場内の側溝清掃、除草・剪定作業および
応接・会議室などの清掃

R2.10.8 R7.3.31 有限会社マツシタ 市原市能満１９５６ー４ 製造業 リサイクル業務 3
ウォーターサーバー等プラスチック製品の解
体作業

R3.8.30 R8.3.31 ○ 株式会社 BuySell Link 船橋市浜町2-6-25 サービス業 ネット型リユース事業（中古品売買） 17 買い取りした古切手の整理作業

R3.8.30 R8.3.31 上原食品工業株式会社 東金市小沼田1624-27 製造業 一般加工食品、業務用食品　他 5
レトルト食品などの製造品の包装・梱包作
業、バッドの洗浄作業

R3.8.30 R8.3.31 株式会社 ホンダカーズ千葉 千葉市中央区都町2-20-12 卸売・小売業 自動車 21
洗車後の拭き上げ作業、PC入力作業、構内
の草刈作業

R3.12.2 R8.3.31 シーデーシー情報システム株式会社
千葉市中央区本千葉町4番３
号

情報通信業
情報処理、ソフトウェア、ＩＤＣ他、各種サービ
ス

10
管理事務、システムサポート、コールセン
ター、システムエンジニア、印刷業務等の補
助
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R4.7.12 R9.3.31 ○
キッコーマンクリーンサービス株式会
社

野田市野田250 サービス業 清掃業務、洗濯業務、加工業務 23
工場内外の清掃業務、作業服洗濯業務、加
工用サンプル作製業務

105 事業所（R4.7.12現在)
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