
ファミリーマート

むつみグリーンハウスサービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　むつみ福祉会
むつみグリーンハウス
〒460-0025　中区古渡町９-18
052-322-5049　  FAX：052-322-7562
m-greenhouse@mutsumi-f.jp
金山総合駅北口徒歩10分
地下鉄名城線東別院駅3番出口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日・祝日（不定期）
9：40～15：40
40名

【活動内容】
木工（糸鋸や穴あけ、みがき）、下請け（袋詰めやテープ貼り、アルミ缶
つぶしなど）の作業を行っています。また作業以外に取り組み（調理
やゲーム、カラオケなど）や行事、イベント（BBQや忘年会、1日外出
など）も行っています。

３階建てで１階が駐車
スペースになります。
館内 1階：事務所
　　２階：日中活動型
　　３階：作業型

玄関入って右側に事務
所があります。（玄関手
前左側にインターホン
があり事務所につなが
ります）

各階に通常（洋式）トイ
レとバリアフリートイ
レがあります。車いす
の方がそのまま入れる
広さとなっています。

さふらん生活園サービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　さふらん会
さふらん生活園
〒460-0012　中区千代田3-21-14
052-322-3085　  FAX：052-322-3562
info@safuran.info
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅2番出口徒歩10分
地下鉄鶴舞線鶴舞駅6番出口徒歩10分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～16：00（水曜日は15：00まで）
35名

【活動内容】
メンバーの仕事に対する熱意や感性あふれる姿を、手づくりの製品
を通して地域へ届けます。クッキー、マット、織物、紙工、デザイン等
の作業があり、落ち着いた雰囲気の中、仕事や余暇にイキイキとした
毎日を送っています。

３階建て。入り口横と北
側のスペースに駐車場
があります。

玄関：入り口の門をくぐ
り、キウイフルーツが
茂る棚の横が玄関です。
その先には、緩やかなス
ロープ、エレベーターが
あります。

食事内容：食を大切に
することで、命を育むこ
とをモットーに、手づく
りの食事を提供してい
ます。
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ヨナワールドサービス種類／生活介護
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　さふらん会
ヨナワールド
〒460-0008
中区栄５-21-９
052-251-4778　  FAX：052-251-4772
safuran-yona@alpha.ocn.ne.jp
地下鉄名城線矢場町駅3番出口徒歩5分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～16：30（水曜日は15：30まで）　
30名

【活動内容】
廃材を利用した創作活動を中心に行っています。メンバーの持って
いるアートな感覚を活かしたものづくりや、パウンドケーキ作り、音
楽活動、下請け、陶芸、コーヒーショップ等の活動を行っています。ま
た各種イベントも充実しています。

４階建てで１階部分に駐
車スペースがあります。

玄関横のガーデンが癒し
の空間になっています。
玄関入ってすぐに Café
があります。

ケーキ工房：全国大会
２位のオレンジケーキを
はじめ、手作りケーキが
一杯です。

Hiタウン新栄サービス種類／生活介護・就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社エフ・シー・エー
Hiタウン新栄
460-0007　
中区新栄町2-5-1 泉屋ビル1階・2階・3階
052-228-2371　  FAX：052-228-2372
info@fca1.jp
地下鉄東山線新栄町駅から徒歩５分
月曜日～金曜日（土日祝休み）
10：00～16：00
（生活介護）１０名、（B型）１０名

【活動内容】
利用者様の支援に心がけ、その方に合った活動を行っています。　
朝は、皆で部屋の掃除から始まり、パソコンでのデータ入力、DM封
入、図画工作、クッキング、天気の良い日は、適度な運動として散歩、
買い物練習、クッキング、月1回　焼肉パーティを行っています。

広小路に面した６階建て
のビルで１階から３階ま
で使用しています。１階は
相談室と事務所を兼ねて
おり、２階と３階で利用
者さまのご利用する場所
となっております。 

弊社、生活介護でも個人
のレベルに合わせて、作
業を行っています。一見
1人1人のペースに思わ
れますが、皆で一つのも
のを完成させています。

月に１回、１人たったの
500円ぽっきりで１人
2000円以上の焼肉コー
スが食べれます。この日
を楽しみにしている方も
多いです。
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池田作業所サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

社会福祉法人　薫徳会
池田作業所
460-0012　
中区千代田2-25-14 サンシャイン記念橋802
052-251-9915　  FAX：052-251-9915
ikeda@kuntokukai.or.jp
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅2番出口徒歩5分
月曜日～金曜日（土日祝休み）
9：00～16：00
15名

【活動内容】
家庭的な雰囲気の中で、手芸による自主製品の製作と販売、下請け
作業（商品検品や袋詰めなど）をみんなで協力しながら行なっていま
す。和気あいあいと楽しく過ごす中で、目的に応じた活動ができます。

10階建てマンションの８
階になります。（定員９名
のエレベーターあり）1階
に駐輪場があります。

マンション入り口にはス
ロープがあります。事業
所玄関には段差があり、
入って直ぐ左側に事務
所があります。

軽作業の内職をメン
バーさんと協力して行い
ます。それぞれのニーズ
に合った作業分担が可
能です。

ワークハウスみかんやまサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　高次脳機能障害友の会みずほ
ワークハウスみかんやま
〒460-0021 中区平和2-3-10 仙田ビル１F
052-332-7517　  FAX：052-332-7517
mikan-yama@ark.ocn.ne.jp
地下鉄名城線東別院駅2番出口徒歩7分
金山総合駅出口徒歩15分
月曜日～金曜日・第2土曜日、喫茶：木～日
9：30～16：00（水曜日は15：00まで）
20名

【活動内容】
高次脳機能障害を主体とした様々な障害をお持ちの方に、施設内・
外での仕事や人との関わりを通して生活意欲の向上・社会参加の
促進に向けて活動しています。障害者スポーツセンター（名東区）２
階に於いてCaféの営業もしています。（営業日：木曜～日曜）

1・2階　ワークハウス
みかんやま　
３階　高次脳機能障害
友の会みずほ
４階　みかんやまハウ
ス（一人暮らし体験）

玄関は道路に面してい
て段差はありますが、簡
易手すり・スロープを設
置しています。内部エレ
ベーターがあります。

資材の計量・検品、DM・
チラシ発送等軽作業中
心に行っています。
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サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　ジョブジョイ
障害福祉サービス事業所 ＺＥＲＯ
〒460-0012　中区千代田３丁目27-18
052-332-5775　  FAX：052-332-5776
zero-friends@wonder.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線鶴舞駅6番出口徒歩5分
ＪＲ中央本線鶴舞駅公園口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～16：00（土曜日は12：00まで）
20名

【活動内容】
就労を通して人間性豊かな社会人として成長することを目標に活動
しています。作業種類・就業日や時間を個別に調整し、就労能力や
生活能力の向上等、お一人おひとりの目標に合った支援を行います。

４階建てで１階が駐車ス
ペースになっています。
2階：作業室
3階：多目的室
4階：事務室・相談室

入口直ぐに手すり付き
の階段があります。エ
レベーターはなく事業
所内は階段で昇降して
頂きます。

多目的室：ベッドや健
康器具を多数設置して
おり、休憩したり体を
動かしたりすることが
できます。

ＺＥＲＯ
ゼ　ロ

シンプルライフサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人 シンプルライフスタイル研究所
シンプルライフ　
〒460-0021
中区平和1-1-20 東別院3番出口ビル7F
052-339-3939　  FAX：052-339-3751
info@simple.or.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：30 （水曜日、土曜日は9：00～12：00まで）
20名

【活動内容】
「生活リズムを整えたい」「ゆっくり働きたい」「できることを増やして
就職したい」「まずは週１日から」等、お一人おひとりの目標に応じて
作業に取り組めるようサポートいたします。忘年会などイベントもあ
ります。

東別院交差点、コンビニ
のあるビルの７階です。
コンビニ横のエントラン
スからエレベーターでお
上がり下さい。

７階事業所入り口です。
インターホンを押してお
入り下さい。傘立てには
利用者さんが製作した
マットが敷かれています。

それぞれのペースで、タ
オル加工、マット製作、
ネジ袋詰め、値札貼りな
ど、いろいろな作業に取
り組んでいます。
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就労コミュニティーセンター
Abbey千代田

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社DIPPS
就労コミュニティセンターAbbey千代田
〒460-0012　
中区千代田2-9-12 セントラルビル5F
052-269-9157　  FAX：052-269-9158
abbeychiyoda0901@gmail.com
地下鉄鶴舞線鶴舞駅1番出口徒歩6分
月曜日～金曜日
10：00～15：00
10名

【活動内容】
Abbey 千代田では利用者の方に合った仕事を作り出すのが特徴で
す。アクセサリー作り、音楽演奏、軽作業などを行っています。また、
英会話やパソコン訓練等のカリキュラムを行い、職業領域を開発で
きるのも魅力となっています。

鶴舞駅から徒歩 6分程。
緑色が特徴的なビルで
す。6 階建て、5 階が事
業所となっております。

エントランスです。エレ
ベーター降りてすぐ左
側に入口があります。右
側にはお手洗いがあり
ます。

活動のひとつとしてアク
セサリー作成等も行っ
ております。その他にも
利用者の方に合ったカ
リキュラムを選んでいた
だけます。

ア　ビー

Abbey千代田

杜の風サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人　杜の風
杜の風
〒460-0012　中区千代田5-18-19 きんそうビル6階
052-251-2802　  FAX：052-251-2803
morinokaze@grace.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線鶴舞駅1番出口徒歩5分
JR中央線鶴舞駅名大病院口徒歩5分
月曜日～金曜日
9：30～15：30
20名

【活動内容】
できるところに自信を持ち、自分のペースで取り組めるようお手伝い
をします。毎日来ることが習慣になり、自分の仕事にやりがいを見つ
け、一緒に働く仲間を思いやることができるよう支援を行っています。

外観：７階建てビルの
６階です。正面入口には
段差があります。 エレ
ベーターがあります。

木工作業：木製ガーデ
ニング用品の塗装・ロ
ゴ入れ・梱包や、神棚
の棚板セットの作製・
梱包を行っています。
※水性の塗料を使用。

雑貨作業：布小物やフ
エルトおもちゃの製作・
販売を行っています。
梱包作業：検査キット
の作製・梱包を行って
います。
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サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　障がい者支援センター金山
わーく金山
〒460-0022　
中区金山5-4-22
052-882-8900　  FAX：052-882-8901
wa-ku@shogaishien-c-knym.jp
金山総合駅北口徒歩10分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：00（土曜日は12：00まで）
20名

【活動内容】
「広めの作業空間で作業時間はしっかりと作業に取り組み、休憩時
間には楽しく過ごす。」メリハリのある一日を過ごし、充実感と楽しさ
を感じていただけるよう活動を行っています。
※送迎について：帰りの送りのみで、金山駅または鶴舞駅まで

外観：３階建ての建物
です。
１階：作業室１
２階：事務所・作業室２
３階：食堂・利用者更 
　　　衣スペース

入口：作業室の入口で
す。
大きく明るいドアです。
この入口とは別に玄関
があります。

トイレ：バリアフリート
イレ。このほか男性用と
女性用のトイレが１か
所ずつあります。

わーく金山

リオワークスサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

特定非営利活動法人　エコスマイル研究所
リオワークス　
〒460-0021
中区平和1-1-20 東別院3番出口ビル6階
052-265-8349　  FAX：052-265-7575
info@ecosmile.or.jp
地下鉄名城線東別院駅3番出口すぐ
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～15：00 （水曜日、土曜日は12：00まで）
20名

【活動内容】
明るく清潔な施設でコミュニケーションを大切にしながらいろいろ
な軽作業を行っています。作業内容はその時々によって変わります
が、アクセサリーの値付けや封入作業、食品パッケージ等のシール
貼りなどの軽作業です。静かな環境で社会生活と作業能力の向上に
向けて作業をしていただいています。

地下鉄名城線東別院駅
３番出口を出てすぐ前
の９階建てのビルの６
階が事業所となります。
とても利便性がよく通い
やすい環境です。

作業は軽作業で、ご利用
者様にあった作業をご
用意いたします。フリー
スペースではゆったり休
憩や食事をしていただい
ています。

作業内容は主に検品、
アクセサリーの値札付
や箱詰。ダイレクトメー
ルの封入や仕分けに宛
名貼りなど、その時々で
変わります。
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愛知県庁
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彩樹丸の内
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セブンイレブン

はぴり
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サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人チャレンジ
彩樹丸の内
〒460-0002　
中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二401号
052-265-7794　  FAX：052-265-7691
b-marunouchi@chance.or.jp
地下鉄名城線・桜通線久屋大通駅1番出口徒歩5分
月曜日～土曜日（日祝休み）
10：30～16：30
15名

【活動内容】
経理労務業務･入力作業･動画作成･チラシ作成などパソコンを使用
する作業や軽作業を行っています。経理労務業務はグループ会社の
事務的機能も担っています。パソコン操作経験が無い利用者さんも
いらっしゃいます。

事業所は中区丸の内の
ビジネスビルにあります。
最寄り駅から一本道で、
アクセスも良好です！

相談や休憩が出来る
落ち着いた雰囲気のス
ペース。利用者の方が安
心出来る空間づくりをし
ています。

美しい陶器のパーツを
使ったイヤリング作りの
軽作業。金具を接着す
るだけで誰でも簡単に
出来ます。

さいじゅ

彩樹丸の内

はぴりサービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人HAPPILY
はぴり
〒460-0021
中区富士見町13番19号富士見町八木ビル201号
052-684-5654　  FAX：052-684-5663
hapiri4649@yahoo.co.jp
地下鉄名城線東別院駅1番出口徒歩5分
月曜日～金曜日
9：00～15：30
14名　

【活動内容】
（B型）ポスティングされるチラシを受注先の指示に基づきセットしたり、自
動車部品の箱詰め等軽作業を行なっています。「ＨＡＰＰＩＬＹ：楽しく幸せ
に！」を合言葉に頑張っています。
（就労移行）就職に必要な知識・技術習得のための訓練はもちろん、運動や
季節のイベント等様々な経験を積み重ねていただくことで「生きる力（＝知・
徳・体のバランスのとれた力）」を育みながら、就職を目指します。

事務所は駅から近いと
ころにあります。徒歩圏
内に名古屋市営バス乗
り場もあり、通いやすい
場所にあります。車の往
来も少なく静かな環境
です。

ボリュームのあるお弁当
を注文することができま
す。月二回カレーライス、
月一回ずつ中華丼、牛丼
のスペシャルメニューが
あり、その日が待ち遠し
くなります。

車いすの方も安心して
使用できる広いトイレが
あります。また、複数のト
イレがありますので、待
ち時間なく使用すること
ができます。

－ 9 －
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IMOM長者町
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むすび新栄

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社IMOM
IMOM長者町
〒460-0003　中区錦2-6-19  4F
052-218-5657　  FAX：052-218-5658
works@imom.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅1番出口徒歩6分
地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅5番出口徒歩6分
月曜日～金曜日
9:00～16:30
20名

【活動内容】
オフィスビルの中にありながら、緑あふれる公園をイメージした広い
空間で豊富な種類の作業をしています。錦二丁目の取組みに積極的
に関わり地域の課題解決に貢献しています。
https://imom.co.jp/

長者町通り、袋町通りの
交差点、西側のビル４階
にあります。１階と２階
に飲食店が入っていま
す。

リラックスしながら仕事
ができるピンクゾーン、
集中して仕事ができる
ブルーゾーンに分かれて
います。

錦二丁目地区内のビル
屋上を活用した都市農
業の取組みに参加して
います。
http://nishiki2areamanag
ement.co.jp/2021/06/23/
20200623pressrelease/

IMOM長者町
イ ム オ ム

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

一般社団法人全国高齢者食育協会
就労継続支援B型事業所むすび新栄
〒460-0007　中区新栄2-2-22
052-880-8099　  FAX：052-880-8099
musubisinsakae@gmail.com
地下鉄東山線新栄駅2番出口徒歩3分
JR中央本線 千種駅公園口 徒歩10分
月曜日～金曜日
9:30～15:30
20名

【活動内容】
むすび新栄は、農作業や調理、一般内職の作業を通じて「利用者さ
んの自信作り」を応援する事業所です。可能な限りみなさんの「はた
らきたい！」という気持ちの間口を広げてサポートできる体制を整え
ています。

「畑作業」豊明にある
ファームで野菜や果物
を育てています。種から
成長を見守り、収穫時
には特別な嬉しさが感
じられますよ。

「調理」ファームで育て
た野菜やたまごを使っ
て調理します。包丁が苦
手でも出来るお仕事が
あります！

毎日暖かい昼食を無料
で提供しています。お味
噌汁やスープなどもつい
てますよ。昼食をしっか
り食べて午後の作業も
がんばれますね！

むすび新栄
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日置神社日置神社

名古屋名古屋
スポーツセンタースポーツセンター

6
ローソン

アイビス上前津

リーフ大須事務所

アミカ

ファミリーマート

ファミリーマート

文
大須小学校

サービス種類／就労継続支援B型 アイビス上前津
法 人 名：
事業所名：
住　　所：

電　　話：
E-mai l：
公共交通：
開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社IBIS東海
アイビス上前津
〒460-0013
中区上前津1-7-2　甲斐ビル1F
052-211-8477　  FAX：052-211-8478
kamimaezu@ibis-group.co.jp
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅6番出口徒歩3分
月曜日～金曜日、第１・第３土曜日
10：00～15：00
20名

【活動内容】
「すべてのあなたを HAPPY に」アイビス上前津は就労支援だけで
はなく、社会との関わりを持つことや自分の居場所を見つけることな
ど、一人ひとりに寄り添った支援をしています。

外観　
三階建て建物の１階　
玄関前に低い段差があ
ります。駐車スペースは
ないのでコインパーキン
グか公共交通機関のご
利用をお願いします。

入口
入って左側すぐに下足
入れがありスリッパに
履き替えてもらいます。
入って正面に作業場が
あり、入口に段差ありま
す。

封入作業
軽作業で書類の封入作
業を行っている様子で
す。検品、数量確認をし
てから封入、宛名貼りな
どをしています。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社リーフカンパニー
リーフ大須事業所
〒460-0017　中区松原1-14-11　ウエスト大須BLD2階
052-265-9722　  FAX：052-265-9722
oosuleafrenraku@gmail.com 
地下鉄鶴舞線大須観音駅3番出口徒歩3分
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅7番出口徒歩8分
月曜日～土曜日（最終土曜日のみ休業）
9：30～15：30（月～金）、9：30～12：00（土）
20名

【活動内容】
自分のペースを大切に、自分の時間を大切に、自分の体調を大切に
無理なく活動できる事業所です。オリジナルTシャツ作りなどの軽作
業や様々な企画・体験・イベントを通じ、楽しさと安らぎを実感でき
る事業所です。

大須観音駅3番出口を
でて徒歩3分の場所で
す。スケートリンク場の
向かいの位置となりま
す。外観はクリーム色の
建物、2階フロアです。

階段を上がった2階に
入口があります。室内の
環境と、皆さんがゆっく
りする休憩スペースで
す。

実際に作ったオリジナ
ルデザインTシャツです。
写真では分かりずらい
ので、ぜひリーフに1度
見に来てください。

リーフ大須事業所
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IMOM丸の内

WORKPORT上前津サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社AXIONS　
WORKPORT上前津　
〒468-0011　中区大須4-10-40 カジウラテックスビル2F
052-265-9896　  FAX：052-265-9897
info_k@work-p.com
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅12番出口徒歩1分
※金山駅より送迎あり
月曜日～金曜日
10：00～16：00
20名

【活動内容】
PC作業 ( 画像処理・文字入力 )、目標に合わせた内職作業が出来
ます。仕事を通じて居場所として利用していただいたり、成長を実感
できる健康観察グラフを使い、ステップアップを目指すことも可。見
学随時OK!

上前津駅12番出口から
徒歩1分に位置し、建物
にはエレベーターもある
ので安心して通っていた
だけます。

入口を入って手前が多
目的室、奥が作業室で
す。相談室もあるので作
業や日常生活の悩みな
ど、いつでもご相談にの
ります。

作業の1つとしてPC作
業があります。初心者の
方でも作業できるようス
タッフが説明いたしま
す。

サービス種類／就労継続支援B型
法 人 名：
事業所名：
住　　所：
電　　話：
E-mai l：
公共交通：

開 所 日：
時　　間：
定　　員：

株式会社IMOM
IMOM丸の内
〒460-0003　中区錦2-5-30 中定ビル2階
052-228-2715　  FAX：052-228-2716
imom-mch@imom.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅 1番出口徒歩6分
地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅 5番出口徒歩6分
月曜日～金曜日、土曜日、日曜日（不定期）
10：00～15：00
20名

【活動内容】
自社のカフェで提供している商品の制作や、他社からの内職作業を
行っています。屋上ではミント等を育てており、近隣の飲食店に納品
してます。社会的な繋がりを身近で感じられるのが IMOM 丸の内の
魅力の一つです。

１階が自社のカフェで、
２階が事業所になりま
す。カフェの左側にある
扉を開けて、奥の階段で
お上がりください。

２階に上がったら左側
の扉からお入りくださ
い。毎日、通所される皆
様を明るい雰囲気と挨
拶でお迎えしています。

ドリップバッグは、コー
ヒー豆を計量するところ
から作成するため「コー
ヒーのいい匂いがする」
と好評です。

IMOM丸の内
イ ム オ ム
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