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KAKISAKI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KAKISAKI HOLDINGS
ＫＡＫＩＳＡＫＩ
〒460-0011　
中区大須1-29-40 FitsGarden 1F
052-228-2988　  FAX：052-228-2989
info@kakisaki-hd.com
岩井通り一丁目バス停 徒歩1分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：00～17：00
20名

【活動内容】
軽作業やハンドメイド、PCを使用した作業などの日中活動を行って
います。地域との連携を通じて地域社会へ貢献していくことも大きな
目的としています

８階建ての集合住宅
Fits Garden１階にて
オープンしています。カフ
ェ風の外観をしており、
景観も地域に溶け込ん
でいます。

玄関を開けると、左側が
休憩所になります。ここ
では食事をしたり思い
思いに休憩したりしてい
ます。

パソコン作業では、e-
sports で海外と対戦、
動画編集や Twitter 等
のSNS、CADを用いた
図面作製も行っていま
す。興味がある方は気軽
に来て下さい

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IBIS東海
アイビス金山
〒460-0022　中区金山1丁目8-19  ジャルダン新金山
052-291-4001　  FAX：052-291-4002
kanayama@ibis-group.co.jp 
地下鉄名城線金山駅6番出口徒歩4分
金山総合駅徒歩5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」アイビス金山は、就労支援だけではな
く、社会との関りを持つことや自分の居場所を見つけること等、一人
ひとりの望みをかなえられるよう、ステップアップをサポートしていま
す。メインの作業は陶芸を行っており、様々な製品を作っています。

「ジャルダン新金山」とい
うマンションの 1 階部分
にあたります。駐車・駐
輪スペースは無いため、
公共交通機関もしくは、
コインパーキング等のご
利用をお願いします。

住居用の入り口とは別
で入る事ができます。室
内は下靴のまま利用し
ていただく事が可能で
す。

シックで落ち着いた雰
囲気の中で作業を行う
事ができます。陶芸が初
めての方でも安心して
行う事ができます。

アイビス金山
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Atre

Atre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Atre　
Atre　
〒460-0002　中区丸の内3-8-26 西里丸の内ビル3階
052-228-4503　  FAX：052-228-4504
info@atre22.co.jp
地下鉄桜通線・名城線久屋大通駅1番出口徒歩6分
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅4番出口徒歩8分
月曜日～金曜日
10：00～16：00
20名

【活動内容】
皆 1人 1人それぞれが持っている素敵な魅力を引き出し、明るい豊
かな人生を一緒に歩んでいくこと。そして小さな出来た！を大切に、
たくさんの方々が成長できる場、また働きやすい空間を提供すること
を目標としています。

地下鉄桜通線・名鉄線
「久屋大通駅」１番出口
より徒歩６分。地下鉄桜
通線・鶴舞線「丸の内
駅」４番出口より徒歩８
分。ビルの３階にありま
す。ペナントが目印です。

明るく広々とした作業
室でゆったりと過ごせま
す。ウォーターサーバー
完備、昼食無料提供で
す。

観葉植物のネット販売
をしています。水やり、植
え替え、写真撮影、梱包
などの作業があります。
他には、パソコン入力、
シール貼りなどの内職
作業もあります。

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：

株式会社スポNAGO
就労継続支援B型作業所スポNAGOパルナス
〒460-0003　
中区栄1丁目31-30
052-561-0510　  FAX：052-583-8811
info@sportsmanship-nagoya.com
市バス「中巡回」、「名駅17」最寄り駅「新洲崎橋」徒歩１分
月曜日～土曜日
10：00～16：00（月～金）　11：00～15：00（土、祝）
20名

【活動内容】
スポ NAGO パルナスでは調理及びパソコン作業を行っています。調
理はスポ NAGO で提供する弁当作り、パソコン作業ではデータ入
力～web作成まで幅広い作業を行っています。

マンションの２階が事業
所となります。エレベー
ターもあります。

エレベーターを降りて
向かって右手が事業所
入口です。スポ NAGO
の看板が目印です。

事業所には大きく分け
て調理場とデスクスペー
スがあります。

スポNAGOパルナス
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ほのぼのサービス種類／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CREA
就労継続支援B型事業所ほのぼの
〒460-0007　中区新栄３丁目２６－７ 大信ビル206号
052-261-3588　  FAX：052-261-3788
nr@honobono.jp 
地下鉄東山線新栄町駅２番出口徒歩７分
地下鉄東山線千種駅５番出口徒歩10分
月曜日～金曜日
10：00～16：00
20名

【活動内容】
2022年秋新規オープンいたしました。利用者の皆さまが安心して
作業に取り組める場所づくりに取り組んでいます。封筒入れ・シール
貼り・箱詰め等の軽作業や、手芸品製作などを行なっています。

４階建ての白い建物で
す。２階の206号でお待
ちしております。３階に
も作業室があります。

エントランスから階段を
使って２階へ上がり、ま
っすぐ進んでいただくと
入口があります。一番奥
のお部屋です。

昼食は、栄養バランスを
考えたランチを無料で
毎日提供しています。お
やつ休憩もあります。

イノベーションサービスサービス種類／就労継続支援A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：

株式会社イノベーションサービス
株式会社イノベーションサービス　
〒460-0008　中区栄1-18-10 ストークビルYMD2F
052-228-9445　  FAX：052-228-9441
ino@hisho3.com
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅7番出口徒歩7分
※名古屋駅・伏見駅より送迎あり
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～14：30
20名

【活動内容】
パソコンを使ったネットショップ運営代行、入力業務、飲食店運営、
革製品クラフトワーク、人口芝施工等の作業を行っています。幅広い
分野で、それぞれが意見を出し合い協力し個々の能力が発揮できる
ように活動しています。

７階建てのビルの１階
に、施設外就労先の飲食
店（カフェ）があります。
１食３００円でランチを
食べることができます。
２階が事務所・作業所
になります。

エレベーターを出てすぐ
右側が事務所・作業所
になります。電子ロックを
採用しております。事務所
内には男女別の洋式トイ
レがあり男性用には手す
りが設置してあります。

PC 班作業風景：利用者
作業の一つで、各自 PC
を使ってのネットショップ
運営等の業務を行ってお
ります。

－ 15 －
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サービス種類／就労継続支援A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：

ネクスト・ステージ株式会社
ネクスト・ステージ
〒460-0002
中区丸の内2-16-23 GS丸の内2丁目ビル4階
052-228-7020　  FAX：052-228-7021
info@nextstage-web.jp
地下鉄鶴舞線・桜通線丸ノ内駅2番出口徒歩1分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：45～15：00（土曜日は10：00～12：00）
20名

【活動内容】
Ａ型事業所でありながら就労移行支援に力を入れています。障がい
を壁としない、障がいを自分の特性と理解できるように個別支援プ
ログラムを立て支援しています。
組織にとって必要な「人財」の育成を目指しています。

地下鉄鶴舞線丸の内駅
２番出口より出るとコン
ビニがあります。道路を挟
んで向かい側レンガ色の
ビル４階が事業所になり
ます。( 出口から正面見て
左側のビルです。)

玄関はセキュリティがあ
りますので「４０１」とイン
ターホンで呼び出して下
さい。中扉を開けてエレ
ベーターで４階に上がっ
て頂くと事業所がありま
す。

事務所の入り口北側に男
女用各々洋式トイレがあ
ります。併設する洗面所
にはハンドドライヤーが
設置してあるので何時も
清潔に保てます。

ネクスト・ステージ

ロングサポートサービス種類／就労継続支援A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：

株式会社ロングサポート
ロングサポート
〒460-0008
中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル７F
052-269-3011　  FAX：052-269-3012
k-ohshiro@j-supports.jp
地下鉄名城線矢場町駅2番出口徒歩7分
月曜日～土曜日
9：30～14：30
20名

【活動内容】
グループ作業を通して、コミュニケーション不足や協力性を自ら考え
て解決する力を身につけ、一般就労を目標に日々作業を行っていま
す。

矢場公園すぐ横にあり、
10階建てビルの７階部
分に事務所、作業場が
あります。７階からの眺
めも最高です。

７階のエレベータを降り、
ロビー左手が入り口に
なります。「ロングサポー
ト」の看板のある扉から
お入りください。

ストレスのない広々とし
た作業場です。冷暖房も
快適で明るく、時には作
業で疲れた目を窓から
見える景色で癒すことも
できます。

仕
事（
し
ご
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サービス種類／就労継続支援A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：

株式会社ピュアサポート
ピュアサポート
〒460-0011　中区大須3-2-15 栄南KTビル９F　
052-269-9051　  FAX：052-269-9052
pyuasapotoz@gmail.com
地下鉄名城線矢場町駅4番出口徒歩8分
地下鉄鶴舞線・名城線上前津駅9番出口徒歩8分
月曜日～土曜日
9：30～14：30
20名

【活動内容】
お仕事に加え一般就労に向けての心の持ち方、感情をコントロール
する力など大切な土台を身につけていきます。栄や上前津からも近
く、見晴らしの良いビルの最上階で陽が明るく清潔で静かな事業所
です。見学は随時受け付けております。

ビルの入り口になりま
す。１フロアに１つの企
業しか入っていないの
で、ゆったりとしていま
す。エレベーターで９階
へどうぞ！

作業スペースは光が射
しこみ明るい雰囲気で
す。一人一人の机が準
備してあり、落ち着いて
作業を行って頂けます。

文具メーカーや毛染め
のメーカーさんからお
仕事を頂いています。ど
なたでも簡単にできる
作業ですのでご安心く
ださい。

ピュアサポート

まっくびーの丘　丸の内サービス種類／就労継続支援A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：

株式会社マックビーヒル就労支援機構
まっくびーの丘 丸の内　
〒460-0002 
中区丸の内1-5-32 船橋ビル1階
052-222-3838　  FAX：052-222-3883
maru@macbh.jp
地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅8番出口徒歩7分
月曜日～金曜日
11：00～17：00【左記の時間帯の4時間～4時間30分】
20名

【活動内容】
風通しの良い環境で、仕事に責任とメリハリを持ち取り組んで頂いていま
す。性別や年齢のバランスが良く働きやすい職場環境です。ケアマネジメン
トにも力を入れているため、就労・生活の調整などの一体的な支援をめざ
しております。

【自主事業リラクゼーション部門】
当事業所独自の研修カリュキ
ラムを用意しております。未経
験者の方・経験者の方共に
大活躍しております。

【請負事業①】
メリハリの利いた環境で、利用
者の方同士で作業工程を指
示し合ったり、意見を出し合っ
たり…と、支援者・利用者の
方の意見の共有も取りやすい
職場環境となっております。

【請負事業②】
ブランドマスクや人気手作り
石鹸の個包装、有名ケーキ店
や銘菓の箱折、工業製品など、
請け負っております。　

－ 17 －
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サービス種類／就労継続支援A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：

株式会社チャレンジＬＩＦＥ
チャレンジライフ
〒460-0022　中区金山3-1-3 サンファミリー鈴木１階
052-339-3966　  FAX：052-321-6688
challenge-life@outlook.jp
金山総合駅北口徒歩7分
地下鉄名城線東別院駅2番出口徒歩7分
月曜日～土曜日
8：00～17：00
20名

【活動内容】
簡単な手作業（検品・組付け・シール貼）施設外就労（掃除・海老
の飼育）ＤＭ作業
★自分の得意を見つけ強みにしていく。自信をもって作業に取り組
めるように職員全力でサポートしていきます。

作業場では個人席、グ
ループ席と体調や気分
に応じて席の配慮が
行える配置となっていま
す。

ＤＭ作業の資材。資材は
数を明確に把握するため
に100部で数を揃えてか
ら作業を開始しています。

ＤＭ作業の様子。職員が
資材の向きの確認後、作
業を開始しているので安
心して作業に取り組む事
ができます。

チャレンジライフ

サービス種類／就労継続支援A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 OVER
クローバー
〒460-0008  中区栄2-15-16 白川タワービル2F　
052-223-5055　  FAX：052-223-5066
over.co.ltd@globe.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線・東山線伏見駅4番出口徒歩10分
地下鉄名城線矢場町駅4番出口徒歩10分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
10：00～17：00
20名

【活動内容】
利用者さんの「頑張りたい！」という思いを応援すべく、個人の出来る
仕事を一緒に探しながら作業を進めています。また、新しい仕事にも
積極的に挑戦する、和気あいあいとした事業所です。見学は随時受
け付けております。

事業所のあるビルの2
階まではエレベーター
をご利用ください。また、
付近には科学館や美術
館、緑豊かな公園（白川
公園）などもあります。

ガチャガチャのカプセル
に付いたテープや汚れ
などを丁寧にクリーニン
グして、再利用できるよ
うにしています。

自動車用の肘掛け部品
に、クッション材として
使用されるスポンジを、
型に沿うように貼り付
けます。

クローバー
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おおすの森サービス種類／就労継続支援A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：

あいちの森株式会社
おおすの森　
〒460-0011 
中区大須1-6-35
052-212-8941　  FAX：052-212-8942
oosunomori@abeam.ocn.ne.jp
地下鉄鶴舞線大須観音駅4番出口徒歩3分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～14：45
27名

【活動内容】
一般企業への就職が困難な障害者に就労機会を提供するととも
に、生産活動を通じて能力向上に必要な訓練や社会ルール、マナー
の習得などを目指した障害福祉サービスを提供することを目的とし
ています。

４階建ての２階部分が
事業所となります。駅か
ら歩いて3分です。

左側に入口があります。
エレベーターが設置され
ています。

ゆとりのあるスペースで
それぞれの能力に合っ
た作業 （ハンガーの組
立てとチラシの折り込み
等）をしています。

サービス種類／就労移行支援・就労継続支援Ａ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：

有限会社トヨサカ企画
ハッピーステップ（就労移行）・ほっと一息（就労Ａ）
〒460-0011　
中区大須1-22-17 青木ビル
052-223-1707　  FAX：052-223-1707
https://www.hottohitoiki.com/　問い合わせフォーム
地下鉄鶴舞線大須観音駅3番出口すぐ
月曜日～土曜日
9：00～16：00
各10名

【活動内容】
ほっと一息は喫茶部門で喫茶店を営業しています。縫製部門は帯
バッグや小物の製作を行っています。また、ハッピーステップでは飲
食店で働きたい方にカフェでの就労体験を通じて就労するスキル
を身に付けることができます。

１階の喫茶、ほっと一息
Café の入口はバリアフ
リーになっています。

喫茶店内、ソフトドリン
ク・ランチのほか、焼き
たてパンや弁当の販売
も行っています。

訓練・作業室、就労移
行の訓練・作業室では
ゆったりとしたスペース
でPC操作やビジネスス
キルの学習などを行いま
す。

ほっと一息・ハッピーステップ
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テリオスAlpha

トレイト

テリオスAlphaサービス種類／就労継続支援A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ＴＥＲＩＯＳ
テリオスAlpha
〒460-0008
中区栄1-16-15 伏見DOビル5階
052-228-7448　  FAX：052-228-7298
alpha-info@terios-d.co.jp
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅6番出口徒歩5分
月曜日～金曜日 （土日祝休み）
9：30～16：30
10名

【活動内容】
システムの開発及び保守業務を主体とし、それ以外にも事務作業や
屋外作業（農業・施設管理）等、様々な障害特性に合った活動をし
ております。一般就労を目標に、就職活動や企業実習なども積極的
に行っています。

伏見駅6番（7 番出口で
も可）徒歩 5分。8階建
ての白いビルで、１階にあ
る美容院が目印です。自
転車・バイク置き場も
完備しているので通勤
手段等ご相談下さい。

５階で降りていただい
て、ウェルカムボード
の左隣にあります。

東海地方に多数ある太
陽光パネルの発電量を
遠隔でチェック。作動を
確認し、毎月報告書の
作成・管理会社との連
絡調整をする等の事務
作業も行っております。

ア ル ファ

サービス種類／就労継続支援A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：

株式会社リバティ
トレイト
〒460-0002  中区丸の内2-17-3 丸の内T・Sビル3階
052-231-8818　  FAX：052-231-8819
support.torait@liberty3.work
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅2番出口徒歩1分
地下鉄東山線 伏見駅1番出口徒歩7分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～17：00
18名

【活動内容】
「やりがい」や「自信を持つ」事で毎日の生活が気持ちよく過ごせるよ
うに個人の出来ることを様々な仕事の中から探して取り組んでいま
す。自分の障害を理解し自立した生活を送る事ができるよう支援し
ております。見学は随時行っておりますのでご連絡ください。

駅からすぐなので雨に
濡れる事も少なく通勤
に便利です。１０階建て
のビルの３階が事業所
です。奥のエレベーター
ホールにて「301」「呼出
し」と押してください。

作業毎に物の流れを考
えて効率よく出来るよう
工夫しています。分から
ない事もそのままにせ
ず「聞く」事が出来る職
場の雰囲気です。

毎日７種類の色々なメ
ニューから各自自由に
選んでくださいね。
（１食500円で給料天引き）
冷蔵庫、電子レンジ、湯
沸かしポットも用意して
います。

トレイト
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ファミリーマート

ファミリーマート

＠めぐみる金山正木公園

7 2

アドバンスアップ

堀
川

京町通

ファミリーマート

ローソン

＠めぐみる金山サービス種類／就労継続支援A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：

株式会社ウェルシード　
＠めぐみる金山
〒460-0024 
中区正木2-13-2 イトーピア正木公園マンション1階
052-211-8926　  FAX：052-211-8927 
info@megumiru.com
金山総合駅徒歩10分 
月曜日～金曜日
10：00～15：00
20名

【活動内容】
データ入力や各種情報のリサーチ、資料作成、企画、プログラミング、
3D制作、WEBデザイン、グラフィックデザイン制作などのクリエイ
ティブを活かした業務内容となります。

各業種専門のスタッフ
がしっかりと研修を行
いますので、パソコン業
務の経験がなくても安
心して取り組むことがで
きます。

パソコンの業務が集中
して行なえるように個
別ブースを採用していま
す。その他、教材や資料
なども豊富です。

Adobeのソフトやさま
ざまなアプリケーション
を使い、社内案件や企
業案件を進めていきま
す。

アドバンスアップサービス種類／就労継続支援A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：

アドバンスアップ株式会社
アドバンスアップ
〒460-0002　中区丸の内1-14-12  グランビル2F
052-218-3477　  FAX：052-218-3478
info@advance-up.jp
地下鉄桜通線・鶴舞線丸の内駅7番出口徒歩4分
地下鉄桜通線国際センター駅2番出口徒歩7分
市バス　基幹2桜通伏見停より徒歩3分
月曜日～金曜日、土曜日（不定期）
9：30～14：45　フレックスタイム・時差出勤制度あり
20名

【活動内容】
ポスティング用チラシ、銘菓の箱折り等の請負作業、ネット販売、ハ
ンドメイド（クラフトバック・小物、縫製小物、ビーズアクセサリー）制
作をしています。落ち着いた雰囲気が特徴です。個々に合った作業を
自分のペースで正確に行って頂いています。

丸の内駅7番出口より徒
歩4分、グランビル2階
にアドバンスアップがあ
ります。階段またはエレ
ベーターで2階にお越し
ください。

発想力豊な利用者さん
達が自社製品を制作し
て頂いてます。

多目的室はのんびり過
ごしてもらえる雰囲気に
なっています。
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ラウンドライフ

伏
見
駅

ヒルトン名古屋

名古屋観光ホテル
ファミリーマート

ローソン

ミニストップ

錦通

広小路通

＠めぐみる名駅
10

セブンイレブン

ラウンドライフサービス種類／就労継続支援A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：

株式会社ラウンドライフ　
ラウンドライフ　
〒460-0011　中区大須３丁目５番４号  矢場町パークビル２F
052-228-9231　  FAX：052-228-9232
max@round-life.jp
地下鉄東山線・名城線栄駅16番出口より徒歩７分
地下鉄名城線矢場町駅4番出口より徒歩３分
月曜日～土曜日
8：30～17：30
20名

【活動内容】
軽作業・PC 作業あり。男女別のキレイな専用トイレあり。セキュリ
ティ付き個別ロッカー・個別机あり。相談室はゆっくりとできます。
弁当提供可。会社の窓からは四季折々、青 し々い木々が気分よく心
を癒してくれます。

大須商店街が裏にあり、
ぶらぶら楽しく通所でき
ます。また、四季折々の
大須イベントに参加して
みてはいかがでしょう
か。施設は２Fです。

毎日、安心できる気持ち
をもって、一緒に仕事を
する仲間と共に、自分の
ペースで楽しくやりがい
を持ち仕事ができます。

パソコン勉強会の様子
です。和気あいあいと支
援員を交えて楽しくパソ
コン勉強会を開催し、一
般就労に役立つ知識を
学べます。

サービス種類／就労継続支援A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：

株式会社ウェルシード　
＠めぐみる名駅
〒460-0003 　
中区錦１-７-３１ 山田ビル２階
052-218-5113　  FAX：052-218-5114 
info@megumiru.com
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅 10番出口 徒歩10分
月曜日～金曜日
10：00～15：00
20名

【活動内容】
業務内容は事務企画、デザイン、プログラミングを事業として展開し
ております。特にデザインではウェブページの作成、チラシ・パンフ 
レットのデザイン、新商品開発におけるデザイン等に力を入れており
ます。

山田ビルの２階が事業
所になります。当ビルに
は階段とエレベーター
があります。２階エレ
ベーターホールに下駄
箱がありますのでご利
用ください。

ワード、エクセル等事務 
業務用、デザイン業務用
パソコンも複数完備し
ております。また業務経
験豊富なスタッフが複
数在籍しております。

教材資料が豊富にござ
います。利用される方の
要望や経験、体調に考
慮しながら、適性に合っ
た業務を考えます。

＠めぐみる名駅
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