
企業名 受注可能な物品・サービス 所在地 電話 FAX ホームページアドレス Eメールアドレス 担当者
特例子会社･重度障がい者

多数雇用事業所の別
地方自治法

施行令の認定（※）

有限会社奥進システム

・業務管理システム構築（顧客管理、商品管理、在庫管理、地
理情報管理） ・ホームページ企画、作成、運営、アクセシビリ
ティ対応 ・ホームページシステム開発（アンケート作成、イベン
ト申し込みフォーム、ショッピングカート作成） ・各種支援システ
ム構築（福祉・介護ソフト、利用者管理、作業日報管理、相談管
理、ケース管理、個別支援管理） ・システム/ホームページ相
談、コンサルティング

〒540-0027
大阪市中央区鎗屋町2-2-4イチ
クラビル4F

06-6944-3658 06-6944-3659
https://www.okushin.co.jp
/

information@okushin.co.j
p

代表取締役
奥脇 学

重度障がい者多数雇用事業
所

○

矢野紙器株式会社

【物品】・段ボールケース製造 ・段ボール製被災時防災SET製
造 ・段ボール什器(棚、机、椅子や収納棚等)製造 ・場所に合
わせた段ボール製パレット、ラック棚製造 ・段ボール素材以外
のケース製造　・被災地の子供等が遊ぶ遊具類製造
【役務】・段ボール製簡易什器計画製造 ・段ボールを使用した
イベント運営及び資材調達

〒543-0053
大阪市天王寺区北河堀町8-18

06-6771-8264 06-6771-8790 www.yanosiki.com info@yanosiki.com 矢野 暁斗
重度障がい者多数雇用事業
所

○

株式会社あしすと阪急阪神

・各種印刷（オンデマンド印刷によるチラシ作成、会社案内パン
フレット、セミナーテキスト、名刺、社員証の作成）・宛名ラベル
（作成・貼付）・封入、封緘、発送・データ入力（アンケート等）・資
料等電子化（ＰＤＦ化）

〒530-0012
大阪市北区芝田1-16-1

06-6373-5636 06-6373-5637
www.assist.hankyu-
hanshin.co.jp

mizukami-
wataru@assist.hankyu-
hanshin.co.jp

水上 航 特例子会社 ○

株式会社かんでんエルハート

・名刺、胸章の作成・各種印刷（チラシ、パンフレット、広報誌
等）
・ノベルティ、記念品、その他商品の包装・DM封入、発送
・非常用備蓄品（水、食料、日常生活品をはじめ、各種商品の
調達、販売）・花苗の生産・販売、花壇のメンテナンス（植栽、潅
水、補植等）・観葉植物のリース

〒559-0023
大阪市住之江区泉1-1-110-58

06-6686-6874 06-6684-2132 www.klh.co.jp/index2.html kuroda-emi@klh.co.jp
業務サポート課
黒田　絵美

特例子会社 -

クボタワークス株式会社 ・印刷物全般
〒556-8601
大阪市浪速区敷津東1-2-47クボ
タ第2ビル1F

06-6648-2605 06-6648-3874
http://www.kubota-
works.co.jp

yoshitoki.kusaka@kubota.
com

業務部　部長
日下　剛辰

特例子会社 ○

株式会社三幸舎ランドリーセン
ター

・各種衣料の販売 クリーニング加工 ・ユニフォーム、玄関マッ
トのクリーニング及びレンタル業

〒598-0071
泉佐野市鶴原311-1

072-462-4177 072-462-4199 - k.ookita@sandori.co.jp
生産課長
前田　剛

特例子会社 ○

パナソニックハートファームアソ
シエイツ株式会社

・観葉植物レンタル ・植木の剪定などの植栽管理 ・花壇の設
計、施工、メンテナンスなどの管理 ・除草、落葉清掃などの清
掃作業 ・ビル建物内部の清掃作業 ・胡蝶蘭をはじめとするフ
ラワーギフトの提供

〒574-8534
大東市三洋町1-1

072-875-6210 072-875-9354
https://www.panasonic.co
m/jp/company/phfa.html

nakamura.kazuyoshi787
@jp.panasonic.com

営業部長
中村 一良

特例子会社 ○

シャープ特選工業株式会社
・各種印刷 (オンデマンド印刷によるチラシ、パンフレット、名
刺、挨拶状、冊子類) ・案内書類の封入、発送 ・データ入力 ・
書類の電子化(PDF化)  ・不要書類裁断処理

〒545-0021
大阪市阿倍野区阪南町7-9-12

06-6694-3111 06-6694-3113
http://www.tokusen.sharp.c
o.jp/index.html

web_tokusen@sharp.co.jp 上田 崇 特例子会社 ○

株式会社ダイキンサンライズ摂
津

・名刺印刷・書類の電子化（PDF化）・各種印刷（オンデマンド印
刷によるチラシ、パンフレット、挨拶状、冊子など）

〒566-0042
摂津市東別府4-9-9

06-6349-3173 06-6349-4083
www.daikin.co.jp/group/dss
/index.html

hiromi.matsumoto@daikin
.co.jp

松元広美 特例子会社 ○

株式会社ニッセイ・ニュークリ
エーション

・各種印刷（帳票・伝票類、冊子、封筒、名刺、パンフレット、チ
ラシ、ポスター、パネル）デザイン～印刷～仕上げ加工～納品
まで

〒555-0013
大阪市西淀川区千舟2-5-8ニッ
セイ千舟ビル内

06-6477-8702 06-6477-8704 www.nissay-nnc.co.jp
t-tokunaga@nissay-
nnc.co.jp

印刷部長
徳永　達矢

特例子会社 ○

大阪府障がい者優先調達推進方針に基づいて発注可能な特例子会社・重度障がい者多数雇用事業所
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企業名 受注可能な物品・サービス 所在地 電話 FAX ホームページアドレス Eメールアドレス 担当者
特例子会社･重度障がい者

多数雇用事業所の別
地方自治法

施行令の認定（※）

株式会社ウイルハーツ

・印刷物全般（名刺、封筒、チラシ、ポスター、パンフレット、広
報誌など、デザイン～納品まで）・販促ツール全般（ポケット
ティッシュ、のぼり、マグネットなど）・ウェブサイト制作（ホーム
ページ制作、Webアプリ開発、マーケティングなど）

〒532-0002
大阪市淀川区東三国4-3-1

06-6399-9500 06-6399-9550 http://www.w-hearts.jp/ ohashi@willtec.jp 大橋　英樹 特例子会社 ○

株式会社長谷工システムズ
大阪支店

・印刷関連（オンデマンド印刷を中心としたデザイン制作から印
刷加工まで）：ダイレクトメール、バリアブルカレンダー、大判ポ
スター、パネル看板、名刺、販促プロモーション、会社案内など
・レンタルリース関連（建設現場、販売センター、展示会で必要
なものを、必要な期間レンタル）：コピー機、PC、ｉｐｏｄなどのＯＡ
機器、電話機、ＡＥＤ、他オフィス用品まで　・文書保管（保存が
必要な文書を専用倉庫にて保管）

（大阪支店）
〒541-0048
大阪市中央区瓦町4-5-9

（本社）
〒105-0014
東京都港区芝2-32-1

06-6203-0392 06-6203-0393 www.haseko.co.jp/hss/
Keiko_Hatachi@haseko.
co.jp

印刷営業2部
幡地　惠子

特例子会社 ○

ANAウィングフェローズ・ヴイ王
子株式会社

【ペーパーレス化関連業務】書類の整理・分別作業、PDFデータ
化（個人情報、契約書、証書、稟議書、議事録、写真、名刺な
ど）、ファイル名入力作業、DVD納品、不要書類の溶解処分（溶
解証明書発行可）まで
【その他事務代行関連業務】チラシ、お知らせ等の封入封緘、
宛名ラベルの作成、発送、書類の並び替え・ファイリング、保管
物品・書類の棚卸し、各種管理用フォーマットの作成、書類・映
像・データのエラーチェック、アンケート等のデータ入力・集計、
シュレッダーでの書類裁断　など

（ANAドキュメントセンター）
〒560-0035
豊中市箕輪3-8-1

（本社）
〒144-0041
東京都大田区羽田空港3-3-2

06-6858-3876 06-6858-3875
http://www.anawf.co.jp/do
cs/digitization/index.html

odc@anawf.co.jp
ANAドキュメント
センター
迫田 圭吾

特例子会社 ○

（※）地方自治法施行令167条の２第１項第３号に定める障がい者施設等に準ずる者の認定を受けた事業者：同条項第１号の範囲（委託役務100万円、物品購入160万円）を越えて、同条項第３号に基づく随意契約の対象になります。
　　具体的な発注方法は発注所属で選択してください。
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