事業所名

サービス種別（定員）

エスポワール 名古屋

就労継続支援A型（１５名）

一般社団法人 エスポワール

法人名
住所

名古屋市緑区鳴海町下汐田167-1

TEL

052-602-6857

FAX

052-602-6858
nagoya@es-p1.com

E－mail

http://www.es-p1.com/html/agata.html

HP
アクセス

前の輪バス停から徒歩7 分 / JR 大高駅から徒歩10 分

開所日

月曜日～土曜日（土曜日は当社カレンダーによる、祝日・年末年始除く）

利用時間

10：00～15：00 （開所時間9：00～18：00）
送迎有り

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

/

名鉄「鳴海駅」・JR「大高駅」まで送迎いたします。

知的障害・身体的障害・精神的障害・難病指定疾患をお持ちの方

【活動内容】

外

観

職員が一人一人をサポートしながら、一般就労に必
要な知識・能力向上の為に必要な訓練を行います。
★革製品、小物のハンドメイド作品の製作
★部品組み立て等の軽作業
★PC入力作業

エスポワール名古
屋
看板があります

【ひとこと】
一般就労を目指し、皆で協力して作業しています(^O^)
障害のある方の状態やペースに合わせて、知識や技術を身につけていただけます。
【事業所から地域へメッセージ】
H３０年９月に開所したばかりの事業所です。就労を通して、社会貢献ができるよう全力でサポートを行っています。
地域の皆様のご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。
※見学を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 Tel 052-602-6857

事業所名

サービス種別（定員）
就労継続支援B型（14名）
自立訓練（生活訓練）（6名）

多機能型事業所わかた
法人名 特定非営利活動法人 グリーンハート
住所

愛知県名古屋市緑区若田2丁目920番地C号

TEL

052-621-7200

FAX

052-621-7202

E－mail takinou-wakata@atbb.ne.jp
HP

http://wcmaple.chagasi.com/
https://www.instagram.com/maplehouse_wakata/（インスタ）

アクセス

名古屋市営バス「若田」下車目の前。
「緑保健センター」下車徒歩5分。

開所日 月～金 （土日祝、年末年始、お盆はお休み）
利用時間 10：00～15：00 （職員と相談し、体調に合わせてペースを決められます。）

無し

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

精神障害・知的障害

【活動内容】
◆就労継続支援B型

お仕事の練習・ステップアップの支援

喫茶店でランチやドリンクを提供するため、調理や皿洗い、
ホール業務等行います。メニューを考えたり買い出しをす
ることからメンバーさんと職員で一緒に行っています。

ハンバーグの包み焼
←ランチ（例）みんな
で分担して調理等
行っています。

◆自立訓練（生活訓練）
喫茶店内

外

観

1階は喫茶
店 （就労B）
でランチやド
リンクを提供、
2階は生活
訓練の活動
をしています。

「○○したい」という思いを応援、サポート

地域で生活するために必要な生活スキルの練習をし
たり、自分らしい生活ができるように希望や目標を共
有しサポートします。利用期間（2年）のある、次のス
テップに向けた場所です。
・調理、買い物、掃除、洗濯の練習 ・働く前の準備

生活訓練室内
「生活リズムを整えたい」「居場所がほしい」「働きたい！けど今すぐは不安 …」
「何からすればいいかわからない」
「コミュニケーションの練習がしたい」という方におすすめ

↑PC作業をしたり、ゆっくり雑
談して過ごしています。

【ひとこと】
2018年10月に開所しました！作業をするだけでなく、一人ひとりの希望を大切に自分らしい生活ができるようサポー
トしていきます。就労B・生活訓練どちらも見学随時受付中です！体験利用もできます。お気軽にお問合せください。
【事業所から地域へメッセージ】
わかたでは心の病を抱えている方の生活支援を行い、
働く場として喫茶店（就労B）と自立に向けた練習の場として生活訓練を
行っています。喫茶店は2019年1月頃open予定で、現在みんなでopen準備
しています。
ランチ営業やっていますので、お近くにお越しの際はぜひご来店ください。
★喫茶店open情報はインスタで発信するのでぜひチェックしてください！

MapleHouseわかたインスタ
→
活動や喫茶店の情報発信中

事業所名

サービス種別（定員）
就労継続支援B型（20名）

ほっぷ
法人名

株式会社ベストサポート

住所

名古屋市緑区大高町字西丸根16番地の1

TEL

052-890-2329

FAX

052-890-2330

E－mail

hop＠best-suppor-t.co.jp

HP

http://best-suppor-t.co.jp

アクセス

名古屋市営バス 丸根バス停徒歩1分

開所日

月曜日～金曜日（会社カレンダーにより土曜日開所日あり）

JR東海 大高駅徒歩5分

利用時間 AM9：30～PM14：45
送迎の有無／送迎範囲 無料送迎あり / 送迎範囲：緑区 豊明市 大府市一部地域

利用者の主たる障害 身体障害 知的障害 精神障害 難病等
【活動内容】
作業・訓練
検品作業、シール剥がし、縫製作業、部品の組み
付け作業等を個々に応じて提供しています。

外

観

レクリエーション
月に1度、レクリエーションの日を設けています。レ
クリエーションの内容はその都度、利用者中心に決
めています。
送迎＆昼食、お茶無料。

【ひとこと】
『手ぶらで通える』 をモットーに、昼食、お茶、送迎すべて無料にてサービスを提供しています。
ほっぷでは、自分のペースで働いて頂く為に、週何日、何時間利用でも構いません。
曜日や時間帯については、ご気軽にご連絡ください。いつでも見学可能です。
【事業所から地域へメッセージ】
2018年11月に開所されたばかりの就労継続支援B型作業所です。
兄弟施設の『すてっぷ』が刈谷市にあることから地域の皆様と利用者で 『ほっぷ＆すてっぷ』 出来るように
飛躍していきますので温かい見守りの程よろしくお願いいたします。

事業所名

サービス種別（定員）10名～１６名

早稲田イーライフ神の倉

基準該当生活介護、基準該当自立訓練（機能
訓練）、基準該当自立訓練（生活訓練）

株式会社アイフィット

法人名
住所

名古屋市緑区藤塚２－２０１

TEL

０５２－８３８－９７７８

FAX

０５２－８３８－６１８０

E－mail

ifit.daihyo@gmail.com

至
徳
重

https://www.ifit-waseda.com/

HP
アクセス

徳重駅3番のりばから乗車 約５分、「赤松」下車、徒歩1分。

開所日

月曜～金曜

利用時間

８：３０～１７：３０

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害
【活動内容】

送迎範囲あり（緑区、天白区）
身体障害・知的障害・精神障害・難病等
外

観

＜運動内容＞
★バイタルチェック
★準備体操・脳トレ
★器具を使った運動
★リラクゼーション
★個別リハビリ
★休憩、コーヒー・紅茶タイム
３か月に１回 身体測定や
体力テストを行っています。
春には花見、秋には紅葉見物に
参加できます。（希望者のみ）

マシンの種類

【ひとこと】

２０歳～９３歳まで幅広い年齢層の方が来所いただいております。
車いすから降りずにできるメニューも豊富です。目からうろこの体験を、是非実感してください！！
【事業所から地域へメッセージ】

私たちは、早稲田大学 早稲田エルダリー・ヘルス研究所と共同開発した、運動プログラムを利用していま
す。
身体の機能を高めるトレーニングを、無理なく楽しく受けられるのが特徴です。
国家資格をもった機能訓練士による個別のリハビリが、毎回受けられ安心でます。
２０種類ほどの器具があり、好きなものを選択して受けていただいております。
それぞれの疾患や体力に合わせて、先生がトレーニングメニューを作成します。

事業所名

サービス種別（定員）

デイサービス鳴子

共生型生活介護 14名

認定NPO法人たすけあい名古屋

法人名
住所

名古屋市緑区鳴子町4丁目2番地
愛知県住宅供給公社鳴子第2住宅1F

TEL

052-899-2900

FAX

052‐899-2901
aoki@tasukeainagoya.com

E－mail

http://tasukeainagoya.com/

HP

「 市営地下鉄桜通線鳴子北駅 」２番出口より徒歩10分

アクセス

月曜日～土曜日、祝日

開所日

9：30-16:40 （開所時間 8:30-17:30）

利用時間

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害
【活動内容】

送迎有 緑区、南区、天白区
高齢者の方が中心となっております。
外

【AM】
・血圧、体温チェック
・マッサージ
・お風呂（ＡＭ、ＰＭ）
・昼食
【PM】
・お散歩（個別）
・機能訓練（運動）
・集団活動
・おやつ

檜のお風呂にてお１人ずつ入られます

観
←本部の入り口になります

デイサービス鳴子になります

スタッフとの距離がとても近いです

【ひとこと】
名古屋市で1番に認可を頂いた共生型生活介護です。小規模でアットホームな生活介護を提供しております。
安心した環境でプライベートを大切にしたサービスが提供されています。
土曜日でも檜のお風呂に入ることができます。
【事業所から地域へメッセージ】
1人1人が思い描く人生をより良く過ごして頂けるように医療と福祉で、地域に貢献していきます。
そんな想いを胸に、20年以上にわたり、笑顔を創り続けてきました 。
今以上の笑顔を繋いでいける事業所として努力を重ねて参ります。

