
★施設商品・サービス調査票★

①業務分類 ②商品・サービス名 ③商品・サービス内容 ④対応可能量 ⑤参考価格 ⑥納品方法
⑦その他特記事項

（製品の特長，発注時の注意点な
⑧取引実績

株式会社和民
有限会ジグアート
そらまめ工房

当仁小学校留守家庭子ども会
香椎東小学校留守家庭子ども会
千早西小学校留守家庭子ども会
福岡市東区〇〇さま
福津市〇〇さま
福岡市東区〇〇さま
千早西小学校留守家庭子ども会
福津市〇〇さま

奈良屋公民館
東吉塚公民館
三筑公民館　他　公民館
奈多小学校　　他　留守家庭子ども会
自立支援センター
グループホームオークマ
ユナイテッドピープル株式会社
株式会社矢崎総業広報部
市内多くの小学校留守家庭子ども会
小笹公民館・姪北公民館・春住公民館

たちばな福祉会小富士園

株式会社　シェイクハンズ
アトリエきよ
福岡市障がい者更生相談所
NPOソルトパヤタス

株式会社ローソン
株式会社JR九州エージェンシー
株式会社　シェイクハンズ
NPOソルトパヤタス

物品 その他物品 キャラクターパネル作成 １個/月 10万円～ 要相談

エコトンパネル（3メートル大）組み
立て式　　県庁玄関に展示

福岡県総務部県民情報広報課

エコトンパネル（1.5メートル大）組み
立て式

　福岡県地球温暖化防止活動推進セン
ター

絵本から「王様とお姫様」パネル
博多リバレインでの催しで展示

NPO法人子ども文化コミュニティ

物品 その他物品 木馬作成 5個/月 1.5万円 要相談 「本当に乗れる」

林野庁木材利用ポイント事業
株式会社銘建産業   　　　　　　　　　上村
醤油店　　　　　　　　　　　　TOPWIN株式会
社

物品 小物雑貨 ジオラマ作成 ３セット/年 １００００円～ 受取
店舗・昔の街の風景・歴史資料など
のミニュチュア模型作成

物品 その他物品 仕切り型遊具作成 1個/月 10万円 自力納品 こどもプラザ使用 博多区子育て支援課

物品 その他物品 乗り物型遊具作成 1個/月 1.5万円 自力納品
「本当に乗れる」「ハンドル体験」こ
どもプラザ使用

博多区子育て支援課

物品 その他物品 キッチン型遊具作成 1個/月 1.5万円 自力納品
スペースに応じ作成　回せる蛇口
こどもプラザ使用

博多区子育て支援課

物品 その他物品 ままごとキッチン作成 2個/月 ２万円～ 自力納品 スペースに応じ作成　回せる蛇口

物品 その他物品
ままごとキッチン用小物セット作

成
2個/月 ３０００円～ 要相談

木製の鍋・フライパン・食器・野菜・
魚・調味料など

物品 その他物品
靴・本・おもちゃ・マット・水槽・食

器収納棚作成
1個/月 ３０００円～ 要相談

スペースに応じ作成　キャスター付
き　開閉工夫など用途に応じ作成

物品 その他物品
ポスター・画用紙・折り紙・紙芝

居・人形　収納棚作成
2個/月 ２０００円～ 要相談 用途に応じ作成

物品 その他物品 机作成 ５個/月 ７０００円～ 自力納品
用途に応じ作成　アフターフォロー
も

千代小学校留守家庭子ども会

物品 その他物品 陳列台作成 2個/月 ７５００円～ 受取
飲料水のディスペンサー置き・時代
焼き（アンティック仕上げ）

株式会社　黒乃屋

物品 その他物品 什器作成 20個/月 ５０００円～ 受取 銭湯に置く化粧瓶や飲み物販売台 株式会社　りょうせん企画

物品 その他物品 遊具・イス・補助具作成 ３個/月 １０００円～ 受取
デザイナー企画の遊具や子ども用
家具作成　レーザー核による名入
れ・ロゴ入れ

Have　some　fun！

物品 その他物品 案内板掲示用器具作成 20個/月 2000円～ 要相談
スペース・用途に応じ作成・レー
ザー加工による名入れ・キャラク
ター入れ

福岡市東区地域福祉課

物品 その他物品 額・イーゼル作成 ５個/月 1000円～ 受取

結婚祝い　退職記念　色紙用　写
真用　絵画　立体作品用などス
ペース・用途に応じ作成・レーザー
加工による名入れ・ロゴ入れ

物品 その他物品 案内板・お知らせ作成 100個/月 400円～ 受取
レーザー加工による文章刻印・切り
文字貼り付け・キャラクター入れ

物品 その他物品 木のコースター作成 200個/月 400円～ 受取
レーザー加工によるキャラクター・
日付入れ

福岡市農林水産局　森林・林政課

物品 その他物品 名札・席札作成 200個/月 ５００円～ 受取
レーザー加工による名入れ　三角
柱にも対応

福岡市農林水産局　森林・林政課
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株式会社グリーンライフ・コガ
株式会社ナカツネ建材
福岡市経済観光文化局

企業大学九州校

春日市福祉ボランティア連絡協議会

　結婚披露宴

NPO法人あーともん
福岡女学院〇〇先生

NPOソルトパやタス

株式会社クオリアート
株式会社プランニングオフィスエスアンドエム

有限会社　イベントプロデュースP&P

株式会社ダイハツ
株式会社アコム

香椎公民館・大名公民館・愛宕公民館

小笹公民館・姪北公民館・春住公民館

別府公民館・香住丘公民館・草ヶ江公民館・今宿
公民館など多数の公民館

人権のまちづくり館　青少年育成連合会・はぐくみ
ネットワーク・ふれあいサロン等

物品 その他物品 看板・お知らせ作成 ５個/月 １０００円～ 受取 糸鋸による切り文字貼り付け
福岡市大名公民館・ドレミ教室・　　　　　株
式会社良選企画

物品 その他物品 ついたて・踏み台・脚立　作成 ３個/月 5000円～ 配送・受取り スペース・用途・価格に応じ作成
グループホームオークマ・　　　　　　　グ
ループホームとむ　　　　　　　　　　　　　奈
良屋地区の整骨院や個人のお宅

物品 小物雑貨 木の名札作成 300個/月 300円～ 配送・受取り

　結婚式・同窓会・研修会参加者の
レーザー加工による名入れ　デザ
イン入れ

卒園祝い・進級祝い・入学祝い
レーザー加工による名入れ　デザ
イン入れ

幼稚園・専門学校・小学校の父母会や　教
員

物品 小物雑貨 記念樹プレート作成 100個/月 ８００円～ 配送・受取り
記念植樹　　樹木のレーザー加工
による名入れ

青陵幼稚園　〇〇マンション組合

物品 小物雑貨 誕生祝プレート作成 20個/月 ５００円～ 配送・受取り
誕生祝（レーザー加工によるメッ
セージや身長体重・誕生日など記
録入れ）

多数の個人

物品 小物雑貨 ペットの名札作成 20個/月 ５００円～ 配送・受取り 表札に加えるため・ギフトに 多数の個人・店舗売上No1

物品 小物雑貨 おうち型小物入れ（組立品）作成 100個/月 ６００円～ 配送・受取り
周年行事　レーザー加工による名
入れ

物品 小物雑貨 箱入り木製タグ作成 1500個/年 １２００円～ 配送・受取り
周年記念　レーザー加工による名
入れ　ロゴ入れ

千刈カンツリークラブ

物品 小物雑貨 木製名刺入れ作成 100個/月 700円～ 配送・受取り
サークル・退職記念　等　共通のロ
ゴ・名入れ

物品 小物雑貨 ハウスボックスキット作成 100個/月 700円～ 配送・受取り 北欧風のスエーデンハウス仕様 株式会社スエーデンハウス

物品 小物雑貨 絵札作成 50個/月 450円～ 配送・受取り 絵札の形状切断と文字入れ 太郎丸神社再生委員会

物品 小物雑貨 形状切断 700個/月 200円～ 配送・受取り
キャラクター（ムースくん）作成
うさぎ・りす・ひつじなど　作成

株式会社スエーデンハウス　　　　　　　有
限会社　福山商店（家具の喜び）

物品 小物雑貨 工作キット作成 1000個/月 10０円～ 要相談

愛は地球を救う　24時間テレビの
ワークショップ

株式会社Good不動産

イベント企画

福岡市こども未来局を通して毎年２
０種類以上の工作キットを販売（夏
休み・冬休み中心）

福岡市小学校留守家庭子ども会

物品 小物雑貨 文具作成 300個/月 ３００円～ 自力納品
ペン立て・カード立て・ペンケース
など

奈良屋校区民生委員・　　　　　　　　　　博
多区社会福祉協議会

物品 小物雑貨 募金箱作成 50個/月 5００円～ 自力納品 災害復興支援 松山櫨復活委員会

役務
その他サービス・役

務
ワークショップ講師 １～2回/月 2300円/時

博多ゆめタウン遊びの学校で工作
キットの催し（端午の節句用キット
帆船キット　動く電車キット　整理箱
キットなど）

株式会社マスプロ

公民館・育成会・あすみんなどの出
前講座　子どもやシニア・婦人・男
性などのサークルを対象に

役務
その他サービス・役

務
出前講座講師 １～2回/月 2300円/時


