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1無料提供の昼食について
私どもでは利用者さんに「無料」で昼食を提供しております。
原則出来合いのものではなく、施設内で調理をした温かい料理です。
コミュニケーションの場、QOLの向上も兼ねた大切なものとして
行っているサービスです。

提供例

ワンプレートものだけではなく定食形式、
季節や天候に合ったものを提供しています。
アレルギー対応もします。
お気軽にご相談ください！

提供例

性別年代問わず人気のカレーライス

3 つの事業所で働く
仲間たちにお弁当作り ピ

ザ
作
り
に
も
挑
戦
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ココスタでの仕事

04
軽作業

03
調理

私どもでは主に４つの仕事を軸に利用者さんとともに仕事をしております。
１日２時間から、ご自身がやれること内容から始めていきましょう！

仕事内容 2

02
お菓子作り

01
ポップコーンづくり

前ページのもの
以外にも様々な
調理作業を行って
いただきます。

「時間がかかっても
いいので丁寧に。」
根気のいる作業です。
早く終わらせるとか
ノルマとかは
ありません。
丁寧に心を込めて作業をします。
力仕事などはありません。

※箱折、袋詰、小物の仕分け

プロ仕様のキッチン
がある場所で、
一緒に働く仲間の
ための昼食づくりが
メインです。

楽天ポップコーン
ランキング１位の
ポップコーンを作る
仕事です。

オリジナルブランド
「ほーべ、ほうべ」
のお菓子作り。
優しい素材を使って
１つ１つ手作りで作業
していただきます。豆の準備から、焼き

上げ、袋詰など
各作業を分担して
行います！

イベントでは完売する
ほど人気ですよ！
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在宅ワーク
ココスタでは様々な在宅ワークも行っています

どれも簡単な作業です。
スタッフがしっかりレクチャーしますのですぐに覚えられます！
もしわからなくなっても、サポートがあるので安心して取り組めます。

ダイレクトメールの作成

検品・梱包作業 箱の仕切り板の作成

チラシ折り

在宅ワーク 3bbrq



スポーツは勝ち負けではなく、みんなが楽しむレベルで
行っています。

さらに、私どもは利用者の皆様の仕事への
モチベーションをアップさせるために
時節のイベントに合わせ、懇親会を行っております！

麻雀

卓球 (他スポーツ )ピクニック

BBQ

4サークル活動
サークルは「参加自由！」。
「今日は気が向いたから」のノリで構いません。
ご興味あればお問い合わせください。
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14
～

13

12

51日のスケジュール

11

10

定期的にかかりつけの
病院へ同行あり

13:00 ～ 14:00
個別相談

12:00 ～ 13:00
昼食 ( 無料 )

10:00 ～ 11:45

11:45 ～ 12:00

途中 20分休憩

清掃

朝礼・作業

srq
できることから
興味があることから
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6ご利用までの流れ

Step２からは一緒にやっていきましょう！
親身になって対応します！ 安心してお声かけください。

ステップの都度にご相談の機会を設けます。

Step 7 支給決定後、利用開始です。
個別支援計画書を作成し、それに沿ってサービスを
提供いたします。

Step 6

受給者証交付
サービス支給決定・

サービス等利用計画案をもとに支給量等が決定後、
お住まいの市区町村から「障がい福祉サービス
受給者証」が交付されます。

Step 5

サービス等利用計画案作成
指定特定相談支援事業所による

サービスの内容・利用目的・心身の状況・環境・
サービス利用に関する意向・その他の事情を勘案し、
利用計画を作成いたします。

Step 4

受給者証申請
福祉サービス

ご利用を希望される場合、お住まいの市区町村
福祉の窓口にて福祉サービス受給者証の申請を
していただきます。

Step 3

ご利用開始

体験利用
１日～１週間程度・ご希望に応じた期間で
ご利用いただけます。体験利用の料金は無料。
体験中も昼食が付きます。

Step 2
ご見学/事業説明

Step 1
お問い合わせ

ココスタのご見学や事業内容の説明です。
ご来所が難しい場合は、スタッフが出張相談に
伺います。 ※感染症拡大予防ご協力のお願い。

　ご見学はできる限りご予約をお願いします。

まずはお気軽に電話または、
右QRコードのメールフォームで
TEL:080-3956-5501
mail:info@koko-sta.com
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72019年度納入先 (1)

＠イオン福津エディオン店
ソフトバンクコラボ企画

＠ビックカメラ天神2号館

＠大野城市大文字公園みどりの広場

2019/11/24

＠県立太宰府病院
ちょいと寄ってん祭

2019/10/25

2019/11/2 ～ 11/3
大野城市まどかフェスティバル バザー

＠福岡こども短期大学付属幼稚園
だいいち幼稚園・保育園バザー

2020/1/1 ～ 1/3
ソフトバンクコラボ企画

2020/1/25 ～ 1/26

＠アクシオン福岡
イーストカップチャンピオンシップ

2019/10/26

bbrq



82019年度納入先 (2)

＠佐賀市諸富町 ＠ゆめタウン佐賀 ベスト電器佐賀本店
ソフトバンクコラボ企画

2020/2/15 ～ 2/16

委託販売先

2019/9/15
いわいのわ X職人たちの宝島

基山ドライビングスクール

bbrq



9利用者さんの声

自分は移動が大変でこれまで

困ることが多かったのですが、

病院などにも付き添って

くれたりするので

とても助かります。

B さん

仕事ができるようになった時に

いっぱいほめてもらえるので

自信がつきます。

これからも頑張って、

将来一般就労を目指したいです !

Dさん

ココスタに来てから、

落ち込んだときやきついときにも、

職員さんが親身になって対応して

くれるので、うれしいです！

Cさん

ココスタ宝満はワンフロアの

作業場なので、移動が便利です。

足腰の悪い私にはとても過ごし

やすく、快適に仕事に取りくめます。

ココスタの利用者さんの声です。

私たちスタッフは、利用者様が「安心して」日々を過ごすことが
できるよう、そばに寄り添いながら支援しております。
詳しくはご相談、ご見学の際に遠慮なくお聞きください！

Aさん
（宝満） （筑紫野）

（筑紫野） （太宰府）

bbrq



オリジナルブランド「ほーべ、ほうべ」bbrq10

ココスタオリジナルブランド

「ほーべ」「ほうべ」とは博多弁で「ほっぺ」という意味です。
ココスタオリジナルブランドの「ほーべ、ほうべ」には
「ほっぺたが落ちるほど美味しい」という意味が込められています。
その名の通り、ほっぺが落ちるほど美味しいクッキーやマドレーヌを作っています。
また、美味しいだけではなく「からだに優しい素材」を出来るだけ使っています。
米粉を使っているお菓子がメインですので、グルテンフリーのからだに
優しいお菓子をお探しの方にぴったりです。

「ほーべ、ほうべ」

からだに優しいお菓子

PRODUCTs 商品紹介＆作業風景

左：米粉クッキー
右：米粉マドレーヌ

ベジイチ（2022年 4月）
@TSUTAYA太宰府店様

左：マドレーヌ製造
右：クッキー製造



ココスタ太宰府

就労継続支援B型
一般社団法人ココカラスタート
福岡県太宰府市国分1-5-34
092-408-9789
info@koko-sta.com
https://koko-sta.com/　
管理者　麻生

在籍 男性4名女性11名 平均年齢47歳
月曜日～金曜日 (土日が開所の場合あり )
有 ( 無料 : 上記サービス提供地域 )
有 ( 無料 )
250 円～ 500円
( 平均工賃：月額 24,240 円 )

サービス種別
運営法人
事業所所在地
TEL
E-MAIL
URL
窓口担当者
サービス提供地域
現在データ
営業日
送迎の有無
食事の有無
時給

事業所名：ココスタ太宰府

筑紫野市・太宰府市・大野城市・

ココスタ太宰府サイト

春日市・福岡市・那珂川市・小郡市
(2021 年 1 月現在)

お問合せフォーム

TEL:080-3956-5501
ココスタへのお問い合わせ・ご相談は

bbrq
太宰府 11


	2207ココスタ太宰府_0表紙.pdf
	2207ココスタ宝満_01_昼食
	2207ココスタ宝満_02_仕事内容
	2207ココスタ宝満_03_在宅作業
	2207ココスタ宝満_04_サークル
	2207ココスタ宝満_05_スケジュール
	2207ココスタ宝満_06_ご利用までの流れ
	2207ココスタ宝満_07_催事出店1
	2207ココスタ宝満_08_催事出店2
	2207ココスタ宝満_09_voice
	2207ココスタ宝満_10_ほーべほうべ
	2207ココスタ太宰府_111概要

