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新たな自閉症支援を構築する 

オフィスぼん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オフィスぼんとは 

・自閉症スペクトラムの子どもたちとその家族

の暮らしをトータルにサポートするために、

「天才塾bon」「bonキッズ」「bonワークス」

を運営する合同会社です。 

・既存の枠組みにとらわれず、当事者と支援者、

地域社会が真に必要とするものを追及し、新

しい自閉症支援の仕組みと在り方を構築して

いきます。 

（2017 年度版） 
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●私たちが大事にしていること 

☆一人ひとりの子どもを尊重し、現在と将来の生活にとって意味のある教育と支援をお

こなっていきます。 

☆自閉症の特性をより良く理解し、子どもの得意なことを活かし、苦手なことを補うこ

とで、一人ひとりにあった教育と支援の方法を導きだします。  

☆常に家族とともに考え、連携して取り組んでいきます。 

☆自閉症スペクトラムの子どもと家族をとりまく地域社会に対して積極的に働きかけ、 

子どもたちが暮らしやすい社会の実現に貢献します。  

☆オフィスぼんの事業運営を通して、次世代につながる支援者の養成に努めます。 

●沿革 

2006 年（H18 年）1 月  天才塾 bon 谷町教室を開設 

2009 年（H21 年）1 月  合同会社オフィスぼん設立  

2011 年（H23 年）10 月 天才塾 bon 富田林教室を開設  

2012 年（H24 年）7 月   天才塾 bon 武庫之荘教室を開設  

2013 年（H25 年）7 月  bon キッズ谷町を開設 

2014 年（H26 年）5 月  bon ワークス西宮を開設 

                 ＊天才塾 bon 武庫之荘教室を閉鎖。塾機能を bon

ワークス西宮に附置（天才塾 bon 西宮教室） 

 2014 年（H26 年）7 月  bon キッズ北堀江を開設 

 2016 年（H28 年）4 月  bon ワークス枚方を開設 

 2016 年（H29 年）9 月  天才塾 bon 谷町教室を閉鎖 

＊有料サービス bon キッズプラスを創設   

●合同会社オフィスぼん 組織体制 

 

代表社員 

＋ 

戦略ミーティング 

（事業運営会議） 

 自閉症の子どもたちの 

 プライベートスクール 

 ・富田林教室 

 ・西宮教室 

 自閉症に特化した児童デイサービス 

 「bonキッズ」 

  （大阪市専門療育事業受託） 

 ・bonキッズ谷町 

 ・bonキッズ北堀江 

 地域の成人期自閉症支援 

 を担う通所事業所 

 「bonワークス」 

 ・bonワークス西宮 

 ・bonワークス枚方 
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☆自閉症スペクトラムの子どもたちのためのプライベートスクールです。 

☆自閉症スペクトラムのお子さんで、定期的に通塾できる方（概ね３歳～２０歳）。 

☆入塾を希望する方はオフィスぼんまたは各教室に連絡を入れ、お子さんと一緒に事前面談

にお越しください。面談の時間は約 50 分です（無料）。 

・塾のプログラム内容や費用などを確認します。 

・お子さんの様子や、どのようなサービスを希望しているかお話しください。 

・お子さんにも塾を見ていただき、塾に通うことを確認してください。 

☆入塾申込み用紙に必要事項を記入し各教室に提出してください。正式に入塾が決定します。 

・開塾日を確認して、月単位で次月･次々月の予約をお入れください（先約制）。 

・通塾には原則保護者が同伴してください。 

・月毎に利用料（月謝）をお支払いください。 

☆利用年限は特にありません。天才塾 bon では可能な限り中長期にわたる支援をおこない

たいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天才塾 bon 富田林教室 

（塾長：宮本敦子） 

 

〒584-0036 富田林市 

甲田３丁目 7-22-109 

TEL/FAX：0721-26-7470 

天才塾 bon 西宮教室 

（塾長：譲田和芳） 

 

〒662-0863 西宮市 

室川町 5 丁目 15 レッツ 202 

TEL/FAX：0798-74-0302 

近鉄河内長野線 

川西駅から徒歩5分 

 

 西宮教室につきましては、

「bon ワークス西宮」の地

図をご確認ください。 

☞15 ページ 

 

阪急・阪神バス 

市民運動場前から徒歩 3 分 
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◆天才塾 bon サービスメニュー（2017 年 6 月現在）◆ 

   ✳「個別相談」「フリースペース」「訪問支援」は 2 枠まで利用可／料金は消費税込みです 

 

＜個別相談＞ 

・保護者、お子さん、担当支援者・教師等からのさまざまな相談に応じます。 

・保護者とお子さんお二人での相談や、前後半に分かれて個別に相談することも可能です。 

＜個別学習＞ 

・マンツーマンで個別化された学習プログラムを提供します。保護者と評価情報を共有し、ご家

庭や学校での効果的な教育と支援方法を検討します。 

＜フリースペース＞ 

 ・自立通所ができる中学生以上の塾生を対象に、空き教室を自由に使えるようにします。自習や

余暇活動、スタッフワークの体験などに活用してください。 

＜グループ活動＞                

・ゲームや調理、外出など、小集団で楽しく過ごす活動を提供します（１グループ２～４名）。 

＜訪問支援＞ 

・保護者、施設、学校等のご要望に応じてご家庭や所属先にスタッフが訪問します。現場での助 

言・指導、ケースカンファレンスへの参加、職員研修等にも対応します。 

＜評価セッション＞＜心理検査＞ 

・お子さんの状態にあわせた評価キットを使った評価セッションや、TTAP・PEP などの心理検

査を実施します。簡易レポート付き。 

＜レポート作成＞ 

 ・お子さんの塾での様子や今後の過ごし方についてレポートを作成し、保護者に提供します。 

＜フレンドシップパートナー＞  

・天才塾 bon に通塾しているお子さんを対象に、家庭や地域での活動（家庭学習、家事や買い物

など）を支援するホームティーチングスタッフ「フレンドシップパートナー」を紹介します。

天才塾 bon が継続してバックアップをおこないます（半年間、更新可）。 

サービスメニュー Ｓ（塾長対応） A（療育スタッフ対応） 

個別相談（30 分）✳ 4000 円 2000 円 

個別学習（60 分）  10000 円 6000 円 

フリースペース（60 分）✳ － 2000 円 

グループ活動（90 分） 10000 円（複数対応） 

訪問支援（60 分）✳ 交通費別 15000 円 10000 円 

評価セッション（90 分） 20000 円 15000 円 

心理検査（120 分） 35000 円 － 

レポート作成（A4、2 枚程度） 4000 円 2000 円 

フレンドシップパートナー（90 分） 
パートナー謝礼 5000 円/回  交通費別 

コーディネート料 1000 円/回 
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●天才塾 bon に関するよくある質問 

Q1 個別学習とグループ活動では、どちらがいいのですか？ 

A2 新しく天才塾 bon を利用される方は個別学習からスタートしていただき、子どもへの

理解を深め個別の支援を組み立てていきます。その後、本人の特性や家族の希望を踏まえ、

グループ活動や他のサービス利用を検討していきます。グループ活動はテーマ別に開催し

ますので、必要に応じてお申込みください。 

 

Q2 個別学習では子どものスキルアップがねらいではないのですか？ 

A2 現在、個別学習を利用されている方の多くは、概ね月に１回の頻度です。場合によっ

ては週１回や 2～3 ヶ月に１回の利用の方もおられます。 

天才塾 bon では、子どもに集中的なトレーニングをおこなったり性急なスキルアップ

を求めたりはしません。天才塾 bon が大事にしているのは、子どもの学習スタイルと評

価情報を家族と支援者が十分に共有し、日々の生活の中で自閉症理解に基づいた必要な支

援が提供されていくことです。セッションの様子を家族がすぐそばで見ていただき、その

場で説明をしていきます。教材や支援グッズを家庭で使ってみることや、カメラやビデオ

でお子さんの様子を撮っていただくことも可能です。本人・家族が了解すれば、学校の先

生や施設の担当者が見学に来られることもよくあります。天才塾 bon での構造化された

指導によって、子どもは着実にできることが増え、結果的にスキルも向上していきますが、

それは副次的な産物です。子どもに過度のストレスを与えたり何度も失敗経験を持たせた

りして学習することが嫌いにならないよう、子どもが楽しく参加できることを大切にして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 天才塾 bon は何歳から利用可能ですか？ 終了の年限はありますか？ 

A3 対象年齢は３歳から 20 歳までとしていますが、2 歳児から利用している方や、ふだ

んは福祉施設に通っている成人の方も利用しています。利用に関して特に終了年限を決め

ているわけではありません。可能な限り、無理のない範囲で利用していただければと思っ

ています。もちろん、さまざまな事情で利用を終了される方もおられますが、その場合も

いつでも再開可能です。 
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Q4 具体的にセッションの様子を教えてください。 

A4 個別学習を例にして、一般的なセッションの流れを説明します。活動エリアは、＜休

憩・遊び＞＜一人で勉強＞＜先生と勉強＞＜おやつ＞＜トランジションエリア＞などに分

かれています。＜一人で勉強＞は自立課題に取り組みます。＜先生と勉強＞では１：１課

題やゲームなど対人交渉が必要となる活動をおこないます。＜おやつ＞ではおやつを通し

てコミュニケーションの機会を設けます。＜休憩・遊び＞は自由時間を一人でゆっくり過

ごすことや、スタッフと余暇活動を楽しむ場にしています。＜トランジションエリア＞は

スケジュールを確認する場所で、個別のスケジュールを使って自分で活動をこなしていけ

るようにしています。 

  

＜休憩・遊び＞              ＜一人で勉強＞  

 

＜トランジションエリア＞          ＜おやつ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回のセッションは約 1 時間です。子どもによっては、

＜コンピューター＞や＜買い物＞＜食器洗い＞＜先生と話

をする＞などの活動を用意することもあります。 

 セッションの様子は親がそばで見ることができ、実際に

教えてみることもあります。親がそばにいないほうがいい

場合は、別の場所で個別相談をおこない、あとでスタッフ

が取り組みの様子を報告します。写真やビデオで取り組み

の様子を記録されてもかまいません。 
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≪FAX 番号≫ 

・0721-26-7470（富田林教室） 

・0798-74-0302（西宮教室） 

 

◆天才塾 bon 事前面談(無料)申込み用紙◆ 

 

・天才塾 bon の利用を希望される方は、下記の欄に必要事項をご記入の上、郵送または

FAX でオフィスぼん（または各教室）にお送り下さい。折り返し、事前面談の日時と

場所を調整させていただきます。事前面談の費用は無料です。 

・面談時間は約 50 分です。原則、ご希望の教室で面談させていただきます。 

・なるべくお子さん同伴でお越しください。塾の案内・サービスの説明と、保護者・お子

さんの希望を確認させていただきます。 

 

記入日：    年  月  日 

保護者氏名（ふりがな） 

  

 

TEL: 

FAX: 

e-mail:  

連絡先住所  〒 

 

 

 

お子さんの年齢･性別と最近の様子 

 

「天才塾 bon」での希望内容 

□富田林教室 □西宮教室 

 

□個別学習    □個別相談 

□グループ活動  □評価セッション 

□その他（              ） 

 

具体的に・・・ 

面談希望日 

    月   日（  ）    時ごろ 

    月   日（  ）    時ごろ 

その他： 

平日 AM / 平日夕 / 休日 AM / 休日夕 

 

各教室より、日程調整の連絡をいたします。 

            ※この用紙は、個人情報保護法にのっとり、目的外には使用いたしません。 

 

e-mail：zyukubon@gmail.com 

＊スタッフが常駐しておりませんので、なるべくメールでお問い合わせください。 

mailto:zyukubon@gmail.com
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●「bon キッズ」とは 

☆障害児通所支援事業（児童発達支援・放課後等デイサービス）の事業所です。 

・発達障害に特化したデイサービスで、「大阪市発達障がい専門療育機関」を受託しています。 

・専門療育では、１年間の療育セッション（概ね月 2 回）と保護者研修（全 10 回）を４つ

のステージに分け、系統的にプログラムを進めていきます。 

・専門療育以外の枠で、一般の児童デイサービスと有料サービスの bon キッズプラス、そし

て保育所等訪問支援事業をおこなっています。 

 

●週間利用モデル（利用者・事業所の事情にあわせて時間帯を調整することがあります） 

 月～金 土（プラスは日/祝にも開催することあり） 

10:30～11:30 専門療育セッション① 一般の児童デイ／bon キッズプラス 

13:30～14:30 専門療育セッション② 一般の児童デイ／bon キッズプラス 

15:00～16:00 専門療育セッション③ 一般の児童デイ／bon キッズプラス 

16:30～17:30 専門療育セッション④ 一般の児童デイ／bon キッズプラス 

保育所等訪問支援事業は、営業日に随時対応します（1 回 1 時間程度の訪問） 

営業日：月曜日～土曜日 10:00～18:00 （土曜日は月 1～2 回営業、日は休み） 

    

                               
bon キッズ谷町 bon キッズ北堀江 
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●大阪市発達障がい専門療育の対象者と年間プログラム 

☆大阪市内に居住し、医療機関で「自閉症スペクトラム」「広汎性発達障害」「アスペルガー

症候群」等の診断を受けた 3 歳～小学校 3 年生の子どもとその保護者。定員各 40 名。 

・専門療育の利用希望登録申込書を、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター発

達障がい者支援室に提出してください。利用希望名簿に登録されると、順次、専門療育機

関の事業所説明会等の案内が届けられます。 

 

 

 

 

☆障害児通所支援事業（児童発達支援または放課後等デイサービス）の受給者証が必要とな

ります。 

 

 
 

子ども【療育セッション】 親【同席、保護者研修会】 

１

年

間

の

プ

ロ

グ

ラ

ム 

１ステージ 

評価と個別セッション 

教室の活動に慣れる 

自立課題と１：１課題 

コミュニケーションプログラム 

自閉症の理解 

評価の方法 

個別化の視点 

支援スタッフとの協力 

２ステージ 
グループ活動を取り入れる 

余暇、家事活動の組み立て 

個別プログラム 

（PLAN-DO-SEE のサイクル） 

３ステージ 
プログラムを教室から外に般化さ

せていく（地域活動へ） 

活動の組み立て 

自立課題の作成と教授 

４ステージ 家庭教育、学校教育への引き継ぎ 家庭・学校での実践へ 

・専門療育期間は、9 月～翌年 8 月までの 1 年間です。 

・bon キッズ利用終了後、希望者は一般デイ、保育所等訪問支援または bon キッズプラス

で継続してフォローします。別途、利用契約の手続きが必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立課題 コミュニケーション 

（おやつの場面） 

余暇活動（ゲーム） 

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 発達障がい者支援室 

〒547-0026 大阪市平野区喜連西 6-2-55   

TEL：06-6797-6560 
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●保護者研修会（専門療育事業） 

☆大阪市発達障がい専門療育事業の対象となっている保護者向けのプログラムです。 

 

 保護者研修会 内容  ＊講師等によって変更することがあります 

第 1 回 専門療育事業のねらい 専門療育事業の目的とプロセスを確認する 

第 2 回 自閉症の特性 自閉症の特性を確認し、子どもの捉え方を整理する 

第 3 回 評価 評価のポイントと個別プログラムの考え方 

第 4 回 ゲストトーク 先輩の親御さんや当事者・支援者の話 

第 5 回 サポートブック 「子どものプロフィール」の解説と書き方 

第 6 回 行動の理解 困った行動の原因・理由を整理し、予防を検討する 

第 7 回 家庭での過ごし方 家庭での具体的な対応事例、アイデア 

第 8 回 支援の工夫① 構造化のアイデアの説明と紹介 

第 9 回 支援の工夫② 構造化のアイデアを実生活や学習に活かす 

第 10 回 
社会資源の活用、学校との

連携 
福祉サービスや学校との連携について 

 

●「子どものプロフィール」の作成（専門療育事業） 

☆1 年間の専門療育のまとめとして、「子どものプロフィール」を作成します 

☆本人の特性を正しく理解し、今後の家庭生活や学校生活に向けて、どのような支援が必要

かを明らかにします 

☆周囲の関係者向けの、サポートブックの役割も果たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●専門療育以外の一般の児童デイサービス 

・bon キッズ谷町/bon キッズ北堀江と個別に契約してください。障害児通所支援事業（児

童発達支援または放課後等デイサービス）の受給者証が必要となります。 

・利用時間等は、大阪市発達障がい専門療育を優先させていただきます。 
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●bon キッズプラス 

・bon キッズが提供する有料サービスです（概ね 3 歳～20 歳）。 

・利用を希望される方は、事前面談申込み用紙に必要事項を記入し、

利用を希望される事業所（bon キッズ谷町または bon キッズ北堀

江）に FAX または e-mail でお申込みください。折り返し、事業

所から、事前面談の日程調整のご連絡をさせていただきます。 

・お申込みは随時受付ておりますが、利用希望者が多数の場合はすぐに利用できない場合が

ございますので、ご了承ください。 

・主に土曜日・日曜日に開催。原則、保護者同伴でお願いします。 

 

☆サービスメニュー（2017 年 6 月現在） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆bon キッズプラス 事前面談申込み用紙◆ 
  年   月   日 

※この用紙は、個人情報保護法にのっとり、目的外には使用いたしません。 

療育セッション 6000 円/60 分 個別またはグループでの活動 

個別相談 2000 円/30 分 保護者・本人の相談に応じます（2 枠可） 

評価セッション 15000 円/90 分 評価キットを使った簡易評価（レポート付き） 

保護者氏名 
ふりがな  

                           

連絡先 

〒   －    

 

TEL（   ）    －    ／FAX（   ）    －     

e-mail 

本人の概要 男・女   年齢（    歳） 診断名（             ） 

現在の所属 

（学校等） 

 

 

障害者手帳 □なし □療育（    ） □精神（   級） □その他（    ） 

本人の様子 

希望するサービス 

 

 

 

 

 

通信欄 
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●「bon ワークス」とは 

☆成人期の障害福祉サービス（生活介護・自立訓練（生活訓練））の事業所です。 

☆移動支援・行動援護や相談支援事業所等と積極的に連携し、暮らし全般にわたって、ロン

グライフサポートを念頭において支援していきます。 

☆給食サービスあり、エリア内送迎サービスあり（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

●対象者 

☆主に、在宅またはグループホームに居住する 18 歳以上の自閉症・発達障害の方を支援し

ます（定員 20 名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんな方も利用しています 

・行動障害が激しく、他事業所では対応が困難だった。 

・行き場が見つからず、長く在宅生活をされていた。 

・複数の福祉サービスを利用しているが、統一された支援が提供されていない。 

・将来の地域就労を目指して、生活の立て直しをおこなっている。 

生活介護 障害支援区分 3 以上（50 歳以上は 2 以上）、利用年限なし 

自立訓練（生活訓練） 区分に関係なく利用できます、利用年限原則 2 年 

成人期の自閉症・発達障害に特化した通所支援サービス 

個々のニーズに応じた日中活動と個別支援プログラムの提供 

地域の自閉症支援のモデル的な役割を果たす 
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●活動内容 

 

●ジョブサークル 

☆bon ワークス枚方では、中・高生や在宅成人の自閉症の方を対象に、実習体験プログラ

ム「ジョブサークル」を随時開催しています（5000 円/10:00-12:00 または

14:00-16:00）。希望者は直接 bonワークス枚方にご連絡ください（送迎サービスはあ

りません）。TEL：072-804-5110   FAX：072-804-5111 

e-mail：bonworkshirakata@gmail.com 

 

●アクセス 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

クラフト 利用者が主体的にかかわれる活動で、将来、販売に

つながるもの：紙袋・組み紐・刺繍など 

受注作業 一般企業等からの下請け、リサイクル：タグ付け・

ガス報知器や電線の解体作業など 

評価キット 

作成 

自閉症 e サービスの評価キットの作成・販売：評価

課題の作成（カード作り、材料のセットなど）・在

庫確認・材料の買い出し・補修作業・配送など 

余暇・地域 

活動 

作業だけでなく、余暇活動や地域活動のプログラム

を実施し、利用者の生活全体の充実を図ります：運

動やスポーツ、クッキング、清掃など、個別活動や

グループ活動を個々に合わせて提供します 

bon ワークス西宮 

 

 

bon ワークス枚方 
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●評価キットの販売・貸出 

☆bonワークス西宮では、自閉症ｅサービスオリジナルの「評

価キット」を制作・販売・貸出しています。「評価キット」

は、自閉症スペクトラムの方の状態を把握し、得意なこと

や強みを把握するだけでなく、どういったところに具体的

な配慮やサポートが必要かを確認するために活用いただけ

ます。個別支援プログラムの立案やいわゆる問題行動への対応を考える時にも有効な評価

情報が得られます。実施マニュアルも付録していますので、初めての方でも取り組みやす

くなっています。青年・成人期の「Ａ」シリーズと、幼児・学齢期の「Ｂ」シリーズがあ

ります。 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆評価キット 申込み用紙◆ 

 

申込者の氏名（ふりがな） 事業所等の名称 

ご希望の評価キットにチェック☑をお願いします。 

 ☐A1（青年・成人期、重度知的障害）   ☐A2（青年・成人期、中軽度知的障害） 

 ☐B1（幼児・学齢期、重度知的障害）   ☐B2（幼児・学齢期、中軽度知的障害） 

※料金は各キットそれぞれ¥35,000-（税込、送料別） 

訪問サービスの希望 □あり  □なし 

bon ワークス西宮のスタッフが評価キットの使い方を実地指導します（有料） 

評価キットの送り先と連絡先 

住所：〒 

TEL：                 e-mail： 

受取者の氏名： 

 

【bon ワークス西宮】 

  TEL/FAX：0798-74-0302 ｅ-mail：bonworks2014@gmail.com 

評価領域 主な内容 

理解レベル 文字や名称、数字や色・形、時間や標識、お金の理解 

職業・学習スキル 組み立て、道具の使用、指示書の使用、流れ作業 

対人行動 挨拶、作業の追加や中断、食事マナー、周囲の刺激 

余暇 一人で過ごす、二人でゲーム、その他趣味 

コミュニケーション 自己紹介、要求、言語指示、状況の説明 

システム スケジュール、ワークシステム、タイマーの使用 

mailto:bonworks2014@gmail.com
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●見学・インターンの受け入れ 

☆合同会社オフィスぼんは、自閉症支援の担い手を積極的に受け入れ、支援現場における人

材育成に力を入れています。 

・見学・インターンを希望する方は、天才塾 bon、bon キッズ、bon ワークスの各事業所

に直接ご連絡ください。 

・インターンに関しては事前面接の後、場所・日程等を調整いたします（無料）。 

 

●スタッフの採用についいて 

☆多様な働き方を用意し、誰もが働きやすい職場環境に努めています。 

就労タイプ 役割・業務内容 勤務条件 

協力スタッフ 有償ボランティア（随時） 半日 3000 円、1 日 5000 円の謝礼 

非常勤契約 アシスタント（週 1～） 時給 1000 円～、一時金、交通費支給 

常勤契約 現場スタッフ、事務スタッフ 時給 1100 円～、手当、賞与、交通費支給 

正職員 

（常勤） 

現場スタッフ、事務スタッフ 

幹部職員 

初任給 18 万円（大卒）、手当、賞与 

交通費支給、フレックス勤務制 

・例年、昇給をおこなっています。 

・発達障害のスタッフ（障害者手帳あり）を 5 名雇用しています（2017 年 4 月現在）。 

☆スタッフの募集状況については、オフィスぼんのホームページ、または各事業所に直接ご

連絡いただき、最新情報をご確認ください。 

「オフィスぼん」ホームページ  http://office-bon.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bon ワークス西宮 

天才塾 bon 西宮教室 

オフィスぼん本部 

bon キッズ谷町 

bon キッズ北堀江 

bon ワークス枚方 

天才塾 bon 

富田林教室 
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◆事業所一覧（2017 年 4 月現在）◆ 

本部 合同会社オフィスぼん 

 〒542-0062 大阪市中央区上本町西 3 丁目 3-28 

TEL/FAX：06-6764-5611 

ｅ-mail：zyukubon@gmail.com  

ＨＰ http://office-bon.com/ 

 

天才塾 

bon 

天才塾 bon 富田林教室 

〒584-0036 富田林市甲田３丁目 7-22-109 号室 

TEL/FAX：0721-26-7470 

天才塾 bon 西宮教室 

※住所・電話・FAX は「bon ワークス西宮」と同じ 

天才塾 bon へのメールはすべてこちらへ  ｅ-mail：zyukubon@gmail.com 

 

bon 

キッズ 

bon キッズ谷町（障害児通所支援事業） 

  〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 3 丁目 5-21  

小畑第２ビル 403 号室 501 号室 

TEL/FAX：06-6765-5539 

e-mail：bonkids2013@gmail.com 

bon キッズ北堀江（障害児通所支援事業） 

  〒550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 12-31 

              ウエストリヴィエール 204 号室 

  TEL/FAX：06-4390-4171 

  e-mail：bonkidskitahorie@gmail.com  

 

bon 

ワークス 

 

bon ワークス西宮（生活介護・自立訓練事業） 

  〒662-0863 西宮市室川町 5 丁目 15 レッツ 202 号室 

TEL/FAX：0798-74-0302  

  ｅ-mail：bonworks2014@gmail.com 

bon ワークス枚方（生活介護・自立訓練事業） 

〒573-0032 枚方市岡東町 14-20 202 号室 

TEL：072-804-5110 FAX：072-804-5111 

  ｅ-mail：bonworkshirakata@gmail.com 

いずれの事業所も専用の駐車スペースはございませんので、お車でお越しの際はお近くの有料駐車場

をご利用ください。  

tel:06-6764-5611
mailto:zyukubon@gmail.com
mailto:zyukubon@gmail.com
mailto:bonkids2013@gmail.com
mailto:bonworks2014@gmail.com
mailto:bonworkshirakata@gmail.com

