佐賀県難病患者就労支援登録事業所
（平成29年12月19日現在）
事業所名

所在地

ホームページ

1 株式会社 三光

伊万里市大坪町

http://www.sanko.jpn.com

2 ㈱江崎しろあり

佐賀市大財北町

http://ezaki-siroari.esaga.jp/

3 財団法人 佐賀県女性と生涯学習財団

佐賀市天神

http://www.avance.or.jp

4 株式会社 マイケル

小城市三日月町

http://www.maikel1993.jp

5 佐賀畳工業株式会社

佐賀市神野

6 有限会社佐賀情報ビジネス

佐賀市鍋島町

http://www.sib-net.co.jp/

7 株式会社牛津蒲鉾

小城市牛津町

http://ushikama.jp/

8 NPO法人 福祉杏林会宅老所 あんずの郷城内

佐賀市城内

9 株式会社福祉ネットサービス

佐賀市長瀬町

10 グループホームしのぶ園

佐賀市本庄町

11 ㈲介援隊 グループホーム愛らんど

佐賀市蓮池町

12 特定非営利活動法人 楠の木会

佐賀市川副町

13 指定就労移行支援事業所アメリカパン

鹿島市納富分

14

㈱アルペン村就労継続支援B型事業所アドバン
ス

http://taka-house.area9.jp/

鹿島市重ノ木乙

15 済生会 唐津病院

唐津市元旗町

http://www.saiseikai-karatsu.com

16 第一たちばな学園

嬉野市塩田町

http://www.tachibana-kai.or.jp/

17 社会福祉法人 かがやきの丘

嬉野市塩田町

http://www.tachibana-kai.or.jp/

18 株式会社 学映システム

佐賀市鍋島町

http://www.gakuei.co.jp

19 ㈱アイ・エス 伊万里グランドホテル

伊万里市新天町

http://www.igh.jp/

20 株式会社 和多屋別荘

嬉野市嬉野町

http://www.wataya.co.jp/

21 株式会社 エフエム佐賀

佐賀市本庄町

http://www.fmsaga.co.jp

22 株式会社 佐賀新聞

佐賀市天神

http://www.saga-s.co.jp

23 九州電力株式会社佐賀支社

佐賀市神野

http://s.kyuden.co.jp/

24 医療法人 ひらまつ病院

小城市小城町

25 グループホーム ゆとり苑

小城市三日月町

26 株式会社 佐賀丸美屋

佐賀市鍋島町

27 (株）エスエージーエー

鹿島市納富分

28 やまぐち薬局兵庫南店

佐賀市兵庫南

http://www.hiramatsu-hp.or.jp/

事業所名

29 株式会社 マップステーション
30 特定非営利活動法人 ステップ・ワーカーズ
31 (株）オフィス・タカハシ
32 株式会社 サインズ

所在地
佐賀市鍋島町
佐賀市鍋島

佐賀市鍋島町
佐賀市城内

34 株式会社 メディア・プレイス

佐賀市松原

35 光和堂

佐賀市神園

37 株式会社 サンワ環境
38 サイエンスビジネス株式会社
39 株式会社 クリーンセンター

http://www.map-station.co.jp/
http://www14.ocn.ne.jp/~npo-step/

神埼郡吉野ヶ里町 http://www.saga-shop.co.jp/

33 医療法人 金武外科肛門科

36 のぐち屋

ホームページ

http://sainsweb.net
http://www.kanatake.com/

http://kouwado.blog76.fc2.com/

佐賀市大和町
神埼市千代田町
佐賀市新栄

http://www12.plala.or.jp/sanwa-k/
http://www.scienceb.com/

神埼市神埼町

40 西日本総合コンサルタント株式会社

佐賀市久保泉町

http://www.nisicon.co.jp/

41 公益社団法人 佐賀県看護協会

佐賀市久保田町

http://www.saga-nurse.org/

42 株式会社 ミズ

佐賀市水ヶ江

http://www.miz-pharmacy.co.jp/

43 マルヨ醤油

佐賀市諸富町

http://www.morodomi.com/

44 株式会社 精工コンサルタント

唐津市北波多

http://www.seiko-con.com/

45 社会福祉法人 慈恵会

小城市三日月町

http://care-net.biz/41/houjyuen-hp/

46 一般社団法人 佐賀県薬剤師会

佐賀市本庄町

http://www.sagayaku.or.jp/

47 朝日テクノ株式会社

佐賀市大和町

http://www.asahi-tc.jp/

48 株式会社 トップコンサルタント

佐賀市久保泉町 http://www.top-con.com/

49 九州水工設計株式会社

佐賀市鍋島

50 株式会社 有明エンジニアリング

佐賀市若宮

51 株式会社 扶桑エンジニアリング
52 株式会社 神代薬局
53 木村文機株式会社
54 有限会社 石橋商事
一般社団法人 ユニバーサル人材開発研究所

55 ユニカレさが

http://www.ariake-en.co.jp/

伊万里市大坪町 http://www.fuso-eng.co.jp/
佐賀市本庄町

http://www.kumashiro-p.co.jp/

佐賀市駅前中央 http://www.kimurabunki.com/
佐賀市諸富町
佐賀市駅前中央

http://unicolsaga.or.jp

56 一般財団法人 九州道路交通公安財団

佐賀市川副町

http://main.kdkks.com/

57 ケアパートナー佐賀

佐賀市兵庫北

http://www2.carepartner.com/area/saga.html

58 公益財団法人 産業雇用安定センター 佐賀事務所

佐賀市駅南本町

http://www.sangyokoyo.or.jp/

事業所名

59 株式会社 佐賀共栄銀行
60 株式会社 アイエスエフネットライフ佐賀

所在地
佐賀市松原

http://www.kyogin.co.jp/

佐賀市駅前本町

http://www.isfnetlife.com

61 有限会社 八田工作所

佐賀市日の出

62 こうの薬局

佐賀市神野東

63 有限会社 堤薬局

神埼市神埼町

64 医療法人 久和会 和田記念病院

神埼市神埼町

65 医療法人 久和会 和田医院

神埼市神埼町

66 医療法人 久和会 介護老人保健福祉施設 うぶすな

神埼市神埼町

67 野口商事株式会社
68 有限会社 サガ・ビネガー
69 COLORS'
70 医療法人光仁会 西田病院

ホームページ

http://www.wadaiin.com

伊万里市山代町
佐賀市嘉瀬町
佐賀市若宮
伊万里市山代町 http://nishida-hp.jp

71 独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター

嬉野市嬉野町

http://www.resino.go.jp/

72 STUDIO 凛

武雄市武雄町

http://takeostudiorin.jimdo.com/

73 佐賀県在宅生活サポートセンター

佐賀市神野東

http://saga-zautak-seikatu.jo

74 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会

佐賀市鬼丸町

http://www.sagaken-shakyo.or.jp/

特定非営利活動法人 総合相談支援センター

75 キャッチ

鳥栖市宿町

76 有限会社 久米楽器店

佐賀市駅前中央

77 株式会社 山東美建

小城市三日月町 http://santou-biken.com

78 株式会社 アイ．リフル
79 株式会社 ワイビーエム
80 有限会社 松尾総合設計

佐賀市鍋島
唐津市原

www.i-rifull.co.jp
http://www.ybm.jp

鹿島市納富分

81 合同会社 佐賀SBC

佐賀市大財北町

82 社会福祉法人 若楠

鳥栖市弥生が丘 http://www/wakakusu-swc.or.jp/

83 株式会社 コスモエンジニアリング

武雄市朝日町

84 国際技術コンサルタント株式会社

佐賀市久保田町 http://www.kg-conts.jp/

85 オートガレージ江下

佐賀市北川副町 http://garage-e.com

86 事務屋Ｏｆｆｉｃｅ ｅｃｏ 佐賀店

佐賀市木原

http://jimuya.jp

87 綿島康浩陶工房

武雄市若木町

http://watajima.com/

88 へちまや群生舎

武雄市武内町

http://www.hechimayagunseisha.com

