
佐賀県⽴特別⽀援学校就労サポーター企業⼀覧

番号 企業・事業所名 業種等 サポート対象校 登録年度

1 株式会社唐津ケーブルテレビジョン 放送・通信 唐津特別支援学校 H27

2 株式会社笑夢咲夢　夢咲ホームみず穂 介護 伊万里特別支援学校 H27

金立特別支援学校

盲学校

4 有限会社在宅介護お世話宅配便 介護 唐津特別支援学校 H27

5 鳥栖NOK株式会社 ゴム製品製造 ろう学校 H27

6 株式会社ＩＳＮ福祉サービス 養鶏 伊万里特別支援学校 H27

7 特別養護老人ホームそよかぜの杜 介護 伊万里特別支援学校 H27

8 ヤマト運輸株式会社鳥栖支店 運輸・サービス 中原特別支援学校 H27

9 宮本産業株式会社九州工場 製造 中原特別支援学校 H27

10 株式会社キョーワ東脊振営業所 物流 中原特別支援学校 H27

11 株式会社シーエックスカーゴ鳥栖流通センター 物流 中原特別支援学校 H27

12 株式会社佐賀おしぼりリース サービス 大和特別支援学校 H27

13 イオン九州株式会社イオン上峰店 小売 中原特別支援学校 H27

14 医療法人社団如水会　今村病院 医療 中原特別支援学校 H27

金立特別支援学校

伊万里特別支援学校

唐津特別支援学校

うれしの特別支援学校

16 有限会社セイワ 清掃 大和特別支援学校 H27

17 株式会社アイエスエフネットライフ佐賀 障害福祉サービス 盲学校 H27

18 マックスバリュ九州株式会社マックスバリュ鳥栖村田店 小売 中原特別支援学校 H27

19 株式会社ティー・エル・エス 物流 中原特別支援学校 H27

20 福岡運輸株式会社九州配送センター 物流 中原特別支援学校 H27

中原特別支援学校

大和特別支援学校

22
社会福祉法人佐賀キリスト事業団
特別養護老人ホームシオンの園

介護 大和特別支援学校 H27

23 ホテルグランデはがくれ サービス 大和特別支援学校 H27

24 エフピコ愛パック株式会社佐賀工場 製造 大和特別支援学校 H27

25 有限会社東西商店就労継続支援東西食鶏加工 食品加工 大和特別支援学校 H27

26 社会福祉法人西九福祉会　山王福祉工場 サービス 大和特別支援学校 H27

27 株式会社三喜みやき店 小売 中原特別支援学校 H27

28 ホンダカーズ佐賀株式会社 製造 唐津特別支援学校 H27

29 株式会社サンライズ　武雄営業所 介護 うれしの特別支援学校 H27

30 株式会社まいづる百貨店 小売 唐津特別支援学校 H27

31 古賀鍼灸院 医療 盲学校 H27

32 鹿島印刷株式会社 印刷 うれしの特別支援学校 H27

33 有限会社虹ノ松原観光　海浜館 飲食 唐津特別支援学校 H27

34 九州フジパンストアー株式会社 食品 中原特別支援学校 H27

35 特定非営利法人たすけあい佐賀 介護 金立特別支援学校 H27

3 有限会社佐賀情報ビジネス 情報通信・サービス

15 特定非営利活動法人ゆとり　ワークショップ道の家　 障害福祉サービス

21 株式会社村岡屋大和店内　We café さかしめ 飲食

令和４年３月２６日現在

H27

H27

H27



金立特別支援学校

盲学校

大和特別支援学校

伊万里特別支援学校

金立特別支援学校

ろう学校

大和特別支援学校

金立特別支援学校

中原特別支援学校

39 株式会社栄成 医療 盲学校 H27

40 株式会社カシマ美装 サービス うれしの特別支援学校 H27

41 丸秀醤油株式会社 食品 金立特別支援学校 H27

42
一般社団法人佐賀自立支援福祉協会
佐賀よどひめ工房

製造等 金立特別支援学校 H27

43
社会福祉法人友悠会
就労継続支援Ａ型事業所サンフレンド

食品 うれしの特別支援学校 H27

うれしの特別支援学校

伊万里特別支援学校

45 株式会社嬉野観光ホテル大正屋 サービス うれしの特別支援学校 H27

46 株式会社わーくわーく伊万里 農業・サービス 伊万里特別支援学校 H27

47 有限会社伊東養鶏所 農業 伊万里特別支援学校 H27

48 株式会社サカセル伊万里事業所 食品 伊万里特別支援学校 H27

49 医療法人財団友朋会嬉野温泉病院 医療 うれしの特別支援学校 H27

50 浜蒲鉾株式会社 食品 うれしの特別支援学校 H27

51 有限会社あおば 介護 唐津特別支援学校 H27

52 医療法人醇和会有島病院 医療、介護 うれしの特別支援学校 H27

53 医療法人篠田整形外科介護老人保健施設コスモス 介護 うれしの特別支援学校 H27

54 有料老人ホーム白岩の里 介護 うれしの特別支援学校 H27

55 昭和フード株式会社 飲食 うれしの特別支援学校 H28

56 株式会社エースフロンティア 製造等 ろう学校 H28

57 株式会社吉村商店 食料品製造等 唐津特別支援学校 H28

58 唐津農業協同組合 農業等 唐津特別支援学校 H28

59 株式会社唐津魚市場 食料品製造等 唐津特別支援学校 H28

60 有限会社乃市商店 食料品製造等 大和特別支援学校 H28

61 社会福祉法人みんなのお世話 介護 金立特別支援学校 H28

62 株式会社唐房米穀 食料品製造等 唐津特別支援学校 H28

63 東洋美装工業株式会社 サービス 唐津特別支援学校 H28

64 コープさが生活協同組合新栄店 小売 盲学校 H28

65 株式会社真盛 介護 唐津特別支援学校 H28

大和特別支援学校

唐津特別支援学校

うれしの特別支援学校

67 医療法人社団芳香会唐津第一病院 医療、介護 ろう学校 H28

68 有限会社二鶴堂佐賀工場 食料品製造等 ろう学校 H28

69 株式会社シーエックスカーゴ鳥栖冷凍流通センター 物流 中原特別支援学校 H28

70 ヤマト運輸株式会社佐賀物流システム営業所 運輸・サービス 中原特別支援学校 H28

株式会社マリーズハウス

特定非営利法人大和忠誠会
就労継続支援Ａ型事業所ルチア

小売

44 エーアール株式会社

66 株式会社スーパーモリナガ

農業、食品

食品

農業、食品

製造等

36
社会福祉法人もやいの会障害者支援センターまや
就労継続支援Ａ型事業所まやグリーンハウス

38

37 H27

H27

H27

H28

H27



71 鳥栖倉庫株式会社 物流 中原特別支援学校 H28

72 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 医療、介護 ろう学校 H28

ろう学校 H28

うれしの特別支援学校 R01

74
社会福祉法人たちばな会養護老人ホーム
伊万里向陽園

介護 伊万里特別支援学校 H28

75 社会福祉法人たちばな会チョボラ伊万里店 飲食等 伊万里特別支援学校 H28

76 フェルマ木須 農業等 伊万里特別支援学校 H28

77
社会福祉法人紀水会
特別養護老人ホームなかばる紀水苑

介護 中原特別支援学校 H29

78 旭食品株式会社九州中央支店 食料品製造等 中原特別支援学校 H29

79 訪問マッサージすずの気治療院 医療 盲学校 H29

80 有限会社エトワール・ホリエ 食料品製造等 ろう学校 H29

81 ダイレックス株式会社 小売 うれしの特別支援学校 H29

82 有限会社とらやクリーニング サービス 唐津特別支援学校 H29

83 株式会社アライバル 医療 盲学校 H29

84 株式会社ハートコープさが サービス・リサイクル 中原特別支援学校 H29

85 株式会社佐賀ブロイラー 食品加工 大和特別支援学校 H29

86 有限会社堀江製パン 食品 うれしの特別支援学校 H29

87 小島食品工業株式会社 食料品製造等 伊万里特別支援学校 H29

88 一般社団法人肥前ものづくり七福神 製造等 伊万里特別支援学校 H29

89
株式会社紀文フレッシュシステム
西日本物流統括部九州営業部

物流 中原特別支援学校 H29

90
有限会社フレンドリー
有料老人ホーム ナーシングホーム華

介護 大和特別支援学校 H29

大和特別支援学校

うれしの特別支援学校

大和特別支援学校

中原特別支援学校

うれしの特別支援学校

93 株式会社ヨコヤマ 食料品製造等 唐津特別支援学校 H30

94 三栄興産株式会社 食料品製造等 唐津特別支援学校 H30

95
社会福祉法人恩賜財団済生会
特別養護老人ホーム・ケアハウスめずら荘

介護 唐津特別支援学校 H30

96
佐賀県医療生活協同組合
医療生協デイサービスやまもと

介護 唐津特別支援学校 H30

97 メック株式会社 製造 大和特別支援学校 H30

大和特別支援学校

中原特別支援学校

99 四季彩ホテル　千代田館 サービス 大和特別支援学校 H30

100
社会福祉法人嬉野町社会事業助成会
特別養護老人ホーム「うれしの」

介護 うれしの特別支援学校 H30

101
社会福祉法人誠和福祉会
特別養護老人ホーム御船荘

介護 うれしの特別支援学校 H30

102
昭和フード株式会社
マクドナルド伊万里店

飲食 伊万里特別支援学校 H30

103 株式会社いこいの里佐賀 介護 伊万里特別支援学校 H30

104 旭九州株式会社 製造 うれしの特別支援学校 H30

105
医療法人雄邦会
介護老人保健施設たんぽぽ

介護 うれしの特別支援学校 H30

73 株式会社Aコープ九州 小売

98 アートキャンディ株式会社 製造 H30

91 株式会社竹下コーポレーション サービス H30

92 ヤマト運輸株式会社佐賀主管支店 運輸・サービス H30



106
社会医療法人祐愛会
介護老人保健施設ケアコートゆうあい

介護 うれしの特別支援学校 H30

107 有限会社中村電機工業 製造 うれしの特別支援学校 H30

108 株式会社アシスト佐賀 農業、食品 うれしの特別支援学校 H30

109
医療法人うれしの
福田病院

医療、介護 うれしの特別支援学校 H30

110 ＩＭＡＲＩ株式会社 製造 伊万里特別支援学校 H30

111 佐賀グリコ乳業株式会社 製造 ろう学校 R０１

112 株式会社 佐賀新聞社 新聞業 ろう学校 R０１

113 株式会社フランソア 佐賀工場 製造 ろう学校 R０１

伊万里特別支援学校 R０１

ろう学校 R０３

115 バッケンハイムボルガ ベーカリー、カフェ 大和特別支援学校 R０１

116 富栄海運有限会社　唐津営業所シーボーン昭徳 水産物加工販売 唐津特別支援学校 R０１

117 訪問マッサージKEiROW佐賀中央ステーション 療術業 盲学校 R０１

118 多久製網株式会社 漁網製造 唐津特別支援学校 R０１

119 株式会社アイ・エス サービス 伊万里特別支援学校 R０１

120 有限会社ムーラン・ルージュ 製造、食品 大和特別支援学校 R０１

121 株式会社リブワン こころの杜 介護 うれしの特別支援学校 R０１

122 医療法人淨心会園田病院 医療 うれしの特別支援学校 R０１

123 佐藤食品工業株式会社佐賀工場 食品 うれしの特別支援学校 R０１

124 特別養護老人ホーム 花のみね弐番館 介護 中原特別支援学校 R０１

125 ヤマキ製菓株式会社 小城工場 菓子製造業 大和特別支援学校 R０１

126 株式会社佐賀青果市場 青果物卸売業 大和特別支援学校 R０１

127 有限会社佐賀ステリィサービス　ふくふくの里 介護・福祉 伊万里特別支援学校 R０２

128 アイケア株式会社 介護 伊万里特別支援学校 R０２

129 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 放送・通信 伊万里特別支援学校 R０２

130 株式会社ラジカルラボ九州 製造業 唐津特別支援学校 R０２

131 小糸九州株式会社 製造業 ろう学校 R０２

132 特定非営利活動法人life プロップ佐賀 障害福祉サービス ろう学校 R０２

133 社会福祉法人ナイスランド北方　杏花苑 介護・福祉 うれしの特別支援学校 R０２

134 株式会社Hyakuta 木工製造業 うれしの特別支援学校 R０２

135 ピップ株式会社 物流第三部 九州物流センター 物流 中原特別支援学校 R０２

136 伊藤ハムウエスト株式会社 製造業 中原特別支援学校 R０２

137 中原製菓株式会社 菓子製造業 大和特別支援学校 R０２

138 社会福祉法人清水福祉会　いわまつ保育園 児童・福祉 大和特別支援学校 R０２

139 社会福祉法人清水福祉会　介護老人保健施設　蛍水荘 介護・福祉 大和特別支援学校 R０２

140 株式会社ニューオータニ九州　ホテルニューオータニ佐賀 宿泊業 大和特別支援学校 R０２

114 ありた株式会社 食鳥肉処理



141 社会福祉法人あんず鍋島　多機能型事業所WAN 障害福祉サービス 大和特別支援学校 R０２

142 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート 小売 大和特別支援学校 R０２

143 株式会社匠の森住宅 建設、不動産 金立特別支援学校 R０２

144 株式会社 香蘭社 陶磁器製造 伊万里特別支援学校 R０２

145 株式会社 友愛石油 燃料小売 伊万里特別支援学校 R０２

146 株式会社農業法人 白石 農業、卸売 うれしの特別支援学校 R０２

147 医療法人天心堂 志田病院 医療、福祉 うれしの特別支援学校 R０２

148 有限会社牧瀬工業 グループホームこころ 介護・福祉 伊万里特別支援学校 R０２

149 株式会社トヨタレンタリース佐賀 自動車賃貸業 ろう学校 R０３

150 アイケア株式会社 アイケア東唐津 介護業 ろう学校 R０３

151 共立エレックス株式会社 製造業 ろう学校 R０３

152 株式会社ケアフル・ケア 介護業 ろう学校 R０３

153 公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構 建設行政の補完・支援 金立特別支援学校 R０３

154 株式会社江口農園 農園芸 うれしの特別支援学校 R０３

155 株式会社サニックス 製造業 うれしの特別支援学校 R０３

156 協業組合九州ロジテックカーゴ 運輸・物流 うれしの特別支援学校 R０３

157 社会福祉法人慈光会 障害・介護福祉 伊万里特別支援学校 R０３

158 株式会社山億 贈答物製造販売 伊万里特別支援学校 R０３

159 早田株式会社 事務用品販売 伊万里特別支援学校 R０３

160 九州海陸運輸株式会社 通関業 伊万里特別支援学校 R０３

161 太洋商事株式会社 ホテル業 伊万里特別支援学校 R０３

162 一般社団法人ハートサポート  チャイルドハートたいよう 障害児福祉サービス 伊万里特別支援学校 R０３

163 合同会社佐賀ＳＢＣ 総務事務代行、清掃業務代行 中原特別支援学校 R０３

164 一般社団法人れんこん 食品 中原特別支援学校 R０３

165 フランスベッド株式会社 鳥栖サービスセンター メンテナンス 中原特別支援学校 R０３

166 特定非営利活動法人風のつばさ 地上のほし 食品 中原特別支援学校 R０３

167 株式会社クラウンパッケージ 九州事業所 製造 中原特別支援学校 R０３


