障害者就職面接会参加事業所情報【最終】
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会社の特長・事業内容

1 佐賀 株式会社 佐賀銀行

佐賀市唐人２丁目７－２０

一般銀行業

2 佐賀 株式会社 佐賀共栄銀行

佐賀市松原４丁目２－１２

銀行業

3 佐賀 小糸九州 株式会社

佐賀市久保泉町上和泉１５８０ 自動車用照明機器の製造・
－６
販売

4 佐賀 中央警備保障 株式会社

機械警備・ホテル等の施設
佐賀市高木瀬東３丁目３－１０ 警備及び建築工事の車両誘
導警備など

5 佐賀 ALSOK佐賀 株式会社

佐賀市松原1丁目３－５
ゼロワンビル2階

6 佐賀 佐川急便 株式会社

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4 宅配便など各種輸送に係る
丁目１２－５
事業

ＡＬＳＯＫのグループ会社で
す
機械警備を中心とした警備
業

佐賀市卸本町６－１

コグニティブコンピューティン
グ
ＩＢＭ Ｗａｔｓｏｎ 活用事業
医療教育システム
セミナー中継事業

佐賀市鍋島町蛎久１３１３

特別養護老人ホーム・老人
短期入所事業・老人ディサー
ビス事業 訪問看護事業 居
宅介護支援事業

佐賀市本庄町大字本庄２６９
－１

病院、デイケア・訪問看護・
グループホーム、有料老人
ホーム・居宅支援事業所・ク
リニック・訪問看護

10 佐賀 株式会社 学映システム

佐賀市鍋島町大字森田９０２

コンピュータ教育システム・
教育施設設備機器・ＯＡ機
器・ＡＶシステムの販売

シダックス大新東
11 佐賀
ヒューマンサービス 株式会社

小城市牛津町柿樋瀬１０６２－ 社会サービス事業
１－２Ｆ
アウトソーシング事業
ショッピングプラザセリオ内
一般労働者派遣事業

12 佐賀 株式会社 よからいふ

佐賀市川副町犬井道８９２－１

13 佐賀 トヨタ紡織九州 株式会社

自動車用内装部品の製造
佐賀市神埼市神埼町鶴１６００ （トヨタ車のシートセット、ドア
トリム）

7 佐賀 木村情報技術 株式会社

社会福祉法人 春陽会
8 佐賀
特別養護老人ホーム 春庵

9 佐賀

医療法人 至誠会
なゆたの森病院

通所介護事業
有料老人ホーム
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14 佐賀 株式会社 ディアーズ・ブレイン

15 佐賀 株式会社 ＪＡオート佐賀

所

在

地

東京都港区芝公園２－６－３
芝公園フロントタワー１３Ｆ

会社の特長・事業内容

ハウスウエディング事業
ドレス事業
レストラン事業

佐賀市鍋島大字八戸３０２７－ 自動車の販売、整備
３
ガソリンスタンド

佐賀市高木瀬西６丁目９－３

九州・西日本各地で変電所・
水力発電等の新設・改修・保
守点検工事及び配電の電気
工事
官公庁や民間発注の一般電
気工事

佐賀市久保田町久保田１

段ボール原紙、板紙の製造
および販売

18 唐津 株式会社 ミツシマ

唐津市栄町2581番地

ボウリング場、CD・DVDのレ
ンタル、書籍等の販売。

19 唐津 トリゼン食鳥肉 協同組合

唐津市双水1782番地１

食料品製造業

株式会社 ワイビーエム

唐津市原1534

環境関連機器、土壌地下水汚
染調査・浄化機器、鉱山調査用
機器、エネルギー開発関連機
器、土木建設、都市開発、地下
開発機器の製造販売

株式会社
ワイビーエムサービス

唐津市原1297

16 佐賀 株式会社 東和

17 佐賀

王子マテリア 株式会社
佐賀工場

20 唐津

21 武雄 木寺石油 株式会社

22 武雄 社会福祉法人 麗風会

23 武雄

一般社団法人 巨樹の会
新武雄病院

製品のレンタル、エンジニアリン
グ及びメンテナンスサービス、
土壌地下水汚染調査、住宅地
盤の調査及び住宅地盤改良工
事の設計施工等。

武雄市武雄町大字武雄5625- 燃料小売業、療術行（接骨
1
院）

杵島郡白石町大字福富下分
2387-3

武雄市武雄町大字冨岡12628

特別養護老人ホーム、デイ
サービス、ホームヘルプサー
ビス、ケアハウス、サービス
付高齢者住宅、事業所内保
育所

病院事業

24 伊万里 西松浦通運 株式会社

佐賀県西松浦郡有田町外尾
山丙１５７７

通関業、貨物自動車運送事
業、貨物運送取扱事業、液
化石油ガス及び器具販売、
自動車分解整備事業、ＮＴＴ
ドコモショップ（伊万里・有田）
他

25 鳥栖 久光製薬 株式会社

鳥栖市田代大官町４０８番地

医薬品、医薬部外品、医療
用具等の製造・販売及び輸
出入

26 鳥栖 株式会社 大石膏盛堂

鳥栖市本町一丁目９３３
鳥栖市山浦町２５３９－１（ 山 医薬品製造販売業
浦工場）
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27 鳥栖 株式会社 東洋空機製作所

三養基郡みやき町大字蓑原５ 空気動工具及び油圧機械の
７３３
製造

28 鳥栖 伊藤ハムウエスト 株式会社

ハム・ ソーセージ・調理加
三養基郡基山町長野９７０－１ 工食品・食肉・惣菜類の製造
及び販売

神埼郡吉野ヶ里町立野７００

電気通信機器、電気機器の
開発、製造、販売及び保守

30 鳥栖 株式会社 ジャック鳥栖営業所

鳥栖市本鳥栖町８１４ー１０２
号

交通誘導警備業務
常駐保安警備業務

31 鳥栖 森永デザート 株式会社

鳥栖市藤木町字若桜５－２

冷菓（アイスクリーム）の製
造

32 鳥栖 社会福祉法人 未来

三養基郡みやき町大字西島２
介護老人福祉施設
７３０番地１

33 鳥栖 株式会社 中山運輸

三養基郡みやき町大字原古賀
５７４８
一般貨物自動車運送業及び
三養基郡みやき町大字原古賀 倉庫業
５６８４－１

29 鳥栖

34 鳥栖

ニシム電子工業 株式会社
佐賀工場

株式会社 ブリヂストン
佐賀工場

三養基郡上峰町大字堤２１００ タイヤ補強用スチールコード
番地
製造

35 鳥栖 大電 株式会社

三養基郡みやき町大字中津隈
３３３０
三養基郡上峰町大字堤２１００
－１９

電線・ケーブル、光ファイ
バーケーブル、電力用機器、
ネットワーク機器等に関する
製造、加工、販売

36 鳥栖 社会福祉法人 寿楽園

三養基郡基山町大字園部２３ 高齢者サービス・障害者
０７（本部）
サービス・医療サービス

37 鹿島 祐徳自動車株式会社

交通運輸業・ホームセンター
鹿島市大字高津原４０７８番地 事業・食品スーパー事業・ギ
フト商品・保険代理店業務等

社会医療法人 祐愛会
織田病院

鹿島市大字高津原４３０６番地 医療業

老人保健施設
ケアコートゆうあい

鹿島市大字高津原２９６２－１ 介護老人保健施設

38 鹿島

39 鹿島 医療法人財団 友朋会

精神科・内科・リハビリテー
ション科・眼科・皮膚科・デイ
嬉野市嬉野町大字下宿乙１９
ケア・ナイトケア・精神障害者
１９番地
社会復帰施設・介護老人保
健施設・在宅介護センター

