令和元年度 障害者就職面接会参加予定企業一覧
令和元年9月25現在
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業
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所

名
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地

会社の特長・事業内容

1

佐賀 小糸九州株式会社

佐賀市久保泉町上和泉
1580－６

自動車用照明機器の製造・販売

2

佐賀 株式会社ナフコ

福岡県北九州市小倉北区
魚町
2－6－10

家具・インテリア、日用ホーム用品を
販売する総合小売業

3

佐賀

4

佐賀 株式会社イズミテクノ

株式会社リョーユーパン 神埼市神埼町姉川2100番
佐賀工場
地

パン、菓子の製造及び販売

量販店施設の運転・保守・管理及び
広島市西区商工センター ２
常駐警備・清掃。
－３－１
株式会社イズミのグループ会社。
*ストリーミング配信事業：医療業界
Web講習会シェア№１
*AI(人工知能】事業：IBM Watsonや
様々な機能を有するAPI*医療品業
界向け研修コンサルティング*教育
関連事業

5

佐賀 木村情報技術株式会社

佐賀市卸本町６－１

6

佐賀 佐川急便株式会社

大阪市此花区島屋４－４－
宅配便など各種輸送に関わる事業
５１

7

佐賀 トヨタ紡織九州株式会社 神埼市神埼町鶴1600番地

自動車用内装品の製造（トヨタ車の
シートセット、ドアトリム）

8

株式会社日本アグリネッ
佐賀
神埼市神埼町竹４９３８
トワーク

青果物（野菜・果物）の仲卸。量販店
や外食産業へ青果物を加工、包装し
て、九州、本州一円に納品業務を展
開している。

9

佐賀 ALSOK佐賀株式会社

佐賀市松原１－３－５

『テレビCMでおなじみのALSOK（ア
ルソック）のグループ会社です。』機
械警備を中心とした警備業です。

佐賀 中央警備保障株式会社

機械警備（セキュリティ）・ホテル等の
佐賀市高木瀬東３丁目３－
施設警備及び建築工事の車輛誘導
１０
警備など

11

佐賀 絆フーズ株式会社

施設等の厨房委託事業
介護施設等の運営及びコンサルティ
佐賀市城内２丁目１１－１９
ング事業
飲食業

12

佐賀 佐賀県食糧株式会社

佐賀市兵庫北4丁目３番１号

米穀、食料品、糠粉、飼料、建材の
卸売業、他燃料、化粧品等の販売

13

佐賀 株式会社佐賀銀行

佐賀市唐人２－７－２０

一般銀行業

14

佐賀 株式会社エネサンス九州

佐賀市兵庫町大字渕1558
番地１

LPガス卸小売業

15

佐賀

佐賀市大財北町１－１

電気機械器具製造業

10

株式会社戸上電機製作
所
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16

佐賀 株式会社佐賀共栄銀行

佐賀市松原４丁目２番１２号 銀行業

17

佐賀 社会福祉法人凌友会

佐賀市久保泉町大字川久
保1986番地１

福祉施設、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、介護支援センター

18

佐賀 株式会社村岡総本舗

佐賀市高木瀬町大字高木
字六本杉２２１－１

羊羹・和菓子類の製造と販売

19

佐賀 株式会社JAオート佐賀

自動車販売・整備業・ガソリンスタン
ド経営。当社は佐賀県内軽トラック
佐賀市鍋島町大字八戸３０ 販売率シェア１５％オートパル独自
３７－３
の限定車を販売。ＪＡグループの一
員として、安定した経営基盤を持っ
ております。

20

佐賀 株式会社学映システム

コンピュータ教育システム、教育施
佐賀市鍋島町大字森田９０
設設備機器、OA機器、AVシステム
２
の卸売

21

トヨタ車の販売、中古車販売、自動
西九州トヨタ自動車株式 佐賀市嘉瀬町大字扇町２４ 車の整備、修理、車検、損害、生命
佐賀
会社
８０
保険代理店業務、携帯電話、PHSの
販売

22

佐賀

23

医療法人 至誠会
佐賀
なゆたの森病院

病院(内科・呼吸器科・循環器科・放
佐賀市本庄町大字本庄２６
射線科・リハビリテーション科・人工
９－１
透析）デイケア、訪問看護、等

24

社会福祉法人春陽会
佐賀 特別養護老人ホーム春
庵

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
問介護事業・居宅介護支援事業

25

佐賀 株式会社 全日警佐賀

佐賀市木原３丁目７－１６

警備業

26

佐賀 株式会社よからいふ

佐賀市川副町大字犬井道
892番地１

通所介護事業 有料老人ホーム

27

医療法人 智仁会
佐賀市南佐賀１丁目１７番１ 医療業（内科・神経内科・リハビリ
佐賀 佐賀リハビリテーション病
号
テーション科・皮膚科）
院

28

唐津

29

30

有限会社中島クリーニン 佐賀市川副町大字鹿江989
クリーニング業
グ
－2

株式会社リョーユーパン 唐津市和多田大土井４番10
食料品製造、パン、菓子製造
唐津工場
号

医業
外科、内科、胃腸科、麻酔科、呼吸
唐津 医療法人 平川病院
唐津市山本644番地５
器外科、ペインクリニック科、リハビリ
テーション科
医業
医療法人松籟会 介護老 唐津市浜玉町横田下177番 介護老人保健施設 80床
唐津
人保健施設ケアハイツ虹 地
通所リハビリテーション 定員25名
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ホンダカーズ佐賀株式会
唐津市鏡4514-1
社（ＨondaCars佐賀）

31

唐津

32

武雄 医療法人 敬天堂

自動車小売業
佐賀県全域に展開する県下№1のホ
ンダカーズ系ディーラー。
新車、中古車販売・部品、用品販売・
しゃけん、点検、板金、一般修理・損
害保険、生命保険の販売

杵島郡江北町大字上小田１
病院、医業、介護老人保健施設
１５０
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。 ＮＴ
Ｔドコモシヨップ伊万里店・有田店
特定労働者派遣事業
鋼製船舶製造、橋梁、創業明治４４
年、会社設立昭和６年。創業以来、
伝統と技術を誇り、船舶部門、鉄構
部門、さらに新分野にも取り組み飛
躍する企業。

33 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

34 伊万里 株式会社名村造船所

佐賀県伊万里市黒川町塩
屋５番地１

35

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

36

鳥栖 株式会社東洋新薬

鳥栖市弥生が丘7-28

健康食品・化粧品の総合受託製造

37

鳥栖 株式会社ヤマコ佐賀工場

神埼郡吉野ヶ里町吉田2295 乾海苔乾燥加工業、倉庫業、冷凍冷
番地5
蔵倉庫業

38

鳥栖

39 鳥栖

株式会社ブリヂストン佐
賀工場

三養基郡上峰町堤2100

社会福祉法人未来

三養基郡みやき町大字西島
老人福祉介護事業
2730番地1

タイヤ補強用スチールコード製造

40

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）製造

41

鳥栖 さくらの杜整骨院

鳥栖市下野町1333-1

療術業、トレーナー活動
院内でのマッサージ業務

42

鳥栖

43

鳥栖 九動株式会社

44

鳥栖

株式会社ワイ・デー・ケー 三養基郡基山町大字小倉
九州
34-4

半導体製造装置製造業

45

鳥栖

昭栄化学工業株式会社
鳥栖事業所

電子材料の製造、販売及び輸出入。

鳥栖シール工業株式会
社

整骨

三養基郡みやき町蓑原609 工業用ゴム製品製造業

鳥栖市立石町惣楽883-1

鳥栖市藤木町字若桜5-3

実験動物の生産販売、実験動物用
飼料及び関連商品の販売
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46

鳥栖

株式会社あじかん
鳥栖工場

47

鳥栖

伊藤ハムウエスト株式会
ハム・ソーセージ・調理加工食品・食
三養基郡基山町長野970-1
社
肉・惣菜類の製造及び販売

48

鹿島

社会医療法人 祐愛会
織田病院

49

社会医療法人 祐愛会
鹿島 老人保健施設 ケアコー 鹿島市高津原２９６２－１
トゆうあい

50

鹿島 医療法人財団 友朋会

鳥栖市藤木町字若桜6-4

鹿島市高津原４３０６

嬉野市嬉野町大字下宿乙１
９１９

業務用食料品の製造及び仕入販
売。玉子焼・かにカマボコ等の製造

病院

介護老人保健施設

病院

