
令和元年度　障害者就労施設等の提供可能物品・役務 2019.7

物品

その他物品

1 アイエスエフネットライフ佐賀 （株） アイエスエフネットライフ佐賀 840-0816 佐賀市駅南本町3番15号 0952-37-8016 0952-37-8017

2 アクティブ （NPO） アクティブ 849-0932 佐賀市鍋島町⼋⼾溝1307ｰ2 0952-33-1066 0952-33-1066

3 あさひ荘 （NPO） プラットさが 849-0934 佐賀市開成四丁目3-16 0952-30-8765 0952-30-8765 バッグ

4 アトリエkamin （一社） セルフマネジメント 840-0203 佐賀市大和町尼寺883ｰ1 0952-62-0101 050-5865-2401 ● ●

5 活き活き工房 夢ファーム （社福） ステップさが 840-0857 佐賀市鍋島町⼋⼾3077-1 0952-26-3966 0952-37-7335

6 IROIRO （一社） ラミ・フルール 840-0032 佐賀市末広一丁目11-32 0952-37-1327 0952-37-1328 編物・プリザーブドフラワー
等

7 オレンジ （NPO） オレンジ 840-0015 佐賀市木原二丁目17-11 0952-37-9183 0952-37-9184 ポップコーン かき氷・飲料 石鹸・小物

8 かがやき （株） MLS 840-0853 佐賀市⻑瀬町５番１２号 0952-37-5700 0952-37-5700

9 かささぎの⾥ （社福） かささぎ福祉会 849-0904 佐賀市⾦⽴町薬師丸1800-1 0952-98-1915 0952-98-1921 ● ● ● ● ●

10 楠の木園 （NPO） 楠の木会 840-2201 佐賀市川副町大字福富40番地
4 0952-45-9008 0952-45-9008 ● ●

11 久保田サンハウス （社福） さん愛 849-0201 佐賀市久保田町大字徳万
907-1 0952-51-3076 0952-51-3086 プルーン マスク・クリップ・匂い袋･ﾍｱ

ｺﾞﾑ・ﾍｱﾋﾟﾝ・ポチ袋

12 こころざし生活応援団 （社福） みんなのお世話 840-0844 佐賀市伊勢町11-9 0952-26-5271 0952-27-8839 ●

13 在宅サポートセンター・オークス ビーンズ （社福） 佐賀整肢学園 849-0906 佐賀市⾦⽴町⾦⽴168-1 0952-98-3770 0952-98-3772 ● 介護用エプロン・スタイ製
作

14 佐賀オフィス （同） 佐賀ＳＢＣ 840-0826 佐賀市白山一丁目２番１３号
諸永ビル１階 0952-20-1850 0952-20-1851

15 佐賀みょうが塾 （NPO） 佐賀げんき会 845-0002 小城市小城町畑田1374番地1 0952-73-4527 0952-20-0028 ｼﾌｫﾝｹｰｷ･プリ
ン･クッキー等 ● 果物 ●

16 佐賀よどひめ工房 （一社） 佐賀⾃⽴⽀援福祉協会 840-0214 佐賀市大和町川上491番地1 0952-62-0930 0952-62-0930 竹炭製品等

17 佐賀ライトハウス六星館 （社福） 佐賀ライトハウス 840-0815 佐賀市天神一丁目4-16 0952-29-6621 0952-29-8971

18 就労移⾏⽀援事業所 でんでんむし （有） 佐賀情報ビジネス 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田903 0952-34-4150 0952-34-4195 ●

19 就労継続⽀援A型事業所 芽生え （一社） 太陽 840-2213 佐賀市川副町大字⿅江960番
地14 0952-37-5326 0952-37-5313

20 就労継続⽀援A型事業所 ルチア （NPO） 大和忠誠会 840-0211 佐賀市大和町大字東山田
3200-215 0952-97-6665 0952-97-6665

21 就労継続⽀援事業 アヤトリエ （株） 創裕 840-0801 佐賀市駅前中央３-122 0952-37-8308 0952-37-8352 ●

22 就労継続⽀援事業所 きずな （NPO） やまと共同作業所 849-0917 佐賀市⾼木瀬町⻑瀬1762-3 0952-31-0632 0952-31-0632 ●

23 就労継続⽀援事業所 コスモス （NPO） コスモス 840-0033 佐賀市光二丁目1-13 0952-22-8263 0952-22-8263 オリジナルコースター

24 就労継続⽀援事業所 ともしび （NPO） ともしび 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田2075
番地1 0952-37-8575 0952-37-8675 椎茸・キクラゲ ディップアートフラワー･ｱｸｾ

ｻﾘｰ･ﾀｵﾙ等

25 就労⽀援事業所 スプリングフィールド （社福） スプリングひびき 849-0905 佐賀市⾦⽴町大字千布2304-
1 0952-98-3839 0952-98-3839 キーホルダー･ストラップ等

26 就労⽀援事業所 みのり （社福） みのり福祉会 840-0214 佐賀市大和町大字川上257-3 0952-62-3991 0952-62-3991 野菜加工品(漬
物等)製造販売 ● クラフト小物

27 就労継続⽀援B型事業所
 ワークスペースかん （社福） はる 840-0805 佐賀市神野⻄四丁目4番11号 0952-30-5250 0952-30-5250 せんべい･ｽｲｰﾄ

ﾎﾟﾃﾄ･ｼﾌｫﾝｹｰｷ たこやき等

28 ジョインハート川副 （株） 佐賀心和 840-2204 佐賀市川副町大字⻄古賀248
番地7 0952-37-0786 0952-37-0787

29 障がい者活動センターのぞみ （NPO） 若杉会 840-0804 佐賀市神野東四丁目13-7 0952-33-5073 0952-33-5073

30 障害者⽀援センター SAKURA （社福） さくら会 840-0213 佐賀市大和町大字久留間
3176-1 0952-62-0720 0952-20-0431 ⾃然食クッキー オーダー家具・こども椅子・手

織物・ｲﾗｽﾄ雑貨・ｱｸｾｻﾘｰ

31 障害者就労⽀援センター はすの実 （一社） 地福会 840-2223 佐賀市東与賀町大字田中47 0952-37-5502 0952-45-1195 ● ●

32 スローＷＯＲＫ大和 （NPO） ＬＩＦＥサポート・スローＣＩＴＹさが 840-0211 佐賀市大和町東山田4474 0952-62-7133 0952-62-7133 ピクルス等 ●

33 生活介護 はがくれ （NPO） くすの木 840-0034 佐賀市⻄与賀町大字厘外964
番地14 0952-37-7447 0952-37-6444 ポチ袋

34 生活介護事業所 ぷーSUN 居宅⽀援事業所サンライズ(同) 849-0931 佐賀市鍋島町蠣久320番地5 0952-37-1015 0952-37-1019 餃子(ｲﾍﾞ
ﾝﾄ時)

ビーズブレスレット･ハーバリウ
ム等

35 それいゆ成人⽀援センター （NPO） それいゆ 849-0931 佐賀市神野東三丁目2-23 0952-97-9000 0952-97-9001 利用者イラスト⼊り雑貨

36 多機能型事業所　WAN （社福） あんず鍋島 840-0806 佐賀市鍋島町大字森田583番
1 0952-60-8833 0952-60-8801 ●

37 ⻑光園障害者サポートセンター （社福） ⻑興会 849-0918 佐賀市兵庫南二丁目16-39 0952-29-5284 0952-29-5024

38 ＤＥ・ＴＥ・ＫＯ・Ｉ白山 （社福） いずみ会 840-0826 佐賀市白山二丁目6-36 0952-24-2762 0952-24-2762 ● ● 傘から作った小物

39 ＤＥ・ＴＥ・ＫＯ・Ｉ水ヶ江 （社福） いずみ会 840-0054 佐賀市水ヶ江五丁目9-15 0952-26-2229 0952-26-2229

40 どんぐり村 （社福） 若楠 842-0303 佐賀市三瀬村杠2234-67 0952-56-2142 0952-56-2839 ● ● ●

41 はぴねす （NPO） ジョブクリエイト 845-0001 小城市小城町⾃在266-22 0952-20-8030 0952-20-8031 クッキー･シフォ
ンケーキ等 ジャム にんにく･唐辛子･

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ･梅等
ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ、ｺｰｽﾀｰ･時計、ﾏ
ｸﾞﾈｯﾄ･レジン製品等

42 ブロッサムワークス佐賀 マイルストーンサポート(株) 840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45
三井生命佐賀駅前ビル３F 0952-41-1433 0952-41-1444

43 まごころ授産所 （社福） まごころ会 840-2213 佐賀市川副町大字⿅江1752-5 0952-45-2411 0952-97-8394 ● 腰痛予防の木工製品･ころ
BOX･マスコット人形

44 まる工房 （社福） ステップさが 849-0937 鍋島町鍋島2012-11 0952-36-9080 0952-36-9085 ● ジャム

45 やさい工房たたら 大財店 （有） たたら 840-0811 佐賀市大財六丁目5番5-4号 0952-28-0502 0952-41-6801

46 ライフサポートはる （社福） はる 849-0934 佐賀市開成五丁目5-8 0952-37-7078 0952-34-1024 さおり織り

47 ReLife （一社） 碧生会 840-0204 佐賀市大和町松瀬2584 0952-63-0073 0952-63-0073 ● ●

48 レインボーハウス （社福） レインボーハウス福祉会 840-0054 佐賀市水ヶ江二丁目4-10 0952-24-1437 0952-24-1437 洋菓子

49 ワークサポートみらいず （一社） みらいず 840-0016 佐賀市南佐賀三丁目8番10号 0952-97-5652 0952-97-5653 縫製雑貨品製作販売

50 ワークス山王 （社福） ⻄九州福祉会 840-0213 佐賀市大和町大字久留間
3032 0952-51-2718 0952-51-2841 ●

51 ワークピア天山 （社福） 大空福祉会 845-0014 小城市小城町晴気1787番地2 0952-72-6238 0952-72-6217 ●
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令和元年度　障害者就労施設等の提供可能物品・役務

1 アイエスエフネットライフ佐賀 （株） アイエスエフネットライフ佐賀 840-0816 佐賀市駅南本町3番15号 0952-37-8016 0952-37-8017

2 アクティブ （NPO） アクティブ 849-0932 佐賀市鍋島町⼋⼾溝1307ｰ2 0952-33-1066 0952-33-1066

3 あさひ荘 （NPO） プラットさが 849-0934 佐賀市開成四丁目3-16 0952-30-8765 0952-30-8765

4 アトリエkamin （一社） セルフマネジメント 840-0203 佐賀市大和町尼寺883ｰ1 0952-62-0101 050-5865-2401

5 活き活き工房 夢ファーム （社福） ステップさが 840-0857 佐賀市鍋島町⼋⼾3077-1 0952-26-3966 0952-37-7335

6 IROIRO （一社） ラミ・フルール 840-0032 佐賀市末広一丁目11-32 0952-37-1327 0952-37-1328

7 オレンジ （NPO） オレンジ 840-0015 佐賀市木原二丁目17-11 0952-37-9183 0952-37-9184

8 かがやき （株） MLS 840-0853 佐賀市⻑瀬町５番１２号 0952-37-5700 0952-37-5700

9 かささぎの⾥ （社福） かささぎ福祉会 849-0904 佐賀市⾦⽴町薬師丸1800-1 0952-98-1915 0952-98-1921

10 楠の木園 （NPO） 楠の木会 840-2201 佐賀市川副町大字福富40番地
4 0952-45-9008 0952-45-9008

11 久保田サンハウス （社福） さん愛 849-0201 佐賀市久保田町大字徳万
907-1 0952-51-3076 0952-51-3086

12 こころざし生活応援団 （社福） みんなのお世話 840-0844 佐賀市伊勢町11-9 0952-26-5271 0952-27-8839

13 在宅サポートセンター・オークス ビーンズ （社福） 佐賀整肢学園 849-0906 佐賀市⾦⽴町⾦⽴168-1 0952-98-3770 0952-98-3772

14 佐賀オフィス （同） 佐賀ＳＢＣ 840-0826 佐賀市白山一丁目２番１３号
諸永ビル１階 0952-20-1850 0952-20-1851

15 佐賀みょうが塾 （NPO） 佐賀げんき会 845-0002 小城市小城町畑田1374番地1 0952-73-4527 0952-20-0028

16 佐賀よどひめ工房 （一社） 佐賀⾃⽴⽀援福祉協会 840-0214 佐賀市大和町川上491番地1 0952-62-0930 0952-62-0930

17 佐賀ライトハウス六星館 （社福） 佐賀ライトハウス 840-0815 佐賀市天神一丁目4-16 0952-29-6621 0952-29-8971

18 就労移⾏⽀援事業所 でんでんむし （有） 佐賀情報ビジネス 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田903 0952-34-4150 0952-34-4195

19 就労継続⽀援A型事業所 芽生え （一社） 太陽 840-2213 佐賀市川副町大字⿅江960番
地14 0952-37-5326 0952-37-5313

20 就労継続⽀援A型事業所 ルチア （NPO） 大和忠誠会 840-0211 佐賀市大和町大字東山田
3200-215 0952-97-6665 0952-97-6665

21 就労継続⽀援事業 アヤトリエ （株） 創裕 840-0801 佐賀市駅前中央３-122 0952-37-8308 0952-37-8352

22 就労継続⽀援事業所 きずな （NPO） やまと共同作業所 849-0917 佐賀市⾼木瀬町⻑瀬1762-3 0952-31-0632 0952-31-0632

23 就労継続⽀援事業所 コスモス （NPO） コスモス 840-0033 佐賀市光二丁目1-13 0952-22-8263 0952-22-8263

24 就労継続⽀援事業所 ともしび （NPO） ともしび 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田2075
番地1 0952-37-8575 0952-37-8675

25 就労⽀援事業所 スプリングフィールド （社福） スプリングひびき 849-0905 佐賀市⾦⽴町大字千布2304-
1 0952-98-3839 0952-98-3839

26 就労⽀援事業所 みのり （社福） みのり福祉会 840-0214 佐賀市大和町大字川上257-3 0952-62-3991 0952-62-3991

27 就労継続⽀援B型事業所
 ワークスペースかん （社福） はる 840-0805 佐賀市神野⻄四丁目4番11号 0952-30-5250 0952-30-5250

28 ジョインハート川副 （株） 佐賀心和 840-2204 佐賀市川副町大字⻄古賀248
番地7 0952-37-0786 0952-37-0787

29 障がい者活動センターのぞみ （NPO） 若杉会 840-0804 佐賀市神野東四丁目13-7 0952-33-5073 0952-33-5073

30 障害者⽀援センター SAKURA （社福） さくら会 840-0213 佐賀市大和町大字久留間
3176-1 0952-62-0720 0952-20-0431

31 障害者就労⽀援センター はすの実 （一社） 地福会 840-2223 佐賀市東与賀町大字田中47 0952-37-5502 0952-45-1195

32 スローＷＯＲＫ大和 （NPO） ＬＩＦＥサポート・スローＣＩＴＹさが 840-0211 佐賀市大和町東山田4474 0952-62-7133 0952-62-7133

33 生活介護 はがくれ （NPO） くすの木 840-0034 佐賀市⻄与賀町大字厘外964
番地14 0952-37-7447 0952-37-6444

34 生活介護事業所 ぷーSUN 居宅⽀援事業所サンライズ(同) 849-0931 佐賀市鍋島町蠣久320番地5 0952-37-1015 0952-37-1019

35 それいゆ成人⽀援センター （NPO） それいゆ 849-0931 佐賀市神野東三丁目2-23 0952-97-9000 0952-97-9001

36 多機能型事業所　WAN （社福） あんず鍋島 840-0806 佐賀市鍋島町大字森田583番
1 0952-60-8833 0952-60-8801

37 ⻑光園障害者サポートセンター （社福） ⻑興会 849-0918 佐賀市兵庫南二丁目16-39 0952-29-5284 0952-29-5024

38 ＤＥ・ＴＥ・ＫＯ・Ｉ白山 （社福） いずみ会 840-0826 佐賀市白山二丁目6-36 0952-24-2762 0952-24-2762

39 ＤＥ・ＴＥ・ＫＯ・Ｉ水ヶ江 （社福） いずみ会 840-0054 佐賀市水ヶ江五丁目9-15 0952-26-2229 0952-26-2229

40 どんぐり村 （社福） 若楠 842-0303 佐賀市三瀬村杠2234-67 0952-56-2142 0952-56-2839

41 はぴねす （NPO） ジョブクリエイト 845-0001 小城市小城町⾃在266-22 0952-20-8030 0952-20-8031

42 ブロッサムワークス佐賀 マイルストーンサポート(株) 840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45
三井生命佐賀駅前ビル３F 0952-41-1433 0952-41-1444

43 まごころ授産所 （社福） まごころ会 840-2213 佐賀市川副町大字⿅江1752-5 0952-45-2411 0952-97-8394

44 まる工房 （社福） ステップさが 849-0937 鍋島町鍋島2012-11 0952-36-9080 0952-36-9085

45 やさい工房たたら 大財店 （有） たたら 840-0811 佐賀市大財六丁目5番5-4号 0952-28-0502 0952-41-6801

46 ライフサポートはる （社福） はる 849-0934 佐賀市開成五丁目5-8 0952-37-7078 0952-34-1024

47 ReLife （一社） 碧生会 840-0204 佐賀市大和町松瀬2584 0952-63-0073 0952-63-0073

48 レインボーハウス （社福） レインボーハウス福祉会 840-0054 佐賀市水ヶ江二丁目4-10 0952-24-1437 0952-24-1437

49 ワークサポートみらいず （一社） みらいず 840-0016 佐賀市南佐賀三丁目8番10号 0952-97-5652 0952-97-5653

50 ワークス山王 （社福） ⻄九州福祉会 840-0213 佐賀市大和町大字久留間
3032 0952-51-2718 0952-51-2841

51 ワークピア天山 （社福） 大空福祉会 845-0014 小城市小城町晴気1787番地2 0952-72-6238 0952-72-6217

整
理
番
号

事業所名称 〒 所在地 TEL FAX設置主体（法人）

2019.7

役務

選別・
検品

● ● ●

● ●

●

●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

点字
印刷

封⼊(⾐料品･
知育玩具等)

● ●

●

洗⾞

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ●

●

● 縫製作業

●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

●

● ● ●

● ●

● ● ● ● 縫製作業

● ● ●

● ● ● ●

提供可能な役務

外作業 室内作業

情報
処理

IT関連

テープ
起こし その他農

作業
除草
作業 印刷

信
書
便

清掃･
施設
管理

リサイク
ル事業

室内
軽作業

郵便物
封⼊･仕
分・発送

クリー
ニング


