
令和３年度　障害者就労施設等の提供可能物品・役務 2021.7

物品

その他物品

1 アクティブ （NPO） アクティブ 849‐0932 佐賀市鍋島町八戸溝1307番地2 0952-33-1066 0952-37-5311

2 アヤトリエ （株） 創裕 840-0801 佐賀市駅前中央3番地122号 0952-37-8308 0952-37-8352 ● ●

3 IROIRO （一社） ラミ・フルール 840-0032 佐賀市末広一丁目11番32号 0952-37-1327 0952-37-1328
羊毛フェルト・編み物・ポン

ポンなどの雑貨

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

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

6 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番地1 0952-98-1915 0952-98-1921 ● ● ● ● ● ●

7 かば工房 (株) ノスタルジア 840-0051 佐賀市田代二丁目5番15号 090-2966-8116 0952-65-5430 ●

8 楠の木園 （NPO） 楠の木会 840-2201
佐賀市川副町大字早津江188番地

5
0952-45-8282 ● ● ● はがき・ポストカード

9 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番地

1
0952-51-3076 0952-51-3086

EM活性液、EM石けん、クリップ

やにおい袋などの雑貨

10 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番9号 0952-20-2299 0952-27-8836 ●

11 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 849-0909 佐賀市金立町金立163番地3 0952-98-3771 0952-98-3777  介護用エプロン、スタイ

12 佐賀オフィス （同） 佐賀SBC 840-0826 佐賀市白山一丁目2番13号 0952-20-1850 0952-20-1851

13 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
ｶﾞﾄｰｼｮｺﾗ等

製造販売

日替わり

弁当等
●

布ﾏｽｸ、ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑ、ﾊﾞﾗのｻ

ｼｪ等制作販売

14 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 小物雑貨,竹炭工芸品等

15 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番16号 0952-29-6621 0952-29-8971

16 さつき苑・鍋島 （有） エクセルサポート 849-0931
佐賀市鍋島町大字蛎久字二本松

1377番地5
0952-37-7413 0952-37-7413 ●

17 ジーニアス (株) すみなす 840-0021 佐賀市鬼丸町７番３号C棟 0952-60-2673 オリジナルブラント製品

18
ジェイワイセンター佐賀

（旧アイエスネットライフ佐賀）
840-0816 佐賀市駅南本町3‐15 0952-37-8016 0952-37-8017

19 就労継続支援B型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 0952-20-0407
クリップ・マグネット　　　　紙

袋等

20 就労継続支援事業所きずな （NPO） やまと共同作業所 849-0917 佐賀市高木瀬町長瀬1762番地3 0952-31-0632 0952-31-0632
ストラップ用ぬいぐるみ（パ

ンダ・くま等）

21 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番13号 0952-22-8263 0952-22-8263 コースター

22 就労継続支援事業所みのり （社福） みのり福祉会 840-0214
佐賀市大和町大字川上柏町257番

3
0952-62-3991 0952-62-3991 芋チップ等

柚子胡

椒等
コースター、マスク等

23 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番地

1
0952-98-3839 0952-97-7228 キーホルダー等雑貨品等

24
就労支援事業所ワークサポート

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

25 ジョインハート川副 （株） 佐賀心和 840-2204
佐賀市川副町大字西古賀248番地

7
0952-37-0786 0952-37-0787 ●

26 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番7号 0952-33-5073 0952-97-8873

27 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番

地1
0952-62-0720 0952-20-0431 さをり織り小物

28 障害者就労支援センターはすの実 （一社） 地福会 840-2222 佐賀市東与賀町大字田中47番地 0952-37-5502 0952-37-5931 ● ●

29 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 ●

30 生活介護はがくれ （NPO） くすの木 840-0034
佐賀市西与賀町大字厘外964番地

14
0952-37-7447 0952-37-6444

31 それいゆ成人支援センター （NPO） それいゆ 840-0804 佐賀市神野東三丁目2番23号 0952-97-9000 0952-97-9001 利用者イラスト入り雑貨

32 多機能事業所　WAN （社福） あんず鍋島 849-0936 佐賀市鍋島町森田583番地1 0952-60-8833 0952-60-8801

33 ＤＥＴＥＫＯＩ白山 （社福） いずみ会 840-0826
佐賀市白山二丁目6番36号　エポッ

ク21　213号
0952-24-2762 0952-24-2762

オリジナル

弁当等

傘布バック・傘入れ・ティッ

シュケース

34 ＤＥＴＥＫＯＩ水ヶ江 （社福） いずみ会 840-0054 佐賀市水ヶ江五丁目9番17号 0952-29-7484 0952-29-7484

35 東西食鶏加工 (株) 東西食品 840-0006 佐賀市巨勢町大字東西276番地3 0952-97-1261 0952-97-1271 食鳥処理加工業

36 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

ディップアートフラワーアクセ

サリークリップ

37 どんぐり村 （社福） 若楠 842-0084 佐賀市三瀬村杠2234番地67 0952-56-2142 0952-56-2839 ● ● ● ●

38 難病サポートあゆむ （NPO） アクティブ 849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝2164‐3 0952-32-0670 0952-20-0380 ●

39 はぴねす （NPO） ジョブクリエイト 845-0001 小城市小城町自在266番地22号 0952-20-8030 0952-20-8031
クッキー、ジャ

ム等
● 刺子布巾、ピン、指輪等

40 響 （社福） スプリングひびき 849-9177 佐賀市高木瀬大字長瀬196‐3 0952-97-9177 0952-97-9175
個包装入りプルーン袋詰め・

販売・廃品回収

41 ひまわりの会 （株） 発酵技研 840-0008 佐賀市巨勢町牛島457‐1 0952-20-8870 0952-20-8870
布マスク・バッグ・ハンカチ・

ランチョンマット等

42 ブロッサムワークス佐賀 840-0801
佐賀市駅前中央一丁目9番45号

三井生命佐賀駅前ビル３F
0952-41-1433 0952-41-1444

43 プロップ佐賀 （NPO） life 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田387番地3 0952-97-8493 0952-97-8494 記念品

44 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番地5 0952-45-2411 0952-97-8394 ● ころBOX等製作販売

45 まる工房 （社福） ステップさが 849-0938 佐賀市鍋島鍋島2012番地11 0952-36-9080 0952-36-9085 ● ●

46 ミラクル５ （一社） ミラクル５ 840-0055 佐賀市材木二丁目4番14号 0952-97-5875 0952-97-5875 ●

47 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

48 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号‐4 0952-41-6800 0952-41-6801 ●

49 ライフサポートはる （社福） はる 849-0934 佐賀市開成五丁目5番8号 0952-37-1352 0952-37-1352
さおり織りを使用した

小物製作

50 ReLife （一社） 碧生会 840-0204 佐賀市大和町松瀬2584番地 0952-63-0073 0952-63-0073 焼菓子製造 つまみ細工製作販売

51 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3番15号 0952-24-1437 0952-24-1437 ● 防災用具

52 ワークス山王 （社福） 西九福祉会 840-0213
佐賀市大和町大字久留間3032番

地
0952-51-2718 0952-51-2841

53 ワークスペースかん （社福） はる 840-0805 佐賀市神野西四丁目４番11号 0952‐37‐7078 0952‐34‐1024 ● ● ●

54 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 ●

菓子類
飲食

店

その他

食品類

切り花･

花苗

弁当･惣

菜等

提供可能な物品（製造販売）

繊維皮革製品･木工製

品･生活雑貨

食品類 農産物等

野菜・

米等

TEL FAX設置主体（法人）
パ

ン

類

ジェイワイセンター佐賀

マイルストーンサポート株式会社

整

理

番

号

事業所名称 〒 所在地



令和３年度　障害者就労施設等の提供可能物品・役務

1 アクティブ （NPO） アクティブ 849‐0932 佐賀市鍋島町八戸溝1307番地2 0952-33-1066 0952-37-5311

2 アヤトリエ （株） 創裕 840-0801 佐賀市駅前中央3番地122号 0952-37-8308 0952-37-8352

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

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

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

6 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番地1 0952-98-1915 0952-98-1921

7 かば工房 (株) ノスタルジア 840-0051 佐賀市田代二丁目5番15号 090-2966-8116 0952-65-5430

8 楠の木園 （NPO） 楠の木会 840-2201
佐賀市川副町大字早津江188番地

5
0952-45-8282

9 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番地

1
0952-51-3076 0952-51-3086

10 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番9号 0952-20-2299 0952-27-8836

11 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 849-0909 佐賀市金立町金立163番地3 0952-98-3771 0952-98-3777

12 佐賀オフィス （同） 佐賀SBC 840-0826 佐賀市白山一丁目2番13号 0952-20-1850 0952-20-1851

13 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

14 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

15 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番16号 0952-29-6621 0952-29-8971

16 さつき苑・鍋島 （有） エクセルサポート 849-0931
佐賀市鍋島町大字蛎久字二本松

1377番地5
0952-37-7413 0952-37-7413

17 ジーニアス (株) すみなす 840-0021 佐賀市鬼丸町７番３号C棟 0952-60-2673

18
ジェイワイセンター佐賀

（旧アイエスネットライフ佐賀）
840-0816 佐賀市駅南本町3‐15 0952-37-8016 0952-37-8017

19 就労継続支援B型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 0952-20-0407

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

21 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番13号 0952-22-8263 0952-22-8263

22 就労継続支援事業所みのり （社福） みのり福祉会 840-0214
佐賀市大和町大字川上柏町257番

3
0952-62-3991 0952-62-3991

23 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番地

1
0952-98-3839 0952-97-7228

24
就労支援事業所ワークサポート

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

25 ジョインハート川副 （株） 佐賀心和 840-2204
佐賀市川副町大字西古賀248番地

7
0952-37-0786 0952-37-0787

26 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番7号 0952-33-5073 0952-97-8873

27 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番

地1
0952-62-0720 0952-20-0431

28 障害者就労支援センターはすの実 （一社） 地福会 840-2222 佐賀市東与賀町大字田中47番地 0952-37-5502 0952-37-5931

29 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

30 生活介護はがくれ （NPO） くすの木 840-0034
佐賀市西与賀町大字厘外964番地

14
0952-37-7447 0952-37-6444

31 それいゆ成人支援センター （NPO） それいゆ 840-0804 佐賀市神野東三丁目2番23号 0952-97-9000 0952-97-9001

32 多機能事業所　WAN （社福） あんず鍋島 849-0936 佐賀市鍋島町森田583番地1 0952-60-8833 0952-60-8801

33 ＤＥＴＥＫＯＩ白山 （社福） いずみ会 840-0826
佐賀市白山二丁目6番36号　エポッ

ク21　213号
0952-24-2762 0952-24-2762

34 ＤＥＴＥＫＯＩ水ヶ江 （社福） いずみ会 840-0054 佐賀市水ヶ江五丁目9番17号 0952-29-7484 0952-29-7484

35 東西食鶏加工 (株) 東西食品 840-0006 佐賀市巨勢町大字東西276番地3 0952-97-1261 0952-97-1271

36 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

37 どんぐり村 （社福） 若楠 842-0084 佐賀市三瀬村杠2234番地67 0952-56-2142 0952-56-2839

38 難病サポートあゆむ （NPO） アクティブ 849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝2164‐3 0952-32-0670 0952-20-0380

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

40 響 （社福） スプリングひびき 849-9177 佐賀市高木瀬大字長瀬196‐3 0952-97-9177 0952-97-9175

41 ひまわりの会 （株） 発酵技研 840-0008 佐賀市巨勢町牛島457‐1 0952-20-8870 0952-20-8870

42 ブロッサムワークス佐賀 840-0801
佐賀市駅前中央一丁目9番45号

三井生命佐賀駅前ビル３F
0952-41-1433 0952-41-1444

43 プロップ佐賀 （NPO） life 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田387番地3 0952-97-8493 0952-97-8494

44 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番地5 0952-45-2411 0952-97-8394

45 まる工房 （社福） ステップさが 849-0938 佐賀市鍋島鍋島2012番地11 0952-36-9080 0952-36-9085

46 ミラクル５ （一社） ミラクル５ 840-0055 佐賀市材木二丁目4番14号 0952-97-5875 0952-97-5875

47 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

48 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号‐4 0952-41-6800 0952-41-6801

49 ライフサポートはる （社福） はる 849-0934 佐賀市開成五丁目5番8号 0952-37-1352 0952-37-1352

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

51 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3番15号 0952-24-1437 0952-24-1437

52 ワークス山王 （社福） 西九福祉会 840-0213
佐賀市大和町大字久留間3032番

地
0952-51-2718 0952-51-2841

53 ワークスペースかん （社福） はる 840-0805 佐賀市神野西四丁目４番11号 0952‐37‐7078 0952‐34‐1024

54 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

TEL FAX設置主体（法人）

ジェイワイセンター佐賀

マイルストーンサポート株式会社

整

理

番

号

事業所名称 〒 所在地

2021.7

役務

選別・

検品

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ●
封入(衣料品･

知育玩具等)

● ●

●

● ● ●

● ● ●

点字

印刷

● ● ● ●

●

●

名刺

他
● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

●

● ● ●

●

● ● ●

● ●

● ● 縫製作業

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

●

● ● ●
名刺

印刷
● ●

● ●

●

● ● ●

● ● ● ●

清掃･

施設

管理

リサイク

ル事業

室内

軽作業

農

作業

除草

作業

室内作業

情報

処理

IT関連

テープ

起こし

クリー

ニング
印刷

信

書

便

郵便物

封入･仕

分・発送

提供可能な役務

その他

外作業


