
●「長崎県障害者職場実習設備等整備事業補助金」の交付企業について

圏域 企業名 業　種 住　　所 電話番号
担当者

（敬称省略）

株式会社野口クリーニング社 クリーニング業 長崎市虹が丘町2505 095-856-2377 野口　務

有限会社お茶の秋月園 緑茶製造・卸販売業 長崎市花園町1-17 095-861-0497 秋月　徹雄

昭英印刷有限会社 印刷業 長崎市平野町13-13 095-844-0231 平山　英則

有限会社長崎海道 菓子製造・出荷 長崎市戸石町983-3 095-839-3133 高原　真理子

株式会社将大 食品加工 長崎市畝刈町1613-89 095-814-1310 川端　将知

株式会社龍屋本舗 真珠製品加工卸販売・土産品販売・通信販売・レストラン 長崎市平野町4番16号 095-845-5323 小嶺・久保

協業組合　長崎市古紙リサイクル回収機構 再生資源物卸売業 長崎市小江町１番地10 095-841-9411 田中　正則

田中食品株式会社 飲食業・生鮮食品小売業 長崎市住吉町14-23 095-844-6663 沖津　千香

株式会社小山商店 米穀・雑穀類販売 長崎市中里町1043-8 095-830-2121 小山　秀紀

株式会社商工印刷 印刷業 長崎市赤迫2丁目7番2号 095-894-7323 荒木　政浩　

長崎グラバー食品株式会社 魚肉練製品製造 長崎市畝刈町1613-101 0957-86-5110 大平　雄一郎

あきのぱん屋さん パン製造・販売 長崎市鳴見町41-15 095-850-7776 中嶋　伸隆

長崎市みなと漁業協同組合 水産業協同組合法に基づく事業 長崎市神ノ島町2丁目302番地13 095-865-0498 馬場　一夫

株式会社ナカヤマリフレッシュ長崎 リネンサプライ・布団洗い・貸布団 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷617-1 0959-37-0007 山脇　輝幸

長崎基準寝具有限会社 クリーニング業 西彼杵郡長与町高田郷3802 095-883-2434 森田 泰

くるりのパン パン等製造・販売 西彼杵郡時津町日並郷2195-11 095-893-7035 中島　真代

佐世保ブロイラーセンター株式会社 食鳥処理・卸売業 佐世保市有福町94-2 0956-58-5151 林　順子

株式会社グロウ・イーグル 再生資源リサイクル業 佐世保市牧の地町1298番地 0956-59-4951 一ノ瀬　正器

株式会社ベリーファームさせぼ 農業法人・飲食・食品加工 佐世保市針尾中町91番地4 0956-58-4155 久保田　了

有限会社西海軒 食品製造・販売 佐世保市早岐1丁目15-15 0956-38-3211 森　すみ子

株式会社Ｔａｋｅ　Ｈｅａｒｔ 焼きたてパンの製造・販売 佐世保市勝富町7番18号 080-3188-8333 舛元　淳子

長田食品 魚醤油・魚味噌等の調味料製造 平戸市大久保町326-105 0950-22-5544 長田　政俊

株式会社長崎グランドサービス リネンサプライ・クリーニング業 諫早市津久葉町5-12 0957-25-3144 川口　新一（総務課）

有限会社県央広域事業センター 一般廃棄物処理業 諫早市小豆崎町704-1 0957-24-5343 原武　達也

江崎総本店株式会社 園芸用肥料資材製造・仕入・販売 諫早市長野町2427 0957-24-2861 富田　悦子（総務部）

協業組合ホームドライ長崎 クリーニング業 諫早市津久葉町278-14 0957-26-6722 小畑　節子（総務）

株式会社ミールジャパン 産業給食（ランチデリバリーサービス） 諫早市津久葉町2060-35 0957-26-4580 片山　祥充

株式会社杵の川 酒類製造業 諫早市土師野尾町17番地4 0957-22-5600 濱田　千由紀

有限会社サングリーン大村 苺栽培・販売 大村市原町469-1 0957-28-8615 長田　俊宜

株式会社やすなが 日用雑貨・記念品・ギフトの販売他 大村市池田2丁目284-7 0957-53-2175 安永　正昭
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   　 長崎県では、障害者の方の就労促進を図るため、職場実習を受け入れる企業が、受入れのために必要となる設備等の導入や
   更新等に要する経費について補助を行っています。（※本補助金事業は平成２４年度で終了）
      平成１９～２４年度に交付を受けた企業名を掲載していますので、職場実習を希望する場合は、企業側と直接ご相談ください。

長崎県障害者職場実習設備等整備事業補助金の交付企業一覧
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圏域 企業名 業　種 住　　所 電話番号
担当者

（敬称省略）

株式会社シンコー 廃棄物処理業・ビル管理事業・総合給食事業等 大村市東三城町6-1　大村ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ3F 0957-20-7373 佐々木　俊也

株式会社ナカムラ消防化学 消防自動車製造販売・消防設備点検保安業務等 大村市平町1933 0957-52-1617 中頭　徹男

株式会社サポート ペットフード製造販売 大村市溝陸町734番地１
0957-47-8238
090-3327-5607

本田　保志

株式会社九州たまがわ リネンサプライ業 東彼杵郡東彼杵町三根郷893-1 0957-47-1188 山口 亮爾（総務課）

株式会社岩嵜紙器 紙器製造販売 東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷201-1 0956-85-2127 岩嵜　佳代子

有限会社大光ブロイラー 食肉加工業 島原市有明町大三東丁296-1 0957-68-1855 朝長　信子

有限会社尾崎食品 食品（豆腐・かまぼこ）製造業 島原市大手原町甲2141-24 0957-65-0801 尾﨑　秀保

株式会社大光食品 食肉加工販売 島原市大手原町2130-32 0957-62-7391 松本　伸治

株式会社アクアドリーム 農業 島原市有明町大三東戊2720-3 0957-68-3290 本田　実樹

有限会社清福祉事業 認知症対応型共同生活介護及び通所介護 島原市秩父が浦町丁3543番地13 0957-64-1150 宮﨑　美智子

株式会社マツオファーム 農業
島原市栄町8501-1
（実習場所は諫早干拓）

0957-63-6111 荒木　富美代

有限会社ナッツ・プラン 農産物一次加工所 島原市有明町大三東戊1967-1 090-7738-7001 福島　巨大

プリマルーケ株式会社 食肉加工品の製造・販売 雲仙市国見町土黒己120 0957-78-2929 徳永　順一

株式会社エースフーズ 冷凍食品製造業 雲仙市瑞穂町古部乙10-4 0957-77-2045 宮本　広美（総務課）

小浜食糧株式会社 菓子製造・卸販売業 雲仙市小浜町北本町14番地16 0957-75-0115 吉田　政信

町田食品株式会社 水産加工 雲仙市小浜町飛子埋立地 0957-76-5050 町田　加一郎　

株式会社雲仙フード 食肉の加工販売 雲仙市愛野町乙5307番地2 0957-36-2983 富永　眞知子

農事組合法人　吾妻しいたけ生産組合 菌床しいたけ、菌床きくらげ栽培 雲仙市吾妻町栗林名1265-1 0957-38-6767 岩崎　等

有限会社井上青果 農産物の生産・販売 雲仙市南串山町丙2007 0957-88-2206 井上　政富

株式会社アパレルオオタ 縫製業 南島原市加津佐町丁1595 0957-87-5140 太田　信雄

有限会社ツカサフーズ 水産加工業 南島原市口之津町丁635-3 0957-86-5110 大平　雄一郎

有限会社みらい 介護保険サービス事業 南島原市有家町大苑1967番地 0957-82-1113 林田　稔

株式会社マイトピア オートキャンプ場経営・農作物の生産販売・福祉事業 南島原市布津町丙4640番地 0957-72-6333 永石　孝博

株式会社雲仙きのこ本舗 きのこ栽培及び麺・加工食品製造販売
南島原市有家町尾上3147番地
（実習場所は愛野センター）

0957-82-0011 前田　和彦

壱
岐

壱岐オガコ工業株式会社 産業廃棄物処理業（木くず） 壱岐市郷ノ浦町牛方触435 0920-47-0451 長岡　末大

※長崎圏域の長崎グラバー食品株式会社につきましては、現在、県南圏域の有限会社ツカサフーズの方で受入れしておりますので、 ご了承ください。
　　同じくあきのぱん屋さんについても、実習先の住所が変わりますので、先方にご確認ください。
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