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北テント 職場紹介 A01 （株）特殊衣料 北海道札幌市 頭部保護アボネットと、エイブルカレンダーの販売

職場紹介 A02 (株)ほくでんアソシエ 北海道札幌市 障がい者の自立と社会参加を支援しています。

職場紹介 A03 （株）リプライ（アクアクララ山形）
山形県寒河江
市

アクアクララが選ばれている理由は、「安心」です。

埼玉福興(株) 埼玉県熊谷市
ソーシャルファーム　～農福一体の現場で未来を創る
～

ハートランド（株） 大阪府泉南市
農業分野で障碍者雇用のビジネスモデルの確立を目
指す

（福）ウイズユー 鳥取県鳥取市
福祉と農業の連携。障害雇用の安定と工賃の向上が
実現

（福）みやこ福祉会 沖縄県宮古市 すべての人に希望と笑顔を、そしてやすらぎを

白石クリーニング協同組合 宮城県白石市
障害者の方も効率の良い作業ができるように様々な
機械を導入

秋田基準寝具(株) 秋田県秋田市 希望の光を現実に・・・

長崎基準寝具（有）
長崎県西彼杵
郡

病院・施設の寝具リースのお仕事を障がい者と共に
頑張っております。

職場紹介 A06
富士ソフト企画(株)（富士ソフト
(株)特例子会社）

神奈川県鎌倉
市・横浜市

精神・身体・知的・発達障がいの織り成す就労舞台～就労は
障がいを軽減する～

職場紹介 A07 ㈱きものブレイン
新潟県十日町
市

「きものの幸せ」と「社員の幸せ」を考える会社です

職場紹介 A08 長野リネンサプライ(株) 長野県長野市
私たちのテーマは、ＮＯＲＭＡＬＩＺＡＴＩＯＮ
－共生・共働・共遊－
就労教育訓練システムの確立

職場紹介 A09 エプソンミズベ(株) 長野県諏訪市
エプソンの新事業から障がい者雇用の新しいモデル
をご紹介します

職場紹介 A10 (株)ミヤゲン 福井県敦賀市
創業６０余年、袋一筋のメーカーです。
弊社の新商品”キャリーカップ”をよろしく

職場紹介 A11 (株)　ワールドビジネスサポート 兵庫県神戸市
一人一人が必要とされる人材として活躍できる職場を
目指します！

職場紹介 A12 (株)JR西日本あいウィル 兵庫県尼崎市
私たちは「みんなが笑顔になれる会社」を目指してい
ます！

職場紹介 A13
(株)ナリスコスメティックフロンティ
ア

兵庫県神戸市 For others（人様のために）の思いをカタチに‼

職場紹介 A14 （福）吉備の里 岡山県加賀郡
「可能性への挑戦」
レーザー加工品及びイノシシ皮の製品を販売します。

職場紹介 A15 (有)奥進システム 大阪府大阪市
健常者と障がい者が協力し意欲と技術でシステム開発をして
います

職場紹介 A16 ＮＴＴクラルティ(株)
東京都
武蔵野市

ＮＴＴ（日本電信電話株式会社）の特例子会社です。
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職場紹介 A04

職場紹介 A05

http://www.tomoni.co.jp/
http://www.hokuden-associa.co.jp/
http://www.saitamafukko.com/
http://www.fsk-inc.co.jp/
http://www.fsk-inc.co.jp/
http://www.kimono-brain.com/
http://www.naganolinen.co.jp/
http://www.epson.jp/company/epsonmizube/
http://miyagen8.co.jp/ja/main_home/
https://www.naris-frontier.co.jp/
https://www.naris-frontier.co.jp/
http://www.kibinosato.or.jp/
https://www.okushin.co.jp/
https://www.ntt-claruty.co.jp/
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職場紹介 A17 (株)シーエックスカーゴ 埼玉県桶川市
商品に触れて、お仕事体験せみませんか？Ｌｅｔ’ｓ
チャレンジ！

職場紹介 A18 和田精密歯研(株)
東京都江戸川
区

口福は幸福「何よりも美味しく食べることのできる美し
い口元創り」

職場紹介 A19 SMBCグリーンサービス(株) 大阪府大阪市 仕事にも　生活にも　大きな夢を持とう！

職場紹介 A20 大東コーポレートサービス(株) 東京都港区
働く楽しさを実感できる職場、将来の夢を託せる企業
を目指します。

職場紹介 A21 (株)ベネッセビジネスメイト 東京都多摩市
教育・介護事業等を展開するベネッセグループの特
例子会社です。

職場紹介 A22 日本理化学工業(株)
神奈川県川崎
市

窓ガラスやホワイトボードに描けるキットパスをお試し
ください。

職場紹介 A23 みずほビジネス・チャレンジド(株) 東京都町田市
社員
シャイン

と共
トモ

に１９年目
ネンメ

。これからも社員
シャイン

のチャレンジを応
オウ

援
エン

します！

職場紹介 A24 パナソニックアソシエイツ滋賀(株) 滋賀県彦根市
障がい者と協働で造る「ナノイー」など美容・快適商品を体
感！

職場紹介 A25 パナソニック交野(株) 大阪府交野市
障がいのある人たちが主役で誇りの持てるHuman
Factory

職場紹介 A26
パナソニックエコシステムズ共栄
(株)

大阪府大阪市
お手伝い出来ることがございましたら、お気軽にお声掛けくだ
さい。

職場紹介 A27 パナソニック吉備(株) 岡山県加賀郡
国内で初めての第三セクター方式により設立。障がいのある
人もない人も共に協力し合ってモノ造りに励んでいます。

職場紹介 A28 （株）ダイキンサンライズ摂津 大阪府摂津市
従業員の90％が障害者。130名の障害のある社員が
自らの努力と互いの協力で全ての生産活動を行う。

職場紹介 A29 ハウスあいファクトリー(株)
大阪府東大阪
市

安全・品質にこだわり、よりよいものづくりを行っていま
す！

職場紹介 A30 阪神友愛食品(株) 兵庫県西宮市
自立と共助、そして社会貢献と「友愛の心」を大切にし
ています。

職場紹介 A31
UCCグループ特例子会社　日本
パーソネルセンター(株)

兵庫県神戸市
おいしいＵＣＣコーヒーを飲みながら
業務内容を見に来てください

（株）カン喜 山口県周南市
農水産物の製造・加工及び販売、障害者自立支援に
基づく福祉サービス事業

（特非）周南障害者・高齢者支援
センター

山口県周南市
正育者を中心とした施策実施と、成長に合わせ就労
移行を可能に！

職場紹介 A33 (株)いくせい 兵庫県神戸市
知的障害者の就労支援。清掃、農業、食品加工、カ
フェ業。

職場紹介 A34 (有)東西食品 佐賀県佐賀市 みんなで頑張ってます。美味しい田舎鶏を食卓へ！

職場紹介 A35 （福）南高愛隣会 長崎県雲仙市 安心して働ける環境を目指して

職場紹介 A36 (株)富士電機フロンティア
神奈川県川崎
市

フロンティア３つの本気
１．本気ですれば大抵のことはできる。2．本気ですれ
ばなんでも面白い。3．本気ですれば誰かが助けてく
れる。

東テント 職場紹介 A37
(株)旭化成アビリティ（延岡・水
島・富士・東京）

本社　宮崎県延
岡市

明るく・楽しく・活き活きと

職場紹介 A32

http://www.cx-cargo.co.jp/
http://www.labowada.co.jp/
http://www.benesse-bizmate.jp/
http://www.rikagaku.co.jp/
http://www.mizuhobank.co.jp/business-challenged/index.html
http://panasonic.co.jp/es/pesesky/
http://panasonic.co.jp/es/pesesky/
http://panasonic.co.jp/cns/pki/
http://www.daikin.co.jp/group/dss/
http://www.jpcc.co.jp/
http://www.jpcc.co.jp/
http://www.buchi-uma.com/
http://www.kk-ikusei.co.jp/
http://www.airinkai.or.jp/
http://www.fujielectric.co.jp/frontier/
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職場紹介 A38 中電ウイング(株)
愛知県名古屋
市

「夢に向かって全力で挑戦する」開業当時から貫く基
本姿勢

職場紹介 A39
(株)ニッセイ・ニュークリエーショ
ン（日本生命保険相互会社　特
例子会社）

大阪府大阪市
障がいのある社員がお互いの障がいを理解し支えあ
う会社です。

職場紹介 A40 サンアクアTOTO　(株)
福岡県北九州
市

知恵を使った改善で、障がい者と健常者が共に働く会
社です。

職場紹介 A41
（公社）全国重度障害者雇用事
業所協会

東京都中央区
会員企業の経験を生かして、障害者雇用に関する相
談に応じます。

職場紹介 A42 ＹＫＫ六甲(株) 兵庫県神戸市 「明るく、やさしく、たくましく」が経営理念です。

職場紹介 A43 化成フロンティアサービス（株）
福岡県北九州
市

明るく・元気に・前向きに！困った時はお互い様　よ
し！

職場紹介 A44 （福）西九福祉会　山王福祉工場 佐賀県佐賀市
「安心と信頼」をモットーに喜ばれる商品を作り、感謝
の気持ちを持って取り組んでいます。

職場紹介 A45
（福）共生福祉会　サンシャイン
ワークス

熊本県合志市
多機能型事業所で就労継続支援A型、B型事業等を
行っています。

職場紹介 A46
富士通テレコムネットワークス
(株)

栃木県小山市
情報通信機器のスマートなものづくりを通じて社会に
貢献します。

職場紹介 A47 (有)真京精機 栃木県真岡市
障害者もＭＣ機械作業を扱えるようになる技術・指導を致しま
す。

職場紹介 A48 ヘイコーパック(株)
栃木県芳賀郡
芳賀町

個性豊かな人たちと一緒に働き、学びと改善で優しく
強い人材を育成

就労支援 B01 ㈱エスケーエレクトロニクス 京都府久世郡 ＳＥＭ Ｇｌｏｖｅ　自立支援用は握力をサポートします

就労支援 B02
（一社）えひめICTチャレンジド事
業組合

愛媛県松山市
在宅で働くために必要な場の全国ネットを目指してい
ます。

就労支援 B03 ㈱インフォ・クリエイツ
東京都千代田
区

Ｗｅｂアクセシビリティ　協業検査事業による在宅就労への貢
献

就労支援 B04 富士通(株) 東京都港区
ＩＣＴを利活用したダイバーシティ・コミュニケーション/
学習・生活支援

就労支援 B05 (株)ソフトシーデーシー
栃木県宇都宮
市

脳の元気さをたった１５秒で測れる『きらきら星脳活計®』の展
示

就労支援 B06
クローバーナビ（(株)ジェイ・ブ
ロード）

東京都中央区
障がい者の就職ならクローバー！充実の求人情報で皆様を
サポート

就労支援 B07 （株）ジアース教育新社
東京都千代田
区

特別支援教育、障害者福祉関連書籍の発行をメーン
とした出版社

就労支援 B08 (株)エスコアール
千葉県木更津
市

人に優しい、環境に優しい企業を目指して・・・

就労支援 B09
障害者職業総合センター　研究
部門

千葉県千葉市 障害者職業総合センター研究成果物のご紹介

就労支援 B10 中央障害者雇用情報センター 東京都江東区
就労支援機器をご存知でしょうか？ぜひ一度ご体験く
ださい。

就労支援 B11 栃木障害者職業センター
栃木県宇都宮
市

栃木県での職業リハビリテーション業務を推進してい
る組織です。

就労支援 B12
（ＮＰＯ）インターナショナルネイル
アソシエーション

東京都渋谷区 ネイルスペシャリスト育成と支援を目指して

https://www.nissay-nnc.co.jp/
https://www.nissay-nnc.co.jp/
https://www.nissay-nnc.co.jp/
http://www.sunaquatoto.co.jp/
http://www.zenjukyo.or.jp/
http://www.zenjukyo.or.jp/
http://www.fujitsu.com/jp/group/ftn/
http://www.fujitsu.com/jp/group/ftn/
http://www.sk-el.co.jp/products/hc/
http://www.e-ica.com/
http://www.e-ica.com/
http://www.infocreate.co.jp/
http://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/products/software/applications/ud/livetalk/
http://www.softcdc.co.jp/
http://www.clover-navi.com/
http://www.clover-navi.com/
http://www.kyoikushinsha.co.jp/
http://escor.co.jp/
http://www.nivr.jeed.or.jp/
http://www.nivr.jeed.or.jp/
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer05.html
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/tochigi/index.html
http://www.i-nail-a.org/
http://www.i-nail-a.org/
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就労支援 B13 （一社）福祉心話会 東京都町田市
多様な切り口で障がい者の地域生活をサポートして
います。

就労支援 B14 （公財）東日本盲導犬協会
栃木県宇都宮
市

知ってください　盲導犬のこと　盲導犬ユーザーのこと

就労支援 B15
（特非）日本視覚障がい情報普
及支援協会

東京都新宿区
視覚障害者への情報ツール、音声コードUni-Voiceが
進化！

就労支援 B16 （一社）日本聴導犬推進協会
埼玉県
ふじみ野市

聴導犬を知っていますか？

就労支援 B17 (特非）日本自立支援機構
東京都千代田
区

障がい者の就労を支援する「web名刺・封筒作成システム」

就労支援 B18 ＮＰＯ法人プラナス 東京都町田市
東京産メロンを活用した商品等、地域の特色を活かし
た商品を販売。

就労支援 B19 チャレンジドＩＴセンター
栃木県宇都宮
市

ご来場の記念に本格的で楽しい写真撮影を実施いた
します！

就労支援 B20
（福）とちぎ健康福祉協会　清風
園

栃木県さくら市
天然の染料を用いて染めた草木染製品を是非ご覧く
ださい。

就労支援 B21 （福）パステル
栃木県下都賀
郡野木町

障害を持つ方の地域での自立生活を支援していま
す。

就労支援 B22
（福）飛山の里福祉会　ハート二
宮

栃木県真岡市
パンと焼菓子の販売。なないろメロンパンは限定３０
セット

就労支援 B23
あいのかわ福祉会　ワークス共
育

栃木県那須塩
原市

利用者の方が心を込めて作ったパンや手工芸製品を是非お
試し下さい。

就労支援 B24 （福）みつわ会　みつわ工房
栃木県那須烏
山市

カフェみつわ自慢のシフォンケーキを販売します。

就労支援 B25
（福）パステル　フロンティアお
やま

栃木県小山市
フロンティアおやまでは、ふわふわの手作りパンを提供してお
ります。
ぜひお買い求めください。

就労支援 B26 (有)コパン・コパン
栃木県宇都宮
市

心を込めて、手作りで焼き上げたパンをぜひご賞味ください！

就労支援 B27 合）TOMOScompany
栃木県宇都宮
市

手づくりアロマキャンドル・小物の販売、手作りキャン
ドル体験できます。

就労支援 B28 （福）恵友会　ひびき
栃木県宇都宮
市

見てびっくり！食べてびっくり！これぞ、ひびきの自信
作！

就労支援 B29 （福）ソフィア会　えいぶるの里 栃木県小山市

小山市にある障がいをもつ人がパンや焼菓子、アイス
クリームを製造している施設です。桑の葉やかぼ
ちゃ、地場産の材料で作ったパンやお菓子が人気で
す。

就労支援 B30 （福）エルム福祉会　SELPみなと
栃木県大田原
市

手づくりのクッキー等、地域の皆さまに愛される商品を
提供します。

宇都宮市
体育館

就労支援 Ｂ31
(株)安寿の里のりくら　アイ・レー
ベル

長野県
安曇野市

世界初のサドル付歩行器　歩行器が車いすにもなり
ます。

東テント
国立職業リハビリテーションセン
ター

埼玉県所沢市 スキルを身につけて就職に結びつけよう

国立吉備高原職業リハビリテー
ションセンター

岡山県加賀郡
新たな知識や技能を身につけ、就職を目指す障害者
職業訓練校

能力開発 C02 栃木県立盲学校
栃木県宇都宮
市

心も体もリフレッシュ！日頃の疲れをマッサージで癒しません
か。

能力開発 C01

http://www.fukushi-shinwakai.jp/
http://www.guide-dog.jp/
http://www.javis.jp/
http://www.javis.jp/
http://hearingdogjp.org/
http://www.npojso.or.jp/jso/
http://npocc.org/
http://www.sakura-seifuuen.com/
http://www.sakura-seifuuen.com/
http://ycopan.com/
http://www.facebook.com/TOMOScompany/
http://www.kei-yuu-kai.com/hibiki.html
http://www.ailabel.org/
http://www.ailabel.org/
http://www.nvrcd.ac.jp/
http://www.nvrcd.ac.jp/
http://www.kibireha.jeed.or.jp/
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エリア ブース№ 出展者名 所在地 出展者の紹介・案内

能力開発 C03
栃高教研
特別支援学校進路指導部会

栃木県宇都宮
市

県内の特別支援学校による進路指導部の取組を紹
介します。

能力開発 C04
栃木県立特別支援学校　宇都
宮青葉高等学園

栃木県宇都宮
市

栃木県で初めて開校した高等特別支援学校をよろしく
お願いします。

栃木県立南那須特別支援学校
栃木県那須烏
山市

中・高等部の生徒が作業学習の授業で丹精こめて作りまし
た。

宇都宮大学教育学部附属特別
支援学校

栃木県宇都宮
市

宇都宮大学附属特別支援学校です。
高等部作業班の製品販売をします。

栃木県立足利中央特別支援学
校

栃木県足利市
高等部の生徒が心をこめて製作した様々な作業製品を販売し
ます。

栃木県立益子特別支援学校
栃木県芳賀郡
益子町

心をこめて丁寧に作った木製ベンチと陶芸食器を販
売します。

栃木県立那須特別支援学校
栃木県那須塩
原市

木工製品の販売をします。体験は、木工作業のビス
打ちです。

栃木県立国分寺特別支援学校 栃木県下野市
校内の作業学習班が１つ１つ丁寧に作った製品を展
示しています。

栃木県立栃木特別支援学校 栃木県栃木市
本校は、栃木市にある開校４３年目を迎える知肢併置
校です。

栃木県立富屋特別支援学校
栃木県宇都宮
市

「みんなで　たのしく　やわらかに」自立に向けて頑張っ
ています。

栃木県立今市特別支援学校 栃木県日光市
学校は、世界遺産「日光の社寺」で知られる、日光市に
あります。

栃木県立岡本特別支援学校
栃木県宇都宮
市

「職業」や「作業学習」の時間に製作した製品や活動の
様子です。

栃木県立足利特別支援学校 栃木県足利市
医療を受けながら学べる学校紹介パネル展示と作業製
品販売です。

栃木県立のざわ特別支援学校
栃木県宇都宮
市

肢体不自由を有する児童生徒が通学する特別支援学
校です

栃木県立わかくさ特別支援学校
栃木県宇都宮
市

「明るく元気に頑張る子」を目指し、日々の学習に励んで
います。

能力開発 C11 栃木県立聾学校
栃木県宇都宮
市

聴覚に障害のある子どもたちを教育する県内唯一の特
別支援学校です。

大展示場 能力開発 C12 ポリテクセンター栃木
栃木県宇都宮
市

ものづくり体験教室「塩化ビニールパイプを使ったリコー
ダーの作製」と「万華鏡の作製」
対象者は、小学生低学年以上です（親子で助け合いな
がらできます）

屋外
屋外特設
ブース

D01 トヨタカローラ栃木㈱
栃木県宇都宮
市

ぜひこの機会にウェルキャブ車を「見て・触れて・体感」し
て下さい。

東テント
就労支援
特設ブー
ス

E01 資生堂ジャパン(株)
栃木県宇都宮
市

一瞬も　一生も　美しく

能力開発 C05

能力開発 C06

能力開発 C07

能力開発 C08

能力開発 C09

能力開発 C10

http://www.tochigi-edu.ed.jp/kokubunjitoku/nc2/
http://www.tochigi-edu.ed.jp/tomiyatoku/nc2/
http://www.tochigi-edu.ed.jp/okamototoku/nc2/
http://www.tochigi-edu.ed.jp/nozawatoku/
http://www3.jeed.or.jp/tochigi/poly/
http://www.corolla-tochigi.co.jp/
http://www.shiseido.co.jp/index.html

