
会場 愛媛県⺠⽂化会館（3階  第6会議室）

定員 現地参加  90 名限定 (参加無料)   
※先着90名までとさせて頂きます。

申し込み
右のQRコードよりお申込み下さい。
※質疑応答のお時間を設けております。

申し込み⽤QRコード ▼

当⽇のオンライン公開について [ YouTube配信 ]

新型コロナウイルス感染症の影響により、ブースに参加する企業が変更する場合があります。

最新情報は「特定⾮営利活動法⼈ フェロージョブステーション」のHPからご確認下さい。 フェロージョブステーション 

愛媛県下の福祉事業所や⼀般企業にお集まり頂き、具体的な業務内容や働く障がい者の

姿、働く上で⼤事にしたい部分等をお話頂きます。当⽇は、相談⽀援事業所や障がい者

の就労をサポートする福祉機関、障がいのお⼦様を受け⼊れている⾼等学校にもご参加

頂きます。幅広い分野の皆様と共に、⼦どもたちの将来について学びや理解を深める機

会にしていきましょう。企業、事業所ごとにブースを設けております。ゆっくりとお話

下さい。

企業・事業所 
ブース懇談会

2

人 生 を 豊 か に

過 ご す た め に 出 来 る こ と

特定⾮営利活動法⼈ フェロージョブステーション （担当：⽚⼭、⽩⽯）
お問合せi TEL：���-���-���� MAIL : f_miura����@fellow.co.jp

⼤⼭ 隆久講師 ⽒

⽇本理化学⼯業株式会社 

代表取締役社⻑

全社員のうちの約7割程度を知的障がい者が占める⽇本理化学⼯業株式会社。 

⼀⼈ひとりの今ある能⼒で仕事が出来るよう作業⼯程や環境の⼯夫‧改善を⾏う事

で、60年にも渡り障がい者雇⽤を継続しています。障がいの有無に関わらず、皆が幸

せを感じながら働く「皆働社会」の実現に向け歩み続ける⽇本理化学⼯業の取り組み

や考え⽅、そこで働く社員さんの姿等お話頂きます。

特別講演会1
14 : 00 ~ 16 : 00

〜⼈間の究極の幸せとは〜

「働く幸せ」
13 : 00 ~ 16 : 00

14:00 〜 16:00LIVE配信

録画配信 16:30〜 24:00
※特別講演会の終了後、当⽇の24時までアーカイブ 

 （⾒逃し配信）として視聴できます。

YouTubeQRコード ▼

ブース懇談会  参加企業‧事業所⼀覧

会場
愛媛県⺠⽂化会館 
（2階  真珠の間）

申し込み 申し込み不要

定員 300名程度

※(A)=就労継続⽀援A型事業所

(B)=就労継続⽀援B型事業所

(移)=就労移⾏⽀援

(⽣)=⽣活介護事業

(グ)=障がい者グループホーム

(⾃)=⾃⽴訓練事業 (特)=特例⼦会社

※参加する企業‧事業所が 

 変更する場合があります。

※ブース懇談会イメージ

福祉事業所

・社会福祉法⼈ 松⼭共⽣会 ポッポ苑(B)(⽣)

・NPO法⼈ 家族⽀援フォーラム 
 夢ポケット(B)(移)(⽣)(グ)

・あいほーぷ⼀般社団法⼈(グ)

・NPO法⼈ さなえ (A)(B)(移)

・株式会社 フェローシステム 
 (A)(B)(移)・NPO法⼈ ぶうしすてむ(A)(B)

・社会福祉法⼈ 馴⿅(B)(⽣)

・NPO法⼈ サスケ⼯房(A)(移)

・有限会社 グリーンヘルス 彩葉(B)

・株式会社 くえすと ワンメイク(B)

・合同会社 フォーチュン(A)

・株式会社 プライムワーク(A)

・社会福祉法⼈ 福⾓会 
 松⼭福祉園(B)(移)(⽣) 
 ラ‧ルーチェ(B)(⽣)

・株式会社 マルク(A)(移)(⾃)

⼀般企業

・四国医療サービス株式会社(A)

・株式会社 輝城

・株式会社 エス‧ピー‧シー

・株式会社 ウィルビー(A)

・株式会社 アグサス

・有限会社 モンド(鯛むすび)

・有限会社 松⼭サービス(A)

・社会福祉法⼈ 松⼭紅梅会 
 梅本の⾥

・株式会社 ⽇の出都市開発

・PHCアソシエイツ株式会社(特)

・株式会社 ヒカリ

・ネッツトヨタ瀬⼾内株式会社

・株式会社 ⼤乘 
 (ピザロイヤルハット)

・有限会社 ⼤和屋本店旅館

その他

・松⼭市障がい者南部 
 地域相談⽀援センター

・広域通信制⾼等学校 
 未来⾼等学校

・えひめ障がい者就業‧ 
 ⽣活⽀援センター

・NPO法⼈ あいはぶ‧I have 
 （相談⽀援事業所）

参
 加

 無
 料

 ！

シンライフード有限会社 
（モスバーガー部⾨）

三井のリフォーム（四国ホーム）

株式会社 四国ファシリティーズ 
放課後等デイサービス  LAGOM

NPO法⼈ さなえ

NPO法⼈ 志リレーションLab 
放課後等デイサービス  ガーネット

NPO法⼈ 後⽅⽀援センター 
やすまるグループ

株式会社  ⼗割⼒（黒船）

株式会社 元和 
放課後等デイサービス  Le-Lian

株式会社 ナカフードサービス

株式会社 ⼤乘（ピザロイヤルハット）

有限会社 ⼤和屋本店旅館

有限会社 モンド（鯛むすび）

株式会社 メディックス

社会福祉法⼈ 松⼭紅梅会 梅本の⾥

株式会社 プライムワーク

株式会社 ⽇の出都市開発

ネッツトヨタ瀬⼾内株式会社

⼆幸送⾵機株式会社

株式会社 明朗社

株式会社 世起

株式会社 ディースピリット

株式会社 KEINS

株式会社 イクシオ 
放課後等デイサービス  キート

尾﨑⾏政書⼠事務所

愛媛住販

NPO法⼈ 家族⽀援フォーラム 
夢ポケット

株式会社 Allest  DKDC

社労⼠法⼈ アライズ

有限会社 阿部⽊⼯

株式会社 アグサス

就労継続⽀援A型事業所  Akari

協賛企業
私たちも しています！応援

株式会社 くえすと  ワンメイク

社会福祉法⼈ 松⼭共⽣会  ポッポ苑

Kizuna株式会社 
放課後等デイサービス  りくかいくう

株式会社 輝城

きくぞのケアパーク株式会社 
放課後等デイサービス  なないろの⽻

株式会社 カネシロ

奥道後 壱湯の守

株式会社 エルパティオ

松⼭銘菓 うつぼ屋

株式会社 えひめ飲料

合同会社 ウォズ  
放課後等デイサービス  NEXTFRIEND

株式会社 irodori 両村鍼灸整体院

株式会社 アトリエ き‧な‧こ

NPO法⼈ あいはぶ‧I have

合同会社 Infinity  
放課後等デイサービス事業所  ひらく

ABC開発株式会社

有限会社 グリーンヘルス

株式会社 クラス

株式会社 クララ美容室

株式会社 ⼭友社

有限会社 さくら 
放課後等デイサービス  さくらんぼ

ホテルサンルート松⼭

NPO法⼈ サスケ⼯房

株式会社 クロス‧サービス 
ほのかのおひさま 
発達⽀援ルーム てとて

⾼松⽯油株式会社

株式会社 Chero

有限会社 ダスキンタカモリ

セブンイレブン松⼭美沢店 
松⼭中央１丁⽬店

株式会社 テックアイエス

STELLA CRUISE

株式会社 スポフィット

DUCE inc

ドウゴノパンヤ

株式会社 中須ビルサービス

社会福祉法⼈ 馴⿅

職⼈集団

株式会社 明屋書店

パートナーシップ経営塾

株式会社 パレット

株式会社 ヒカリ

合同会社 フォーチュン

NPO法⼈ ぶうしすてむ

合同会社 ひだまり 
児童発達⽀援‧放課後等デイサービス  あすも

社会福祉法⼈ 松⼭⼿をつなぐ育成会 
就労⾃⽴準備型放課後等デイサービス 
つくしI‧RO‧HA

ポノ株式会社 
児童発達⽀援‧放課後等デイサービス  ポノ‧ポノ

社会福祉法⼈ 福⾓会

株式会社 マミーズファミリー

有限会社 松⼭サービス

株式会社 メルシー 
放課後等デイサービス  ウィズ⼭越

株式会社 ラビダ 
児童発達⽀援＆放課後デイサービス  えるむ（得夢）

株式会社 ライジングソリューションズ 
オーケイ⾃動⾞

ＮＰＯ法⼈レッチーノ 
多機能型事業所  てらす

株式会社 レデイ薬局

有限会社 ラポール

株式会社 マルク 
放課後等デイサービス マルクスコラ

※ご家族の⽅や福祉事業関係者、 

 企業関係者など幅広い分野の皆様の 

 ご参加をお待ちしております。
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愛媛県
⺠⽂化

会館

あいほーぷ⼀般社団法⼈

・株式会社 Akari(A)


