
第一生命保険株式会社
仙台総合支社

講師による、 障がい者雇用の目的 や現状の実態に

ついての講演。障がい者雇用についてより理解を深め

ることができます。

東
北

障害のある人もない人も一緒に自立できる社会を目指すためのイベントを開催！

展示ブース

昨年の実績を元に「より伝わる」展示に仕立てます！

1

基調講演2

主催 ： 一般社団法人 日本障がい者就労支援センター
共催 ： NPO法人 みやぎセルプ協働受注センター
協賛 ： 株式会社バイタルネット
後援 ： 宮城県、仙台市、宮城県教育委員会、仙台商工会議所、東北経済連合会、
仙台冠ロータリークラブ、仙台銀行、宮城県情報サービス産業協会、宮城県中小企業団体中央会、
みやぎ工業会、共同通信社仙台支社、河北新報社、ＮＨＫ仙台放送局、TBC東北放送、仙台放送、
ミヤギテレビ、KHB東日本放送、せんだい泉エフエム放送（fmいずみ797）、
NPO法人とっておきの音楽、日本筋ジストロフィー協会宮城県支部、東北福祉大学 東北福祉大学

仙台駅東口キャンパス
〒983-8511 仙台市宮城野区榴岡2-5-26

一般企業による 展示 や障がい者就労支援事業所に

よる 販売 を行います。
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七十七銀行
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 入場無料！
JR仙台駅から徒歩3分 日本初！

障がい者雇用の
大規模イベント

開催日

2019 6 26 水

時間 10:00〜15:30
場所 東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス

私たちは障がい者と企業と就労支援事業所をネットワークで結び、障がい者があたりまえに生きがいをもって働ける

相互扶助の社会基盤づくりを目指すために、当センターを設立しました。

■ 障がい者就労の理解・啓蒙
■ 資格認定制度による障がい者雇用アドバイザーの育成
■ 障がい者が就労できる就活・教育サポート
■ 企業と障がい者とのマッチングの構築　　　…… など

日本障がい者就労支援センターとは

設立の背景01

〈目的〉
障がい者が企業で働ける社会基盤づくり。

〈目標〉
日本が「障がい者雇用」の先進国となる。

〈スローガン〉
障がい者に、働きがいを。

主な活動

● 就労支援団体の紹介とマッチング
● 障がい者雇用を実践している企業の視察
● 正会員同士の交流会・情報交換会
● 就労支援事業所でのワーク体験
● 認定資格の受験料割引
● 講習会への参加費割引

当センターの目的に賛同して、

共に障がい者就労の向上を推進する法人や団体。

会員制度について02

〈正会員〉

当センターの目的に賛同して協力する、地方自治体、政府関係機関、公共団体等。

特別会員特典は事務局までお問い合わせください。

〈特別会員〉

入会金・年会費

法人（従業員数100人未満）

入会金 30,000円 年会費 120,000円

法人（従業員数100人以上）

入会金 50,000円 年会費 180,000円

正会員特典

お問い合わせ先
Challenged Open!実行委員会

一般社団法人 日本障がい者就労支援センター
〒984-0042 仙台市若林区大和町１丁目2-15STビル イートス（株）内　 事務局担当者
TEL 022-236-0632　FAX 022-781-8547　Mail  info@nssss.or.jp



〒980-0003  仙台市青葉区小田原四丁目 4-14
ＴＥＬ022-302-7401　　 ＦＡＸ022-302-7402

https://www.ordertesuri.com

代表取締役社長　小池　康浩
株式
会社ティ・ピィ・エスサービス
TEL.022-372-0815  FAX.022-372-0992

総合ビルメンテナンス

TPSサービス様 _名刺広告　105×74mm　180529
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ご飲食はこちら

講師による、 障がい者雇用の目的 

や現状の実態についての講演。

障がい者雇用についてより理解

を深めることができます。

展示ブース

講演会

一般企業による 展示 や障がい

者就労支援事業所による 販売 

を行います。

3 F

1 F

B 1 F

障害のある人もない人も一緒に自立できる社会を目指すために、

就労支援事業所と企業の橋渡しをする日本初の大規模イベントです。

障がい者に
働きがい を“ ”

インフォメーション
Information

!

おねがい

他のお客様のご迷惑

になる行為はご遠慮

ください。

ご来場のみなさまの

より良いマナーでの

ご協力をお願いいた

します。

盲導犬や介護犬以外

のペット等、動物の連

れ込みは禁止です。

各自で出したゴミは

お持ち帰りください。

会場内は飲食禁止です。

B1Fの「軽食コーナー」
をご利用ください。

会場内は禁煙となっ

ておりますので、ご遠

慮ください。

具合が悪くなったり、ケガをされた

お客様はお近くのスタッフまでお声

がけください。

会場内におけるトラブル、事故やケガ、

盗難、紛失等につきまして、主催者は

一切の責任を負いかねます。

タイムスケジュール
T ime Schedule

開場10:00

講演会10:30

講演会13:30

閉場15:30

1

2

「私たち、ウジエスーパーグループの取り組み」
～特例子会社から社会福祉法人設立、日本初の事例～

株式会社ウジエスーパー 常務取締役 ／ 吉田 芳弘 氏

「精神障害のある方の安心した職業生活のために」
～本人・企業・支援者に求められる取組～

宮城障害者職業センター 主幹宮城障害者職業カウンセラー ／ 相澤 欽一 氏

1F 展示・セミナー室

1F 展示・セミナー室

3F 演習室

3F 演習室

※開場は
　10:20～

※開場は
　13:20～
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世界一のマイナスイオン発生器

消臭・殺菌・空気の浄化ができることから
医療用物質生成器として認められました。

（経済産業省／平成15年9月26日認定）

人は1日20kgの「空気」を食べています。

有限会社サクセス・ハーモニー仙台
〒982-0031 仙台市太白区泉崎1-19-25-306
TEL 022-243-4605   FAX 022-245-7292

滝風イオン
メディック
正規販売店

滝風イオンメディック
た　　　　き

出 展 企 業
Company

ＮＤソフトウェア株式会社

社会福祉法人みやぎ会

佐々木環境化学株式会社

株式会社ＫＡＩＳＥＩエンジニアリング

ＮＰＯ法人 ＬｉＦＥＳＥＴ

イートス株式会社

〒981-3133
仙台市泉区泉中央１－７－１ 泉中央駅ビル６Ｆ

〒039‐1161
青森県八戸市大字河原木字八太郎山１０－８１

〒982-0006
仙台市太白区東郡山１－８－９

〒107-0052
東京都港区赤坂2-17-55 開盛ビル

〒980-0811
仙台市青葉区一番町２－５－１ 大一野村ビル ７Ｆ

〒984-0042
仙台市若林区大和町１－２－１５ STビル３F

企業名

022-395-9711

0178-51-2010

 022‐398‐7798

03-6277-6432

022-706-1461

022-781-8548

TEL

022-395-9712

0178-51-2011

022‐398‐7806

03-5545-3950

022-774-2146

022-781-8547

FAX 事業所

株式会社Ｓ・Ｙワークス

一般社団法人日本障がい者就労支援センター

有限会社サクセス・ハーモニー仙台

ＰａｙＰａｙ株式会社

有限会社ペイントスタッフ

JIA-日本情報振興協同組合 東北支部

〒980-0811
仙台市青葉区一番町１－２－２５ 仙台ＮＳビル８Ｆ

〒984-0042
仙台市若林区大和町１－２－１５ STビル３F

〒982-0031
仙台市太白区泉崎１－１９－２５－３０６

〒980-0014
仙台市青葉区本町２－１５－１ ルナール仙台

〒981-0122
宮城郡利府町菅谷字産野原３６－２

〒984-0042
仙台市若林区大和町１－２－１５ STビル３F

企業名

022‐722‐2007

022-236-0632

022‐243‐4605

022‐204‐5310

022-369-3344

022-781-8548

TEL

022‐722‐1770

022-781-8547

022‐245‐7292

022‐204‐5367

022-369-3345

022-781-8547

FAX 事業所
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車の主治医を目指し、正確で的確な整備を

軽整備から重整備・新車販売・中古車販売まで、
安心しておまかせ下さい！

宮城県仙台市青葉区北根4丁目1-11
TEL：022-234-3331　FAX：022-234-3332
営業時間／9:00～18:00　定休日／水曜日

株式会社 高橋兄弟自動車商会

ロータリーに輝きを

わたしたちは
このイベントを応援しています！

仙台冠
ロータリークラブ

国際ロータリー第2520地区

創業1967年「やっぱり任せて安心！」の実力派です。

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂柳清水100-1
TEL 022-372-3612　FAX 022-372-3699
定休日／祝日

022-372-3612
朝8：30～夕方6：00まで受付

株式会社 沢本自動車
車修理の専門店

株式会社

ライフアップ

寝具類医療機器介護用品の
リース及びクリーニング業
Medical facilities & Bed linen

本社事業本部 〒984-0823 仙台市若林区遠見塚3丁目8-25 
TEL 022-294-6251 FAX 022-294-6253

工　場 〒983-0035 仙台市若林区日の出町3丁目8-18
TEL 022-782-0850 FAX 022-782-0851

出 展 支 援 団 体
Support Group

㈱LITALICO
リタリコワークス仙台東口センター

Ｒｉｃｋｅｙアカデミー
「就労準備型」放課後等デイサービス

ＮＰＯ法人コスモスクラブ
すまいる作業所

特定非営利活動法人アクティブ
地域活動推進センター アクティブ

（特非）みやぎセルプ協働受注センター

　
㈱スパーツ（就継B型事業所）
スパーツ長町・若林

アビリティーズジャスコ㈱
仙台センター

社福）仙台市肢体不自由児者父母の会
仙台自立の家

〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡２－３－１５ 花本ビル２F

〒980-0021
仙台市青葉区中央２ー２－１０ 仙都会館ビル７F

〒981-8001
仙台市泉区南光台東３－１１－３５

〒983‐0011
仙台市宮城野区高砂一丁目１２２－２

〒981-1102
仙台市太白区袋原5丁目１２－１

〒984-0838
仙台市若林区上飯田２－５－１８

〒980-0021
仙台市青葉区中央３ー３－３ 三丸ビル７F

〒989-3206
仙台市青葉区吉成台２ー１２－２４

支援団体名

022-742-5280

022-398-3931

022-773-8610

022‐352‐5665

022-399-6299

022‐703‐3341

022‐796‐5723

022‐303‐0260

TEL

022-742-5281

022-398-3932

022-773-8610

022‐352‐5665

022-306-2515

022‐703‐3341

022‐796‐5724

022‐719‐4055

FAX 事業所

社会福祉法人ゆうゆう舎
ぱれったけやき・宮城野

社会福祉法人あおぞら
障害福祉サービス事業所もぐもぐ

㈱めだか 地域活動支援センター
めだかのたいよう

株式会社manaby
障害者就労移行支援事業所 ｍａｎａｂｙ

認定NPO法人　ビートスイッチ
希望の星

特定非営利活動法人　桑の木
マルベリー工房

㈱なでしこ
就労継続支援事業所なでしこ

社福）仙台市手をつなぐ育成会
ホープすずかけ

〒983-0046
仙台市宮城野区西宮城野１０－５ ソフィア宮城野１－A

〒984-0063
仙台市若林区石名坂７０

〒986-0861
石巻市蛇田小斎８０

〒982-0011
仙台市太白区長町5丁目１－１５ エイ・エヌステーションビル１F

〒982-0801
仙台市太白区八木山本町２－２４－１

〒980-0004
仙台市青葉区宮町4丁目２ー２２ｋ'shousc１F

〒984-0042
仙台市若林区大和町４丁目１３－２７

〒983-0824
仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－２２－１

支援団体名

022‐257‐5092

022‐716‐8228

0225‐93‐5527

022‐796‐8505

022‐228‐5060

022‐224‐2454

022‐385‐7223

022‐252‐4640

TEL

022‐257‐5092

022‐716‐8188

0225‐23‐2593

022‐796‐8530

022‐228‐5060

022‐222‐6767

022‐386‐7269

022‐252‐4672

FAX 事業所
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建設・土木・リフォームのことは
安心しておまかせ下さい！

〒980-0866 宮城県仙台市青葉区川内三十人町51
TEL：022-223-7783　FAX：022-223-7795

MAIL：suzu.ken@k5.dion.ne.jp

株式会社 鈴木建設

ラ　クロンヌ　ドル インスタグラム

〒980-0003  仙台市青葉区小田原四丁目 4-14
ＴＥＬ022-302-7401　　 ＦＡＸ022-302-7402

https://www.ordertesuri.com

代表取締役社長　小池　康浩

〒981-3121
仙台市泉区上谷刈 3丁目 6-25 カヤバプラザ弐番館 202 号
Tel：022-739-9355　Fax：022-739-9353

生命保険と経営の
課題解決型コンサルティング

Your Dreams will Come True.

株式
会社

ミントコンディション

安心で安全そして快適、
食事もできるワンルームマンション

株式
会社ティ・ピィ・エスサービス
TEL.022-372-0815  FAX.022-372-0992

総合ビルメンテナンス

TPSサービス様 _名刺広告　105×74mm　180529

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸50-6
TEL 022-372-8331　 FAX 022-375-4126
MAIL info@tousendenki.com

光・メタル、保守・回線メンテナンス、
電気工事はお任せ下さい！

確かな技術で
この街に貢献します。

東仙電気
Tosen Electricity

https://www.komenokofarm.com

株式
会社

特定非営利活動法人
あなたの街の三河やさん

エフブンノイチ
　

一般社団法人ＣＯＭ’Ｓ

　
社福）太陽の丘福祉会
仙台ローズガーデン

特定非営利活動法人創の会
メルヴェイユ仙台

認定ＮＰＯ法人
みやぎ発達障害サポートネット

社会福祉法人はらから福祉会

〒982-0011
仙台市太白区長町１－２－１５

〒984-0073
仙台市若林区荒町６７－１

〒985-8589
多賀城市桜木町3丁目４－１

〒981-3215
仙台市泉区北中山4丁目２６－１８

〒981-0933
仙台市青葉区柏木１－１－３０ 柏木サトウコーポ１Ｆ

〒981-0904
仙台市青葉区旭ヶ丘3丁目２０－１６

〒989-1601
柴田郡柴田町船岡中央１－２－２３

支援団体名

022‐308‐7282

022‐267‐5622

022‐766‐9373

022‐376‐1187

022‐342‐1502

022‐341‐0885

0224‐58‐3443

TEL

022‐249‐4666

022‐267‐5622

　　　 ー

022‐376‐1193

022‐342‐1507

022‐341‐0895

0224‐54‐4112

FAX 事業所
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