
特例子会社

株式会社グロップサンセリテ



子会社

株式会社サンクルール ： 就労継続支援事業（Ａ型）

放課後等デイサービス事業

株式会社サンソレイユ ： 就労移行支援事業

相談支援事業
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株式会社グロップ

グループ適用関係会社

本社：岡山市中区穝東町2-2-5

株式会社グロップジョイ

本社：岡山市東区中尾440

株式会社ヒューマンアイ

本社：東京都八王子市東町9-10明治安田生命八王子ビル7階

株式会社クリエイティブ

本社：大阪府大阪市住之江区南港北1－7－89 日立造船南港ビル1F

株式会社グロップエスシー
本社：岡山市北区野田屋町1-6-22

株式会社サンクルール

本社：岡山市北区今8丁目6-14

株式会社グロップサンセリテ（特例子会社）

岡山市北区今8丁目6-14

岡山市北区上中野2-28-7 TEL:086-805-6381

1,300万円

2004年1月21日

77名 ※2022年4月末現在 障害者72名

グロップグループ全体の障害者雇用管理

株式会社グロップの各種業務支援・業務請負

子会社運営

パラスポーツ実業団チーム運営 他

本社

本部

資本金

設立

従業員

業務内容

沿革

2004年1月に設立された岡山県を本社に置く企業としては、初となる「特例子会社」。

2010年頃より、本格的に障害者雇用に取り組み、同年、子会社サンクルールを設立。

就労継続支援Ａ型や放課後等デイサービスなど障害者福祉事業を開始する。2016年には、

パラスポーツ実業団チームを設立。パラリンピックリオ大会・東京大会に選手を輩出する。

2019年、障害者福祉事業の更なる展開のため、子会社サンソレイユを設立。移行支援事業

や相談支援事業を開始する。

※グロップグループ

国内15社 国外9社 計24社からなる企業グループ

直近2021年8月期グループ連結売上約460億円

http://www.human-i.co.jp/


※2022年4月末現在72名

3※2022年4月末現在239名

（R3.6.1現在）
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企業（一般就労）
障害福祉サービス

（特例子会社） （就労継続支援Ａ型）

（移行支援・相談支援）

（放課後等デイサービス）

「共に支えあい、共に生きる」

障害有無や障害種別に関わらず、お互いが支えあい、共に生きていくことが、共生社会への第1歩であると私達は考えています。

グロップサンセリテの社名にある「サンセリテ」はフランス語で「まごころ」という意味です。グロップサンセリテグループに関わるより

多くの人達が「まごころ」で溢れ、「共に支えあい、共に生きる」、そんな企業グループを目指し、さまざまな事業を展開しています。



平成22年～令和３年 12年連続入賞

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

理事長奨励賞 1５作品

厚生労働大臣賞 2作品

平成27年11月 岡山県障害者雇用優良事業所

岡山県産業労働部長 表彰

平成28年12月 岡山商工会議所 第13回岡山武蔵倶楽部大賞・特別賞
（WORLD-AC）

令和 元年11月 岡山県障害者雇用優良事業所

岡山県知事 表彰

令和 2年11月 令和元年度スポーツ功労者顕彰及び表彰

スポーツ功労団体 表彰（WORLD-AC）

令和 3年 9月 優秀勤労障害者表彰（理事長努力賞）

岡山・愛媛・千葉 各1名 計3名が同時受賞

平成26年 厚生労働大臣賞 令和元年 厚生労働大臣賞
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障害者雇用支援月間ポスター原画コンテスト（写真）

表 彰
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「共に働き、共に活躍する」

障害有無や障害種別に関わらず、お互いが支えあい、「共に働き、共に活躍する」企業を目指しています。

私達は、世の中にある全ての職種において障害者も働ける、と考えています。私達の働き方は、この考えから生まれました。

グロップサンセリテでは、本人希望や障害特性、職場環境等を考慮し、さまざまな職場、職種で障害者が活躍しています。

主に親会社の拠点で親会社の業務支援を・・・

主に親会社グロップの各拠点に配属されます。ここで健常者と共に働き、活躍してもらいます。

障害者用に用意された仕事を支援者や障害者だけで行うわけではありません。

他、本社事務（経営本部）や子会社出向（障害福祉サービス指導員）などの働き方があります。

■メリット

グロップサンセリテの採用基準で採用されます。

さまざまな働き方が選択できます。

親会社にはないライフワークにあわせたさまざまな手当が支給されます。

親会社にはない退職金制度があります。（正社員）

親会社のグロップで行われている業務全てにおいて、障害者雇用の可能性があります。

親会社のグロップの拠点全てにおいて、障害者雇用の可能性があります。

■デメリット

採用基準が異なること、働き方がことなることなどから、親会社のグロップより

給与水準が低めです。

障害者福祉施設のような手厚い支援はありません。

共に働く全ての従業員が、障害者に対して理解があるわけではありません。



グロップサンセリテ運営・障害者雇用管理・人事・総務 他

サンクルール運営・サンソレイユ運営
（親会社の各種業務支援のため、親会社の各職場にて勤務。）

経理財務部 1

高柳BPOセンター 10

桑野物流センター 3

第1センター 1

給与計算事務

経理事務

電話オペレーション及び付随事務・システム構築・Wi-Fi関連業務・その他事務全般

物流系加工作業（封入、検品等）

模試答案事務

岡山コンタクトセンター 7 電話オペレーション及び付随事務・庶務

物流系加工作業（封入、検品等）

総務部（業務課 給与・請求） 1

北柏物流センター 6

愛媛コンタクトセンター 10 電話オペレーション及び付随事務・事業所内清掃及び周辺環境整備

データ入力・加工及び付随事務赤田BPOセンター 2

上道センター 5
製造作業（製造加工・検品等）

長岡センター 3
物流系加工作業（機械封入等）

西日本業務管理課 4 電話受付・各種チラシ及び研修資料作成等

丸亀オフィス 1

情報システム部 3 HP管理・更新及び付随作業・システム構築

製造作業・事務作業

基盤支援事業部

グロップサンセリテ運営・障害者雇用管理・人事・総務・経理・広報・庶務
サンクルール運営・サンソレイユ運営・子会社出向（指導員） 他
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WORLD-AC     2

経営本部 9

パラスポーツ実業団チーム

梅田オフィス 1 一般事務

弘前コンタクトセンター 3 電話オペレーション及び付随事務・事務所内清掃及び周辺環境整備

補足：組織名の中の数値は、
配属されている障害者数になります。



肢体(重度)

電話受付や受付に関連
する事務業務に従事。

肢体

サンクルールの指導員
として清掃業務や軽作
業の指導・引率業務に
従事。

本人希望・障害特性及び、職場環境等を考慮し、さまざまな職場・職種・業務で活躍しています。

知的

各種検品作業、アッセ
ンブリ作業などの軽作
業に従事。

精神・発達

模試答案前処理などの
事務業務に従事。

聴覚(重度)

システム構築やデータ
入力業務に従事。

聴覚(重度)

グループの給与処理や
電算処理の補助業務に
従事。

視覚(重度)

拡大読書器や音声読み
上げソフト搭載のパソ
コンを使用しての事務
業務に従事。

肢体(重度)

経理財務部にて、経理
事務に従事。
現在は在宅勤務。
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知的

千葉県柏市の北柏物流
センターにてダイレクト
メール等の封入・封緘な
どの軽作業に従事。

肢体(重度)

経営本部での事務業務
に従事。

※車いす陸上部

WORLD-AC所属

肢体(重度)

コールセンター内での
事務業務に従事。

精神・発達

コールセンターのオペ
レータ業務に従事。



正社員(一般職) 正社員(管理職) スタッフ

給 与
140,000～198,000円
（年1回昇給あり）

200,000～245,000円
（年1回昇給あり）

岡山 870円～
愛媛 830円～
千葉 960円～

勤 務 時 間
9:00～17:30
※配属先によりシフト勤務有
※時短勤務有

9:00～17:30
※配属先によりシフト勤務有
※時短勤務有

9:00～16:30・17:00・17:30
※配属先による
※短時間勤務有（週25時間以上）

賞 与 支 給 330,000～450,000円/年 700,000～1,333,000円/年 20,000円/年

諸 手 当
勤続手当、通勤手当、職能手当、
住宅手当、扶養手当、地域手当
奨学金返済充当手当 実業団活動手当等

勤続手当、通勤手当、職能手当、
住宅手当、扶養手当、地域手当
奨学金返済充当手当 実業団活動手当等

住宅手当、扶養手当、通勤手当
退職手当 奨学金返済充当手当
実業団活動手当 等

休 日 土日祝、年末年始休暇、有給休暇 等 土日祝、年末年始休暇、有給休暇 等 土日祝、年末年始休暇、有給休暇 等

保 険 社会保険完備 社会保険完備 社会保険完備

福 利 厚 生
産前産後休業、育児休業、介護休業
退職金制度、自己啓発支援制度
健康サポートサービス（T-PEC)

産前産後休業、育児休業、介護休業
退職金制度、自己啓発支援制度
健康サポートサービス（T-PEC)

産前産後休業、育児休業、介護休業
自己啓発支援制度
健康サポートサービス（T-PEC)
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2022年4月現在

必須採用条件

■会社の考え方を理解し同意できること。

■通院等の配慮を除き、原則、雇用契約に定めた出勤が安定してできること。

■安定した勤務のために外部の支援者(相談者)がついていること。
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社 員（月給制）

知的障害 社歴1年
基本給148,000円 住宅20,000円 勤続5,000円 通勤5,940円 計_178,940円/月

身体障害 社歴4年
基本給170,000円 住宅20,000円 勤続11,000円 通勤4,540円 計_205,540円/月

精神障害 社歴7年
基本給166,000円 扶養40,000円 住宅20,000円 勤続13,000円 通勤15,000円 計_254,000円/月

身体障害 社歴14年
基本給225,000円 住宅20,000円 勤続21,000円 通勤17,560円 計_283,560円/月

スタッフ（時給制）

精神障害 社歴1年未満 7.5h/日
時給870円×7.5h/日×20日=130,500円 住宅20,000円 扶養40,000円 通勤2,000円 計_192,500円/月

精神障害 社歴1年 6.0h/日
時給910円×6.0h/日×20日=109,200円 住宅16,000円 通勤2,000円 計_127,200円/月

知的障害 社歴2年 7.5h/日
時給900円×7.5h/日×20日=135,000円 通勤21,330円 計_156,330円/月

身体障害 社歴3年 7.0h/日
時給860円×7.0h/日×20日=120,400円 通勤20,000円 計_120,400円/月



TEAM 2パラスポーツチーム GROP SINCERITE WORLD-AC

GROP SINCERITE WORLD-AC
（グロップサンセリテワールドアスリートクラブ）

概 要 GROP SINCERITE WORLD-AC

職業人と競技者を両立しながら世界に通用するアスリートを育成する。

GROP SINCERITE WORLD-second

さまざまなパラスポーツを通じて自己の成長を高める。

目 的

正式名称

WORLD-
second

Coaching

パラスポーツの素晴らしさを発信し普及させるため、国内外のさまざまな
大会に出場し、結果（メダル獲得）を残すことを目標としています。

目 標

WORLD-AC
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「岡山から世界へ！！」を合言葉に、パラスポーツ選手を 雇用・育成し、
パラスポーツを通じて、地域社会に貢献していくことを目的としています。

選手兼監督 障害クラスＴ53

松永 仁志 まつなが ひとし

※グロップサンセリテ取締役

北京・ロンドン・リオ
３大会連続パラリンピック出場!!

2017世界パラ陸上 100ｍ決勝進出!!
東京2020パラリンピック 100m出場!!

選手 障害クラスＴ54

生馬 知季 いこま ともき

T54 200m 日本記録保持者

バーレーン2021アジアユースパラ競
技大会 （Ｕ-17）
100ｍ 金 400ｍ 金 800ｍ 銀
※高校１年生

選手 障害クラスＴ54

豊田 響心 とよた ひびき

2021年度強化育成指定選手
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