
　令和５年4月1日現在

NO 法人・団体名 NO 法人・団体名

1 ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 26 株式会社 井石

2 F.デザインNAGASAKI 株式会社 27 株式会社 石丸文行堂

3 JR九州エージェンシー 株式会社 28 株式会社 一広

4 KPG HOTEL&RESORT（アイランドナガサキ） 29 株式会社 稲佐山観光ホテル

5 minato長崎駅前コワーキングスペース 30 株式会社 岩崎商事

6 NCC長崎文化放送 株式会社 31 株式会社 インテックス

7 Public party bar MosH 32 株式会社 上滝

8 wine kitchen 華花 33 株式会社 エキマエタクシー

9 安達 株式会社 34 株式会社 エフエム長崎

10 一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会 35 株式会社 エルシーブイプロジェクト

11 一般社団法人 長崎市タクシー協会 36 株式会社 オーエン

12 一般社団法人 長崎青年会議所 37 株式会社 大川商店

13 扇精光ソリューションズ 株式会社 38 株式会社 九州広告

14 大守屋 39 株式会社 九州博報堂 長崎支社

15 おがわ凧店 40 株式会社 九電工 長崎支店

16 お好み焼 勝星 41 株式会社 クリーン・マット

17 蒲原タクシー 株式会社 42 株式会社 クレインいずや

18 株式会社 Attic coffee and dining 43 株式会社 コミュニティメディア

19 株式会社 FUSO japan 44 株式会社 コングレ

20 株式会社 JR長崎シティ 45 株式会社 コンベンションリンケージ

21 株式会社 ＪＴＢ 長崎支店 46 株式会社 西海建設

22 株式会社 KTNソサエティ 47 株式会社 坂本屋

23 株式会社 M-OH（長崎オリオンホテル） 48 株式会社 ささや

24 株式会社 ＮＢＣソシア 49 株式会社 サニクリーン九州 長崎東営業所

25 株式会社 Nスタジオ 50 株式会社 ジーエークレアス キンコーズ アミュプラザ店
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51 株式会社 四海楼 76 株式会社 梅月堂

52 株式会社 十八親和銀行 77 株式会社 橋本(料亭橋本)

53 株式会社 将大 78 株式会社 浜屋百貨店

54 株式会社 城保安警備 79 株式会社 日比谷花壇

55 株式会社 昭和堂 80 株式会社 ひろたか

56 株式会社 星光 81 株式会社 ファーストスター

57 株式会社 ぜっと屋 82 株式会社 フジエアテック

58 株式会社 総合ケーブル 83 株式会社 プラネット

59 株式会社 谷川建設 84 株式会社 ブリック

60 株式会社 長南 85 株式会社 文明堂総本店

61 株式会社 データウェーブ 86 株式会社 マルクスインターナショナル

62 株式会社 テレビ長崎 87 株式会社 丸野

63 株式会社 電通九州 長崎支社 88 株式会社 みろく屋

64 株式会社 東光電気 89 株式会社 メモリード

65 株式会社 長崎ガードシステム 90 株式会社 森谷商会

66 株式会社 長崎グランドサービス 91 株式会社 優笑

67 株式会社 長崎ケーブルメディア 92 株式会社 ライフコンパス

68 株式会社 長崎国際テレビ 93 株式会社 ラッキーネットワークサービス

69 株式会社 長崎新聞社 94 株式会社 龍屋本舗

70 株式会社 長崎スカイホテル 95 九州教具 株式会社

71 株式会社 長崎出島ワーフ 96 九州旅客鉄道 株式会社 長崎支社

72 株式会社 ながさきプレス 97 九州ワーク 株式会社

73 株式会社 長崎文献社 98 後藤運輸 株式会社

74 株式会社 にしけい 99 西部ガス長崎 株式会社

75 株式会社 日工 100 澤山機設 株式会社
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101 城山交通 株式会社 126 にっしょうかん新館梅松鶴

102 セコム 株式会社 長崎統轄支社 127 日本航空 株式会社 長崎支店

103 全日本空輸 株式会社 長崎支店 128 日本コンベンションサービス 株式会社

104 総合システム管理 株式会社 129 日本紙工印刷 株式会社

105 タイムズモビリティ 株式会社 130 ニュー長崎ビルディング 株式会社 ホテルニュー長崎

106 東栄不動産 株式会社 131 春雨タクシー 株式会社

107 東京海上日動火災保険 株式会社 132 ピアチェーボレ

108 東武トップツアーズ 株式会社 長崎支店 133 ヒルトン長崎

109 長崎お土産すみや 134 フィリップモリスジャパン合同会社

110 長崎軽運送協業組合 135 ブリヂストンスポーツセールスジャパン 株式会社

111 長崎雑貨たてまつる 136 保険・クラスター 株式会社

112 長崎自動車 株式会社 137 ホテルJALシティ長崎

113 長崎商工会議所 138 ホテルニュータンダ

114 中﨑水産 株式会社 139 ほんだ商店

115 長崎倉庫 株式会社 140 松尾コーヒー 株式会社

116 長崎綜合警備 株式会社 141 松藤商事 株式会社

117 長崎タクシー共同集金 株式会社 142 メイセイセキュリティ 株式会社

118 長崎電化サービス社・CHO-DEN STAGE WORKS 143 矢太樓

119 長崎電気軌道 株式会社 144 やまさ海運 株式会社

120 長崎電建工業 株式会社 145 有限会社 アクター企画

121 長崎都市経営戦略推進会議 146 有限会社 和泉屋 オランダ物産館

122 長崎バス観光 株式会社 147 有限会社 和泉屋 長崎和泉屋

123 長崎バスホテルズ 株式会社 148 有限会社 オランダ屋企画 フラワーギャラリー オランダヤ

124 長崎放送 株式会社 149 有限会社 くさの惣菜

125 西日本電信電話 株式会社 九州事業本部長崎支店 150 有限会社 新興タクシー
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151 有限会社 こじま

152 有限会社 ジャパン・アート

153 有限会社 ステージサービス

154 有限会社 正文社印刷所

155 有限会社 鳴滝

156 有限会社 ババ工芸

157 有限会社 ホップ

158 ラッキー自動車 株式会社

159 ラッキーバス 株式会社

160 ルークプラザホテル


