
市町別
交付
番号

事業所名 所在地

長崎市 2 ホテルニュー長崎 長崎市大黒町14番5号

318 3 アミュプラザ長崎 長崎市尾上町1番1号

4 浜屋百貨店 長崎市浜町7番11号

5 フェスタ南長崎店 長崎市磯道町113番地1

6 長崎市 西浦上地域センター 長崎市千歳町5番1号

7 もりまちハートセンター(障害福祉センター） 長崎市茂里町2番41号

8 長崎市 野母崎地域センター 長崎市野母町1665番地

9 長崎ブリックホール 長崎市茂里町2番38号

11 長崎市 香焼地域センター 長崎市香焼町1070番地32

12 長崎市健康づくりセンター 長崎市布巻町67番地1

13 長崎市民会館 長崎市魚の町5番1号

14 長崎原爆資料館 長崎市平野町7番8号

15 出島（文化観光施設） 長崎市出島町6番1号

16 旧香港上海銀行長崎支店記念館 長崎市松が枝町4番27号

18 長崎市民総合プール 長崎市松山町2-2

20 長崎市 琴海地域センター 長崎市琴海村松町703-14

21 長崎市 外海地域センター 長崎市神浦江川町657番地2

23 グラバー園 長崎市南山手町8-1

24 日本自動車連盟長崎支部 長崎市八千代町2-13

28 長崎温泉やすらぎ伊王島 長崎市伊王島町1丁目3277番地7

29 長崎県歯科医師会 長崎市茂里町3番19号

31 みらい長崎ココウォーク 長崎市茂里町1番55号

34 長崎市 高島地域センター 長崎市高島町1728-1

35 長崎市科学館 長崎市油木町7-2

36 長崎市 いこいの里 あぐりの丘　 長崎市四杖町2671-1

37 長崎中央卸売市場 長崎市田中町279番地4

38 永井隆祈念館 長崎市上野町22番6号

39 長崎市 平和会館 長崎市平野町7番8号

40 銭座地区コミュニティセンター 長崎市宝町9-4

41 長崎ペンギン水族館 長崎市宿町3-16

42 長崎市立図書館 長崎市興善町1番1号

43 ユーコーラッキー長崎駅前店 長崎市大黒町6番10号

44 かたふち村　（特別養護老人ホーム） 長崎市片淵3丁目500番地2

46 放射線影響研究所 長崎市中川1丁目8番6号

47 青葉苑　（特別養護老人ホーム）　 長崎市戸町4丁目7番17号

48 長崎市 もみじ谷葬祭場 長崎市淵町26番6号

49 十八銀行 本店 長崎市銅座町1番11号

50 元宮公園 長崎市布巻町215番地

51 長崎市総合運動公園　かきどまり 長崎市柿泊町2210番地

52 長崎東公園 長崎市戸石町194番地7

53 野母崎総合運動公園 長崎市野母町1665番地
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54 長崎市営陸上競技場　管理事務所 長崎市松山町1番5号

55 長崎市営ラグビー・サッカー場 長崎市松山町2番3号

56 ザ・ホテル長崎 ＢＷプレミアコレクション 長崎市宝町2-26

57 長崎リハビリテーション 長崎市松崎町1491番地

58 プライエム横尾　（介護老人福祉施設） 長崎市横尾3丁目26番1号

59 ナーシングケア横尾　（介護老人福祉施設） 長崎市横尾3丁目26番2号

60 老人ホーム・ケアハウス横尾 長崎市横尾3丁目26番2号

62 ユァライフ滑石　（多機能福祉施設） 長崎市滑石6丁目4番3号

63 日見やすらぎ荘　（養護老人ホーム） 長崎市宿町616番地

64 十八銀行 北支店 長崎市大黒町14-5

65 十八銀行 稲佐支店 長崎市丸尾町1-1

66 十八銀行 稲佐中央通支店 長崎市曙町13-5

67 十八銀行 浦上支店 長崎市平和町10-8

68 十八銀行 大学病院前支店 長崎市坂本1-5-2

69 十八銀行 城山支店 長崎市城栄町13-10

70 十八銀行 小江原出張所 長崎市小江原町2-41-25

71 十八銀行 本原支店 長崎市本原町3-19

72 十八銀行 昭和町支店 長崎市文教町9-7

73 十八銀行 住吉支店 長崎市中園町1-6

74 十八銀行 大橋支店 長崎市大橋町8-28

75 十八銀行 滑石支店 長崎市滑石5-1-50

76 十八銀行 道の尾支店 長崎市葉山1-3-10

77 十八銀行 長崎漁港支店 長崎市京泊3-9-20

78 十八銀行 新大工町支店 長崎市新大工町6-21

79 十八銀行 桜町支店 長崎市桜町4-1

80 十八銀行 観光通支店 長崎市万屋町3-17

81 十八銀行 思案橋支店 長崎市油屋町1-1

82 十八銀行 田上支店 長崎市田上2-7-1

83 十八銀行 大浦支店 長崎市大浦町9-24

84 十八銀行 戸町支店 長崎市戸町4-1-15

85 十八銀行 新戸町支店 長崎市新戸町2-9-3

86 十八銀行 深堀支店 長崎市深堀1-161-33

87 十八銀行 三和町支店 長崎市布巻町111-1

88 十八銀行 茂木支店 長崎市茂木町1590-54

89 十八銀行 東長崎支店 長崎市矢上町20-8

90 十八銀行 日見支店 長崎市宿町40-1

91 十八銀行 琴海支店 長崎市琴海村松町704-12

92 十八銀行 野母支店 長崎市野母町2151-6

93 長崎振興局　（万才町） 長崎市万才町3番17号

94 長崎振興局　（大橋町） 長崎市大橋町11番1号

97 三和みのり園 長崎市布巻町1477

98 長崎あぐりの丘高原ホテル 長崎市四杖町2671番地

99
菱重ﾌｧｼﾘﾃｨｰ＆ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ株式会社西日本支社
　　神の島ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

長崎市神の島3丁目526番19

100 菱重ﾌｧｼﾘﾃｨｰ＆ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ株式会社西日本支社 長崎市飽の浦町5番3号

101 チトセピア 長崎市千歳町5番1号

102 ホームプラザナフコ　南長崎店 長崎市竿浦町890-1
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103 コスモスガーデン桜の里　（介護老人保健施設） 長崎市さくらの里2丁目27番28号

104 長崎県立総合体育館 長崎市油木町7番1号

105 長崎市 日見地域センター 長崎市界2丁目1番19号

107 東長崎コスモマンション 長崎市かき道6丁目1番1号

109 大浦児童園 長崎市日の出町1番24号

110 長崎放送株式会社 長崎市上町1番35号

111 フレスポ深堀 長崎市深堀町1丁目145-24

112 JR九州　長崎駅 長崎市尾上町1-89

113 長崎県建設工業協同組合 長崎市魚の町3番33号

116 電気ビル 長崎営業所 長崎市城山町3-19

117 三菱重工総合体育館 長崎市淵町2-18

118 日本赤十字社 長崎県支部 長崎市魚の町3-28

119 長崎商工会館管理組合 長崎市桜町4-1

120 学校法人渡辺学園 認定こども園 中央こども園 長崎市琴海戸根町2645

121 ディサービスセンターけやき 長崎市旭町16番9号

122 ケアハウスかおり 長崎市三京町811-33

123 江平地区ふれあいセンター 長崎市岩川町7番1号

124 滑石地区ふれあいセンター 長崎市滑石5丁目5番77号

125 ダイヤランドふれあいセンター 長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ4丁目1番1号

126 桜馬場地区ふれあいセンター 長崎市桜馬場1丁目1番5号

127 緑が丘地区ふれあいセンター 長崎市白鳥町3番9号

128 山里地区ふれあいセンター 長崎市高尾町4番10号

129 小江原地区ふれあいセンター 長崎市小江原3丁目20番10号

130 橘地区ふれあいセンター 長崎市かき道2丁目45番20号

131 淵地区ふれあいセンター 長崎市富士見町6番6号

132 小島地区ふれあいセンター 長崎市愛宕3丁目10番2号

133 西北・岩屋ふれあいセンター 長崎市西北町13番13号

134 横尾地区ふれあいセンター 長崎市横尾2丁目15番10号

135 仁田・佐古地区ふれあいセンター 長崎市稲田町12番14号

136 戸町地区ふれあいセンター 長崎市戸町2丁目4番39号

137 三川地区ふれあいセンター 長崎市三川町1221番地70

138 まるみつニュー店 長崎市岩川町1-3

140 まるみつ駅前店 長崎市大黒町12-1

141 まるみつ畝刈店 長崎市京泊3-6-3

142 まるみつ浦上店 長崎市岩川町1-5

143 まるみつ銅座店 長崎市銅座町14-3

144 まるみつin店 長崎市築町4-20

145 まるみつ浜町店 長崎市銅座町3-13

146 まるみつ矢上店 長崎市田中町170-24

148 ホテル ベルビュー長崎出島 長崎市江戸町1-20

149 ホテル ウィング・ポート長崎 長崎市大黒町9-2

150 ホテル クオーレ長崎駅前 長崎市大黒町7-3

151 長崎ロイヤルチェスターホテル 長崎市赤迫3-6-10

152 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 長崎市南山手町1番18号

153 長崎綜合警備株式会社 長崎市旭町3番6号

154 セコム株式会社 長崎統轄支社 長崎市万才町3-13第一森谷ﾋﾞﾙ3F

155 こころ医療福祉専門学校 長崎市上銭座町11-8
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157 ながさき市民生活便利館　メルカつきまち　 長崎市築町3番18号

158 小榊アスカ福祉会 長崎市みなと坂1丁目6番35号

160 永寿園　（特別養護老人ホーム） 長崎市以下宿町1912

161 三菱長崎機工株式会社 長崎市深堀町1丁目2-1

163 反田海運株式会社 長崎市常盤町2-24

164 稲佐山観光ホテル 長崎市曙町40-23

165 グループホーム モン・サン西山 長崎市西山1丁目2-7

166 長崎東公園コミュニティプール 長崎市戸石町194-7

167 みぎわほーむ　（地域密着型特別養護老人ホーム ） 長崎市片淵1丁目13番27号

169 スマイルケア清水町 長崎市清水町19-13

170 長崎市 深堀合同庁舎 長崎市深堀町5丁目182

171 長崎市 小ヶ倉地域センター 長崎市小ヶ倉町2丁目21-2

172 長崎市 茂木地域センター 長崎市茂木町75-10

173 東部地区にこにこセンター 長崎市矢上町19-1

174 長崎県立長崎図書館 長崎市立山1丁目1-51

175 三菱電機長崎製作所 長崎市丸尾町6-14

177 長崎市役所　福田地域センター 長崎市福田本町10番地

178 長崎市 式見地域センター 長崎市式見町357番地

179 サカタ通工 長崎市東町2707-1

180 長崎市役所　本館 長崎市桜町2-22 

181 長崎市 土井首合同庁舎 長崎市柳田町45番地3

182 ウエストフィールド グラスロード1571 長崎市南山手町2-11

183 平安閣 サンプリエール 長崎市元船町2-4

184 グループホーム友愛 長崎市十人町1-7

186 東長崎スイミングスクール 長崎市田中町77番地4

187 丸金佐藤造船鉄工所 長崎市土井首町510-2

188 ゆめタウン夢彩都 長崎市元船町10-1

189 グループホーム星取 長崎市星取2丁目2番43号

190 橋本商会 長崎市元船町14番10号

191 ナカタ・マックコーポレーション長崎工場 長崎市深堀町1丁目2番地

192 福岡銀行 長崎支店 長崎市万才町5番17号

193 ＮＴＴワールドエンジニアリングマリン株式会社 長崎市西泊町22-1

194 滑石ショッピングセンター 長崎市滑石5丁目1-22

195 ダイハツ長崎販売株式会社 長崎市目覚町1番1号

197 西九州トヨタ自動車株式会社 長崎支店 長崎市五島町4番19号

198 橘の丘　（特別養護老人ホーム） 長崎市春日町284番2

199 Acropark Golf Corp 有限会社 長崎市琴海戸根町95番

200 ＮＴＴ西日本長崎支店 出島ビル本館・別館 長崎市出島町14番7号

201 ＮＴＴ西日本長崎支店 金屋ビル 長崎市金屋町4番15号

202 ＮＴＴ西日本長崎支店 油木ビル 長崎市油木町4番3号

203 長崎県民の森　森林館 長崎市神浦北大中尾町693-2

205 九州労働金庫 長崎支店 長崎市川口町4番17号

206 にしきの里　（介護老人保健施設） 長崎市錦2丁目1番1号

207 長崎市 小榊地域センター 長崎市小瀬戸町1015番地7

208 本原自動車学校 長崎市高尾町8番41号

209 牧島荘　（介護老人福祉施設） 長崎市牧島町9番地1

210 長崎県赤十字血液センター 長崎市昭和3丁目256番地11
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211 長崎市琴海さざなみ会館 長崎市琴海形上町1849番地4

212 長崎市社会福祉協議会 琴海支所 長崎市長浦町3777番地10

213 パサージュ琴海 長崎市琴海戸根原町171番地

214 長崎市琴海南部しらさぎ会館 長崎市西海町1560番地9

215 長崎市 古賀地区市民センター 長崎市古賀町948-1

216 長崎市 三重体育館 長崎市三京町708-1

217 わかな荘　(長崎市老人福祉センター） 長崎市茂木町38番地

219 あじさい荘　（長崎市老人福祉センター） 長崎市上銭座町1番11語

220 しらゆり荘　（長崎市老人福祉センター） 長崎市鶴見台1丁目4番4号

222 舞の浜荘　（長崎市老人憩の家） 長崎市三京町720番地

223 ひまわり荘　（長崎市老人憩の家） 長崎市丸尾町5番5号

224 香焼ひまわり　（長崎市老人憩の家） 長崎市香焼町1070番地4

225 池島荘　（長崎市老人憩の家） 長崎市池島町21番2号

226 式見荘　（長崎市老人憩の家） 長崎市式見町200番地26

227 つつじ荘　（長崎市老人憩の家） 長崎市白鳥町8番1号

229 東望荘　(長崎市老人憩の家） 長崎市田中町299番地

230 さくら荘　（長崎市老人憩の家） 長崎市立山1丁目7番16号

231 恵の丘長崎原爆ホーム別館 長崎市三ﾂ山町139番地2

232 ホテル セントヒル長崎 長崎市筑後町4番10号

234 上長崎地区ふれあいセンター 長崎市方淵1丁目13番13号

235 長崎市 高島いやしの湯 長崎市高島町2706番地19

236 長崎銀行 長崎市栄町3番14号

237 長崎市 南部市民センター 長崎市末石町162番地

238 長崎市 伊王島地域センター 長崎市伊王島1丁目甲3271

239 軽費老人ホーム ケアハウス大浜 長崎市大浜町934-1

240 タワーシティ長崎東街区全体管理組合 長崎市旭町5番1号

241 タワーシティ長崎ウエストコート管理組合 長崎市旭町13番5号

242 長崎県営バス観光株式会社 長崎市大黒町3番1号

244 まるみつ稲佐店 長崎市旭町7番12号

245 まるみつ城栄店 長崎市城栄町2番18号

246 秋浦トータルサービス 長崎市館内町15-10

247 つばき荘　(長崎市老人憩の家 ) 長崎市波の平町7-19

248 舞岳荘　（長崎市老人憩の家) 長崎市手熊町1291-4

249 すみれ荘　(長崎市老人福祉センター) 長崎市中園町3-5

250 長崎市 遠藤周作文学館 長崎市東出津町77番地

251 電源開発株式会社 松鶴荘 長崎市上銭座町11-28

252 しまの宿 五平太 長崎市高島町2706-30

254 ケアハウス 城山台ソラール 長崎市立岩町34-16

255 南陽の丘・南陽の風　（ 長崎市蚊焼町649-3

256 エルダーみずほ　（介護老人福祉施設） 長崎市岩屋町45‐1

257 ケアハウス みずほ 長崎市岩屋町45‐1

258 山の木　（地域密着型介護老人福祉施設） 長崎市横尾5丁目9-18

259 ルークプラザホテル 長崎市江の浦町17-15

260 日吉自然の家 長崎市飯香浦町3715

263 長崎県立鶴南特別支援学校 長崎市蚊焼町721番地

264 親和銀行　長崎営業部 長崎市賑町6-6

265 親和銀行　大波止支店 長崎市五島町4-16
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266 親和銀行　浜町支店 長崎市浜町10-16

267 親和銀行　浦上支店 長崎市目覚町8-3

268 親和銀行　住吉支店 長崎市住吉町2-22

269 親和銀行　旭町支店 長崎市旭町6-1　タワーシティ長崎1階

270 親和銀行　馬町支店 長崎市馬町84-1

271 親和銀行　大浦支店 長崎市大浦町2-2

272 親和銀行　富士見町支店 長崎市富士見町3-21

273 親和銀行　本原支店 長崎市扇町2-20

274 親和銀行　野母支店 長崎市野母町2152

276 親和銀行　滑石支店 長崎市滑石5丁目2-25

277 親和銀行　東長崎支店 長崎市矢上町8-21

278 親和銀行　西町支店 長崎市白鳥町3-28

279 親和銀行　葉山支店 長崎市葉山1丁目5-1

280 親和銀行　新戸町支店 長崎市新戸町2丁目6-17

281 親和銀行　平和町支店 長崎市平和町5-25

282 親和銀行　深堀支店 長崎市深堀町1丁目145-24 ﾌﾚｽﾎﾟ深堀内

283 親和銀行　長崎漁港支店 長崎市京泊3丁目10-19

284 親和銀行　県庁支店 長崎市江戸町2-13

285 親和銀行　長崎市役所支店 長崎市桜町2-22 

286 親和銀行　日見支店 長崎市宿町31-1

287 親和銀行　チトセピア支店 長崎市千歳町5-1

293 ショートステイ鳴見台 長崎市鳴見台１丁目２８－１１

294 デイサービス鳴見ヶ丘、グループホーム鳴見ヶ丘 長崎市鳴見町３６８

295 長崎県医師会 長崎市茂里町3-27

296 有料老人ホーム　さくらの里 長崎市三京町2964-2

297 ショートステイ　さくらの里ほほえみ 長崎市三京町2964-2

298 デイサービス　さくらの里花かごplus＋ 長崎市京泊町2丁目5-6

299 ケアハウス　さくらの里 長崎市三京町1532

300 ショートステイ　さくらの里 長崎市三京町1539-1

301 グループホーム　さくらの里 長崎市三京町1539-1

302 エルフ山の手 長崎市戸町1丁目5-4

303 長崎自動車(株)整備工場 長崎市小瀬戸町809番14号

304 長崎市平和公園駐車場 長崎市岡町8番13号

305 浦上自動車学校 長崎市赤迫3丁目19番1号

306 多機能ホーム ハートぽっぽ 平和公園 長崎市岡町7番16号

307 長崎船舶装備株式会社 長崎市西琴平町1番5号

308 ユーコーラッキー東長崎店 長崎市田中町827番地

310 協和機電工業株式会社 長崎市川口町4番17号

312 長崎市役所　滑石地域センター 長崎市滑石5丁目1-44

313 有限会社　園田真珠 長崎市平野町4-16

314 長崎日産自動車株式会社　長崎営業所 長崎市宝町1-26

316 グループホームサンハイツ西町 長崎市白鳥町2-26

317 ミスターマックス長崎店 長崎市岩見町26

318 特別養護老人ホームこえばる 長崎市小江原4丁目1-30

319 スポーツクラブＮＡＳ長崎 長崎市葉山1丁目6-37

320 宗教法人カトリック長崎大司教区 長崎市上野町10-34

321 長崎市松が枝町駐車場 長崎市松が枝町4-22
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322 長崎市松が枝町第2駐車場 長崎市松が枝町1-17

323 アイティーアイ株式会社　本社 長崎市興善町6-7

324 イオン九州株式会社　イオン東長崎店 長崎市田中町1027-8

325 合同会社　西友  道の尾店 長崎市葉山1丁目6-10

327 神の島プール 長崎市神の島町3丁目526番地33

328 あたご自動車学校 長崎市星取1丁目1番28号

329 長崎クレーン学校 長崎市星取1丁目10番

332 東横イン長崎駅前 長崎市五島町5番45号

333 コンフォートホテル長崎 長崎市樺島町8番17号

334 JR九州ホテル長崎 長崎市尾上町1番1号

335 エスペリアホテル長崎 長崎市五島町5番35号

336 長崎市社会福祉協議会 本所 長崎市上町1番33号

337 サニクリーン九州　長崎南営業所 長崎市江川町120-5

338 長崎ホテル清風 長崎市大鳥町523

339 ユーコーラッキー浜町店 長崎市銅座町6番2号

340 長崎県漁業協同組合連合会 長崎市五島町2番27号

341 三重地区市民センター 長崎市畝刈町28番地7

342 長崎市池島港浴場 長崎市池島町154

343 長崎市池島東浴場 長崎市池島町1240-5

344 稲佐山温泉ホテルアマンディ 長崎市曙町39-38

346 三重地区公民館 長崎市三重町1142番地1

347 東七株式会社　長崎支店 長崎市昭和3丁目2番15号

348 東七株式会社　長崎南営業所 長崎市油屋町2-23

349 國富株式会社　長崎営業所 長崎市旭町2番10号

350 三菱重工業株式会社長崎造船所　本工場 長崎市飽の浦町1番1号

351 三菱重工業株式会社長崎造船所　香焼工場 長崎市香焼町180

352 三菱重工業株式会社長崎造船所　幸町工場　 長崎市幸町6-12

353 長崎綜合警備株式会社　長崎支社 長崎市田中町582-5

354 浦上警察署 長崎市大橋町26番4号

355 株式会社ドコモＣＳ九州　長崎支店 長崎市西坂町2番3号長崎駅前第一生命ビル7階

356 なめしスイミングセンター 長崎市横尾5丁目11番32号

357 ながさき　ワークビレッジ 長崎市西山4丁目610

358 長崎県水難救済会 長崎市旭町8-8

359 福岡造船（株）長崎工場 長崎市深堀町1-1-4

360 株式会社　濱田屋商店 長崎市葉山2丁目27番5号

361 長崎三共有機株式会社 長崎市赤迫3-13-3

362 長崎市市民活動センター 長崎市馬町21-1

363 長崎綜合警備株式会社　警送支社 長崎市田中町582-5

364 特定非営利活動法人　ポニーランド長崎 長崎市田中町3450-15

365 一般社団法人　長崎県自動車整備振興会 長崎市中里町1576番地2

366 長崎市立朝日小学校 長崎市平戸小屋町10-1

367 長崎市立西浦上小学校 長崎市大手1丁目14番3号

368 長崎市立神浦小学校 長崎市神浦向町103番地
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長与 17 長与町役場 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1

13 45 悠久荘　（特別養護老人ホーム）　 西彼杵郡長与町高田郷625番地5

106 サポートピア葉山 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2179番1号

114 十八銀行 長与支店 西彼杵郡長与町嬉里郷461

147 まるみつ長与店 西彼杵郡長与町高田郷3743-3

204 長与安心ハウス ハーティヒルズ 長崎県西彼杵郡長与町岡郷2124-1

253 ブルーインの森 西彼杵郡長与町高田郷47

261 親和銀行　長与支店 西彼杵郡長与町吉無田郷412番地１

262 クリーンパーク長与 西彼杵郡長与町斉藤郷1073番地

290 老人福祉センター　丸田荘 西彼杵郡長与町丸田郷157番地2

291 長与総合公園　町民体育館 西彼杵郡長与町岡郷614-4

330 長与町立長与児童館 西彼杵郡長与町嬉里郷594‐2

331 学童保育まるたんぼクラブ 西彼杵郡長与町嬉里郷594-2

時津 22 時津荘　（特別養護老人ホーム） 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷1235

16 33
イデックスリテール西九州
セルフカーケア西時津給油所

西彼杵郡時津町西時津郷大道6-1

96 時津町役場 西彼杵郡時津町浦郷274-1

115 十八銀行 時津支店 西彼杵郡時津町浦郷303-1

156 Mr Max 時津店 西彼杵郡時津町左底郷1832-1

162 九州交通警備保障 西彼杵郡時津町野田郷1159-1

176 三菱電機長崎製作所 西彼杵郡時津町浜田郷517-7

243 まるみつ時津店 西彼杵郡時津町西時津郷65-1

275 親和銀行　時津支店 西彼杵郡時津町浦郷260-2

288 社会福祉法人　時津町社会福祉協議会 西彼杵郡時津町左底郷367番地

289 イオン九州株式会社　イオン時津店 西彼杵郡時津町浜田郷751-5

292 時津町Ｂ＆Ｇ海洋センター 西彼杵郡時津町日並郷3630番地

309 学童保育　つくしんぼうクラブ 西彼杵郡時津町野田郷2番地

311 協和機電工業株式会社　時津事業所 西彼杵郡時津町久留里郷376-5

315 長崎日産自動車株式会社　時津営業所 西彼杵郡時津町左底郷101-2

345 長崎機器株式会社 西彼杵郡時津町元村郷820番地

合計 347


