
市町別
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番号

事業所名 所在地

長崎市 2 イデックスリテール西九州 セルフ八千代町給油所 長崎市八千代町2-25

181 10 イデックスリテール西九州 セントポール給油所 長崎市平和町19-20

13 イデックスリテール西九州 東長崎給油所 長崎市矢上町32-1

14 イデックスリテール西九州 春木給油所 長崎市岩見町30-1

17 増田石油 長崎支店 長崎市元船町1-9

19 相光石油長崎支店Ｄｏ!プラザ滑石給油所 長崎市滑石3-1-5

20 相光石油長崎支店西山給油所 長崎市西山2-8-4

22 相光石油長崎支店 エクスプレス小ヶ倉 長崎市新小が倉2-6-1

23 山田石油店長崎支店 岡町給油所 長崎市松山町3-73

25 株式会社　EFリテール九州DD香焼店 長崎市香焼町3021-7

26 株式会社　EFリテール九州DDセルフ矢上店 長崎市かき道1-40-3

30 株式会社　EFリテール九州DDチトセ店 長崎市千歳町1-8

32 株式会社　EFリテール九州DD稲佐橋店 長崎市光町1-1

34 東邦石油㈱ 長崎市油木町101-7

38 真田石油マリーゼ２０２給油所 長崎市式見町200-43

39 西部石油 大橋町給油所 長崎市大橋町25-1

40 第一高周波工業 長崎市香焼町3021-3

76 長崎電気軌道 (浦上) 長崎市大橋町4番5号

77 長崎電気軌道 (蛍茶屋) 長崎市中川2丁目14-26

78 ライフ・ワーク長崎 長崎市城山町4-13

79 コクサイエンジニアリング 長崎市元船町12番6号

81 ヒューマン・コミュニティ中島川 長崎市魚の町6番20号の7

83 ケアハウス稲佐の森　 長崎市大谷町418-1

84 特別養護老人ホーム 椿ヶ丘荘 長崎市神浦丸尾町1553番地

85 司コーポレーション 長崎市御船蔵町6番3号

88 ペンション南山手10番館 長崎市南山手町2番6号

91 野口鮮魚店 長崎市新戸町2-9-15

93 竹下建設工業 長崎市泉3丁目3番1号

94 岡田米穀店 長崎市中川2丁目15-16

95 長崎市 三和地域センター 長崎市布巻町111-1

96 長崎新聞小榊販売センター 長崎市みなと坂1-2-12

97 福祥宅 長崎市上戸石町55番地

98 学童クラブ レインボーハウス 長崎市新大工町4-10-201

99 学童保育 つくしんぼクラブ 長崎市小江原2丁目40-30

100 ひまわりクラブ 長崎市滑石4丁目4-8

104 香焼学童 きらりキッズ 長崎市香焼町496

106 吉田菓子舗 長崎市西山2-1-11

108 林兼石油株式会社 ハーバー長崎ＳＳ　 長崎市尾上町1-17

109 林兼石油株式会社  サンライズ小菅ＳＳ 長崎市小菅町29-7

110 林兼石油株式会社  長崎漁港ＳＳ 長崎市畝刈1613-165

113 林兼石油株式会社 サンライズ西山ＳＳ 長崎市西山2-4-1

114 小野原本店 長崎市築町3番23号

115 ユニバーサルワーカーズ 軍艦島コンシェルジュオフィス 長崎市常盤町1-60 常盤ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ102号

116 亀屋饅頭 長崎市築町5番4号

117 光洋石油 出島給油所 長崎市新地町5-20

118 光洋石油　恵美須町給油所 長崎市恵美須町3-1

救急サポートステーション協力事業所名　（その他の事業所）　　　　令和5年4月10日現在
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121 リコーテクノシステムズ長崎北支社　長崎Ｓ＆Ｓ営業部 長崎市文教町11-5

122 長崎市西部地域包括支援センター 長崎市旭町8-23-203

123 長崎市南部地域包括支援センター 長崎市布巻町111-1 三和行政ｾﾝﾀｰ内3F

124 長崎市小島・茂木地域包括支援センター 長崎市田上2丁目2番7号

125 長崎市大浦地域包括支援センター 長崎市相生町1-17ﾒｿﾞﾝﾄﾞ田中202号

126 長崎市緑が丘地域包括支援センター 長崎市白鳥町1番34号Fｺｰﾙﾋﾞﾙ1階102号室

127 長崎市岩屋地域包括支援センター 長崎市岩屋町23-13

129 長崎市戸町・土井首地域包括支援センター 長崎市上戸町2-9-8 1F･2F

130 長崎市東長崎地域包括支援センター 長崎市田中町888番地

131 長崎市三重・外海地域包括支援センター 長崎市京泊2丁目4番37号

132 長崎市桜馬場地域包括支援センター 長崎市魚の町3-21ﾏﾘﾝﾊｲﾂ長崎302号

133 長崎市片淵・長崎地域包括支援センター 長崎市夫婦川町1-10ﾘﾊﾞｰｶｯﾌﾟﾙ1階

134 長崎市江平・山里地域包括支援センター 長崎市本原町13-15本原ﾊｲﾂ102

135 長崎市滑石・横尾地域包括支援センター 長崎市滑石3丁目5-34

137 長崎若竹郵便局 長崎市若竹町15-15

141 清喜 長崎市西北町35-6

142 シーマン商会 長崎市旭町27-26

145 高島海上交通 長崎市元船町11-22

146 長崎にっしょうかん 長崎市西坂町20-1

147 にっしょうかん別邸紅葉亭 長崎市立山5丁目13-65

148 にっしょうかん新館梅松鶴 長崎市浜平2丁目14-1

149 サニクリーン九州　長崎東営業所 長崎市東町1944番地

151 ウェルズライフ 長崎市大手1丁目28番15号

153 長崎市 三重地域センター 長崎市三重町1098番地1

154 井川酒店 長崎市中小島2-2-16

156 松藤商事 長崎市五島町3-25

158 協和警備保障 長崎出張所 長崎市宝町9-14三愛ﾋﾞﾙ7-601

159 グループホーム なぎさ 長崎市かき道6丁目3-5

160 東望の浜 長崎市田中町1027番地1

161 長崎市役所福田地域センター 西部地区事務所 長崎市手熊町390番地5

162 エクシオグループ株式会社　長崎技術センター 長崎市田中町823

164 まえだ 長崎夢奉行本舗 長崎市南山手2-33

165 後藤運輸 柳営業所 長崎市小ヶ倉町3丁目75番地

166 長崎白鳥郵便局 長崎市白鳥町5-12

167 長崎横尾郵便局 長崎市横尾1-12-17

168 長崎梁川郵便局 長崎市梁川町5番21号

169 長崎市淵地域包括支援センター 長崎市城栄町19番7号

170 長崎市深堀・香焼地域包括支援センター 長崎市深堀町1丁目11番18号

171 長崎市日見・橘地域包括支援センター 長崎市かき道2丁目34番11号

172 長崎市小江原・式見地域包括支援センター 長崎市小江原3丁目22番8号

173 長崎市琴海地域包括支援センター 長崎市琴海村松町704番地14

174 レッケル 長崎市松ヶ枝町3-7

175 テレコムサービス 長崎市五島町6番19号

176 平尾商事 長崎市平間町945番地

177 名鉄観光サービス 長崎市万才町4番15号

178 ケアスタッフ真心 長崎市江里町10番27号
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179 クリーンマット 長崎市田中町573番地3

180 伊藤忠エネクス㈱長崎ガス石油基地 長崎市小ヶ倉町1-1022

181 ハイジ 長崎市鍛冶屋町7番48号ﾃﾗﾀﾞﾋﾞﾙ2F

183 株式会社オリエントアイエヌジー 長崎市馬町55番地

184 √cafe（ルート　カフェ） 長崎市西出津町3217

185 長崎交通産業ビル管理組合 長崎市大黒町3番1号

186 長崎三原郵便局 長崎市三原1-27-1

187 太陽堂 長崎市籠町2-41

188 マチダ冷熱 長崎市館内町15-7

189 酒楽処 はち蔵 長崎市梅香崎町1-11

190 モリシタホケン 長崎市富士見町2-11

191 松貴堂　宝栄町本店 長崎市宝栄町14-8

192 松貴堂 松山店 長崎市松山町12-3

193 岡本漬物店 長崎市住吉町6-12

194 南松技建 長崎市大宮町25-17

195 いそや（ホームヘルプサービス太陽） 長崎市中園町11-1

196 すけさんグループ 長崎市住吉台町6-17

197 田浦組 長崎市滑石2丁目6番24号

198 優笑 長崎市出来大工町46

199 ライフコンパス 長崎市川口町4-14

200 オフィスアイ 長崎市上町6-23

201 株式会社　ファイブコンサル 長崎市古賀町872-1

202 島屋饅頭店 長崎市城栄町18-3

204 さかもと整骨院 長崎市城栄町24-5

205 整骨院クローバー 長崎市城栄町31-1 1F

206 介護予防デイサービス クローバーガーデン城栄 長崎市城栄町31-1-2F

207 愛花夢 長崎市城栄町16-12

208 フランソア城栄店 長崎市城栄町16-16

209 杉本酒店 長崎市城栄町16-17

210 シダ総合保険事務所 長崎市長浦町3698番地

211 星野組 長崎市宝町4-30

213 久保工業 小江工場 長崎市小江町2734番地4

214 ゴールデンパラダイス 長崎市弁天町1-23

215 株式会社　亀山電機 長崎市弁天町3-16

216 学童保育たかおクラブ 長崎市高尾町7-49

217 若草学童クラブ 長崎市若草町9-3

222 燦々クラブ　マーブル 長崎市畝刈町1613-250

223 サービス付き高齢者向け住宅　一心 長崎市三重町461番地4

224 デイサービスセンター　さくらの里 長崎市三京町1539-1

225 ヘルパーステーション　さくらの里 長崎市三京町1539-1

226 福岡トヨタ自動車株式会社　長崎トヨタ昭和店 長崎市昭和1丁目11番18号

227 ジブラルタ生命保険株式会社　長崎支社 長崎市大黒町9-22 2F

228 ダイハツ長崎販売株式会社　小ヶ倉店 長崎市小ヶ倉町1丁目1036

230 長崎三菱自動車販売株式会社　長崎本店 長崎市梁川町1-14

231 長崎三菱自動車販売株式会社　女神店 長崎市小ヶ倉町1丁目1026-1

232 アイティーアイ株式会社　長崎支店 長崎市田中町596-1
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233 グループホームしらゆり園 長崎市住吉台町4-11

234 マックスバリュ九州株式会社　矢上団地店 長崎市かき道3丁目1番10号

235 たちばな信用金庫　長崎中央支店 長崎市鍛冶屋町3番18号

236 長崎オリオンホテル 長崎市大黒町4番11号

237 ビジネスロイヤルホテル 長崎市筑後町4番28号

238 長崎市社会福祉協議会　三和支所 長崎市布巻町67番地1

239 メイセイセキュリティ株式会社 長崎市上野町7-17

240 株式会社　城保安警備 長崎市中園町20番16号

241 こうわ薬局　琴海店 長崎市琴海形上町1848-6

242 ビジネスホテルニュートップ 長崎市浜口町13番18号

243 ㈲長崎パールホテル 長崎市大黒町4番3号

245 長崎トヨペット株式会社　出島店 長崎市出島町12番13号

246 株式会社　全日警長崎支社 長崎市魚の町2番26号

247 杏林製薬㈱　長崎営業所 長崎市賑町7番12号第6森谷ビル7階

248 ㈱ノア・エンタープライズ 長崎市万才町3-4大和生命ビル3階

249 株式会社　エルベック 長崎市魚の町2番26号

250 株式会社　西海建設 長崎市興善町2番8号

251 個別指導アクシス　長崎県庁坂校 長崎市万才町3番15号

252 長崎トヨペット株式会社　琴海店 長崎市琴海村松町704-1

253 株式会社　星光 長崎市御船蔵町1番20号

254 エーザイ㈱　長崎コミュニケーションオフィス 長崎市万才町3番5号朝日生命長崎ビル5階

255 長崎公園 長崎市上西山町19-8

256 池島簡易郵便局 長崎市池島町911-6

257 長崎油木郵便局 長崎市油木町11-7

258 長崎大橋郵便局 長崎市大橋町7-21

259 長崎漁港郵便局 長崎市京泊3丁目10-2

260 長崎大学病院内郵便局 長崎市坂本1丁目7-1

261 長崎滑石郵便局 長崎市滑石3丁目9-6

262 長崎本原郵便局 長崎市本原町1-24

263 長浜郵便局 長崎市香焼町381-5

264 福田郵便局 長崎市福田本町210-1

266 日本郵便㈱　長崎事務所 長崎市岩川町9-17

267 長崎富士見郵便局 長崎市富士見町3-24

268 長崎小曽根郵便局 長崎市小曽根町1-32

269 青山こども園学童部　てぐまっこ 長崎市手熊町1291-1

270 式見郵便局 長崎市式見町200-1

271 長崎戸町郵便局 長崎市戸町2-11-1

272 長浦郵便局 長崎市長浦町2722-1

273 長崎麹屋郵便局 長崎市麴屋町6-2

274 長崎小榊郵便局 長崎市小瀬戸町82-2

275 長崎飽ノ浦郵便局 長崎市飽ノ浦町4-7

276 長崎花園郵便局 長崎市花園町5番2号

278 ホームプラザナフコ　南長崎店 長崎市竿浦町890-1

長与 36 山下石油店Dｒ．Dｒｉｖｅ大迫給油所 西彼杵郡長与町高田郷字大迫920-4

6 182 グループホーム どりーむ荘 西彼杵郡長与町平木場郷517-5

219 株式会社　岩崎食品 西彼杵郡長与町斉藤郷1006-13
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221 イオン九州株式会社　マックスバリュ長与店 西彼杵郡長与町まなび野2丁目32-3

265 長与嬉里郵便局 西彼杵郡長与町嬉里郷1140-3

277 ラッキーバス㈱長与営業所 西彼杵郡長与町高田郷2983-1

時津 11 イデックスリテール西九州 久留里給油所 西彼杵郡時津町久留里郷414

9 37 山下石油店Dｒ．Dｒｉｖｅ猪ヶ倉給油所 西彼杵郡時津町野田郷字猪ヶ倉960-10

112 林兼石油株式会社 時津ＳＳ 西彼杵郡時津町野田郷35-3

119 光洋石油　時津給油所 西彼杵郡時津町浜田郷149-3

212 ほけんの窓口 時津店 西彼杵郡時津町浜田郷731‐1

218 日本郵便株式会社　時津新開郵便局 西彼杵郡時津町久留里郷1439-6

220 日本郵便株式会社　時津郵便局 西彼杵郡時津町浦郷436-5

229 ダイハツ長崎販売株式会社　時津店 西彼杵郡時津町左底郷1828-1

279 訪問介護ステーション　ロジ 西彼杵郡時津町浜田郷632番地1

合計 196


