
NO 事業所名 業種

1 i + Land nagasaki 宿泊ホテル・観光施設

2 有限会社　アクター企画 機材レンタル・リース　会場サービス

3 安達株式会社
機材レンタル・リース　会場サービス　宿泊ホテル・観光施設
人材サービス　飲食・小売

4 株式会社　井石 旅客・運輸

5 株式会社　一広
会議運営　機材レンタル・リース　会場サービス　広告・印刷
人材サービス　報道・放送

6 株式会社　稲佐山観光ホテル 宿泊ホテル・観光施設

7 有限会社　いろは本店 飲食・小売

8 株式会社　岩崎商事 飲食・小売

9 株式会社　インテックス 広告・印刷

10
ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎
グラバーヒル

宿泊ホテル・観光施設

11 株式会社　ＮＢＣソシア
会議運営　機材レンタル・リース　会場サービス
人材サービス

12 株式会社　エフエム長崎 報道・放送

13 株式会社　エルシーブイプロジェクト 人材サービス

14 扇精光ソリューションズ株式会社 機材レンタル・リース　その他

15 株式会社　オーエン その他

16 株式会社　大川商店 その他

17 おがわ凧店 飲食・小売

18
オランダ物産館
有限会社　和泉屋

飲食・小売

19
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

飲食・小売

20 九州教具株式会社 宿泊ホテル・観光施設

21
九州旅客鉄道株式会社
長崎支社

旅客・運輸

22 株式会社　九電工長崎支店 その他

23
株式会社　近畿日本ツーリスト九州
長崎支店

旅客・運輸

24 有限会社　くさの惣菜 会場サービス

25 株式会社　クリーン・マット 人材サービス

26 株式会社　クレインいずや 会場サービス

27 株式会社　ＫＴＮソサエティ
会議運営　機材レンタル・リース　会場サービス　広告・印刷
人材サービス、報道・放送
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28 有限会社　こじま 飲食・小売

29 後藤運輸株式会社 旅客・運輸

30 株式会社　コングレ 会議運営　人材サービス

31 株式会社　コンベンションリンケージ 会議運営

32 株式会社　西海建設 その他

33 西部ガス株式会社　長崎営業所 その他

34 株式会社　坂本屋 飲食・小売　会場サービス　宿泊ホテル・観光施設

35 株式会社　ささや 飲食・小売

36 ザ・ホテル長崎ＢＷプレミアコレクション 宿泊ホテル・観光施設

37 澤山機設株式会社 機材・レンタル・リース

38 JR九州エージェンシー株式会社 機材・レンタル・リース　広告・印刷

39 　 株式会社　JR長崎シティ 宿泊ホテル・観光施設

40 株式会社　ＪＴＢ長崎支店 旅客・運輸

41 株式会社　四海楼 飲食・小売

42 株式会社　十八銀行(会計幹事） その他

43 株式会社　将大 飲食・小売

44 株式会社　上滝 その他

45 株式会社　城保安警備 人材サービス

46 城山交通株式会社 旅客・運輸

47 有限会社　新興タクシー 旅客・運輸

48 株式会社　親和銀行(会計幹事） その他

49 有限会社　ステージサービス 会議運営　機材レンタル・リース　会場サービス　広告・印刷

50 株式会社　すみや 飲食・小売

51 株式会社　ぜっと屋 会場サービス

52 全日本空輸株式会社　長崎支店 旅客・運輸

53 株式会社　総合ケーブル 報道・放送　その他

54 総合システム管理株式会社　長崎支社 人材サービス
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55 有限会社　総合保障センター 人材サービス

56 タイムズモビリティネットワークス株式会社 旅客・運輸

57 株式会社　龍屋本舗 宿泊ホテル・観光施設

58 株式会社　谷川建設 その他

59 株式会社　長南 人材サービス

60 株式会社　データウェーブ 広告・印刷

61 株式会社　テレビ長崎 報道・放送

62 東栄不動産株式会社 会場サービス　宿泊ホテル・観光施設

63 東京海上日動火災保険株式会社 人材サービス

64 株式会社　東光電気 会場サービス

65 長崎和泉屋 飲食・小売

66 長崎オリオンホテル 宿泊ホテル・観光施設

67 株式会社　長崎ガードシステム 人材サービス

68 株式会社　長崎国際テレビ 報道・放送

69 長崎国際観光コンベンション協会 その他

70 一般社団法人　長崎市タクシー協会 旅客・運輸

71 長崎自動車株式会社 旅客・運輸

72 株式会社　長崎スカイホテル 宿泊ホテル・観光施設

73 一般社団法人　長崎青年会議所 その他

74 長崎倉庫株式会社 旅客・運輸

75 長崎綜合警備株式会社 人材サービス

76 長崎タクシー共同集金株式会社 その他

77 長崎電気軌道株式会社 広告・印刷　旅客・運輸

78 長崎バスホテルズ株式会社 宿泊ホテル・観光施設

79 長崎文化放送株式会社 報道・放送

80 株式会社　長崎文献社 広告・印刷

81 長崎放送株式会社 報道・放送



NO 事業所名 業種

「長崎ＭＩＣＥ事業者ネットワーク」会員名簿

82 西日本電信電話株式会社　長崎支店 その他

83 にっしょうかん新館梅松鶴 宿泊ホテル・観光施設

84 日本航空株式会社　長崎支店 旅客・運輸

85 日本コンベンションサービス株式会社 会議運営

86 日本紙工印刷株式会社 広告・印刷

87
ニュー長崎ビルディング株式会社
ホテルニュー長崎

宿泊ホテル・観光施設

88 有限会社　ババ工芸 広告・印刷

89 株式会社　ＢＰ長崎（ルークプラザホテル） 会場サービス　宿泊ホテル・観光施設

90 株式会社　ひろたか 飲食・小売

91 株式会社　フジエアテック その他

92 株式会社　藤木博英社 広告・印刷

93 株式会社　FUSO japan 広告・印刷　人材サービス　飲食・小売　その他

94 株式会社　プラネット 会議運営　機材レンタル・リース　会場サービス　広告・印刷

95 株式会社　プロダクションナップ 広告・印刷

96 株式会社　文明堂総本店 飲食・小売

97 ページワンプランニング株式会社 会場運営　会場サービス

98 ホテルニュータンダ 宿泊ホテル・観光施設

99 松藤商事株式会社 旅客・運輸

100 株式会社　マルクスインターナショナル
会議運営　機材レンタル・リース　会場サービス
人材サービス

101 株式会社　丸野 旅客・運輸

102 株式会社　みろく屋 飲食・小売

103
mintao長崎駅前
コワーキングスペース

会場サービス

104 メイセイセキュリティ株式会社 人材サービス

105 株式会社　メモリード 宿泊ホテル・観光施設　飲食・小売

106 株式会社　森谷商会 機材レンタル・リース　その他

107 矢太樓 宿泊ホテル・観光施設

108 やまさ海運株式会社 旅客・運輸
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109 株式会社　優笑 人材サービス　飲食・小売

110 株式会社　ライフコンパス 人材サービス

111 ラッキー自動車株式会社 旅客・運輸


