
８５０-８５６７ 安達 (株),長崎県,長崎市,浜町,１－７

８５０-８５１１ 一般社団法人 長崎市医師会,長崎県,長崎市,栄町,２－２２

８５０-８６１１ (株) エヌ・ティ・ティ・マーケティングアクト九州,長崎県,長崎市,出島町,７－１４

８５０-８５５０ (株) エフエム長崎,長崎県,長崎市,栄町,５－５

８５０-８５７７ (株) 佐世保玉屋 長崎支店,長崎県,長崎市,新大工町,５－３５

８５０-８５３０ (株) タナカヤ,長崎県,長崎市,浜町,８－３０

８５０-８５５１ (株) テレビ長崎,長崎県,長崎市,金屋町,１番７号

８５０-８５０５ (株) 東美,長崎県,長崎市,浜町,１－２２

８５０-８５４５ (株) 長崎県酒販,長崎県,長崎市,出島町,７－１５

８５０-８５０４ (株) 長崎国際テレビ,長崎県,長崎市,出島町,１１－１

８５０-８５８０ (株) 博多大丸 長崎店,長崎県,長崎市,浜町,４－１１

８５０-８５１０ (株) 浜屋百貨店,長崎県,長崎市,浜町,７－１１

８５０-８５０８ (株) 丸本,長崎県,長崎市,大井手町,2-５１

８５０-８５８６ 学校法人 海星学園 海星中学校・海星高等学校,長崎県,長崎市,東山手町,５番３号

８５０-８５１５ 学校法人 活水学院,長崎県,長崎市,東山手町,１－５０

８５０-８５２３ 国立療養所 長崎病院,長崎県,長崎市,桜木町,６－４１

８５０-８５６６ (財) 長崎県教職員互助組合,長崎県,長崎市,万才町,３－１４

８５０-８５２５ ジブラルタ生命保険 (株),長崎県,長崎市,出島町,１５番７号ル

８５０-８５１８ 住友生命保険 相互会社 長崎支社,長崎県,長崎市,万才町,７－１

８５０-８５３７ 全国健康保険協会 長崎支部,長崎県,長崎市,大黒町,９－２２

８５０-８５２１ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),長崎県,長崎市,万才町,３－１６

８５０-８６０６ 第一生命保険 (株) 長崎支社,長崎県,長崎市,西坂町,２－３

８５０-８５４３ 東京海上日動火災保険 (株) 長崎支店,長崎県,長崎市,興善町,３－５

８５０-８５３６ 東洋漁業 (株),長崎県,長崎市,大黒町,９番２２号

８５０-８５４８ 長崎県 警察本部,長崎県,長崎市,万才町,４－８

８５０-８５４７ 長崎県 信用保証協会,長崎県,長崎市,桜町,４－１

８５０-８５７０ 長崎県庁,長崎県,長崎市,尾上町,３番１号

８５０-８５６３ 長崎市上下水道局,長崎県,長崎市,桜町,６番３号

８５０-８６８５ 長崎市役所,長崎県,長崎市,桜町,２－２２

８５０-８５４１ 長崎商工会議所,長崎県,長崎市,桜町,４番１号

８５０-８５５５ 長崎市立市民病院,長崎県,長崎市,新地町,６－３９

８５０-８５０１ 長崎自動車 (株),長崎県,長崎市,新地町,３－１７

８５０-８５１２ 長崎女子短期大学,長崎県,長崎市,弥生町,１－１９

８５０-８５３１ 長崎船用品 (株),長崎県,長崎市,五島町,５－４８

８５０-８５０６ 長崎大学 経済学部,長崎県,長崎市,片淵,４-２－１

８５０-８５６０ 長崎地方検察庁,長崎県,長崎市,万才町,９－３３

８５０-８５０３ 長崎地方裁判所,長崎県,長崎市,万才町,９－２６

８５０-８５０７ 長崎地方法務局,長崎県,長崎市,万才町,８－１６

８５０-８５８８ 日昇観光 (株),長崎県,長崎市,西坂町,１－２０

８５０-８５７５ 日本赤十字社 長崎県支部,長崎県,長崎市,魚の町,３番２８号

８５０-８５８５ ひぐち企業グループ,長崎県,長崎市,西坂町,２－３

８５０-８５５８ 松藤商事 (株),長崎県,長崎市,五島町,３－２５

８５０-８５２０ 三菱商事 (株) 長崎支店,長崎県,長崎市,万才町,６番３８号

８５０-８５４０ メットライフアリコ生命保険 (株),長崎県,長崎市,常盤町,１－１

８５０-８５２２ 有限会社 ザ・ながさき,長崎県,長崎市,古川町,４－８

８５０-８６０３ ＮＨＫ 長崎放送局,長崎県,長崎市,西坂町,１－１

８５０-８６８７ (株) 親和銀行 長崎支店,長崎県,長崎市,賑町,６－６

８５０-８６１８ (株) 十八銀行,長崎県,長崎市,銅座町,１－１１

８５０-８６８８ (株) テレビ長崎,長崎県,長崎市,金屋町,１－７

８５０-８６６６ (株) 長崎銀行,長崎県,長崎市,栄町,３－１４

８５０-８６０２ (株) 橋本商会,長崎県,長崎市,元船町,１４－１０

８５０-８６６８ 長崎運送 (株),長崎県,長崎市,尾上町,１－１６

８５０-８６８６ 長崎県 漁業協同組合連合会,長崎県,長崎市,五島町,２－２７

８５０-８６７８ 長崎税務署,長崎県,長崎市,松が枝町,６－２６

８５０-８６５０ 長崎放送 (株),長崎県,長崎市,上町,１－３５（

８５０-８６７７ 西日本菱重興産 (株),長崎県,長崎市,飽の浦町,５－３

８５０-８６４５ 日本銀行 長崎支店,長崎県,長崎市,炉粕町,３２

８５０-８６２２ 日本通運 (株) 長崎支店,長崎県,長崎市,元船町,４－１２

８５０-８６６２ 日本生命保険 相互会社 長崎支社,長崎県,長崎市,万才町,４－１５

８５０-８６１０ 三菱重工業 (株) 長崎造船所,長崎県,長崎市,飽の浦町,１－１

８５２-８７９４ 長崎事務所,長崎県,長崎市,岩川町,９－１７

８５１-０１９８ (株) たらみ,長崎県,長崎市,中里町,２１７８

８５１-０１９３ 学校法人 長崎総合科学大学,長崎県,長崎市,網場町,５３６

８５１-０１９５ 藤村薬品 (株),長崎県,長崎市,田中町,２０２２

８５１-０３９５ 長崎市役所 香焼行政センター,長崎県,長崎市,香焼町,１０７０－３２

８５１-０３９２ 三菱重工業 (株) 技術本部長崎研究所,長崎県,長崎市,深堀町,５-７１７－１

８５１-０４９２ 医療法人 共生会 長崎友愛病院,長崎県,長崎市,蚊焼町, 1-１４

８５１-０４９４ 医療法人 清潮会 三和病院,長崎県,長崎市,布巻町,１６５－１

８５１-０４９３ 医療法人 清潮会 老人保健施設 みどりの里,長崎県,長崎市,布巻町,１６５－１

８５１-０４９７ 三和みのり園,長崎県,長崎市,布巻町,１４７７
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８５１-０４９８ 長崎市役所 三和行政センター,長崎県,長崎市,布巻町,１１１－１

８５１-０５９２ 長崎市役所 野母崎行政センター,長崎県,長崎市,野母町,１６６５

８５１-２２９８ (株) ヤマス,長崎県,長崎市,京泊,３-３－１

８５１-２２９２ 長崎魚市 (株),長崎県,長崎市,京泊,３-３－１

８５１-２４９２ 長崎市役所 外海行政センター,長崎県,長崎市,神浦夏井町,３９１

８５１-３２９２ 長崎市役所 琴海行政センター,長崎県,長崎市,長浦町,２６６４

８５２-８５６６ 活水中学校・高等学校,長崎県,長崎市,宝栄町,１１－１５

８５２-８５２８ (株) ジョイフルサンショッピングプラザ,長崎県,長崎市,赤迫,３-５－１２

８５２-８５７７ (株) 西友 道の尾店,長崎県,長崎市,葉山,１-６－１０

８５２-８６０１ (株) 長崎新聞社,長崎県,長崎市,茂里町,３－１

８５２-８５４４ 学校法人 長崎南山学園,長崎県,長崎市,上野町,１－２５

８５２-８５０７ 九州電力 (株) 長崎お客様センター,長崎県,長崎市,城山町,３番１９号

８５２-８５０９ 九州電力 (株) 長崎支社,長崎県,長崎市,城山町,３番１９号

８５２-８５１０ 九州電力 (株) 長崎営業所,長崎県,長崎市,城山町,３－１９

８５２-８５０８ 九州電力送配電 (株) 長崎支社,長崎県,長崎市,城山町,３番１９号

８５２-８５１５ 純心女子高等学校,長崎県,長崎市,文教町,１３－１５

８５２-８５３２ 長崎県 医師会,長崎県,長崎市,茂里町,３番２７号

８５２-８５５５ 長崎県 社会福祉協議会,長崎県,長崎市,茂里町,３－２４

８５２-８５２２ 長崎公共職業安定所,長崎県,長崎市,宝栄町,４－２５

８５２-８５５８ 長崎純心大学,長崎県,長崎市,三ツ山町,２３５

８５２-８５２１ 長崎大学,長崎県,長崎市,文教町,１－１４

８５２-８５２３ 長崎大学 医学部,長崎県,長崎市,坂本,１-１２－４

８５２-８５０１ 長崎大学医学部附属病院,長崎県,長崎市,坂本,１-７－１

８５２-８５２０ 長崎大学医療技術短期大学部,長崎県,長崎市,坂本,１-７－１

８５２-８５８８ 長崎大学歯学部・長崎大学歯学部附属病院,

８５２-８５８８ 長崎県,長崎市,坂本,１-７－１

８５２-８５２７ 長崎文化放送 (株),長崎県,長崎市,茂里町,３－２

８５２-８５４２ 長崎労働基準監督署,長崎県,長崎市,岩川町,１６－１６

８５２-８５１１ 日本赤十字社 長崎原爆病院,長崎県,長崎市,茂里町,３－１５

８５７-８５８８ (株) 佐世保玉屋,長崎県,佐世保市,栄町,２－１

８５７-８６６６ (株) 親和銀行,長崎県,佐世保市,島瀬町,１０－１２

８５７-８５１０ (株) 西沢本店,長崎県,佐世保市,本島町,４－７

８５７-８５６６ 九州テレ・コミュニケーションズ (株) テレビ佐世保,

８５７-８５６６ 長崎県,佐世保市,上京町,４番４号

８５７-８５５８ 九州電力 (株) 佐世保営業所,長崎県,佐世保市,福石町,４－１２

８５７-８５７５ 佐世保共済病院,長崎県,佐世保市,島地町,１０－１７

８５７-８５８５ 佐世保市役所,長崎県,佐世保市,八幡町,１－１０

８５７-８５７７ 佐世保商工会議所,長崎県,佐世保市,湊町,６－１０

８５７-８５０１ 佐世保重工業(株) 佐世保造船所,長崎県,佐世保市,立神町,

８５７-８６１１ 佐世保税務署,長崎県,佐世保市,木場田町,２－１９

８５７-８６８６ 商工組合中央金庫 佐世保支店,長崎県,佐世保市,常盤町,４－２１

８５７-８５０８ 玉屋商事 (株),長崎県,佐世保市,万津町,５－１

８５７-８５１１ 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター,

８５７-８５１１ 長崎県,佐世保市,平瀬町,９-３

８５７-８５０２ 長崎県県北振興局,長崎県,佐世保市,木場田町,３－２５

８５７-８５０３ ながさき西海 農業協同組合,長崎県,佐世保市,松浦町,２－２８

８５７-８５３３ 山下医科器械 (株),長崎県,佐世保市,湊町,３－１３

８５７-０１９２ 東七 (株),長崎県,佐世保市,瀬戸越,４-１３１８－１

８５７-０４９２ 小佐々行政センター,長崎県,佐世保市,小佐々町楠泊,６９０－３

８５７-１１９５ 医療法人 白十字会,長崎県,佐世保市,大和町,１５

８５７-１１９７ (株) ジャパネットたかた,長崎県,佐世保市,日宇町,２７８１

８５７-１１９８ (株) 中村ストアー,長崎県,佐世保市,大塔町,６－１

８５７-１１９２ 協和商工 (株),長崎県,佐世保市,白岳町,１５１

８５７-１１９３ 佐世保工業高等専門学校,長崎県,佐世保市,沖新町,１－１

８５７-１１９４ 陸上自衛隊 崎辺分屯地,長崎県,佐世保市,崎辺町,１１番２

８５８-８５０１ (株) 相浦機械,長崎県,佐世保市,光町,１７７-２

８５８-８５８９ (株) 九十九島観光ホテル,長崎県,佐世保市,鹿子前町,７４０

８５８-８５８５ 九州電力 (株) 相浦発電所,長崎県,佐世保市,光町,１８３－１

８５８-８５８８ 佐世保実業高等学校,長崎県,佐世保市,母ケ浦町,８８８－１

８５８-８５８０ 長崎県立大学,長崎県,佐世保市,川下町,１２３

８５８-８５５５ 陸上自衛隊 相浦駐屯地,長崎県,佐世保市,大潟町,６７８

８５９-３２９８ 長崎国際大学,長崎県,佐世保市,ハウステンボス町,7-２５

８５９-３２９２ ハウステンボス (株),長崎県,佐世保市,ハウステンボス町,１－１

８５９-３２９３ ハウステンボス (株) ホテル本部,長崎県,佐世保市,ハウステンボス町,７－７

８５９-６２９２ 佐世保市役所 鹿町行政センター,長崎県,佐世保市,鹿町町下歌ヶ浦,２９０－２

８５９-６４９２ 佐世保市役所 世知原行政センター,長崎県,佐世保市,世知原町栗迎,２４６－１

８５５-８５５５ 島原市役所,長崎県,島原市,上の町,５３７

８５５-８５５０ 島原商工会議所,長崎県,島原市,高島,２-７２１７

８５５-８６８６ 島原税務署,長崎県,島原市,弁天町,１-７４０３

８５５-８５０１ 長崎県島原振興局,長崎県,島原市,城内,１-１２０５



８５９-１４９２ 島原市役所 有明支所,長崎県,島原市,有明町大三東戊,１３２７

８５４-８５４０ 諫早社会保険事務所,長崎県,諫早市,栄田町,４７－３９

８５４-８６０１ 諫早市役所,長崎県,諫早市,東小路町,７－１

８５４-８６６６ 諫早税務署,長崎県,諫早市,永昌東町,２５－４５

８５４-８５５５ (株) 日本ベネックス,長崎県,諫早市,津久葉町,９９－４８

８５４-８５０９ 九州電力 (株) 諫早営業所,長崎県,諫早市,泉町,１２－１６

８５４-８５０１ 健康保険 諫早総合病院,長崎県,諫早市,永昌東町,１－２４

８５４-８６５０ 長崎刑務所,長崎県,諫早市,小川町,１６５０

８５４-０２９２ 諫早市役所 森山支所,長崎県,諫早市,森山町本村,１３００

８５９-０１９２ 諫早市役所 高来支所,長崎県,諫早市,高来町三部壱,５２８

８５９-０１９３ ８５９０１９３ 社会福祉法人 聖家族会 みさかえの園,長崎県-,諫早市,小長井町遠竹,

6-４７

８５９-０４９５ 諫早市役所 多良見支所,長崎県,諫早市,多良見町化屋,１８００

８５９-０４９８ 加藤産業 (株) 長崎支店,長崎県,諫早市,多良見町中里,１２４

８５９-０４９２ 長崎県 学校生活協同組合,長崎県,諫早市,多良見町化屋,１８６３－１

８５９-０４９７ 日本赤十字社 長崎原爆 諫早病院,

８５９-０４９７ 長崎県,諫早市,多良見町化屋,９８６－２

８５６-８６０９ 大村公共職業安定所,長崎県,大村市,松並,１-２１３－９

８５６-８６７０ 大村市 農業協同組合,長崎県,大村市,杭出津,１-８６３-１

８５６-８６８６ 大村市役所,長崎県,大村市,玖島,１-２５

８５６-８６０１ 大村商工会議所,長崎県,大村市,東三城町,６－１

８５６-８５８５ 海上自衛隊 大村航空基地,長崎県,大村市,今津町,１０

８５６-８５６０ (株) 大村浜屋,長崎県,大村市,本町,４５８-２

８５６-８５７７ 九州教具 (株),長崎県,大村市,桜馬場,１-２１４－２

８５６-８５６８ 貞松病院,長崎県,大村市,東本町,５３７

８５６-８５５５ ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ (株) 長崎工場,

８５６-８５５５ 長崎県,大村市,雄ケ原町,１３２４－２

８５６-８５６１ 社団法人 地域医療振興協会 市立大村市民病院,

８５６-８５６１ 長崎県,大村市,古賀島町,１３３-２２

８５６-８５６２ 独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター,

８５６-８５６２ 長崎県,大村市,久原,２－１００１－１

８５６-８５１６ 陸上自衛隊 大村駐屯地,長崎県,大村市,西乾馬場町,４１６

８５９-４８９２ 平戸市役所 田平支所,長崎県,平戸市,田平町里免,１－２７

８５９-５１９２ 平戸市役所,長崎県,平戸市,岩の上町,１５０８－３

８５９-５３９３ 国民健康保険 平戸市民病院,長崎県,平戸市,草積町,１１２５-１２

８５９-５３９２ 長崎県立 平戸高等学校,長崎県,平戸市,草積町,２６１

８４８-０４９２ 松浦市役所 福島支所,長崎県,松浦市,福島町塩浜免,２９４４

８５９-４５９６ 九州電力 (株) 松浦発電所,

８５９-４５９６ 長崎県,松浦市,志佐町,白浜免字開発２０９１－１

８５９-４５９５ 電源開発 (株) 松浦火力発電所,

８５９-４５９５ 長崎県,松浦市,志佐町,白浜免字瀬崎４５８－１

８５９-４５９７ ながさき西海 農業協同組合 松浦営農経済センター,

８５９-４５９７ 長崎県,松浦市,志佐町,浦免９２８

８５９-４５９８ 松浦市役所,長崎県,松浦市,志佐町,里免３６５

８１７-８５１７ 対馬いづはら病院,長崎県,対馬市,厳原町東里,３０３－１

８１７-８５１０ 対馬市役所,長崎県,対馬市,厳原町国分,１４４１

８１７-８５２０ 長崎県 対馬振興局,長崎県,対馬市,厳原町宮谷,２２４

８１７-１２９２ 対馬市役所 豊玉支所,長崎県,対馬市,豊玉町仁位,３８０

８１７-１６９２ 対馬市 上県支所,長崎県,対馬市,上県町佐須奈,甲５６７－３

８１７-１７９７ 航空自衛隊 第１９警戒隊,長崎県,対馬市,上対馬町鰐浦,１２１７

８１１-５１９２ 壱岐市役所,長崎県,壱岐市,郷ノ浦町本村触,５６２

８５３-８５０１ 五島市役所,長崎県,五島市,福江町,４７８

８５３-８５０２ 長崎県 五島支庁,長崎県,五島市,福江町,５０４

８５３-８６０１ 長崎県立 五島高等学校,長崎県,五島市,福江町,７

８５３-０６９２ 五島市 三井楽支所,長崎県,五島市,三井楽町濱ノ畔,１４７３－１

８５３-２２９２ 五島市 奈留支所,長崎県,五島市,奈留町浦,１８１８－１

８５１-３３９２ 西海市役所 西彼総合支所,長崎県,西海市,西彼町喰場郷,７３６

８５１-３３９４ 宗教法人 「生長の家」総本山,長崎県,西海市,西彼町喰場郷,１５６７

８５１-３５９２ 西海市役所 西海総合支所,長崎県,西海市,西海町木場郷,２２３５

８５７-２３９２ 西海市役所,長崎県,西海市,大瀬戸町瀬戸樫浦郷,２２２２-

８５７-２４９４ (株) 大島造船所,長崎県,西海市,大島町,１６０５－１

８５７-２４９２ 西海市役所 大島総合支所,長崎県,西海市,大島町,１８９４－５

８５４-０４９２ 雲仙市 千々石総合支所,長崎県,雲仙市,千々石町戊,５８２

８５４-０５９２ 雲仙市 小浜総合支所,長崎県,雲仙市,小浜町北本町,１４

８５４-０５９３ 公立 新小浜病院,長崎県,雲仙市,小浜町南本町,９３

８５４-０５９５ 長崎県立 小浜高等学校,長崎県,雲仙市,小浜町北野,６２３

８５４-０６９８ (株) 東洋館,長崎県,雲仙市,小浜町雲仙,１２８

８５４-０６９２ (株) 宮崎旅館,長崎県,雲仙市,小浜町雲仙,３２０

８５４-０６９７ 有限会社 雲仙九州ホテル,長崎県,雲仙市,小浜町雲仙,３２０

８５４-０６９６ 有限会社 雲仙富貴屋,長崎県,雲仙市,小浜町雲仙,３２０



８５９-１２９２ 雲仙市 瑞穂総合支所,長崎県,雲仙市,瑞穂町西郷辛,１２８５-

８５９-１３９２ 雲仙市 国見総合支所,長崎県,雲仙市,国見町土黒甲,１１００

８５９-１５９２ 日本トータルテレマーケティング (株),長崎県,南島原市,深江町丁,２１５０

８５１-２１９５ 県立 長崎シーボルト大学,長崎県,西彼杵郡長与町,まなび野,１-１－１

８５１-２１８５ 長与町役場,長崎県,西彼杵郡長与町,嬉里郷,６５９－１

８５１-２１９７ 学校法人 青雲学園（青雲高等学校）,長崎県,西彼杵郡時津町,左底郷,２４５－２

８５１-２１９７ 学校法人 青雲学園（青雲中学校）,長崎県,西彼杵郡時津町,左底郷,２４５－２

８５１-２１９８ 時津町役場,長崎県,西彼杵郡時津町,浦郷,２７４－１

８５１-２１９６ 長崎外国語大学,長崎県,西彼杵郡時津町,元村郷,１０１０－１

８５９-３６９２ 川棚町役場,長崎県,東彼杵郡川棚町,中組郷,１５１８－１

８５９-３７９８ 西海陶器 (株),長崎県,東彼杵郡波佐見町,折敷瀬郷,２１２４

８５９-３７９３ 長崎キヤノン (株),長崎県,東彼杵郡波佐見町,折敷瀬郷,９２５-１

８５９-３７９７ 長崎県立 波佐見高等学校,長崎県,東彼杵郡波佐見町,長野郷,３１２－５

８５９-３７９２ 西日本陶器 (株),長崎県,東彼杵郡波佐見町,湯無田郷,８３０

８５７-０３９２ 佐々町役場,長崎県,北松浦郡佐々町,本田原免,１６８－２

８５３-２３９２ 新上五島町役場 若松支所,長崎県,南松浦郡新上五島町,若松郷,２７７－７

８５７-４４９５ 新上五島町役場,長崎県,南松浦郡新上五島町,青方郷,１５８５－１

８５７-４５９２ 新上五島町役場 新魚目支所,長崎県,南松浦郡新上五島町,榎津郷,４９１




