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｜　　長崎MICE 事業者ネットワーク会員　　｜
長崎MICE 事業者ネットワーク会員募集中！詳細は下記までお問合せください。

長崎MICE 事業者ネットワーク事務局（一般社団法人 長崎国際観光コンベンション協会）

Eメール：mice@nagasaki-visit.com

ｉ+ Land nagasaki / 有限会社アクター企画 / 安達株式会社 / 株式会社Attic coffee and dining / 株式会社井石 / 株式会社石丸文行堂 / 有限会社和泉屋 長崎和泉屋 / 有限会社和泉屋オランダ物産館 / 株式会社一広 / 株式会社稲佐山観光
ホテル / 株式会社岩崎商事 / 株式会社インテックス / ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル / 株式会社エキマエタクシー / NCC長崎文化放送株式会社 / 株式会社ＮＢＣソシア / 株式会社エフエム長崎 / F.デザインNAGASAKI株式
会社 / 株式会社エルシーブイプロジェクト / 扇精光ソリューションズ株式会社 / 株式会社オーエン / 株式会社大川商店 / 大守屋 / おがわ凧店 / お好み焼勝星 / 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 / 蒲原タクシー株式会
社 / 九州教具株式会社 / 株式会社九州広告 / 株式会社九州博報堂長崎支社 / 九州旅客鉄道株式会社長崎支社 / 九州ワーク株式会社 / 株式会社九電工長崎支店 / 有限会社くさの惣菜 / 株式会社クリーン・マット / 株式会社クレインいずや / 
株式会社KTNソサエティ / 有限会社こじま / 後藤運輸株式会社 / 株式会社コミュニティメディア / 株式会社コングレ / 株式会社コンベンションリンケージ / 株式会社西海建設 / 西部ガス長崎株式会社 / 株式会社坂本屋 / 株式会社ささや / 
株式会社サニクリーン九州 / 澤山機設株式会社 / 株式会社ジーエークレアス キンコーズアミュプラザ店 / JR九州エージェンシー株式会社 / 株式会社JR長崎シティ / 株式会社ＪＴＢ長崎支店 / 株式会社四海楼 / 有限会社ジャパン・アート / 
株式会社十八親和銀行 / 株式会社上滝 / 株式会社城保安警備 / 株式会社昭和堂 / 城山交通株式会社 / 有限会社新興タクシー / 有限会社ステージサービス / 有限会社正文社印刷所 / セコム株式会社長崎統轄支社 / 株式会社ぜっと屋 / 全日本
空輸株式会社長崎支店 / 株式会社総合ケーブル / 総合システム管理株式会社 / タイムズモビリティ株式会社 / 株式会社龍屋本舗 / 株式会社谷川建設 / 株式会社長南 / 株式会社データウェーブ / 株式会社テレビ長崎 / 株式会社電通九州長崎
支社 / 東栄不動産株式会社 / 東京海上日動火災保険株式会社 / 株式会社東光電気 / 東武トップツアーズ株式会社長崎支店 / 中﨑水産株式会社 / 長崎お土産すみや / 長崎オリオンホテル / 株式会社長崎ガードシステム / 株式会社長崎グラン
ドサービス / 長崎軽運送協業組合 / 株式会社長崎ケーブルメディア / 株式会社長崎国際テレビ / 一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会 / 長崎雑貨たてまつる / 一般社団法人長崎市タクシー協会 / 長崎自動車株式会社 / 長崎商工会
議所 / 株式会社長崎新聞社 / 株式会社長崎スカイホテル / 一般社団法人長崎青年会議所 / 長崎倉庫株式会社 / 長崎綜合警備株式会社 / 株式会社長崎タクシー / 長崎タクシー共同集金株式会社 / 株式会社長崎出島ワーフ / 長崎電化サービス
社・CHO-DEN STAGE WORKS / 長崎電気軌道株式会社 / 長崎電建工業株式会社 / 長崎都市経営戦略推進会議 / 長崎バス観光株式会社 / 長崎バスホテルズ株式会社 / 株式会社ながさきプレス / 株式会社長崎文献社 / 長崎放送株式会社 / 
有限会社鳴滝 / 株式会社にしけい長崎支社 / 西日本電信電話株式会社九州事業本部長崎支店 / 株式会社日工 / にっしょうかん新館梅松鶴 / 日本航空株式会社長崎支店 / 日本コンベンションサービス株式会社 / 日本紙工印刷株式会社 / 株式
会社梅月堂 / 株式会社橋本 / 有限会社ババ工芸 / Public party bar MosH / 株式会社浜屋百貨店 / 春雨タクシー株式会社 / ピアチェーボレ / 株式会社日比谷花壇 / ヒルトン長崎 / 株式会社ひろたか / 株式会社ファーストスター / 株式会社
フジエアテック / 株式会社FUSO japan / 株式会社プラネット / 株式会社ブリック / 株式会社文明堂総本店 / 保険・クラスター株式会社長崎店 / 株式会社星光 / 有限会社ホップ / ホテルＪＡＬシティ長崎 / ホテルニュータンダ / 株式会社
プレミア・ニュー長崎 ホテルニュー長崎 / ほんだ商店 / 株式会社将大 / 松尾コーヒー株式会社 / 松藤商事株式会社 / 株式会社マルクス・インターナショナル / 株式会社丸野 / minato長崎駅前コワーキングスペース / 株式会社みろく屋 / メ
イセイセキュリティ株式会社 / 株式会社メモリード / 株式会社森谷商会 / 矢太樓・矢太樓南館 / やまさ海運株式会社 / 株式会社優笑 / 株式会社ライフコンパス / ラッキー自動車株式会社 / 株式会社ラッキーネットワークサービス / ラッキー
バス株式会社 / ルークプラザホテル / wine kitchen 華花

MICE をもっと長崎らしく。
長崎ならではの魅力や体験を

MICE に盛り込んでいただきたい。
このMICE サービスカタログは

長崎MICE 事業者ネットワーク会員の
そんな思いを集めて作られています。

MICE を長崎色に彩る架け橋に。
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出島メッセ長崎

再開発に沸くJR長崎駅前に誕生した、長崎初の本格MICE 施設。
ニューノーマル対応の最新設備や大容量の通信環境を備え、大規模な国際会議やイベント展示から大中小の会議まで開催可能。
近隣にはホテル多数、DMOと連携し多彩なアフターコンベンションもご提案致します。
新しい時代のDEJIMAとして、世界と繋がる交流拠点です。

JR長崎駅西口直結、ヒルトン長崎隣接の好立地。
屋根つきのペデストリアンデッキより、雨の日も濡れずに駅との往来ができます。

座席数2,700席、2,700㎡、4分割利用が可能。
国際会議からレセプションパーティまで幅広いシーンに対応する大ホール。450inch の大型スクリーンで迫力あるプレゼンテーションをサポート致します。

最大4,650席。2分割できる3,800㎡の展示ホール。
床面ピットに水・電気・ガス・インターネットを配置し、食・音楽・eスポーツなど、多彩なイベント開催が可能。屋外イベントスペースや稲佐山プロムナード
を組み合わせてより立体感のあるイベント会場をご提供致します。

長崎市尾上町4-1
TEL.095-801-0530

1区画1,500 ㎡をユニークべニューとして催事の開催可能な人気
スポット。長崎のシンボル・稲佐山を背景に、思い出に残るイベン
ト等にご活用ください。
※ご利用条件や料金など、詳細はお尋ねください

2F コンベンションホール

1F イベント・展示ホール

MICE 施設
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株式会社 文明堂総本店

文明堂総本店のカステラにオリジナルデザインの焼印ができる、記念に残る
オンリーワンのカステラです。1箱からでもご注文承ります。

長崎市江戸町1番1号
TEL.095-824-0002

株式会社 石丸文行堂

「事業を通じて長崎の魅力を国内外に発
信する」をミッションとして全社を挙げ
て取り組んでいます。いつまでも守りた
い長崎の美しい景色をテーマとした、万
年筆とインクの「長崎美景」シリーズや、
こだわりいっぱいの「地元のイイモノ」
を多くの人に知ってほしい『長崎マルシェ 
Jimo』は、中小企業庁長崎県よろず支
援拠点と連携し県内各地から逸品を集め
店頭やオンラインで販売しています。

いつまでも守りたい長崎の美しい景色をインクと万

年筆で表現した「長崎美景」シリーズは県内外や海

外からも人気の商品です。

長崎市浜町 8-32
TEL.095-828-0140

長崎ギフト
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株式会社 ひろたか

ひろたかオリジナルの「ナガサキアイコン・シリーズ」をはじめ、長崎の歴史と文化をモチーフ
とした土産品や記念品を企画し販売しております。ご予算や納期に合わせて、お菓子の詰合わ
せからオリジナルギフトまで、長崎大会のメモリアルな記念品の企画をご提案します。

長崎市魚の町 2-11
TEL.095-826-2311

株式会社 龍屋本舗
園田真珠（龍屋本舗）はおかげさまで２０１８年に創業５０年を迎えました。
１９６８年に長崎県の長与町で真珠養殖業からスタートした会社です。
その後、養殖場を五島列島へ移転し、長崎市内に加工・直売所を出店し、
現在に至っております。長崎県は真珠養殖の生産量全国一です。高い品質
を誇る自然豊かな長崎の海で育まれた真珠をより多くのお客様に身に着け
ていただければと思っております。 
ホテルセントポール長崎（客室 44室）、長崎アザレア（レストラン）も運営
しております。

6.5mm サイズの優しいパールを 3 粒並べてネック
レスにしました。シンプルながらもカジュアルな服装
に添えるだけでいつものファッションをランクアップ
させます。※チェーンの長さは 40cm で、K18 ホワ
イトゴールドまたは K18 イエローゴールド からお選
びいただけます。

 上品な存在感のグレーのあこや真珠ネックレス
＆イヤリングセットです。圧倒的な存在感の 9
～ 9.5mm で冠婚葬祭はもちろんデイリーカ
ジュアルにも活躍します。すでにホワイト系の
真珠をお持ちの方にもおすすめです。 

長崎市平野町4 番 16 号（長崎原爆資料館前）
TEL.095-845-5111

ふぐ問屋・
中﨑水産 株式会社

実は長崎は養殖ふぐの水揚げ量が日本一。長崎のふぐをもっと知っ
てほしいという思いから「福だんご作り体験」を開催しております。
すり身にふぐの皮を贅沢に加え、完成した福だんごは揚げて、召し
上がって頂きます。お食事処「漁師飯 なかざき」では≪ふぐダシう
どん≫等、ふぐを使ったお料理を手軽に楽しむことができます。

「福だんご作り体験」で
完成した福だんごです。
贅沢にふぐの皮を加えて
います。

長崎市茂木町 2188-13
TEL.095-836-0700
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株式会社 梅月堂

明治27年 (1894 年 )、本田兼作が長崎市大浦町に和菓子司として創業。
昭和2年に東浜町（現：浜町）岡政デパート（現：ハマクロス411）前に移り、「梅月堂本店」
として現在に至っています。
長崎で生まれ育ったシースクリームや南蛮おるごおる、桃まんじゅうに桃カステラなど
長崎にしかないお菓子を多数取り揃えております。
本店2Fの喫茶ではシースクリームや季節のお菓子などをお召し上がりいただけます。

長崎ご当地レトロスイーツ「シースクリーム」。長崎ではケー
キといえば “シース”。生クリームやフルーツが貴重だった
時代に生まれたお菓子です。

和華蘭文化が根付く長崎のおみやげ、桃カステラ。

桃まんじゅう。上用まんじゅうの上品な
甘さと可愛らしい見た目は、贈り物にぴっ
たり。鶴亀桃セットは予約販売のみ。

葉巻を模したクッキー。長崎の版画家田
川憲氏の作品がノスタルジックな長崎の
雰囲気を伝えるお土産として人気。

長崎市浜町 7-3　
TEL.095-825-3228

株式会社 すみや

長崎駅「長崎街道かもめ市場」に店舗を構える、お
土産　専門店。長崎が誇る、カステラ・ちゃんぽん・
枇杷ゼリー　定番のお土産から、九十九島せんぺい
や、五島うどん、農産、水産加工品等、県域のお土
産をセレクトしております。学会での出店や、会議
中の「長崎おやつ」（お茶菓子・彼杵茶）等、ご利
用頂いております。

定番スイーツの詰合せ
シュガーロードの歴史と文化の詰まった、
和華蘭（和洋中）のお菓子をお楽しみ頂
けます。

麺の種類が豊富な長崎　「五島うどん」・
「島原手延べそうめん」あごだしスープと
共に。温・冷好みの調理方法でお召し上
がり頂けます。

長崎市大黒町 7-2
TEL.095-827-2120
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九州ワーク 株式会社

「命を守る」をテーマにワークウェアや安
全靴、工具、病院や飲食店のユニフォー
ムを取り扱っております。自社工房があり
ますので、ユニフォームへの刺繍、プリン
トも承っております。刺繍やプリント加工
は、1 枚から対応できますので、企業様
はもちろんのこと、個人のお客様にも人気
です。納期が早いことも人気の一つです。
ユニフォームのことは、おまかせください！ 

出島メッセ長崎様のユニフォーム 自社工房で「長崎の変」のプリントを行い、販売予定

長崎支店：長崎市田中町588-3（卸センター内）
TEL.095-813-3700

株式会社 長崎文献社
長崎市大黒町 3－1　長崎交通産業ビル 5階
TEL.095‐823‐5247

長崎は歴史文化のロマン溢れる街です。
世界遺産、キリスト教、出島、グラバー園、原爆、まち歩きなど、

長崎の出版会社ならではの書籍、写真集、古地図、ポストカードなどを

本棚のお仲間に加えてください。
取り揃えています。長崎の忘れられない思い出として

長
崎
の
知
り
た
い
こ
と
を
深
掘
り
し
た
『
長
崎
游
学
』
シ
リ
ー
ズ

ポ
ス
ト
カ
ー
ド
各
種

記念品・ノベルティ
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日本紙工印刷 株式会社
長崎市幸町 3-11
TEL.095-827-4343
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長崎雑貨たてまつる

長崎の風景や歴史、偉人などを
アイコン化して描いた手ぬぐいや
バッグ、マスクなど、オリジナル
の長崎雑貨を多く取り扱っていま
す。大会や会議のテーマに合わ
せて描いたオリジナルモチーフ
と、長崎モチーフを組み合わせ
た法被などの記念アイテムの製作
も承ります。

長崎市江戸町 2-19
TEL.095-827-2688

株式会社 インテックス

コングレスバッグ、
QUOカード制作、コロナ対策品
大会や学会名の入ったコングレスバッグの制
作はもとより、各種ノベリティ・アイテムをデ
ザインからご提案致します。また、コロナ対
策品として紙製の使い捨てマスクケースや軽
くて持ち運びしやすい段ボールパーテーショ
ン等も多数取り扱っています。

長崎市幸町 6 番 3号
TEL.095-826-2200

日進月歩  そして、温 故 知 新

九州地方会学術集会
日本超音波医学会
第26回 
in Nagasaki

図書カードNEXT 1000円

コングレスバッグ 図書カード 段ボールパーテーション

長崎市風頭町11-2
TEL.095-823-1928おがわ凧店

長崎市相生町 9-8
TEL.095-820-5511有限会社 和泉屋 オランダ物産館

長崎市浜町4-2
TEL.095-881-3698株式会社 みろく屋
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プランづくりの段階から開催まで、
主催者に寄り添ったサポートをDMOが
ワンストップで実現します。

https://mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/

長崎MICE
ホームページ

長崎 MICE
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長崎市川口町 6-29 
TEL.095-844-6161株式会社 ささや

長崎市栄町 6-23 昭和堂ビル 
TEL.095-821-1234株式会社 昭和堂

株式会社 坂本屋（料亭坂本屋）

卓袱料理
「お鰭（ひれ）をどうぞ」
長崎の卓袱（しっぽく）料理はオカッツァマ（女将）のあいさつで始まります。お鰭とは鯛の身の入った
お吸い物のこと。これは、「お客様一人に鯛1尾を使いました」というもてなしの意味が込められています。
卓袱料理のルーツは、鎖国時代、海外に唯一窓を開いていた長崎に来航した唐人により伝えられた接客
料理。これに日本、オランダ、スペイン、ポルトガルなどのアレンジを加え独特の料理として完成したの
が長崎卓袱料理です。明治の創業以来培ってきた坂本屋の長崎卓袱料理。ぜひ一度ご賞味ください。

会席料理は本膳料理を簡略化した、コース形式の日本料理です。趣きある空間
で、目にも美しい華やかな彩りの旬の味覚をお楽しみください。

明治の創業から128 年。長崎の味と情緒を伝える老舗料亭。JR 長崎駅近くの市中央に位
置しながらも、一歩中に入ると周りの喧騒を忘れる静かで歴史ある佇まい。東坡煮（豚角煮）
発祥の店として知られ、長崎の伝統的郷土料理である卓袱料理をはじめ、旬の地元食材を
活かした会席料理（夏のハモ、冬のふぐなど）も好評です。

宴会・懇親会

会席料理

ふぐ会席（冬期のみ）
淡白でありながら深い味わいの長崎
県産とらふぐ。刺身（てっさ）やちり
鍋など、ふぐ尽くしを存分にご堪能く
ださい。

ハモしゃぶ会席（夏期のみ）
「梅雨の水を飲んでからが美味しい」
と言われる鱧。産卵のために岸に寄
る真夏が旬です。とれたての新鮮な
鱧ならではの鯉しゃぶや湯引きなど、
滋養豊かなながさき鱧をお楽しみく
ださい。

長崎市金屋町 2-13
TEL.095-826-8211

宴会・懇親会

記念品・ノベルティ



1
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長崎バスホテルズ 株式会社

出島（国指定史跡出島和蘭商館跡）内で、当社が運営するレストラン、長崎内外俱楽部。
長崎の食材と魅力を知り尽くした料理人がアレンジした長崎らしい味をご賞味ください。
主に長崎の旬の食材を使い、コース料理を提供します。長崎と出島にまつわる物語とともに
お召し上がりください。

「長崎内外俱楽部」
鎖国時代、日本で唯一外国と貿易を
行っていた出島。長崎在留の外国人
と日本人の社交場として明治36年に
創設された「旧長崎内外クラブ」をレ
ストランとして蘇らせました。
定員44名のホールと、定員10名の
特別室がございます。長崎で過ごす
至福の時間をご堪能ください。

長崎バスホテルズは、長崎県下に６
つのホテルを展開するホテルアライ
アンスです。私たちが最も大切にし
ていることは『ホスピタリティマイン
ド』すべての皆さまに、居心地の良
さを感じていただける空間を造り、
そして提供する。それが私たちの使
命だと考えています。

長崎市新地町1番14号　長崎バスターミナルホテル2階
TEL.095-895-5569

※仕入れの状況により、メニューに変更がございます。
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株式会社 坂本屋（料亭坂本屋）

東坡煮（豚角煮）
長崎卓袱料理の中の代表的一
品。上質の豚三枚肉を「とろと
ろほろり」となるよう、職人が
二日をかけて煮込みます。一
つひとつが真空個包装になっ
ているので手軽にお召し上がり
いただけます。賞味期限は常
温で 2 か月。長崎土産に最適
です。地方発送承ります。

角煮めし
東坡煮（豚角煮）の煮汁、長
崎県産米、もち米、にんじん、
ごぼう、椎茸を入れて竹皮で
包み炊き上げた職人手作りの逸
品です。冷凍で 2 か月保存可。
地方発送承ります。

角煮めし弁当
長崎名物東坡煮（豚
角煮）の旨みが染み
込んだモチ米入りの
和風おこわの上にき
ざみ海苔や錦子玉
子、そして一口サイ
ズの東坡煮を贅沢に
のせた長崎一番人気
の駅弁です。JR九
州駅弁グランプリ常
時入賞。

松花堂弁当
長崎の旬の素材を大
切に目にも美しい上
品な松花堂弁当で
す。吸物付

明治の創業から、長崎の味と情緒を守り伝えて128年の市内屈指の料亭。伝統的な長崎
卓袱料理を味わえます。
長崎を代表するギフト「東坡煮（豚角煮）」や「角煮めし」発祥の店としても有名です。

お弁当・軽食 長崎ギフト

長崎市金屋町 2-13
TEL.095-826-8211

稲佐山観光ホテル 地元の素材選びから仕上げまで、手造りに拘り抜いたお料理で、
大切な方へのおもてなしや差し入れに、会議等のお食事に、
至福のひとときをちょっと贅沢なお食事でお楽しみ下さい。

5,000 円（税込）
二段重、約19品目、
・10 個以上のご注文の際は無料配達致します。（長崎市内のみ）
・当日中にお召し上がりくださいませ。

3,000 円（税込）
二段重、約18品目、
・10 個以上のご注文の際は無料配達致します。（長崎市内のみ）
・当日中にお召し上がりくださいませ。

長崎市曙町40 番 23 号
TEL.095-861-4151

その他ご予算や配達等、お気軽にお問合せ下さいませ

お弁当
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株式会社 エルシーブイプロジェクト 当社は長崎のテレビやラジオ番組でお馴染みのフ
リーアナウンサーが在籍しているプロダクションで
す。各種イベント、シンポジウム、講演会、セミナー
等、MC経験豊富な人材を派遣いたします。また、
世界的に有名なフィジカルコメディアン元が～まる
ちょばケッチのサイレントコメディは好評で、イベ
ントを大いに盛り上げます。幅広いニーズに対応
可能ですので、お気軽にご相談ください。

代表取締役
川上 博子

野上唯子 DJマーク 元が～まるちょばケッチ 小川亜希子 吉原ゆかり

長崎市万屋町1-23　あこやビル 3 階
TEL.095-826-0143　E-mail.  contact@lcvproject.com

株式会社 ぜっと屋

私達は龍踊りを多くのお客様に観ていただくために、龍
踊りアトラクションを行っています。
また、伝統芸能にとどまらず、お客様の心に響くように、
わかりやすい説明、スピーディーで視覚性を重視した構
成、体験参加型などを加えています。曜日や時間や場所
を問わず、宴席を華やかにそして勇壮に演出する龍踊り
を是非ご覧ください。

龍踊り 長崎龍踊の会・龍招宝（ロンチャウバウ）

詳細

時間

龍サイズ

龍囃子

編成人数

Aプラン

10分間

12m

PC音源

8人

Bプラン

25分間

12m

PC音源

10人

Cプラン

30分間

12m

生演奏

16人

Dプラン

25分間

20m

PC音源

15人

Eプラン

30分間

20m

生演奏

22人

長崎市伊良林1-8-11
TEL.095-827-3120

司会・イベント
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コンベンション開催補助金制度のご案内

注1：（B）は地方持ち回りでない九州大会以上のみ対象
注 2：（B）は令和５年３月１日以降は対象となりません。

※次に該当するものは対象になりません。
1.営利を目的とするもの　2.政治的又は宗教的活動を目的とするもの　3.国又は地方公共団体から他の補助金の交付及び補助金に類する支援を受けているもの
4.スポーツコンベンション大会及びスポーツ合宿　5.暴力団、その他反社会的勢力関係者が主催または参加するもの
詳細は長崎MICEホームページ、「支援制度のご案内」をご確認ください。
https://mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/support/system
その他ご不明な点等ございましたら、（一社）長崎国際観光コンベンション協会営業部までご連絡ください。　TEL.095-823-7423

長崎市で開催されるコンベンションの主催者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、開催をサポートする制度です。
開催補助金の交付については予算の範囲内での支援となります。予算枠を超えた場合は交付できない場合がありますの
で、ご了承ください。

◎スポーツ大会の開催補助金制度につい
ては下記にお問い合わせください。
　長崎県スポーツコミッション事務局
　TEL.095-822-6350
　FAX.095-822-6355

   200人以上300人未満 100,000円 150,000円

   300人以上500人未満 150,000円 150,000円

   500人以上1,000人未満 250,000円 300,000円

1,000人以上1,500人未満 500,000円 600,000円

1,500人以上2,000人未満 750,000円 600,000円

2,000人以上3,000人未満 1,000,000円 1,100,000円

3,000人以上 1,500,000円 1,600,000円

延べ宿泊人数 （B） エクスカーションを斡旋した
 場合の補助基準額（A）補助基準額

補助金の額は、次表に掲げる延べ宿泊人数の区分に
応じ算出した補助基準額（（A）及び（B）の合算
額）又はコンベンションの総事業費のいずれか低い
額の範囲内とする。

文化・学術コンベンション

（令和4年度版）

13

メディア・広報支援



2

コンベンション開催補助金制度のご案内

注1：（B）は地方持ち回りでない九州大会以上のみ対象
注 2：（B）は令和５年３月１日以降は対象となりません。

※次に該当するものは対象になりません。
1.営利を目的とするもの　2.政治的又は宗教的活動を目的とするもの　3.国又は地方公共団体から他の補助金の交付及び補助金に類する支援を受けているもの
4.スポーツコンベンション大会及びスポーツ合宿　5.暴力団、その他反社会的勢力関係者が主催または参加するもの
詳細は長崎MICEホームページ、「支援制度のご案内」をご確認ください。
https://mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/support/system
その他ご不明な点等ございましたら、（一社）長崎国際観光コンベンション協会営業部までご連絡ください。　TEL.095-823-7423

長崎市で開催されるコンベンションの主催者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、開催をサポートする制度です。
開催補助金の交付については予算の範囲内での支援となります。予算枠を超えた場合は交付できない場合がありますの
で、ご了承ください。

◎スポーツ大会の開催補助金制度につい
ては下記にお問い合わせください。
　長崎県スポーツコミッション事務局
　TEL.095-822-6350
　FAX.095-822-6355

   200人以上300人未満 100,000円 150,000円

   300人以上500人未満 150,000円 150,000円

   500人以上1,000人未満 250,000円 300,000円

1,000人以上1,500人未満 500,000円 600,000円

1,500人以上2,000人未満 750,000円 600,000円

2,000人以上3,000人未満 1,000,000円 1,100,000円

3,000人以上 1,500,000円 1,600,000円

延べ宿泊人数 （B） エクスカーションを斡旋した
 場合の補助基準額（A）補助基準額

補助金の額は、次表に掲げる延べ宿泊人数の区分に
応じ算出した補助基準額（（A）及び（B）の合算
額）又はコンベンションの総事業費のいずれか低い
額の範囲内とする。
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（令和4年度版）
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株式会社 インテックス

プログラム抄録集・ポスター制作
地元長崎に根差して58年。印刷物制作のプ
ロとして、学会やイベントの各種プログラム
や抄録集、チラシ、ポスターの制作をデザイ
ンからトータルで承ります。
立地の良さを武器に高品質・短納期でお応え
します。

長崎市幸町 6 番 3号
TEL.095-826-2200

長崎市筑後町5-8
TEL.095-828-0120株式会社 長崎ケーブルメディア
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株式会社 一広

テレビ、ラジオ、新聞などのメディアはもちろん、イベントの企画・実行まで多数の実績がある地
元広告会社です。営業、企画、制作の三位一体の体制で、長崎らしさを取り入れた広報物の制作
やイベントの実施まで幅広く対応可能。2014 年の「長崎がんばらんば国体・大会」開閉会式典
の運営や、近年ではオンラインでの学会の運営なども実施しました。

2014 年に長崎県で開催された「国民体育大会（愛称：長崎がんばらんば国体）」と「全国障害者スポーツ大会（愛称：長崎がんばらんば大会）」
の両大会の式典実施業務を担当しました。準備期間の3年間（2011年～2014 年）では、式典の演出プランを盛り込んだ基本計画、実施計画、
実施要項を策定。地元の学生や長崎にゆかりあるタレントの出演など多岐にわたるイベントを企画・実行しました。

2016 年 10 月に長崎県で初めて開催された
「全国健康福祉祭（ねんりんピック）」の企画・
運営を実施。高齢者はもちろんのこと、さま
ざまな年齢層がいっしょに楽しめるイベント
を企画し、長崎県立総合体育館でのステージ
イベントや、全国の高齢者の美術作品を展示
する美術展、長崎ブリックホールでの講演会
などを実行しました。

2021 年 11 月開業の「出島メッセ長崎」で
初めて全館を利用した「こけら落としイベン
ト」を開催。一過性の開業イベントというこ
とではなく、長崎の企業、団体、商店街、地
域を巻き込み、長崎の魅力発信など多種多様
な角度から長崎のまち全体を盛り上げる“オー
ル長崎” のまちづくりイベントを企画・実行
しました。

2021年 9月に開催された「公益社団法人日
本補綴歯科学会九州支部学術大会」のオン
ライン型での運営をサポート。当日は大学内
にシステムを組み、Zoom で演者と参加者及
び運営側を結びリアルタイムでテロップやア
ナウンスを挿入しながら実行。チャット機能
を活用し、質問をその場で受付するなど相互
でのやり取りを意識しながら実施しました。

長崎市五島町5-17　一広ビル
TEL.095-827-6161

■長崎がんばらんば国体・大会2014

■ねんりんピック長崎2016 ■出島メッセ長崎こけら落としイベント ■学術大会（オンライン開催）

企画・制作



16

株式会社 マルクス・インターナショナル

『ハイブリッド開催』をサポート

『大会進行・運営』をサポート

令和 2 年度は、新型コロナの感染拡大に
よりリアル開催が出来なくなった九州経済
産業局や長崎県等が主催する複数のハイブ
リッド型セミナーやオンラインセミナーのサ
イト構築から配信業務までをワンストップ
でサポートしました。地の利を活かした即
応力で皆様のMICE 事業をサポートいたし
ます。

イベント制作会社として1991年に創業し、今年で30 年になります。長崎県と福岡県に活動拠点を有し、全国 23の都道府県と海外 3か国で
イベント実績があります。長崎で行う MICE 事業の地元パートナーとしてお声がけください ! 皆様の「猫の手」「孫の手」としてしっかりサポート
させて頂きます。

約 1,000 名のイベントスタッフが登録して
おり、各種学会や展示イベント・地域イベ
ント・音楽イベント、そしてスポーツイベン
ト等で多数の実績があります。企画からイ
ベント実施までワンストップで対応いたしま
すので、気軽にお電話ください。

スーパーマーケット・トレードショー2020
長崎県ブース（東京）

長崎市五島町 3-13-1F
TEL.095-829-7707
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株式会社 プラネット

地元の広告会社として、長崎はもちろん全国
メディアまで幅広く取り扱いがあり、メディア
戦略、広報支援など多岐にわたるご提案が可
能です。3,000 人規模の学会を実施した経
験もあり、お弁当や懇親会などの手配も含め
て、トータルプロデュースいたします。

Photo: Convention Linkage, Inc. (2008)

Photo: Convention Linkage, Inc. (2008)

長崎市栄町4-18
TEL.095-827-8001

長崎本社
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株式会社  NBCソシア
長崎市尾上町5-6 NBCビル 6 階
TEL.095-826-5300



MICE参加者が
お得に使える
グルメサイト

長崎の
ユニーク
ベニュー

https://nagasaki-gourmet-emag.jp/jp/ https://uniquevenues-mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/
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株式会社 インテックス

Web制作・動画撮影編集
（スチール、ドローン撮影も可）
各種学会・イベント用のホームページ制作（ホ
スティングサービス含む）をリーズナブルな価
格でご提供致します。昨今はハイブリッド型の
学会やイベントが増えたことにより、動画配信
などの要望も増えています。出張撮影など各
種動画制作もお気軽にご相談ください。

長崎市幸町 6 番 3号
TEL.095-826-2200

長崎市金屋町1-7 
TEL.095-827-2316株式会社  KTNソサエティ

長崎市出島町 2-13 
TEL.095-824-1263長崎倉庫 株式会社

長崎市古川町4-16 フジビル1F フラワーアトリエ紬 
TEL.095-893-8739株式会社 日比谷花壇

長崎市栄町4-17
TEL.095-824-2417東栄不動産 株式会社



MICE参加者が
お得に使える
グルメサイト

長崎の
ユニーク
ベニュー

https://nagasaki-gourmet-emag.jp/jp/ https://uniquevenues-mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/
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ヒルトン長崎

ヒルトン長崎は、新たな賑わいが生まれつつある長崎駅西口
のランドマークとして、2021年11月に開業。壁一面の窓か
ら長崎駅の賑わいを望む宴会場のほか、小規模な会議にも最
適なミーティングルームも備えます。また隣接の出島メッセ長
崎と連携したイベントやケータリングも、経験豊かなスタッフ
がサポートいたします。

ヒルトン長崎は長崎駅西口より徒歩 1 分。コンベンション施設「出島
メッセ長崎」とは屋内通路で直結するほか、リムジンバスや観光ルー
トバス、路面電車の乗り場も徒歩圏内にあるなど、ビジネス・観光に
大変便利な立地です。

オランダ語で “船長室” の意味を持つ宴会場
「キャプタインスカマー」は、天井高 6m の
開放感あふれるスペースに、立食なら 300
名まで収容可能です。3 つに分割することも
可能で、ご人数や目的に応じてフレキシブル
にご利用いただけます。

44 ㎡のスペースを有するミーティングルーム
は、ウェブ会議にも対応したインターネット
回線やモニターを備え、様々なミーティング
に最適です。ふたつに分割することで、より
小規模な会議や控室としてもご利用いただけ
ます。

木の温もりを感じられる全 200 室の客室は、
サータ社製のマットレスと、セパレートタイプ
のバス・トイレを全室に備えます。ほかにも
スマートフォンの映像を映すことができるキャ
スト機能内蔵ハイビジョンテレビなど、最新
の機能性と快適さを兼ね備え、格別のホテル
ステイをお楽しみいただけます。

長崎市尾上町4 番 2号
TEL.095-829-5111

長崎バスターミナルホテル

長崎市内中心部に位置するホテル。
空港リムジンバス「長崎新地」下車、目の前がホテル。長崎駅から路面電車「新地中華街」下車、
徒歩 1 分。日本三大中華街「長崎新地中華街」まで徒歩 1 分。「出島」「グラバー園」など
も徒歩圏内。又、長崎最大の繁華街「思案橋」まで徒歩5分程度。
観光にビジネスに最適のホテルです！

長崎市新地町1-14
TEL.095-821-4111 

長崎空港行きリムジンバス直結（長
崎空港まで約 35 分）。お馴染み
の観光スポットにもアクセスしやす
いカジュアルなホテルです。　

明るく、ゆったりとしたスペースのロ
ビー。長崎空港行きリムジンバスのチ
ケット販売もしております。リムジン
バス到着まで、ロビーでゆっくりお待
ちいただけます。

宿泊サービス



長崎でのMICE開催に役立つガイドブックのダウンロードはこちらから

https://mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/prtools

プランニングガイド
長崎でのコンベンショ
ン開催のポイントが網
羅されたMICEの説明書
です。

コンベンション･
宿泊施設ガイド
長崎市のコンベンショ
ン施設及び宿泊施設を
掲載したガイドブック
です。

体験コンテンツ
カタログ
長崎市ならではの体験や
滞在ができるプログラム
を用意しています。会議
後の過ごし方の１つとし
てぜひご利用ください。

ユニークベニュー
カタログ
歴史ある建築物をはじ
め、長崎らしさを感じら
れる特別な場所を掲載
しています。ぜひ懇親会
等でご利用ください。

サービスカタログ
長崎らしさ、長崎ならで
はのサービスを提供す
る事業者様を掲載して
おります。

観光マップ
異国情緒あふれる長崎
の観光施設等をテーマ
毎に掲載しています。長
崎の観光をお楽しみく
ださい。
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ホテルニュー長崎

訪れる方すべてに、上質のやすらぎを
ホテルニュー長崎はJR長崎駅に隣接し、長崎空港からのアクセスも便利です。
路面電車「長崎駅前」電停もすぐ近くにあり、世界文化遺産があるグラバー園や出島などの
長崎市内観光にも最適の立地です。
長崎でのご宿泊やレストラン、ご結婚式、ご宴会、会議等のご利用をお待ちしております。

112 ㎡の広さと長崎市内の眺望を誇るロイヤルスイート、デラックスツインをはじめ、上層階に位置するスーペリアルルーム、和室、
和洋室、スタンダードルームの他、ユニバーサルデラックスツインをご用意しています。
ブラウンを基調とした落ち着いたインテリア空間が、お客様の滞在にさらなる寛ぎと安らぎを提供します。

お客様の様々な宴席に対応する最大 800 名様収容の大宴会場から、中、小と8つの宴
会場をご用意しています。きめ細やかな対応で目的、ご要望に合わせてオーダーメード
のご宴席を演出いたします。

食の宝庫である九州各地の旬の美味しい素材
を厳選して作り上げる一皿一皿を、和食、洋
食、中華でお楽しみいただけます。

さらなる寛ぎと安らぎを提供するゲストルーム

宴席をオーダーメード

美味しい旬の食材を活かした
洗練された料理の数々

長崎市大黒町14 番 5 号
TEL.095-826-8000



長崎でのMICE開催に役立つガイドブックのダウンロードはこちらから

https://mice.nagasaki-visit.or.jp/jp/prtools

プランニングガイド
長崎でのコンベンショ
ン開催のポイントが網
羅されたMICEの説明書
です。

コンベンション･
宿泊施設ガイド
長崎市のコンベンショ
ン施設及び宿泊施設を
掲載したガイドブック
です。

体験コンテンツ
カタログ
長崎市ならではの体験や
滞在ができるプログラム
を用意しています。会議
後の過ごし方の１つとし
てぜひご利用ください。

ユニークベニュー
カタログ
歴史ある建築物をはじ
め、長崎らしさを感じら
れる特別な場所を掲載
しています。ぜひ懇親会
等でご利用ください。

サービスカタログ
長崎らしさ、長崎ならで
はのサービスを提供す
る事業者様を掲載して
おります。

観光マップ
異国情緒あふれる長崎
の観光施設等をテーマ
毎に掲載しています。長
崎の観光をお楽しみく
ださい。
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矢太樓・矢太樓南館

『長崎の夜景が最も美しく見える宿』長崎の港や市街地を見下ろす風頭山頂にあり、
夕景はもちろんの事1000万ドルの夜景をお楽しみ頂けます。
夕食は海に囲まれた長崎自慢の海の幸や長崎の名物料理も味わえます。
大小の会議場や宴会場があり会議・研修を兼ねたご宿泊にもご利用頂けます。
近隣には坂本龍馬ゆかりの地が点在しており、「龍馬通り散策」がおススメです。

標高173ｍ、繁華街より車で10 分程高台
の風頭山頂に位置し長崎の港や市街地を一
望出来ます。

カップルからご家族、団体様と幅広く
ご利用頂けます。

大小の会議場・宴会場を完備致
しております。

ゆったりとした大浴場で旅の疲れを癒してくれま
す。鉱火石を入れており、温泉気分を味わえます。

真っ赤に染まる夕景から1000万
ドルに輝く夜景をお楽しみ頂けます。

長崎市風頭町 2 番1号
TEL.095-828-1111

長崎市南山手町1-18 
TEL.095-818-6601ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
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株式会社 サニクリーン九州

「清潔快適提案企業」としてご家庭・オフィスだけでなく、地域においても清潔で快適
な環境を創造することを基本に、マットやモップ、ユニフォームのレンタルをはじめ、ハ
ウスクリーニングや病院・工場の衛生管理、企業のフロア管理など多彩な事業を進めて
います。また、社内資格である「おそうじマイスター制度」を展開し、キレイのプロフェッ
ショナル養成に積極的に取り組んでいます。

長崎市東町1944
TEL.095-839-7631

株式会社 ブリック

弊社はビル建物等の清掃業務及び設備保守点検を主業務として堅
実な営業方針を取って参りました。良心的で信頼される会社を目
指し、過去の経験や知識をもとに徹底したサービス体制で皆様の
御便宜、御利益をはかれるよう努めてまいります。

笑顔で真心こめて綺麗に致します。

長崎市大橋町 25 番 6 号　ラッキーボウルビル 8F
TEL.095-842-0050

長崎市尾上町 8-6 
TEL.095-827-4050九州旅客鉄道 株式会社　長崎支社

長崎市出島町 2-16 
TEL.095-824-0510後藤運輸 株式会社

長崎市大橋町4-5 
TEL.095-845-4111長崎電気軌道 株式会社

清掃・衛生
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長崎バス観光 株式会社

「安全は最大のサービス」をモットーに常に快適なバスの旅をご提供
いたします。また貸切バス事業者安全性評価認定を受け 3 つ星を獲
得しております。
旅行部門では長崎市内の主な観光地を巡る定期観光バス「よかとこ
コース」を運行の他、着地型旅行商品のご提案もさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。

貸切バス事業者の安全性に対する取組み、事故や行政処分の状
況を評価し、認定・公表する制度において最高評価の 3 つ星を
獲得しております。利用者に対して、目に見える安全性と健全
な運行を行う貸切バスとして、安心してご利用いただけます。

65年の歴史で培った技術とサービス、県内トッ
プクラスの車両ラインナップで、お客様の様々な
用途に合わせた貸切バスをご提案いたします。県
内唯一のリフト付き大型バスは車いすごとご乗車
いただけます。

長崎市内の主要な観光スポットを巡る定期観光バスです。1日 2 便（10:10 発、12:10 発）
運行し、4時間 55分で長崎市内を観光いたします。全便バスガイドがご案内し、毎日運行し
ております。事前予約制ですが、当日も空きがあればご乗車可能です。

長崎市滑石4丁目 6 番 33号
TEL.095-856-5700

長崎軽運送協業組合

地域を無限に結ぶC&Cグループ
同志が共に生きることができる健全企業を目指したい !!
事業を通して社会に貢献したい !!
社会から尊敬される企業を目指したい !!

長崎市滑石3丁目26 番 8号
TEL.095-855-9390

長崎市尾上町 8-6 
TEL.095-827-4050九州旅客鉄道 株式会社　長崎支社

長崎市出島町 2-16 
TEL.095-824-0510後藤運輸 株式会社

長崎市大橋町4-5 
TEL.095-845-4111長崎電気軌道 株式会社

送迎・運送



株式会社 石丸文行堂
長崎市浜町 8-32
095-828-0140
https://www.ishimaru-bun.co.jp

有限会社 和泉屋 
オランダ物産館
長崎市相生町 9-8
095-820-5511
https://www.n-izumiya.com/shop/
bussan.html

株式会社 一広
長崎市五島町 5-17 一広ビル
095-827-6161
http://www.ichiko.ne.jp/

株式会社 稲佐山観光ホテル
長崎市曙町 40-23
095-861-4151
https://www.inasayama.co.jp/

株式会社 インテックス
長崎市幸町 6-3
095-826-2200
https://in-tex.co.jp/

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 1-18
095-818-6601
https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/

株式会社 NBCソシア
長崎市尾上町 5-6 NBCビル 6階
095-826-5300
http://www.nbc-socia.co.jp/

株式会社 エルシーブイ
プロジェクト
長崎市万屋町 1-23 あこやビル 3階
095-826-0143
https://liendecoeur.com/company.html

おがわ凧店
長崎市風頭町 11-2
095-823-1928

九州旅客鉄道 株式会社 長崎支社
長崎市尾上町 8-6
095-827-4050
https://www.jrkyushu.co.jp/

九州ワーク 株式会社
長崎支店：長崎市田中町588-3（卸センター内）
095-813-3700
https://qsyu-work.com/

株式会社 KTNソサエティ
長崎市金屋町 1-7
095-827-2316
https://ktn-society.jp/

後藤運輸 株式会社
長崎市出島町 2-16
095-824-0510
http://www.gotounyu.co.jp/

株式会社 コミュニティメディア
長崎市出島町 1-1
095-829-5525
http://www.communitymedia.co.jp/

株式会社 コングレ 
長崎営業所
長崎市尾上町 4-1
095-801-0530
https://dejima-messe.jp/

株式会社 坂本屋
長崎市金屋町 2-13
095-826-8211
https://www.sakamotoya.co.jp/

株式会社 ささや
長崎市川口町 6-29
095-844-6161
https://sasaya6161.co.jp/

株式会社 サニクリーン九州 
長崎東営業所
長崎市東町 1944
095-839-7631
https://www.skkyu.co.jp/

株式会社 昭和堂
長崎市栄町 6-23 昭和堂ビル
095-821-1234
https://www.showado.co.jp/

株式会社 ぜっと屋
長崎市伊良林 1-8-11
095-827-3120
https://z-ya.net/

株式会社 龍屋本舗
長崎市平野町 4-16（長崎原爆資料館前）
095-845-5111
https://tatsuya.co.jp/

株式会社 谷川建設
長崎市岡町 9-1
095-848-3552
https://tanigawa-group.com/

東栄不動産 株式会社
長崎市栄町 4-17
095-824-2417
https://www.viva-city.jp/

東京海上日動火災保険 株式会社
長崎市興善町 3-5
095-823-7156
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

中﨑水産 株式会社
長崎市茂木町 2188-13
095-836-0700
https://www.biwabukku.jp/

長崎お土産すみや
長崎市大黒町 7-2
095-827-2120
https://www.sumiya-n.net/

長崎軽運送協業組合
長崎市滑石 3-26-8
095-855-9390
http://www.nagasaki-keiunso.com/

株式会社 長崎ケーブル
メディア
長崎市筑後町 5-8
095-828-0120
https://www.cncm.ne.jp/

長崎雑貨たてまつる
長崎市江戸町 2-19
095-827-2688
https://tatematsuru.thebase.in/

長崎倉庫 株式会社
長崎市出島町 2-13
095-824-1263
http://www.nagasakisoko.com/

長崎電気軌道 株式会社
長崎市大橋町 4-5
095-845-4111
https://www.naga-den.com/

長崎バス観光 株式会社
長崎市滑石 4-6-33
095-856-5700
https://nbkanko.com/

長崎バスターミナルホテル
長崎市新地町 1-14
095-821-4111
https://www.nbth.co.jp/

長崎バスホテルズ 株式会社
長崎市新地町 1-14 長崎バスターミナ
ルホテル 2階
095-895-5569
https://www.nbhotels.co.jp/

株式会社 長崎文献社
長崎市大黒町 3-1 長崎交通産業ビル 5階
095-823-5247
https://www.e-bunken.com

日本紙工印刷 株式会社
長崎市幸町 3-11
095-827-4343
http://www.nihon-shiko.co.jp

株式会社 梅月堂
長崎市浜町 7-3
095-825-3228
https://baigetsudo.com/

株式会社 日比谷花壇
長崎市古川町 4-16 フジビル 1F 
フラワーアトリエ紬
095-893-8739
https://www.hibiya.co.jp/

ヒルトン長崎
長崎市尾上町 4-2
095-829-5111
https://www.hilton-nagasaki.com/

株式会社 ひろたか
長崎市魚の町 2-11
095-826-2311
https://www.hirotaka.shop/

株式会社 プラネット
長崎市栄町 4-18
095-827-8001
https://www.planet-ad.com/

株式会社 ブリック
長崎市大橋町 25-6 ラッキーボウルビル 8F
095-842-0050
https://www.nsbrick.co.jp/

株式会社 プレミア・ニュー
長崎　ホテルニュー長崎
長崎市大黒町 14-5
095-826-8000
https://www.newnaga.com/

株式会社 文明堂総本店
長崎市江戸町 1-1
095-824-0002
https://bunmeido.ne.jp/

株式会社 マルクス・
インターナショナル
長崎市五島町 3-13-1F
095-829-7707
http://09su.com/

株式会社 みろく屋
長崎市浜町 4-2
095-881-3698
https://www.mirokuya.co.jp/

矢太樓・矢太樓南館
長崎市風頭町 2-1
095-828-1111
http://www.yataro.co.jp
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株式会社 谷川建設

自然素材をふんだんに使用し、人にも環境にも優しい家づくりを
長崎をはじめ九州・広島で行っています。
使用するのは希少材と言われる「木曽檜」。檜香るくつろぎのひと
ときを、50 年間の経験や実績をもとにご提案いたします。
また、出島メッセ長崎など変わりゆく長崎市における公共工事に
も積極的に参加しています。

長崎市岡町 9-1
TEL.095-848-3552

東京海上日動火災保険 株式会社

1879年の創業以来、保険事業を通じ様々な事故や災害から地域社会をお守りしてまいりました。
「いついかなる時も、いちばんそばに。」の想いと共に、東京海上日動はお客様に「安心と安全」を
提供してまいります。

長崎市興善町 3-5
TEL.095-823-7156

保険サービス

建設



株式会社 石丸文行堂
長崎市浜町 8-32
095-828-0140
https://www.ishimaru-bun.co.jp

有限会社 和泉屋 
オランダ物産館
長崎市相生町 9-8
095-820-5511
https://www.n-izumiya.com/shop/
bussan.html

株式会社 一広
長崎市五島町 5-17 一広ビル
095-827-6161
http://www.ichiko.ne.jp/

株式会社 稲佐山観光ホテル
長崎市曙町 40-23
095-861-4151
https://www.inasayama.co.jp/

株式会社 インテックス
長崎市幸町 6-3
095-826-2200
https://in-tex.co.jp/

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 1-18
095-818-6601
https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/

株式会社 NBCソシア
長崎市尾上町 5-6 NBCビル 6階
095-826-5300
http://www.nbc-socia.co.jp/

株式会社 エルシーブイ
プロジェクト
長崎市万屋町 1-23 あこやビル 3階
095-826-0143
https://liendecoeur.com/company.html

おがわ凧店
長崎市風頭町 11-2
095-823-1928

九州旅客鉄道 株式会社 長崎支社
長崎市尾上町 8-6
095-827-4050
https://www.jrkyushu.co.jp/

九州ワーク 株式会社
長崎支店：長崎市田中町588-3（卸センター内）
095-813-3700
https://qsyu-work.com/

株式会社 KTNソサエティ
長崎市金屋町 1-7
095-827-2316
https://ktn-society.jp/

後藤運輸 株式会社
長崎市出島町 2-16
095-824-0510
http://www.gotounyu.co.jp/

株式会社 コミュニティメディア
長崎市出島町 1-1
095-829-5525
http://www.communitymedia.co.jp/

株式会社 コングレ 
長崎営業所
長崎市尾上町 4-1
095-801-0530
https://dejima-messe.jp/

株式会社 坂本屋
長崎市金屋町 2-13
095-826-8211
https://www.sakamotoya.co.jp/

株式会社 ささや
長崎市川口町 6-29
095-844-6161
https://sasaya6161.co.jp/

株式会社 サニクリーン九州 
長崎東営業所
長崎市東町 1944
095-839-7631
https://www.skkyu.co.jp/

株式会社 昭和堂
長崎市栄町 6-23 昭和堂ビル
095-821-1234
https://www.showado.co.jp/

株式会社 ぜっと屋
長崎市伊良林 1-8-11
095-827-3120
https://z-ya.net/

株式会社 龍屋本舗
長崎市平野町 4-16（長崎原爆資料館前）
095-845-5111
https://tatsuya.co.jp/

株式会社 谷川建設
長崎市岡町 9-1
095-848-3552
https://tanigawa-group.com/

東栄不動産 株式会社
長崎市栄町 4-17
095-824-2417
https://www.viva-city.jp/

東京海上日動火災保険 株式会社
長崎市興善町 3-5
095-823-7156
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

中﨑水産 株式会社
長崎市茂木町 2188-13
095-836-0700
https://www.biwabukku.jp/

長崎お土産すみや
長崎市大黒町 7-2
095-827-2120
https://www.sumiya-n.net/

長崎軽運送協業組合
長崎市滑石 3-26-8
095-855-9390
http://www.nagasaki-keiunso.com/

株式会社 長崎ケーブル
メディア
長崎市筑後町 5-8
095-828-0120
https://www.cncm.ne.jp/

長崎雑貨たてまつる
長崎市江戸町 2-19
095-827-2688
https://tatematsuru.thebase.in/

長崎倉庫 株式会社
長崎市出島町 2-13
095-824-1263
http://www.nagasakisoko.com/

長崎電気軌道 株式会社
長崎市大橋町 4-5
095-845-4111
https://www.naga-den.com/

長崎バス観光 株式会社
長崎市滑石 4-6-33
095-856-5700
https://nbkanko.com/

長崎バスターミナルホテル
長崎市新地町 1-14
095-821-4111
https://www.nbth.co.jp/

長崎バスホテルズ 株式会社
長崎市新地町 1-14 長崎バスターミナ
ルホテル 2階
095-895-5569
https://www.nbhotels.co.jp/

株式会社 長崎文献社
長崎市大黒町 3-1 長崎交通産業ビル 5階
095-823-5247
https://www.e-bunken.com

日本紙工印刷 株式会社
長崎市幸町 3-11
095-827-4343
http://www.nihon-shiko.co.jp

株式会社 梅月堂
長崎市浜町 7-3
095-825-3228
https://baigetsudo.com/

株式会社 日比谷花壇
長崎市古川町 4-16 フジビル 1F 
フラワーアトリエ紬
095-893-8739
https://www.hibiya.co.jp/

ヒルトン長崎
長崎市尾上町 4-2
095-829-5111
https://www.hilton-nagasaki.com/

株式会社 ひろたか
長崎市魚の町 2-11
095-826-2311
https://www.hirotaka.shop/

株式会社 プラネット
長崎市栄町 4-18
095-827-8001
https://www.planet-ad.com/

株式会社 ブリック
長崎市大橋町 25-6 ラッキーボウルビル 8F
095-842-0050
https://www.nsbrick.co.jp/

株式会社 プレミア・ニュー
長崎　ホテルニュー長崎
長崎市大黒町 14-5
095-826-8000
https://www.newnaga.com/

株式会社 文明堂総本店
長崎市江戸町 1-1
095-824-0002
https://bunmeido.ne.jp/

株式会社 マルクス・
インターナショナル
長崎市五島町 3-13-1F
095-829-7707
http://09su.com/

株式会社 みろく屋
長崎市浜町 4-2
095-881-3698
https://www.mirokuya.co.jp/

矢太樓・矢太樓南館
長崎市風頭町 2-1
095-828-1111
http://www.yataro.co.jp
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