
所在地 業種
被保険者数

（R3.6.30現在）

1 株式会社クリーン・マット 長崎市 物品賃貸業 118

2 崎永海運株式会社 長崎市 その他の運輸業 33

3 有限会社正文社印刷所 長崎市 印刷・同関連業 43

4 税理士法人中央総合会計事務所 長崎市 専門・技術サービス業 36

5 株式会社井筒造船所 長崎市 機械器具製造業 62

6 社会福祉法人優輝会 長崎市 社会保険・社会福祉・介護事業 150

7 株式会社長崎土建工業所 長崎市 総合工事業 33

8 株式会社ソル・ハート 長崎市 金融・保険業 22

9 株式会社長崎西部建設 長崎市 総合工事業 44

10 株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ 長崎市 宿泊業 255

11 有限会社トモメディカルサービスむつみの森 長崎市 社会保険・社会福祉・介護事業 33

12 長崎商工会議所 長崎市 政治・経済・文化団体 34

13 有限会社海野清掃産業 長崎市 廃棄物処理業 48

14 有限会社フリーウェイ 長崎市 飲食料品以外の小売業 24

15 株式会社リンクス 長崎市 金融・保険業 17

16 医療法人秋桜会 長崎市 医療業・保健衛生 158

17 社会福祉法人致遠会 長崎市 社会保険・社会福祉・介護事業 553

18 ソーケン株式会社 長崎市 機械器具製造業 63

19 株式会社パサージュ琴海 長崎市 娯楽業 143

20 旭栄産業株式会社 長崎市 職別工事業 61

21 長崎造船株式会社 長崎市 その他の製造業 97

22 永川建設株式会社 長崎市 総合工事業 53

23 日本紙工印刷株式会社 長崎市 印刷・同関連業 26

24 株式会社ホーセイ 佐世保市 機械器具製造業 73

25 株式会社ホーセイＯ＆Ｍ 佐世保市 修理業 57

26 エースハウス株式会社 佐世保市 総合工事業 13

27 株式会社親和テクノ 佐世保市 総合工事業 66

28 税理士法人村田経理事務所 佐世保市 専門・技術サービス業 79

29 株式会社山口マシナリー 佐世保市 機械器具製造業 37

30 株式会社池田工業 佐世保市 総合工事業 51

31 株式会社佐世保自動車学校 佐世保市 教育・学習支援業 17

32 株式会社ヒューマングループ 佐世保市 その他の運輸業 26

33 東七株式会社 佐世保市 卸売業 262

34 株式会社ミルクボーイ 佐世保市 飲食料品小売業 12

35 社会福祉法人悠久会銀の星学園 島原市 社会保険・社会福祉・介護事業 211

36 島原商工会議所 島原市 政治・経済・文化団体 12

37 太洋食品株式会社 島原市 食料品・たばこ製造業 116

38 株式会社大光食品 島原市 食料品・たばこ製造業 196

39 社会福祉法人幸生会諫早療育センター 諫早市 社会保険・社会福祉・介護事業 245

40 有限会社ひらの保険事務所 諫早市 金融・保険業 7

41 株式会社トータル 諫早市 金融・保険業 39

42 丸商事株式会社 諫早市 飲食料品小売業 356

43 中島建設株式会社 諫早市 総合工事業 21
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44 サキタ技研株式会社 諫早市 設備工事業 10

45 株式会社大洋食品大村工場 大村市 食料品・たばこ製造業 107

46 株式会社鹿田工業 大村市 金属工業 7

47 社会福祉法人翔寿会 大村市 社会保険・社会福祉・介護事業 71

48 社会福祉法人ｆａｍｉｌｉａｒ ｆｌｏｒａ 大村市 社会保険・社会福祉・介護事業 30

49 株式会社恵比寿組 大村市 設備工事業 7

50 九州液化瓦斯福島基地株式会社 松浦市 その他のサービス業 41

51 五島市学校給食会 五島市 その他の対事業所サービス業 38

52 大瀬戸造船鉄工株式会社 西海市 金属工業 24

53 浜岡工業株式会社 西海市 機械器具製造業 65

54 株式会社菱塩 西海市 化学工業・同類似業 97

55 株式会社湘南サンライズ工業 西海市 金属工業 25

56 宅島建設株式会社 雲仙市 総合工事業 98

57 株式会社ダイマル 南島原市 総合工事業 33

58 社会福祉法人山陰会普賢学園 南島原市 社会保険・社会福祉・介護事業 55

59 社会福祉法人ながよ光彩会 長与町 社会保険・社会福祉・介護事業 46

60 株式会社ケンコー 時津町 金属工業 103

※掲載を希望されない企業（1社）については掲載除外
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