賛助会員のご紹介
～わたしたちは長崎県の地域安全・安心まちづくり活動を応援しています～
令和３年３月末現在（50音順）
ＴＭ・ライン設計株式会社
Ｄ’ステーション 大野店
Ｄ’ステーション 大村店
Ｄ’ステーション 佐世保南店
Ｄ’ステーション 長与店
Ｄ’ステーション 松浦店
有明海自動車航送船組合
イオン九州株式会社 イオン大塔店
壱岐市農業協同組合
諫早商工会議所
一般社団法人 雲仙温泉観光協会
一般社団法人 大村市医師会
一般社団法人 上五島地区交通安全協会
一般社団法人 佐世保自動車協会
一般社団法人 島原市医師会
一般社団法人 長崎銀行協会
一般社団法人 長崎県建設業協会 五島支部
一般社団法人 長崎県自動車協会
一般社団法人 長崎県自動車整備振興会
一般社団法人 長崎県タクシー協会
一般社団法人 長崎県バス協会
一般社団法人 長崎県レンタカー協会
一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 長崎県支部
医療法人 医理会
医療法人 かわじり耳鼻咽喉科クリニック
医療法人 協治会
医療法人 慶友会 西海病院
医療法人 光仁会 光仁会病院
医療法人 厚生会 道ノ尾病院
医療法人 光善会 長崎百合野病院
医療法人 佐世保同仁会
医療法人 仁陽会
医療法人 清潮会 三和中央病院
医療法人 伴帥会 愛野記念病院
医療法人社団 創平会 くりや内科医院
医療法人社団 大同会
雲仙市商工会
雲仙旅館ホテル組合
扇精光ホールディングス株式会社
王蔵株式会社
大浦諏訪神社
大坪建設株式会社
大村市競艇企業局
大村市タクシー協会
小浜温泉社交飲食業組合
学校法人 長崎総合科学大学
勝本町漁業協同組合
株式会社 ＪＲ長崎シティ
株式会社 アーバンセキュリティ
株式会社 天羽商店
株式会社 稲佐山観光ホテル
株式会社 岩永印刷所
株式会社 ウエディング石川
株式会社 江口組
株式会社 小野原本店
株式会社 会楽園
株式会社 カステラ本家 福砂屋

株式会社 ガードサービス長崎
株式会社 共立自動車学校
株式会社 協和土建
株式会社 玄海モータース
株式会社 恋塚組
株式会社 西海建設
株式会社 佐世保スバック
株式会社 ジェッター
株式会社 四海樓
株式会社 七福商会
株式会社 島原自動車学校
株式会社 十八親和銀行
株式会社 城保安警備
株式会社 親和銀行
株式会社 スターライト
株式会社 正工務店
株式会社 たいよう共済 長崎支店
株式会社チョープロ
株式会社 東洋機工製作所
株式会社 中央綜合警備保障
株式会社 長崎国際テレビ
株式会社 長崎スクラップセンター
株式会社 中村製鋲所
株式会社 西日本シティ銀行 諫早支店
株式会社 ニッチツ
株式会社 フカエソーイング
株式会社 藤田屋
株式会社 平安閣
株式会社 堀内組
株式会社 マユミ
株式会社 丸金佐藤造船鉄工所
株式会社 丸政水産
株式会社 みらい長崎
株式会社 メモリード
株式会社 渡辺造船所
川口印刷株式会社
キムラ消毒
九州ひぜん信用金庫 諫早支店
九鉄工業株式会社 長崎支店
キングタクシー株式会社
県北遊技場組合
玄海酒造株式会社
幸運ホールディングス株式会社
公益財団法人 平戸市振興公社
合同産業株式会社
小島建設株式会社
ごとう農業協同組合
西海みずき信用組合
西肥自動車株式会社
西肥自動車株式会社 平戸営業所
西部ガス株式会社 長崎支社
坂本工業株式会社
佐世保卸団地協同組合
佐世保市タクシー協会
佐世保地区特設職域防犯協会
佐世保遊技場組合
三宝商事株式会社

島原雲仙農業協同組合
島原銀行協会
島原食糧販売株式会社
島原地区金融防犯協会
島原鉄道株式会社
島原半島遊技場組合
社会医療法人 三佼会 宮崎病院
社会医療法人財団 白十字会
社会医療法人 長崎記念病院
社会福祉法人 秩父会 特別養護老人ホーム 秩父が浦荘
社会福祉法人 楽山会 特別養護老人ホーム 淡淡荘
社会福祉法人 緑葉会
信和技研株式会社
すどう内科
スーパーＤ’ステーション 諫早店
スーパーＤ’ステーション 佐々インター店
スーパーＤ’ステーション 女神店
セコム株式会社
ダイヤソルト株式会社 崎戸工場
太洋食品株式会社
舘浦漁業協同組合
反田海運株式会社
中興化成工業株式会社 松浦工場
長建工業株式会社
チョーコー醬油株式会社
対馬市遊技場組合
電源開発株式会社 火力発電部 松島火力発電所
東興産業株式会社
東彼商工会
東横イン 長崎駅前
長崎県営バス観光株式会社
長崎県央農業協同組合
長崎県クリーニング生活衛生同業組合
長崎県軽自動車協会
長崎県警友会連合会
長崎県興行生活衛生同業組合
長崎県ゴルフ協会
長崎県道路公社
長崎県二輪車自転車商協同組合
長崎県二輪車普及安全協会
長崎県農業協同組合中央会
長崎県麻雀業連合会
長崎県料飲業生活衛生同業組合
長崎県料理業生活衛生同業組合
長崎県理容生活衛生同業組合

長崎卓袱浜勝
長崎自動車株式会社
ながさき西海農業協同組合
長崎市遊技場組合
長崎船舶装備株式会社
長崎綜合警備株式会社
長崎造船株式会社
長崎大同青果株式会社
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社
長崎タクシー共同集金株式会社
長崎中華料理同業組合
長崎日産自動車株式会社
長崎文化放送株式会社
長崎三菱信用組合
中園銀座商店会
長田工業株式会社
西有家町漁業協同組合
西日本魚市株式会社
東彼杵町ふるさと交流センター
東長崎商工会
日見中央病院
平戸市漁業協同組合
平戸市建設業協同組合
平戸市森林組合
平戸鉄工造船株式会社
平山 由美子
福江信用組合
福江中央ロータリークラブ
プラスナイロン株式会社
文化タクシー株式会社
星野管工設備株式会社
本田商會株式会社
松田産業株式会社
三菱重工業株式会社
みなとタクシー株式会社
南島原市商工会
メイセイセキュリティ株式会社
有限会社 和泉屋
有限会社 岩藤清掃
有限会社 雲仙自動車学校
有限会社 三和タクシー
有限会社 住吉タクシー
ユニチカスピニング株式会社
吉原 博之

※ご協力いただいている方で、掲載の了承をいただいている方のみ掲載しております。

