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1 アイティースペース㈱

8521-2212 長崎市畝刈町1613-136

095-814-1008

095-814-1088

2 ㈱アバール長崎

854-0065 諫早市津久葉町6-42

0957-25-2001

0957-25-2045

代表取締役社長

川浪 義光

3 ＮＢＣ情報システム㈱

850-0056 長崎市恵美須町4番5号

095-825-1286

095-825-1459

ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ本部
主幹

山田 学

4 ＮＰＯサンスイ機構

851-2126 西彼杵郡長与町吉無田郷496-1-2Ｆ

095-887-4236

095-887-4236

技術コンサルタント

末光 進

5 ＮＰＯサンスイ機構

851-2126 西彼杵郡長与町吉無田郷496-1-2Ｆ

095-887-4236

095-887-4236

技術コンサルタント

野村 眞一

6 ㈱エル・エス・アイ

852-8118 長崎市松山町３番６９号ＬＳｉビル3Ｆ

095-848-8215

095-848-8294

会長

岡 修三

7 協和機電工業㈱

852-8108 長崎市川口町10番2号

095-848-9104

095-848-5305

電算ｼｽﾃﾑ本部電気エンジニアリ
ング部門グループ長

松尾 弘樹

8 協和機電工業㈱

852-2107 西彼杵郡時津町久留里郷376番地5

095-881-2589

095-881-2520

事業推進本部研究開発部
酒井 寿美雄
門グループ長

9 佐世保工業高等専門学校

857-1193 佐世保市沖新町1-1

0956-34-8492

0956-34-8492

電子制御工学科
教授

10 佐世保工業高等専門学校

857-1193 佐世保市沖新町1-1

0956-34-8493

0956-34-8493

電子制御工学科
学
授

11 佐世保工業高等専門学校

857-1193 佐世保市沖新町1-1

0956-34-8491

0956-34-8491

電子制御工学科

12 佐世保市

857-8585 佐世保市八幡町１番１０号

０９５６－２４－１１１
0956-25-1710
１（内 ３０８５）

農水商工部 次長 兼
産業振興課長

中里 直仁

13 システムファイブ㈱

852-8053 長崎市葉山1丁目9-31

095-856-6160

095-856-6061

代表取締役

佐藤 康彦

14 ソラン西日本㈱

812-0036 福岡市博多区上呉服町10-1博多三井ビル

092-283-4101

092-283-4103

代表取締役社長

末吉 孝一

15 長菱制御システム㈱

850-8610 長崎市飽の浦町1番1号

095-828-7242

095-828-7740

製品開発技術部
ｼﾆｱﾀｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ

江藤 春日

16 ㈱ドゥアイネット

852-8153 長崎市花丘町12番16号

095-843-8214

095-843-8215

経営管理部
ｼﾆｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

深堀 雅志

17 長崎県

850-8570 長崎市江戸町2-13

095-895-2637

095-895-2579

産業労働部
産業振興課 課長

平田 修三

18 長崎市

850-8685 長崎市桜町2-22

095-829-1313

095-829-1151

商工部 次長 兼
産業雇用支援課長

酒井 国隆

19 長崎総合科学大学

851-0193 長崎市網場町536

095-838-5188

095-830-2091

情報学部 教授

下島 真

20 長崎総合科学大学

851-0193 長崎市網場町536

095-838-5199

095-830-2091

情報学部 教授

田中 義人

21 国立大学法人 長崎大学

852-8521 長崎市文教町1-14

095-819-2227

095-819-2228

長大共同研究交流セン
産学連携部門 准教授

竹下 哲史
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852-8521 長崎市文教町1-14

095-819-2584

857-0811 佐世保市高梨町１７－１０

０９５６－２５－２０８
１

24 ㈱日本ビジネスソフト

859-3153 佐世保市三川内新町27番地1

0956-30-7200

0956-30-7007

代表取締役

小原 丈治

25 不動技研工業㈱

850-0063 長崎市飽の浦町8-12菱興ビル第2別館2Ｆ 095-861-1638

095-861-5738

代表取締役

濱本 浩邦

23

西九州組込み技術ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
（NET-C）、アズ企画

26 古川 展也

095-819-2575
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藤村 誠

工学部 准教授

NET-C代表、
企画代表

アズ

川添 裕至

古川 展也
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