平成 28 年度版事業案内

産業振興財団は
企業とともに考え行動します

公益財団法人 長 崎 県 産 業 振 興 財 団

公益財団法人

長崎県産業振興財団

長崎県産業振興財団は、長崎県内における中小企業を対象とした中核的支援機関として平成 13 年 4 月
1 日に設立されて以来、長崎県の「地域経済の活性化」と「雇用の拡大」のために、現場第一主義で多く
の企業を訪問し、様々な取り組みを行っております。
平成２５年４月１日には公益財団法人へ移行し、「公益財団法人長崎県産業振興財団」として、新たな
スタートを切りました。これまで以上に「企業とともに考え、行動する産業振興財団」として、県内企業
の皆様を総合的に支援して参りたいと考えております。

財団が行う４つの事業
１．地場中小企業への取引拡大支援、情報化等の支援
２．起業、新事業展開への支援
３．研究開発、事業化への支援
４．企業誘致の推進

現場第一主義の徹底
企業の皆様との
対 話

沿

企業の皆様への
情報提供

企業の皆様への
フォロー

革

昭和４１年９月

㈶長崎県中小企業設備近代化協会設立

昭和４６年７月

㈶長崎県下請企業振興協会設立
㈶ナガサキ・産業技術開発センター設立

昭和５９年７月
昭和６０年４月

設備近代化協会と下請企業振興協会を統合し
㈶長崎県中小企業振興公社へ名称変更

昭和６３年 12 月

㈶ナガサキ・テクノポリス財団に名称変更

平成

㈶長崎県産業技術振興財団に名称変更

９年４月

平成１３年４月
平成２５年４月

㈶長崎県産業振興財団（設立） 愛称

サンテックス（SUNTECS）

公益財団法人の認定を受け、
公益財団法人長崎県産業振興財団として業務開始

愛称の「サンテックス（SUNTECS）
」は、本県の産業が最新のテクノロジーをベースに、太陽［SUN］のように光り輝くことを願って名付けました。
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組織図及び各部門の担当業務
理

事

長

専務理事
業務執行理事
事務局長

（業務執行理事兼務）

（長崎）
総務・情報企画グループ
●企画調整、評議員会等の運営、人事、予算、広報
●各種情報等の提供、中小企業の情報化の支援

TEL 095-820-3838
TEL 095-820-8870

FAX 095-823-0009
FAX 095-823-0009

TEL 095-820-8860
TEL 095-820-8836

FAX 095-823-0009
FAX 095-823-0009

TEL 0956-25-2149

FAX 0956-25-9317

TEL 095-820-3091

FAX 095-827-5243

TEL 095-820-8890

FAX 095-827-5243

東京企業誘致センター

TEL 03-5212-9182

FAX 03-5215-5131

名古屋企業誘致センター

TEL 052-269-8745

FAX 052-269-8746

TEL 0957-52-1138

FAX 0957-52-1140

取引拡大支援グループ
●中小企業の取引拡大、販路開拓の支援
●中小企業の設備資金債権管理事務

佐

世

保

事

業

所

●県北地区の企業支援
●海洋関連技術開発の支援

新事業創出支援グループ
●創業・起業、新事業展開への支援
●相談窓口、専門家等の派遣

企 業 誘 致 推 進 本 部
●県外企業の誘致

（大村）
研究開発推進グループ
技術相談・事業化推進室
●研究開発、事業化への支援

受託プロジェクト推進チーム
●新エネルギー産業等プロジェクトの推進
●元気なものづくり企業ステップアップ支援事業の推進
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地場企業の支援
中小企業の取引拡大と販路開拓を支援します。
《取引拡大支援グループ》

取引の紹介・マッチング
県外企業訪問や個別商談会、発注ニーズ調査の実施により発注案件を掘り起こし、県内登録企業に対す
る情報の提供・紹介による取引マッチングで販路開拓を支援します。
また、全国の中小企業支援機関との連携により、広域的かつ迅速な取引マッチング支援や企業情報の提
供を行います。

県内外の発注企業訪問
受発注情報収集や発注分野開拓のため職員が県内外の企業を随時訪問し、必要な情報を提供します。

登録企業名簿 （長崎県企業ガイドブック）
財団に登録している企業の会社概要・機械設備などを掲載した冊子を県外優良企業に配布し、県内企業の
PR に活用します。

発注情報の提供
関東以西の企業約１, ４００社に対し発注ニーズ調査を年２回実施し、調査結果による発注情報を提供し
ます。

ビジネスマッチングフェアの開催 （年２回：２月、７月）
県外の優良企業と県内企業との個別面談会や工場視察を開催し、新規取引拡大を支援します。

スポット商談会（随時受付）
県内企業（財団登録企業）が県外企業と商談するために招聘す
る県外企業担当者への交通費、宿泊費を助成します。

県外広域商談会
県外の大手企業内部での商談会や、九州他県の支援機関との合
同商談会を実施し、広域的取引拡大を支援します。

ビジネスマッチングフェア

ビジネスマッチングアドバイザーの配置
民間企業経験者をアドバイザーとして県外に配置し、迅速な発注情報の収集、紹介を行い、県内企業（財
団登録企業）の新規取引拡大を支援します。
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営業力強化のための支援
県内企業のＩＴ化による受注拡大・業務の効率化、ＩＳＯ認証取得支援や中古機械設備の売買情報の提
供等を行い営業力の強化を支援します。

ＩＳＯ認証取得支援事業
ＩＳＯ認証取得企業がシステムを継続するための支援
ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１内部監査員養成研修会を長崎・諫早・佐世保地区で開催します。

中古機械設備の売買情報の提供
中古機械の購入を希望される企業様向けに、県内中小企業が所有する遊休中古機械や、登録指定業者が保
有する中古機械の情報を提供します。不要な遊休機械をお持ちの企業様のご相談にも応じます。

人材確保支援 （技術者確保）
県内の技能訓練施設において、訓練終了前の訓練生に対し、会社ＰＲの機会を提供します。

後継者育成支援
県内企業の若手経営者や次期経営者に対し、経営学等の講座を開催します。

経営に関する相談受付
下請企業手形割引あっせん事業
下請代金の受取手形を、財団の証明により割引利率 1.80％にて指定金融機関で割り引くことができます。
（ただし、財団の登録企業が対象で、建設業や運送業などは除きます。）

取引適正化・各種経営相談受付
①取引適正化に関する相談に応じます。
②公正取引委員会などが実施する取引適正化講習会の支援。
③経営に関する各種相談に応じます。

下請かけこみ寺相談窓口
専任の相談員が下請取引に関する苦情相談や無料弁護士への取り次ぎなどを行います。

お問い合わせは

取引拡大支援グループ

TEL:095-820-8860 FAX:095-823-0009
E-mail:business@joho-nagasaki.or.jp
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研究開発・販路開拓・人材確保などのための支援
新商品開発、新分野進出、事業拡大等に取り組む助成事業を募集します。
事業計画の募集について年に３回の募集期間を設けています。募集は、財団のＨＰ「よかネット長崎」や
メルマガ送信、関係機関等への案内などで幅広く行います。

助成対象者

（ナガサキ型新産業創造ファンド・長崎県地場企業支援ファンド共通）

１．製造業・情報通信業を営む県内中小企業者等（注 1）で、同分野での事業拡大に取り組む方
２．上記 1. 以外で製造業・情報通信業に取り組む①～③の方
①県内において創業する方（注 2）
②県内に主たる事業所を有し経営の革新を行おうとする中小企業者等（注 1）
③県内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人
（注 1） みなし大企業は除く
（注 2）助成対象者は原則法人とし、創業する方は、事業終了時（実績報告）までに法人化する者とする。

ナガサキ型新産業創造ファンドによる助成事業
県内の中小企業者等が、長崎県の強みを活かして将来の成長が期待できるモノづくり分野において、経
営の革新や創業を行う取り組みを支援します。
〈助成内容〉※助成内容は変更になる場合があります。最新の情報及び詳細については、ホームページま
たは電話にてお問合わせください。
内

容

助成率

限度額

期

事業化等調査事業
（プレゼン審査）

自社開発製品等の事業化を図
るために必要な事業化調査、
市場調査を行うための経費を 3 ／ 4 以内
助成
（製品化・販売まで 3 〜 4 年）

300万円

最長 1 年間

技術応用開発支援事業
（プレゼン審査）

基礎技術を応用して新技術、
新製品、試作品の開発等のた
め、初期段階における研究開 3 ／ 4 以内
発に必要な費用を助成
（製品化・販売まで 3 ～ 4 年）

500万円

最長 1 年間

自社の新技術、県内にはない
技術導入を行い、新製品及び
商品化研究・開発支援事業
試作品を作るための必要な経 3 ／ 4 以内
（プレゼン審査）
費を助成
（製品化・販売まで 1 ～ 2 年）

1,000万円

最長２年間

見本市出展支援事業
（書面審査）

自社開発製品等の販路開拓の
ために、見本市等に出展する
際の経費を助成

3 ／ 4 以内

300万円

最長 1 年間

認証取得支援事業
（書面審査）

自社開発製品等の品質・生産
性向上、販路拡大のために、
国際規格等認証取得に係る経
費を助成

3 ／ 4 以内

200万円

最長 2 年間

ナガサキ型新産業創造ファンド助成事業に関する
お問い合わせは
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間

研究開発推進グループ

TEL:0957-52-1138 FAX:0957-52-1140
E-mail:oomura@joho-nagasaki.or.jp

助成申請の流れ

募集要項、申請書類等の様式は、財団のホームページ「よかネット長崎」で閲覧及びダウンロードする
ことができます。
申請前に、ご相談・ご連絡をお願いいたします。

長崎県地場企業支援ファンドによる助成事業
製造業や情報通信業を営む県内中小企業者が、優れた技術を活かして行う事業拡大（新分野進出、新技
術導入など）の取り組み、及び、中小企業者等が将来の成長が期待できるモノづくり分野において、経営
の革新や創業を行う取り組みを支援します。
〈助成内容〉※助成内容は変更になる場合があります。最新の情報及び詳細については、ホームページま
たは電話にてお問合わせください。
内

容

助成率・限度額・期間

等

中核人材確保事業
（プレゼン審査）

自社開発製品等の販路開拓の
ための中核となる営業人材、
または、新技術導入、新製品
開発等を行うための中核とな
る技術人材を新たに雇用する
場合の人件費を助成

助成率：1/2以内
（社会保険料事業者負担分は含まない）
限度額：1企業への助成は2職種（営業・技
術）で500万円まで（1職種250万
円）
期 間：6ヶ月～12ヶ月
条 件：いずれも主たる勤務地は長崎県内で
あること

技術等研修事業
（書面審査）

新技術導入、県内にはない技
術等を習得することにより、
売上拡大が期待できる研修に
必要な経費を助成（研修後の
主たる勤務先は長崎県内であ
ること）

助成枠：1人あたり20万円×研修月数
ただし、実費精算とする
限度額：1企業あたり240万円
期 間：最長1年間
条 件：研修の総日数が年10日以上のもの

設備投資支援事業
（書面調査）

助成率：投下固定資産額×5%
新分野（製造業・情報通信業）
助成額：50万円～600万円
進出、新技術導入、事業拡大
期 間：最長1年間
のために行う設備投資に要し
条 件：投下固定資産額が1,000万円以上で
た経費を助成
あること

長崎県地場企業支援ファンド助成事業に関する
お問い合わせは

取引拡大支援グループ

TEL:095-820-8860 FAX:095-823-0009
E-mail:fund@joho-nagasaki.or.jp
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情報化の支援、支援情報の提供
中小企業のＩＴ化による営業力強化、ＩＴ活用による経営革新の支援、経営支援情
《総務・情報企画グループ》
報をタイムリーに提供します。

ＩＴ活用のための支援
ＩＴ活用についてのアドバイス
企業における様々な問題点を、ＩＴ環境を活用して改善するお手伝いをいたします。面談・電話・メー
ルのほか、出張によるアドバイスを実施しています。お困りのことなどがありましたら、ご相談ください。
○事務処理の効率化（システムの導入支援、現行処理の見直し支援など）
○インターネット（ホームページ）を活用した情報発信支援

情報セキュリティ対策のための出張講座 （無料）
近年、企業の情報漏えい事故が多発しています。たった一度の情報漏えいでも社会的信用は失墜し、莫
大な対応費用が発生するなど、今や情報漏えい対策はどんな企業にとっても必須事項となっています。

心当たりはありませんか？
・メールで送信する宛て先を間違えて送ってしまった。
・個人所有のＵＳＢメモリを、会社のパソコンでも自由に利用している。
・職場のファイルを持ち帰って、自宅のパソコンで仕事の続きをしている。
・社外にノートパソコンを持ち出して利用する機会が増えた。
※これらは実際に起こった情報漏えい事故の原因となった事例です
このような事例がある場合は、業種や規模に関係なく、早急な対策・改善が必要です。
社員研修や情報漏えい対策にお役立ていただけるよう、事故の事例やその対策方法をカリキュラムとし
た出張講座（無料）を行います。

ホームページ作成支援
企業ホームページ（簡易雛形による）の作成を支援します。
また、作成したホームページは、財団ホームページ「よかネット長崎」内の県内企業検索に登録リンク
します。
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インターネット等を活用した支援情報提供
財団のホームページ「よかネット長崎」では、県内中小企業のワンストップサービスの窓口として、
経営支援情報をタイムリーに提供しています。

主に提供している情報
○支援事業内容の紹介、支援情報の提供

◀財団ホームページ
「よかネット長崎」
トップページ

○国、県、関連機関からの支援情報の提供
○長崎企業ガイドブック
（県内企業情報の検索）
○長崎県企業誘致ガイド
○企業支援ガイド
（中小企業向けの様々な支援制度の検索）
○県内企業のＩＴ化活用事例や県内の
元気企業紹介
○企業立地に役立つ不動産情報

「長崎県企業誘致ガイド」トップページ▶

「よかネット長崎」メールマガジン 配信サービス登録のご案内

登録は
無料です

「よかネット長崎」メールマガジン配信は、最新の支援施策情報などを皆様にお知らせすることを目的
としたサービスです。
最新の情報をタイムリーに知ることができますので、是非ご登録のうえ、経営にお役立てください。
内

容

配 信 日
登録方法

お問い合わせは

当財団が実施する事業のほか、長崎県、国、関係支援団体からの公募情報、支援施策情
報、各講演会・講習会など、県内中小企業の方々にお役に立つ情報をお届けしています。
毎週水曜日

メルマガよかねっと

総務・情報企画グループ

検索

※左記検索で表示される「メールマガジンの配
信サービス」ページからご登録ください。

TEL:095-820-8870 FAX:095-823-0009
E-mail:soudan@joho-nagasaki.or.jp
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起業・新事業展開への支援
創業の初期から研究、事業化、発展と企業の成長段階に応じたご相談にお応えいた
《新事業創出支援グループ》
します。

窓口相談事業
窓口相談としてアドバイザーを配置し、企業の様々なご相談に対応しております。また、支援担当マネー
ジャーを配置し、創業や新事業分野進出等の相談にも応じています。

創業・起業に関するセミナーの開催
スタートアップラウンジ
起業精神や起業意欲の醸成及び啓発を図るため、起業に関するセミナーや新事業を展開している起業家
との情報交換会などを開催します。

販路開拓に関するセミナー
創業後の成長支援を目的として、動画を活用して販売力を高
めるセミナーや、自社製品の販路拡大について複数の専門家の
意見を聞けるセミナーなどを開催します。

N ＡＧＡＳＡＫＩ起業家大学
起業に興味がある方、起業を志している方、創業期の経営者の方、新規事業の企画担当者の方などを対
象に、起業や新規事業の推進のために必要な経営の基礎知識から事業計画の作成までに対応した各セミ
ナーを開催します。
○開講予定コース ２コース
「ベーシックコース」
経営の基礎から事業計画の策定、プレゼンテーション能
力の習得
「短期コース」
起業の検討に必要な知識の習得
会社設立に必要な知識の習得
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新事業展開集中支援事業
成長性の高い新事業を展開する企業に対し、販路開拓にかかる戦略立案や具体的なパートナーとのマッ
チング等、外部の専門機関を活用した支援を行います。

専門家・企業インストラクター派遣
財団に登録している中小企業診断士・税理士・弁理士などの専門家や、大手企業等で蓄積された技術・
ノウハウを有する企業インストラクターを、ベンチャー企業及び中小企業の皆様の経営改善から研究開
発、技術開発などの各種相談に応じて派遣します。
○専門家……………………派遣回数
○企業インストラクター…派遣回数

年間７回まで（企業様に費用の１/3 をご負担いただきます）
年間３回※まで（企業様のご負担なし）

（※）対馬市・壱岐市・五島市・新上五島町・小値賀町については、年間6回まで派遣可能

長崎県ビジネス支援プラザ
長崎県ビジネス支援プラザに入居している創業予定者及びベンチャー企業に対して、支援専門マネー
ジャー等を派遣し、新規事業の早期立ち上げと堅実な成長を支援します。
支援プラザは、優れた事業計画を有する個人やベンチャー企業を対象に、短期間での事業化を実現する
ための支援として、創業準備のためのブースやインキュベートルームと呼ばれる事務所スペース等を提供
しております。
○入居スペース
「創業準備ブース」
５ブース（約６㎡）
「小インキュベートルーム」 ６室（約１２㎡）
「中インキュベートルーム」 ２室（約２６㎡）
※お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせは

新事業創出支援グループ

TEL:095-820-3091 FAX:095-827-5243
E-mail:venture@joho-nagasaki.or.jp
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研究開発・事業化への支援
県内産業の様々なニーズに基づいた研究開発、事業化研究等を支援するとともに、
新産業創出につながる産学官のプロジェクト研究を推進します。
《研究開発推進グループ》《佐世保事業所》

主な活動内容
●新技術及び新商品開発マッチング

・県内企業等のニーズ・シーズの調査
・新技術や商品の種を探索
・県内外の産業界、大学、公設試他最適のパートナーと
のマッチング

●公募研究開発資金獲得、事業化支援

・新技術・新商品の開発に向け、国等の研究開発資金
の獲得を支援
・事業化支援要請への外部機関との連携

ナガサキ型新産業創造ファンドによる助成事業
県内の中小企業者等が、長崎県の強みを活かして将来の成長が期待できるモノづくり分野において、経
営の革新や創業を行う取り組みを支援します。
詳しい助成内容については、5 ページをご覧ください。

プロジェクト事業
●新エネルギー産業等プロジェクト促進事業（環境・新エネルギーおよび EV 関連分野）

新エネルギー・環境関連産業の市場が拡大し、県内大手企業が積極的に生産拡大を図る中、この分野
への県内企業の進出を促進し、新たな産業集積を形成するため、平成 19 年度に設立した「長崎環境・
エネルギー産業ネットワーク」を通じて、地場企業を支援します。

①新エネルギー・環境産業展示会出展支援事業
大都市圏で開催される大規模産業展示会への出展
② EV 関連事業
地元事業化検討会、EV 技術研修会の開催
③ナガサキ型超小型モビリティー研究開発プロジェクト推進事業
複数企業によるグループでの超小型モビリティー開発の支援
●元気なものづくり企業ステップアップ支援事業

県内ものづくり企業の技術高度化案件に関するご相談に対応します。
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インキュベートルーム（貸研究室）
研究開発推進グループ（大村）に、新技術・新製品の研究開発
を支援するためのインキュベーション施設を設置しており、創業
支援をはじめとして、長崎県工業技術センターと連携しながら産
学官の共同研究を支援します。

・小部屋 5室（42.12㎡） 58,000円（消費税込み）
・大部屋 1室（62.40㎡） 86,000円（消費税込み）
電気、水道、清掃及び警備等の維持管理費については、
上記使用料に含みます。

お問い合わせは

TEL:0957-52-1138 FAX:0957-52-1140
E-mail:oomura@joho-nagasaki.or.jp

研究開発推進グループ

海洋技術振興事業
地域企業の海洋関連の産業振興を図るため、海洋の環境保全・船舶関連等の技術開発を進める中小企業
を支援します。

●支援内容
地域産業の高度化及び地域に求められる海洋技術の開発・調査
研究に関するもので、産学官の共同研究を行うテーマを募集し、
テーマ１件につき 400 万円を限度として委託を行います。
※金額については、変更になる可能性があります。
【平成27年度採択テーマ】
・「船舶の省エネ装置「舵面上省エネフィン」の開発」
・
「発電機一体型振り子式波力発電機の研究開発」

サイエンスリサーチ株式会社
「発電機一体型振り子式波力発電機」

お問い合わせは

佐世保事業所

TEL:0956-25-2149 FAX:0956-25-9317
E-mail:sasebo@joho-nagasaki.or.jp
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企業誘致の推進
雇用の創出と県民所得の向上を目的に、県外企業の誘致を積極的に推進します。
《企業誘致推進本部》

2020年度までの目標
県外企業を誘致することにより、２，７００人の雇用を創出します。
（「ながさき産業振興プラン」の目標数値）

企業の”WANTS”に応える立地支援
企業が進出しやすい、魅力的な立地支援策をご用意しております。
■長崎県の誘致企業向け補助制度
◎誘致企業工場等設置特別奨励措置
補助の種類

対象限度額

誘致企業生産施設等整備補助
［投下固定資産額×補助率 （5 ～ 20％）］
（離島地域補助率 1.5 倍）
※ 3 年以内に関連企業 3 社以上の立地の
場合、補助率 1.5 倍
［投下固定資産額×補助率（7.5 ～ 30％）
］

20億円

新規雇用促進補助
［50 万円×人数］（離島地域 1.5 倍）

5億円

地場企業発注促進補助
［取引額 500 万円あたり 補助金 50 万円
～ 150 万円］（離島地域 1.5 倍）
※取引企業／
10 社未満
50 万円
10 ～ 19 社
100 万円
20 社以上
150 万円

5億円

対象企業

①製造業
②自然科学研究所
③ソフトウェア業
④機械修理業
⑤産業用設備洗浄業
30億円 ⑥機械設計業
⑦エンジニアリング業
⑧物流関係
⑨立地企業へのリース業
⑩その他知事が特に認める
業種

要

件

・投下固定資産額3億円以上（土地
代含む）
・新規雇用者10人以上
正社員、契約社員、短時間被保
険者は１人換算、派遣社員は
0.5人換算
・立地協定の締結
※3年以内に関連企業3社以上の立地
協定の場合
・投下固定資産額3億円以上（土地代含む）
・核となる企業の新規雇用者100人
以上かつ全体で200人以上
正社員、契約社員、短時間被保
険者は１人換算、派遣社員は
0.5人換算

◎オフィス系企業誘致事業補助金
補助の種類

対象限度額

通信費の 50％
（離島・半島地域 1.5 倍）

4千万円/年、
3ヵ年交付

賃借料の 50％
（離島・半島地域 1.5 倍）

1万円/坪、
3ヵ年交付

新規雇用促進補助
［30万円×人数］
※事業開始時100人以上
雇用は50万円
（離島地域2倍、半島地
域1.5倍）

１人１回限り

設備投資額の 10％
当初3年間の
（離島・半島地域 1.5 倍） 投資額対象
自社ビル建設
（離島・半島地域 1.5 倍）
支援制度名
技術等研修支援補助

２億円

対象業務内容

3億円※
離島・半島
地域は
4億5千万円

・立地協定の締結
上記の企業およびこ
※ビル建設会社と入居する誘致企業が別の場合
れらの企業のために
は、ビル建設会社2億円、誘致企業3億円を限
ビルを建設する企業
度とする。

件

県内での新規雇用（正社員）
（研修後は、県内事業所にて勤務し、かつ
県内に住所を有すること）

制

度

概

要

新規雇用者に技術知識・スキル等を習得させるために実施さ
れる本社等県外への派遣に対し補助します。
（限度額：
１社あたり２４０万円）

※詳細はお尋ねいただくか、下記ホームページをご覧ください。
http://www.joho-nagasaki.or.jp/invest/ 長崎県企業誘致ガイド
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件

※補助対象期
新設から1年以内に新規雇用者11人以上雇用
間に事業所を
（離島・過疎地域5人）
拡 張または移 ・高度情報関連業務 ・設備投資額１千万円以上（操業開始から１
企業
転する場合は
年間の投資等額）
（ソフトウェア開発
4億円
・立地協定の締結
等）
※離島は設備投資要件なし
※リースも対象

離島・半島地域
3億円
要

要

新設から1年以内に新規雇用者50人以上雇用
（離島・過疎地域25人）
・情報処理・集約業 ・設備投資額２千万円以上（事務管理等業務
務
の場合で正社員10人以上を雇用する場合は
・事務管理等業務
1千万円以上）
（操業開始から１年間の投資
（事務センター、
等額）
コールセンター等） ・立地協定の締結
※離島は設備投資要件なし
※リースも対象

長崎県内の主な工業団地ＭＡP

工業団地名

所

在

地

分譲面積

①松浦市東部工業団地

松浦市今福町

6.0ha

②ウエストテクノ佐世保

佐世保市小佐々町

1.96ha

③波佐見町営工業団地

東彼杵郡波佐見町

④西諫早産業団地
⑤パールテクノ西海

分譲価格

賃貸価格

6,000円/㎡

備

考

要相談

今福ICまで1ｋｍ

10,000円/㎡

−

佐々ICまで2km

1.56ha

13,000円～
15,000円/㎡

−

波佐見有田ＩＣまで2.8km

諫早市久山町

2.68ha

21,180円/㎡

−

諫早ＩＣまで 1.5km

西海市西彼町

4.3ha

5,000円/㎡

−

大串ICまで11km

長崎県の企業誘致に関するお問い合わせは
企業誘致推進本部

〒850-0862 長崎市出島町2-11 出島交流会館6F
ＴＥＬ
：095-820-8890 FAX:095-827-5243 ［E-mail］ritti@joho-nagasaki.or.jp

東京企業誘致センター

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館14F 長崎県東京事務所内
TEL:03-5212-9182 FAX:03-5215-5131 ［E-mail］tokyo@joho-nagasaki.or.jp

名古屋企業誘致センター

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル4F
TEL：052-269-8745 FAX:052-269-8746 ［E-mail］nagoya@joho-nagasaki.or.jp
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公益財団法人

長崎県産業振興財団

I N F O R M A T I O N

当財団事業の趣旨にご賛同いただける賛助会員を募集しています。
【年会費】一口１万円として、二口以上のご加入をお願いいたします。
ご加入いただいた法人、個人、団体の皆様へ対し、以下のようなサービスを提供しています。

賛助会員の特典
1．広報誌の無料配布
2．広報誌への広告掲載料の割引
3．財団主催の講演会、研修セミナーへのご優待
4．ＩＴ関連図書、統計資料、研修用ＤＶＤ等の無料貸出・閲覧
詳細については…総務・情報企画グループ

長崎

6

Nagasaki

TEL：095-820-3838

F

【企業誘致推進本部】
TEL 095-820-8890
【新事業創出支援グループ】
TEL 095-820-3091
FAX 095-827-5243（6F共用）
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F

【総務・情報企画グループ】
（総務担当）
TEL 095-820-3838
（情報化支援担当）
TEL 095-820-8870
【取引拡大支援グループ】
（取引拡大支援担当）
TEL 095-820-8860
（金融担当）
TEL 095-820-8836
FAX 095-823-0009
（7F共用）

〒850-0862 長崎市出島町2-11 出島交流会館6・7F
〔E-mail〕nagasaki@joho-nagasaki.or.jp

大村

佐世保

Oomura

Sasebo

東京

Tokyo

【東京企業誘致センター】
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3
都道府県会館14F 長崎県東京事務所内
TEL 03-5212-9182
FAX 03-5215-5131
［E-mail］
tokyo@joho-nagasaki.or.jp

名古屋
〒856-0026 大村市池田2丁目1303-8
【研究開発推進グループ】
TEL 0957-52-1138
FAX 0957-52-1140
［E-mail］
oomura@joho-nagasaki.or.jp

〒857-0043 佐世保市天満町1-27
長崎県県北振興局天満庁舎６F
【佐世保事業所】
TEL 0956-25-2149
FAX 0956-25-9317
［E-mail］
sasebo@joho-nagasaki.or.jp

よかネット長崎
H28.4

URL

Nagoya

【名古屋企業誘致センター】
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-3
名古屋日興證券ビル4F
TEL 052-269-8745
FAX 052-269-8746
［E-mail］
nagoya@joho-nagasaki.or.jp

https://www.joho-nagasaki.or.jp

