
熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

穂栄株式会社 熊本市 製造業

株式会社すいぜんじ公園前不動産 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社杉本建設 阿蘇市 建設業

株式会社杉本本店 宇城市 卸売業、小売業

株式会社杉養蜂園 熊本市 製造業

株式会社スクエア 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社スズキ自販熊本 熊本市 卸売業、小売業

鈴木電設株式会社 熊本市 建設業

株式会社Stone Innovation Japan 熊本市 建設業

株式会社スパークリンガル 山鹿市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社スペースエージェンシー 熊本市 建設業

特定非営利活動法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本 八代郡氷川町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社スマイルプロ 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

生活協同組合くまもと 水俣市 卸売業、小売業

世紀建設株式会社 菊池市 建設業

株式会社正興電気商会 玉名市 建設業

セイブ管工土木株式会社 合志市 建設業

株式会社セイブクリーン 合志市 生活関連サービス業、娯楽業

有限会社正文堂 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ゼスト 熊本市 建設業

株式会社センター建設 熊本市 建設業

株式会社創輝建設 熊本市 建設業

株式会社総合保険フットワーク 宇城市 金融業、保険業

損害保険ジャパン株式会社熊本支店 熊本市 金融業、保険業

第一生命保険株式会社熊本支社 熊本市 金融業、保険業

大海水産株式会社 熊本市 卸売業、小売業

大海冷蔵株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社大成経営開発 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

大豊食品株式会社 熊本市 卸売業、小売業

だいほ果実　大保幸弘 玉名市 農業、林業

太陽電気株式会社 熊本市 建設業

株式会社太陽堂薬局 熊本市 医療、福祉

株式会社大和電業 熊本市 建設業

大和ハウス工業株式会社熊本支社 熊本市 建設業

合資会社髙田商会 熊本市 製造業

1 / 3 ページ



熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

株式会社TAKATA PAPER PRODUCTS 熊本市 製造業

高原木材株式会社 八代市 製造業

株式会社TaKuRoo 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社タケウチ 熊本市 建設業

タケモトデンキ株式会社 熊本市 建設業

竹山社中　田代英治 玉名郡和水町 卸売業、小売業

株式会社建吉組 熊本市 建設業

有限会社田畑ホンダ 荒尾市 卸売業、小売業

一般社団法人玉名観光協会 玉名市 複合サービス事業

有限会社田迎電気設備 熊本市 建設業

公益財団法人地方経済総合研究所 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

特定非営利活動法人チャイルドサポートきくち放課後等デイサービスCOCHI 菊池郡菊陽町 医療、福祉

株式会社中央環境管理センター 荒尾市 生活関連サービス業、娯楽業

中央設備工業株式会社 荒尾市 建設業

株式会社ツカサ創研 上益城郡嘉島町 サービス業（他に分類されないもの）

つばめタクシー株式会社 人吉市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社鶴屋百貨店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社DNS 熊本市 卸売業、小売業

株式会社テクノクリエイティブ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社寺原自動車学校 熊本市 教育、学習支援業

有限会社テラワキ 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社テレビ熊本 熊本市 情報通信業

株式会社でんきのサントップ 合志市 卸売業、小売業

有限会社傳建プランニング 合志市 建設業

トゥー・デザイン株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社東築建設 菊池郡菊陽町 建設業

株式会社東武園緑化 熊本市 建設業

東洋テクノ株式会社 熊本市 製造業

有限会社トータルライフ保険事務所 熊本市 金融業、保険業

トータルリペアeco.サポート　平和大祐 荒尾市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社徳永企画 山鹿市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社トップコンサルツ 八代市 金融業、保険業

株式会社冨坂建設 熊本市 建設業

有限会社トヨダ 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社トヨダ体育教室 上益城郡益城町 教育、学習支援業
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株式会社トヨタテクノコーポレーション 熊本市 卸売業、小売業

株式会社トヨタレンタリース熊本 熊本市 不動産業、物品賃貸業

合同会社トライウィン 熊本市 卸売業、小売業

株式会社中尾水産 荒尾市 卸売業、小売業

中川電設株式会社 熊本市 建設業

長迫木材有限会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ナカノ 熊本市 金融業、保険業

株式会社永野商店 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ナカモト建工 天草市 建設業

株式会社七草堂 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ナバック 熊本市 情報通信業

鍋谷商会株式会社 熊本市 建設業

有限会社ナポレオン 水俣市 宿泊業、飲食サービス業

有限会社成尾産業球磨川旅館 八代市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社南栄開発 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社NANDEN 玉名郡南関町 製造業

西田精麦株式会社 八代市 製造業

西田総合保険有限会社 熊本市 金融業、保険業

西日本食品工業株式会社 熊本市 製造業

西日本測量設計株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

西日本電工株式会社 熊本市 建設業

株式会社西原商店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社日専連ファイナンス 熊本市 金融業、保険業

株式会社日創アーキテクト 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社日本創生慶 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

日本たばこ産業株式会社熊本支店 熊本市 製造業

株式会社ニューイングス 阿蘇郡西原村 製造業

株式会社ニュースカイホテル 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

ネッツトヨタ熊本株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社野田市電子 熊本市 製造業

株式会社野田市兵衞商店 熊本市 卸売業、小売業

有限会社野中建設 山鹿市 建設業
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