
熊本県SDGs登録事業者（第2期）一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

アール・エコ株式会社 熊本市 製造業

アイ-ウッド株式会社 熊本市 建設業

社会医療法人愛育会　福田病院 熊本市 医療、福祉

株式会社アイエスティー 熊本市 建設業

株式会社アイエヌ 菊池市 製造業

株式会社愛機エンジニアリング 熊本市 製造業

アイ・ケイ・エス開発株式会社 熊本市 建設業

株式会社アイムズ 人吉市 複合サービス事業

アウテリアタイガー株式会社 熊本市 建設業

株式会社アウルクリエイティブ 熊本市 製造業

株式会社章レンタカー 球磨郡多良木町 不動産業、物品賃貸業

医療法人明和会 熊本市 医療、福祉

株式会社アクセス 熊本市 製造業

アサノ有明生コン株式会社 熊本市 製造業

味岡建設株式会社 球磨郡多良木町 建設業

味岡自動車株式会社 球磨郡錦町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社味岡マネジメントサービス 球磨郡多良木町 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社味万 菊池市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社アセット 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社アセットファンテック 熊本市 建設業

合名会社あそ路 阿蘇市 宿泊業、飲食サービス業

阿蘇製薬株式会社 菊池郡菊陽町 製造業

株式会社阿蘇ナチュラル・ジェイファーム 熊本市 製造業

阿蘇農業協同組合 阿蘇市 農業、林業

有限会社あだち 熊本市 金融業、保険業

株式会社adapt next 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

アデル・カーズ株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社アド・コム 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社アドシン 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社アドルーム 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

アビリティ株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社尼崎薬品 熊本市 卸売業、小売業

天草エネルギー株式会社 天草市 卸売業、小売業

天草ケーブルネットワーク株式会社 天草市 情報通信業

天草光学株式会社 天草市 製造業
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天草信用金庫 天草市 金融業、保険業

株式会社アマケンテック 天草市 建設業

株式会社鮎里ホテル　清流山水花あゆの里 人吉市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社荒尾電工 荒尾市 建設業

株式会社荒尾リサイクル 荒尾市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社荒木建設 菊池市 建設業

株式会社荒木重機 菊池市 建設業

株式会社有明楽器 熊本市 教育、学習支援業

い草工房みゆき株式会社 八代市 卸売業、小売業

株式会社生田工務店 菊池市 建設業

株式会社イケダプランニング 熊本市 建設業

諫山工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社イズミ　ゆめタウンあらお 荒尾市 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウンサンピアン 熊本市 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウンはません 熊本市 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウン光の森 菊池郡菊陽町 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウン八代 八代市 卸売業、小売業

株式会社出雲総業 八代市 生活関連サービス業、娯楽業

有限会社イタガキ 天草市 卸売業、小売業

一級建築士事務所AND　中村新五 熊本市 建設業

株式会社出田建築工房 上益城郡益城町 建設業

株式会社出田産業 熊本市 建設業

出田実業株式会社 熊本市 卸売業、小売業

社会医療法人稲穂会 天草郡苓北町 医療、福祉

株式会社井原商事 八代市 卸売業、小売業

有限会社芋生工務店 山鹿市 建設業

岩田建設株式会社 下益城郡美里町 建設業

株式会社インフォミックス 八代市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社ヴィジョン 熊本市 建設業

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社菊池事務所 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社合志事務所 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社玉名事務所 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社人吉事務所 人吉市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社八代営業所 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社山鹿事務所 山鹿市 サービス業（他に分類されないもの）
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有限会社植木クレーン 熊本市 建設業

株式会社宇佐美・工業 熊本市 建設業

宇土市の旬を届ける実行協議会 宇土市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社雲仙建設 熊本市 建設業

株式会社榮起 熊本市 建設業

株式会社栄興 八代市 建設業

有限会社栄剛 天草市 卸売業、小売業

株式会社エイジス 八代市 金融業、保険業

株式会社H3 熊本市 卸売業、小売業

As・Rising株式会社 熊本市 建設業

エクリプスジャパン株式会社 山鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

SFT共同企業体 熊本市 建設業

江藤建設有限会社 阿蘇市 建設業

株式会社エバーフィールド 熊本市 建設業

株式会社海老の宮川 天草市 漁業

株式会社エフエム熊本 熊本市 情報通信業

M&Mプランニング株式会社 熊本市 金融業、保険業

株式会社AREA 熊本市 情報通信業

株式会社エレテック 熊本市 建設業

株式会社大阿蘇大津タクシー 菊池郡大津町 運輸業、郵便業

有限会社大賀商店 熊本市 運輸業、郵便業

オークラ製菓株式会社 熊本市 製造業

株式会社大津テック 菊池郡大津町 製造業

大津電子株式会社 菊池郡大津町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社大坪建設工業 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

株式会社オーファス 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社オカザキ 合志市 建設業

株式会社岡商店 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

医療法人おがた会 熊本市 医療、福祉

株式会社オカムラ 宇城市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人小国町社会福祉協議会 阿蘇郡小国町 医療、福祉

株式会社小笹建設 八代市 建設業

有限会社OFFICEメセナ 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社オリジン観光 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 熊本市 医療、福祉
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