
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

ケアパーク株式会社 八代市 医療、福祉

株式会社KIS 熊本市 情報通信業

株式会社恵マネジメント 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社KDS菊池自動車学校 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社KDS熊本ドライビングスクール 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社健康家族熊本支社 熊本市 卸売業、小売業

医療法人社団健成会 人吉市 医療、福祉

株式会社建設プロジェクトセンター 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社工芸社・ハヤタ 山鹿市 建設業

合志技研工業株式会社 合志市 製造業

有限会社幸明開発 熊本市 建設業

株式会社小竹組 熊本市 建設業

Connected Sports Club　本田雅実通 阿蘇市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社小林電工 八代市 建設業

株式会社コミュニケーション・ワークス 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社古屋産業 阿蘇市 卸売業、小売業

司法書士法人小屋松事務所 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

五領建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社佐伯建設熊本支店 熊本市 建設業

有限会社彩匠 熊本市 卸売業、小売業

株式会社坂井幸吉商店 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

サカタアグリビジネス株式会社 玉名市 卸売業、小売業

株式会社坂本建設 上益城郡山都町 建設業

医療法人桜十字　桜十字病院 熊本市 医療、福祉

The 3rd Spoon　橋本樹一 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

佐多石油株式会社 熊本市 卸売業、小売業

佐藤企業株式会社 熊本市 建設業

株式会社佐藤建設 阿蘇市 建設業

株式会社佐藤林業 熊本市 製造業

有限会社サン・ハート 熊本市 金融業、保険業

三愛建設工業株式会社 熊本市 建設業

山王株式会社 熊本市 建設業

サン企画工業株式会社 宇城市 建設業
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三共コンサルタント株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

三光クボタ建機株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

三州建設株式会社 熊本市 建設業

三都テクノス株式会社 熊本市 建設業

株式会社サン・ファーム 熊本市 農業、林業

サンロード株式会社 球磨郡錦町 卸売業、小売業

三和建設株式会社 菊池市 建設業

株式会社C&A 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社GSコーポレーション 阿蘇市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社C・L・S 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

JNC株式会社水俣製造所 水俣市 製造業

社会福祉法人慈光会　特別養護老人ホームひろやす荘 上益城郡益城町 医療、福祉

株式会社SYSKENテクノ 熊本市 建設業

株式会社システムビート 熊本市 情報通信業

島石油株式会社 八代市 卸売業、小売業

清水電気工業株式会社 熊本市 建設業

社会保険労務士荻生労務研究所　荻生清高 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

蛇の目ブロック株式会社 熊本市 製造業

株式会社ジャムコン 熊本市 卸売業、小売業

株式会社十五建設 熊本市 建設業

株式会社シュテルン熊本 熊本市 卸売業、小売業

社会医療法人寿量会 熊本市 医療、福祉

昌栄建設株式会社 菊池市 建設業

株式会社松栄パナホーム熊本 熊本市 建設業

学校法人尚絅学園 熊本市 教育、学習支援業

株式会社常笑ファーム 球磨郡湯前町 農業、林業

株式会社昭電社 熊本市 建設業

株式会社城野印刷所 上益城郡益城町 製造業

社会福祉法人松風会明星保育園 熊本市 教育、学習支援業

昭和建設工業株式会社 天草市 建設業

昭和工業株式会社 八代市 建設業

新鋼商事有限会社 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社新星 熊本市 建設業
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医療法人伸生紀 熊本市 医療、福祉

株式会社新西土木 熊本市 建設業

株式会社新日本エネルギー開発
球磨郡あさぎり
町

農業、林業

株式会社シンパクト 熊本市 医療、福祉

信和建設株式会社 玉名郡長洲町 建設業

有限会社親和商事　郷土料理青柳 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社水輝 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

末広建設株式会社 玉名市 建設業

株式会社杉田建設 阿蘇市 建設業

株式会社杉本建設 熊本市 建設業

杉山建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社砂川建設 宇城市 建設業

株式会社スプラウト 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社すまい工房 熊本市 建設業

住商産業株式会社 熊本市 建設業

住友生命保険相互会社熊本支社 熊本市 金融業、保険業

特定非営利活動法人生活と教育 上益城郡御船町 教育、学習支援業

株式会社清新堂 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

医療法人社団誠療会　成尾整形外科病院 熊本市 医療、福祉

株式会社瀬川製茶 菊池郡大津町 農業、林業

株式会社セレモール熊本 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

全国共済農業協同組合連合会熊本県本部 熊本市 金融業、保険業

特定非営利活動法人創源 菊池市 医療、福祉

綜合企画株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社総合内装業TANAKA 熊本市 建設業

株式会社総合プラント 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

宗辰汽船株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社総美 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）
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