
熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

球磨村森林組合 球磨郡球磨村 農業、林業

熊本アイ・ビー産業株式会社 熊本市 製造業

熊本旭運輸株式会社 上益城郡益城町 運輸業、郵便業

株式会社熊本駅構内タクシー 熊本市 運輸業、郵便業

熊本NOK株式会社 阿蘇市 製造業

株式会社熊本菓房 熊本市 製造業

国家公務員共済組合連合会熊本共済会館（KKRホテル熊本） 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社熊本銀行 熊本市 金融業、保険業

熊本県環境整備事業協同組合 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

熊本県子ども会連合会 熊本市 教育、学習支援業

熊本県信用組合 熊本市 金融業、保険業

熊本県森林組合連合会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県青果物卸商業協同組合 熊本市 卸売業、小売業

公益社団法人熊本県緑化推進委員会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本交通運輸株式会社 上益城郡益城町 運輸業、郵便業

有限会社熊本三友保険 熊本市 金融業、保険業

熊本信用金庫 熊本市 金融業、保険業

熊本製粉株式会社 熊本市 製造業

熊本第一信用金庫 熊本市 金融業、保険業

国立大学法人熊本大学 熊本市 教育、学習支援業

熊本大同青果株式会社 熊本市 卸売業、小売業

熊本タクシー株式会社 熊本市 運輸業、郵便業

熊本中央信用金庫 熊本市 金融業、保険業

熊本中央リース株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本電気鉄道株式会社 熊本市 運輸業、郵便業

熊本トヨタ自動車株式会社 熊本市 卸売業、小売業

熊本トヨペット株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社熊本日日新聞社 熊本市 情報通信業

株式会社熊本放送 熊本市 情報通信業

熊本木材株式会社 熊本市 卸売業、小売業

公文式広崎南教室　渡辺和子 上益城郡益城町 教育、学習支援業

株式会社グランディール総合保険研究所 熊本市 金融業、保険業
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株式会社グリーンロジスティクス 菊池郡大津町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社グローカル・クラウドファンディング 熊本市 金融業、保険業

ケイエイツー株式会社八代支店 八代市 建設業

株式会社ケイ・エム・ケイ 宇城市 製造業

KMバイオロジクス株式会社 熊本市 製造業

医療法人健生会明生病院 熊本市 医療、福祉

光進建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社弘乳舎 熊本市 製造業

株式会社興農園 熊本市 卸売業、小売業

株式会社興和測量設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

コーエイ株式会社 菊池市 不動産業、物品賃貸業

こが印刷工房　古賀裕規 荒尾市 製造業

株式会社こざき 熊本市 建設業

五德創建株式会社 八代市 建設業

comer　渡邊崇宏 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

金剛株式会社 熊本市 製造業

株式会社コンサルハマダ 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

コンフォートハウス株式会社 熊本市 建設業

株式会社再春館製薬所 上益城郡益城町 製造業

株式会社サイバーレコード 熊本市 情報通信業

サオサス株式会社 菊池郡菊陽町 建設業

有限会社栄田実業レストバー★スターライト 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

坂口建設株式会社 熊本市 建設業

坂田建設株式会社 水俣市 建設業

株式会社坂本食糧 八代市 卸売業、小売業

相良村森林組合 球磨郡相良村 農業、林業

社会福祉法人さくら保育園 天草市 医療、福祉

税理士法人さくら優和パートナーズ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社サタ商事 熊本市 卸売業、小売業

株式会社佐藤産業 葦北郡芦北町 建設業

株式会社さとう保険サービス 天草市 金融業、保険業

株式会社SABUROKU 熊本市 建設業

澤松ライフデザイン研究所　梅田竜嗣 上益城郡益城町 金融業、保険業
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株式会社三愛通信 熊本市 建設業

株式会社サンコーライフサポート 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社SUNSMILE 熊本市 医療、福祉

株式会社三勢 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社サンテクノ 熊本市 建設業

株式会社サンライフ21 天草市 卸売業、小売業

株式会社サンワイーテック 熊本市 建設業

三和電工設備株式会社 熊本市 建設業

株式会社シアーズホーム 熊本市 建設業

株式会社ジーオーエム 熊本市 建設業

GDC株式会社 上益城郡益城町 建設業

社会福祉法人慈永会 天草郡苓北町 医療、福祉

株式会社ジェット 熊本市 建設業

株式会社JET LINE SERVICE 上益城郡嘉島町 農業、林業

株式会社ジェム・エンポリアム 熊本市 教育、学習支援業

株式会社静岡塗装組 熊本市 建設業

株式会社SYSKEN 熊本市 建設業

株式会社地盤研究所 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社ジャパンハート 山鹿市 金融業、保険業

株式会社シャペロン 熊本市 製造業

社労士事務所NOAH　片山寛之 荒尾市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社十八測量設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

社会福祉法人寿量会 熊本市 医療、福祉

医療法人春水会山鹿中央病院 山鹿市 医療、福祉

承天株式会社 八代市 卸売業、小売業

白川電機株式会社熊本製作所 上益城郡益城町 製造業

白鷺電気工業株式会社 熊本市 建設業

新規建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社新興測量設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

新産住拓株式会社 熊本市 建設業

医療法人社団仁誠会 熊本市 医療、福祉
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