
熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

株式会社アースコーポレーション 玉名市 情報通信業

株式会社アートプロセス 熊本市 製造業

株式会社アール・ビー・エス 水俣市 製造業

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社熊本支店 熊本市 金融業、保険業

一般社団法人アイ・オー・イー 熊本市 教育、学習支援業

特定非営利活動法人愛郷吉無田 上益城郡御船町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社愛住宅 熊本市 不動産業、物品賃貸業

アイティ・ナイス宅建株式会社 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社アヴェイル 上益城郡益城町 サービス業（他に分類されないもの）

一般社団法人アヴェルダージ熊本BS 菊池郡菊陽町 教育、学習支援業

株式会社アクシスリンク 熊本市 情報通信業

株式会社旭技研コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社旭製作所 荒尾市 製造業

有限会社旭清掃社 熊本市 複合サービス事業

旭測量設計株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

アジアプランニング株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社アスクメンテナンス 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社AZUMA 上益城郡嘉島町 運輸業、郵便業

公益財団法人阿蘇火山博物館久木文化財団 阿蘇市 教育、学習支援業

公益財団法人阿蘇グリーンストック 阿蘇市 サービス業（他に分類されないもの）

阿蘇森林組合 阿蘇市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社阿蘇ファームランド 阿蘇郡南阿蘇村 宿泊業、飲食サービス業

株式会社あそ望の郷みなみあそ 阿蘇郡南阿蘇村 複合サービス事業

有限会社安達商会 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社あつまるホールディングス 熊本市 情報通信業

株式会社アド・スーパー・ブレーン 熊本市 情報通信業

株式会社アネシス 熊本市 建設業

天草池田電機株式会社 上天草市 製造業

有限会社天草城観光 天草市 運輸業、郵便業

天草設備株式会社 天草市 建設業

天草地域森林組合 天草市 農業、林業

有限会社天草ほけんサポート 天草市 金融業、保険業

株式会社アミカテラくまもと益城工場 上益城郡益城町 製造業
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有限会社荒尾市清掃公社 荒尾市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社有明測量開発社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

アルファルマ株式会社 熊本市 医療、福祉

安心なまちやつしろプロジェクト推進会議 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

イオンモール株式会社イオンモール熊本 上益城郡嘉島町 不動産業、物品賃貸業

株式会社池田紙器工業 熊本市 製造業

株式会社池松機工 菊池郡大津町 製造業

株式会社石崎商店 荒尾市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社イズミ車体製作所 菊池郡大津町 製造業

五木食品株式会社 熊本市 製造業

株式会社イノP 宇城市 サービス業（他に分類されないもの）

岩下兄弟株式会社 人吉市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社岩永組 熊本市 建設業

インシュアランスエージェント・ホールディングス株式会社 熊本市 金融業、保険業

株式会社ウエダ不動産事ム所 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社ウッドスペース 玉名市 建設業

株式会社宇都宮建設 菊池郡大津町 建設業

株式会社HSK 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エイムテック 熊本市 製造業

株式会社えがお 熊本市 卸売業、小売業

株式会社えがおホールディングス 熊本市 卸売業、小売業

株式会社江川組 八代市 建設業

株式会社エコポート九州 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

エコワークス株式会社熊本支店 熊本市 建設業

SMC株式会社熊本営業所 熊本市 製造業

NOK株式会社熊本事業場 阿蘇市 製造業

株式会社エネルギーテクノサービス 熊本市 建設業

MS九州株式会社熊本支店 熊本市 金融業、保険業

株式会社M-Cass 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

エルアコンサルティング株式会社 熊本市 金融業、保険業

有限会社オー・エス収集センター 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

大久保三穂子税理士事務所　大久保三穂子 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社OG TransPort 山鹿市 サービス業（他に分類されないもの）
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株式会社大谷楽器店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社大津技研 菊池郡大津町 製造業

大津建設工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社大渕産業 八代市 製造業

株式会社オオマス 天草市 建設業

株式会社尾上建設 上益城郡山都町 建設業

株式会社オジックテクノロジーズ 熊本市 製造業

株式会社カープラザ熊本 熊本市 卸売業、小売業

医療法人回生会介護老人保健施設太陽 山鹿市 医療、福祉

医療法人回生会山鹿回生病院 山鹿市 医療、福祉

社会福祉法人岳寿会 阿蘇郡高森町 医療、福祉

有限会社拡藤建設 熊本市 建設業

医療法人社団鶴友会 熊本市 医療、福祉

株式会社かずやハウジング 玉名市 不動産業、物品賃貸業

カネリョウ海藻株式会社 宇土市 卸売業、小売業

上球磨森林組合 球磨郡水上村 農業、林業

地縁団体上松山区 宇土市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社川口登建設 宇土市 建設業

河津造園株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社環境 阿蘇市 複合サービス事業

菊池森林組合 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社木村建設 熊本市 建設業

一般社団法人キャリア・カレッジ 熊本市 医療、福祉

株式会社Kyuエンジニアリング 熊本市 建設業

株式会社キューオキ熊本支店 熊本市 建設業

株式会社九建総合開発 熊本市 建設業

九州エナジー株式会社 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社九州エフテック 山鹿市 製造業

株式会社九州クラフト工業 熊本市 製造業

九州綜合サービス株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社九州ソフタス 熊本市 情報通信業

九州テイ・エス株式会社 菊池市 製造業

九州電機工業株式会社 熊本市 製造業
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行政書士横田事務所　横田祥一 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

有限会社協和清掃企業 熊本市 建設業

黄檗建設株式会社 熊本市 建設業
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