
熊本県SDGs登録事業者（第3期）一覧

（五十音順）

事業者名 所在地 業種

株式会社魁興業 八代市 建設業

皆德健志郎税理士事務所　行政書士皆德健志
郎事務所　皆德健志郎

玉名市 学術研究、専門・技術サービス業

甲斐土木工業株式会社 熊本市 建設業

花王グループカスタマーマーケティング株式
会社　九州支社　熊本支店

熊本市 卸売業、小売業

和前興産株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社カネイチ 熊本市 卸売業、小売業

株式会社亀井建設 阿蘇市 建設業

株式会社川口建設 球磨郡多良木町 建設業

川口工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社川口産業 上益城郡御船町 建設業

株式会社カワゴエ 熊本市 建設業

株式会社川﨑ハウジング 熊本市 建設業

株式会社川﨑ファイネクスト 熊本市 建設業

株式会社川尻型枠工業 葦北郡芦北町 建設業

河田工業株式会社 宇城市 建設業

株式会社KAWATSU 菊池郡大津町 建設業

株式会社環境総合 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

菊川建設株式会社 玉名市 建設業

株式会社菊水建設 玉名郡和水町 建設業

株式会社菊陽タクシー 菊池郡菊陽町 運輸業、郵便業

株式会社木崎建設 葦北郡芦北町 建設業

株式会社岸工業 上益城郡御船町 建設業

株式会社KITAKUMAMOTOTAXI 菊池郡菊陽町 運輸業、郵便業

株式会社北野建設 熊本市 建設業

有限会社KID 上天草市 製造業

木上梅香園株式会社 熊本市 建設業

有限会社木下建設 上益城郡嘉島町 建設業
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事業者名 所在地 業種

有限会社木原建設 菊池市 建設業

木原建設株式会社 天草市 建設業

有限会社きぼう工研 熊本市 建設業

株式会社木村設備設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社九州エネコ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社九州エネルギーパートナーズ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社九州エフ・シー・シー 宇城市 製造業

九州オルガン針株式会社 玉名郡玉東町 製造業

九州ガス株式会社　八代支店 八代市 電気・ガス・熱供給・水道業

九州工建株式会社 熊本市 建設業

九州高速道路ターミナル株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社九州田村工機 熊本市 製造業

九州電力株式会社　熊本支店 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

九州日誠電氣株式会社 上益城郡山都町 製造業

株式会社九州みらい研究所 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社九州むらせ 熊本市 卸売業、小売業

九州柳河精機株式会社 菊池市 製造業

九州緑化施設株式会社 熊本市 建設業

株式会社共栄コア 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

行政システム九州株式会社　熊本支店 熊本市 情報通信業

行政書士いちみ法務事務所　一美　慎也 八代市 学術研究、専門・技術サービス業

協成設備工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社協立 上益城郡山都町 建設業

株式会社共和建設 宇城市 建設業

株式会社清永宇蔵商店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社きらり.コーポレーション 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社きんかい 玉名市 建設業

株式会社銀シャリ亭 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社久保組 玉名市 建設業

株式会社球磨電設 人吉市 建設業
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事業者名 所在地 業種

株式会社熊野組 玉名市 建設業

熊本液化石油ガス事業協同組合 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社熊本キャブ 菊池郡菊陽町 運輸業、郵便業

株式会社熊本計算センター 熊本市 情報通信業

熊本警備塾　平迫裕治 人吉市 生活関連サービス業、娯楽業

一般社団法人熊本県LPガス協会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

一般社団法人熊本県建設業協会　芦北支部 葦北郡芦北町 建設業

公益社団法人熊本県柔道整復師会 熊本市 医療、福祉

一般社団法人熊本県森林インストラクター協
会

熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県畳工業組合 熊本市 製造業

熊本興畜株式会社 菊池市 農業、林業

一般財団法人熊本市勤労者福祉センター 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

公益財団法人熊本市上下水道サービス公社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本商工会議所青年部 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本新明産業株式会社 熊本市 製造業

熊本推進建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社熊本装建 熊本市 建設業

熊本綜合管理株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社熊本総合技術コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

熊本賃貸サポート株式会社 菊池郡菊陽町 不動産業、物品賃貸業

熊本日日新聞西部販売株式会社 八代市 卸売業、小売業

熊本バスタクシー株式会社 熊本市 運輸業、郵便業

熊本不二コンクリート工業株式会社 菊池市 製造業

熊本部品株式会社 天草市 製造業

株式会社熊本文化の森　道の駅大津 菊池郡大津町 卸売業、小売業

株式会社熊本紅屋 阿蘇市 建設業

熊本丸善海陸運輸株式会社 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社熊本無線 熊本市 卸売業、小売業

クマレキ工業株式会社 阿蘇市 建設業

株式会社クリーン・アート 上益城郡嘉島町 複合サービス事業
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有限会社クリーン健康社 山鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社グリーンズ　コンフォートホテル熊
本新市街

熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社クリーン発酵九州 荒尾市 製造業

株式会社クロサキ電気 荒尾市 建設業

クロックス株式会社 水俣市 電気・ガス・熱供給・水道業

有限会社鍬農組 熊本市 建設業

ケアバックス株式会社 熊本市 医療、福祉

株式会社ケイ・イー・エス　熊本営業所 熊本市 建設業

株式会社KSK九州 熊本市 情報通信業

桂花拉麺株式会社 菊池郡菊陽町 宿泊業、飲食サービス業

株式会社景観都市設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

KJケミカルズ株式会社　八代工場 八代市 製造業

有限会社ケイズコンストラクション 熊本市 建設業

株式会社ケイディ工業 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

有限会社KTロテック 熊本市 建設業

株式会社K Renovation 上益城郡益城町 建設業

元気印刷株式会社 熊本市 製造業

有限会社源工業 熊本市 建設業

株式会社源武堂 熊本市 卸売業、小売業

4 / 4 ページ


