
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

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
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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

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
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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

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
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医療法人社団仁誠会 熊本市 医療、福祉

穂栄株式会社 熊本市 製造業

株式会社すいぜんじ公園前不動産 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社杉本建設 阿蘇市 建設業

株式会社杉本本店 宇城市 卸売業、小売業

株式会社杉養蜂園 熊本市 製造業

株式会社スクエア 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社スズキ自販熊本 熊本市 卸売業、小売業

鈴木電設株式会社 熊本市 建設業

株式会社Stone Innovation Japan 熊本市 建設業

株式会社スパークリンガル 山鹿市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社スペースエージェンシー 熊本市 建設業

特定非営利活動法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本 八代郡氷川町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社スマイルプロ 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

生活協同組合くまもと 水俣市 卸売業、小売業

世紀建設株式会社 菊池市 建設業

株式会社正興電気商会 玉名市 建設業

セイブ管工土木株式会社 合志市 建設業

株式会社セイブクリーン 合志市 生活関連サービス業、娯楽業

有限会社正文堂 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ゼスト 熊本市 建設業

株式会社センター建設 熊本市 建設業

株式会社創輝建設 熊本市 建設業

株式会社総合保険フットワーク 宇城市 金融業、保険業

損害保険ジャパン株式会社熊本支店 熊本市 金融業、保険業

第一生命保険株式会社熊本支社 熊本市 金融業、保険業

大海水産株式会社 熊本市 卸売業、小売業

大海冷蔵株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社大成経営開発 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

大豊食品株式会社 熊本市 卸売業、小売業

だいほ果実　大保幸弘 玉名市 農業、林業

太陽電気株式会社 熊本市 建設業

株式会社太陽堂薬局 熊本市 医療、福祉
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熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

株式会社大和電業 熊本市 建設業

大和ハウス工業株式会社熊本支社 熊本市 建設業

合資会社髙田商会 熊本市 製造業

株式会社TAKATA PAPER PRODUCTS 熊本市 製造業

高原木材株式会社 八代市 製造業

株式会社TaKuRoo 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社タケウチ 熊本市 建設業

タケモトデンキ株式会社 熊本市 建設業

竹山社中　田代英治 玉名郡和水町 卸売業、小売業

株式会社建吉組 熊本市 建設業

有限会社田畑ホンダ 荒尾市 卸売業、小売業

一般社団法人玉名観光協会 玉名市 複合サービス事業

有限会社田迎電気設備 熊本市 建設業

公益財団法人地方経済総合研究所 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

特定非営利活動法人チャイルドサポートきくち放課後等デイサービスCOCHI 菊池郡菊陽町 医療、福祉

株式会社中央環境管理センター 荒尾市 生活関連サービス業、娯楽業

中央設備工業株式会社 荒尾市 建設業

株式会社ツカサ創研 上益城郡嘉島町 サービス業（他に分類されないもの）

つばめタクシー株式会社 人吉市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社鶴屋百貨店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社DNS 熊本市 卸売業、小売業

株式会社テクノクリエイティブ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社寺原自動車学校 熊本市 教育、学習支援業

有限会社テラワキ 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社テレビ熊本 熊本市 情報通信業

株式会社でんきのサントップ 合志市 卸売業、小売業

有限会社傳建プランニング 合志市 建設業

トゥー・デザイン株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社東築建設 菊池郡菊陽町 建設業

株式会社東武園緑化 熊本市 建設業

東洋テクノ株式会社 熊本市 製造業

有限会社トータルライフ保険事務所 熊本市 金融業、保険業

トータルリペアeco.サポート　平和大祐 荒尾市 サービス業（他に分類されないもの）
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熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

有限会社徳永企画 山鹿市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社トップコンサルツ 八代市 金融業、保険業

株式会社冨坂建設 熊本市 建設業

有限会社トヨダ 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社トヨダ体育教室 上益城郡益城町 教育、学習支援業

株式会社トヨタテクノコーポレーション 熊本市 卸売業、小売業

株式会社トヨタレンタリース熊本 熊本市 不動産業、物品賃貸業

合同会社トライウィン 熊本市 卸売業、小売業

株式会社中尾水産 荒尾市 卸売業、小売業

中川電設株式会社 熊本市 建設業

長迫木材有限会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ナカノ 熊本市 金融業、保険業

株式会社永野商店 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ナカモト建工 天草市 建設業

株式会社七草堂 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ナバック 熊本市 情報通信業

鍋谷商会株式会社 熊本市 建設業

有限会社ナポレオン 水俣市 宿泊業、飲食サービス業

有限会社成尾産業球磨川旅館 八代市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社南栄開発 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社NANDEN 玉名郡南関町 製造業

西田精麦株式会社 八代市 製造業

西田総合保険有限会社 熊本市 金融業、保険業

西日本食品工業株式会社 熊本市 製造業

西日本測量設計株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

西日本電工株式会社 熊本市 建設業

株式会社西原商店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社日専連ファイナンス 熊本市 金融業、保険業

株式会社日創アーキテクト 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社日本創生慶 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

日本たばこ産業株式会社熊本支店 熊本市 製造業

株式会社ニューイングス 阿蘇郡西原村 製造業

株式会社ニュースカイホテル 熊本市 宿泊業、飲食サービス業
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事業者名 所在地 業種

ネッツトヨタ熊本株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社野田市電子 熊本市 製造業

株式会社野田市兵衞商店 熊本市 卸売業、小売業

有限会社野中建設 山鹿市 建設業

パークス株式会社 熊本市 製造業

株式会社パーツランド東部 合志市 卸売業、小売業

株式会社パートナーズ 八代市 金融業、保険業

株式会社ハイコム 菊池郡菊陽町 卸売業、小売業

ハイコムウォーター株式会社 阿蘇郡南阿蘇村 製造業

ハイコムビジネスサポート株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ハウディ 熊本市 卸売業、小売業

株式会社橋口石彫工業 熊本市 建設業

株式会社橋本建設 阿蘇郡小国町 建設業

橋本保険事務所　橋本光史 上天草市 金融業、保険業

株式会社ハッピーブレイン 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社八方建設 菊池市 建設業

株式会社HANASUKE 熊本市 卸売業、小売業

株式会社バランスネットワーク 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

PHL保険サポート　佐藤健二 天草市 金融業、保険業

株式会社BIOMIO 熊本市 卸売業、小売業

肥後木村組株式会社 菊池郡大津町 建設業

株式会社肥後銀行 熊本市 金融業、保険業

肥後物産株式会社 八代市 卸売業、小売業

肥後保険企画株式会社 熊本市 金融業、保険業

肥後木材株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ヒサノ 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社美創 熊本市 建設業

株式会社火の国観光バス 八代市 運輸業、郵便業

一般社団法人ひのくにスマイルプロジェクト 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ひまわり 阿蘇市 医療、福祉

有限会社ひまわり総合保険企画 熊本市 金融業、保険業

株式会社ヒライ・コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

ヒラタフィールドエンジニアリング株式会社 合志市 製造業
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事業者名 所在地 業種

株式会社裕建 熊本市 建設業

有限会社浩之勗 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社弘プラン 上益城郡益城町 医療、福祉

合同会社ブースター 熊本市 金融業、保険業

フェアトレードシティくまもと10周年事業実行委員会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

フェアトレードラブランド　明石祥子 熊本市 卸売業、小売業

株式会社福岡建設合材 八代市 製造業

株式会社福田酒造 人吉市 製造業

株式会社福通工 熊本市 建設業

株式会社福徳開発 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社ふく成 熊本市 卸売業、小売業

株式会社フクマツ建設 葦北郡芦北町 建設業

フジクラプレシジョン株式会社 山鹿市 製造業

不二高圧コンクリート株式会社 熊本市 製造業

藤工業株式会社 山鹿市 建設業

不二電気工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社藤永組 八代市 建設業

富士フイルム九州株式会社 菊池郡菊陽町 製造業

富士マイクロ株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社藤本物産 熊本市 卸売業、小売業

株式会社フジモトホールディングス 熊本市 卸売業、小売業

一般社団法人フミダス 熊本市 教育、学習支援業

株式会社富友測量設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

プラスワン美容室　和久田彰 八代市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社プラチナ・コーポレーション 人吉市 宿泊業、飲食サービス業

有限会社プランニング松本 熊本市 金融業、保険業

一般社団法人BRIDGE KUMAMOTO 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社古木常七商店 阿蘇市 卸売業、小売業

ブレインシード株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社プレシード 上益城郡嘉島町 製造業

株式会社フンドーダイ 熊本市 製造業

株式会社ヘルシーワンコーポレーション 熊本市 製造業

株式会社ホケン熊本 天草市 金融業、保険業
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事業者名 所在地 業種

株式会社星山商店 熊本市 卸売業、小売業

ボルボックス株式会社 合志市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社まごころマルシェ 熊本市 卸売業、小売業

株式会社マスナガ 熊本市 卸売業、小売業

松合食品株式会社 宇城市 製造業

株式会社matsuo 熊本市 建設業

松木産業株式会社 八代市 運輸業、郵便業

マックスジェイティ株式会社 玉名郡長洲町 卸売業、小売業

株式会社松下組 葦北郡芦北町 建設業

株式会社マリーゴールドホールディングス 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社マリオネット 熊本市 教育、学習支援業

マルキン食品株式会社 熊本市 製造業

合同会社海音 合志市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社ミスターリースリー 上益城郡益城町 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社水野建設コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

三井住友海上火災保険株式会社熊本支店 熊本市 金融業、保険業

三井住友信託銀行株式会社熊本支店・熊本中央支店 熊本市 金融業、保険業

株式会社三津野建設 熊本市 建設業

水俣芦北森林組合 水俣市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社南九州イエローハット 熊本市 卸売業、小売業

南九州交通共済協同組合 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社南九州マツダ熊本営業所 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ミナミ冷設 熊本市 建設業

株式会社宮崎建設 宇土市 建設業

有限会社宮地小型部品商会 八代市 卸売業、小売業

株式会社ミヤデン 熊本市 建設業

有限会社ミューズプランニング 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社みらい 熊本市 複合サービス事業

株式会社みらいコンシェルジュ 熊本市 不動産業、物品賃貸業

未来創造株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

ムーンムーン株式会社 熊本市 卸売業、小売業

村上建設株式会社 菊池郡大津町 建設業

村上産業株式会社 八代市 製造業
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株式会社メガネの大宝堂 熊本市 卸売業、小売業

有限会社八十建設 熊本市 建設業

やつしろおもて株式会社 八代市 卸売業、小売業

八代森林組合 八代市 農業、林業

社会福祉法人八代ひかり福祉会 八代市 教育、学習支援業

株式会社やどるくるむa 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社山口工務店 上天草市 建設業

株式会社ヤマックス 熊本市 製造業

有限会社山本建設工業 上天草市 建設業

UOシャイン保険事務所　森嶋光男 天草市 金融業、保険業

有価物回収協業組合石坂グループ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社優渾 熊本市 建設業

有限会社ユートホーム 熊本市 建設業

豊建設工業株式会社 荒尾市 建設業

株式会社豊工務店 熊本市 建設業

ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ユニバーサリー 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社吉村建設 荒尾市 建設業

株式会社ライト設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

Lagomt　安影美奈子 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ラモ 熊本市 製造業

ランバーやまと協業組合 上益城郡山都町 農業、林業

弁護士法人リーガル・プロ 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

リコージャパン株式会社熊本支社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社RITA-STYLE 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社利他フーズ 熊本市 卸売業、小売業

合同会社living space 熊本市 医療、福祉

株式会社Lib Work 山鹿市 建設業

株式会社ReLife aid 熊本市 医療、福祉

株式会社Re・Gloss 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業

ルフェール株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社レイメイ藤井 熊本市 卸売業、小売業

苓陽工業株式会社 天草市 建設業

13 / 14 ページ



熊本県SDGs登録事業者一覧 （五十音順）
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株式会社レ・デ・モ 山鹿市 不動産業、物品賃貸業

株式会社ローカル 熊本市 卸売業、小売業

株式会社Local Gain 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ワード・ハウスミズ 熊本市 情報通信業

株式会社Y'sプランニング 熊本市 建設業

株式会社ワイズ・リーディング 熊本市 情報通信業

株式会社ワコー 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社WAKO87 熊本市 卸売業、小売業

株式会社早稲田スクール 熊本市 教育、学習支援業

計438事業者
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