
No. 事業所名 業種（大分類） 代表者名 所在地

1 社会医療法人愛育会 医療，福祉 福田　稠 熊本市中央区

2 株式会社ISIGN 医療，福祉 国中　優治 熊本市東区

3 株式会社旭技研コンサルタント 学術研究，専門・技術サービス業 田　英幸 大津町

4 株式会社旭製作所 製造業 池田　靖之 荒尾市

5 アジアプランニング株式会社 学術研究，専門・技術サービス業 本口　晴年 熊本市中央区

6 阿蘇製薬株式会社 製造業 久木　康裕 菊陽町

7 株式会社あつまるホールディングス 情報通信業 島田　敏子 熊本市中央区

8 天草ケーブルネットワーク株式会社 情報通信業 堀田　英史 天草市

9 天草信用金庫 金融業，保険業 田中　豊浩 天草市

10 株式会社アラオ 製造業 荒尾　淳 熊本市南区

11 飯塚電機工業株式会社 建設業 松尾　修一 熊本市中央区

12 株式会社いさお建設 建設業 平川　友久 宇城市

13 岩田建設株式会社 建設業 岩田　龍裕 美里町

14 宇城舗装株式会社 建設業 吉田　卓也 宇城市

15 株式会社ウディスソフト研究所 情報通信業 沼垣　浩範 熊本市北区

16 医療法人社団永寿会 医療，福祉 永野　淳二 天草市

17 ＮＯＫ株式会社熊本事業場 製造業 今村　裕之 阿蘇市

18 株式会社オークスコンサルタント 学術研究，専門・技術サービス業 田上　泰生 熊本市東区

19
株式会社オートバックス
南日本販売熊本カンパニー

卸売業，小売業 金子　政義 熊本市東区

20 株式会社尾上建設 建設業 上村　雄二 山都町

21 株式会社オカムラ サービス業（他に分類されないもの） 岡村　健志 宇城市

22 株式会社かいごのみらい 医療，福祉 小杉　英介 熊本市東区

23 株式会社和調査設計 学術研究，専門・技術サービス業 米村　隆博 熊本市東区

24 株式会社KASSEJAPAN サービス業（他に分類されないもの） 有元　隆 熊本市中央区

25 株式会社カメイビジネスサポート サービス業（他に分類されないもの） 岡橋　辰昭 熊本市西区

26 九機工業株式会社 建設業 梨子木　和秀 熊本市東区

27 株式会社九州イノアック菊池工場 製造業 上田　光晴 菊池市

28 株式会社九州エフテック 製造業 生林　俊彦 山鹿市

29
九州産業交通ホールディングス
株式会社

サービス業（他に分類されないもの） 森　敬輔 熊本市中央区

30 九州産交オートサービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 梅木　博文 熊本市西区

31 九州産交ツーリズム株式会社 生活関連サービス業，娯楽業 塩本　仁美 熊本市中央区

32 九州産交バス株式会社 運輸業，郵便業 岩﨑　司晃 熊本市西区

33
九州デジタルソリューションズ
株式会社

情報通信業 德永　賢治 熊本市西区

34 九州電子株式会社 製造業 北澤　永通 宇城市
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35 九州電設株式会社 建設業 川内　省三 熊本市東区

36 九州BMサービス株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 鳥井　一治 熊本市中央区

37 株式会社キューネット サービス業（他に分類されないもの） 西川　尚希 熊本市中央区

38 株式会社共同 運輸業，郵便業 山下　敏文 合志市

39 一般財団法人杏仁会 医療，福祉 伊津野　良治 熊本市中央区

40 社会福祉法人きらきら 医療，福祉 西山　敏雄 玉名市

41 株式会社熊電施設 建設業 田中　英雄 熊本市東区

42 株式会社熊防メタル 製造業 前田　博明 熊本市東区

43 熊本県信用保証協会 金融業，保険業 村田　信一 熊本市中央区

44 株式会社熊本建設コンサルタント 学術研究，専門・技術サービス業 柴田　浩史 熊本市東区

45
公益財団法人
熊本県総合保健センター

医療，福祉 福田　稠 熊本市東区

46 熊本国際空港株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 新原　昇平 益城町

47 熊本産業文化振興株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 入杉　三久 益城町

48 くまもと新世紀株式会社 宿泊業，飲食サービス業 鶴山　敏哉 熊本市中央区

49 熊本製粉ロジスティクス株式会社 運輸業，郵便業 永隅　宗章 熊本市西区

50 熊本大同青果株式会社 卸売業，小売業 月田　潔孝 熊本市西区

51 熊本大同ホールディングス株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 月田　潔孝 熊本市西区

52 熊本中央信用金庫 金融業，保険業 岡本　浩幸 熊本市中央区

53 熊本電気鉄道株式会社 運輸業，郵便業 中島　敬髙 熊本市中央区

54 熊本利水工業株式会社 建設業 田中　祐治 熊本市北区

55 株式会社鍬田電設 建設業 鍬田　克樹 天草市

56 社会福祉法人慶信会 医療，福祉 甲斐　正法 熊本市南区

57 KJケミカルズ株式会社 製造業 丸山　学士 八代市

58 株式会社建鋼社 製造業 青木　秀夫 熊本市東区

59 株式会社建設プロジェクトセンター 学術研究，専門・技術サービス業 中村　秀樹 熊本市北区

60 株式会社光栄工業 建設業 嶋本　ひとみ 熊本市南区

61 合志技研工業株式会社 製造業 志賀　幸光 合志市

62 株式会社コーヨー 製造業 大瀧　久明 熊本市南区

63 社会福祉法人権現福祉会 医療，福祉 松本　善孝 八代市

64 坂田建設株式会社 建設業 坂田　圭一 水俣市

65 医療法人社団坂梨会 医療，福祉 坂梨　嘉壽惠 阿蘇市

66 株式会社坂本建設 建設業 中崎　晃紀 山都町

67 有限会社櫻組 建設業 澤田　隆 熊本市北区

68 医療法人桜十字 医療，福祉 倉津　純一 熊本市南区

69 税理士法人さくら優和パートナーズ 学術研究，専門・技術サービス業 岡野　訓 熊本市西区

70 株式会社佐藤産業 建設業 佐藤　一夫 芦北町

71 山王株式会社 建設業 深水　弘一 熊本市東区

72 産交バス株式会社 運輸業，郵便業 久本　正則 熊本市西区



73 サンコール菊池株式会社 製造業 春田　高宏 菊池市

74 株式会社三勢 サービス業（他に分類されないもの） 福原　英喜 熊本市中央区

75
株式会社サン電工社
熊本営業所

建設業 八山　武章 熊本市東区

76 三和建設株式会社 建設業 川瀬　大護 菊池市

77 株式会社三和測量設計社 学術研究，専門・技術サービス業 中村　茂 熊本市東区

78 株式会社三和地質コンサルタント 学術研究，専門・技術サービス業 瀬井　真輔 熊本市東区

79
ジャパンマリンユナイテッド
株式会社有明事業所

製造業 久野　勇 長洲町

80 社会医療法人潤心会 医療，福祉 南野　隆一 菊陽町

81 翔栄建設株式会社 建設業 岩本　敏則 南阿蘇村

82 新規建設株式会社 建設業 規工川　祐紀 熊本市北区

83 株式会社新興測量設計 学術研究，専門・技術サービス業 石原　健二 熊本市東区

84 新産住拓株式会社 建設業 小山　英文 熊本市南区

85 株式会社新星 建設業 山本　盛重 熊本市東区

86 末広建設株式会社 建設業 多田隈　亮範 玉名市

87 株式会社杉本建設 建設業 杉本　素一 阿蘇市

88 株式会社杉本本店 卸売業，小売業 杉本　光士郎 宇城市

89 株式会社杉養蜂園 製造業 米田　弘一 熊本市北区

90 社会福祉法人清香会 医療，福祉 山内　豊 宇城市

91 株式会社ゼクシオ 建設業 杉野　滋 熊本市南区

92
全国共済農業協同組合連合会
熊本県本部

金融業，保険業 森　哲弥 熊本市中央区

93 株式会社総合プラント サービス業（他に分類されないもの） 髙山　賢士 熊本市中央区

94
ソニー損害保険株式会社
熊本コンタクトセンター

サービス業（他に分類されないもの） 丹羽　淳雄 熊本市中央区

95 ソフトウエアビジョン株式会社 情報通信業 福山　太志 熊本市西区

96 第一生命保険株式会社熊本支社 金融業，保険業 山田　直樹 熊本市中央区

97 大共電通ネットワークス株式会社 建設業 西崎　友紀 熊本市南区

98 大昌建設株式会社 建設業 川上　英俊 天草市

99 大東商事株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 小原　英二 熊本市北区

100 株式会社髙村建設 建設業 髙村　博臣 嘉島町

101 株式会社竹内工務店 建設業 竹内　浩二 熊本市東区

102 武末建設株式会社 建設業 大久保　智司 熊本市南区

103 田代興業株式会社 建設業 田代　武文 熊本市南区

104 株式会社建吉組 建設業 笹原　健嗣 熊本市中央区

105 多良木プレカット協同組合 製造業 小山　英文 多良木町

106
株式会社地域科学研究所
熊本事務所

情報通信業 堀田　宣仁 熊本市中央区

107 株式会社チゥキヨー熊本事業所 製造業 青山　幸義 西原村

108 株式会社地の塩社 製造業 田口　淳 山鹿市



109 株式会社通信館 卸売業，小売業 竹永　将人 八代市

110 株式会社ＤＮＳ 卸売業，小売業 米澤　誠 熊本市東区

111 株式会社テクノクリエイティブ サービス業（他に分類されないもの） 三嶋　一秀 熊本市中央区

112 テクノデザイン株式会社 製造業 山本　博康 益城町

113
株式会社テクノフレックス
熊本工場

製造業 溝上　清信 大津町

114 株式会社寺原自動車学校 教育，学習支援業 片桐　英夫 熊本市中央区

115 株式会社天水総合カンパニー 卸売業，小売業 嘉永　湯世 玉名市

116 株式会社東亜建設コンサルタント 学術研究，専門・技術サービス業 大見　多佳人 熊本市東区

117 株式会社冨坂建設 建設業 冨田　潤一 熊本市中央区

118 富田薬品株式会社 卸売業，小売業 富田　久雄 熊本市中央区

119 株式会社豊住食肉 卸売業，小売業 豊住　喜敬 宇城市

120 株式会社中内土木 建設業 福原　弘次 宇城市

121 中園化学株式会社 生活関連サービス業，娯楽業 中園　博也 熊本市東区

122 株式会社長濱興業 建設業 長濵　優二 苓北町

123 株式会社中村建設 建設業 池﨑　一彦 天草市

124 株式会社中村建設所 建設業 中村　正嗣 宇城市

125 有限会社中山工業 建設業 徳永　博之 南阿蘇村

126 株式会社ナトーコンピュータ 情報通信業 中平　吉彦 熊本市東区

127 株式会社ナトーハイシステムズ 情報通信業 中平　吉彦 熊本市東区

128 株式会社南栄開発 不動産業，物品賃貸業 斉藤　忠 熊本市東区

129 西田鉃工株式会社 建設業 大渕　憲二 宇土市

130 株式会社西日本エグゼック 情報通信業 坂本　勝彦 熊本市西区

131 西日本測量設計株式会社 学術研究，専門・技術サービス業 山下　定男 熊本市東区

132 日精電子株式会社 製造業 吉田　昌弘 益城町

133 株式会社日専連ファイナンス 金融業，保険業 大谷　均 熊本市中央区

134 ネクサス株式会社 製造業 平澤　純一 南関町

135 ネッツトヨタ熊本株式会社 卸売業，小売業 井上　雄一朗 熊本市東区

136 株式会社野上電設 建設業 野上　俊樹 天草市

137 株式会社ハウディ 卸売業，小売業 富永　哲生 熊本市南区

138 株式会社橋本建設 建設業 渡邉　建英 小国町

139 原田木材株式会社 卸売業，小売業 原田　実生 熊本市東区

140 株式会社日置組 建設業 岡本　和久 宇城市

141 株式会社肥後銀行 金融業，保険業 笠原　慶久 熊本市中央区

142 肥後地質調査株式会社 学術研究，専門・技術サービス業 西村　房典 熊本市東区

143 日立造船株式会社有明工場 製造業 中村　敦 長洲町

144 株式会社福島工業 建設業 志垣　浩一 益城町

145 株式会社フクマツ建設 建設業 小川　隆幸 芦北町

146 株式会社藤興機 製造業 藤森　寛光 八代市



147 不二電気工業株式会社 建設業 岩崎　裕 熊本市西区

148 株式会社藤本物産 卸売業，小売業 藤本　泰弘 熊本市西区

149 株式会社HOSHIKO　Links 製造業 月田　求仁敬 熊本市西区

150 株式会社松下組 建設業 松下　義一 芦北町

151 丸昭建設株式会社 建設業 松村　陽一郎 あさぎり町

152 株式会社丸立 建設業 福本　博身 南阿蘇村

153 株式会社マルハニチロ九州 製造業 杉浦　素之 菊陽町

154 株式会社丸美屋 製造業 東　健 和水町

155 三和建設株式会社 建設業 佐藤　圭 人吉市

156 株式会社南阿蘇カントリークラブ 宿泊業，飲食サービス業 大塚　浩文 南阿蘇村

157 株式会社南九州イエローハット 卸売業，小売業 緒方　公一 熊本市中央区

158 株式会社南九州マツダ熊本営業所 卸売業，小売業 吉村　真之 熊本市南区

159 株式会社三牧建設工業 建設業 三牧　秀利 菊池市

160 宮原建設株式会社 建設業 宮原　正名 人吉市

161 株式会社明和不動産 不動産業，物品賃貸業 川口　英之介 熊本市中央区

162 森川健康堂株式会社 製造業 森川　俊美 甲佐町

163 株式会社森工業 建設業 森　光康 阿蘇市

164 有限会社八代ドライビングスクール 教育，学習支援業 要名本　義博 八代市

165 株式会社山内本店 製造業 山内　卓 菊陽町

166 株式会社山崎企業 建設業 中山　誠一 阿蘇市

167 山下機工株式会社 製造業 山下　紀之 人吉市

168 株式会社ユーホーム 建設業 上原　康嗣 熊本市中央区

169 ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 卸売業，小売業 西　治三朗 熊本市中央区

170 株式会社夢龍胆 宿泊業，飲食サービス業 小林　茂喜 南小国町

171 株式会社吉田産業 建設業 吉田　桂祐 宇城市

172 株式会社吉永産業 建設業 吉永　隆夫 熊本市南区

173 米善機工株式会社 卸売業，小売業 髙橋　不二夫 熊本市中央区

174 リバテープ製薬株式会社 製造業 星子　邦久 熊本市北区

175 有限会社六嘉企業 建設業 髙村　政憲 嘉島町

No. 事業所名 業種（大分類） 代表者名 所在地

1 本田技研工業株式会社熊本製作所 製造業 島添　正規 大津町

令和４年度（202２年度）プラチナブライト企業認定一覧（１社）


