
熊本県SDGs登録事業者（第2期）一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

アール・エコ株式会社 熊本市 製造業

アイ-ウッド株式会社 熊本市 建設業

社会医療法人愛育会　福田病院 熊本市 医療、福祉

株式会社アイエスティー 熊本市 建設業

株式会社アイエヌ 菊池市 製造業

株式会社愛機エンジニアリング 熊本市 製造業

アイ・ケイ・エス開発株式会社 熊本市 建設業

株式会社アイムズ 人吉市 複合サービス事業

アウテリアタイガー株式会社 熊本市 建設業

株式会社アウルクリエイティブ 熊本市 製造業

株式会社章レンタカー 球磨郡多良木町 不動産業、物品賃貸業

医療法人明和会 熊本市 医療、福祉

株式会社アクセス 熊本市 製造業

アサノ有明生コン株式会社 熊本市 製造業

味岡建設株式会社 球磨郡多良木町 建設業

味岡自動車株式会社 球磨郡錦町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社味岡マネジメントサービス 球磨郡多良木町 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社味万 菊池市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社アセット 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社アセットファンテック 熊本市 建設業

合名会社あそ路 阿蘇市 宿泊業、飲食サービス業

阿蘇製薬株式会社 菊池郡菊陽町 製造業

株式会社阿蘇ナチュラル・ジェイファーム 熊本市 製造業

阿蘇農業協同組合 阿蘇市 農業、林業

有限会社あだち 熊本市 金融業、保険業

株式会社adapt next 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

アデル・カーズ株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社アド・コム 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社アドシン 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社アドルーム 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

アビリティ株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社尼崎薬品 熊本市 卸売業、小売業

天草エネルギー株式会社 天草市 卸売業、小売業

1 / 18 ページ



熊本県SDGs登録事業者（第2期）一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

天草ケーブルネットワーク株式会社 天草市 情報通信業

天草光学株式会社 天草市 製造業

天草信用金庫 天草市 金融業、保険業

株式会社アマケンテック 天草市 建設業

株式会社鮎里ホテル　清流山水花あゆの里 人吉市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社荒尾電工 荒尾市 建設業

株式会社荒尾リサイクル 荒尾市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社荒木建設 菊池市 建設業

株式会社荒木重機 菊池市 建設業

株式会社有明楽器 熊本市 教育、学習支援業

い草工房みゆき株式会社 八代市 卸売業、小売業

株式会社生田工務店 菊池市 建設業

株式会社イケダプランニング 熊本市 建設業

諫山工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社イズミ　ゆめタウンあらお 荒尾市 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウンサンピアン 熊本市 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウンはません 熊本市 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウン光の森 菊池郡菊陽町 卸売業、小売業

株式会社イズミ　ゆめタウン八代 八代市 卸売業、小売業

株式会社出雲総業 八代市 生活関連サービス業、娯楽業

有限会社イタガキ 天草市 卸売業、小売業

一級建築士事務所AND　中村新五 熊本市 建設業

株式会社出田建築工房 上益城郡益城町 建設業

株式会社出田産業 熊本市 建設業

出田実業株式会社 熊本市 卸売業、小売業

社会医療法人稲穂会 天草郡苓北町 医療、福祉

株式会社井原商事 八代市 卸売業、小売業

有限会社芋生工務店 山鹿市 建設業

岩田建設株式会社 下益城郡美里町 建設業

株式会社インフォミックス 八代市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社ヴィジョン 熊本市 建設業

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社菊池事務所 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社合志事務所 合志市 サービス業（他に分類されないもの）
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ヴェオリア・ジェネッツ株式会社玉名事務所 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社人吉事務所 人吉市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社八代営業所 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社山鹿事務所 山鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社植木クレーン 熊本市 建設業

株式会社宇佐美・工業 熊本市 建設業

宇土市の旬を届ける実行協議会 宇土市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社雲仙建設 熊本市 建設業

株式会社榮起 熊本市 建設業

株式会社栄興 八代市 建設業

有限会社栄剛 天草市 卸売業、小売業

株式会社エイジス 八代市 金融業、保険業

株式会社H3 熊本市 卸売業、小売業

As・Rising株式会社 熊本市 建設業

エクリプスジャパン株式会社 山鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

SFT共同企業体 熊本市 建設業

江藤建設有限会社 阿蘇市 建設業

株式会社エバーフィールド 熊本市 建設業

株式会社海老の宮川 天草市 漁業

株式会社エフエム熊本 熊本市 情報通信業

M&Mプランニング株式会社 熊本市 金融業、保険業

株式会社AREA 熊本市 情報通信業

株式会社エレテック 熊本市 建設業

株式会社大阿蘇大津タクシー 菊池郡大津町 運輸業、郵便業

有限会社大賀商店 熊本市 運輸業、郵便業

オークラ製菓株式会社 熊本市 製造業

株式会社大津テック 菊池郡大津町 製造業

大津電子株式会社 菊池郡大津町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社大坪建設工業 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

株式会社オーファス 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社オカザキ 合志市 建設業

株式会社岡商店 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

医療法人おがた会 熊本市 医療、福祉

3 / 18 ページ



熊本県SDGs登録事業者（第2期）一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

株式会社オカムラ 宇城市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人小国町社会福祉協議会 阿蘇郡小国町 医療、福祉

株式会社小笹建設 八代市 建設業

有限会社OFFICEメセナ 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社オリジン観光 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 熊本市 医療、福祉

株式会社皆本建設 山鹿市 建設業

鹿央運輸有限会社 山鹿市 運輸業、郵便業

宗教法人覚法寺 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

春日電気株式会社 熊本市 建設業

かずマネジメントオフィス　植尾かずこ 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

葛城建設工業株式会社 熊本市 建設業

有限会社桂産業 熊本市 建設業

医療法人金澤会 熊本市 医療、福祉

株式会社金沢電気設備 熊本市 建設業

金子産業株式会社 天草市 建設業

株式会社カネマツ 天草郡苓北町 建設業

株式会社カネムラエコワークス 熊本市 製造業

上益城農業協同組合 上益城郡甲佐町 複合サービス事業

亀井通産株式会社 熊本市 卸売業、小売業

鹿本農業協同組合 山鹿市 農業、林業

株式会社河北本店 熊本市 卸売業、小売業

株式会社河﨑建興 宇城市 建設業

株式会社川崎建設 天草市 建設業

株式会社川﨑ホールディングス 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社河津測量設計 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社環境と開発 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

カンセイコンサルタント株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

神田工業株式会社 八代市 製造業

株式会社かんぽ生命保険熊本支店 熊本市 金融業、保険業

株式会社企業情報ネットワーク 熊本市 情報通信業

社会福祉法人菊愛会 菊池市 医療、福祉

株式会社技建日本 球磨郡五木村 建設業
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株式会社北川土木 合志市 建設業

北九州フィードワン販売株式会社 熊本市 卸売業、小売業

北里道路株式会社 阿蘇郡南小国町 建設業

木下兄弟株式会社 八代市 卸売業、小売業

株式会社木原食肉生業 上益城郡益城町 卸売業、小売業

学校法人君が淵学園　崇城大学 熊本市 教育、学習支援業

肌美和株式会社 上益城郡御船町 製造業

九機工業株式会社 熊本市 建設業

九州FG証券株式会社 熊本市 金融業、保険業

九州おぎはら産業株式会社 熊本市 製造業

株式会社九州開発エンジニヤリング 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

一般社団法人九州環境地域づくり 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

九州産交運輸株式会社 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社九州自然環境研究所 菊池郡菊陽町 学術研究、専門・技術サービス業

九州自動車産業開発株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

九州テクニカルメンテナンス株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

九州デジタルソリューションズ株式会社 熊本市 情報通信業

九州電設株式会社 熊本市 建設業

株式会社九州フィナンシャルグループ本社 熊本市 金融業、保険業

株式会社キューネット 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

共栄建設株式会社 天草市 建設業

共栄精密株式会社熊本支店 人吉市 製造業

株式会社協信総業 上益城郡山都町 建設業

株式会社共進電気 熊本市 建設業

行政書士恵法務事務所　吉野恵子 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

行政書士清水ヶ丘法務事務所 松岡和孝 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社清田産業 玉名郡玉東町 建設業

税理士法人近代経営 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社クキタ 水俣市 建設業

クギヤ印刷株式会社 八代市 製造業

株式会社グッドスタッフ 菊池郡大津町 複合サービス事業

株式会社クマケン 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

球磨地域農業協同組合 球磨郡錦町 複合サービス事業
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くま中央森林組合 人吉市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社熊電施設 熊本市 建設業

株式会社熊日広告社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社熊防メタル 熊本市 製造業

株式会社熊本アグリシステム 熊本市 情報通信業

熊本朝日放送株式会社 熊本市 情報通信業

熊本いいくに県民発電所株式会社 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

熊本管財株式会社 熊本市 不動産業、物品賃貸業

熊本県果実農業協同組合連合会 熊本市 複合サービス事業

公益財団法人熊本県環境整備事業団 玉名郡南関町 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県経済農業協同組合連合会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県厚生農業協同組合連合会 熊本市 医療、福祉

一般社団法人熊本県サッカー協会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県私立中学高等学校協会 熊本市 教育、学習支援業

熊本建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社熊本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

一般社団法人熊本県建物環境改善協会 熊本市 建設業

熊本県農業共済組合 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県農業協同組合中央会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県農業信用基金協会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本県弁護士会 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社熊本県民テレビ 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木材協会連合会 熊本市 農業、林業

熊本県酪農業協同組合連合会 熊本市 製造業

公益財団法人熊本県立劇場 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本国際空港株式会社 上益城郡益城町 サービス業（他に分類されないもの）

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

熊本地所株式会社 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社熊本シティエフエム 熊本市 情報通信業

一般財団法人熊本市文化スポーツ財団 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

くまもと新世紀株式会社　ホテル日航熊本 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

熊本ダイハツ販売株式会社 熊本市 卸売業、小売業

公益財団法人くまもと地下水財団 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

6 / 18 ページ



熊本県SDGs登録事業者（第2期）一覧 （五十音順）

事業者名 所在地 業種

株式会社くまもとDMC 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本日産自動車株式会社 熊本市 卸売業、小売業

熊本ファミリーライフサービス株式会社 熊本市 金融業、保険業

株式会社熊本不動産ネット 熊本市 不動産業、物品賃貸業

社会福祉法人くまもと芳寿会　特別養護老人ホーム琴平本町 熊本市 医療、福祉

株式会社熊本ホテルキャッスル 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社熊本マーケティング研究所 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社熊本メスキュード 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

熊本利水工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社熊本リビング新聞社 熊本市 情報通信業

公益財団法人熊本YMCA 熊本市 教育、学習支援業

球磨酪農農業協同組合 球磨郡相良村 農業、林業

グリーンコープ生活協同組合くまもと 熊本市 卸売業、小売業

有限会社クリンケア産業 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社クレッシェンド 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社グロース 菊池郡大津町 金融業、保険業

黒川温泉観光旅館協同組合 阿蘇郡南小国町 宿泊業、飲食サービス業

株式会社桑原雷声堂 熊本市 卸売業、小売業

ケアパーク株式会社 八代市 医療、福祉

株式会社KIS 熊本市 情報通信業

株式会社恵マネジメント 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社KDS菊池自動車学校 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社KDS熊本ドライビングスクール 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社健康家族熊本支社 熊本市 卸売業、小売業

医療法人社団健成会 人吉市 医療、福祉

株式会社建設プロジェクトセンター 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社工芸社・ハヤタ 山鹿市 建設業

合志技研工業株式会社 合志市 製造業

有限会社幸明開発 熊本市 建設業

株式会社小竹組 熊本市 建設業

Connected Sports Club　本田雅実通 阿蘇市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社小林電工 八代市 建設業

株式会社コミュニケーション・ワークス 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業
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株式会社古屋産業 阿蘇市 卸売業、小売業

司法書士法人小屋松事務所 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

五領建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社佐伯建設熊本支店 熊本市 建設業

有限会社彩匠 熊本市 卸売業、小売業

株式会社坂井幸吉商店 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

サカタアグリビジネス株式会社 玉名市 卸売業、小売業

株式会社坂本建設 上益城郡山都町 建設業

医療法人桜十字　桜十字病院 熊本市 医療、福祉

The 3rd Spoon　橋本樹一 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

佐多石油株式会社 熊本市 卸売業、小売業

佐藤企業株式会社 熊本市 建設業

株式会社佐藤建設 阿蘇市 建設業

株式会社佐藤林業 熊本市 製造業

有限会社サン・ハート 熊本市 金融業、保険業

三愛建設工業株式会社 熊本市 建設業

山王株式会社 熊本市 建設業

サン企画工業株式会社 宇城市 建設業

三共コンサルタント株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

三光クボタ建機株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

三州建設株式会社 熊本市 建設業

三都テクノス株式会社 熊本市 建設業

株式会社サン・ファーム 熊本市 農業、林業

サンロード株式会社 球磨郡錦町 卸売業、小売業

三和建設株式会社 菊池市 建設業

株式会社C&A 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社GSコーポレーション 阿蘇市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社C・L・S 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

JNC株式会社水俣製造所 水俣市 製造業

社会福祉法人慈光会　特別養護老人ホームひろやす荘 上益城郡益城町 医療、福祉

株式会社SYSKENテクノ 熊本市 建設業

株式会社システムビート 熊本市 情報通信業

島石油株式会社 八代市 卸売業、小売業
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清水電気工業株式会社 熊本市 建設業

社会保険労務士荻生労務研究所　荻生清高 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

蛇の目ブロック株式会社 熊本市 製造業

株式会社ジャムコン 熊本市 卸売業、小売業

株式会社十五建設 熊本市 建設業

株式会社シュテルン熊本 熊本市 卸売業、小売業

社会医療法人寿量会 熊本市 医療、福祉

昌栄建設株式会社 菊池市 建設業

株式会社松栄パナホーム熊本 熊本市 建設業

学校法人尚絅学園 熊本市 教育、学習支援業

株式会社常笑ファーム 球磨郡湯前町 農業、林業

株式会社昭電社 熊本市 建設業

株式会社城野印刷所 上益城郡益城町 製造業

社会福祉法人松風会明星保育園 熊本市 教育、学習支援業

昭和建設工業株式会社 天草市 建設業

昭和工業株式会社 八代市 建設業

新鋼商事有限会社 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社新星 熊本市 建設業

医療法人伸生紀 熊本市 医療、福祉

株式会社新西土木 熊本市 建設業

株式会社新日本エネルギー開発
球磨郡あさぎり
町

農業、林業

株式会社シンパクト 熊本市 医療、福祉

信和建設株式会社 玉名郡長洲町 建設業

有限会社親和商事　郷土料理青柳 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社水輝 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

末広建設株式会社 玉名市 建設業

株式会社杉田建設 阿蘇市 建設業

株式会社杉本建設 熊本市 建設業

杉山建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社砂川建設 宇城市 建設業

株式会社スプラウト 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社すまい工房 熊本市 建設業

住商産業株式会社 熊本市 建設業
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住友生命保険相互会社熊本支社 熊本市 金融業、保険業

特定非営利活動法人生活と教育 上益城郡御船町 教育、学習支援業

株式会社清新堂 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

医療法人社団誠療会　成尾整形外科病院 熊本市 医療、福祉

株式会社瀬川製茶 菊池郡大津町 農業、林業

株式会社セレモール熊本 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

全国共済農業協同組合連合会熊本県本部 熊本市 金融業、保険業

特定非営利活動法人創源 菊池市 医療、福祉

綜合企画株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社総合内装業TANAKA 熊本市 建設業

株式会社総合プラント 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

宗辰汽船株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社総美 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社第一エンジニアリング 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社第一コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

大海建設株式会社 熊本市 建設業

有限会社大輝不動産 菊池郡菊陽町 不動産業、物品賃貸業

大共電通ネットワークス株式会社 熊本市 建設業

ダイキンエアテクノ株式会社九州支店熊本営業所 熊本市 建設業

ダイキンHVACソリューション九州株式会社熊本支店 熊本市 卸売業、小売業

大五建設有限会社 上益城郡嘉島町 建設業

株式会社大昭建設 玉名郡和水町 建設業

株式会社大進コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

大仁産業株式会社 阿蘇郡南小国町 建設業

大政建設株式会社 熊本市 建設業

大道エンジニアリング株式会社熊本営業所 熊本市 卸売業、小売業

大東商事株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

タイヘイテクノス株式会社 熊本市 建設業

株式会社ダイユー 荒尾市 建設業

太陽開発株式会社 八代市 建設業

有限会社大洋企業 熊本市 建設業

株式会社平工業 熊本市 建設業

大和リース株式会社熊本支店 熊本市 建設業
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株式会社髙岡建設 玉名郡和水町 建設業

TAKASUGI株式会社熊本本社 熊本市 建設業

株式会社高田産業 菊池郡菊陽町 建設業

社会医療法人社団高野会 熊本市 医療、福祉

株式会社髙野組 八代市 建設業

株式会社髙野クレーン工業 八代市 不動産業、物品賃貸業

有限会社髙野商会 阿蘇郡小国町 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社髙橋建設 宇城市 建設業

有限会社髙見商店 八代市 製造業

株式会社髙村建設 上益城郡嘉島町 建設業

株式会社宝建設 熊本市 建設業

宝興業株式会社 熊本市 不動産業、物品賃貸業

武末建設株式会社 熊本市 建設業

株式会社タケモト 熊本市 卸売業、小売業

株式会社田中建設 熊本市 建設業

株式会社玉設 玉名市 電気・ガス・熱供給・水道業

学校法人玉名学園　専修大学玉名高等学校 玉名市 教育、学習支援業

有限会社玉名北部環境 玉名郡南関町 生活関連サービス業、娯楽業

多良木町森林組合 球磨郡多良木町 農業、林業

地想株式会社 熊本市 建設業

株式会社地の塩社 山鹿市 製造業

特定非営利活動法人チャイルドサポートきくち　児童発達支援事業所COCHIプ
ラス

菊池郡菊陽町 医療、福祉

株式会社中央精機 熊本市 卸売業、小売業

株式会社中央設備 球磨郡山江村 建設業

株式会社通信館 八代市 卸売業、小売業

株式会社津川建設 下益城郡美里町 建設業

株式会社辻󠄀組 合志市 建設業

株式会社津田 八代市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社土田不動産 熊本市 不動産業、物品賃貸業

つぼみ瓦工業合資会社 熊本市 建設業

T・Sトレーディング株式会社 熊本市 卸売業、小売業

ディ.エス.大進工業株式会社 熊本市 建設業

株式会社ＴＫＵヒューマン 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）
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有限会社手野運送店 天草市 運輸業、郵便業

社会福祉法人天水福祉事業会 玉名市 医療、福祉

株式会社電盛社 熊本市 建設業

株式会社電流 熊本市 卸売業、小売業

株式会社土井組 八代市 建設業

トイメディカル株式会社 上益城郡御船町 製造業

株式会社ドゥ．ヨネザワ 熊本市 複合サービス事業

東京海上日動火災保険株式会社熊本支店 熊本市 金融業、保険業

医療法人社団同心会 人吉市 医療、福祉

株式会社ドゥプロジェクト 熊本市 建設業

東洋工業株式会社 熊本市 建設業

東和測量設計株式会社 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社トータルイノベーション 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

有限会社トータルライフケア 熊本市 医療、福祉

株式会社トーヨー物流 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社德永工務店 玉名市 建設業

トヨタモビリティパーツ株式会社熊本支社 上益城郡嘉島町 卸売業、小売業

ナウス株式会社 宇土市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ナガイエ 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社永井製作所 宇城市 製造業

株式会社中内土木 宇城市 建設業

株式会社中川組 玉名市 建設業

有限会社中川産業 熊本市 農業、林業

長浜運輸株式会社 宇土市 運輸業、郵便業

株式会社中村建設 天草市 建設業

株式会社中山建設 八代市 建設業

一般社団法人七草会 人吉市 医療、福祉

成松建設株式会社 球磨郡多良木町 建設業

株式会社南星 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社南陽建設 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

株式会社肉の大塚 熊本市 卸売業、小売業

株式会社西川印刷 熊本市 製造業

西建株式会社 八代市 建設業
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株式会社西村建設 下益城郡美里町 建設業

株式会社西山電設 上天草市 建設業

日産プリンス熊本販売株式会社 熊本市 卸売業、小売業

日章工業株式会社 熊本市 建設業

日本エフ・アール・ピー株式会社 宇土市 製造業

株式会社日本水工コンサルタント西部支店 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社日本ビル管理 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社日本リモナイト 阿蘇市 鉱業、採石業、砂利採取業

株式会社野上電設 天草市 建設業

有限会社野田家具花ゆら 菊池郡菊陽町 卸売業、小売業

株式会社バイオスジャパン 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

ハイコムポスティング株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

ハイコムモバイル株式会社 菊池郡菊陽町 卸売業、小売業

ハウスギャラリー有限会社 熊本市 不動産業、物品賃貸業

ハウスサポーターズ　上田拓也 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社迫産業運輸 菊池市 運輸業、郵便業

有限会社橋口工務店 天草市 建設業

有限会社橋本建設 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

ハタノ綜合印刷株式会社 上益城郡嘉島町 製造業

株式会社HAC 人吉市 複合サービス事業

一般社団法人HANAKUMA 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社HANAKO 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社馬場商店 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社Hub.craft 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社Hunk 熊本市 建設業

特定非営利活動法人ぱんぷきん 熊本市 医療、福祉

東設備工業株式会社 八代市 建設業

肥銀オフィスビジネス株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

肥銀カード株式会社 熊本市 金融業、保険業

肥銀キャピタル株式会社 熊本市 金融業、保険業

肥銀ビジネス教育株式会社 熊本市 教育、学習支援業

肥銀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）

肥銀リース株式会社 熊本市 不動産業、物品賃貸業
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肥後技研株式会社 熊本市 建設業

株式会社肥後建設社 阿蘇郡小国町 建設業

肥後商事株式会社 八代市 卸売業、小売業

肥後商事株式会社 熊本市 金融業、保険業

公益財団法人肥後の水とみどりの愛護基金 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ビッグバイオ 宇城市 製造業

人吉アサノ電機株式会社 人吉市 製造業

有限会社人吉急便 人吉市 運輸業、郵便業

有限会社日野環境 菊池郡大津町 サービス業（他に分類されないもの）

日野総合管理株式会社 菊池郡大津町 サービス業（他に分類されないもの）

ヒノマル株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ヒマリホーム 熊本市 建設業

有限会社ひまわり亭 人吉市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社百花園 合志市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ビューティ花壇 熊本市 卸売業、小売業

平田機工株式会社 熊本市 製造業

株式会社平田建設 宇土市 建設業

医療法人社団紘会 熊本市 医療、福祉

株式会社First 熊本市 金融業、保険業

有限会社福本産業開発 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

フクワ物流株式会社 上益城郡益城町 運輸業、郵便業

株式会社藤井産業 葦北郡芦北町 建設業

株式会社藤興機 八代市 製造業

富士通Japan株式会社熊本支社 熊本市 情報通信業

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社熊本支社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社藤本建設工業 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

ブタノトリコ・まる　清水純子 熊本市 製造業

株式会社双葉 熊本市 卸売業、小売業

フタバ九州株式会社 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

双和食品工業株式会社 熊本市 製造業

不動産のウラタ株式会社 人吉市 不動産業、物品賃貸業

株式会社古城建設 山鹿市 建設業

弁護士法人ふるた法律事務所 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業
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ブレッシングフェバー株式会社 熊本市 製造業

有限会社プログレ 下益城郡美里町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ホーリーレンタリース 玉名市 複合サービス事業

株式会社保健支援センター 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社保険セブン 天草市 金融業、保険業

一般財団法人保健福祉振興財団 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

ホシサン株式会社 熊本市 製造業

医療法人堀尾会 熊本市 医療、福祉

株式会社堀口自動車 玉名市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社堀場エステック阿蘇工場 阿蘇郡西原村 製造業

株式会社本田商事 八代市 建設業

株式会社ボン・ライフ 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社マークス 熊本市 製造業

前川建設株式会社 天草郡苓北町 建設業

株式会社前田産業 熊本市 建設業

益城町商工会女性部 上益城郡益城町 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社益崎塗装店 天草市 建設業

特定非営利活動法人まちくらネットワーク熊本 熊本市 医療、福祉

株式会社マツオHDC 上益城郡益城町 サービス業（他に分類されないもの）

松尾自動車工業株式会社 上益城郡益城町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社マツカワ物流 玉名郡和水町 運輸業、郵便業

松木運輸株式会社 八代市 運輸業、郵便業

MACコンサルティング株式会社 水俣市 金融業、保険業

株式会社松島建設 八代市 建設業

有限会社松島タクシー 上天草市 運輸業、郵便業

松本建設株式会社 熊本市 建設業

松本建設株式会社 玉名市 建設業

丸木水産漁業株式会社 天草市 製造業

丸昭建設株式会社 人吉市 建設業

株式会社マルソー 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社丸立 阿蘇郡南阿蘇村 建設業

株式会社丸美屋 玉名郡和水町 製造業

株式会社三笠クリエイト 熊本市 金融業、保険業
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水谷建設株式会社 八代市 建設業

三角海運株式会社 熊本市 運輸業、郵便業

株式会社ミズモト 宇土市 建設業

社会福祉法人三岳福祉会　山鹿西保育園 山鹿市 医療、福祉

三井住友海上あいおい生命保険株式会社熊本生保支社 熊本市 金融業、保険業

株式会社三井住友銀行熊本法人営業部 熊本市 金融業、保険業

三井住友ファイナンス＆リース株式会社熊本営業部 熊本市 金融業、保険業

株式会社三菱UFJ銀行熊本支店 熊本市 金融業、保険業

株式会社ミトマ 阿蘇郡小国町 建設業

株式会社ミナシア　ホテルウィングインターナショナル熊本八代 八代市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社ミナシア　ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本 熊本市 宿泊業、飲食サービス業

一般社団法人みなすまいる 水俣市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人水俣市社会福祉事業団　障害福祉サービス事業所わくワークみな
また

水俣市 医療、福祉

南九州エンジニアリングサービス株式会社 熊本市 建設業

南九州コンクリート株式会社 八代市 製造業

株式会社南建設 熊本市 建設業

宮川設備工業有限会社 熊本市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社宮﨑工業 八代市 建設業

宮田建設株式会社 上益城郡山都町 建設業

宮原建設株式会社 人吉市 建設業

株式会社三善建設 熊本市 建設業

株式会社ミリバ 熊本市 複合サービス事業

株式会社ムラカミ不動産 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社村田建設 熊本市 建設業

株式会社明興建設 熊本市 建設業

社会福祉法人明徳会 熊本市 医療、福祉

株式会社明宝 下益城郡美里町 建設業

株式会社モアコンセプト 熊本市 情報通信業

有限会社モーモー 水俣市 卸売業、小売業

株式会社モトーレンフロイデ 熊本市 卸売業、小売業

株式会社森工業 阿蘇市 建設業

株式会社安武建設工業 菊池市 建設業

株式会社八千代コンサルタント 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業
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八代地域農業協同組合 八代市 農業、林業

矢部開発株式会社 上益城郡山都町 建設業

株式会社山内本店 菊池郡菊陽町 製造業

山口建設株式会社 八代市 建設業

株式会社山口工務店 熊本市 建設業

株式会社山口電設 熊本市 建設業

株式会社山崎企業 阿蘇市 建設業

有限会社山田土木 上益城郡嘉島町 建設業

株式会社山本産業 熊本市 建設業

株式会社熊阿建設工業 阿蘇市 建設業

ユー・エス・ビー株式会社 熊本市 情報通信業

医療法人祐基会 熊本市 医療、福祉

雄健工業株式会社 玉名郡長洲町 建設業

有限会社ゆうしん 熊本市 医療、福祉

有限会社熊西開発 熊本市 建設業

熊青西九州青果株式会社 熊本市 卸売業、小売業

有限会社熊池建設 熊本市 建設業

株式会社ゆうプランニング 熊本市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社ユーホーム 熊本市 建設業

株式会社友和会 熊本市 金融業、保険業

株式会社雄和海運 上天草市 運輸業、郵便業

株式会社幸保工務店 熊本市 建設業

株式会社吉田企業 宇城市 建設業

株式会社ヨネザワ 熊本市 卸売業、小売業

米善機工株式会社 熊本市 卸売業、小売業

株式会社ライズナー 熊本市 情報通信業

株式会社ライフウェル 熊本市 医療、福祉

有限会社ライフケア 玉名市 医療、福祉

株式会社ラディカ 熊本市 医療、福祉

株式会社ランズライフ 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社リホーム熊本 熊本市 建設業

株式会社竜之介 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

リラクゼーションサロンafloat　福田佳名子 熊本市 生活関連サービス業、娯楽業
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社会福祉法人黎明福祉会 宇城市 医療、福祉

有限会社六嘉企業 上益城郡嘉島町 建設業

株式会社ろのわ 菊池市 農業、林業

株式会社ロフトコーポレーション 熊本市 不動産業、物品賃貸業

株式会社ワーカーパレス天草 天草市 サービス業（他に分類されないもの）

YK熊本株式会社 玉名郡長洲町 製造業

和久田建設株式会社 八代市 建設業

株式会社ワタナベ 上益城郡甲佐町 不動産業、物品賃貸業

計569事業者
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