
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 ㈱ＡＬＬ　(ｵｰﾙ)
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区博多駅前3-
16-10

2 ㈱R.E.D建築設計事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市早良区祖原14-7-402

3 ㈱RIS　(ﾘｽ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市博多区竹丘町1-5-31

4
合同会社GLORYcompany
(ｸﾞﾛｰﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大宮1-1-26-
307

5 フラワーショップ花里 卸売・小売業 福岡県 福岡市西区野方1-16-1

6 フューチャーネット㈱ 情報通信業 福岡県
福岡市中央区渡辺通1-11-
11　HKﾋﾞﾙ5F

7
行政書士博多総合法務事務
所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前2-
10-12-206

8 ㈱九州電化 製造業 福岡県 福岡市東区社領3-4-8

9 リーディングエッジ㈱ 情報通信業 福岡県
福岡市中央区大名2-11-13
古河大名ﾋﾞﾙ7F

10 ㈱日本消防機材商会
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市東区名島2-20-11 http://www.nihon-shobokizai.jp/

11 ㈲デザイン見聞録 建設業 福岡県
福岡市南区長丘5-24-22-
101

12 くぼた社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市東区香椎浜2-6-3-
205

13 合同会社　Sowing　Seeds 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅南1-
10-18-301

14 江藤俊平税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区舞鶴1-9-3-
1108

15 酒呑横丁　てし 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市早良区西新5-4-4-1F

16 ㈱あすか 医療、福祉 福岡県
福岡市城南区友丘1-1-10-
102

17 カラーズ　クレヨン
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市花畑3-4-1

18 ㈱ネオ倶楽部
教育、学習支援
業

福岡県
福岡市博多区中洲5-6-24
第6ｶﾞｰﾃﾞﾝ5F

19 ジャブアップ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市中央区天神5-10-1
NYBFﾋﾞﾙ201

http://www.jabup.com

20
美容室　Owl　hair　(ｵｳﾙﾍ
ﾔｰ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-2-13-
2F

21 ㈱ネットジャパン 情報通信業 福岡県 福岡市中央区大名1-15-33

22
Tomorrow hair (ﾄｩﾓﾛｰ ﾍ
ｱｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市早良区曙1-13-30 http://online.schwarzkopf-professional.jp/salon/detail/344979995561819/

23 pupu㈱ (ぷぷ) 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区舞鶴1-9-3 朝
日ﾌﾟﾗｻﾞ天神1204号室

http://pupustore.com/

24 hal+ (ﾊﾙﾌﾟﾗｽ)　左近 春香
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区今泉1-2-20
天神ﾌﾟﾚｲｽ1106号

http://halplus.jp/

25 ㈲笑顔 医療、福祉 福岡県 糸島市前原1026-6

26 ㈲アズ企画 卸売・小売業 福岡県
福岡市博多区上川端町4-
226

http://canalcity.co.jp/shop/detail/51

平成２８年３月３１日現在

※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。

「ジョブ・カード普及サポーター企業」全国ブロック別一覧

九州・沖縄ブロック（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）



27 ㈲イマージュ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
糟屋郡志免町志免中央4-4-
21

http://www.image-f.jp/recruit/index.html

28 ㈱キューエイ 建設業 福岡県
福岡県筑紫野市天拝坂1-9-
1

29 ㈱ボルテック 卸売・小売業 福岡県
福岡県筑紫野市天拝坂1-9-
1

http://0120201194.com/

30 ㈲サポート 医療、福祉 福岡県
福岡市中央区薬院1-15-23-
601

http://www.support-group.co.jp/

31 ㈱日新 建設業 福岡県 太宰府市長浦台2-16-1 http://www.r-nissin.co.jp/

32 hair salon NATURA (ﾅﾁｭﾗ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 粕屋郡志免町田富3-1-3

33
沖縄料理 SIKINA　豊島 寛
忠

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-
16-10 B1

34 福島経営労務事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 久留米市花畑２丁目５－１ http://fkc.jp.net

35 梅崎社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 大川市一木１２８０－５ http://umezaki-office.com/

36
玉田社会保険労務士・ＦＰ
事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市野中町２８８－１
１

37
㈱トータルオフィス・タナ
カ

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡県久留米市東町５－１
３　ミチパールビル３０２

http://www.of-tanaka.com

38 末吉籃胎漆器製作所 製造業 福岡県
久留米市原古賀町２９－１
３

http://sueyoshirantai.nomaki.jp

39 ㈲久留米映像
専門・技術サー
ビス業

福岡県 久留米市梅満町５６３ http://kev.jp/

40
メディカルネットサービス
ＫＮ（株）

医療・福祉 福岡県 小倉北区堺町1-2-16-6F http://mns-groop.co.jp

41 レリーフ合同会社 学童保育 福岡県 門司区東新町1-9-21 www.relief-llc.com/xue_tongkurabusudachi/Top.html

42
（株）ネオコミニュケー
ションズ

ＩＴ関連販売 福岡県 小倉北区浅野2-7-22 -

43 さくら整骨院 療術業 福岡県 小倉南区守恒本町2-2-18 http://www.sakuraseikotsuin.info/

44
（有）アーティストボック
ス・エム

美容業 福岡県 小倉南区富士見1-3-11 1F http://www.artistbox-m.co.jp/

45 （有）久留主溶接工業 管工事業 福岡県 戸畑区牧山1丁目10-11 -

46
(有)ワールドピースイー
ジィー

美容業 福岡県 小倉北区下到津4-14-5 http://w-p-e.net/concept/index.html

47 ㈱ワン・オフ
インテリア設計
施工

福岡県 小倉北区足原１－１３－２ http://www.oneoff.co.jp/

48 （有）ジーブレーン
LED、太陽光発電シ
ステム、造園工事

福岡県 北九州市若松区山手町3-2 http://g-brain.info/

49 （株）タイズ
情報処理・提供
サービス業

福岡県 小倉北区浅野3-8-1 http://www.ties.jp/

50 三扇工業㈱
鉄道車両用品製作
およびメンテナン
ス

福岡県
北九州市小倉北区東港1-5-
5

http://mitsuohgi.co.jp/2635/index.html

51 DRcompany 美容業 福岡県
北九州市小倉北区鍛治町2-
1-10-503

http://www.shigotobot.com/company/346488

52 ヘアーサロン　アゴーグ 美容業 福岡県
北九州市八幡西区黒埼2-8-
11

http://www.hair-salon-agog.com/

53 ㈱クィーンボアーズ 飲食業 福岡県 遠賀郡遠賀町広渡1189-1 http://www.queenboise.com/

54 北九州商店㈱
リサイクル
ショップ店

福岡県
北九州市八幡西区野面751-
1

http://www.r-trade.jp/

55 (有)さくら工業 土木建設業 福岡県
北九州市八幡西区上香月4-
6-18

56 医療法人　将和会 歯科医院 福岡県
北九州市小倉南区徳吉東5-
19-11

https://www.webqua.jp/clinic/detail-keisai-id9859.html

57 日本電話センター㈱ 電気通信業 福岡県
北九州市八幡西区白岩町
16-16

http://nippon-denwa.co.jp/

58 セレーノ（株） 美容業 福岡県
北九州市小倉北区鍛治町1-
9-5

59 アナザームーン 美容業 福岡県
北九州市八幡西区割子川2-
2-13

http://blogs.yahoo.co.jp/wizard_another_moon

60 エヌティサービス（株）
情報処理・提供
サービス業

福岡県 小倉北区浅野2-8-4 http://nt-service.net/company.html



61 （株）ニットー
通販・受注コー
ルセンター業

福岡県 小倉南区東水町4-29 http://nttbj.itp.ne.jp/0939516249/index.html

62 （株）宝進 保険媒介代理業 福岡県
小倉南区田原新町2-5-1-
106

http://www.hooshin.com/

63 （学）国際学園 専門学校 福岡県 小倉北区片野3-5-16

64 （有）BOND
広告業（商業デ
ザイン）

福岡県 小倉北区西港町122-10 http://www.f-bond.co.jp/

65 （株）ヴィンテージ ソフトウェア業 福岡県 小倉北区浅野3-8-1 http://ｗｗｗ.vintage.ne.jp

66 フランス菓子 マシェリ
菓子の製造・販
売

福岡県 小倉北区朝日ケ丘3-30 http://macherie.org/

67 守恒デンタル 歯科技工 福岡県 小倉南区横代北町5-24-5

68
（有）インテリジェント
パーク

ＷＥＢサイトコ
ンサル＆製作

福岡県 小倉北区片野2-16-15-201 http://www.int-park.jp

69 （株）ＩＱ 整骨院 福岡県 小倉南区中曽根東3-6-6 http://usagi.amsstudio.jp/

70 ＮＯＫエラストマー(株) 製造業 福岡県 嘉麻市大隈町１６５１番地 ngn325＠nok.co.jp

71 株式会社　ＺＥＲＯ式
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市厳木町本山317-1 http://web.people-i.ne.jp/~karakawa/

72 株式会社　佐賀ＩＤＣ 情報通信業 佐賀県 佐賀市中の小路5番5号 http://www.sagaidc.co.jp/

73 株式会社　弘英館
教育、学習支援
業

佐賀県
杵島郡江北町大字山口1796
番地1

http://www.koeikan.jp/

74 株式会社　コガヤ 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市西田代2-5-12 http://kogaya.net/

75
ＲＥＡＬ ＨＥＡＤ（りあ
るへっど）*

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
鳥栖市弥生が丘1－28　ネ
オハイム105

http://kirari.njonline.jp/shop_vew/254?tab=2

76
ＣＯＮＦＥＴＴＩ（こん
ふぇってい）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市駅前中央2-3-3 http://abc-store.xsrv.jp/pc/hot/hair/13404.html

77
株式会社 STSエンタープラ
イズ

情報通信業 佐賀県
佐賀市本庄町大字袋286番
地5ｻｶﾞﾝｽｸｴｱﾋﾞﾙ2F

http://www.sts-ep.sagatv.gr.jp/

78 居酒屋　勝
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 佐賀市中の小路3番3号

79 ＶｉVier（びびぇ）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 小城市小城町池上2781

80
美遊感 Ｃｏｍ ｂｒｉｌｌ
ｉｎｔ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市大財1丁目5-59-3 http://www.saga-be.com/search/salon_detail.php?salon_id=brilliant

81 株式会社　みやざき整骨院 医療・福祉 佐賀県 佐賀市兵庫北3丁目7番11号 http://www.miyazaki-seikotsuin.com/

82 有限会社　エバーグリーン 卸売業、小売業 佐賀県
武雄市山内町三間坂甲
14710

83
ＥＲＦＯＬＧ（エアー
フォールグ）

情報通信業 佐賀県
佐賀市神野西3-15-25（ｻｰ
ﾊﾟｽ神野第2-401）

http://erfolg-japan.com/

84 昭和興産　有限会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
伊万里市東山代町長浜1672
番地1

85 九州産業　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
伊万里市東山代町長浜36番
地

86
ミライアルキュービ　株式
会社

建設業 佐賀県
武雄市東川登町大字永野
4232番地

87 株式会社 ユーテック 製造業 佐賀県
藤津郡太良町大字糸岐1661
番地

88 篠英陶磁器　株式会社 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町上幸平１丁
目４番３号

http://www.shinoei.com

89 山浦義行税理士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県 伊万里市立花町2404番地50 http://yamaura.tkcnf.com

90 株式会社　植松建設 建設業 佐賀県 鹿島市大字高津原3541-1 http://www.uematsu-k.jp

91 堤電気　株式会社 建設業 佐賀県 伊万里市立花町2401番地1

92 株式会社　宝山工業 製造業 佐賀県
伊万里市黒川町小黒川1049
番地3

http://houzan.jimdo.com

93 福祉サービスこころ(株) 医療・福祉 佐賀県 鹿島市大字納富分4488番地 http://fukushi-kokoro.com

94
特定非営利活動法人　たら
ふく館

卸売業、小売業 佐賀県
藤津郡太良町大字伊福甲
3488番地2

95 株式会社 マツバヤシ 製造業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字岩屋川内
甲410番地1

96
ＰｉＥＣＥ　ＣＯＭＰＡＮ
Ｙ

情報通信業 佐賀県 鹿島市大字高津原3246-2 http://piececompany.sub.jp



97 aran(アラン)
生活関連サービ
ス業､娯楽業

長崎県 長崎市中園町10-3-502

98 ㈱三丹 製造業 長崎県
西彼杵郡時津町日並郷268-
1

99 ㈱リンク
サービス業(他に分
類されないもの)

長崎県 長崎市興善町4-1-7F http://link-co.jp

100 (有)味の左門 卸売業､小売業 長崎県 長崎市戸町2-7-11
101 日本紙器㈱ 製造業 長崎県 西彼杵郡時津町日並郷2233 http:/ / www.nihonsiki.co.ip

102 ㈱高松設計コンサルタント
学術研究､専門･
技術サービス業

長崎県 長崎市川平町392-4 http://tsc-nagasaki.co.ip

103 波多野寛会計事務所
学術研究､専門･
技術サービス業

長崎県 長崎市大井手町55

104 ㈱内田精工 製造業 長崎県 長崎市西海町2156

105 いな整骨院
サービス業(他に分
類されないもの)

長崎県
西彼杵郡時津町浜田郷303-
9-101号

106 (合)K-RASH(ケーラツシュ)
宿泊業.飲食サー
ビス業

長崎県
東彼杵郡川棚町小音琴郷
426

107 ㈱本多商会
サービス業(他に分
類されないもの)

長崎県 島原市大手原町甲2124-2

108 ㈱小川屋 製造業 長崎県 島原市前浜町乙89番地
109 (有)永田板金工業所 建設業 長崎県 長崎市城栄町4番16号

110 ㈱ヒューマンウェイブ 情報通信業 長崎県
諫早市久山町1292-1野々村
ビル1F

　

111 ㈱大地のいのち 農業･林業 長崎県 西海市西彼町下岳郷977 http://www.sunbiotic.com

112 農事組合法人ベジテール 農業･林業 長崎県 五島市富江町岳1725

113
(有)グループホームファミ
リーハウス

医療･福祉 長崎県 五島市吉田町3100番地1

114 (有)エイブル 建設業 長崎県 長崎市かき道2丁目43-2

115
(有)トウライフマネジメン
ト

金融業､保険業 長崎県
長崎市出来大工町46M'tア
レンジビル1 F

http://www.tolife-m.jp

116 (有)上田宝飾時計店 卸売業､小売業 長崎県 島原市上の町908
117 ㈱メディアボックス 情報通信業 長崎県 島原市前浜町丙2番地1

118 (有)吉松クリーン商事
サービス業(他に分
類されないもの)

長崎県 長崎市西北町18番地13

119 ㈱大浦水道土木 建設業 長崎県 対馬市上対馬町古里440-2
120 ㈱吉川組 建設業 長崎県 島原市中町803-1

121 (有)ワイエヌコンサル
不動産業､物品賃
貸業

長崎県 島原市上の町925番地 http://vnconsul.com

122 (有)森下情報システム 情報通信業 長崎県 長崎市京泊3丁目32-10
123 (有)森酒造場 製造業 長崎県 平戸市新町31-1 http:/ / www.mori-shuzou.jp/

124 一般社団法人コネクト 医療･福祉 長崎県 諫早市小川町1259-1

125 （株）ＳＳマーケット
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区上京塚
４－８

http://www.eco-market.jp/

126 シュガージー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上１
－３７－１６

127 （有）優愛の手癒し館
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県玉名郡和水町原口５
３

128 （有）前田プロパン商会
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県葦北郡芦北町湯浦２
４２－２

129 （株）ｍａｍｉｒｅｅ
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市南区田井島２
－３－１　１Ｆ

http://www.mamiree.net

130 （株）ツカサ創研
複合サービス事
業

熊本県
熊本県上益城郡嘉島町上仲
間２２７－１２

http://www.tsukasa-soken.co.jp

131 （株）ＩＰＵＰ 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市西区春日１－
１４－２　春日ヒルズ１Ｆ

http://ims.jp

132 （株）荒木建設 建設業 熊本県
熊本県菊池市木柑子１４２
７

133 （株）ゼログラフィックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区鍛冶屋
町８

http://xerographix.co.jp

134 光陽印刷（株） 製造業 熊本県
熊本県熊本市東区画図町重
富５６７－４

135 （有）竹田産業 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区沼山津１
－１５－２３



136
Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｈａｉｒ
Ｓｔｕｄｉｏ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区月出２－
４－３３

137 （株）ＩＭＳ 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市西区春日１－
１４－２　春日ヒルズ１Ｆ

http://ims.jp

138 洋菓子マンダリーヌ 卸売・小売業 大分県 大分市森

139 ディック学園
教育・学習支援
業

大分県 大分市末広 http://www.d-gakuen.co.jp

140 幸設備工業㈱ 建設業 大分県 大分市野田 http://yukisetsubi.com
141 ゴダイ 卸売・小売業 大分県 大分市三佐 http://www.godaiace.jp
142 おおいた南 医療・福祉 大分県 大分市富士見が丘 http://www.oita-minami.jp/

143 ホームページ制作Ｆ㈱ 情報通信業 大分県 大分市高城本町 http://www.web-f.net

144 ルードボーイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市皆春

145 ロイヤルウォッシュ 医療・福祉 大分県 豊後大野市犬飼

146 リファイン大分
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 豊後大野市犬飼

147 forest inn BORN
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 由布市湯布院町 http://www.f-born.jp

148 シナジー 卸売・小売業 大分県 大分市向原東

149 うなぎ料理　入舟
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市大石町 http://o-itifune.jp

150 九州福祉医療サービス㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市寒田 http://www.kyufuku.com/

151 勉強堂
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市錦町

152 浜永建材店 建設業 大分県 宇佐市大字長洲 http://www.usa-kawara.co.jp

153 ＳＩＣ 金融業・保険業 大分県 別府市石垣西
154 仲道トーヨー㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市横尾
155 久恒山林㈱ 農業・林業 大分県 中津市上宮永 http://hisatsune-forestry.com/

156 コウセイ工業㈱ 建設業 大分県 大分市松岡
157 大家住建 建設業 大分県 大分市三川下 http://sky.geocities.jp/ooiejyuuken/

158 社会福祉法人　別府平和園 医療・福祉 大分県 別府市鶴見
159 花の店　とがわ 卸売・小売業 大分県 大分市牧 http://f-togawa.co.jp

160 テイクファイブ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市王子町 http://www.nogaku.jp

161 エコトピア九州
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市向原沖 http://ecotopia-k.co.jp/

162
Log Style 元祖辛麺屋桝元
総本店

宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市松原町

163 信和車体工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市原川

164 樹の里㈱ 医療・福祉 大分県 佐伯市弥生

165 カット イン プリズム
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市皆春 http://www.oct-net.ne.jp/~Prism-37

166 ＦＰはーとさぽーと㈱ 金融業・保険業 大分県 大分市新栄町 http://www.fp-heart.com

167 安東商会 卸売・小売業 大分県 大分市片島
168 ユキ商事 建設業 大分県 大分市羽田
169 オアシス 卸売・小売業 大分県 由布市庄内町 http://www.oasisu.co.jp

170 昭和自動車サービス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市木上

171 ＴＯＮＥＲＩＫＯ 医療・福祉 大分県 由布市湯布院町 http://www.toneriko.co.jp

172 Ｚ
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 別府市田の湯町 http://www.z-tower.net

173 南九州スピード
不動産業・物品
賃貸業

大分県 別府市田の湯 http://www.keibais.info/

174 ＡＳＯ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 別府市田ノ湯町 http://alliance-share.com/

175 ニューモートファーム 卸売・小売業 大分県 別府市石垣東 http://new-moat.com
176 肉のまるまさ 卸売・小売業 大分県 竹田市久住町



177 オアシス 医療・福祉 大分県 津久見市津久見

178 中小路自動車㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市三佐 http://nakakouji-jidousya.jimdo.com/

179 ヒューマック大分 金融業・保険業 大分県 大分市皆春
180 アサヒ 卸売・小売業 大分県 大分市西新地 http://www.asahip.co.jp
181 ゴトー事務用品 卸売・小売業 大分県 大分市新貝

182 日吉会　明野台保育園
教育・学習支援
業

大分県 大分市猪野

183 コープサービスおおいた 運輸業・郵便業 大分県 大分市青崎

184 アシスト・パル・オオイタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市東春日町 http://www11.ocn.ne.jp/~apo2002

185 シーアール 卸売・小売業 大分県 大分市津守

186 シモノ写真スタジオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 由布市湯布院町 http://www.shimono-studio.com

187 アトリエファミリア
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市顕徳町 http://www.misao-photo.co.jp

188 リビングデザイン 建設業 大分県 大分市東大道 http://www.soramado-oita.co.jp/

189 ローマ
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市明野西

190 高橋電機サービス
電気・ガス・熱
供給・水道業

大分県 佐伯市堅田 http://www.saiki.tv/~m-s-3-21

191 つかさ
電気・ガス・熱
供給・水道業

大分県 佐伯市直川

192 しまだ
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 別府市北中

193 ヨシキ物産 卸売・小売業 大分県 大分市大字羽田

194
ジェリーズポップコーン
Oita

卸売・小売業 大分県 大分市高江中央 http://jerryspopcorn.net

195 吉野電機商会 卸売・小売業 大分県 大分市津守

196 イースト
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市牧

197 優昌（豊の大地） 医療・福祉 大分県 大分市桃園
198 モア　モスト 情報通信業 大分県 大分市府内町 http://moremost.jp/
199 慶光保育園 医療・福祉 大分県 大分市猪野 http://www.keikouhoikuen.com

200 大分ペイブメント㈱ 建設業 大分県 大分市けやき台
201 地元新聞社 情報通信業 大分県 日田市玉川 http://www.jimotoshinbun.com

202 フィルドール
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市京が丘南 http://fildor-biyou.com/

203 ＧＯＥＮ㈱ 金融業・保険業 大分県 大分市下郡 http://www.fp-goen.com

204 せれくと
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市森 http://www.select-net.jp

205 野田麗花園 卸売・小売業 大分県 大分市長浜町 http://www.nodareikaen.jp

206 こだわり大分 卸売・小売業 大分県 日田市豆田町 http://kodawarioita.jp
207 大石楽器店 卸売・小売業 大分県 日田市田島 http://gakki-de-genki.com

208 ＭＩＸ ＪＵＩＣＥ㈱
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 中津市中殿 http://www.mix-juice.co.jp/

209
一級建築士事務所　たかせ
ａｏ

サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市大手町 http://www.takaseao.com/

210 ハシモ住建 建設業 大分県 大分市牧
211 日本抵抗器大分製作所 製造業 大分県 宇佐市大字住江 http://www.jrm.co.jp
212 ブループランニング 建設業 大分県 宇佐市大字右田

213 Ｍｏｏｎａ　ｃｒｏｓｓ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市萩原 http://closet-moonhill.shop-pro.jp

214 豊予（いかしょう）
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市中央町 http://ika-show.com

215
ニューイングリッシュアカ
デミー

教育・学習支援
業

大分県 大分市中央町 http://www.english-jp.com



216 Ｔ＆Ｍ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 由布市湯布院町 http://www.tiara-oita.com

217 ルージュフィル
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市若草町

218 ＣＴＦカラー九州 卸売・小売業 大分県 佐伯市中村東 http://syukumou.jp

219 オリーブ美容室
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 佐伯市中村東 http://kscompanygoup.com/

220
（有）トムソーヤアップ
ワード

卸売・小売業 宮崎県
延岡市　富美山町１７７５
－２４３

221 　サロン　ド　ビジュー
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
延岡市　松原町１－２－２
０

222 （有）若山デンソー
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
児湯郡　高鍋町大字持田３
０００－２

223 高鍋産業（株）
教育、学習支援
業

宮崎県
児湯郡　高鍋町大字持田１
７００

park8.wakwak.com/～takanabe.d.s/

224 ＡＦＦＥＴＴＯ（株）
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市　大塚町5187-1 www.yamada-markus@yahoo.co.jp

225 ラヴ　・　ビューティー
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市　松山１－１－１
宮崎観光ホテル内

http://www.rubbeauty.com

226 魚庄
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 鹿児島市中央町２４－１８

227 前迫石材　株式会社 製造業 鹿児島県
鹿児島市谷山港２－５－２
１

http://www.maesako-stone.com

228 すし横丁　まぁ坊
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市中央町３１－４
1Ｆ

229 有限会社　ふくどめ小牧場 製造業 鹿児島県 鹿屋市獅子目町81-1 http://fukudomesyoubokujou.com/

230
有限会社　ケイ・総合サー
ビス

建設業 鹿児島県 鹿屋市吾平町上名1279-1

231 ヒューズ有限会社 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市札元1-18-38

232 株式会社　Ｇｒａｍａｒｙ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿屋市西原4丁目9－11桜ヶ
丘ビル3Ｆ

http://marjoram.main.jp

233
株式会社　ファーストオ
フィス

卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市西原1丁目29-18 http://www.firstoffice.co

234 有限会社　スカイピーシー
教育、学習支援
業

鹿児島県 鹿屋市寿7丁目1-17 http://www.skypc.jp

235 中国酒家　旺 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市寿3丁目10-41 http://www.china-one.jp

236 ＮＰＯハタワークス
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

沖縄県
那覇市牧志3-2-10　那覇市
ぶんかﾃﾝﾌﾞｽ館3階soho4

http://www.hathaw.com

237 沖縄スパ＆リゾート
生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県 浦添市牧港2-25-5

238 社会福祉法人　憲章会 医療・福祉 沖縄県 南城市大里字大城1392 http://www.kenshoukai.or.jp

239 髪結屋
生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県 那覇市大道48-5

240
Vitra hair laboratory
（ｳﾞｨﾄﾗ ﾍｱ ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県
豊見城市宜保148　仲元マ
ンション

241 ピパーチ キッチン
宿泊業、飲食
サービス業

沖縄県 那覇市西2-6-16

242 カタチキ 卸売業、小売業 沖縄県 那覇市首里石嶺町1-114-7 http://katachiki.com/

243 (株)メディカルサポート環 卸売業、小売業 沖縄県
那覇市金城3-8-9　一粒不
動産ﾋﾞﾙ301号

244
株式会社　ライフテラス
うらにし

医療・福祉 沖縄県 浦添市西原5-45-2 http://www.iyashinokuni.net

245 ヘアーサロン　イーグル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県 宜野湾市普天間1-28-12

246 有限会社　イスト 建設業 沖縄県
那覇市長田1-20-1　丸仲ア
パート105

http://www.ist-okinawa.com

247
株式会社　すまいる住宅管
理

不動産業、物品
賃貸業

沖縄県
那覇市寄宮1-33-9　コーポ
金城 101

http://www.smile1500.com

248 有限会社　ヨシムラ
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 宜野湾市伊佐4-3-1 http://www.yosimura.jp

249
株式会社　ナカタツショー
カイ

教育、学習支援
業

沖縄県 与那原町字東浜101-5 http://yonabarupcshcool.ti-da.net/



250 シィーエスアイ　株式会社 情報通信業 沖縄県 浦添市伊祖3-4-12　3Ｆ http://www.csinet.jp
251 株式会社　サンライフケア 医療・福祉 沖縄県 那覇市銘苅3-17-22 http://www.nahasunlife.com

252
株式会社　オフィススリー
オー

情報通信業 沖縄県
浦添市城間3-25-1　共和ｱ
ﾊﾟｰﾄ103号室

http://www.office3o.com/

253 合同会社　フラワー 医療・福祉 沖縄県 国頭郡金武町字金武651-1

254 有限会社　アドバイス 金融業、保険業 沖縄県
浦添市城間4-7-1　浦添ｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

255 株式会社　Ｔ＆Ｔ 建設業 沖縄県
那覇市銘苅322-5　マエシ
ロビル3Ｆ

http://www.tandt-home.co.jp

256
株式会社　スペースチャイ
ナ

教育、学習支援
業

沖縄県 那覇市天久2-28-24 http://www.spacechina.co.jp

257
株式会社　フラッシュエッ
ヂ

情報通信業 沖縄県
那覇市壺川3-1-10　田良島
ビル2F

http://www.flash-edge.com

258
クロワッサンのお店　クイ
ニー

卸売業、小売業 沖縄県
那覇市首里末吉町1-187-8
1F

259
NATURAL STANDARD（ﾅﾁｭﾗﾙ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県 那覇市おもろまち4-8-1 http://www.natural-standard.net/

260
有限会社　新港ドライアイ
ス販売

卸売業、小売業 沖縄県 浦添市伊奈武瀬1-4-1

261 有限会社　リリーフ沖縄 医療・福祉 沖縄県
那覇市小録1-8-16　仲間ｱ
ﾊﾟｰﾄ101号

262
一般社団法人　三電ｴﾈﾙｷﾞｰ
推進協議会

建設業 沖縄県 名護市大西2-4-26

263 株式会社　ニライハート 医療・福祉 沖縄県 浦添市沢岻1-6-9
264 株式会社　サプライワン 卸売業、小売業 沖縄県 西原町字嘉手苅81-3
265 ㈱沖縄デジタルビジョン 情報通信業 沖縄県 うるま市州崎14-25 http://www.dvi.co.jp

266 宮古木工芸 製造業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
2616

http://www.cosmos.ne.jp/~m-mokko/

267 合同会社　にぬふぁぶし 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
913-3

268 株式会社　まるちく 運輸業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
686-7

http://maruchiku.jp/

269 合名会社　協和タクシー 運輸業 沖縄県 　　　　　　〃

270
合名会社　かりゆしタク
シー

運輸業 沖縄県 　　　　　　〃

271
まなつのスパイスカフェ茶
音間

飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字狩俣
4103-12

http://manatsuno-chanoma.com/

272 ㈱ＹＵＧ　(ﾔﾝｸﾞ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-15-30
天神ﾆｭｰｽﾞﾋﾞﾙ103

273 ㈱キュウショウ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市中央区天神4-9-13
JA共済天神ﾋﾞﾙ7F

274 本山社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市東区美和台6-31-5

275 ㈲NIDOM　(ﾆﾄﾞﾑ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区舞松原2-11-12

276 エフマック㈱ 建設業 福岡県
福岡市博多区美野島３－２
０－１０－２１６

277 ㈱Velvet　(ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区住吉2-16-37
ｺﾝﾎﾟｰｽﾞ博多1F

278
ハイスタイルサロン　ホッ
トリップ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市早良区室見2-16-21-
2F

279 麗心ヘアーサロン
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区警固1-5-30

280 水炊き　積　(ｾｷ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区大名1-10-16
PAGAZZA DAIMYO 2F

281 新天玉吉　(ｼﾝﾃﾝﾀﾏｷﾁ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区平尾1-3-18-
1-1F

282 ㈲タケシゲ 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区平和1-23-6

283
Tho．La．Consulting　(ｿﾗ
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ)

建設業 福岡県
福岡市博多区博多駅東1-
14-25　新幹線ﾋﾞﾙ2号館3F

284 保険事務所　Rei　(ﾚｲ) 金融・保険業 福岡県
福岡市早良区弥生2-3-6-
202

285 ㈱エコルエイバ 卸売・小売業 福岡県 福岡市西区姪浜南3-10-24

286 ㈱ウィングセンター福岡 不動産業 福岡県
福岡市博多区博多駅前4-
18-23



287 音成組 建設業 福岡県 糟屋郡宇美町桜原3-16-3

288 すしお料理処まつやま 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区中洲3-4-3 多
門通り内

289 ㈲ヒローズ 不動産業 福岡県
糟屋郡新宮町大字三代738-
1

290 ㈱グロウブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 豊前市大字松江1084-11

291 恵比寿 ｄｏ㈱ (ｴﾋﾞｽ ﾄﾞｩ)
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市東区馬出2-19-5

292 ㈱プライムワン 不動産業 福岡県
福岡市中央区舞鶴1-9-3 朝
日プラザ天神1006

http://prime-1.jp/index.php

293 インフォニイ㈱ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅前1-4-
1

http://www.infony.co.jp/

294 ヘア･メイク ラ･ボスコ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市東区香椎駅前2-14-
34 有富ビル1F

295 月光浴 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市東町25-3

296 岡本電工 建設業 福岡県
粕屋郡宇美町大字宇美
3524-2

297
㈱グローバルリンクス
BAYKER'S (ﾍﾞｲｶｰｽﾞ)

卸売・小売業 福岡県 福岡市南区老司4-1-51 http://www.baykers.com/

298
ＨＡＩＲ ＧＡＲＤＥＮ Ｖ
ｉｃｏｌｏ (ﾍｱ ｶﾞｰﾃﾞﾝ
ｳﾞｨｺﾛ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区今泉１－２－
３０

http://vicolo.info/

299 ㈱シャクティグループ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区渡辺通5-6-18
コモダスパッソ天神404

http://www.shakti-jpn.net/

300
リミックスマーケティング
ス㈱

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区博多駅前2-
10-12　ハイラーク博多駅
前ビル616

301 小田たつや整骨院 医療、福祉 福岡県 糟屋郡志免町別府2-17-15 http://www.oda-seikotsuin.com/

302
学校法人 寶晃学園 (ﾎｳｺｳ
ｶﾞｸｴﾝ)

教育、学習支援
業

福岡県 福津市津屋崎7-12-1

303
広島のお好み焼鉄板焼き
ＲＹＵ (ﾘｭｳ)

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市早良区西新3-15-17

304
㈱ＦＵＳＡＹＯＳＨＩ (ﾌｻ
ﾖｼ)

卸売・小売業 福岡県 那珂川町片縄1-61-B

305
ｏｃｔｏ．　片小田大作
(ｵｸﾄ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-13-19
プリオ大名2 6F

http://octo0910.com/

306 ㈱グッドラック 情報通信業 福岡県 福岡市中央区天神3-14-31
307 桝元 福岡大名店 (ﾏｽﾓﾄ) 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区大名1-9-6-1F
308 ㈲トムソーヤアップワード 卸売・小売業 宮崎県 延岡市北一ケ岡4-6-2
309 (株)ＳＵＮ＆ＭＯＯＮ 医療、福祉 福岡県 久留米市花畑３－６－６ http://www.sun-and-moon.co.jp

310 四季膳さとう 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市小頭町１－２３ http://www.fukuokabrand.com/index.cgi/disp/grmDetail/cmpID/161

311 田崎社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市宮ノ陣２－２－５
５

http://tasaki-sr.net/

312 （有）グリーンピース磯浜 卸売・小売業 福岡県
大牟田市小浜町１丁目1番
地の９

http://isohama.jp

313  ㈱ＢＯＯＫＳあんとく 卸売・小売業 福岡県 久留米市小頭町６－２１ http://www.antoku.co.jp

314 （株）東京ダイヨー器械店 卸売・小売業 福岡県
久留米市長門石町２丁目３
－１７

http://www.tokyodaiyo.com/kurume

315 (有)光華楼製麺 製造業 福岡県 久留米市西町６１１－２ http://www.koukarouseimen.com/

316 古賀裕作労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 大川市大字津２３－５ http://www.syarousi-search.com/x/4021200001

317 (有)おそうじジョーズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
久留米市東合川新町６－３
４

http://osohji.com/

318 食楽 ことほぎ 飲食店、宿泊業 福岡県
朝倉郡筑前町久光９５１－
１

319 (有)サンテック 製造業 福岡県 朝倉市入地８５－１

320 （株）川原グループ
ﾋﾞﾙﾒﾝﾃ業＆廃棄
物処分業

福岡県 門司区大字猿喰179番地1

321 エヌテック（株）
各種粉粒体の受
託加工

福岡県 若松区藤ノ木2丁目6-47 http://n-techchem.com/

322 （有）マーサ
ｶｰﾃﾝ製造・販
売、ｲﾝﾃﾘｱｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ

福岡県 門司区大里戸ノ上2-4-12 http://a-martha.com



323 合同会社ＭＩＣ
まつ毛エクステ
サロン

福岡県 小倉北区金鶏町12-3-201 http://salonmic.com

324 （有）バリオス
婦人服・婦人
靴・洋品雑貨等
販売

福岡県 小倉北区魚町1丁目1番9号 http://www.balios.co.jp

325 侍ＳＡＭＵＲＡＩ 飲食業 福岡県
小倉北区若富士町1-10 ｱｻﾋ
ﾋﾞﾙ106

326 ㈲タツカワ
携帯端末機器販
売

福岡県 八幡西区黒崎3－15－3

327 ㈲岡本商事
立体・平面駐車
場保守

福岡県 八幡西区黒崎1-6-13

328 （有）フジケイ 生花加工販売 福岡県
北九州市八幡西区下上津役
元町1-3

329 エピヘアーさつき店 美容業 福岡県 八幡西区黒崎3－7－3
330 （株）平四郎 すし店 福岡県 小倉北区馬借1-11-1

331 ㈱ソル 労働者派遣業 福岡県
小倉北区弁天町5-2内山南
小倉駅前ビル

332 （有）宮野建装 塗装業 福岡県 八幡西区本城東1-11-27 http://www.miyanokensou.co.jp/index.html

333
特定非営利活動法人　グ
ループホームやまびこ

認知症対応型共
同生活介護事業

福岡県
北九州市八幡西区町上津役
西2-11-23

http://yamabiko-npo.jp/recruit

334 hair make ghana ghana 美容業 福岡県 小倉北区若富士町6-19-104

335 (有)ミヤジマ保険サービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 飯塚市忠隈３９３－５

336 赤間　耕　税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
飯塚市吉原町６－１　アイ
タウン３０１

337
有限会社 オートリフレ
シュセンター田渕塗装

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
佐賀市久保泉町下和泉158-
1

338 アイシス 情報通信業 佐賀県 佐賀市兵庫北4丁目10-7 http://pcschool-isys.com

339
株式会社ニューオータニ九
州
ホテルニューオオタニ佐賀

宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 佐賀市与賀町1-2 http://www.newotani-saga.co.jp/

340
株式会社 アイエスエフ
ネットライフ佐賀

医療・福祉 佐賀県 佐賀市駅南本町5番1号 http://www.isfnetlife.com

341 株式会社 アートストック 建設業 佐賀県
三養基郡みやき町原古賀
6466-1

342 株式会社 そよかぜ館 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市大和町大字梅野805
番地

http://soyokazekan.com/

343 株式会社 びじゅ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市本庄町本庄574-3 http://lecoeur-salon.jp

344 Chou Chou
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝1409-1

345 フラワー花友 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市大財6-5-6 https://ja-jp.facebook.com/pages/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E8%8A%B1%E5%8F%8B/134686800028560

346 焼鳥　大成
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 佐賀市松原3-3-29 http://yakitoritaisei.com/

347 株式会社 ケンネル 卸売業、小売業 佐賀県 唐津市町田873-1 http://www.people-i.ne.jp/~kennel/

348 オルゴール
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 小城市三日月町金田11541

349
社会福祉法人敬愛会
特別養護老人ホームシル
バーケア吉野ヶ里

医療・福祉 佐賀県
神埼郡吉野ヶ里町吉田1493
番地1

http://www1.bbiq.jp/keiai-yoshi/index.htm

350
株式会社 カワノカンパ
ニー

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市天神2丁目1-15 http://sabai-sabai.net

351 有限会社 星野保険セン 金融業、保険業 佐賀県 佐賀市鍋島町蛎久88-1

352
佐賀県貨物自動車事業協同
組合

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
佐賀市西与賀町大字厘外
1592番地4

http://www.sagakakyo.jp

353 株式会社　ナカシマ 建設業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下野乙
2859-1

354
Ｅｘｔｒａｃｔ　ＷＯＲＬ
Ｄ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 武雄市武雄町昭和273

355 有限会社　馬場酒造場 製造業 佐賀県 鹿島市大字三河内乙1365 http://www.nogomi.co.jp

356 有限会社　金善製陶所 製造業 佐賀県 西松浦郡有田町南原甲174 http://www.kanezengama.co.jp

357 近藤生花店 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町中ノ原1丁
目3-5



358 株式会社　クリエイト 卸売業、小売業 佐賀県
杵島郡白石町大字戸ケ里
2337番地1

359 有限会社　福泉窯 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町赤坂丙2842
番地3

http://www.fukusengama.co.jp

360 有限会社　川藤電気 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町戸杓丙79-
12

361 有限会社　城月堂 製造業 佐賀県 伊万里市新天町475-12

362 有限会社　緒方建設 建設業 佐賀県
杵島郡大町町大字福母1504
番地1

363 株式会社　水城電気 建設業 佐賀県 鹿島市古枝甲937番地1
364 ㈱感謝会 医療・福祉 長崎県 長崎市戸石町2540-7
365 三信設備(有) 建設業 長崎県 島原市大下町丙1191-20
366 (有)柳田建材 卸売業、小売業 長崎県 五島市岐宿町岐宿3378-1
367 ㈱諫文堂 卸売業、小売業 長崎県 諫早市貝津町２２０８
368 (有)アキシマパッケージ 卸売業、小売業 長崎県 諫早市中尾町4-51

369 ㈱ロゼハウス 卸売業、小売業 長崎県
西彼杵郡長与町嬉里郷460-
2

370 ㈱岩崎食品 製造業 長崎県
西彼杵郡長与町斉藤郷
1006-13

371
ハンバーグレストラン　ロ
ワール

宿泊業、飲食
サービス業

長崎県
対馬市美津島町根緒真星の
浜7-2

372 (有)ミナミモータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

長崎県 長崎市草住町274

373 ㈱ヤマハマリン西九州
生活関連サービ
ス業、娯楽業

長崎県
西彼杵郡時津町久留里郷
1439-10

374 (有)生月鉄工所 製造業 長崎県 平戸市生月町壱部浦68-2
375 (有)永田板金工業所 建設業 長崎県 長崎市城栄町4-16

376 （株）九州永田 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区南高江６
－３－２８

http://www.kyushu-nagata.com

377 福田社会保険労務士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区出水６
－４１－５５

378 ＪＥＳＳＩＣＡ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区平成３
－１７－１０－２０８

http://ameblo.jp/tms-jessica-2013/

379 くるみ歯科 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区３－１
－４　ウィンディビル１Ｆ

380 森工業 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ケ丘
９－２－５７－４０７

381 アステア税理士法人
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区神水１
－２５－７　パワービル１
Ｆ

http://asteer.or.jp

382 たしぶ 卸売・小売業 大分県 大分市中島西 http://tashibu.jp

383 エスワイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市城原

384
ヘアメイクハウスＳｅａ－
ｌａ

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市森

385 ヤマショー 卸売・小売業 大分県 日出町大神

386 ＮＡＲＵＭＩ
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 佐伯市中村

387 サンワ機工 建設業 大分県 大分市三川新町 http://www3.ocn.ne.jp/~sanwa/

388 大分ベスト不動産㈱
不動産業・物品
賃貸業

大分県 大分市政所 http://www.c21oita.com

389 大在クリエイト
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市青崎

390 FIRST　EXPRESS 運輸業・郵便業 大分県 大分市三川新町
391 ハザマ住器 建設業 大分県 大分市田尻
392 こころ広場 卸売・小売業 大分県 大分市東春日
393 大晃商会 卸売・小売業 大分県 大分市王子南町

394 栗林公認会計士事務所
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市賀来北 http://www.kuribayashi-cpa.jp/

395 omnibus(おむにぶす） 金融業・保険業 大分県 別府市新別府



396
特定非営利活動法人　燦々
会

医療・福祉 大分県 大分市中戸次 http://www.sunsunkai.com

397 美化成善社
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市大在北

398 大豊運輸（有）
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市南春日町

399 ＴＯＰ 卸売・小売業 大分県 由布市狭間町
400 寺司装備 製造業 大分県 大分市三川新町 http://terajisoubi.com
401 サリーガーデン 卸売・小売業 大分県 大分市下宗方 http://www.sallygarden.jp/

402
手羽先番長ハイボール酒場
WANTED

飲食店、宿泊業 宮崎県
宮崎市　橘通西３－１０－
３６　西村ビル１Ｆ

403 （株）キューピース
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市　清水１－９－２８
ひめのビル２０３

http://www.qpiece.jp

404
（株）大　和　プラッセ小
林店

卸売・小売業 宮崎県 小林市　細野１９７６－１

405
（株）大　和　プラッセえ
びの店

卸売・小売業 宮崎県 えびの市　向江５５４－１

406
だいわインテリア（有）蔦
屋小林店

不動産業、物品
賃貸業

宮崎県 小林市　本町１２

407 （有）みやざき保険管理 金融業、保険業 宮崎県 日向市　鶴町２－１１－１ http://www.sjnk-ag.com/a/mim/

408
ペットサロン＆Café　RAM
＆JUA

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県
延岡市　大貫町４丁目２１
２０－１

409 辛麺屋　喜多楼
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
延岡市　船倉町２丁目５－
７

410 （株）　白　谷　塾
教育、学習支援
業

宮崎県
延岡市　平原町１丁目１４
０３－１

http://www.shiratanijuku.jp

411 英会話のＪＥＣ
教育、学習支援
業

鹿児島県
鹿児島市加治屋町９－１７
－１０２

412 ㈱カタヒラ晴雅堂 建設業 鹿児島県
鹿児島市宇宿４丁目35番3
号

413 秋岡ハウジング　有限会社 建設業 鹿児島県 鹿屋市田崎町2181-2

414 クリーンウェィブ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿屋市笠之原町2-22

415 株式会社　黒松製材建設 建設業 鹿児島県 鹿屋市田淵町151 http://www.kuromatsu.com/

416 有限会社　エフサービス 卸売・小売業 鹿児島県
鹿屋市串良町上小原2617-
11

417 DESAFIO　株式会社 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市朝日町9-30

418 株式会社　岡留蒲鉾本舗 製造業 鹿児島県
志布志市有明町野井倉8100
番地1号

http://okadome.com

419 有限会社　サフラン 医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市郷之原町12584番地

420 克企画　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
志布志市志布志町志布志
2076-11

421 電化ショップ　にしかど 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市寿5丁目4/52

422
有限会社　鹿屋ヂーゼル機
器

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿屋市新川町657番地

423 ㈱優塗装工業 建設業 沖縄県 宜野湾市真栄原3-31-9
424 ㈲タイムプロジェクト 不動産業 沖縄県 北谷町港8-10
425 中城湾港運㈱ 運輸業 沖縄県 沖縄市海邦町3番地42 http://www.nkckoun.jp/
426 ㈲双葉食品 製造業 沖縄県 うるま市州崎8番地の14

427 ミヤギ産業　株式会社 飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
1063

http://www.hotel-risingsun.com/

428 有限会社　美ら心 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市下地字洲鎌
518-1

429
株式会社　オリックスレン
タカー宮古島

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
882

http://www.orac-miyakojima.com

430
住宅情報センター　株式会
社

不動産業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
1107-7

http://www.jjc-kk.com

431 ホテル　共和 飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
7

http://hotelkyowa.co.jp/

432 合同会社　信愛 医療、福祉 福岡県
糟屋郡須恵町上須恵775
B-101



433 リンクヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市南区若久6-1-25　ｻﾝ
ﾜﾋﾞﾙ1F

434
HIKARI　painter　(ﾋｶﾘﾍﾟｲ
ﾝﾀｰ)

建設業 福岡県
筑紫郡那珂川町道善2-47-
505

435 まごのて整骨院 医療、福祉 福岡県 福岡市東区和白東3-24-12

436 ㈱チェリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区和白東2-14-28

437 ㈲トムズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 春日市惣利1-66

438 ㈱不動産パートナー 不動産業 福岡県
福岡市中央区舞鶴1-1-11
ｸﾞﾗｽﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7F

439 ヘアーサロン　クラウン
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名2-4-30
西鉄赤坂ﾋﾞﾙB1F

440
hair　happiness　HEARTY
(ﾍｱｰﾊﾋﾟﾈｽﾊｰﾃｨ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 春日市須玖北1-9 http://www.hearty-hair.jp

441 ㈱スリーサイズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区下川端2-1
博多ﾘﾊﾞﾚｲﾝ　ｲｰｽﾄｻｲﾄ11F

http://www.three-sides.jp

442 ヘアークラブ　you＆ｉ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市南区老司1-9-22　ﾐﾘ
ｵﾝﾛｰﾄﾞ1F

443 養命堂整骨院 医療、福祉 福岡県 福岡市南区西長住1-11-5
444 ㈱アキヤマインダストリー 建設業 福岡県 福岡市南区老司5-40-33

445 社会保険労務士　中村優子
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区天神4-8-2-8F http://www.yuko-sroffice.com

446
ＡＤＬＩＶＥ　松木 順水
(ｱﾄﾞﾗｲﾌﾞ)

情報通信業 福岡県
福岡市東区千早2-28-34-
405

447 ㈱ＮＡＫＡＮＯ商会 (ﾅｶﾉ) 卸売・小売業 福岡県 福岡市早良区田村3-23-6

448
フレッシュベーカリー ア
ソウ　麻生 智江

卸売・小売業 福岡県 粕屋郡志免町志免4-14-3

449 ㈱オー･エー企画
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区渡辺通2-1-82 http://www.oa-kikaku.com/

450 ㈱いしもとフーズ 卸売・小売業 福岡県 福岡市西区今宿1-21-10

451
フォーラムフーズファクト
リー㈱

卸売・小売業 福岡県 福岡市早良区昭代2-13-8

452
㈱Ｔ．Ｅ．Ｃｒｅａｔｉｏ
ｎ

医療、福祉 福岡県 福岡市城南区梅林2-26-20

453 コックソース㈱ 製造業 福岡県 福岡市中央区清川2-16-7 http://member.fukunet.or.jp/COOK/

454 温泉湯豆腐 おか 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区博多駅前2-
20-1-2F

455 ㈱道庵 (ﾄﾞｳｱﾝ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区祇園町8-23-
2F

http://www.torila-hakata.com/

456 九電不動産㈱ 不動産業 福岡県 福岡市中央区薬院1-13-8 http://www.qfk.co.jp/top.html

457
高橋美紀社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市南区多賀2-7-17

458
Ｇｌｉｔｔｅｒ ＨＡＩＲ
ＳＰＡＣＥ (ｸﾞﾘｯﾀｰ ﾍｱｰ ｽ
ﾍﾟｰｽ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区博多駅前3-6-
1　小森ビル1F

http://glitter-hairspace.com/

459 ㈲東方産業 建設業 福岡県 粕屋郡篠栗町金出3297-42
460 ㈱グロウ 医療、福祉 福岡県 福岡市中央区荒戸3-3-12 http://www.grow-wel.jp/

461 小畑 陽司　税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 大野城市栄町1-3-13

462 橋脇 誠　税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅南1-8-
6

http://www.amdec.co.jp/

463
Ｄｒｅｓｓｉｎｇ ｒｏｏ
ｍ ＤＥＡＲ (ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾙｰ
ﾑ ﾃﾞｨｱ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区上川端町12-3
フリーダムビル302

464 ダンシング･ドール
教育、学習支援
業

福岡県 福岡市中央区天神2-3-36

465 のぼせもん 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市博多区中洲2-6-24

466
Ｂｒｕｓｈ Ｐｌａｎ (ﾌﾞﾙ
ｼｭ ﾌﾟﾗﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区天神2-3-36

467
ＣＰサロン Ｃｉｅｌ Ｂｌ
ｅｕ (ｼｰﾋﾟｰｻﾛﾝ ｼｴﾙ ﾌﾞﾙｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市西区野方1-17-18-2F

468
黒岩家　黒岩 龍二 (ｸﾛｲﾜ
ｹ)

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区美野島3-11-
11



469
ａｔｅｌｉｅｒ ＷＡＫＯ
Ｎ (ｱﾄﾘｴ ﾜｺﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糟屋郡志免町別府2-1-1 http://www.atelier-wakon.com/

470 食彩 なか村 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市早良区高取1-5-36
471 ㈱サカヒラ産業 建設業 福岡県 飯塚市潤野1133-6 http://kk-sakahira.co.jp/

472
日本蕎麦＆鉄板ダイニング
三ヶ森

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区天神1-7-11

473
㈱Ｙ’ｓ･ＰＬＵＳ４ (ﾜｲ
ｽﾞ ﾌﾟﾗｽ ﾌｫｰ)

卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区綱場町5-3

474 シンシアリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大濠公園2-35
The Apartment612

http://www.cynthialy.com/

475 ㈲北斗観光
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 大川市向島２０７２番地６

476 充寛労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市諏訪野町２３７８
－２１

http://www.toq.ne.jp/~mituhiro/

477 福島産業㈱ＰＣワークス
教育、学習支援
業

福岡県 筑後市長崎４２４ http://www.pc-work.co.jp

478 ㈱倉重ポンプ商会 卸売・小売業 福岡県
久留米市梅満町１３６番地
の５

479 ハトマメ屋 仲山製菓 製造業 福岡県 朝倉市宮野１９１０－３ http://www.hatomame.jp/

480 稲積合金㈱ 製造業 福岡県 久留米市梅満町３７－３ http://www.joho-fukuoka.or.jp/kigyo/inzm2858/

481 うめの地所㈱ 不動産業 福岡県 久留米市東和町６－２０ http://www.umeno.net
482 (有)筑後家徳兵衛 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市本山１－５－２３ http://www.tokube.net

483 （株）タカオ 卸売・小売業 福岡県
朝倉郡筑前町新町２３０－
９

484 (有)Ｋ’Ｓ２１ 飲食店、宿泊業 福岡県
久留米市東櫛原町１９２７
－３３　１Ｆ

485 （株）エムアイ企画 医療、福祉 福岡県
八女市本村字平塚３６２－
３

486 （株）大川鉄工 製造業 福岡県 大川市大字酒見５３５ http://ohkawa-tekkou.com

487 CA-CHE CA-CHE （ｶｼｭｶｼｭ） 美容業 福岡県 八幡西区三ケ森2-5-1

488 ﾃﾞｲ・ｹｱ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ協同組合 共同精算事業 福岡県
小倉北区上富野3丁目13番8
号

http://dkgp.org

489 NANA’ｓ　Nail 美容室 福岡県 小倉北区木町3-13-27 http://nanasnail.com/
490 カフェ パウロニア 飲食店 福岡県 小倉北区浅野2-12-8 http://retty.me/area/PRE40/ARE134/SUB13402/100001174399/

491 髙橋土地家屋調査士事務所 不動産・測量 福岡県 八幡東区中央1-1-12 http://9199.jp/phone_page/08845981/

492 ㈱booster ウエブ制作 福岡県 小倉北区木町1-7-8 http://www.shigotomarugoto.info/ui-turn/main.php?act=srch_p&type=dtl_k&id=BJE272284&PHPSESSID=79c7ff259a321e49135979722c7f9a01

493 ㈱ヤマトコーポレーション 建設業 福岡県 小倉北区木町2-4-32-1405
494 アーム管工 建設業 福岡県 行橋市大字今井3304-5 http://www.armkan.com
495 （有）春日保険サービス 保険業 福岡県 小倉南区中曽根東2-11-15

496
有限会社中尾ボデー「高粋
舎佐賀店」

宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県
佐賀市本庄町大字黒木30-
3-1

http://www.g-food.co.jp/haikaraya/shop/kyushu-okinama/saga/saga-honjyo.html

497
ｊｅｗｅｌｒｙ Ｎａｉｌ
(ｼﾞｭｴﾘｰﾈｲﾙ）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市新栄西1丁目9-1-407 http://jewelrynail2013.jimdo.com/

498 有限会社 パワー
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 鳥栖市古賀町15

499 有限会社 小林ボデー
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市鍋島町八戸1146-4

500 株式会社 三協 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市本庄町大字袋289-8

501 美容室 レスペンス
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 唐津市千代田町2109-57

502 野田社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 鳥栖市酒井西町750-7 http://nodahideki.net

503
Ｇａｒａｇｅ Ｓｐｉｉｃ
ｅ（ｶﾞﾚｰｼﾞｽﾊﾟｲｽ）

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市唐川48-9

504 株式会社 坂田鉄工所 建設業 佐賀県
多久市南多久町大字下多久
4979-1

http://sakatatekkousho.co.jp/

505
Ｈａｉｒ ｓｈｏｐ ＴＥＡ
ＲＳ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 唐津市町田1861-6

506 株式会社 オンタイム 情報通信業 佐賀県 佐賀市愛敬1-1 ２０５号

507 coｂａｌｔ（コバルト）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
佐賀市天神２丁目5-10 若
草ビル106

508 酒家 魚肉菜 虹晴れ
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 鳥栖市大正町722-3 http://tabelog.com/saga/A4101/A410103/41000949



509
株式会社 佐賀広告セン
ター

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市天神3-2-23 http://www.saga-ad.co.jp

510 有限会社　タップ
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 伊万里市新天町475-11 http://tap-net.com

511 有限会社　亀井製作所 製造業 佐賀県 伊万里市松島町455番地2
512 西海テレビ　株式会社 情報通信業 佐賀県 伊万里市山代町久原2994-5 http://chun2.ne.jp

513 樋渡製型 製造業 佐賀県
武雄市山内町大字宮野
24396-5

514
株式会社　ハクショウ佐賀
工場

製造業 佐賀県
武雄市山内町大字宮野
22723-11

515 株式会社　京都屋
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県
武雄市武雄町大字武雄
7266-7

http:www.saga-kyotoya.jp

516
社会福祉法人花木庭会　鹿
島療育園

医療・福祉 佐賀県
鹿島市大字山浦甲2481番地
3

517 有限会社　田嶋畜産 卸売業、小売業 佐賀県
藤津郡太良町大字多良
1017-1

http://www.tajimaham.net

518 峰下建設　株式会社 建設業 佐賀県
藤津郡太良町大字多良1787
番地

519 株式会社　アパレル鹿島 製造業 佐賀県 鹿島市古枝甲520-1

520
カフェベーカリーはねうさ
ぎ

卸売業、小売業 佐賀県
武雄市山内町三間坂15293-
4

521 (株)タイザン
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県
武雄市北方町大字大崎
4300-1

http://www.nanaironoyu.com

522 有限会社　大隈電気 建設業 佐賀県
杵島郡江北町大字下小田
2843-1

523 有限会社　イシナガ 卸売業、小売業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字吉田丙
2844番地2

524 黒髪茶寮
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県
武雄市山内町大字宮野
1831-1

525 西九州電建工業 株式会社 建設業 佐賀県 伊万里市山代町楠久892-27

526
有限会社　田中会計セン
ター

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県 伊万里市大坪町乙42番地8

527
株式会社　アイ・エス・ワ
イ

卸売業、小売業 佐賀県
伊万里市二里町八谷搦1047
番地

528 春雨タクシー㈱ 運輸業、郵便業 長崎県 長崎市大橋町２５－６
529 ㈱長崎タクシー 運輸業、郵便業 長崎県 長崎市大橋町２５－６
530 ラッキー自動車㈱ 運輸業、郵便業 長崎県 長崎市大橋町２５－６
531 ㈱駅前タクシー 運輸業、郵便業 長崎県 長崎市大橋町２５－６

532
㈱ラッキーモーターサービ
ス

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

長崎県
西彼杵郡長与町高田郷字鷹
ノ巣２９８３

533
㈱ラッキーネットワーク
サービス

情報通信業 長崎県 長崎市大橋町２５－６

534 蒲原タクシー㈱ 運輸業、郵便業 長崎県
長崎市西山４丁目５４７－
３

535 ラッキーバス㈱ 運輸業、郵便業 長崎県 長崎市大橋町２５－６
536 ㈱ハウジング青い鳥 建設業 長崎県 諫早市宇都町１９－６３

537 ㈱大浦水道土木 建設業 長崎県
対馬市上対馬町古里４４０
－２

538 ㈱せんねん 金融業、保険業 長崎県 諫早市泉町１０－４１
539 ㈱ＫＩＹＯ（きよう） 建設業 長崎県 長崎市戸町３丁目９－２
540 岐宿サンヨー㈱ 製造業 長崎県 五島市岐宿町川原２２３４
541 さくら鍼灸整骨院 医療・福祉 長崎県 長崎市桜馬場１－８－３
542 サンク・ド・滑石 医療・福祉 長崎県 長崎市滑石５丁目５－５

543
医療法人　浜口整形外科医
院

医療・福祉 長崎県
大村市宮小路１丁目２９１
－３

544 ㈱鳥翔 農業・林業 長崎県 長崎市西海町２４６４－１
545 大洋技研㈱ 建設業 長崎県 長崎市興善町２－８

546 福嶌経営労務事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県合志市幾久富１９０
９－７９　ＭＦ２－Ｂ

http://www.j-fkr.com/



547
（株）Ｂｌａｎｃ　熊本パ
ルコ店

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区手取本
町５－１　熊本パルコ店９
階

http://www.blanc-group.co.jp

548 （有）ロフトン 建設業 熊本県
熊本県水俣市大黒町２－１
－１７

http://rofton.com/

549 （株）グラシア 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区会富町１
３６０－４

http://www.gracia-kirei.com

550
（株）ヘアー＆ブライダル
ローズ

複合サービス事
業

熊本県
熊本県熊本市南区会富町１
３６０－４

http://www.salon-rose.jp/

551
訪問看護ステーションＣｒ
ｕｔｏ

医療・福祉 熊本県
熊本県上益城郡嘉島町上島
２１１０－３　グローリー
ビル２Ｆ

http://www.cruto.net

552
（株）アロマテラピーアン
ドエステティックサロン蓮

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区島町３－
８－５３

553 トーヨー木材工業㈱ 製造業 大分県 大分市大字久土

554
セブンイレブン別府大学駅
前店

卸売・小売業 大分県 別府市上人西

555 セブンイレブン別府鉄輪店 卸売・小売業 大分県 別府市鉄輪

556
税理士
法人シーウエイブ

学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市東春日 http://seawave-cpta.com

557 ㈱西日本ロジクル
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市家島

558 フロンテエンジニア㈱ 製造業 大分県 大分市下郡北 http://www.fronte-web.com

559 大成地所㈲
不動産業・物品
賃貸業

大分県 大分市北下郡

560 アンテナサポート㈱ 情報通信業 大分県 日田市三和

561 ㈲松本自動車工場
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 日田市有田

562 ㈲大日広告
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市下郡

563 ㈱日田ビル管理センター
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 日田市多摩川 http://www.pikapika-hita.com

564 坂本製材所 製造業 大分県 日田市天瀬町
565 ㈲江田商店 製造業 大分県 日田市天瀬町
566 大幸防災商事㈲ 建設業 大分県 大分市久原中央 http://dai.kds-f.jp/

567 ㈱四季祭
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市向原西 http://www.siki-sai.jp/

568 ㈲坂西工務店 建設業 大分県 大分市迫 http://www.sakanisi-komuten.com/

569 クックヒルファーム 製造業 大分県 由布市湯布院町 http://cookhill farm.com

570 ナルミ総合企画
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 宇佐市四日市

571 ＳＪＫオートサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市東浜

572 パティスリーマルシェ
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市萩原

573 ㈲大分メディアソウケン 卸売・小売業 大分県 大分市鴛野 http://oita-medias.net

574 ㈲由布院禅大
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 由布市湯布院町 http://oyado-ichizen.com

575 ㈱豊後グループ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市田尻

576 ㈲長沢プロパン
電気・ガス・熱
供給・水道業

大分県 佐伯市弥生

577
セブンイレブン由布庄内小
野屋店

卸売・小売業 大分県 由布市庄内町

578 ルミ美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市政所

579 ㈲菊香園 卸売・小売業 大分県 大分市坂ノ市
580 ㈲まるみや 製造業 大分県 大分市新川 http://www.e-souzai.com



581 特定非営利法人　まど
教育・学習支援
業

大分県 中津市上池永 http://www.npo-mado.net

582 スーパープライベート 卸売・小売業 大分県 大分市青崎

583 ＦＫＴＡ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市庄境

584 ㈲母屋介護センター 医療・福祉 大分県 大分市志生木

585 河野浩延税理士事務所
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市敷戸台

586 あすらん
教育・学習支援
業

大分県 大分市羽屋

587 ＹＫＰ技建㈱ 建設業 大分県 大分市高城本町

588 ㈲マジシェンヌ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市王子西町

589 ㈲共立精巧 製造業 大分県 大分市流通団地
590 ㈱なる良 製造業 大分県 臼杵市稲田 http://www.naruyoshi.com

591 ㈱中條工業 建設業 大分県 大分市森

592
ハワイアンショップ　ハノ
ハノ

卸売業、小売業 宮崎県
宮崎市　新別府町蔦藁７１
２－５

http://www.hano-hano.com

593 佐藤建設（株） 建設業 宮崎県
宮崎市　大塚町京園３１８
２－２

http://www.shizen-ya.jp

594
（有）フラワーショップ
マルイ

卸売業、小売業 宮崎県 小林市　細野２１５２

595 （株）　日　　豊
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡　門川町大字門川
尾末１０４６０－１

596 正道会館　宮崎支部
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 宮崎市　新城町４７　１Ｆ http://www.seido-miyazaki.com/

597 （有）プラネット　ノア
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県
宮崎市　鶴島２－９－６
４０２号室

http://www.plannet-noah.jp

598 （株）　ＧＩＧエコラボ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市　佐土原町下田島９
４６８－１

http://www.gigecolabo.com/

599 レ　ノ　ン
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
宮崎市　橘通西３－２－７
アサヒビル１階

600 ㈲飯山電業 建設業 宮崎県 都城市今町7734
601 ㈲アイネット 情報通信業 宮崎県 宮崎市本郷北方54-6 http://www.iiinet.jp

602 ㈱グローバル・クリーン
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
日向市新生町2-87　ｵｰｼｬﾝ
ﾋﾞﾙ1階

603 ㈲ボールパークドットコム 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市江平西1-5-11　江平
ﾋﾞﾙ101

http://www.japan-balpark.com

604 中村消防防災㈱ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市丸島町4-21 http://www.bousaiya.com/

605 ㈲ひまわり 金融・保険業 宮崎県 都城市平江町14ｰ6 http://www.hoken-gakushi.jp/

606 宮崎タクシー㈱ 運輸業 宮崎県 宮崎市鶴島3-24 http://www.30-gr.co.jp
607 三和交通㈱ 運輸業 宮崎県 小林市本町94 http://www.30-gr.co.jp
608 三和交通㈱ 運輸業 宮崎県 西都市御舟町1-83 http://www.30-gr.co.jp
609 ㈱クリエート 情報通信業 宮崎県 東臼杵郡門川町中須2-39 http://www.create.m.co.jp

610 ㈳宮崎県トラック協会 運輸業 宮崎県 宮崎市恒久1-7-21 http://www.mta.or.jp
611 ㈱岡﨑組 建設業 宮崎県 宮崎市恒久1800-1 http://www.okazakigumi.co.jp

612 ㈱高嶺木材 製造業 宮崎県 日南市伊比井173-1

613 行政書士　藤原事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市霧島2-87-2

614 ㈲敬美
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市清武町加納3-31-2

615 BANAL河野達也 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市橘通東3-5-33 http://www.banal.jp
616 上日向自動車㈱ 飲食店、宿泊業 宮崎県 日向市上町17-7
617 ㈱川越紙店 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市旭1-1-4 http://www.kawagoep.co.jp

618 ㈱日髙時計本店 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市橘通西3-10-24 http://www.hidakahonten.jp

619 都伸企画㈲ 飲食店、宿泊業 宮崎県 都城市宮丸町2886

620 ㈲フィットピア
教育、学習支援
業

宮崎県 都城市宮丸町3021

621 プランニングABC
教育、学習支援
業

宮崎県 日向市財光寺421-5 http://www.abcp.jp



622 宮崎電子機器㈱ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市下原町214-18 http://www.miyazakidenshikiki.jp

623 ㈱ウィズネス
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市生目台東1-20-1 http://www.bell-femin.co.jp/

624 宮崎ラビットポンプ㈲
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市丸島町4-34

625 ㈱かかし亭 卸売・小売業 宮崎県 都城市山田町中霧島3874-2
626 ㈲宮崎ピアノ運送 運輸業 宮崎県 宮崎市糸原434-3 http://www.mpu-piano.com

627 江藤松薬堂 卸売・小売業 宮崎県 都城市下川東3-5-3-3

628 ㈲エフピーエム 金融・保険業 宮崎県
都城市中町16-12　野口ﾋﾞﾙ
2階

629
㈲介護支援ホーム　れんげ
荘

医療、福祉 宮崎県 宮崎市金崎2537-1

630 ㈲宮崎エヌフーズ 製造業 宮崎県 宮崎市赤江979-5
631 ㈱ティーディエス 製造業 宮崎県 宮崎市大王町8-2 http://www.td-sys.com/

632 ㈱松栄フードサービス 卸売・小売業 宮崎県 都城市上水流町818-4
633 松栄フード物流㈱ 運輸業 宮崎県 都城市上水流町818-4
634 ㈱サンケイ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市本郷北方4486-56 http://www.sankei-tkp.co.jp

635
ティ-エヌエ-・インター
ネット・ソリューションズ
㈱

情報通信業 宮崎県
宮崎市旭1-8-11　竹原第一
ﾋﾞﾙ1階

http://www.tna.co.jp

636 ㈱川越電設 建設業 宮崎県 宮崎市浮田1213-2

637
㈱サンライズネットワーク
ス

情報通信業 宮崎県 宮崎市東大淀2-3-34

638 ㈱サンライズモバイル 情報通信業 宮崎県 宮崎市東大淀2-3-34
639 ㈲丸山酒店 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市江平東1-8-40 www.maruyamasaketen.com

640 ㈱金丸慶蔵商店 卸売・小売業 宮崎県 東臼杵郡門川町上町6-24
641 ㈱児玉組 建設業 宮崎県 えびの市大河平1649-1

642 ㈱アシストユウ 情報通信業 宮崎県
宮崎市新別府町前浜1401-
30

http://www.assistyou-m.com/

643 ㈲大野屋　フルーツ大野 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市中央通1-22 http://www.fruit-ohno.net

644 しんとみネット㈱ 情報通信業 宮崎県 児湯郡新富町富田1-11 http://www.shintomi.ne.jp

645 ㈲リバーセン
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市大淀2-6-20

646 ㈱アキタ製作所 製造業 宮崎県 日向市日知屋16390 http://www.akitamfg.jp
647 ㈱クリエイティブ宮崎 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市鶴島1-6-30 http://www.c-miyazaki.jp/

648 日本コンピューター㈱ 情報通信業 宮崎県 宮崎市老松1-4-16 http://www.ncc45.web.fc2.com

649 ㈲大島家電サービス 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市波島2-10-4

650
㈻田村学園　都城調理師高
等専修学校

教育、学習支援
業

宮崎県 都城市都島町210-4 http://www.fusacook.com/

651 ㈱イチマル水産 製造業 宮崎県 東臼杵郡門川町平城西3-2
652 フランス菓子　サンジャン 製造業 宮崎県 延岡市日の出町1-11-5

653 ㈲リボンシステムズ
教育、学習支援
業

宮崎県 延岡市緑ｹ丘4-20-2

654 ロリエ二見㈲ 製造業 宮崎県 延岡市大瀬町1-3-3

655 美創館タグチ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市夏田町430-1

656 もうりクリニック 医療、福祉 宮崎県 延岡市北川町川内名7055-1
657 ㈱﨑原材木店 製造業 宮崎県 宮崎市波島1-1-27

658 ㈳宮崎県タクシー協会 運輸業 宮崎県
宮崎市本郷北方鵜戸尾
2735-24

659 ㈲フクヤ 卸売・小売業 宮崎県 延岡市栄町6-2
660 四季亭　仁吉 飲食店、宿泊業 宮崎県 延岡市新町4-3

661 ㈲児玉商事 医療、福祉 宮崎県
児湯郡新富町大字上富田
2932-1

662 ㈱松山物産 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市佐土原町東上那珂
13838-2

663 花ふぶき一座
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 都城市都島町316-5　1F www.hanahubuki-ichiza.com

664 ㈲ティーネットプロ 情報通信業 宮崎県
宮崎市宮崎駅東2-4-11　2
階

http://www.tnetpro.co.jp

665 三桜電設㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県 延岡市川原崎町2119-2

666 ㈱作田建築設計
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 日南市風田3999-1

667 宮崎食研㈲ 製造業 宮崎県 宮崎市糸原4727 http://www.tema551.jp



668 ㈱青島グランドホテル 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市青島1-16-64 http://www.aoshima-gh.co.jp

669 霧島人事政策研究所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市大塚台東1-32-7　2
階

670 ㈱アーム 建設業 宮崎県
宮崎市谷川1-4-12　ｱｰﾑﾋﾞﾙ
1F

671 ㈱マエダ工業 建設業 宮崎県 宮崎市大瀬町148-1

672 宮崎県職業能力開発協会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市学園木花台西2-4-3 http://www.syokuno.or.jp

673 ㈲松浦組 建設業 宮崎県 宮崎市跡江850-2 http://matsuuragumi.co.jp

674
㈻修徳学園　宮崎至慶幼稚
園

教育、学習支援
業

宮崎県 宮崎市神宮1-57 http://www3.tok2.com/dropout

675 ㈱井崎製作所 製造業 宮崎県 児湯郡新富町上富田3215
676 ㈲エーアンドピー 飲食店、宿泊業 宮崎県 児湯郡新富町日置5160-1
677 米良電機産業㈱ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市別府町4-33 http://www.mera-denki.co.jp

678 テレビ宮崎ゴルフ㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市新名爪2055

679 ㈲ウッドライフ中島 建設業 宮崎県 宮崎市大字跡江2685-3

680 宮崎ガス㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町野間311-
1

http://www.miyazakigas.co.jp/

681 宮崎液化ガス㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町野間311-
1

http://www.miyazaki-ekikagas.jp/

682 大淀開発㈱ 建設業 宮崎県 都城市上長飯町5427-1 http://www.oyd.jp

683 日南商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 日南市園田2-1-1 www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan

684 ㈾山本建装
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市川原崎町414 http://www.yamaken1.co.jp

685 都城商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 都城市姫城町4-1 www.miyazaki-cci.or.jp/miyakonjo/

686 小林商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 小林市細野1899-3 www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi

687 外山木材㈱ 製造業 宮崎県 都城市八幡町18-7 www3.ocn.ne.jp/～ｔ－lumber/

688 串間商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 串間市西方5657 www.miyazaki-cci.or.jp/kushima/

689
地方卸売市場㈱　小林魚市
場

卸売・小売業 宮崎県 小林市細野2123-2

690 宮崎商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市錦町1-10　宮崎ｸﾞﾘｰ
ﾝｽﾌｨｱ壱番館7F

http://www.miyazaki-cci.or.jp

691 ㈲山下事務機 卸売・小売業 宮崎県 小林市細野442-5
692 藤屋印刷㈱ 製造業 宮崎県 日向市本町7-15 http://fujiya-p.jp

693 西都商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 西都市妻1538-1 www.miyazaki-cci.or.jp/saito

694
弁護士法人グローバル綜合
法律事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市老松1-3-17

695 ㈳宮崎労働基準協会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市錦町1-10　宮崎ｸﾞﾘｰ
ﾝｽﾌｨｱ壱番館7F

www.miyazaki-roukikyo.or.jp

696 ㈲宮内葬儀社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 小林市細野437-4

697 日向商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 日向市上町3-15 http://www.miyazaki-cci.or.jp

698 延岡商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 延岡市中央通り3-5-1 http://www.miyazaki-cci.or.jp

699 ㈱松尾運送 運輸業 宮崎県 都城市高城町穂満坊1003-1

700 高鍋商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 児湯郡高鍋町北高鍋5138 www.miyazaki-cci.or.jp/takanabe/

701 高岡町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市高岡町五町268-2 www.miya-shoko.or.jp/takaoka



702 佐土原町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市佐土原町下田島
20732-53

703 ㈲長田製パン工場 製造業 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島9199
704 ㈱タナベ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島9200
705 ㈱タナベホーム 建設業 宮崎県 宮崎市島之内7404-1
706 ㈲かねしん 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂3005

707 ㈲蛯原石油店 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
3507-2

708 ㈲さくら屋酒店 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市大塚町横立1354　ﾏ
ﾐｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ大塚店内

709 溝口建設㈱ 建設業 宮崎県 東諸県郡国富町本庄5654-1

710 ㈲松浦自動車整備工場
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 東諸県郡綾町入野3572-1

711 綾町商工振興会 卸売・小売業 宮崎県 東諸県郡綾町南俣329-1 www.miya-shoko.or.jp/aya/

712 綾町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 東諸県郡綾町南俣329-1 www.miya-shoko.or.jp/aya/

713 ㈲衣料のながとも 卸売・小売業 宮崎県 東諸県郡国富町本庄6915

714 国富町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 東諸県郡国富町本庄4049

715 国富屋 卸売・小売業 宮崎県 東諸県郡国富町本庄4049
716 ㈲ナカノオートサービス 卸売・小売業 宮崎県 東諸県郡国富町木脇5297-1

717 山田町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 都城市山田町中霧島2939-2 www.miya-shoko.or.jp/yamada/

718 荘内商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 都城市庄内町8608-2

719 井手労務管理事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市村角町寺田726

720 ㈲岡田自動車工業
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 児湯郡都農町川北1189-4

721 田口酒店 卸売・小売業 宮崎県 児湯郡都農町川北5924-2
722 ㈲オートショップユタカ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市田野町甲7901-106 www.hd-miyazaki.com/index.htm

723 ㈱宮日商事 金融・保険業 宮崎県 宮崎市錦本町1-2

724 山之口町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

宮崎県 都城市山之口町花木2039-6 w.miya-shoko.or.jp/yamanokuchi

725 北川町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 延岡市北川町川内名7261-6 www.miya-shoko.or.jp/kitagawa

726
社会保険労務士　小川事務
所

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市宮脇町134-2

727 清武町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市清武町船引151-1 www.miya-shoko.or.jp/kiyotake/

728 宮崎市生目商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市柏原449-3 www.miya-shoko.or.jp/ikime/

729 宮崎県経営者協会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市錦町1-10　宮崎ｸﾞﾘｰ
ﾝｽﾌｨｱ壱番館7F

http://www.keikyo.miyazaki.ch/

730 ㈱Aman-Style
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市江平西1-2-27　第3
丸三ﾋﾞﾙ3-41

731 都農町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 児湯郡都農町川北4874-2

732 ㈱アラタナ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市錦町1-10　宮崎ｸﾞﾘｰ
ﾝｽﾌｨｱ壱番館5F

http://www.aratana.jp/

733 北郷商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡美郷町北郷区宇納
間35-1

734 西郷商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡美郷町西郷区田代
29-1

www.miya-shoko.or.jp/saigo/



735 木城町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 児湯郡木城町高城4040-1 www.miya-shoko.or.jp/kijo/

736 新富町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
児湯郡新富町富田南1-112-
2

www.miya-shoko.or.jp/shintomi/

737 宮崎交通㈱ 運輸業 宮崎県
宮崎市橘通西3-10-32　ﾎﾞﾝ
ﾍﾞﾙﾀ橘東館7階

http://www.miyakoh.co.jp

738 山﨑㈱ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市橘通西5-6-57 http://www.yamasaki-net.co.jp

739 高千穂町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
西臼杵郡高千穂町三田井
1099-1

www.miya-shoko.or.jp/takachiho/

740 日之影町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 西臼杵郡日之影町七折3461 www.miya-shoko.or.jp/hinokage/

741 南郷商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡美郷町南郷区神門
1014-4

www.miya-shoko.or.jp/nango/

742 門川町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡門川町門川尾末
9246-2

www.miya-shoko.or.jp/kadogawa/

743 ㈱ユニオンコート 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市橘通東3-1-11 http://www.merieges.co.jp

744 南郷町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

宮崎県 日南市南郷町東町14-11 w.miya-shoko.or.jp/nango-town/

745 ㈱アメックスエステート
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市江平東町10-6 http://www.welcourt.jp

746 高原町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 西諸県郡高原町西麓627-7 www.miya-shoko.or.jp/takaharu/

747 えびの市商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 えびの市栗下51 www.miya-shoko.or.jp/ebino/

748 ㈱ニューウェルシティ宮崎 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市宮崎駅東1-2-8 http://www.nwc-miyazaki.co.jp

749 ㈱マスジュウ 建設業 宮崎県 宮崎市下北方町野田590-1 http://www.masuju.com/

750 高城町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 都城市高城町穂満坊306 www.miya-shoko.or.jp/takajo/

751 川南町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

宮崎県 児湯郡川南町川南13680-1 w.miya-shoko.or.jp/kawaminami/

752 三股町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
北諸県郡三股町樺山4421-
22

www.miya-shoko.or.jp/mimata/

753 野尻町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 小林市野尻町東麓1163-2

754 宮交タクシー㈱ 運輸業 宮崎県 宮崎市源藤町東田430 http://www.miyakoh.co.jp/taxi/

755 ㈱スギタ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市港東1-11-4 http://www.sugita-color.com

756 矢野運輸㈱ 運輸業 宮崎県 宮崎市祇園3-2
757 ㈱大森淡水 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市塩路2300 http://www.omori-tansui.co.jp/

758 フェニックスリゾート㈱ 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市山崎町浜山3083 http://www.seagaia.co.jp

759 ㈱九南 建設業 宮崎県 宮崎市赤江2 http://www.kyunan.co.jp/

760 ㈱セレモニー宮崎
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市青葉町5-1　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ
松和2F

http://www.memolead.co.jp

761 ㈱ブライダルハウス島田
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市大工2-176 www.bridalhouse-shimada.co.jp

762 ㈱ふじもと美誠堂
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市高洲町40-1

763 ㈱戸高コーポレーション 建設業 宮崎県 宮崎市大塚町京園3199-1

764 椎葉村商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡椎葉村下福良
1747-38

www.miya-shoko.or.jp/siiba/

765 西米良村商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 児湯郡西米良村村所45-1 www.miya-shoko.or.jp/nishimera

766 東郷町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 日向市東郷町山陰丙1602-2 www.miya-shoko.or.jp/togo/



767 五ヶ瀬町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所
2118

www.miya-shoko.or.jp/gokase

768
職業訓練法人　日向地区職
業訓練会

教育、学習支援
業

宮崎県 日向市日知屋8097-2

769 西都市三財商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 西都市下三財3414-2 www.miya-shoko.or.jp/sanzai

770 宮崎総合ビル管理㈱
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市村角町長山2835-5

771 植松商事㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県 宮崎市橘通西4-2-30 http://www.uematsu-grp.co.jp

772
㈲ヘルパーステーションよ
しもり

医療、福祉 宮崎県 宮崎市清武町池田台27-7

773 ㈱坂下組 建設業 宮崎県 宮崎市広島2-10-16 http://www.sakashita-gumi.co.jp

774
㈱ユーエムケイエージェン
シー

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市大橋3-101-1 http://www.umkag.com/

775 ㈲宮崎中央新聞社 製造業 宮崎県 宮崎市田吉6207-3 http://www.miya-chu.jp
776 ㈱あゆの山水 飲食店、宿泊業 宮崎県 東諸県郡綾町北俣1768-1

777 丸栄宮崎㈱ 製造業 宮崎県
宮崎市佐土原町東上那珂
17870-17

http://www.marueimiyazaki.jp

778 ㈱インタープロ 情報通信業 宮崎県 宮崎市瀬頭2-2-10 http://www.interproinc.co.jp

779
㈱建設コンサルタント　ナ
ガトモ

建設業 宮崎県 児湯郡新富町富田東3-29-2

780 ㈱久光園 建設業 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島8219

781
(同)アズマデイサービスほ
おずき

医療、福祉 宮崎県
宮崎市佐土原町下田島
11408-2

782 ㈲宮崎県葬祭自動車 運輸業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
2065-1

783 アイ観光㈱ 運輸業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
2065-1

784 ㈱仁組急送 運輸業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
2065-1

785 ㈱仁組建設 建設業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂伊賀
給2894

786 アナーセン 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市新別府町前浜1401-
136

787 アイコムティ㈱ 情報通信業 宮崎県
宮崎市橘通東3-1-7　大繁
盛ﾋﾞﾙ3F

788
職業訓練法人　東児湯職業
訓練協会

サービス業（他
に分類されない
もの）

宮崎県 児湯郡高鍋町北高鍋4613-3 www.e-koyukunren.school-info.jp/

789 宮崎紙工印刷㈱ 製造業 宮崎県 宮崎市本郷南方4045-4 http://www.m-shikou.net

790 北郷町商工会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
日南市北郷町郷之原乙
1738-4

791 ㈲シンキ冷設 建設業 宮崎県 日向市中堀町1-43
792 ㈱自然館 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市新城町37-2 http://www.sizenkan.com/

793 ㈱スコラ
教育、学習支援
業

宮崎県 都城市鷹尾2-6-8

794
ニュースターコミュニケー
ションズ㈱

卸売・小売業 宮崎県 都城市牟田町14-7

795 ㈲サンシー鈑金塗装工場
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 東諸県郡国富町本庄552-2

796 ㈱市原呉服店 卸売・小売業 宮崎県 西都市小野崎1-90
797 ㈱有村産業 製造業 宮崎県 西都市南方瓜葉木362-2
798 イマイ印刷 製造業 宮崎県 西都市右松2145-1
799 ㈲水野屋 卸売・小売業 宮崎県 西都市中妻1-12

800 アラヰ産業
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
西諸県郡高原町蒲牟田988-
83

801 城山ふとん店 卸売・小売業 宮崎県 延岡市大貫町4-2964 http://www.shiroyamafuton.com

802 ㈲池田パソコン塾
教育、学習支援
業

宮崎県 日向市鶴町2-3-1 http://www.ikedajuku.info



803 川越社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市神宮2-3-11　1F http://www.kawagoe.roumu.jp

804 ㈲福寿草 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大字広原312-1

805 ㈱インタークロス
教育、学習支援
業

宮崎県 宮崎市宮崎駅東3-7-1 http://www.inter-cross.com

806 社会福祉法人　いつか会 医療、福祉 宮崎県
宮崎市橘通東2-4-16　ｱﾝ
ｼﾞｭｰﾙ内

807 ㈲なのはな 医療、福祉 宮崎県 日南市戸高4-6-6

808 花と緑の整骨院 医療、福祉 宮崎県
児湯郡新富町大字上富田
3349-1

809 ㈱日向中島鉄工所 製造業 宮崎県 日向市大字日知屋17148-9
810 ㈲前田包装容器 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市神宮東2-3-10 http://maedahousou.com

811
㈳ｙｏｓｈｉｋｏ ｆｏｏ
ｔ ａｎｄ ｂｏｄｙ ａｃ
ａｄｅｍｙ

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市橘通西3-9-1 http//www.relax980.com

812 ㈲パルアンドペア
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
延岡市愛宕町3-4588-1　ﾊﾟ
ﾙﾍﾟｱ延岡店

813 ㈱ネオミューズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
東臼杵郡門川町大字門川尾
末10460-1

814
日吉だんご㈲　イオン日向
店

卸売・小売業 宮崎県
日向市日知屋字古田町61-1
ｲｵﾝ日向店1F

815 ㈱ＣＭねっと 情報通信業 宮崎県 延岡市緑ｹ丘2-20-8 http//www.cmnet.co.jp
816 宮崎県南部信用組合 金融・保険業 宮崎県 日南市南郷町中村乙8241-2 http://www.m-nanbu.shinkumi.jp/

817
㈱サンライズソリューショ
ン

情報通信業 宮崎県 宮崎市東大淀2-3-34 http://www.sunrisenetworks.co.jp/solution

818 ㈲リースキン中堂薗
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
西諸県郡高原町大字西麓
335-2

http//www.lea-naka.jp

819 かわの社労士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
東臼杵郡門川町門川尾末
8314-4

820
小石川社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 延岡市平原町5-1445

821 宮崎県中小企業家同友会
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市恒久南3-3-2　恒吉
ﾋﾞﾙ2階

http//www.miyazaki.doyu.jp

822 ㈱プロテクト 金融・保険業 宮崎県 宮崎市大字小松241-3 http//www.pro-tect.jp/
823 ㈱橋口庭樹園 建設業 宮崎県 西都市大字童子丸587-2

824
社会保険労務士　行政書士
杉山晃浩事務所

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市佐土原町下田島
20034

http://miyazaki-joseikin.com/

825 ㈱都城印刷 製造業 宮崎県 都城市早鈴町1618
826 ㈲紙ひこうき 卸売・小売業 宮崎県 都城市広原町15-14-1

827 黒岩建築設計㈱
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 都城市北原町34-10 http://kuroiwa.salcuraweb.com

828 ㈲ひろせ本店 卸売・小売業 宮崎県 北諸県郡三股町稗田55-5
829 橋之口籐工芸工房 製造業 宮崎県 小林市水流迫843-2

830
くろひじ社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市永楽町126-6　ｺｰﾎﾟ
道103

831 アローズ㈱ 情報通信業 宮崎県
宮崎市南花ｹ島町251-10
MHﾋﾞﾙ2階

http://www.daina-hikari.com

832 ㈲ゼロスタッフ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市田代町88-1　田代ｾﾝ
ﾄﾗﾙ2階

http://www.zero-staff.co.jp

833 ㈱インテリア日向 建設業 宮崎県 日向市亀崎東1-116 http://www.affranchir.com

834 耳川広域森林組合 農業・林業 宮崎県 日向市東郷町山陰辛280-1
835 マーテック㈱ 情報通信業 宮崎県 延岡市伊形町4932-1 http://www.gmatec.com

836
㈱グレース（エステティッ
クサロン　グレース）

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市若葉町2-1120-161 http://www.beauty-grace.jp

837 ㈱なないろカンパニー 製造業 宮崎県 児湯郡都農町大字川北5639 http://poreporeworld.com

838 ㈱セキュリティロード
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市祇園町3丁目179 http://www.1987ser.co.jp/

839 ㈱栄進教育開発
教育、学習支援
業

宮崎県 宮崎市大橋1丁目81-1 http://www.eishin-net.co.tp/

840 ㈱パスファインダー 農業・林業 宮崎県 宮崎市淀川1-3-1-302
841 ㈲鉱脈社 製造業 宮崎県 宮崎市田代町263



842 ㈲トップヒューマン
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市橘通西2-7-27 http://www.oga.co.jp

843
㈱テスワールド　エステピ
アレディ宮崎店

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市清水3-2-11　とりね
こﾊｳｽ1階

844 きみた人事・労務研究所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市旭1丁目6-15　TDﾋﾞﾙ
95 4F

845 勝田被服㈱　高鍋工場 製造業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
3190-3

846
宮交ショップアンドレスト
ラン㈱

卸売・小売業 宮崎県 宮崎市中村東2丁目8-12 http://www.s-and-r.jp

847 ㈲旅工房
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市清水1-9-28　ひめの
ﾋﾞﾙ

http://www.tabi-kobo.com/

848 宮崎空港ビル㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市赤江　宮崎空港内 http://miyazaki-airport.co.jp

849 青島リゾート㈱ 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市青島1-16-1 http://www.anahirmiyazaki.com/

850
マネジメントオフィス・ア
クト

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市橘通西1-4-27　橘に
しいちﾋﾞﾙ301

http://www.mo-act.com

851 ㈲インターラック 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大塚町窪田3365-8 http://www.interluck.co.jp

852 ㈱コクセイメディック
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 延岡市別府町3092

853 ㈲ときわ荘 飲食店、宿泊業 宮崎県 都城市山田町中霧島2455-2
854 ㈲エルク 卸売・小売業 宮崎県 小林市本町2
855 岩崎産業㈱　細島工場 製造業 宮崎県 日向市大字日知屋3389

856 アートブレイン㈲ 建設業 宮崎県
宮崎市阿波岐原町鳥居原
2142-18

http://www.artbrain.cc

857 北栄㈱ 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大字恒久1800-1 http://www.day-hakuju.jp/

858 マツシタ電器 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市和知川原2-131 www.denkiya.wix.com/matu#

859 ㈱フォーユー 医療、福祉 宮崎県 都城市姫城町14-26

860
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ　ﾛｯﾃﾘｱ宮交ｼﾃｨ店

飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28

861 水研テック㈱
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市昭和町3丁目2016 http://www.suikentec.com

862 ㈲ハートフルセンター 医療、福祉 宮崎県
児湯郡高鍋町大字高鍋町
598-3

863
㈱ワークステーションいろ
どり

医療、福祉 宮崎県 延岡市別府町3092 http://www.ws-irodori.jp

864 ㈱島津商会　宮崎工場 製造業 宮崎県
西都市大字藤田字上鶴129-
1

http://www.shimazu-inc.com

865 ㈲あつたエンタープライズ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市船塚3丁目189 http://www.atsuta.com

866 ㈱神田自動車 卸売・小売業 宮崎県 延岡市浜砂2丁目119-9 http://suzuki-kanda.com

867
Sans.aim（さんす・あい
む）

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 西都市聖陵町1-47

868 ㈱中尾自動車 卸売・小売業 宮崎県 西都市大字三宅2482-4
869 ㈱ＳＡＮヒーロー 建設業 宮崎県 宮崎市花ｹ島町赤江町1335
870 鍼灸おすず治療室 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大島町西田2135-12 http://osuzu.jp/
871 ㈱ＳＵＮＡＯ製薬 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市和知川原2-74 http://www.sunao-seiyaku.com

872 ㈱ふくざき写真館
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 都城市妻ｹ丘町30-2 www.fukuzakiphoto-studio.com

873 大島治療院 医療、福祉 宮崎県 宮崎市阿波岐原2017-1 http://www.ooshima-anma.com/

874 インテリア新田 建設業 宮崎県 延岡市大貫町3-1151-3
875 ㈲新垣ミート 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市南花ｹ島町280-1 http://www.singaki-meat.jp

876 ハッコートラベル㈱ 運輸業 宮崎県
日向市大字日知屋塩田
16284-1

877 ㈱教育情報サービス 情報通信業 宮崎県
宮崎市橘通西3-10-36　ﾆｼﾑ
ﾗﾋﾞﾙ6F

http://www.e-kjs.jp/

878 ㈱トラベルナイス
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 延岡市安賀多町4-1-9

879 湯川建設㈱ 建設業 宮崎県 延岡市昭和町3-2014
880 ＳＯＮＮＥ 卸売・小売業 宮崎県 都城市上川東1-18-6 http://www.sonne-platz.com

881 ㈱ワン・ステップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市清武町今泉甲4625-1 onestep-miyazaki.com

882 ㈲ますや 飲食店、宿泊業 宮崎県 西都市小野崎1-87



883 b-connect㈱
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市高千穂通1-5-35　ｸﾞ
ﾗﾝ高千穂3F

884 プリンシプル㈱
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市祇園町2-5-2 http://www.principle-p.co.jp

885 ㈲大正水流電業
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県 えびの市大字上江811-6

886 ブルーファーム㈱ 農業・林業 宮崎県 西都市大字上三財7100

887 ㈱コンセプト 飲食店、宿泊業 宮崎県
児湯郡新富町大字新田
16395

888 ㈱広瀬 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡新富町大字上富田
2498

889 社会福祉法人　敬和福祉会 医療、福祉 宮崎県 都城市吉尾町2200-1

890 ㈱ＮＥＴＶision
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市清武町船引644-62
1F

891 西日本総合福祉㈱ 医療、福祉 宮崎県 都城市下川東4ｰ3220-3

892
宮崎ネットワークサービス
㈱

情報通信業 宮崎県 宮崎市赤江1245-1

893 ㈱江橋設計
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市中西町86-3

894 ㈱ＳＨＩＢＡ 医療、福祉 宮崎県
宮崎市橘通東3-7-12　ﾎﾜｲﾄ
ﾎﾟｹｯﾄﾋﾞﾙ

895 宮崎ビルサービス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市大字赤江975-1 http://www.miyakoh.co.jp/buil/

896 ビジネスホテル　フクハラ 飲食店、宿泊業 宮崎県 延岡市紺屋町1-4-17 http://www.ueda-g.jp

897 ㈱NPK
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市柳丸町85 http://www.np-k.co.jp

898 ＩＳグループ㈱
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市橘通東4-1-1　瀬尾
ﾋﾞﾙ2F

http://www.isgroup-jpn.com

899 (同)ほととぎす 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大字熊野9902-3 http://hototogisu-care.com/

900
㈲介護とリハビリ研究所
ヘルパーステーション大橋

医療、福祉 宮崎県 宮崎市江南3-5-2 http://www.oohashi-st.net

901 ㈲イベントクルー
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市大塚町祝子前1766
ｵｰﾂｶﾋﾞﾙ205

www.eventcrew-miyazaki.com/

902 ㈱菊池設計
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市富美山町519-8 http://www.kikuchi-design.co.jp/

903 ㈱ＡＡＯ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市霧島3-79　加賀ﾋﾞﾙ
102

http://www.a-a-o.net/

904 ㈲ケアサービスあじさい 医療、福祉 宮崎県
宮崎市東大宮2-28-12　長
友東大宮ｺｰﾎﾟ101

905 ㈱福祉環境センター 建設業 宮崎県
宮崎市淀川3-8-17　佐伯ﾋﾞ
ﾙ1F

http://www.wecnet.jp/

906 アイマスト㈱ 情報通信業 宮崎県
宮崎市花ｹ島町南赤江町
2126-2　2F

907 ㈲やすかた畳ふすま店 製造業 宮崎県 小林市真方384-10
908 ㈲メディカル・アシスト 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大塚町原ﾉ前1580-4

909
アグリストリーム　きむら
農園

製造業 宮崎県
児湯郡川南町大字川南
13509-32

www.14.ocn.ne.jp/^air0911/

910 ㈲Ｅsperienza 医療、福祉 宮崎県 宮崎市花ｹ島入道2230-4
911 ㈱日南精機 製造業 宮崎県 日南市大字東弁分甲266-1

912 宮崎県森林組合連合会
複合サービス事
業

宮崎県 宮崎市橘通東1-11-1 http://www.moritohito.or.jp/

913 ハイ・フィールド㈱ 卸売・小売業 宮崎県 延岡市北町1-1-9

914 宮崎ゴルフ㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市大字田吉字松崎
4855-90

http://www.miyakoh.co.jp/golf/

915 わそう農園 農業・林業 宮崎県
児湯郡都農町大字川北
2076-1

http://www.waso-farm.com

916 ㈲いろは企画 製造業 宮崎県 宮崎市清武町正手3-19-2

917 ㈱ビッグハウス 建設業 宮崎県
西諸県郡高原町大字広原
4979-26

918 よおこそマッサージ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市阿波岐原前浜4276-
374

919 心愛㈱ 医療、福祉 宮崎県 日向市亀崎西2-157 www.kokoa2004skyhome.jimdo.com

920 日玉中華食品㈱ 製造業 宮崎県 日向市大字日知屋17148-27 http://www.nichigyoku.co.jp



921 ボディーショップＭＯＴＯ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 小林市堤2141

922 ㈱エム・ティ・ピィ設計 建設業 宮崎県 宮崎市吾妻町85-3

923 いやしの研究所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市錦町1-10　KITEN2階

924 ㈲ミロワール南香 卸売・小売業 宮崎県 都城市上東町11-16
925 ㈲ホテルプラザ 飲食店、宿泊業 宮崎県 小林市本町119

926 てふてふ美容室
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市大塚台東1-1-1

927
野菜専門だいにんぐばー
はたけ。

飲食店、宿泊業 宮崎県 都城市志比田町4949-1

928 ㈲大宮通信 建設業 宮崎県 宮崎市神宮町468 http://www.oomiya-tc.com

929
㈱宮崎県ソフトウェアセン
ター

情報通信業 宮崎県
宮崎市佐土原町東上那珂字
長谷水16500-2

//www.miyazaki-nw.or.jp/msc/

930 ㈲竹炭の里 卸売・小売業 宮崎県
東諸県郡国富町大字深年
3845-13

http://www.takesuminosato.jp

931
クルーガーグループ㈱　宮
崎支店

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県
宮崎市高千穂通2-5-36　宮
崎25ﾋﾞﾙ8F

http://www.cruager.co.jp

932 ㈱スケール 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市江平東1-7-2 http://www.scale-design.jp

933 ㈱活亜興 製造業 宮崎県 小林市野尻町三ｹ野山4249
934 ＯＢＳ八健堂整骨院 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大字新名爪235-5 http://www.obs8.jp

935 いその法律事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市松山1-7-20　ｵﾌｨｽM2
階

936 ㈲南久
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市港東3-5 http://www.nankyu.biz

937 英光㈱ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大淀2-6-22 http://www.eiko.miyazaki.com

938 サロン・ド・エフ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市清武町加納乙358-6 http://www.salon-de-ef.com

939 ㈱ハンク・ディーシー 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市大塚町原の前1618 http://www.heikenosato.jp

940 ㈱山内システム
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市出北2-28-18

941 日乃出治療院 医療、福祉 宮崎県
宮崎市一の宮町65　金丸ﾋﾞ
ﾙ1階

www.hinodematumo.web.fc2.com/

942
カットスペース　ビー・
クールズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 小林市細野271-5

943 菅公学生服㈱　都城工場 製造業 宮崎県 都城市年見町28-10

944 ㈱工藤興業 建設業 宮崎県
西臼杵郡高千穂町大字上野
1126

http://www.kudo-kg.co.jp

945 ㈱光コーポレーション 卸売・小売業 宮崎県
西臼杵郡高千穂町大字上野
1126

http://www.kudo-kg.co.jp

946 宮本㈲ 卸売・小売業 宮崎県 延岡市萩町40-1
947 ㈲よこやま 医療、福祉 宮崎県 日南市春日町6-2

948 ラバンジュロール 医療、福祉 宮崎県
宮崎市柳丸町388-1　柳丸
ｺｰﾎﾟ201

http://www.facebook.com/m.lavandulol

949 児玉塗装工業 建設業 宮崎県 延岡市長浜町2-1908-4

950
㈱ＮＡＫＩＺＵＮＡ（さく
ら整骨院）

医療、福祉 宮崎県 宮崎市恒久3-24-1 www.sakuraseikotuin540151.jp/

951 三和ニューテック㈱ 製造業 宮崎県 宮崎市清武町正手1-11-1 http://www.sanwa-newtec.co.jp

952 赤江機械工業㈱ 製造業 宮崎県
東諸県郡綾町大字入野
4897-1

http://www.akaekikai.co.jp/

953 Beautiful Angie
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市丸山町1-33 http://www.beautifulangie.jimd.

954 ビューティフル　アンジー
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 小林市本町130

955
㈱サーテイーンズ　大衆酒
場　神楽

飲食店、宿泊業 宮崎県 都城市牟田町7-5　U3ﾋﾞﾙ

956 めしんせ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市吉村町大町甲1981 http://www.meshinse.com

957 ㈲アートライフ 不動産業 宮崎県 日向市不動寺10 http://www.artlife.jp

958 ㈲原田サービス塗装
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市清水1-14-17

959 ㈲宮尾電設 建設業 宮崎県 宮崎市大橋2-68



960 ㈱オフィス　パブロ 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市高洲町52-11

961 ㈲クボタ企画
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市広島2-6-12

962 ヘアーステージ　アドア
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 都城市吉尾町854-1

963 ㈲福茶ラーメン 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市清武町加納2-1

964
大津留社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
東諸県郡国富町大字宮王丸
139-1

965 ㈱木佐貫製作所 製造業 宮崎県 延岡市粟野名町2015-1 http://www.kisanuki.co.jp

966 ㈲長渡石材 製造業 宮崎県 日南市大字星倉2317-1
967 ㈲バオバブの木 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市元宮町9-30 www.curryshopban.baobabnoki.net

968 リサイクル食鮮館 飲食店、宿泊業 宮崎県 串間市大字西方15076-14

969 ㈲花ビラ 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市大島町原ﾉ前1445-
202

http://www.hana-villa.com

970 ㈱ごとう計画・設計 建設業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
3375-1

http://www.g-sekkei.net/

971 ㈲ポップミックス 情報通信業 宮崎県
宮崎市大塚町竹原2072-1-
102

http://www.pop-mix.jp

972 よおこそ＆Ｊ－会話
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市阿波岐原前浜4276-
374

http://www.j-kaiwa.com

973 オファリビング 卸売・小売業 宮崎県 都城市吉尾町854-1
974 ㈱宮元電設 建設業 宮崎県 日南市大字星倉2204-1

975 吉田社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市大字小松1763-43

976 ㈱プランクス
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 日南市飫肥5-1-35

977 ㈱アルファ 医療、福祉 宮崎県 都城市蓑原町3222-3

978
㈲キリコンディショニング
カンパニー

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 小林市細野1970-12

979 (同)Ａーstyle
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 都城市姫城町14街区12号 ｈｔｔｐ://a-style-aoki.com/

980 ㈲五色木材 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大字芳士1676-1

981 ㈱わかば 医療、福祉 宮崎県
宮崎市大字本郷北方字池田
4477-4

http://www.wakaba2601.jp

982 ㈱わかばんち 医療、福祉 宮崎県 宮崎市本郷2-11-2 http://www.wakaba2601.jp

983 T-FARM 對 田 龍 二 農業・林業 宮崎県 宮崎市学園木花台桜1-13-5

984 Ｎail Ｓalon Ｙ to Ｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 都城市鷹尾町１８－３０

985
美容室　アングル　ムラカ
ミ

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市吉村町大町甲1919-
13

986
㈲ベリーエステサロン　い
であ

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市大王町74-3　東大王
ﾋﾞﾙ203

987 ㈱カワコ電水社 建設業 宮崎県 小林市真方426-2 http://www.kawakodensuisya.co.jp/

988
花の店　カラフル・カラフ
ル

卸売・小売業 宮崎県 宮崎市青葉町74-1-103

989 ㈱そよ風ツーリスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市大字赤江字飛江田
132

http://www.soyokaze-t.jp

990 ㈲ＫＭＪカンパニー 飲食店、宿泊業 宮崎県 宮崎市清水2-8-32
991 ㈱ナチュラル・イング 建設業 宮崎県 宮崎市清水3-10-3-A1 http://www.natural-ing.com

992 ㈲一徹 飲食店、宿泊業 宮崎県
児湯郡高鍋町南高鍋字奥の
下7029

993 ㈱ひむか流通ネットワーク 情報通信業 宮崎県 宮崎市北川内町下釘崎5539 http://www.hdnc.jp/

994 Office Ｃall-Ｔ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市吉村町大町前甲
2255-5-3F

call-t.com/minc.y-town.info

995 ＯＣＴ project 情報通信業 宮崎県
宮崎市吉村町大町前甲
2255-5-3F

oct-pro.net

996 ㈲花いちもんめ 飲食店、宿泊業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字高鍋町
706

997 ㈱大成グループ 医療、福祉 宮崎県
東諸県郡綾町大字北俣字灰
原428-1

998 ㈱アンティ 不動産業 宮崎県 宮崎市新城町42-1

999 寿石油㈲ 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
1260-3

1000 ㈲アミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市新町2-1



1001
宮崎県美容業生活衛生同業
組合　延岡支部

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
延岡市東本小路121-1　市
中小企業振興ｾﾝﾀｰ2F

1002 明朗会　ななえ福祉作業所 医療、福祉 宮崎県 都城市南鷹尾町18-23

1003 ㈱ターミナル 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市橘通東3-3-12　ﾎﾟｰﾙ
ｽﾀｰﾋﾞﾙ1階

1004 ㈲岡田花店 卸売・小売業 宮崎県 延岡市中川原町1-4508
1005 彩鍼堂整骨院 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大王町75-3

1006 ㈱D-rect
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市吉村町尻溝39街区1

1007
㈲セブンプラザ　かいでん
き

卸売・小売業 宮崎県 串間市寺里2-8-9

1008 ㈱MAC 卸売・小売業 宮崎県 串間市大字西方14769
1009 ㈱日本剣道具製作所 製造業 宮崎県 西都市大字下三財3436
1010 亀崎木工 製造業 宮崎県 日向市亀崎東1-23
1011 クルサス㈱ 情報通信業 宮崎県 宮崎市霧島3-96-2 http://www.cursus.jp
1012 ㈱こもれび 医療、福祉 宮崎県 宮崎市大島町前田338-1
1013 ㈲よこやまでんき 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市潮見町151-1 http://www.yokoyamadenki.com/

1014 ㈱トヨタレンタリース宮崎
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 宮崎市老松1-1-4 http://www.trl-miyazaki.co.jp/

1015 ㈲日向栄進産業 建設業 宮崎県 宮崎市高洲町102-2 http://www.himukaeishin.jp/

1016
ヘアーデザイン　ＡＴＯＲ
Ｉ

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市大字芳士623-1

1017 ㈲エ・パングル
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市西池町7-24　ｴｲﾙﾏﾝ
ｼｮﾝ206

1018
モーターガレージ・クマモ
ト

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 児湯郡高鍋町南高鍋9159

1019 ㈲インテリアかなさき 建設業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
78-1

1020
アンドリューのエッグタル
ト 天文館店

卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市東千石町18-1-104

1021
医療法人　高見馬場山口ク
リニック

医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市西千石町16-16

1022 喫茶Ｔ＆Ｔ
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 鹿児島市中央町24-20-2Ｆ

1023 株式会社　フォレスト 医療、福祉 鹿児島県 曽於郡大崎町野方6045-6

1024
イタリア料理リストランテ
ウチダ

飲食店、宿泊業 鹿児島県
鹿屋市寿4丁目9-5コーポ大
寿3号棟100

http://www.b-post.com/uchida

1025 有限会社ナンリ 製造業 鹿児島県 鹿屋市郷之原町11989
1026 有限会社　井之上電器 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市北田町8-12 http://seitengai.com/441234/

1027 株式会社　寿商会 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市旭原町2525-1
1028 銘苅　合同会社 医療・福祉 沖縄県 那覇市銘苅3-16-30

1029 ㈱大賀企画
教育、学習支援
業

沖縄県
沖縄市知花六丁目39番48号
1階

http://www.taiga-kikaku.com/

1030 シートラスト沖縄
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 恩納村山田9030-1 http://www.okinawa111.com

1031 リラクゼーション o：hana
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 沖縄市宮里4-17-6

1032 hinata　café 飲食店、宿泊業 沖縄県 うるま市田場274-1

1033 有限会社　総合琉通 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
根555-11

1034 合同会社　エムエアー 飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市下地字与那
覇233

http://www2.miyako-ma.jp/yonaha/m-air.top.html

1035 宮古ガス　株式ｊ会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西仲
宗根2-39

http://miyakogas.com/

1036 有限会社　和工 建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
9

1037 合同会社　丸一タクシー 運輸業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1307

1038 合同会社　バイパスオート 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字松原
1125-3

1039 ㈱ビソー
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市中央区天神4-9-13



1040 アクアテラス　永松　慶之 製造業 福岡県 福岡市東区和白1-3-22 http://www.aqua-terrace.com/

1041 ㈱クリアーＰ 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区天神2-3-10
天神ﾊﾟｲﾝｸﾚｽﾄ1017

1042 ㈲舞物語
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区天神2-5-17-
402

1043
㈱ミサキ・メディアクリ
エーション

不動産業 福岡県
福岡市博多区博多駅南1-3-
8　博多ﾊﾟｰﾙﾋﾞﾙ

1044 ㈱プラス
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市博多区麦野5-13-1

1045
社会保険労務士事務所ファ
イブ・コンサルティング

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市城南区七隈5-13-32-
202

http://5cons.com

1046
Hair＆Nail　JAM　(ﾍｱｰｱﾝ
ﾄﾞﾈｲﾙｼﾞｬﾑ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区薬院4-7-12

1047 ㈱NORIBA　(ﾉﾘﾊﾞ)
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区六本松4-11-
25　ｸﾛｼｯｼﾝｸﾞ2100六本松
6F-B

http://www.noriba.jp/

1048
薬院キッチン　HIGE6LIN
(ﾋｹﾞﾑﾘﾝ)

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区薬院3-7-14
古川ビル1F

1049
㈲RPM空調設備　(ｱｰﾙﾋﾟｰｴ
ﾑ)

電気・ガス・熱
供給・水道業

福岡県 糸島市志摩松隈55-8

1050 ㈱アイテムリンク 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-
27-22

http://itemlink.jp

1051 affect 　(アフェクト)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市西区西都1-6-8
GrandCru九大駅前1F

1052 福匠　(ﾌｸｼｮｳ) 建設業 福岡県 福岡市早良区次郎丸6-13-5

1053
想作居酒屋KAKURE　(ｿｳｻｸｲ
ｻﾞｶﾔｶｸﾚ)

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区天神1-10-16
福神街ﾋﾞﾙ3F

1054 内田健二公認会計士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区赤坂1-12-15
読売福岡ﾋﾞﾙ

1055
ヘアーデザインニング
wicca　(ｳｨｯｶ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市西区姪浜4-22-50-1
ｸﾚｲﾝﾀｰﾄﾙ壱番館

1056 ㈱ラピッドジャパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市中央区薬院2-19-13

1057 ㈲森岡印刷 製造業 福岡県 福岡市東区和白丘2-2-49

1058 福岡県青色申告会連合会
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区祇園町1-40
三井福岡祇園ビル3F

1059
和佐野社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区小笹4-2-4

1060 美容室オープン　エリア
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区三苫5-1-77-103

1061 合資会社CIELO　(ｼｴﾛ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区平尾2-3-28-
301

1062 ㈱ヤカベ 卸売・小売業 福岡県
北九州市門司区下二十町5-
24

1063 ㈲マルゼン 卸売・小売業 福岡県 大野城市仲畑1-35-19

1064 B-ROAD　(ﾋﾞｰﾛｰﾄﾞ)
教育、学習支援
業

福岡県 福岡市南区若久6-57-13

1065
㈱IKINAcompany　(ｲｷﾅｶﾝﾊﾟ
ﾆｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区井堀3-
23-18

1066 ㈱シェイクハンズ 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区浄水通3-40-
4F

1067 ㈱アクアガイド
教育、学習支援
業

福岡県 福津市津屋崎8-17-16 http://www7b.biglobe.ne.jp/~aqua-guide/

1068 税理士法人アリオン
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区渡辺通1-1-1
サンセルコビル7F

http://allion-tax.com/

1069 ㈱ネクストステージ 金融・保険業 福岡県
福岡市南区筑紫丘1-23-9
ハウスユマニテ大橋α館
204号

http://member.fukunet.or.jp/nextstage/

1070
ｔｗｉｇ　白倉 寛之 (ﾂｲｯ
ｸﾞ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区警固1-15-50
アークタウン107

http://www.twighairdesign.com/

1071 ㈲英光自動車工業 (ｴｲｺｳ)
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 古賀市米多比1142-2

1072 リソラ㈱ 不動産業 福岡県 大野城市雑餉隈町4-2-16 http://www.risola.co.jp/



1073
㈱ビューティミッション
セルベスト事業部

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区博多駅前4-1-
1-5F

http://www.celbest.net

1074 ㈱Trim (ﾄﾘﾑ) 情報通信業 福岡県
福岡市中央区白金1-1-26
宝来ビル503

1075 ㈲日本遊機
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市南区柏原3-16-16

1076 ㈲POW.R (ﾊﾟｳｱｰﾙ) 製造業 福岡県 春日市昇町1-78 http://www.pizza-rosso.com

1077 鹿本中央建機 卸売・小売業 熊本県 熊本市北区植木町宮原236

1078 ㈲ヒーコン 情報通信業 福岡県
福岡市中央区今泉2-3-21
松永ビル1F

http://www.heacon.com/

1079
Ｌａ ｂｅａｕｔｅ
YASUMORI (ﾗ ﾎﾞｰﾃ ﾔｽﾓﾘ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区大名2-1-5

1080 高砂てっぱん タナテツ 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区高砂2-9-19
セルダム高砂1F

1081 ㈲鍵右衛門 (ｶｷﾞｴﾓﾝ)
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
糟屋郡粕屋町仲原2714　ミ
スターマックス粕屋店内

http://kagiemon.com/

1082 ㈱１ｄｔ (ﾜﾝﾃﾞｨｰﾃｨｰ)
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神3-7-22-
909

1083 まつもと整骨院 医療、福祉 福岡県
糟屋郡新宮町大字三代901-
8　フォレスト･キング001

http://matsumoto-seikotsuin.com/

1084 ビューティハウス ピア
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 柳川市筑紫町２０３－２

1085
㈱Ｔｈｒｅｅ-Ｈａｌｖｅ
ｓ

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
久留米市西町９３０番地１
Ｆ

http://www.three-halves.net

1086 喜多村石油㈱ 卸売・小売業 福岡県
久留米市中央町１２番地の
９

http://www.kitamura-oil.com/

1087 合資会社 古蓮 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市西町１１７３－１ http://www.koren.co.jp/

1088 ㈱エフィックラボ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
筑紫野市上古賀３－２－１
６ クリエイションコア福
岡２１０

http://www.efficlabo.com

1089  ㈱古賀歯車製作所 製造業 福岡県
久留米市荒木町荒木１９６
４－５

http://koga-gear.com

1090
日商保険コンサルティング
㈱

金融・保険業 福岡県 久留米市通町６－１７ http://www.tin.co.jp

1091
松田真一社会保険労務士・
行政書士事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市三潴町田川２１０
０ー３

http://sr-matsuda.net

1092 （株）真浄葬祭 葬祭業 福岡県 中間市岩瀬 2丁目14-13 http://shinjyosousai.com/

1093
(協)トータルヘルスサービ
ス

医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区堺町1-2-
16

http://www.total-health.or.jp/

1094 栗ちゃんラーメン 飲食店 福岡県
北九州市小倉北区紺屋町１
２－２１－１０５

http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40030013/

1095 秋山鍼灸院 鍼灸院 福岡県
北九州市若松区白山1-18-
14

http://www.haritenshi.com/

1096 （有）ﾎｯﾃﾝﾄｯﾄ・コーヒー 飲食店 福岡県
北九州市小倉北区黄金1-2-
21

http://loco.yahoo.co.jp/place/g-x3YYPPT6KN6/

1097 （株）ライズテクノロジー
情報通信業（LAN
配線工事）

福岡県
北九州市小倉南区沼新町2-
11-25

1098
（株）アサヒメタルリサイ
クル

スクラップ回収
業

福岡県
北九州市若松区北湊町8番
29号

http://www.asahigroup.jp/relatedrecycle.html

1099
有限会社　ケアサービス九
州

医療、福祉 福岡県 飯塚市菰田３丁目９－１０

1100 有限会社　第一モータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 飯塚市口原３１１－１

1101 鶏樹庵　菊地　功 飲食店、宿泊業 福岡県
宮若市本城１１０４－１
ハルプラザ２号

1102 いのくち整骨院 医療・福祉 佐賀県 鳥栖市蔵上1-162

1103 株式会社 From 1to 1 情報通信業 佐賀県
佐賀市新栄西2-4-6 藤松八
戸西棟

http://from1to1.com/

1104 Car Shop Mission' s 卸売業、小売業 佐賀県
三養基郡みやき町大字西島
2323-3

1105 HAIR&MAKE CANAAN
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
佐賀市兵庫南3-6-8　エン
ゼルハイツ楽夢1階

http://www.hairmake-canaan.com/



1106 黒岩 康司
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市光3丁目14-226

1107
リラクゼーション癒しサロ
ン　爽

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市天神1-4-40 http://www.blue-cast.com/index.html

1108
NPO法人COOLBEAT DANCE
SCHOOL

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 鳥栖市萱方町133-5 https://coolbeat.jp/contact

1109
西洋美と東洋美の融合
Beleza

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 唐津市東唐津4丁目7-15 http://beleza-beauty.com/shop.html

1110 大豊整骨院 医療・福祉 佐賀県 佐賀市八戸溝1丁目14-20 http://taihou-hone.com/

1111
株式会社住工房プラスアル
ファ

建設業 佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝149-9 http://plusalpha.gozaru.jp/

1112 株式会社　有田陶芸 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町中樽2丁目
26-5

1113 株式会社　フジタ 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町二ノ瀬甲
934番地

1114 株式会社　川原 卸売業、小売業 佐賀県 伊万里市松島町353番地1

1115 有限会社　奉仕機材 建設業 佐賀県
鹿島市大字三河内甲1417番
地

1116 有限会社　ミクロン 製造業 佐賀県
嬉野市塩田町大字馬場下甲
3091番地3

1117
株式会社　トータルシステ
ムムラタ

建設業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿乙
287番地

http://www.totalmurata.jp

1118 はらだ歯科医院 医療・福祉 佐賀県 杵島郡江北町山口3061-4

1119 中野左官工業 建設業 佐賀県
武雄市東川登町大字永野
6913

1120 有限会社　佐々木建築 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町上内野丙
2976-7

1121 古伊万里酒造　有限会社 製造業 佐賀県
伊万里市二里町中里甲3288
番地-1

http://sake-koimari.jp

1122 エグチペイントワークス 建設業 佐賀県 武雄市朝日町甘久2253-1

1123 有限会社　トウタケ商事 卸売業、小売業 佐賀県
杵島郡白石町大字戸ケ里
2556

1124 有限会社　岩崎鉄工 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町上内野丙
3783

1125 ㈲牧薬品 医療・福祉 長崎県 長崎市籠町7-17 http://makipharmacy.sa-kon.net/

1126 ㈱森商店 卸売業、小売業 長崎県
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷
1553番地

1127 ㈲MAX
サービス業（他に
分類されないも
の）

長崎県
長崎市浜町3番12号MAXビル
１F

http://max1119.com/

1128 （合）ハイル 医療・福祉 長崎県 島原市下川尻町8008-4

1129 ㈲ゑびすや 卸売業、小売業 長崎県
西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷
80

1130 ㈲平戸物産館 卸売業、小売業 長崎県
平戸市岩の上町1247番地の
2

http://hirado-bussankan.com/

1131 すこやか整骨院 医療・福祉 長崎県
長崎市新戸町3丁目24-11馬
場ビル1Ｆ

http://nagasaki-ashi.com/

1132 松美段ボール㈱ 製造業 長崎県
東彼杵郡川棚町新谷郷字潟
開1258-6

http:www.matsumi-db.co.jp

1133 （株）吉村建設 建設業 熊本県
熊本県宇城市小川町北部田
２９４－５

  http://www.furusatosapo.com/加盟店一覧/吉村建設/

1134 （有）澤田建築事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区城山下代
２－１４－３１

1135 （有）岩﨑工務店 建設業 熊本県
熊本県天草市本町下河内２
０４３

1136 （株）ＡＰＬＵＩ 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区平成２－
７－２３

1137 （有）シルクプラウド 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
３－２－１

1138 ラコス社労士事務所
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市城崎町



1139
ひなた整骨院→サンキュー
アライズ

医療・福祉 大分県 大分市皆春

1140 ㈱佐藤開発 建設業 大分県 別府市鉄輪
1141 ㈱エートラック 情報通信業 大分県 大分市荷揚町 http://atrack0114.com
1142 ケント工業㈱ 建設業 大分県 大分市向原西 http://www.k-kent.com

1143 三宮社会保険労務士事務所
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市皆春 http://www.sannomiya6612.com

1144 ㈱人事部さんのみや
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市皆春 http://www.nobistaff.com

1145 ㈱ＯＢＳメディア２１
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市新栄町 http://www.obsmedia21.co.jp/

1146 ａｌｌｕｒｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市金池町

1147 九州検査サービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市葛木

1148 ㈲かのう 卸売・小売業 大分県 豊後高田市田染真中 http://kanou.main.jp

1149 はなかご
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 別府市石垣西 http://www.beppu-hanakago.jp

1150 ㈱リクラス
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市東大道

1151 ㈱桃太郎海苔 製造業 大分県 大分市角子原 http://www.momotaro-nori.jp

1152 ㈱本坊商店 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市錦江町８－５６

1153 ㈱ｐｅｇａｓｕｓ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市宇宿３丁目２３-
１７　１Ｆ

1154 (有)サンズカンパニー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
日置市伊集院町飯牟礼１１
１４

ｆａｃｅ1999.ｃｏｍ

1155 旬彩ｄｉｎｉｎｇ紅葉
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市荒田２－３６－１
１　パストラルハウス１０
１号

1156
就労継続支援Ｂ型事業所ｅ
スペース

医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市新川町241番地23

1157 株式会社　めだかフーズ 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市西原2丁目29-9
1158 株式会社　ココぺり 医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市笠之原町46-23 http://kokopelli-osumi.org/

1159 有限会社　みかげ 医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市新川町819番地

1160 株式会社　垂水中央スズキ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 垂水市浜平2109 http://www.suzuki-arena-tc.com

1161 有限会社　宝船 運輸業 鹿児島県 鹿屋市串良町有里5159-2
1162 DINING３６０ 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市北田町5-10

1163 株式会社　池田屋
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 鹿屋市田崎108 http://ikedaya.info/

1164 株式会社　エコラ
不動産業、物品
賃貸業

沖縄県
那覇市金城5-11-11　ｳﾞｨﾌｻ
ﾝﾊﾟﾃｨｰｸ102

http://rentacar.eco-la.net/

1165
有限会社　勇気　勇気整骨
院 新都心院

生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県
那覇市前島2-1-5　嘉陽ビ
ル２Ｆ

1166 ㈱松幸 建設業 沖縄県 沖縄市高原4-26-16

1167 ㈱サンライフ 建設業 沖縄県
沖縄市大里1-11-37沖玩ビ
ル4Ｆ

http://サンライフ.com

1168 ㈲嶺住宅設備 建設業 沖縄県 沖縄市池原一丁目15番3号
1169 合資会社　アワセ敬老館 医療、福祉 沖縄県 沖縄市泡瀬1-31-17

1170
ＡＴＯＲＯＮ　Ｃｒｅａｔ
ｉｖｅ　Ｅｎｔｅｒｔａｉ
ｎｍｅｎｔ

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 沖縄市中央1丁目18-6-1Ｆ http://www.atoron.com

1171 沖縄ラジオ㈱ 情報通信業 沖縄県
沖縄市上地1-1-1　コザ・
ミュージックタウン1F

http://www.fm854.com

1172 沖縄非破壊検査㈱
専門・技術サー
ビス業

沖縄県 沖縄市泡瀬3-39-7 http://okinawahihakai.com/

1173
ダイニングサービス　あい
る・ぷまんどう

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 国頭郡恩納村真栄田2224-1 http://airpemandu.com



1174 はる接骨院 医療、福祉 沖縄県
宜野湾市上原1-22-2　コー
ポ仲本102

http://haruseikotuin.ti-da.net

1175 有限会社　あさひ 建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
５８３番地

1176 有限会社　ズミコム 情報通信業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
８０９－６　２F

http://www.zu-mi.com

1177 下地商事 製造業 沖縄県
沖縄県宮古島平良字東仲宗
根添１１６６－５９７

1178 株式会社　たけしょう
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根７２６－１

http://www.takesyou.co.jp/

1179 ほりかわ
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
２５１－１２

1180 坂下社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市荒田1-46-1 エレ
ガント荒田1F

1181 空輝工業㈱ 建設業 福岡県
福岡市博多区東那珂1-11-
51

1182 フェニックス整骨院 医療、福祉 福岡県 大野城市紫台2-8
1183 ㈱ハリケーンマスター 情報通信業 福岡県 糟屋郡志免町桜ヶ丘4-25-8

1184 アール　クラウン
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区天神2-3-29
天神ﾊｲﾑ601

1185
㈱IKUTA　kitichen　(ｲｸﾀ
ｷｯﾁﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市南区高宮5-8-2-2F

1186 パンダ㈱ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区上川端町14-
20-1005

1187 ㈱クリーンサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市東区舞松原6-29-39

1188 ㈲誠栄 卸売・小売業 福岡県 春日市千歳町1-34-1

1189 ㈲Branches　(ﾌﾞﾗﾝﾁｪｽ)
教育、学習支援
業

福岡県 福岡市博多区祇園町2-11 http://www.little-world.jp

1190 ヘアーサロン　いずみ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区舞松原1-6-26

1191 ツインクル２ (ﾂｰ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市山川追分2-4-11

1192 八福神 (ﾊﾁﾌｸｼﾞﾝ) 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区渡辺通2-2-14

1193 ㈱精美 (ｾｲﾋﾞ) 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区平尾2-5-16-
710

1194 アート企画 卸売・小売業 福岡県
福岡市博多区博多駅前2-
11-22-604

http://www.artkikaku111.com/

1195 ㈲アール･アマング
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区箱崎5-11-2-501

1196 ㈱イコニコ･カンパニー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区平尾3-22-3
平丘ビル1F

http://www.iconico.jp/

1197 アールズ 飲食店、宿泊業 福岡県 筑紫野市原田6-5-5

1198 ヘアーメイク来夢 (ﾗｲﾑ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糸島市波多江駅南1-5-27

1199
弁護士法人 デイライト法
律事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前2-1-
1　福岡朝日ビル7F

http://www.daylight-law.jp/

1200 トータルヘルス㈱ 医療、福祉 福岡県 宗像市自由ヶ丘南4-4-12 http://www.total-health.co.jp

1201 サンパック㈱ 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区対馬小路2-5 http://www.sunp.co.jp/

1202 ヘアーフェール
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
久留米市諏訪野町2619　江
崎第7ビル1F

1203 ヘアーココリッチ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
久留米市御井旗崎1-2-5
インターファーストビル1F

1204 ㈲三和機材 (ｻﾝﾜｷｻﾞｲ) 卸売・小売業 福岡県 福岡市西区豊浜1-9-21

1205
HINODEYASK8 (店舗名:ﾊﾆｰ
珈琲糸島店) (ﾋﾉﾃﾞﾔｴｽｹｲｴｲ

飲食店、宿泊業 福岡県 糸島市志摩野北2186-1

1206 まつ永水産 (ﾏﾂﾅｶﾞｽｲｻﾝ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区渡辺通4-1-20
ラシーヌ渡辺通1F

1207
合同会社スマイル・サポー
ト・コンサルト

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神4-5-10-
313

http://www.smile-s.net

1208 (株)木村屋 製造業 福岡県 久留米市津福本町１３７７ http://www.kimuraya-group.co.jp

1209 北原ウエルテック㈱ 製造業 福岡県
久留米市宮ノ陣４丁目６番
８号

http://www.welltec.co.jp



1210 ㈱ケアサポート輝幸 医療、福祉 福岡県
久留米市田主丸町牧1074番
地１

1211 ㈱野田清商店 卸売・小売業 福岡県 久留米市上津町2203－173 http://www.nodakiyoshi.co.jp

1212 木下株式会社 草苑
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 久留米市野中町865番地 http://www.kurume-souen.jp

1213 ホテルマリターレ 創世 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市東櫛原町900番地 http://www.hotelsousei.co.jp

1214 医療法人城戸医院 医療、福祉 福岡県 八女市鵜池７番地 http://www.k5.dion.ne.jp/~kido-iin/

1215 （有）Soul mate eleven 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市梅満町1100-3 http://soulmateeleven11.com

1216 （有）ユニオン 医療、福祉 福岡県
大牟田市大字歴木1137番地
1

http://www.uu-union.co.jp

1217 （株）国武織物 卸売・小売業 福岡県
八女郡広川町大字久泉472-
1

1218
（学法）国際学園　付属治
療院

医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区堺町1－2
－16－6F

http://www.mns-group.co.jp/

1219
弁護士法人ディライト法律
事務所小倉オフィス

弁護士 福岡県
北九州市小倉北区浅野２－
１２

http://www.daylight-law.jp/120/12002/

1220
メディカルネットサービス
ホールディングス㈱

医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区堺町1ー
2ー16－6階

http://www.mns-group.co.jp/

1221 （株）九州大和
リサイクル
ショップ店

福岡県
北九州市八幡西区本城東５
－４－１

http://www.toti-contena.kyamato.jp/

1222 （有）誠電社 電気工事 福岡県
北九州市八幡西区本城東3-
14-49-50

1223 （株）ブレイクスルー 婦人服販売 福岡県
北九州市小倉北区魚町1-5-
7

1224
hair gallery Ｖasser
（ﾊﾞｯｻ）

美容業 福岡県
北九州市小倉北区竪町1-5-
1 ACEﾋﾞﾙ104

http://vasser-hair.com

1225 写真のムラオカ 写真業 福岡県 北九州市門司区栄町8-11 http://www.muraken-photo.com/

1226 （株）つばさ 医療・福祉 福岡県 北九州市門司区松原1-6-18

1227 （株）ＴＯＲＩＴＯＮ 飲食業 福岡県
北九州市小倉北区京町３－
６－１８

http://www.yakitori-toriton.com

1228 アイテックシステム㈱ 製造業 福岡県
飯塚市横田後牟田抗議用団
地

1229
株式会社 オートガレージN
１

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市和多田大土井2-6

1230 佐賀冷凍食品株式会社 卸売業、小売業 佐賀県 小城市芦刈町芦溝128-3 http://kanesue-saga.jp/

1231 てらだ整骨院 医療・福祉 佐賀県
唐津市新興町183 一不二ビ
ル 1階

http://www.terada-seikotsuin.com/

1232 Wit（ウィット）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 唐津市栄町2583-13

1233
Ｓｕｎ ｆｌｅｕｒ（ｻﾝﾌﾚｰ
ﾙ）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
唐津市町田869-1　ﾍｱ・ﾊﾞﾚ
ﾘｰﾅ 2F

1234
有限会社西村セーブザアー
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市東唐津3-8-8 http://nttbj.itp.ne.jp/0955737250/

1235 久保整骨院 医療・福祉 佐賀県 佐賀市若楠2丁目2番3号

1236 Ｊｅｗｅｌ ｖｉ美
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
佐賀市本庄町本庄583-26
プレミアム本庄104

http://www.jewel-vv.com/

1237 株式会社　匠 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町南原丁150-
3

1238 株式会社　山口鋼業 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町赤坂丙
2351-220

1239 株式会社　セイブ 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町南原甲753
番地

1240
株式会社　鯤コーポレー
ション

製造業 佐賀県
武雄市山内町大字宮野字松
ノ木原22646番地

1241 株式会社　錦右ｴ門陶苑 製造業 佐賀県 西松浦郡有田町中樽2-2-15

1242 有限会社　荒川工務店 建設業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下野丙
581番地

1243
株式会社　チャイルド佐賀
工場

製造業 佐賀県
杵島郡白石町大字牛屋3734
番地10

1244 株式会社　藤正 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町南原甲291
番地3

http://www.fujimasa.co.jp

1245 興和日東　株式会社 製造業 佐賀県
伊万里市東山代町里工業団
地



1246 福岡金網工業　株式会社 製造業 佐賀県
伊万里市大川内町甲字狩立
二2214-2

1247 有限会社　スワン
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
武雄市朝日町大字甘久309-
3

1248 江口農園 農業・林業 佐賀県 武雄市北方町大字芦原244
1249 株式会社　バーモスホーム 建設業 佐賀県 鹿島市大字中村1647番地2 http://www.vamos-h.com

1250 株式会社　塩田陶土 製造業 佐賀県
嬉野市塩田町大字大草野丙
1071番地

1251 （有）宮本精肉舗 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区南熊本
５－１２

1252 ブリヂストン八代（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県八代市黄金町１１－
２

1253 Ｕデンタルオフィス 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市東区月出３－
１－４５

http://www.u-dentaloffice.jp

1254
（株）ワード・ハウスＭ
ｓ．

教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東区東本町１
－４３　ＫＲビル３Ｆ

http://www.wordhouse.co.jp

1255 （株）星山商店 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ケ丘
９－５－７６

http://www.hosiyama.co.jp

1256 （株）皇帝塩本舗 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区琴平２
－８－３６

http://www.k-sio.com

1257 （株）ドゥ・アシスト
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区大窪２－
８－２０　ドゥ・アシスト
ビル２Ｆ

1258
（有）欧風菓子の店ブロー
ニュの森

卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区岡田町
１－２８

1259 （有）ムツミクリーン
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区奥古閑町
１７８３－５

1260 （有）有明電子サービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区神園２－
１０－６

1261 （有）やえ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ケ丘
１－６－９１

http://www.yae-japan.co.jp

1262 武田施設産業（有） 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区合志３－
７－３５

1263
くまもと社会保険労務士事
務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南８
－１０－３

http://golden-wing.jp

1264 （株）利他の蔵 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市北区八景水谷
４－５－３３　飛田ハイツ
２Ｆ

1265
（株）リアルライフデザイ
ン

建設業 熊本県
熊本県熊本市西区池田２－
１５－４

http://www8.plala.or.jp/r-l-d/

1266 （有）ビューティー愛花夢
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－６－１３　森坂ビル２Ｆ

http://www.aikam.net/

1267 （株）バース
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区本荘４
－１０－１５

1268 Ｅ・Ｉ・Ｃ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県荒尾市大正町１－１
－７

1269 （有）スイートフロア
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県天草市南新町１３－
１８　コーポミヨシ１０１
Ｆ

1270 （株）フジコーガク 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区上南部２
－１６－３７

http://fujikogaku.com

1271 キャリア教育プラザ(株）
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東区健軍３－
３９－１４－２０５

http://www.career-plaza.com/

1272
Ｅａｒｔｈ　ｐｅａｃｅ－
ｈａｉｒ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区城東町
５－２９　第一葉山ビル１
Ｆ

http://www.earth-peace-hair.com

1273
（株）きらり．コーポレー
ション

教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市北区徳王２－
１－４８

http://www.kirari-co.info

1274 (株）エージェントこころ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区徳王２－
１－４８



1275 トリアナ 情報通信業 大分県 大分市城崎 http://triana.jp
1276 坂井建設 建設業 大分県 大分市中戸次 http://www.ski77.com

1277 総合技術コンサルタント
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市三佐

1278 オリオンネットシステム 医療・福祉 大分県 大分市城崎町 http://www.orion-netsys.co.jp

1279 平倉建設㈱ 建設業 大分県 大分市中島中央 http://www.hirakura.jp

1280 （有）岩村建設 建設業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋３
２４８

1281 (株）バッグのあつた 卸売業、小売業 宮崎県
宮崎市　吉村町尻溝甲１１
４８

http://www.atsuta-bag.com

1282 （株） あうわ
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
宮崎市　清武町大字加納甲
１０２１－４

1283
川﨑光一社会保険労務士・
行政書士事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県
宮崎市　宮田町4－6 宮崎
専門店会会館2Ｆ

http://www.ｓｒ－ｋ.co.jp

1284 あけぼの運転代行 運輸業、郵便業 宮崎県 延岡市　中央通１－４－８

1285
Ｎails　Ｂeans ． b
（株）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
宮崎市　神宮２－２－９２
くすの木ビル２Ｆ

http://beans２-nail.com

1286 ㈱ｄａｎｋｅｎ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市中央町１６－３ ｄａｎｋｅｎ.com

1287
有限会社きらきら　きらき
ら薬局

医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市新川町610-2

1288
有限会社　フォトスタジオ
カワスジ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿屋市朝日町4-18 http://www.kawasuji.jp/

1289
特定非営利活動法人マザー
ハウスチャレンジ

医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市今坂町10119番地10

1290 有限会社松元石油ガス
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
肝属郡東串良町池之原904-
1

1291 有限会社九州農材 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市西原2丁目539-4
1292 有限会社アリーナ 製造業 鹿児島県 鹿屋市西原4-14-29 http://www.bonvivant-kagoshima.jp

1293 ＡＩＬＡＳ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県 うるま市赤道173-8

1294 株式会社　クロトン
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

沖縄県
浦添市安波茶1-53-13　豊
福ビル２階

http://croton.jp

1295 ㈲コザベーカリー 製造業 沖縄県 沖縄市室川2-33-70

1296 ㈱スタンプ 情報通信業 沖縄県
中頭郡中城村字南上原522
カーサ・スペランツァ103

http://www.stampp.co.jp

1297
㈱アイエスエフネットライ
フ沖縄

医療、福祉 沖縄県
沖縄市中央1-5-18　たまき
ビル3階

http//www.isfnetlife.com

1298 ㈲CORE-ENTERPRISE
専門・技術サー
ビス業

沖縄県 名護市大東1-1-7　2階 http://sanctuary-void.jp

1299 宮古ガス　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西仲
宗根２－３９

http://miyakogas.com

1300 ホテル　オアシティ　共和 飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
５７１－１１

http://oacitykyowa.com/

1301 株式会社　パイオニア
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
８１９－１１

http://m-paionia.jimdo.com/

1302 有限会社　狩俣砕石
鉱業・採石業・
砂利採取業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良西里９
３５－１３

http://namakon-kumiai.jp/?page_id=905

1303
有限会社　セルリアンネッ
ト

情報通信業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
８０３－８　１－A

http://www.cerulean-net.jp/

1304
医療法人　祐真会
宮古島温泉ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　株
式会社

専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根添１８９８－７

http://hotel.miyakojima-onsen.co.jp/

1305 株式会社　ネットワーク
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字松原
１１０５－１

1306 （株）餃子の馬渡
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋５
１８０

http://www.mawatari.net/

1307 （株）新緑園 卸売業、小売業 宮崎県
児湯郡新富町大字新田１５
５３０－２

http://www.shinryokuen.net/

1308 アイ　・　一番代行社 運輸業、郵便業 宮崎県
日向市大字財光寺１７６２
－１０

1309 （資）柳田ビューティ社
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 延岡市萩町１２９



1310 ヘアーホット　ココア
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
延岡市大貫町５－１６２８
－４

1311 A n e r a　　h a i r
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
都城市年見町18-10 ニュー
サンシティ-コープ

1312
Benir　Café　真木めぐみ
(ﾍﾞﾆｰﾙｶﾌｪ)

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区警固2-18-13
ｵｰｸﾋﾞﾙ1　202

1313
Salon　de　樹々　小田智
美

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区桜坂1-3-28
桜坂ﾊｳｽ105

1314
フットケア・なごみ　樺島
浩子

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名2-2-57-
404

1315 ㈲クロスコーポレーション 製造業 福岡県 福岡市博多区那珂4-27-10

1316 VIDA　堀　竜太　(ｳﾞｨﾀﾞ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区上川端1-6
関ビル2F

1317 ㈱ACT　(ｱｸﾄ) 卸売・小売業 福岡県 筑紫郡那珂川町今光5-44-1

1318
㈱クラウドホールディング
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区博多駅東3-3-
3　新比恵ﾋﾞﾙ4F

http://glowd-hldgs.co.jp

1319 bench　(ﾍﾞﾝﾁ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市小頭町14-14

1320 ㈱アース 医療、福祉 福岡県 糸島市志摩井田原59-10
1321 ㈱串匠　(ｸｼｼｮｳ) 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区春吉1-12-14 http://www.kushisho.com/

1322 ㈱ラピッドジャパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市中央区薬院2-19-13

1323 ㈱ディアマインド 医療、福祉 福岡県 福岡市博多区那珂1-3-37 http://dearmind.com
1324 合同会社　ディアマインド 医療、福祉 福岡県 福岡市南区屋形原4-33-7 http://dearmind.com
1325 クローバーハート㈱ 医療、福祉 福岡県 福岡市博多区吉塚7-2-16 http://www.clover-heart.jp/

1326 てんじん中央法務事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神2-3-10-
521

http://tc-legal.net

1327
㈱キューブエンターテイメ
ント

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区舞鶴1-4-30-
7F

http://www.cubｅ-entertainment.co.jp/

1328
イルチブレイン高須スタジ
オ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市若松区高須南2-1-
15-3F

http://ilchibrainyoga-takasu.com

1329 Altima　(ｱﾙﾃｨﾏ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-3-35-
2F

1330 丸源産業㈱ 建設業 福岡県 筑紫野市諸田291-7 http://www.marugen-s.co.jp

1331 ㈱創生　(ｿｳｾｲ) 医療、福祉 福岡県
北九州市若松区大字頓田
1431-32

1332
Sweet's of hair (ｽｳｨｰﾂ ｵ
ﾌﾞ ﾍｱｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 飯塚市綱分1749-1 http://www.sweets-of-hair.com/

1333 ポテンシャル
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区美和台3-8-7

1334
㈱グローブインターナショ
ナル

卸売・小売業 福岡県 福岡市東区原田4-7-30

1335 ㈱マルミツテクノ 製造業 福岡県 粕屋郡須恵町旅石423-1

1336 ㈱ハートランドパーク
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区筥松2-31-10

1337 ㈱日本シルバーサポート
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区薬院2-1-8
リアン薬院ビル3F

1338 unity㈱ (ﾕﾆﾃｨ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区今泉2-3-31
プロスペリタ今泉2-1階

1339 ㈱OHANA
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区赤坂3-9-28

1340 R.O.STYLE合同会社 卸売・小売業 福岡県
福岡市早良区西新4-4-23-
2F

1341
NPO法人 レアッシ福岡フッ
トボールクラブ

教育、学習支援
業

福岡県 福岡市南区的場1-26-11 http://www.leassifukuoka.jp/

1342 がんこクリニック 医療、福祉 福岡県 福岡市博多区板付1-5-9 http://gankoclinic.jp/
1343 ㈲エヌ･ティーフード 卸売・小売業 福岡県 筑紫野市石崎1-11-26
1344 中冨歯科クリニック 医療、福祉 福岡県 福岡市早良区飯倉6-34-26 http://nakatomishika.com/

1345 好日庵 (ｺｳｼﾞﾂｱﾝ) 飲食店、宿泊業 福岡県 田川市弓削田関の山3782-1 http://www.ikeno-okuen.com/koujtsuan/

1346 西日本ベース 建設業 福岡県
糟屋郡宇美町ひばりが丘2-
8-18

1347 ㈱ファンライフ 卸売・小売業 長崎県 長崎市万屋町5-32
1348 ㈲井手時計店 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区若久2-22-14



1349 ㈱ビジネスリファイン
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区大手門1-1-12
パインビル3F

http://www.business-refine.co.jp/

1350
社会福祉法人 美希福祉会
高良台保育園

医療、福祉 福岡県 久留米市荒木町荒木1313 http://kouradaihoikuen.com

1351
社会福祉法人 美希福祉会
美希保育園

医療、福祉 福岡県 久留米市安武町安武本1125 http://mikihoikuen.com

1352 COCO．Nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
久留米市天神町53　大光ビ
ル２Ｆ

http://coconail.jp

1353
学校法人 久留米ゼミナー
ル

教育、学習支援
業

福岡県 久留米市天神町2-56 http://www.kusemi.ac.jp

1354
㈱イーアンドイーホテル
ハイネスホテル・久留米

飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市天神町1-6 http://www.highnesshotel.co.jp

1355 ㈱サンコー 製造業 福岡県 朝倉市屋永4188 http://www.takaki-iron.jp

1356
くらもり社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県 久留米市西町536-2 http://www.kuramori-sr.com

1357 真麺武蔵 飲食店、宿泊業 福岡県 久留米市上津町2485-1 http://s.hitosara.com/0006050515/

1358 （株）ボーネット
専門・技術サー
ビス業

福岡県 久留米市津福本町776番地5

1359 （株）ジョイン 医療、福祉 福岡県
久留米市東町40-16サケミ
ビル5Ｆ

http://milky.geocities.jp/joinkurume/index.html

1360 （株）ジャパンネクスト 製造業 福岡県 朝倉市牛木631番地 http://www.japan-next.net

1361 ほぐれあ整体院 整体院 福岡県
北九州市小倉北区魚町2-3-
6

http://www.hogurea.jp

1362 小原井産業（株） 飲食店 福岡県
北九州市八幡西区本城３丁
目17-5

http://www.kobarai.com

1363 金峰貿易（株） 貿易 福岡県
北九州市門司区新門司北１
-6-5

kinnho-boueki@ksf.biglobe.ne.jp

1364 （有）クリーンズ 清掃業 福岡県
北九州市小倉北区小文字1-
2-34

1365 ヘア・アフェクション 美容業 福岡県
北九州市八幡西区香月西３
－９－２３

1366 Ｈair salon guinness 美容業 福岡県
北九州市八幡西区浅川学園
台3丁目18-10 学園台ﾋﾞﾙ

1367 エールプロ 飲食業 福岡県 遠賀郡遠賀町虫生津75-7

1368 (有)ワンダー 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区須賀町
14-14

ｈｔｔｐ//wonder2002.co.jp/company/

1369 社会福祉法人　櫟会
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 飯塚市相田１１４－１

1370 ＲＥＬＩ．ＳＴＹＬＥ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市唐人2丁目2-14　3F http://reli-style.com/

1371 株式会社ローリングキッズ 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市兵庫町大字渕1344番
地10

1372 株式会社中川自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
佐賀市兵庫町大字渕1344番
地1

1373
有限会社 田中自動車整備
工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市鍋島町大字八戸3024

1374 神埼工業株式会社 製造業 佐賀県 神埼市神埼町鶴3318番地 http://kanzaki-industry.com/

1375 有限会社 七田清次商会 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市駅前中央1丁目1420 http://cycle.esaga.jp/

1376 エステサロン Connection
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
唐津市栄町2576-1 沖本ビ
ル2F

http://es-connection.com/

1377 庭工房 グリーンタム 建設業 佐賀県 鳥栖市萱方町164-4

1378 佐嘉警備保障株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市卸本町5-30

1379 富士警備保障株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市卸本町2-5-21 www.fujikeibi.co.jp

1380 永淮株式会社 農業・林業 佐賀県
佐賀市大和町大字東山田
2945番地7

1381 株式会社 有明電設 建設業 佐賀県
佐賀市兵庫北5丁目16番11
号

http://www.ariake-e.co.jp

1382 有限会社 近代学舎
教育、学習支援
業

佐賀県 唐津市和多田海土町5-16



1383 塚本社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市和多田海土町5-16 http://www.tsukamoto-office.com/kanbe.html

1384
フレッシュ・ベーカリーパ
ンの家

卸売業、小売業 佐賀県
三養基郡上峰町大字坊所
284

1385 株式会社 大坪建装 建設業 佐賀県
三養基郡みやき町大字寄人
293-2

1386 株式会社 土井組 建設業 佐賀県 唐津市相知町平山上甲1201 http://doigumi.area9.jp/

1387 いきいき唐津株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
唐津市刀町1512-3第3MSビ
ル1F

http://ikiiki-karatsu.jp

1388 田渕税理士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市町田4丁目8番35号

1389 株式会社 美ＡＬＬ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市嘉瀬町扇町2450-1 http://newtokyo-excellenthair.jp/salon/attachment/tennai

1390 金新産業　株式会社 卸売業、小売業 佐賀県
伊万里市立花町字浦山1000
番105

1391 株式会社　オオノ 建設業 佐賀県
武雄市山内町大字三間坂甲
14523-1

http://www.ohno-corp.jp

1392 株式会社　栗山組 建設業 佐賀県
鹿島市大字高津原4214番地
10

1393 エムピー工業　株式会社 建設業 佐賀県
武雄市西川登町大字神六
20100

1394 樋渡電気 建設業 佐賀県
武雄市若木町大字川古8883
番地

1395 大串農産 農業・林業 佐賀県
杵島郡白石町大字福富
3159-1

1396 株式会社　アネスト 卸売業、小売業 佐賀県
武雄市朝日町大字甘久451-
2

1397
有限会社　プラスワン保険
企画

金融業、保険業 佐賀県 鹿島市大字常広135-3

1398 前田食品工業　有限会社 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町本町丙
1497-10

http://www.maeda-shokuhin.jp

1399 山内陶業協同組合 製造業 佐賀県
武雄市山内町大字宮野
26336-3

1400 有限会社　ミネマツ縫製 製造業 佐賀県 鹿島市大字森165番地1

1401 有限会社　白石鋼業 製造業 佐賀県
杵島郡白石町大字福田2107
番地3

1402 ｈｅａｌｔｙ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区御領３－
３－４５

http://www.healty.jp/

1403 西日本テレコム（株） 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市北区楠７－７
－５

1404 （株）テンジン 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区安政町
８－１６　村瀬海運ビル３
Ｆ

http://www.tenjin-net.co.jp/

1405 （有）コンセルーン
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区水道町
１－１９

http://www.felicia.co.jp

1406 （株）なのはな 医療・福祉 熊本県
熊本県人吉市下林町２７９
６－１

1407 ＢＬＡＮＫ 製造業 熊本県
熊本県合志市御代志１６５
６－２６５

http://blank-japan.com

1408
社会保険労務士事務所プロ
セスコア

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区大江５
－１５－７　八木ビル２階

http://process-core.com

1409 セブンイレブン武蔵古市店 卸売・小売業 大分県 国東市武蔵町

1410 エコミット
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市中津留

1411 ㈲山下商店 卸売・小売業 大分県 日出町大神 http://www.yamashita-shoten.com

1412 合同会社シンセイ 情報通信業 大分県 大分市三川下 http://www.shinsei-11c.co.jp

1413 ㈱新東方文化 卸売・小売業 大分県 大分市花高松 http://www.rakuten.co.jp/kougabunkaten

1414 ㈱サンヨーコーヒー 卸売・小売業 大分県 別府市富士見 http://www.sanyocoffee.com

1415 大平山わかば学童保育所 医療・福祉 大分県 別府市竹の内

1416 ㈱美装管理
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 別府市天満町 http://www.biso-kanri.co.jp



1417 ㈱富士見製氷工場 製造業 大分県 別府市的ヶ浜 http://www.ice-fujimi.co.jp/

1418 ㈱えどや
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市奥田

1419 ㈱ホープ再油
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 別府市鶴見 http://www.hope-saiyu.jp

1420 ㈱日本工事広告 製造業 大分県 大分市横田
1421 ㈲イトダネーム 製造業 大分県 大分市弁天 http://itoda-m.co.jp
1422 坂ノ市木工㈱ 製造業 大分県 大分市豊海
1423 ㈲エイ・エス 金融業・保険業 大分県 宇佐市別府

1424
医療
法人立清会

医療・福祉 大分県 宇佐市山本

1425 ㈲春日薬局 卸売・小売業 大分県 大分市王子北町 http://kasuga-pha.co.jp/home/

1426 ㈱ＫＡＫＵＤＯ 建設業 大分県 日田市庄手 http://www.kakudo.tk/
1427 いさやま電子㈱ 情報通信業 大分県 大分市皆春 http://isayamadenshi.jp//

1428 ㈱ルックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 竹田市竹田町 http://looks-office.co.jp

1429 ㈱木村写真本館
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市中央町 http://kimuraphoto.jp

1430 大分ゼロックス㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市萩原 http://www.oitaxerox.co.jp/

1431 扶桑工業㈱ 建設業 大分県 大分市高城本町
1432 大成プラスチック㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市勢家

1433
㈱極東クリエイト（クリク
ラ花畑）

卸売・小売業 大分県 大分市大津町

1434 みらい塾　松本　清治
教育・学習支援
業

大分県 大分市宮崎 http://www.oitamirai.com/

1435 株式会社インパクト 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市上荒田町３－２３
三洋第七ビル201

www.inpact.co.jp

1436 ㈱えいらく　栄楽寿司 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市共栄町16-7 http://www.eiraku-net.com

1437 旬彩厨房　花いた 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市共栄町17-3
1438 有限会社　中華料理　弁慶 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市寿４丁目10-9 http://china-benkei.com

1439 株式会社　ＣＦＳ宮商
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 那覇市曙2-26-14 http://miyasyo.com

1440
株式会社　沖縄物産企業連
合

卸売業、小売業 沖縄県 那覇市金城3-8-11 http://www.feenu.co.jp

1441 動物病院22時㈱
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
中頭郡北谷町上勢頭813-4
2F

http://animalhospital22.jp

1442 サクラ電工 建設業 沖縄県 沖縄市高原7丁目25番13号

1443 合資会社　八汐港運 運輸業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
57-32

1444
日本総合整美株式会社  日
本総合医療学院

専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根888-11

http://n-seibi.com/

1445 株式会社　三協建設工業 建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1092-2

1446 株式会社　コクワ 不動産業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
849-1（2Ｆ）

http://www.kokuwacity.co.jp/

1447 株式会社　のむら 製造業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
309-1

http://no-mu-ra.com/

1448 宮城興業 建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
516

1449 ㈱宮元石油 卸売・小売業 福岡県 福岡市城南区片江1-1-32

1450
㈱AUTO　LOGISTICS　JAPAN
(ｵｰﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ)

専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市博多区金の隈2-3-43

1451 恵利工務店 建設業 福岡県 福岡県東区松島2-7-12 http://www.ericom.co.jp/

1452 泰平印刷㈱ 製造業 福岡県
北九州市小倉北区鋳物師町
1-1

1453 ㈱ビー・エム・エス
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市早良区飯倉4-1-7-1F

1454 ㈱福岡みらい建装 建設業 福岡県 福岡市早良区賀茂4-33-8

1455 ㈱nakasaka　(ﾅｶｻｶ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糸島市二丈田中123-6

1456 ㈱ユニティ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市中央区今泉1-18-55



1457 ㈲喜一プロジェクト
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区住吉３－１－
１８　福岡芸術ｾﾝﾀｰ807

1458 割烹居酒屋　通 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市南区桧原3-24-8
1459 ㈱サンロマン 卸売・小売業 福岡県 福岡市東区多の津1-10-3 http://ｗｗｗ.sunroman.net

1460 ㈱アイプラン
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区平尾2-15-26
ﾍﾞﾙｺﾓﾝｽﾞ平尾6F

1461 ㈱やずや 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区那の川1-6-14 http://www.yazuya.co.jp

1462 チチル＆シシリ 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区六本松2-2-6
1463 ㈲マントク 飲食店、宿泊業 福岡県 朝倉市甘木1216-1

1464 ㈱夢企画 医療、福祉 福岡県
北九州市小倉北区足原1-
13-2　ﾜﾝ･ｵﾌﾋﾞﾙ2F

1465 カットハウス　ぱーそんず
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区筥松2-16-17

1466 ウイルテック㈱ 情報通信業 福岡県 行橋市行事6-1-16 http://www.will-tech.co.jp/

1467 ㈱セールスアカデミー
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区天神4-1-18 http://www.sales-ac.jp/

1468 日章工業㈱ (ﾆｯｼｮｳ) 製造業 福岡県
糟屋郡粕屋町大字仲原
2813-1

http://nissho-i.co.jp/

1469 髙原税務会計事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市南区塩原1-28-16 http://www.kaikei-home.com/zeikai/

1470 ㈱ココカラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市八幡西区熊手3-3-
3

1471
㈱Ｓ．Ｏ．Ｌ (ｴｽ．ｵｰ．ｴ
ﾙ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市西区内浜2-1-9

1472 こもれびガーデン㈱ 製造業 福岡県 福岡市早良区田村1-17-9 http://www.freespacekomorebi.com/

1473 ビジット･ジャパン㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区博多駅東1-1-
25　宝ビル504

http://www.visit-japan.co.jp

1474
㈲アメニティ21HD (ｴｲﾁ
ﾃﾞｨ)

飲食店、宿泊業 福岡県
太宰府市通古賀3-11-11
サンシティ第2ビル2階C

1475
Hair design Nadi (ﾍｱ ﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ ﾅﾃﾞｨ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区美野島3-5-4
2･3･3博多ビル

1476 桜坂なかむら 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区桜坂3-12-88 http://sakurazaka-nakamura.jp

1477 ㈱カージナルウェアー 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区若久3-28-6 http://cardinalwear.net/

1478 ㈲介正 (ｶｲｾｲ) 医療、福祉 福岡県
福岡市中央区渡辺通4-1-
36-6F

1479 エム･ケー･アール㈱ 医療、福祉 福岡県 福岡市早良区重留1-1-7

1480 松山整骨院 医療、福祉 福岡県
福岡市西区壱岐団地135-
105

1481 ㈱バルズ 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区下川端3-1
博多リバレイン イニミニ
マニモ

1482 魚 みのる　小田 千春 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市東区舞松原2-12-12

1483
ＡＲ ＭＯＯＮ (ｴｰｱｰﾙ ﾑｰ
ﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名2-4-38
チサン天神Ⅱ715号

1484 料亭 可志久 (ｶｼｸ) 飲食店、宿泊業 福岡県 みやま市瀬高町下庄2317-2 http://ryoteikashiku.hp.gogo.jp/pc/

1485 ㈱ユキテク 建設業 福岡県 糟屋郡新宮町立花口509-5
1486 ㈲ナリタ 建設業 福岡県 福岡市東区雁ノ巣1-32-5
1487 ㈱アルテ 情報通信業 福岡県 福岡市博多区那珂6-26-12 http://www.alte.co.jp/
1488 ㈱ジョウジマ 医療、福祉 福岡県 糸島市潤4-7-6

1489
髙島聖也税理士事務所　髙
島 聖也

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前4-
18-19　博多フロントビル
ディング303号室

http://takashima-tax.com/

1490 かわはら整骨院 医療、福祉 福岡県 糸島市南風台8-7-3
1491 大名えーす 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区大名1-11-3

1492 ㈱リライアブル 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東3-1-
29

1493 ひでしま整骨院 医療、福祉 福岡県 遠賀郡遠賀町浅木2-4-8

1494 福岡総合労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区平尾2-2-25-
4F

http://roumunet.jimdo.com/

1495 ㈱大匠建設 (ﾀﾞｲｼｮｳｹﾝｾﾂ) 建設業 福岡県 筑紫郡那珂川町恵子1-18 http://dai-sho.net/
1496 ㈱チヨダ 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区塩原2-7-5 http://www.chiyoda-jp.com/

1497 エイリツ電子産業㈱ 情報通信業 福岡県 福岡市南区柳河内1-2-50 http://www.eiritu.co.jp/

1498 高木鉄工㈱ 製造業 福岡県
久留米市荒木町藤田1423番
32

http://www.sunkoh.jp/

1499 東亜染工（株） 製造業 福岡県 久留米市東合川1-4-10 http://www.toasenkou.co.jp



1500 アサヒ醸造(株) 製造業 福岡県 柳川市出来町24 http://www.yanagawa-asahi.com

1501 (有) エアフォルク
専門・技術サー
ビス業

福岡県 筑後市前津1682-3

1502 (有)Ｋふぁみりい 医療、福祉 福岡県 久留米市東櫛原町１６４７

1503
行政書士戸町事務所 ＆
桜咲く就活塾

専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市篠山町１２－３
パーク・ノバ久留米中央
502号

http://tomachioffice.main.jp/

1504
(有)共栄資源管理センター
小郡

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 小郡市上岩田７６６番地 http://kyoeisigen.co.jp

1505 ㈱立石光視堂 卸売・小売業 福岡県 久留米市中央町３５－１６ http://www.megane-tateishi.jp

1506
（株）トラストアンドクリ
エイト

音楽スタジオの
運営

福岡県 北九州市戸畑区沢見1-2-34 http://www.trust-create.com

1507 ＱＵＥＥＮ 美容業 福岡県
北九州市小倉北区船場町2-
6

1508 ㈱愛グループ 鍼灸院・整骨院 福岡県
北九州市小倉北区竪町2-3-
5

http://www.mns-group.co.jp/chiryoin/index.php?id=219

1509 池間組 建設業 福岡県 北九州市若松区赤島町9-15 http://ikema-gumi.com/

1510 ㈱エス・エス・アイ
ｻｰﾋﾞｽ業（ｿﾌﾄｳｪｱ
受託開発）

福岡県
北九州市八幡西区鉄王1-2-
2

http://www.k-ssi.co.jp/Company/greetings.html

1511 ドリームネットシステムズ 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区竪町5-20
ｸﾚﾍﾞｰﾙ田町205号

http://dream-netsystems.com/about/company/

1512 橋本食品㈱ 食肉小売 福岡県 北九州市門司区栄町9-23 http://www.hashimoto-foods.sakura.ne.jp/

1513 ㈱安川ビジネススタッフ 人材派遣業 福岡県
北九州市八幡西区黒埼3-2-
8

http://www.ybstaff.com/

1514 株式会社TGS
ゴルフ場キャ
ディ

福岡県
北九州市小倉北区大田町
10-28

http://www.tgs-sengolf.net/

1515 川北機械株式会社 製造業 福岡県 直方市大字上頓野４７７２

1516 サンコーケアライフ（株） 医療、福祉 福岡県
福岡市城南区樋井川一丁目
７番３８号

1517 有限会社　糸瀬モータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
糟屋郡志免町南里６丁目２
１－３６

1518 社会福祉法人 小部保育園
教育、学習支援
業

佐賀県 佐賀市朝日町7番20号 http://kobe.kyushu.co.jp/

1519
Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ
Ｌｅｃｕｌｕ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
唐津市東城内16-1　メリー
ビラ101

http://www.lecule.com

1520 インディーズ・ピュア
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 唐津市町田3丁目1番41号

1521 株式会社 インザ・コム 情報通信業 佐賀県
神埼市神埼町本告牟田
2967-7

http://inthecom.net/?page_id=15

1522 株式会社 LOHAS
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 小城市芦刈町三王崎292-7

1523 有限会社 フットスマイル 医療・福祉 佐賀県 佐賀市鍋島町蛎久1329-5

1524 なかしま鍼灸整骨院 医療・福祉 佐賀県
佐賀市神園1丁目2-5 コッ
トンライフ神園

http://www.saga-jikochiryo.com/

1525 有限会社 濱崎石材 製造業 佐賀県
佐賀市富士町大字古湯817-
8

1526 有限会社 三根自動車 卸売業、小売業 佐賀県
三養基郡みやき町西島
1481-1

http://www.minejidousya.com/

1527 株式会社 スタードックス 卸売業、小売業 佐賀県 鳥栖市驫木町1049-1 http://star-dogs.co.jp/

1528
ソニックコーポレーション
有限会社

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市中の舘町2-1

1529
松武ｷｯｽﾞアカデミー もと
まち保育園

教育、学習支援
業

佐賀県 鳥栖市元町1359-2

1530 （株）利他フーズ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市北区清水亀井
町１６－１１　オフィスカ
メイ２Ｆ

http://kumamoto-basai.com

1531 （株）アールスタイル
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区清水亀井
町１６－１１　オフィスカ
メイ２Ｆ

http://rita-style.co.jp

1532
ジャパンマリンユナイテッ
ド（株）　有明事業所

製造業 熊本県
熊本県玉名郡長洲町大字有
明１

http://www.jmuc.co.jp/

1533 日栄平井（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区新町３
－１－２６



1534 （有）山内建設 建設業 熊本県
熊本県熊本市西区池田２－
２０－１０

1535 （有）中川写真館
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区川尻４－
６－７２

http://www.nakagawa-photo.jp/

1536 （有）宮田工業 建設業 熊本県
熊本県上益城郡益城町惣領
１５１０

1537 森都自動車（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区日吉２－
１１－３１

http://www.shinto-auto.co.jp/

1538 （株）平野設計室 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区平成３
－５－６

http://www.j-hirano.co.jp/

1539 （株）ヤナギダ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区新外３－
３－２３

1540
（株）侑秀システムサービ
ス

製造業 熊本県
熊本県山鹿市鹿央町岩原２
１３０－１

http://www.y-s-s.jp

1541 （株）モチーフ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県上益城郡嘉島町下六
嘉３８１８－６

1542 劇団ぱれっと
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区沼山津１
－１７－１

http://palette2008.web.fc2.com/

1543 （有）熊南空調システム 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町丹
生宮９９４－１

1544 （有）トータルライフケア 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市南区富合町南
田尻４７１

http://www.total-life-care.jp

1545
（株）Ｓ・Ｋ　ＣＯＭＰＡ
ＮＹ

製造業 熊本県
熊本県上益城郡甲佐町早川
１２６５－９

http://z1speed.com

1546
（株）アイランドリゾート
阿蘇

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県阿蘇市一の宮町三野
２３０５－１

http://www.epr-r.com

1547 （特非）光の里 医療・福祉 熊本県
熊本県水俣市桜井町３－３
－２１

1548 （株）有明測量開発社
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区幸田２－
７－１

http://ariake-s.co.jp

1549 （有）マイ美容室
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－６－９

http://my-group.co.jp

1550 （有）アルチザン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－６－９

1551 髙木社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区秋津町秋
田３４４５－１２

http://www.bizadmin.net

1552 ㈲真和総研
不動産業・物品
賃貸業

大分県 別府市南立石 http://www.shinwa-kokonoe.co.jp

1553 大分エージェンシー㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市法勝台

1554 ㈱ＫＥＮＫＯＨ 医療・福祉 大分県 豊後大野市犬飼町 http://www.shokokai.or.jp/44/4442810021/

1555 ㈱あわや 卸売・小売業 大分県 竹田市竹田町

1556 いいたび㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市大手町 http://ii-tabi.jp

1557 ㈲寺司陶器 卸売・小売業 大分県 大分市長浜町 http://www8.ocn.ne.jp/~teraji/

1558 ㈱古宮工業 建設業 大分県 大分市下郡
1559 ㈱九建テクノス 建設業 大分県 大分市三佐

1560 ㈲サッテージャワ
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市府内町

1561 ＣａＳｅ　ＷｏＲＫ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市府内町

1562 ㈱一心堂 卸売・小売業 大分県 日田市中央 http://www.hita-isshindo.com

1563 ㈱Ｂ－ｐａｓｓｉoｎ 情報通信業 大分県 別府市東荘園町 http://b-passion.com

1564 ㈱両築
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市南立石 http://www.ryoutiku.com

1565
企業
組合オフィスケイ

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市野口元町 http://www.k-travel.net

1566 ビルドワン㈱ 建設業 大分県 別府市別府
1567 ひらた整骨院 医療・福祉 大分県 大分市明野北
1568 ㈲ヤマキ建設工業 建設業 大分県 大分市高松東
1569 キクチ種苗㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市豊饒
1570 ㈱グーフィーズ 卸売・小売業 大分県 大分市原新町



1571 九州瑞穂㈱ 製造業 大分県 宇佐市院内町 htto://www.mizuho-loy.co.jp/kyushu/

1572 ぶんご食品㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市弁天 http://oitasancyokuya
1573 ㈲ワークス 建設業 大分県 中津市中央町

1574 hair studio Reyon
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市花津留

1575 じゅうじゅう亭　敷戸店
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市鴛野

1576 ㈱国美 製造業 大分県 臼杵市市浜

1577 秋月都市開発㈱
不動産業・物品
賃貸業

大分県 大分市金池南 http://www.akizuki-toshikai.sakura.ne.jp/

1578 ㈱大分出版印刷 製造業 大分県 大分市六坊北町
1579 ㈱春日園 卸売・小売業 大分県 佐伯市向島 http://www.kasugaens.com

1580
社会医療
法人小寺会　佐伯中央病院

医療・福祉 大分県 佐伯市常盤東

1581 旭地所㈱
不動産業・物品
賃貸業

大分県 大分市牧 http://www.e2103.net

1582 ㈲ウエノお志ぼり商会
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市牧

1583 日田市民生活協同組合 卸売・小売業 大分県 日田市新治町
1584 ごとう鍼灸整骨院 医療・福祉 宮崎県 宮崎市　江平東２－８－６

1585 ふくなが社労士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県 宮崎市　北高松町１－９

1586 b l e s s
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
延岡市　瀬之口１－２－６
－２Ｆ

http://www.blesshair.jp/

1587 ヘアメイク　　レーヴ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
宮崎市　大塚町地蔵田４６
３７－２

http://www.reve04.com

1588 （有）直ちゃんラーメン
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県 日南市　岩崎２－１０－６ http://www.nachan.jp

1589
Japanese Restaurant
りょう

宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
宮崎市　橘通西３－１－２
４

1590
（有）蔵　コーポレーショ
ン

宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県 宮崎市　大字赤江７５－５ http://www.kura.co.jp

1591 ㈱Ｓａｌｏｎ 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市東千石町５－１２
－１F

1592 ㈱霧島エッグ 農業・林業 鹿児島県
霧島市霧島永水３９２５－
４

1593 ミリオンシールド㈱ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市西坂元町33番5号 http://www.million-s.com

1594 ㈱船倉
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 薩摩川内市白和町４－１２

1595 ㈱祁答院土木 建設業 鹿児島県
薩摩川内市祁答院町下手１
５４番地

1596 ㈱粧屋 建設業 鹿児島県
薩摩川内市五代町１９４０
－１

1597 ココロプラン㈱ 建設業 鹿児島県
鹿児島市中町4番2号児玉第
一ビル４Ｆ

1598 ㈱源
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
薩摩川内市西向田町１０番
2号

1599 ㈱オリンピア商事
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
薩摩川内市入来町副田１３
８９

1600
(有)ＳＷＥＥＴ　ＬＡＢＥ
Ｌ

製造業 鹿児島県 鹿児島市名山町２－１

1601 合同会社エコ美創社
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市東開町３－７６

1602
イッシン・フーズ・サプラ
イ㈱

卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市伊敷台４丁目３－
１７－２０１

1603 ㈱フォークリエイト
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市名山町９－１５ソ
フトプラザかごしま４０１

1604 ㈱フォーエバー 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市中央町２３－２１
アエールタワー２Ｆ

1605 今別府産業㈱ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市新栄町１５－７

1606 ㈱梅コンサル
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島市紫原３－１３－２
６

www.umecon.co.jp



1607 (有)天天有
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 姶良市加治木町本町４８ tentenyuu.jp

1608 ㈱タカシ巧芸社
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市東開町3番76号 takashi-sign.com

1609 医療法人さくら 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市鷹師2丁目３－１
３元木ビル１Ｆ

http://www.sakura1468.jp/

1610 桜サービス㈱ 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市西田2丁目１－６
川北ビル中２Ｆ

1611 久保武徳税理士事務所
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市荒田１－４２－２

1612 居酒屋　笑美 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市新川町568
1613 有限会社 肝付やぶさめ薬 医療、福祉 鹿児島県 肝属郡肝付町前田858-3
1614 有限会社 出水田鮮魚 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市新川町830番地 http://izumidas3510.wix.com/izumida-sengyo

1615 有限会社 サンロード 製造業 鹿児島県 鹿屋市新川町554

1616 有限会社 美土里 農業・林業 鹿児島県
肝属郡錦江町田代川原5282
番地1

1617 麺家 なかむら 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿屋市本町4-12
1618 ㈱ぬちまーす 製造業 沖縄県 うるま市与那城宮城2768 http://www.nutima-su
1619 ヨシモトコーヒー 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市知花5-35-6

1620
コーラルコミュニケーショ
ンズ㈱

卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市下地字嘉手
苅304-1

http://www.coral-co.com/

1621 ハートフルセレモ心
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
3107-452

http://kokoromiyako.com/

1622 宮古木工芸 製造業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
2616

http://www.cosmos.ne.jp/~m-mokko/

1623 シフトエンジニアリング 情報通信業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
747-5

http://www.eefuture.com/

1624 有限会社　新幸組 建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
1330-3

1625 ㈱　宮古島介護琉心 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1012-1

1626 有限会社　吉田産業
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
1331-16

1627 ハ　グ（ Ｈ u g ）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 延岡市　本小路７９－１

1628 美容室　グリップ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
延岡市　幸町１－５８　中
村ﾏﾝｼｮﾝ１０１

1629
Ｐit' a Ｐat　総合music
school

教育、学習支援
業

宮崎県
宮崎市　橘通西３－１０－
３６　西村ビル５階

1630 （株）エムテック 建設業 福岡県 福岡市博多区那珂3-23-1
1631 ハイテックジャパン（株） 製造業 福岡県 福岡市博多区那珂3-23-1

1632 リンダ前原店
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糸島市前原西1-5-20

1633 サロンドセキ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市早良区荒江2-11-13

1634 アコネイル
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市早良区城西1-8-40

1635 リルマリア
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
久留米市御井旗崎1-7-27
プレミール旗崎402

1636 アンナビューティサロン
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区住吉3-1-18-
308

1637
イースト・ミーツ・ウェス
ト・カンパニー・ジャパン
㈲

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区渡辺通3-11-2
ボーダータワー

1638 ㈱AGO　(ｴｼﾞｵｰ)
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区六本松4-9-7-
606

1639 ㈱システム企画 情報通信業 福岡県 福岡市南区塩原4-13-21

1640 ㈱トニーアンドガイ福岡
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区天神2-4-11
ﾊﾟｼﾌｨｰｸ天神3F

1641
ヘアースタジオ　スクエ
アー

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市東区三苫5-4-44

1642 ㈱エール 医療、福祉 福岡県
福岡市博多区那珂6-6-18-
205

1643 ㈱マグネッツ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区吉塚本町9-
15-10F

http://magnets.jp

1644 あこ家 飲食店、宿泊業 福岡県 筑紫野市紫5-19-3



1645 さくら保育園
教育、学習支援
業

福岡県 福岡市中央区西公園6-20

1646 神力縫製 製造業 福岡県 福岡市南区弥永4-8-11 http://www.water.sannet.ne.jp/czfehuw5/index.html

1647 ㈱フローレス 建設業 福岡県 福岡市早良区田村4-17-8

1648
NPO法人　グローバルライ
フサポートセンター

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区上川端町12-
28　安田第一ﾋﾞﾙ6F

http://www.npo-global.jp

1649 ㈱崎元空調 建設業 福岡県
福岡市城南区友丘４－１９
－４

1650
オートランド　ロードラン
ナー

卸売・小売業 福岡県 古賀市今の庄2-8-20

1651 ㈱竜一 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市博多区寿町2-9-3

1652 ㈱和楽 医療、福祉 福岡県
福岡市城南区樋井川2-1-
62-202

1653 レクスト㈱ 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区銀天町3-1-10
シャトレ城戸1F

1654 ㈱ABC 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区高木2-16-20

1655
銀杏酵素本舗㈱ (ｷﾞﾝﾅﾝｺｳｿ
ﾎﾝﾎﾟ)

卸売・小売業 福岡県 福岡市中央区渡辺通2-7-11

1656
那珂川保育園どんぐりクラ
ブ

医療、福祉 福岡県 筑紫郡那珂川町五郎丸1-76

1657
㈲ワンフォーオールコーポ
レーション

医療、福祉 福岡県
福岡市南区井尻2-5-20-101
号

1658 はんだ整骨院 医療、福祉 福岡県 朝倉市宮野1949-1 http://www.handa-s.com/

1659 エグチ㈱ 卸売・小売業 福岡県 柳川市田脇173 http://eguchi-g.com/
1660 ㈲江口通商 卸売・小売業 福岡県 柳川市田脇173
1661 ㈱ワンズコーポレーション 製造業 福岡県 柳川市田脇173

1662 たまり処 ココ (ﾀﾏﾘﾊﾞ ｺｺ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-
10-30

http://www.tamariba-coco.jp/

1663
家庭DINING かきたRO (ｶﾃｲ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｶｷﾀﾛｳ)

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市城南区別府3-2-36

1664 ㈱NINO System (ﾆﾉ ｼｽﾃﾑ) 情報通信業 福岡県 福岡市中央区天神1-15-5

1665
社会保険労務士法人プロ
ネット

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区東比恵2-7-
14-2F

1666 ㈱岩堀工務店 建設業 福岡県 福岡市南区若久2-33-18 http://www.e-house.co.jp/iwahori-koumuten/

1667 ㈱オハナ 建設業 福岡県
福岡市城南区梅林4-29-23-
1F

http://www.planning-ohana.com/

1668 癒 YOU (ﾕｳ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区中洲2-5-18
7F

1669 味工房 なか山 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区姪の浜6-12-30

1670 ㈱明月堂 (ﾒｲｹﾞﾂﾄﾞｳ) 製造業 福岡県
福岡市博多区東那珂2-11-
23

http://www.meigetsudo.co.jp/

1671 デンタルアート小野 医療、福祉 福岡県 福岡市西区野方2-20-2

1672 ㈱くらもと
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市博多区吉塚1-16-8

1673 Ｂｏｎｈｅｕｒ (ﾎﾞﾇｰﾙ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区高砂1-8-8-
603

1674 ㈲秋吉エーアンドシー
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区天神2-14-8-9

1675 (有)ラシック 卸売・小売業 福岡県 大川市中木室８９６－１ http://www.rakuten.ne.jp/gold/kagugagoo

1676
うとやま社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市諏訪野町４－１－
８０１

http://www.utoyama.jp

1677 ㈱九州セントラルリゾート 飲食店、宿泊業 福岡県
大牟田市旭町３丁目３番地
３

http://www.omuta-garden.jp/

1678 九州ダンボール㈱ 製造業 福岡県 筑後市大字長浜１９５８

1679 (有)丸昌　焼肉の大昌園 飲食店、宿泊業 福岡県
久留米市六ッ門町１４－１
３

http://www.taishoen.jp

1680 (有)いきいきリハビリケア 医療、福祉 福岡県
久留米市津福本町１６２７
－５

http://www.iki2-k.com/

1681 ㈱環境サポート
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 小郡市上岩田７６６番地 http://www.oh-sigotonin.jp

1682 フランス酒場 ルプー 飲食店、宿泊業 福岡県
久留米市東町31-19 フルタ
ビル2・3Ｆ

http://www.lepeu.jp

1683 麵通様御用達 たけ屋 飲食店、宿泊業 福岡県
久留米市津福本町１３０９
－１



1684 古賀清木工㈱ 製造業 福岡県
大川市大字上白垣１６８－
１

http://kogakiyo.com

1685 久留米印刷(株) 製造業 福岡県
八女郡広川町大字日吉548
番地25

http://www.kurume-insatsu.co.jp

1686 ㈱ふじた
ぬかだき製造販
売

福岡県 北九州市門司区柳町1-4-10 http://nukamisodaki.com/

1687 株式会社　コローレ
障害者福祉サー
ビス

福岡県 中間市中央2丁目13-23

1688 侍　居酒屋　城野本店 居酒屋 福岡県
北九州市小倉北区若富士町
1-10

http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400502/40031680/

1689
（株）スターフライヤービ
ジネスサービス

コールセンター 福岡県
北九州市小倉北区米町2-2-
1新小倉ビル

www.starflyer.jp

1690 アトム株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
田川市大字糒１７８９－１
７

1691 有限会社　セレモ九州要
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 飯塚市蓮台寺６３－１

1692 有限会社 呼子カンキョウ
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 唐津市呼子町殿ノ浦258-21

1693 佐賀トヨペット株式会社 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市鍋島町大字八戸溝
150-5

http://www.sagatoyopet.com/

1694
西日本総合コンサルタント
株式会社

建設業 佐賀県
佐賀市久保泉町大字上和泉
3114-3

www.nisicon.co.jp

1695 福成歯科医院 医療・福祉 佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝1250-4

1696 株式会社 オリエント薬品 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市高木瀬町西4丁目14-
25

http://www.orient-ph.co.jp/

1697
シルバーオーケストラ合同
会社

医療・福祉 佐賀県 三養基郡基山町宮浦186-57

1698 南里建装 建設業 佐賀県 佐賀市大財町5-5-28

1699 有限会社 海幸
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 佐賀市下田町1番15号

1700 PLAYERS ONE 卸売業、小売業 佐賀県
多久市北多久町大字小侍
2195-1

1701 ヘアーサロンペパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区帯山２
－３－１８

http://pepin.otemo-yan.net/e538020.html

1702 赤塚サービス 建設業 熊本県
熊本県熊本市西区島崎５－
２－８９

1703 東邦設備（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区秋津３－
１４－１６

1704 （株）現代
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市南区田迎４－
９－５０

1705 ベスト・グリーン（株）
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区新屋敷
３－１２－８

http://www.best-green.jp

1706 （株）ＣＡＮ 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区中原町１
１３５－１

http://www.can727kaigo.com/

1707 ＦＯＵＲ・ＳＥ（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県山鹿市鹿本町来民１
６６３－６

http://www.four.se.com

1708 （有）モード・レディース 製造業 熊本県
熊本県玉名郡長洲町大字長
洲２７７６

1709 （株）山口電設 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区花立６－
１３－１０３

1710
（有）Ｍｉｃ　ＣＲＥＡＴ
ＩＲＥ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区米屋町
１－９－１（５０７）

1711
マキノセ自動車マックス
ハート

卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区小山６－
２０－６０

1712 （株）きおう 医療・福祉 熊本県
熊本県宇城市不知火町高良
１９６１－２

1713 （有）コンパスポイント
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区田井島１
－７－２３－３０５

http://tiaraclub.jp

1714
土地家屋調査士　松村充晃
事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東５
－４－８８



1715 金のわらじ
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県 熊本県玉名市高瀬４７２

1716 （有）ソフトシンク
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区国府本
町１－２１

http://softsync.co.jp

1717 （株）タケウチ 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区大窪４－
４－２３

http://takeuchi-aoi.co.jp

1718
西日本エレクトロニクス工
業（株）

製造業 熊本県
熊本県熊本市東区長嶺西１
－８－３４

http://www.eiw.co.jp/

1719 コンフォートハウス（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区神水１
－２４－６

http://www.comfort-house.com

1720 ㈱オーデン 建設業 大分県 大分市萩原 http://www8.plala.or.jp/oden/

1721 小手川土地家屋調査事務所
不動産業・物品
賃貸業

大分県 大分市城崎町

1722 ㈲旅館　関屋
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 別府市北浜 http://www.e-haruki.jp

1723 富士タクシー㈱ 運輸業・郵便業 大分県 臼杵市臼杵 http://www.fujitaxi-oita.com/

1724 ㈲ロンドン
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市高松東

1725 ㈱三髙産業 建設業 大分県 大分市下郡

1726 ㈱Ｔ’ｓ
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 中津市島田 http://rakysyoy-ts.com

1727 髙橋塗装㈱ 建設業 大分県 大分市王子中町 http://takahashitosou.com/

1728 こころ
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市三ヶ田町

1729 （株）ＭＡＤＥ　ＩＮ　綾
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県 宮崎市広島１－１７－２１

1730
吉田操代　社会保険労務士
事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県 宮崎市大字島之内9218-12

1731 と や ま 整 骨 院 医療・福祉 宮崎県 宮崎市京塚２－４－１４
1732 （有） 新 電 気 卸売業、小売業 宮崎県 宮崎市青島西２－７－２
1733 社会福祉法人　　風　舎 医療・福祉 宮崎県 日向市富高６５２２
1734 虹 工 房 建設業 宮崎県 日向市大王町１－１５－３

1735 ショウライツクール
教育、学習支援
業

宮崎県
宮崎市吉村町大田ケ島甲４
１０－４

1736 株式会社ＣＴＤ 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市鴨池新町5番6号
６０２号

http://www.ctd-co.com

1737 株式会社９９
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市郡元３丁目１－２
N&M。Nビル１０１

1738
株式会社Ｇｒａｃｅ＆Ｃ
Ｏ．HAIR　COLOR　CAFÉ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市大明丘２丁目１６
－７

1739
株式会社Ｇｒａｃｅ＆Ｃ
Ｏ．HAIR　GRACE　Hairｄ
ｅｓｉｇｎ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市吉野町２２８３－
１０

1740 Ｌｉｌｙ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市中央町２２－１６
アエールプラザ２Ｆ

1741
ＡＱＵＡ　ＢＡＲ　ｆｅｒ
ｍｅｒｏ

宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市千日町３－１９
永野ビル２Ｆ

1742 ギャラリー陶夢有限会社 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市易居町１２－１９
1743 医療法人さこだ歯科医院 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市中央町２０番２ http://www.sakoda-dc.com/

1744 窪田織物株式会社 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市東開町１３－５

1745 株式会社プロテクトライフ 金融業、保険業 鹿児島県
姶良市加治木町新富町４番
地

1746 株式会社リトライケア 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市光山2丁目１－６
１

1747 株式会社バイクハウス 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市宇宿２丁目２６番
地１８号

http://www.hd-kagoshima.com/

1748 五徳株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

鹿児島県 姶良市東餅田６２６ http://www.gotoku.ne.jp/

1749 株式会社ＩＰーＳＴＹＬＥ 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市郡元2丁目２３－
３４－１Ｆ

http://ip-style.co.jp/



1750 エステサロン　アリュール
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島市東谷山４－２３－
２

1751 株式会社みやびメディカル 医療、福祉 鹿児島県
日置市東市来町湯田２９９
２

1752 株式会社德重ガラス 建設業 鹿児島県
鹿児島市南栄６丁目２番地
３２

1753 エイメスト株式会社 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市西田２丁目２７－
１６　３F

1754 フタバフーズ株式会社 製造業 鹿児島県
姶良市蒲生町久末１１７７
番地５

1755 Ｓｏｐｒａ
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市東千石町６－１７
天文館ファッションビル２
Ｆ

1756 株式会社芙蓉商事
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市住吉町１番３号 http://www.fuyoshoji.co.jp/

1757 株式会社ＧＥＮＫＩ 卸売、小売業 鹿児島県 出水市大野原町３１番地１

1758 有限会社マルナカ 卸売、小売業 鹿児島県
薩摩川内市平佐町２８８０
－１

1759 セーフティオート
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島市武岡６丁目７－２
０

1760 有限会社花の店　花やす 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市草牟田２丁目２０
－２

1761 株式会社ライズネット 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市西陵１－４６－１
－１０７

1762
Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｉ
ｎＲｉｎ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市石谷町２４１３－
９

1763
有限会社ウエディングス
テーション

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市武１－１－２ http://weddingstation.co.jp

1764
エフマック株式会社鹿児島
支店

建設業 鹿児島県 鹿児島市西田２－１６－６ http://fmac.asia/

1765 株式会社ハルタ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市大黒町１－１ http://haruta.main.jp/

1766 南九施設株式会社 建設業 鹿児島県
鹿児島市皇徳寺台５丁目２
７番１号

http://nankyu.minibird.jp/wp/

1767 エムシステム株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市田上７－１３－８

1768
株式会社ＡＥエンジニアリ
ング

建設業 鹿児島県 鹿児島市錦江町２－５０

1769
江原＆パートナーズ社労士
事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市山之口町1番10号
鹿児島中央ビルディング１
１F

http://www.e-and-p.net/

1770 株式会社ランコントル 製造業 鹿児島県
鹿児島市永吉１丁目２３－
１２

http://www.rencontre.jp/

1771
バトミントンワークス
グッドウェーブ

卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市桜ケ丘５丁目１２
－１

http://www.good-wave.info/

1772
鍼灸マッサージ　つぼ然治
療院

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市山下町２－１２－
５０４

1773 エール社会保険労務士法人
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市星ケ峯２－２０－
２

http://www.tateishi-consul2.com/

1774 合同会社　Ｂａｓｉｓ
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市小川町１０－１３
入佐ビル３－１

1775 有限会社クラランス 製造業 鹿児島県 鹿児島市西千石町６－２１

1776
中央駅一番街司法書士事務
所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市中央町１９－１
さくらビルディング２階

http://1bangai-office.jp/

1777 有限会社山口農園機工 卸売、小売業 鹿児島県
霧島市溝辺町有川９１０－
１

1778 株式会社津曲商店 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市城南町３７

1779 内村社会保険労務士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市鴨池二丁目８番９
号

1780 有限会社島田屋 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市上本町１５－９

1781 株式会社大和 卸売、小売業 鹿児島県
薩摩川内市神田町１０番１
２号

1782 株式会社藤和
不動産業、物品
賃貸業

鹿児島県
薩摩川内市神田町１０番１
２号



1783
株式会社こうえい介護サー
ビス

医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市山田町３７７－１

1784 株式会社DECO
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島市入佐町２５３番地
１

1785
有限会社オフィスインズ
（麺匠　樹凛）

宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市西伊敷２丁目３－
２１

1786
創菜ダイニングＧａｔｔｏ
Ｎｅｒｏ

宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 鹿児島市千日町９－２５

1787 ロウオールクラブ
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島市吉野町１７４１－
５

1788 山崎経営労務事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市荒田１－４３－３
荒田ビル２F

http://www4.synapse.ne.jp/yamasaki/

1789 株式会社憩の里 医療、福祉 鹿児島県
霧島市国分剣之宇都町１２
－３

http://www1.ocn.ne.jp/~ikoi/

1790
株式会社ＷＩＳＨシステム
コンサルティング

情報通信業 鹿児島県
鹿児島市東千石町１４－１
０　天文館三井生命南国テ
レホンビル７F

http://www.wish-sc.co.jp/

1791 株式会社アルファイン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市下荒田１丁目２６
－３

https://www.esthewam.com/

1792 有限会社フジタ建材 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市吉野町３０７３－
８９

1793 旭工業株式会社 建設業 鹿児島県
鹿児島市荒田一丁目５５－
１７

http://www.asahi-i.co.jp

1794 株式会社ノーブル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市東千石町８番９号
メイプルブランチハウス２
Ｆ

1795 Ｔ－ｎｅｘｔ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島県枕崎市岩戸町431

1796 株式会社鶴森 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島県鹿児島市山下町
16-24

http://day-yukusa.com/

1797 ＮＰＯ法人オ・ア・シ・ス 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町
27-1-107

1798 コスメティックかれん 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島県鹿児島市下荒田3-
6-5第３上舩ビル１Ｆ

1799
ＮＰＯ法人姶良スポーツク
ラブ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島県姶良郡加治木町本
町253姶良市役所加治木総
合支所内

http://www4.ocn.ne.jp/~asc/

1800 株式会社やすだ商店 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市中央町24番地18

1801 ＡＲＩＯ株式会社
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市平之町7-6 http://www.arionet.jp/

1802 株式会社コーセーペイント 建設業 鹿児島県 霧島市国分清水1丁目13-11

1803 株式会社ｉｘｒｅａ 建設業 鹿児島県
鹿児島市荒田1丁目１６－
７　ｅ‐ｔｅｒｒａｃｅ３
０３号

1804 株式会社ＣＳＳ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島市上福元町6380-9

1805 株式会社アール・テクノ 建設業 鹿児島県 鹿児島市五ケ別府町718-1 http://www9.plala.or.jp/techno/

1806 株式会社青空木材 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市中山町2308-1

1807 魚人島じんべえ
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市東千石町18-3萩原
ビル１階

1808 グローバル緑 卸売、小売業 鹿児島県 指宿市十二町3458-1

1809 学習塾ＳＫＹ
教育、学習支援
業

鹿児島県 鹿児島市上谷口町5010-7 http://sky.hp.gogo.jp/pc/

1810 有限会社やまびこ 医療、福祉 鹿児島県 指宿市十二町4325-1
1811 有限会社池田湖パラダイス 卸売、小売業 鹿児島県 指宿市池田5269番地 http://www3.synapse.ne.jp/ikepara/

1812
株式会社グッドフェローズ
ダイニング

宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
南さつま市加世田本町24番
地1

http://www.good-fellows.net/

1813
荒木麻友ナビオフィス株式
会社

サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 薩摩川内市西向田町6-32

1814 今別府産業(株) 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市新栄町１５－７ http://www.imabeppu.co.jp/

1815 株式会社コルテーヌ 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市中町４番７号 http://www.cortanu.co.jp

1816 有限会社アジャスト 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市西田二丁目18番16
号

http://kg-adjust.jp/



1817 アジャスト人材サービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市西田二丁目17-28-
2Ｆ

http://kg-adjust.jp/

1818 株式会社リリーフ 金融・保険業 鹿児島県
鹿児島市西田２丁目１５番
２号

http://www.sompojapan-ag.com/a/relief

1819 鹿児島県中小企業家同友会
複合サービス事
業

鹿児島県
鹿児島市下荒田３－４４－
１８　のせビル２Ｆ

http://kagoshima.doyu.jp/

1820 鹿児島交通株式会社 運輸業、郵便業 鹿児島県 鹿児島市山下町9番5号
1821 いわさきバスネットワーク 運輸業、郵便業 鹿児島県 鹿児島市山下町9番5号
1822 三州自動車 運輸業、郵便業 鹿児島県 都城市北原町1街区22号
1823 種子島・屋久島交通 運輸業、郵便業 鹿児島県 鹿児島市山下町9番5号

1824
有限会社中熊自動車鈑金塗
装専門工場

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 指宿市西方51-1

1825 古江浩税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市武岡３丁目４番４
号

http://www.tkcnf.com/furuehiroshizeirishi/pc/

1826 Ｇｕｒｉｍａｒｉ 飲食店、宿泊業 鹿児島県
指宿市大牟礼２－１８－１
２

1827 株式会社ＫＩＲＩＴＡ 飲食店、宿泊業 鹿児島県
指宿市大牟礼２－２３－１
９

http://www.yakitori-acchan.jp/

1828 有限会社田原迫 飲食店、宿泊業 鹿児島県
指宿市大牟礼３丁目１８番
３号

1829
株式会社総健サポートかご
しま

飲食店、宿泊業 鹿児島県 指宿市西方４８７１－１ http://www.souken-support.com/

1830 社会福祉法人　大川福祉会 医療、福祉 鹿児島県
南九州市頴娃町別府６５９
７－３

1831
特定非営利活動法人　山角
の会

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市和田一丁目４９番
１８号

1832
特定非営利活動法人　せせ
らぎ

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市星ヶ峯三丁目４０
番８号

http://www.seseragi-kagoshima.or.jp/

1833 勝田社会保険労務士事務所 鹿児島県
鹿児島市小野２－１２－１
５－Ⅱ２０１

1834
園田寛社会保険労務士・行
政書士事務所

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市堀江町６－１５－
３０５

1835 いぶすき労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 指宿市十二町４３－７ http://www.e-sr.net/

1836 株式会社小園 医療、福祉 鹿児島県 指宿市西方１５９７番地４

1837 株式会社プリンセスローズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿児島市新栄町１６番２２
号

http://www.bara3.com/

1838 有限会社プロテック 製造業 鹿児島県
南九州市川辺町平山６６７
２－１

1839 株式会社ロータスハシグチ 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市新栄町１６番２２
号

http://lotas-hashiguchi.co.jp/

1840 有限会社梅木商店 卸売・小売業 鹿児島県
南九州市川辺町平山６７９
４番地

http://seitengai.com/akumaki/

1841 有限会社知覧パラダイス 卸売・小売業 鹿児島県
南九州市知覧町郡１７８５
１

http://www.chiranparadise.jp/

1842 薩南建材(有) 建設業 鹿児島県
指宿市湯の浜３丁目９番８
号

http://nttbj.itp.ne.jp/0993222518/index.html

1843 有限会社小原農芸 農業・林業 鹿児島県
南九州市頴娃町別府１１０
４５番地３

1844 アイオー株式会社 医療、福祉 鹿児島県
指宿市湯の浜１丁目３番１
２号

1845 株式会社エム・エム・シー 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市中町３－１１日専
連ビル４階

http://www.mmc-net.co.jp

1846
社会保険労務士　リーガル
オフィス

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
姶良市加治木町小山田５９
７０－１

1847 株式会社松栄軒 製造業 鹿児島県 出水市上鯖渕５３２－５ http://www.shoeiken.com/

1848
鹿児島サンロイヤルホテル
（鹿児島国際観光株式会
社）

飲食店、宿泊業 鹿児島県
鹿児島市与次郎１丁目８番
１０号

http://www.sunroyal.co.jp/

1849 有限会社花の店げんかわ 卸売・小売業 鹿児島県
南九州市頴娃町牧之内２０
４１

http://www.hana-gen.co.jp

1850 メイワ医科工業株式会社 製造業 鹿児島県
鹿児島市七ツ島１丁目４－
８

http://www.meiwaika.com/

1851
有限会社ヒューマンケアド
リーム

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市草牟田２丁目17-
17ヒューマングロス

http://www.hcd.co.jp/



1852
株式会社ミラクルウォー
ター

製造業 鹿児島県
薩摩川内市入来町副田５９
６７－１

http://miraclew.web.fc2.com/

1853 薩摩総研株式会社 製造業 鹿児島県
指宿市山川成川４１６５番
地

http://satsumasoken.co.jp/

1854 有限会社大山甚七商店 製造業 鹿児島県 指宿市西方４６５７番地 http://jin7.co.jp/

1855
ヘルパーステーション　か
いご屋

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市鴨池１丁目８－２
１

1856 全国警備保障株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市西別府町３０１０
－２４

http://www.zenkei.co.jp/

1857
株式会社国土技術コンサル
タンツ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市伊敷２丁目１４－
１０

http://www.kokudoec.co.jp

1858 有限会社ビーライン 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市加治屋町12-11
マックスビル6階

http://www.kg-beeline.jp/

1859 株式会社米倉設計事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市下伊敷一丁目５番
１７号

http://www4.synapse.ne.jp/yonekurasekk/

1860 有限会社エフワークス 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市真砂町30-12　長
井ビル２F

1861
鹿児島綜合警備保障株式会
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿児島市与次郎１－２－１ http://www.alsok-k.co.jp/

1862 株式会社岩崎企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市中央町２３－２１
アエールタワー２階202

http://www.ac-gr.co.jp/

1863
株式会社ＧＬＯＢＡＬ　Ｓ
ＴＡＮＤＡＲＤ

卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市新屋敷町１６番１
１４号

1864 柚木崎勉税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市光山１丁目１－３

1865
特定非営利活動法人　サ
ポートロコペリ

医療、福祉 鹿児島県 姶良市加治木町木田580

1866
株式会社松元　ネイルサロ
ン爪吉

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市泉町12番20号 http://tsumekichi.com/

1867
株式会社ＮｅｘｔＳｔａｇ
ｅ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島市南林寺町18-19 http://www.nozaki-tax.net/

1868 株式会社フルカワ 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市南栄６丁目１－８ http://www.furukawacars.com

1869 有限会社ゆうあいプラン 建設業 鹿児島県
南さつま市加世田東本町１
８－９

http://www.e-house.co.jp/smile-gen/

1870 株式会社鹿児島クリマ 情報通信業 鹿児島県 鹿児島市金生町4-10 http://www.kqrm.co.jp/

1871 株式会社クラフト・プラン 建設業 鹿児島県
鹿児島市谷山港1丁目1番3
号

http://craft-plan.co.jp/

1872
株式会社美の匠　ガラス工
房　弟子丸

製造業 鹿児島県
霧島市国分清水１丁目１９
－２７

http://deshimaru-glass.jimdo.com/

1873
株式会社アローズ　モー
ターサイクル

卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市玉里団地１丁目９
番１号

http://www.minc.ne.jp/~m-tamazato/

1874 株式会社カナダプレイス 建設業 鹿児島県
鹿児島市宇宿２丁目２１－
１

http://www.canada-place.co.jp/

1875 株式会社入来建設 建設業 鹿児島県
薩摩川内市入来町浦之名７
２３１番地

1876 株式会社ｓｐｉｃｅｒｙ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市荒田１－１７－１
７－１階

1877
株式会社デーアンドエー
デー

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市城山１丁目５７－
１２－０３

http://www.megumi-funatsuki.net/

1878 鹿児島マリナーズ株式会社 漁業 鹿児島県
南九州市知覧町南別府２６
８９４

1879
有限会社柳香　ひぐらし薬
局

医療、福祉 鹿児島県 薩摩川内市向田町1016

1880 有限会社みその 飲食店、宿泊業 鹿児島県
いちき串木野市塩屋町138
番地

http://www.a-misono.com/

1881 有限会社ライズ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市呉服町3-19-901

1882
有限会社Ｔｒｕｅ　Ｂａｌ
ａｎｃｅ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市中山町5157

1883 株式会社創企堂
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿児島市船津町1-11 http://www.sokido.jp/



1884
労務管理・行政書士Ｏｆｆ
ｉｃｅ　Ａｃｔａ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市常盤１丁目１７－
３９

1885 肉のヨコムラ 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市小松原１丁目43-
19

1886 有限会社サイバーウェーブ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市名山町９－６　久
保陶器ビル３０２号

http://www.cyber-wave.jp/

1887 有限会社スマイルプラン
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市東谷山２丁目１１
－８

1888
ＢＥＳＴ　ＵＰ　ＢＥＡＵ
ＴＹ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市城南町７－８　エ
ルグ２Ｆ

http://kokoro-kirei.jp/

1889 内山社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市西別府町２７９４
－１２７

1890 本田工房 医療、福祉 鹿児島県 姶良市宮島町３６－５

1891
特定非営利活動法人Ｐａｎ
ｄＡ

教育、学習支援
業

鹿児島県
鹿児島市石谷町２１５５－
２７

1892
株式会社奄美スタッフサー
ビス

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
奄美市名瀬小浜町３０番２
号

1893 ＮＡＷＡＧＡＴＥ株式会社 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市西千石町１４－２
米満ビル４Ｆ

1894
有限会社イエロー・パワー
（店名：フェリーチェ）

飲食店、宿泊業 鹿児島県
霧島市隼人町住吉３７３Ｒ
ＯＳＥ向井１０３号

1895 生パスタのお店　あん食堂 飲食店、宿泊業 鹿児島県
鹿児島市荒田１丁目５５－
１７旭ビル１Ｆ

1896 有限会社岩﨑自動車工場
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市伊敷１丁目７－４
７

1897 株式会社まきの商店 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市東千石町１５番１
０号

http://www.makino-hobby.com

1898
株式会社テスワールド　エ
ステピア鹿児島店

生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿児島市東千石町9-7　若
松ビル4Ｆ・5Ｆ

1899 インテリアコムラ株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市田上５丁目58-14
1900 山元産業株式会社 飲食店、宿泊業 鹿児島県 薩摩川内市五代町８２ http://www.unagino-yamagen.co.jp

1901 オリエンタルスタジオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿児島市西俣1735 http://www.oriental-studio.com/

1902 株式会社肥後設計
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿児島市荒田２－４－１３ http://www.higo-arc.jp/

1903 司法書士　酒匂裕己事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市真砂町３５番１２
号

1904 株式会社米玉利住工 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市中山町４９９６－
８

1905
（社）美野里会（ｻﾝｳﾞｨﾚｯ
ｼﾞ姶良）

医療、福祉 鹿児島県 姶良市平松１１８０－３ http://www.sun-village-aira.com/

1906
特定非営利活動法人（ＮＰ
Ｏ）ＡＳＡ奄美スポーツア
カデミー

サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
奄美市住用町見里１０８４
－１

http://amami-sa.com/

1907
珈琲豆専門店　ｍｉｋｏｙ
ａ１３４

卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市下荒田３－３７－
１

http://liberty1.cart.fc2.com/

1908 株式会社ＮＥＯ 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市新栄町３３－３ http://neo-ecolife.com

1909
株式会社Ｄａｉ建築ＤＥＳ
ＩＧＮ

建設業 鹿児島県
鹿児島市下荒田２丁目３２
番１号

1910
株式会社指宿フェニックス
ホテル

飲食店、宿泊業 鹿児島県 指宿市十二町4320番地 http://www.phoenixhotel.co.jp/

1911 マルユー工業 建設業 鹿児島県
鹿児島市岡之原町４３００
番地７２２

1912
有限会社デリカショップ
いけだ

生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 鹿児島市新屋敷町２１－６ http://deliike.com/

1913 アス有限会社 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市東千石町１６－１
４－８０２

1914
ココリネ（ネイル＆アロ
マ）

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市東千石町２－２０
ＴＩビル２Ｆ

1915 歯科　優クリニック 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市東谷山１丁目５４
－８

1916 株式会社拓建 建設業 鹿児島県
鹿児島市吉野町１２３４番
地



1917 株式会社Ｅｓ
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市小松原1丁目20番5
号

http://www.es-seitai.com/

1918
Ｌｉｆｅ-Ｒｅｂｉｒｔｈ
飯田株式会社

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市上荒田７－８　ク
レアホームズ上荒田１２０
２号

1919 株式会社メイユウ
電気・ガス・熱
供給・水道業

鹿児島県
鹿児島市東谷山４丁目３３
－１３

1920 株式会社ＳＡＴ　本店
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市東開町３番１２１ http://www.sat-net.info/

1921 社労士事務所　人事アップ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
姶良市加治木町反土２６９
８

1922 オフィスＬＳ株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市金生町１－１アル
ポーレ鹿児島４階

http://www.ls-e.com/

1923 株式会社共栄 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市宇宿二丁目4番1号 http://www.kyoeinet.co.jp/

1924 有限会社栫アルミ 建設業 鹿児島県 鹿児島市坂之上１－３－５
1925 サンコーテック株式会社 製造業 鹿児島県 伊佐市大口原田７２０

1926 株式会社ノルム 建設業 鹿児島県
鹿児島市下荒田１丁目２０
番２号

http://www.norm92.co.jp/

1927 有限会社東亜電装
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島市東開町3-70

1928 有限会社トークン
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 鹿児島市東谷山6-29-3 http://www.to-kun.co.jp/

1929
株式会社勝建コーポレー
ション

建設業 鹿児島県 鹿児島市東開町15-3

1930 株式会社グロウアップ 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市宇宿１丁目4-6 http://aladdin-kagoshima.jp/

1931 株式会社村岡 建設業 鹿児島県 鹿児島市西別府町3116-145 http://www.kk-muraoka.com/

1932
特定非営利活動法人　大地
の樹

医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市上福元町5106-13

1933
サンドブラスト工房　みと
せりあ

製造業 鹿児島県 鹿児島市皇徳寺台2-45-14

1934 有限会社柳瀬自動車
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市城南町27-1 http://www.yanase-auto.com

1935 有限会社鹿南シンワ 建設業 鹿児島県 鹿児島市吉野町3984-14

1936
株式会社フーズ・プロ鹿児
島

製造業 鹿児島県 鹿児島市坂之上1丁目2-1 http://anno-ya.jp/

1937 株式会社ショーワ 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市中山町５２７６－
１４

http://www.k-showa.net

1938 明大工業株式会社 建設業 鹿児島県
鹿児島市明和３丁目１３番
３号

1939
有限会社アミーコーポレー
ション

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市東千石町10-1文化
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞⅡ　１Ｆ

http://www.amie.jp

1940
ＦＣ大蛸　ニシムタ伊集院
店

製造業 鹿児島県
日置市伊集院町猪鹿倉８０
２

1941
医療法人　親和会　ヒサド
メ歯科

医療、福祉 鹿児島県 霧島市国分野口東１１５９ http://www.hisadome-dc.or.jp/

1942 有限会社尾曲商店 卸売・小売業 鹿児島県 薩摩川内市宮崎町３６２６

1943 株式会社南日本電設 建設業 鹿児島県
鹿児島市下荒田２丁目３８
番１７号

1944 大徳水道株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

鹿児島県
鹿児島市真砂本町１６番１
５号

1945 有限会社宮崎商会 製造業 鹿児島県
南九州市川辺町下山田７５
１５

http://www.miyazaki-shokai.jp/

1946
アークメディカルジャパン
株式会社

医療、福祉 鹿児島県
南九州市頴娃町上別府４８
９番地１

1947 株式会社住まいず 建設業 鹿児島県
霧島市隼人町内山田１丁目
５－７

http://www.sumais.co.jp/

1948
有限会社アリムラウッド
ワーク

卸売・小売業 鹿児島県 姶良市下名１０５４

1949 株式会社知覧心茶堂 卸売・小売業 鹿児島県
南九州市知覧町郡１３７３
１－１

1950 株式会社後藤道場
教育、学習支援
業

鹿児島県
鹿児島市吉野町６００９－
１

http://goto-karate.com/



1951 アフタープラス株式会社 建設業 鹿児島県
鹿児島市西別府町３１１６
－１３９

http://afterplus.co.jp/

1952 岩元社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市下荒田２丁目１－
１　サンプラス荒田３F

1953 有限会社明治ミルクまま 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市田上３丁目４番３
号２Ｆ

1954 有限会社坂口組 建設業 鹿児島県
いちき串木野市浜ヶ城１２
０６２－４

1955 ハクツルサイクル 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市西田３丁目８番２
２号第２肝付ビル１０１号

1956
特定非営利活動法人　薩摩
ＲＯＣＫ・ＣＬＵＢ

サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市山田町１４５１－
１５

http://satsuma-rock.com/

1957 母庵　なずな 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿児島市城山町３－３８
1958 有限会社鴨池プラザ 飲食店、宿泊業 鹿児島県 鹿児島市鴨池１－５３－２ http://www.kamoike.com/

1959 株式会社鹿児島美掃
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿児島市吉野町７４３９

1960 有限会社ｔｕｒｂｏ　１６
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 鹿児島市東千石町３－１１ http://cropweb.jp/

1961 株式会社積善社
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿児島市郡元２丁目１１－
５

1962
株式会社ＰＭＳ　ＪＡＰＡ
Ｎ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市東千石町８－２６
高田ビル４Ｆ

1963 株式会社西栄設備事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市武１－３５－２８ http://www.seiei.net

1964
株式会社シロガネフォレス
ト

医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市清水町14-20

1965 小城製粉株式会社 製造業 鹿児島県 薩摩川内市隈之城１８９２ http://www2.ocn.ne.jp/~kojos/

1966 株式会社幸洋 建設業 鹿児島県
薩摩川内市平佐町３６８７
－１

http://www.kouyou-g.jp/

1967 株式会社アクシス 製造業 鹿児島県
薩摩川内市樋脇町市比野２
４２４－７

http://www.jp-axis.com/

1968 株式会社中園久太郎商店 製造業 鹿児島県 指宿市山川大山８６０－２ http://www.tuke-mono.com

1969 株式会社アトラス 製造業 鹿児島県
鹿児島市宇宿９丁目１７－
１

http://atlas-p.com

1970 有限会社サンプラスワン
サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県 鹿児島市中央町15-2 http://sunplusone.com/

1971 株式会社アイテム 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市易居町2-5　リー
ドinAISビル５F

http://www.item-jp.com/

1972 株式会社モリヤマ興産 製造業 鹿児島県 南九州市知覧町郡2282番地 http://www13.synapse.ne.jp/m-kousan/

1973
株式会社東和オフィスマシ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

鹿児島県
鹿児島市光野光ヶ丘２丁目
21-13

http://towaoffice.com/

1974 アリマ食品 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市大黒町2-7

1975 株式会社ＫＡＺＵ工業 建設業 鹿児島県
日置市伊集院町下神殿1088
の3番地

http://k-k-kazu-k.at.webry.info/

1976 隼人石油有限会社 卸売・小売業 鹿児島県 霧島市隼人町真孝177
1977 有限会社大芳 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市小川町22番15号
1978 木場鉄工業株式会社 建設業 鹿児島県 姶良市西餅田1777-95

1979 増田緑地技研 建設業 鹿児島県
鹿児島市牟礼岡２－３０－
２０

1980 株式会社アップスイング 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市東谷山４丁目３１
－１１

http://www.up-swing.com/

1981
ウェルネスソリューション
株式会社

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市東千石町５－１２
ＣＵＢＥＢＬＤＧ．５０６

http://ws.wellness1234.com/

1982
リラクゼーションサロンＡ
ｇｌａｉａ鹿児島

生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿児島市東千石町２－１７
ニュー天神ビル４０２

http://appeal-ad.com/aglaia/

1983 株式会社フロンティア 金融・保険業 鹿児島県 鹿児島市照国町2-8

1984 ウェブキャスト有限会社 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市東谷山３－３２－
２５

http://www.webcast.co.jp/

1985 Ｍｏｕｌｉｎ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿児島市中央町２７－３
柚木ビル１階

http://moulin-hair.com/

1986 有限会社畠住設 建設業 鹿児島県
南九州市川辺町平山３１０
７－１



1987 株式会社昭光堂 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市上荒田町２４番６
号

1988
社会福祉法人　明和会　特
別養護老人ホーム　寿福園

医療、福祉 鹿児島県
日置市伊集院町下神殿２２
４番地２

1989 丸尾徳文税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 出水市緑町１０－３

1990
鹿児島アクアファーム株式
会社

漁業 鹿児島県
南九州市知覧町南別府２６
８９４

http://www.k-af.jp/

1991
税理士法人　神園会計事務
所

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 薩摩川内市中郷町６９００ http://hitoto2002.jp

1992
株式会社ＮＧＵフードサー
ビス

飲食店、宿泊業 鹿児島県 出水市六月田町３５７

1993
ノーティーモーターサイク
ル

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市鴨池２－３－２ http://naughty-motorcycle.com

1994
株式会社南九州技研　鹿児
島営業所

建設業 鹿児島県
姶良郡姶良町平松7219番地
1

http://kyu-ken.com/index.html

1995 株式会社おりかわ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市紫原2-11-5 http://orikawa.co.jp

1996 入野社会保険労務士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島市西陵7-14-19

1997
有限会社プリンス松山美容
室

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市高麗町28番1号 http://www.princematsuyama.co.jp/

1998 有限会社永田鋼管工業 建設業 鹿児島県 鹿児島市春山町440番地

1999
リラクゼーションルーム
夢ここち

サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島市南郡元町6-16　紫
乃尾ビル102

2000
合同会社Children's
Family（みつばさ保育園）

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市東千石町19-1　Ｌ
ＡＺＯ表参道2階

2001 中島整骨院 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市紫原4丁目20-10斉
野平ビル101

2002
株式会社ビューティーサ
ポートウィズ

卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市武1丁目32番1号 http://bswith.co.jp/

2003
株式会社エレム・コミュニ
ティ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市名山町9-15　ソフ
トプラザかごしま405号

http://www.elemcommunity.jp/

2004 システムテック古川 建設業 鹿児島県 鹿児島市広木2丁目15-8

2005
有限会社元気のツボ館グ
ループ

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市明和1丁目25-1-
111

2006 有限会社グレイス企画
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島市西陵1-42-12 http://www.happy-minamikaze-aman.com

2007 鹿児島こども園 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市上荒田町30-14
2F

2008 株式会社玲慎 建設業 鹿児島県
鹿児島市南栄5丁目10-9-
901

2009 トラ丸企画株式会社
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市東谷山5－26－7 http://www.toramaru.biz/

2010 Ｂｌｏｏｍ　ｎｉ－ｎａ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市和田3丁目31－14

2011
株式会社ブライダルハウス
六本木

サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市城山町2番23号 http://roppongi-bridal.jp/

2012 ほぐし処　おがわ屋
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県
鹿児島県鹿児島市城山町2-
8　Ｋａｊｕｅｎ1－北

http://www.hogushidokoro-ogawaya.com/

2013 ㈱イーデザイン
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 鹿児島市紫原3丁目34-23

2014 ㈲美味芋本舗 製造業 鹿児島県 鹿児島市平川町1562-1
2015 ジネン・コーポレーション 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市平川町1562-1 http://www.jinen-ya.com/

2016 有限会社　アリドメ 建設業 鹿児島県 鹿屋市旭原町3636-31 http://yuuaridome.web.fc2.com/

2017 Ｊust a little 医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市西原2丁目553
2018 株式会社　機　工 卸売業、小売業 沖縄県 浦添市安波茶2-5-7 http://www.kikou2000.co.jp

2019 高也通信 沖縄県 那覇市泊1-8-13

2020
有限会社　中央環境サービ
ス公社

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 那覇市曙2-20-11 http://www.cksk15.com/

2021
（社福）大竹福祉会　おお
たけ保育園

医療・福祉 沖縄県 那覇市曙2-8-13 http://ootake-fukushikai.jp/ootake-h/



2022
（社福）大竹福祉会　まつ
やま保育園

医療・福祉 沖縄県 那覇市松山1-30-14 http://ootake-fukushikai.jp/matsuyama-h/

2023 ㈱北谷海遊
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
中頭郡北谷町北前1-13-19
たからマンション

2024 クリーンアップ明光 建設業 沖縄県
沖縄市泡瀬2丁目28番17号
1F-B

2025
合同会社かがやき (支援セ
ンターなつめ)

医療、福祉 沖縄県
中頭郡中城村字奥間786番
地

2026
株式会社　日建コンサルタ
ント

建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
993-20

2027 南西海運　株式会社 運輸業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西仲
宗根2-34

http://nanseikaiun.co.jp/company/group/co-taira.html

2028
合資会社　ながはま建築工
房

建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根475-1（102）

http://nagahama-sekkei.sakura.ne.jp/profile.html

2029 株式会社　とみや商会 建設業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
56

2030
マジャーランド宮古島　株
式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字荷川
取260-3

http://majareland.main.jp/

2031 秀栄興業
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1173-18　2F

2032 ㈱ファボリ 製造業 福岡県
北九州市小倉南区上曽根新
町13-3

2033 ㈱ENTER　JAPAN 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区大名1-2-20-
510

2034 ㈲辰巳工務店 建設業 福岡県 福岡市東区青葉3-35-12 http://www1.odn.ne.jp/tatsu/

2035 mew　(ﾐｭｰ) 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区大名1-5-5
日光ﾋﾞﾙ103

2036
モノクライミング　スタジ
オ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市博多区那珂3-27-27

2037 今村労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前2-9-
28　福岡商工会議所ﾋﾞﾙ9F

2038 六長屋　(ﾛｸﾁｮｳﾔ) 飲食店、宿泊業 福岡県 春日市春日公園2-60

2039 ㈱今村設計 建設業 福岡県
福岡市中央区白金1-1-8-
801

2040 ㈲福岡印刷機材 卸売・小売業 福岡県 筑紫野市紫1-4-7
2041 ㈱スリーケイ 建設業 福岡県 福岡市南区三宅1-7-3 http://www.three-kei.jp

2042 ㈱六花　(ﾛｯｶ) 医療、福祉 福岡県
福岡市博多区上川端町4-
202

http://rokka-seikotsu.com

2043 ㈲アクセスオオホリ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区草香江2-11-
27

http://access-ohhori.jp

2044 ㈱コアズ　九州事業本部
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区博多駅東1-
13-6　竹山博多ﾋﾞﾙ

http://www.corps.co.jp

2045 トロワペロペディール
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区六本松4-8-3

2046 ㈱エー・アール・イー 建設業 福岡県 福岡市早良区干隈5-25-20 http://are-fukuoka.co.jp

2047 dai-tu　(ﾀﾞｲﾂ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区春吉2-13-4
ｼﾞｪﾝﾃｨｰﾚ天神Ⅱ　1F-A

2048 福岡労務管理事務センター
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区唐人町1-12-
31-308

2049 ㈱アップエンタープライズ 卸売・小売業 福岡県
筑紫郡那珂川町片縄北6-1-
10

http://www.upenterprise.net/

2050 合同会社そら 医療、福祉 福岡県
福岡市早良区田村1-3-5-
107

2051 ㈲青木電気工事 建設業 福岡県 福岡市南区花畑2-45-28
2052 ひで坊ん家 (ﾋﾃﾞﾎﾞｳﾝﾁ) 医療、福祉 福岡県 福岡市中央区薬院2-6-32 http://www.hidebou.net/

2053 ㈱輝育カンパニー (ｷｲｸ)
教育、学習支援
業

福岡県
筑紫野市筑紫駅前通2-21
クローバービル壱番館101

2054 ㈱アクトライズ 情報通信業 福岡県 福岡市早良区野芥4-45-56

2055
グループホームふるさと伊
万里

医療、福祉 佐賀県
伊万里市南波多町大川原
4224-1

2056 グループホーム伊万里 医療、福祉 佐賀県
伊万里市二里町八谷搦781-
1

2057
デイサービス伊都の里 (ｲﾄ
ﾉｻﾄ)

医療、福祉 福岡県 糸島市潤4-7-6



2058
ケアプランサービス 和み
(ﾅｺﾞﾐ)

医療、福祉 福岡県 糸島市潤4-8-33

2059
ティ･アイ･ビジネスサービ
ス

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市早良区百道浜2-1-22
ＳＰＲビル8F

2060 美容室マキ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 大野城市白木原1-4-3

2061 ㈱チームふらっと 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅前2-9-
28　福岡商工会議所ビル9
階9-C

http://team-flat-michinoeki.com/

2062
山乃薫 割烹室見 (ﾔﾏﾉｶｵﾘ
ｶｯﾎﾟｳﾑﾛﾐ)

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市早良区室見3-12-34

2063 山のかおり 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区姪の浜4-19-8

2064 (有)サンジュエリー 卸売・小売業 福岡県
久留米市善道寺町飯田４３
８－７

http://sun-j.net

2065 佐藤社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 小郡市三沢４２２５－３３

2066 福岡酸素(株) 卸売・小売業 福岡県
久留米市東町３３番地の２
１

http://www.fksanso.co.jp

2067 ㈱うえしまスポーツ 卸売・小売業 福岡県 八女市本町１番地６２－１ http://www.ueshima-sports.com

2068 （株）古賀組 建設業 福岡県 朝倉市三奈木２７３６－１ http://www.kogagumi.co.jp

2069 Bart Hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市本町１２－２６ http://ameblo.jp/barthair/

2070 スマイルホーム㈱ 不動産業 福岡県
大牟田市日出町３－４６－
１

http://smilehome-omuta.com/

2071 駅前イーグルハウス（株） 不動産業 福岡県 朝倉市甘木１７５４番地５ http://ekimae-eaglehouse.com

2072 ａｉｍ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 柳川市辻町１１－１ http://aim-0402.com

2073 （株）ファインテック 製造業 福岡県 柳川市西武浜５７５－１ http://www.f-finetec.co.jp

2074 （株）ウー・ルー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
久留米市天神町１１６－１
Ｆ－Ｃ

http://uoo-roo.com

2075 （株）サンコウ 製造業 福岡県 大川市大字中木室７００
2076 イケショウ㈱ 製造業 福岡県 久留米市城島町浜８９

2077 マルイケクラフト（株） 製造業 福岡県
久留米市城島町江上本３５
８

2078 だるま整骨院 整骨院 福岡県
北九州市小倉北区緑ヶ丘１
-1-18

www.darumaseikotsuin.jp/

2079
（株）トータス・インダス
トリー

医薬品・化粧品
等卸売業

福岡県
北九州市八幡西区楠木1-7-
11

http://www.fukatsuya.jp/

2080
（株）トータスウェルフェ
アサービス

保険媒介代理業 福岡県
北九州市八幡西区楠木1-7-
11

http://www.fukatsuya.jp/

2081 （有）ＩＴＳ ﾊﾟｿｺﾝ教室 福岡県 宗像市曲932-44 http://its-pc.jp/

2082 アメニティテクノ（有） 機械設計業 福岡県
北九州市戸畑区中原西2-3-
26　岩崎ﾋﾞﾙ2F

2083 新日本ガス（株） 燃料小売業 福岡県 北九州市若松区桜町20-23

2084 グリーンハウス(有)
介護・福祉事
業・ＷＥＢ

福岡県
北九州市八幡西区白岩町
12-24

2085 丸栄産業（株） 建設業 福岡県
北九州市小倉南区大字石原
町130-12

http://marueisangyou.jp/

2086
ヘアサロン　ホットスタッ
フ

美容業 福岡県
北九州市八幡西区永犬丸東
町1-2-1

2087 （株）第一製作所
電子備品・デバ
イス・電子回路
製造業

福岡県
北九州市八幡西区野面
1231-15

http://www.daiichiseisakusho.co.jp/pc/company.html

2088 ハゼモト建設（株）
一般土木建築工
事業

福岡県
北九州市小倉北区片野4-
12-10

http://www.hazemoto-k.co.jp/

2089 ㈱テイリイア
ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰｻﾛﾝ運
営・関連商品販
売

福岡県
北九州市八幡東区高見3-1-
1-412

http://www.tilia.jp

2090 ボデイバランス
整体・リラク
ゼーション

福岡県
北九州市小倉南区若園4-
13-54

2091 （有）セン
ゴルフ場の経営
及び用品販売等

福岡県
北九州市小倉南区沼本町2
丁目6番5号

2092 Ｃｒａｆｔ Ｇａｒｄｅｎ 美容業 福岡県
北九州市八幡西区黒崎4-3-
6



2093 株式会社　メイコー 製造業 福岡県
飯塚市相田２４０番地の４
５

2094 有限会社　金子製作所 製造業 福岡県 飯塚市平恒１番地の７
2095 株式会社　液化ガス 卸売・小売業 福岡県 飯塚市鯰田２３１７

2096
社会福祉法人ＳＯＲＡおひ
さま保育園

教育、学習支援
業

佐賀県 小城市三日月町堀江465-12 http://sora-ohisama.com/

2097 ウツヨミヤ株式会社 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市鍋島町蛎久1467-7 http://utsunomiya-corp.jp

2098 山電株式会社 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市西与賀町大字厘外
852-6

2099 シンテック株式会社 建設業 佐賀県
佐賀市鍋島町大字森田829-
2

2100 有限会社 ももえん 医療・福祉 佐賀県
佐賀市川副町大字犬井道
915-1

2101 有限会社旅館あけぼの
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 佐賀市中ノ小路3-10 http://akebono-saga.jp/

2102 有限会社 イーニーズ
教育、学習支援
業

佐賀県
佐賀市駅前中央1-8-20　２
階

http://www.e-needs.co.jp/index.html

2103 株式会社江崎しろあり
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 佐賀市大財北町6-8 http://ezaki-siroari.esaga.jp/

2104 太良福
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 佐賀市松原２丁目11-3

2105
有限会社熊の川温泉 ちど
りの湯

宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県
佐賀市富士町大字熊ノ川２
０４番地8

http://www.chidorinoyu.com/

2106 株式会社 エッグス 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市兵庫南２丁目3-30 http://www.tamagoyasan.com/

2107 大曲鮮魚店 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町本町丙
1036-7

2108 株式会社　三光堂商店 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡赤絵町二丁目1番
21号

http://www.arita-sankoudou.co.jp

2109 株式会社　小林産業 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町黒川甲1582
番地2

2110
有限会社　ペイントシステ
ム

建設業 佐賀県 伊万里市大坪町丙674番地5 http://www.hs-po.co.jp/

2111 有限会社　サンワ部品 卸売業、小売業 佐賀県
武雄市北方町大字志久4275
番地

2112 本田税理士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県 伊万里市松島町69-9

2113 有限会社　徳永製陶所 製造業 佐賀県 伊万里市南波多町府招1974

2114 株式会社　まるふく 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町岩谷川内二
丁目3番32号

http://arita.oheya.jp

2115 有限会社　サクラ商事 金融業、保険業 佐賀県
杵島郡白石町大字戸ケ里
2345-12

2116 株式会社　友廣建設 建設業 佐賀県
武雄市西川登町大字神六
27439番地

2117 有限会社　百武青果 卸売業、小売業 佐賀県
杵島郡江北町大字佐留志
754番地

2118 有限会社　末藤鉄工所 製造業 佐賀県 武雄市武雄町大字武雄49-1

2119 藤津碍子　株式会社 製造業 佐賀県
鹿島市大字重ノ木甲245番
地1

http://fujitsu-gaishi.co.jp

2120 株式会社　九産電機製作所 製造業 佐賀県
伊万里市山代町久原3961番
地22

2121 （株）Ｃ・Ｌ・Ｓ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上４
－２０－３４

http://matsuo-group.co.jp/cls/

2122 （株）マツオＨＤＣ
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県上益城郡益城町大字
古閑１３４－２４

http://matsuo-group.co.jp

2123 松尾自動車工業（株）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県上益城郡益城町大字
古閑１３４－２４

http://matsuo-group.co.jp/matsuo/

2124 （同）西村物流 運輸業、郵便業 熊本県
熊本県熊本市西区上代７－
２３－４５

2125
ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ　ｓａ
ｌｏｎ　ＫＩＲＡＲＡ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県宇城市松橋町大野３
５３－５

2126 大海建設（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町藤
山３２９７－８



2127
きずな（株）　訪問介護
サービス

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区松尾１－
１８－７　エクシード松尾
１０３

2128 （有）ネイルガーデン
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
１１－１４　４０１

http://nailgarden.co.jp

2129 ＯＡ通信サービス（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市新南部６－２
－９３

http://www.oat.ne.jp

2130 （株）宇佐美工業 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島西１
－５－３５

http://www.usami-k.com

2131 （株）ＫＩＣ 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島西１
－５－３５

2132 熊本バス（株） 運輸業、郵便業 熊本県
熊本県熊本市東区画図町重
富６００

http://www.kuma-bus.co.jp

2133
社会保険労務士事務所　プ
ログレス表参道

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区北千反
畑町４－２３－１０２

2134 （有）品川和裁 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区御幸笛田
２－９－２８

2135
ＮＰＯ法人みずのとらベル
隊

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県上益城郡山都町長崎
３６１

http://mizutora.fukukake.com/

2136 田中電気
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県宇城市松橋町萩尾１
１５６－２

2137 藤川社会保険労務士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区九品寺
２－６－６１－９０６

2138 （公財）島田美術館
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市西区島崎４－
５－２８

http://www.shimada-museum.net/

2139
フロンティアビジョン
（株）

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区平成３
－７－１０

http://www.fvs-net.co.jp

2140 （有）ウルトラハウス
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区中央街
６－７　銀座ビル９０　６
Ｆ・７Ｆ

http://www.kumamotonavi.jp/

2141 Ｌａｂｏ．
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区馬渡１－
５－１

http://www.studio-labo.com

2142 （株）グローバルジャパン 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎１－
５－８２　ホワイトキャッ
スル田崎２０６

http://globaljapan-ec.jp

2143
（株）ｔｈｉｎｋ　ｇａｒ
ｂａｇｅ

情報通信業 熊本県
熊本県熊本市西区野中３－
５－６

http://www.thinkgarbage.com

2144 （株）ＫＹＯ－ＳＨｉＮ 建設業 熊本県
熊本県合志市須屋１３７５
－２４

http://www.kyo-shin.info

2145
（株）クリエイト（湯亭
上弦の月）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県玉名郡和水町太田黒
３１０－１

http://www.jougennotsuki.com

2146 下山社会保険労務士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県八代市日奈久町塩南
町甲４１－２０

2147 ｆｆ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通２
－５－１９　Ｍビル２Ｆ

2148 （有）ショーアップ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東８
－１－１６

http://www.showup.co.jp

2149
（株）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）

熊本県
熊本県熊本市中央区神水１
－３８－１０　ＳＯＧＯ－
ＰＬＡＮＴビル５Ｆ

http://www.techno-creative.co.jp

2150 ブラックボックス 卸売業、小売業 熊本県
熊本県玉名市中１８３６－
１

2151 （株）ユーホーム 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区上水前
寺２－１２－２４

http://www.youhome.jp

2152
（株）九州情報処理活用支
援センター

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区月出７－
１－８－１０３

http://www.pcq119.jp/

2153
（株）コンピューターシス
テム・コンサルティング

情報通信業 熊本県
熊本県熊本市東区上南部２
－１－９７



2154 （株）ビー・アットホーム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区新屋敷
１－３－２５　パラッ
ツォ・デ・新屋敷２Ｆ

http://be-athome.net

2155 Ｔ－ＳＴＥＰ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市西区戸坂町１
－２４－２

http://t-step2012.net

2156
（株）ＹＯＫＯＹＡＭＡ
Ｇｒｏｕｐ

電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県熊本市南区城南町藤
山３１７８－１

2157
（同）モデルイノベーショ
ン

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田陣内
３－３－５５

2158 ＲＩＮＮＥ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区健軍４－
５－３

http://rinne-hair.com

2159 岩根社会保険労務士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区小峯３－
２－３０

http://www.iwanet.co.jp

2160 （同）プラスワンズ 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区神水２
－１３－３２－２Ｆ

http://plusones.jp/

2161 （株）大進コンサルタント
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区沼山津４
－２－２２

http://www.daishin-c.co.jp

2162 ＲＯＵＡＧＥ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区八王寺
町３４－５

2163 フロラクロマヘアサロン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
５－４６　イーストンビル
３Ｆ

http://www.flora-chroma.com

2164 ヘアーセット姫スタイル
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－８－２６　２Ｆ

2165 （有）あっとホーム 医療・福祉 熊本県
熊本県玉名市小野尻３３３
－１

2166 もみごてん　新貝店
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市新貝

2167 ㈱大好産業 建設業 大分県 大分市大字小池原

2168 ソワンマリア
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市南王子

2169 ㈱前田工務店 建設業 大分県 大分市皆春
2170 ㈲富山 卸売・小売業 大分県 大分市小池原

2171 ㈱別府温泉ホテル
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 別府市駅前本町 http://www.beppuonsen.com

2172 蜂の巣
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市府内町

2173 ㈱ＭＥコーポレーション
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 津久見市千怒 http://pearl-plus.net

2174 モァ　モーツァルト
教育・学習支援
業

大分県 大分市はなの森 http://more-mozart.com

2175
㈱未来テックス　大分宇佐
営業所

サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 宇佐市上田

2176 （株）　侑 卸売業、小売業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字高鍋町
684-6 SUZUYAⅡ

http://www.yuu-in.com

2177 大成ビルサービス㈱
サービス業（他に
分類されないもの

鹿児島県 鹿児島市樋之口町11番22号

2178 株式会社ゼノクロス 卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市天保山町１４－３
ベースゼノ２Ｆ

http://www.zenocross.ne.jp

2179 株式会社学舎　学進館
教育、学習支援
業

鹿児島県
鹿児島市坂之上４－４－１
６

2180 弁護士法人グレイス
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市金生町１－１アル
ボーレ鹿児島6階

www.kotegawa-law.com

2181 株式会社スマイリーホーム
不動産業、物品
賃貸業

鹿児島県
鹿児島市東谷山２－８－２
１

2182 株式会社ワールウィンド 卸売、小売業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓1423-３



2183
ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ　ａ
ｄｏｒｅ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
曽於市末吉町二之方６０１
５－１

2184 永田デンタルクリニック 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市上荒田町２０－１
０

2185 有限会社太陽開発
不動産業、物品
賃貸業

鹿児島県 鹿児島市鴨池2丁目1番12号

2186
就労継続支援Ａ型事業所
ゆいの光

医療、福祉 鹿児島県
姶良市加治木町木田５３４
８－１７０

2187 ㈱ニチガスアドバンス
複合サービス事
業

鹿児島県 鹿児島市城南町７－４２

2188
早稲田イーライフ・がじゅ
まるの木

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市坂之上４－１－５
第2吉窪ビル101

2189 鈴木和子税理士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

沖縄県
那覇市壺川1-1-15　アル
ファビル202号

http://www.me-too.jp/

2190
有限会社　傘愛（さんあ
い）

医療・福祉 沖縄県 那覇市首里石嶺町3-30-8

2191
株式会社　タイムス住宅新
聞社

情報通信業 沖縄県 うるま市字州崎7-14

2192
株式会社　アスワン琉球．
ｃｏｍ

宿泊業、飲食
サービス業

沖縄県 那覇市宇栄原3-16-53

2193 兼城賢真税理士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

沖縄県
那覇市字安次嶺14-2　ﾙｵﾝ
安次嶺1Ｆ

http://www.my-zeirisi.com/pc/index.html

2194
株式会社　ステーション・
ピー

情報通信業 沖縄県 宜野湾市伊佐3-4-1 http://www.stationp.co.jp/

2195 有限会社　朝電気
電気・ガス・熱
供給・水道業

沖縄県 那覇市辻1-1-9 http://www.tomodenki.co.jp

2196
shi-gwa-salon　Yi-ｃor
（ｼｰｸﾞｧｻﾛﾝ ｲｺｳ）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県 那覇市赤嶺2-15-14　（2F)

2197
リンパドレナージュ　りゅ
う

生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県
那覇市天久1-26-23　絆ビ
ルディング3Ｆ

2198
有限会社　ごーやーどっと
ネット

情報通信業 沖縄県 那覇市東町5-1 http://www.goyah.net

2199 株式会社　壱　輝 卸売業、小売業 沖縄県
那覇市寄宮1-11-6　（2
Ｆ）

2200
株式会社　ジャンボツアー
ズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県 那覇市久茂地2-15-10 http://www.jambotours.co.jp

2201 ㈱ブルーリンク
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 国頭郡恩納村真栄田2971-1 http://okinawa-bluelink.com/

2202 恩納運送 運輸業 沖縄県 国頭郡恩納村字恩納2598
2203 合同会社　海市水産 漁業 沖縄県 うるま市与那城池味1176-4 kaiichi-suisan.com
2204 ㈱EIKAN 不動産業 沖縄県 宜野湾市野嵩2丁目2番6号
2205 ㈱上雅装工 建設業 沖縄県 沖縄市宮里2-13-3　1階

2206 株式会社　川田電設産業
電気・ガス・熱
供給・水道業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
1332-7

2207
合同会社ひまわり　ケア
サービスえがお

医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市伊良部字佐
和田1501

2208 社会福祉法人　みやこ学園 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
3107-243

http://www.miyakofukushikai.jp/

2209 株式会社　南西沖食 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
583-1

http://www.okishoku.co.jp/kaisya.html

2210 響和楽器
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1154-10

2211 ガレージＲ＆Ｄ
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字
1672-4

2212 株式会社　野津商事 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
1001-11

http://www.nozu-g.com/

2213 合同会社　川満企画 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
664-1ぱいながまホール1Ｆ

2214 株式会社　プレアデス
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 西松浦郡有田町南原甲444 http://shop.sagafan.com/oota/

2215 タケックス　株式会社 製造業 佐賀県
武雄市若木町大字川古9616
番地2

http://www.takex-corp.co.jp/



2216 有限会社　シマダ管工 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町楠木原乙
874-5

2217 有限会社　樋渡設備 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町山本乙1598
番地1

2218 株式会社　古賀電工社
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 鹿島市大字中村2157-1

2219 有限会社　いわなが 卸売業、小売業 佐賀県 武雄市武雄町大字武雄7276
2220 有限会社　福川設備 建設業 佐賀県 西松浦郡有田町南原丁55-7

2221 TOMATO HEAD
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 伊万里市伊万里町甲122-10

2222
有限会社　エトワール・ホ
リエ

卸売業、小売業 佐賀県
伊万里市伊万里町甲585番
地

http://www.infosaga.or.jp/imari/

2223 有限会社　岩野建設 建設業 佐賀県
伊万里市東山代町里177番
地19

2224
株式会社　佐賀プラント工
業

製造業 佐賀県
杵島郡江北町大字上小田
1866-47

http://www.SAGAPLANT.co.jp

2225 ドライブイン　館
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 杵島郡白石町大字深浦1711

2226 有限会社　イケダ 卸売業、小売業 佐賀県
嬉野市塩田町大字五町田甲
1811番地5

2227 香田陶土　有限会社 製造業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下野甲
5635番地

http://www.kodatoudo.com/

2228 有限会社　いづみや 卸売業、小売業 佐賀県
杵島郡白石町大字馬洗952-
1

2229 株式会社　ヒラノ 製造業 佐賀県
嬉野市塩田町大字馬場下甲
361番地

2230 有限会社　ツツミ縫製 製造業 佐賀県
嬉野市塩田町大字大草野丙
1154番地2

2231 有限会社　ファンタジー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県
武雄市武雄町大字武雄
5808-2

2232 株式会社　日本建設公社 建設業 佐賀県
武雄市武雄町大字武雄6734
番地

http://www.nihonkensetsu-kousha.jp

2233
株式会社　おかわりのうえ
ん

農業・林業 佐賀県
武雄市東川登町大字永野
6212

2234 ネイルサロン　カリユシ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区銀天町3-5-
81F-B

http://kariyushi-nail.com

2235 ㈱プレジデントハカタ 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区博多駅前1-
14-7

2236 成龍運輸㈱ 運輸業 福岡県 福岡市早良区賀茂3-22-17

2237 ㈱からだバランス 医療、福祉 福岡県
福岡市博多区博多駅前4-9-
28

2238 ㈱太陽と月の明 医療、福祉 福岡県
福岡市南区横手4-18-26-
603

2239 アールジービー㈱ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東2-8-
22

2240 ㈱トキオグループ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区桜坂2-9-21

2241
㈱ネクスト-ライフ-デザイ
ン

建設業 福岡県
福岡市城南区長尾5-18-22
アパートメントリバーサイ
ド１Ｆ

2242 みなみ整骨院 医療、福祉 福岡県 久留米市南3-27-24

2243 ㈲メデューサ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 筑紫野市針摺西1-7-7-1F

2244 鶴屋社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 大宰府市青山1-30-8

2245 大衆鉄板べべ 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区警固ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ
1F

http://hitosara.com/0006041197

2246 ㈱LOVE　HAIR　for　men
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市西区姪の浜5-3-26

2247
㈱Crazy　karats　(ｸﾚｰｼﾞｰ
ｶﾗｯﾂ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区白金1-18-37

2248 ㈱リブ 卸売・小売業 福岡県
福岡市博多区博多駅南1-
15-28

http://www.lib-f.com/



2249 ㈱アイラ 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区今泉1-2-30W
棟1F

2250
けやき社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区赤坂2-1-15-
202

2251
多機能ホーム ふるさと 伊
万里

医療、福祉 佐賀県
伊万里市南波多町大川原
4224-4

2252 多機能ホーム 伊万里 医療、福祉 佐賀県
伊万里市二里町八谷搦781-
1

2253 ㈱カオリコーポレーション 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区姪の浜4-19-8

2254 エイジス九州㈱ 運輸業 福岡県
福岡市博多区金の隈2-24-
10

http://www.ajis-group.co.jp

2255 bar ROSA (ﾊﾞｰ ﾛｰｻ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市早良区城西3-17-18-
1401

2256
Navy by mew (ﾈｲﾋﾞｰ ﾊﾞｲ
ﾐｭｳ)

卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区大名1-2-41西
通り105

2257 健寿デイサービス (ｹﾝｼﾞｭ) 医療、福祉 福岡県 福岡市早良区重留1-1-7

2258
健寿デイサービス 周船寺
苑 (ｹﾝｼﾞｭﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｽｾﾝｼﾞｴ

医療、福祉 福岡県 福岡市西区千里418-1

2259 健楽整骨院 (ｹﾝﾗｸ) 医療、福祉 福岡県 福岡市早良区重留1-1-7
2260 ベレッサはり灸整骨院 医療、福祉 福岡県 筑紫野市美しが丘南1-12-1

2261
エステティックサロンQT
博多店 (ｷｭｰﾃｨｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市博多区東光寺2-6-40

2262
エステティックサロンQT
(ｷｭｰﾃｨｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区渡辺通り1-1-
36-6F

2263 ボディリペア
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区清川3-14-7
ファーストビル205

2264
ヘアーメイク パレット
中野 智美

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 筑紫野市原田6-11-1

2265 ㈲MABUHAY (ﾏﾌﾞｰﾊｲ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 田川市大字糒1700-243 http://tmabuhay.com/308562/

2266 福岡スポーツ整骨院 医療、福祉 福岡県 福岡市東区千早5-30-11

2267
香椎スポーツガーデン総合
整骨院

医療、福祉 福岡県 福岡市東区千早3-6-37

2268 よりあい処 つしま 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区博多駅前2-
12-1

2269 居酒屋 みわ 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区姪の浜3-24-19
2270 大衆割烹 ふる庄 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区姪の浜3-4-35

2271 ㈱ライフクリエート 金融・保険業 福岡県
福岡市中央区大手門2-1-
16-4F

2272 アマックス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市東区美和台4-5-1

2273 ㈲サンタワールド 卸売・小売業 福岡県
糟屋郡篠栗町大字津波黒
77-6

2274
㈱福岡相続サポートセン
ター

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区天神2-14-8-
10F

http://www.e-souzok.com/

2275 ㈱サンコーライフサポート 建設業 福岡県 福岡市中央区今川1-12-38 http://www.sankolife.co.jp/

2276 ㈱三好不動産 (ﾐﾖｼﾌﾄﾞｳｻﾝ) 不動産業 福岡県 福岡市中央区今川1-1-1 http://www.miyoshi.co.jp/

2277
ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｓｐｏ
ｔ ＡＮＣＨＯＲ (ﾍｱｰﾒｲｸｽ
ﾎﾟｯﾄ ｱﾝｶｰ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
嘉麻市飯田字ウキシマ252-
2

http://www.anchor-hair.com/

2278 五郎丸経営労務事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市西町７９０－１－
２０５

http://www.goroumaru.com

2279
クローバースポーツ（矢野
スポーツ教室）

教育、学習支援
業

福岡県
久留米市東町１－１８２
Ｆ・３Ｆ

2280 富士タクシー(有) 運輸業 福岡県
久留米市原古賀町２４番地
２４

http://anzengroup.co.jp

2281 吉川タクシー(有) 運輸業 福岡県
久留米市原古賀町２４番地
２４

http://anzengroup.co.jp

2282 (有)下田タクシー 運輸業 福岡県 小郡市福童３３７０ http://anzengroup.co.jp

2283 第一タクシー(有) 運輸業 福岡県
久留米市原古賀町２４番地
２４

http://anzengroup.co.jp

2284 壽タクシー(有) 運輸業 福岡県
久留米市宮ノ陣４丁目２６
番３号

http://anzengroup.co.jp

2285 安全タクシー(有) 運輸業 福岡県
久留米市善道寺町飯田４０
０－３

http://anzengroup.co.jp



2286
職業訓練法人 久留米地区
職業訓練協会

教育、学習支援
業

福岡県
久留米市東合川５－９－１
０

http://www.ksk.ac.jp

2287 隆勝堂フーズ㈱ 製造業 福岡県
八女市大字蒲原７２９番地
の１

http://www.ryushodo.com

2288  ㈱中津留 卸売・小売業 福岡県 久留米市蛍川町１－６ http://www.nakatsuru.com

2289 丸永製菓㈱ 製造業 福岡県 久留米市東櫛原町１８２１ http://www.marunaga.com

2290 ドリームスエフエム放送㈱ 情報通信業 福岡県 久留米市中央町３５－２０ http://www.dreamsfm.co.jp

2291 川島交通自動車㈱ 運輸業 福岡県 久留米市大手町５番地の８ http://www.kawashima-taxi.com/

2292 (株)みやき 飲食店、宿泊業 福岡県
久留米市東櫛原町４２１－
１

http://www.saya2007.com

2293 (有)ユニバーサル測機 卸売・小売業 福岡県
久留米市荒木町荒木１３３
９の１

2294
（医）聖峰会 田主丸中央
病院

医療、福祉 福岡県
久留米市田主丸町益生田８
９２

http://www.seihoukai.or.jp

2295 モリタインテリア工業㈱ 製造業 福岡県
三潴郡大木町大字横溝５０
０

http://www.moritanet.com/

2296 ㈱ デンクウシステム 建設業 福岡県
久留米市東合川７丁目５－
８

http://denkuu.com/

2297 アティック 美容業 福岡県
遠賀郡岡垣町海老津駅前4-
47

2298 （有）安部製麺 麺類製造業 福岡県
北九州市小倉北区新高田1-
9-7

http://www1.bbiq.jp/abe-seimen/

2299 ㈱タグボート 総合不動産業 福岡県
北九州市八幡西区穴生2丁
目9-13

http://www.tug-boat.jp

2300 (有)ワイズバイファー 理美容業 福岡県
北九州市八幡西区星ヶ丘5
丁目1番17号

2301 (有)関門動物病院
ペット病院の経
営

福岡県 北九州市門司区高砂町5-1 http://www.kanmon-ah.com/pc/index.html

2302 広親㈱ 塗装工事業 福岡県
北九州市八幡西区吉祥寺町
8-1

2303 ナカソネ住設㈱
ＴＯＴＯの住宅
設備機器のアフ
ターサービス

福岡県
福岡県築上郡吉富町大字別
府620-1

http://www.nakasone.co.jp

2304 居酒屋くし揚げ風 居酒屋 福岡県
北九州市小倉北区金田1-5-
1

http://tabelog.com/fukuoka/C40106/C105436/rstLst/kushiage/

2305 ㈱前田商会
ボルト・ナッ
ト・小ねじ等の
製造

福岡県
北九州市若松区南二島2-
20-16

https://net.kitakyushucci.or.jp/mono-db/Companys/index/701473

2306 ㈲エフ・エフ・シー
インク・トナー
の販売

福岡県
北九州市小倉北区大門2-3-
8-301

2307 ㈱愛和環境管理
産業廃棄物処理
業

福岡県
北九州市八幡西区穴生3-2-
20

http://aiwa.art.coocan.jp/

2308 ㈱中川碧水造園 土木工事業 福岡県
北九州市八幡西区池田2-1-
3

http://hekisui-garden.kir.jp/index.php?catid=13&blogid=4

2309 クリエイト　タナカ WEBサイトの制作 福岡県 北九州市戸畑区新池2-12-2

2310 ㈱ピュアブライト
エステティック
サロン

福岡県
北九州市小倉北区赤坂3-6-
10-406

2311 ㈱樹 飲食業の経営 福岡県
北九州市小倉北区中井5-
17-9

2312
ブラッスリー　ジャン・ピ
エール

飲食業 福岡県
北九州市小倉北区鍛治町1-
3-4

2313 尾崎商店 青果物販売 福岡県 北九州市門司区吉志4-1-20

2314 龍屋意匠合同会社
広告印刷、デザ
イン

福岡県
北九州市門司区大里本町3-
1-22-501

http://www.prodeza.jp/

2315 魁　華　　告　昌克 卸売・小売業 福岡県 嘉麻市貞月１９４－６ http://kaika.jp

2316
「けーきとぱんのおみせ
ちびちび」

卸売・小売業 福岡県
田川郡福智町弁城３８３６
－４

http://chibichibi.jimdo.com

2317 ブランジェリ・パナセ 卸売業、小売業 佐賀県 鳥栖市蔵上3-121 http://b-panacee.com/

2318 園田土地建物株式会社
不動産業、物品
賃貸業

佐賀県 佐賀市大財１丁目

2319 ヘアテラス ブルームーン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 唐津市浜玉町浜崎1745

2320 株式会社 まんてん 製造業 佐賀県 佐賀市鍋島町森田964-2 www.manten-jp.com

2321 株式会社 ドンキー薬局 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市巨勢町大字牛島508-
1

http://donkey.esaga.jp/



2322 有限会社 やまぐち薬局 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市兵庫南3-14-25

2323 株式会社 大伸 製造業 佐賀県
佐賀市東与賀町大字飯盛
2635

www.daishin-sa.co.jp

2324 株式会社 シグマ 建設業 佐賀県 佐賀市鍋島町大字八戸3005 http://shiguma.com/

2325
株式会社 ＳＴＳプロジェ
クト

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県
佐賀市本庄町袋285-5サガ
ンスクエアビル5Ｆ

www.spro.sagatv.gr.jp/

2326 株式会社 末崎園 卸売業、小売業 佐賀県 佐賀市白山１丁目3-27 www.suezakien.net

2327 株式会社　まるぶん 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町上幸平1丁
目6番13号

http://www.marubun-arita.co.jp

2328 田中バラ園 農業・林業 佐賀県
藤津郡太良町大字多良
1082-1

2329 有限会社　嬉野薬局 卸売業、小売業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字岩屋川内
甲99-2

2330 株式会社　平川建設 建設業 佐賀県
武雄市北方町大字志久2044
番地

2331 （株）ワールドライン
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区神水２
－４－２

2332 サン・クエスト（株）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区上南部２
－１－１００

http://www.sun-quest.co.jp

2333 フクワ物流（株） 運輸業、郵便業 熊本県
熊本県上益城郡益城町古閑
字崎久保１２７

2334 （有）ヤマト企画
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区松尾町近
津１２

2335
（株）ウディスソフト研究
所

情報通信業 熊本県
熊本県玉名郡玉東町大字稲
佐１－４９

http://udissoftlab.com

2336 （株）東武園緑化 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区東野３－
１４－１３

http://www.tobuen.net

2337 （株）心優 医療・福祉 熊本県
熊本県球磨郡多良木町大字
多良木１０２９－５

http://k-shinyu.jimdo.com

2338
トスインターナショナル
（株）

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ケ丘
１－１５－８たかちほビル
１Ｆ－Ｂ

http://tossinter.co.jp

2339 （株）啓文社 製造業 熊本県
熊本県上益城郡嘉島町大字
下六嘉１７６５

http://www.k-bunsha.co.jp

2340 （株）スギモト 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
３－２９－１１

http://www.sugimoto-kk.jp/

2341 （有）ＯＡシステム岩本 卸売業、小売業 熊本県
熊本県人吉市鶴田町１３５
－２

http://www.oasystem-iwamoto.co.jp

2342 熊本利水工業（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区大窪４－
２－４

http://www.k-risui.jp

2343 （株）ＭＡＧＭＡ 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市西区春日１－
１４－２春日ヒルズ１Ｆ

http://ims.jp

2344 （株）サン・シーエル 医療・福祉 熊本県
熊本県上益城郡益城町福富
１１０７

http://san-sea.jp

2345 （株）坂井商会 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市西区西松尾町
４４１０－６

http://www.sakai-sho.co.jp

2346
（株）ＳＨＩＦＴ　訪問看
護ステーション　ラシク
アーレ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区琴平２
－６－４４３Ｆ

http://www.la-chic-ale.com

2347 （株）シルキー 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区小沢町
３８

2348
（株）ケイ・エフ・ケイ小
川

製造業 熊本県
熊本県宇城市小川町南海東
１９６１

2349 （株）ニフコ熊本 製造業 熊本県
熊本県合志市幾久富１５６
８－３

http://www.nifco-kumamoto.co.jp

2350 キャリア・サポート（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県菊池郡菊陽町光の森
７－１４－２

http://hikarinomori.jp

2351 （株）ＳＯＡＲ 医療・福祉 熊本県 熊本県荒尾市本井手１８

2352
歩行リハビリセンターＨＯ
ＫＯＲＵ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市東区月出２－
４－４２

http://www.hokoru.com

2353 （株）ウッディファーム 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区近見８－
１０－１

http://www.09s.jp/woody/index.html



2354 （株）ニッケカスタム熊本 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区神水２
－１０－１－１０５

2355 九州情報サービス（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市神園２－１－
１新星ビル２Ｆ

http://www.q-sis.co.jp

2356 （有）サヤペイント 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区御領６－
９－７３

2357 （株）モアハウジング 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区内坪井
町３－２

http://more2.info

2358 （株）ジェームスケイティ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区野田３－
６－１０

2359 （有）えびす屋餅本舗 製造業 熊本県
熊本県熊本市東区広木町３
０－５３

2360
（株）ともづなリハサービ
ス

医療・福祉 熊本県 熊本県菊池市西寺１５８１ http://carehometomozuna.jp

2361 ラドソフト（株） 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区細工町
４－３０－１

http://www.radsoft.co.jp

2362 （株）ジムネット 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区出仲間１
－１－２５

http://www.b-do1895.jp

2363
（株）上村エンタープライ
ズ

製造業 熊本県
熊本県菊池郡大津町大字大
林１０１７－１

http://www.uemura-e.co.jp

2364 （有）吉川農園 農業・林業 熊本県
熊本県合志市野々島２４９
５－１

http://shiso.net

2365 青紫蘇農場（株） 製造業 熊本県
熊本県合志市野々島５４７
２－７

http://shiso.net

2366 （有）ニシキドレス 製造業 熊本県
熊本県荒尾市菰屋１８０１
－３０

2367 （有）ファーレスポーツ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区帯山２
－１－２３

http://gsfamilier.blogdehp.ne.jp/

2368 不二電気工業（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎１－
４－２８

http://www.fujidenkikogyo.co.jp

2369 （株）愛和不動産
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区八王寺
町３－４

http://www.aiwa-f.ne.jp

2370
Ｈｅｉｍ　ｈａｉｒ　ｍａ
ｋｅ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘
１－１５－１５

2371 （株）イワキ 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区御幸笛田
８－８－１

2372
（一社）キャリア・カレッ
ジ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区帯山２
－１２－２６

http://www.careercollege.or.jp

2373 （有）東京ベルフィ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－１０－２８

http://bellefille-g.com/index.html

2374 ユース社会保険労務士法人
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区京町本丁
４－４３

2375 ㈱ハートフル 金融業・保険業 大分県 大分市田中町

2376
リハビリデイサービス未来
へ

医療・福祉 大分県 大分市新貝

2377 ㈱アイ・エヌ・アール 卸売・小売業 大分県 大分市政所 http://www.o-inr.com
2378 大分石油㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市王子港町 http://www.oitasekiyu.co.jp

2379 ㈲ＡＭＡ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市高城新町 http://bellissima-blue.jp/

2380 ㈲大明
不動産業・物品
賃貸業

大分県 大分市大字横尾

2381
Aleghiasdogーアレグリア
スドッグ

サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市高城台 alegriasdog.com

2382 昭和焼飯店
宿泊業・飲食
サービス業

大分県 大分市片島

2383 ㈱桑野設計
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市宮崎

2384 合同会社アイ・ジー・シー
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市横尾



2385 ミヤシステム㈱ 情報通信業 大分県 大分市横尾

2386 ㈲博栄社
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市大字曲 http:hakueisha.jp

2387 宮脇建設㈱ 建設業 大分県 大分市大字横尾 http//www.miyawaki.jp

2388 ㈱ａｓｈｉｇａｒｕ
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市東春日町 http//www.ashigaru.co.jp

2389
トータルビューティサロン
Melissa

サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市坂ノ市

2390 エトウ商会 卸売・小売業 大分県 佐伯市大字海崎

2391 ㈱エコモード
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市原川

2392 ㈱Ｅーサポート 金融業・保険業 大分県 日田市田島 http//www.e-spt.jp
2393 竜伸建設工業㈱ 建設業 大分県 大分市須賀

2394
ウェディングカフェ アン
ジェリカ

サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市下郡

2395 古手川産業㈱ 製造業 大分県 津久見市合ノ元町 http//wwwk-lime.co.jp

2396 ＤＡＢＵＲＡ.ｍ㈱
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 大分市府内町 http//www.dabora-m.info

2397 スパークジャパン　（株） 情報通信業 宮崎県 宮崎市柳丸町８５ http://www.sparkjapan.co.jp/

2398 （株）　穏　　和
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 宮崎市青葉町１４５－２ http://www.on-wa.com

2399 （株）　伸 東 建 設 建設業 宮崎県 宮崎市新城町５－３

2400 サロンド　・　ベル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 都城市都北町５４３１－１

2401 （株）Ｏ　Ｆ　Ａ 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大淀１－３－３６
2402 （株）Ｋ Ｅ Ｉ Ｊ Ｉ 医療・福祉 宮崎県 宮崎市恒久５－１５－６

2403 ＮＰＯ法人　ＳＥＥＤ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市紫原１－５５－２
カサブランカ201号

2404 有限会社北栄 卸売、小売業 鹿児島県 出水市知識町３６４－１
2405 株式会社　シーメッド 卸売業、小売業 沖縄県 浦添市勢理客3-3-11 http://www.c-med.jp/
2406 株式会社　オフィスハート 卸売業、小売業 沖縄県 浦添市港川2-13-2№46 http://www.heart-kids.net

2407 宮古みつわ 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
79

2408
エメラルドコーストゴルフ
リンクス

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄県宮古島市下地字与那
覇1591-1

http://www.tokyugolf.com/emerald/

2409 合同会社　ミックス 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根779-1

2410 株式会社　いずみ
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1259-28

http://izumi1239.jp/

2411
琉球ダイニング　ふぁい
みーる

飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
171

http://faimeal.net/

2412 いちばすし 製造業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
392-3

2413 しもじ長生園 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市下地字嘉手
苅660-2

http://tyouseien.com/

2414 三和自動車学校
教育、学習支援
業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1104

http://www.sanwa-ds.com/

2415 ラインナップ 卸売・小売業 福岡県
筑紫郡那珂川町片縄西４－
６－３

2416 ㈱シップ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東２－
１５－１９　KST駅東ビル

2417 ㈱ｄｅｌｉｇｔ　(ﾃﾞﾗｲﾄ)
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市南区塩原４－５－１
０－１５０６

2418
おそうじ本舗大橋店　森
茂喜

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市南区三宅３－１－２
０－１１１

2419 K's　(ｹｲｽﾞ) 建設業 福岡県
筑紫郡那珂川町恵子２－８
－１８

2420 EUREKA㈱
教育、学習支援
業

福岡県
福岡市西区姪浜南３－３－
１２－１Ｆ



2421 ワイズモータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
糟屋郡志免町南里２－１１
－１１

2422 クリーンライフサポート
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
糟屋郡粕屋町戸原２３５－
１－４１０

2423 ㈱アドソフト 情報通信業 福岡県
福岡市博多区竹下４－６－
１４

2424
㈱Ray　corporation　(ﾚｲ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市西区愛宕３－１－１
ルネッサンス室見２Ｆ

2425 ミートDELICAクローバー 飲食店、宿泊業 福岡県
糸島市前原東３－８－２３
友池ビル１０１

2426 博多　一成一代 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区東比恵2-17-
23　ﾛｰｽﾞﾏﾝｼｮﾝ第1博多1号
102

2427
㈱五十二萬石本舗 (ｺﾞｼﾞｭｳ
ﾆﾏﾝｺﾞｸﾎﾝﾎﾟ)

製造業 福岡県 古賀市鹿部316-24

2428
Hair & Make Medusa 都府
楼店 (ﾍｱｰ ｱﾝﾄﾞ ﾒｲｸ ﾒﾃﾞｭｰ
ｻ ﾄﾌﾛｳﾃﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 太宰府市坂本1-1-21

2429 ㈱ミドリ印刷 製造業 福岡県 福岡市博多区西月隈1-2-11 http://www.midori-p.com/

2430 ROCK食堂 (ﾛｯｸｼｮｸﾄﾞｳ) 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市博多区綱場町5-3

2431
中魚町 Barba Bianca (ﾅｶｳ
ｵﾏﾁ ﾊﾞﾙﾊﾞﾋﾞｱﾝｶ)

飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区上呉服町2-
116

2432 ㈲フジタモータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 福岡市博多区西月隈1-3-23

2433 HALS (ﾊﾙｽﾞ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区赤坂2-1-12
ネオグランデ赤坂102

2434
㈱studio.FELIZ (ｽﾀｼﾞｵ ﾌｪ
ﾘｰｽ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 嘉穂郡桂川町土師28-655 http://studio-feliz.mods.jp/

2435 ㈲伊東ボデー
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 古賀市莚内297-14

2436 津田産業㈱ 卸売・小売業 福岡県 福岡市東区多の津1-7-2 http://www.tsudasangyo.com/

2437
トータルビューティサロン
Nasse (ﾅｯｾ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区赤坂1-15-21
TAKARAビル3F

2438 花ひめ (ﾊﾅﾋﾒ) 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区綱場町5-3
2439 アプローチ 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市博多区中洲1-3-1
2440 ボックスタウン整骨院 医療、福祉 福岡県 福岡市東区箱崎4-7-55-3F

2441 THE 侍 (ｻﾞ ｻﾑﾗｲ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市中央区大名2-2-41-
1F

http://the-samurai.jp/

2442 ㈱平山 建設業 福岡県 大野城市乙金東3-10-16 http://hira-yama.jp/
2443 たんぽぽ鍼灸院 医療、福祉 福岡県 福岡市南区長住2-22-31
2444 たんぽぽのわたげ 医療、福祉 福岡県 福岡市中央区渡辺通4-4-19

2445 岩崎正道商店 (ｲﾜｻｷﾏｻﾐﾁ)
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 粕屋郡新宮町的野683-5

2446 RUMOR (ﾙﾓｱ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-15-35
大名247ビル6F-A

2447 つきぐま鍼灸整骨院 医療、福祉 福岡県 福岡市博多区東月隈3-18-4

2448
Hair & Make Medusa 朝倉
街道店 (ﾍｱｰ ｱﾝﾄﾞ ﾒｲｸ ﾒ
ﾃﾞｭｰｻ ｱｻｸﾗｶﾞｲﾄﾞｳﾃﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 筑紫野市針摺西1-7-7

2449
輝育塾 太宰府教室 (ｷｲｸ
ｼﾞｭｸ ﾀﾞｻﾞｲﾌｷｮｳｼﾂ)

教育、学習支援
業

福岡県
太宰府市通古賀3-9-10　陶
山興産ビル1F

2450 パンダ企画
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市西区今津1634

2451 横山行政総合事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市南区花畑2-4-7

2452 山海佳肴 わさび (ｻﾝｶｲｶｺ 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市早良区南庄1-2-21

2453
甘味処 岩井屋 (ｶﾝﾐﾄｺﾛ ｲﾜ
ｲﾔ)

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区愛宕2-6-33 http://www.atago-iwaiya.com/

2454
炙り炉端 山尾 (ｱﾌﾞﾘﾛﾊﾞﾀ
ﾔﾏｵ)

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市早良区西新4-3-14

2455 正晃㈱ (ｾｲｺｳ) 卸売・小売業 福岡県 福岡市東区松島3-34-33 http://www.seikonet.co.jp/

2456 ㈲アポロ電気工事商会 建設業 福岡県 福岡市南区清水3-22-15 http://apollodenki.jp/



2457 ㈱広田工務店 建設業 福岡県 福岡市早良区干隈6-5-3 http://www.hirota-co.jp/

2458 ㈱ライセンス 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区舞鶴1-1-11-
3F

http://license-grp.jp/index.html

2459 ㈱元気が一番
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区赤坂2-1-15

2460 とり勝 (ﾄﾘｼｮｳ) 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市西区拾六町5-14-28

2461
㈱オーケイコーポレーショ
ン

不動産業 福岡県 福岡市中央区高砂1-17-28 http://www.ok-co.jp/

2462 スリー･アールシステム㈱ 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区那珂5-8-11 http://www.3rrr.co.jp/
2463 室住整骨院 (ﾑﾛｽﾞﾐｾｲｺﾂｲﾝ) 医療、福祉 福岡県 福岡市早良区有田7-15-24
2464 スリー･アールエナジー㈱ 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区那珂5-8-11 http://www.3r-energy.jp/

2465 ㈱如水庵 (ｼﾞｮｽｲｱﾝ) 卸売・小売業 福岡県 古賀市青柳3476-17

2466
輝育塾 筑紫教室 (ｷｲｸｼﾞｭｸ
ﾁｸｼｷｮｳｼﾂ)

教育、学習支援
業

福岡県
筑紫野市筑紫駅前通1-21
クローバービル101号室

2467
輝育塾 春日教室 (ｷｲｸｼﾞｭｸ
ｶｽｶﾞｷｮｳｼﾂ)

教育、学習支援
業

福岡県
春日市小倉2-149-1　サン
ヒルズ小倉101号室

2468
Hair & Make Medusa 白木
原店 (ﾍｱｰ ｱﾝﾄﾞ ﾒｲｸ ﾒﾃﾞｭｰ
ｻ ｼﾗｷﾊﾞﾙﾃﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 大野城市白木原5-6-12

2469
La Maison de la Nature
Goh (ﾗ ﾒｿﾞﾝ ﾄﾞｩ ﾗ ﾅﾁｭｰﾙ
ｺﾞｳ)

飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区西中洲2-26 http://goh.in/

2470
倉内社会保険労務士事務所
(ｸﾗｳﾁ)

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市西区姪の浜4-12-12
ラフィーネ姪浜1201

2471 ㈱FROG (ﾌﾛｯｸﾞ) 不動産業 福岡県
福岡市中央区天神5-7-5-
7F･8F

http://fro9.jp/

2472
アクティブデイサービス笑
顔 (ｴｶﾞｵ)

医療、福祉 福岡県 糸島市前原1026-6

2473 野村社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市東区水谷2-53-1-708

2474 高原社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区谷1-1-18　プ
ラザさくら坂101

2475 ㈱ビィグランデイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糸島市前原中央3-19-20

2476 （株）大坪工作所 製造業 福岡県 柳川市三橋町磯鳥２６３

2477 ㈱丸信 製造業 福岡県
久留米市山川市ノ上町7番
20号

http://maru-sin.co.jp

2478 （有）立花うどん 飲食店、宿泊業 福岡県
柳川市三橋町高畑２６５－
４

http://www.tatibanaudon.com

2479
（株）BOOKSあんとく 物流
センター

卸売・小売業 福岡県 大牟田市白川２８３－３６ http://antoku.co.jp/wordpress/

2480 あんカフェ みずま店 飲食店、宿泊業 福岡県
久留米市三潴町早津崎８９
２

http://antoku.co.jp/wordpress/

2481
（株）BOOKSあんとく やま
が店

卸売・小売業 熊本県
山鹿市山鹿字黒田７２１－
２

http://antoku.co.jp/wordpress/

2482
（株）BOOKSあんとく あら
お店

卸売・小売業 熊本県 荒尾市荒尾４１６０－２ http://antoku.co.jp/wordpress/

2483 キング屋 卸売・小売業 福岡県
大牟田市白川字萬宮２８３
－３６

http://antoku.co.jp/wordpress/

2484
（株）BOOKSあんとく みず
ま店

卸売・小売業 福岡県
久留米市三潴町早津崎８９
２

http://antoku.co.jp/wordpress/

2485
（株）BOOKSあんとく 大牟
田店

卸売・小売業 福岡県
大牟田市白川字萬宮２８３
－３６

http://antoku.co.jp/wordpress/

2486
（株）BOOKSあんとく やな
がわ店

卸売・小売業 福岡県
柳川市三橋町久末７６４－
１

http://antoku.co.jp/wordpress/

2487
ちあき社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

長崎県 長崎市下西山町１３－３０

2488 日本ライフサポート（株） 機械器具小売業 福岡県
北九州市小倉南区沼本町4-
14-3-2-A

http://www.nls-group.com/company/

2489 （株）アース開発 不動産賃貸業 福岡県
北九州市小倉南区田原新町
2-5-1-2F

http://apamanya.com/

2490 （株）アダチスポーツ

スポーツ施設の
施工及び体育器
具、用品の製
造、販売、設置

福岡県
北九州市小倉北区宇佐町１
丁目3-30

-



2491 Base　Café
酒場・ビヤホー
ル

福岡県
北九州市小倉北区浅野2-
13-24

http://kitakyushu.nasse.com/shop_vew/5538?tab=top&PHPSESSID=npmfjcg5r2ufs93k37m85bh5d5

2492 ㈱ファミリエ

飲食店経営及び
食品原材料の製
造・加工及び販
売

福岡県
北九州市小倉南区徳力1-
20-1

https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=40080&kyujinNumber2=%0A00152641&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=

2493 ㈱ドリームズ
自動2輪車の販売
業

福岡県
北九州市八幡西区里中3-1-
10

http://www.hd-dreams.com/

2494 (有)相間自動車
自動車整備・販
売

福岡県 北九州市小倉南区隠蓑5-17 -

2495 Total Beauty Ange
ネイルアートサ
ロン

福岡県
北九州市小倉北区魚町2-4-
3　ふくや小倉ビル3F

Total　Beauty　Ange　

2496
(有)国際貿易エアーサービ
ス

ﾁｬｲﾅﾄﾞﾚｽ・中国
民族衣装等身の
回り品の小売業

福岡県
北九州市小倉南区葛原4-
10-1

-

2497 砥綿一美税理士事務所 税理士事務所 福岡県
北九州市八幡東区前田2-8-
12

http://www.tax-concierge.net/fukuoka/detail.29609.html

2498 ㈱ヤマックス 一般貨物運送業 福岡県
北九州市小倉北区西港町
94-18

http://www.yamax-kokura.jp/

2499 ㈱ジュネス
化粧品、美容器
具、美容材料の
卸販売

福岡県
北九州市八幡西区西神原町
4-23

http://kitakyushu.nasse.com/shop_vew/7134?tab=top

2500 学校法人　友幸学園
専門学校　九州
テクノカレッジ

福岡県
北九州市小倉北区清水4-8-
1

http://www.kyutec.ac.jp/

2501 ㈱東京ダイヨー器機店 機械器具小売業 福岡県
北九州市戸畑区中原東3-4-
21

http://www.tokyodaiyo.com/

2502 グローイング（株） 衣服卸売業 福岡県
北九州市小倉北区金田2-1-
8

http://www.growing.co.jp/

2503 （有）マリカ 小売業（衣類） 福岡県
北九州市小倉北区馬借2-6-
38

http://www.marika.co.jp/

2504 (有)スターハイテック 縫製製品製造業 福岡県
福岡県遠賀郡遠賀町今古賀
180番地

http://www.star-hitec.com/

2505 (有)高須商事
ドライアイス加
工販売業

福岡県
北九州市八幡西区千代ヶ崎
1-15-25

http://www.e-dryice.com/

2506 ＢＡＮＩ　ＬａＶｉｅ 美容業 福岡県
北九州市小倉北区堺町1-5-
21ﾀｲｾｲﾋﾞﾙ1Ｆ

http://bani-lavie.com/

2507 宗教法人　岡田神社 神社 福岡県
北九州市八幡西区岡田町1-
46

http://www.okadagu.jp/

2508
特定非営利活動法人　ドッ
クセラピージャパン

福祉事業 福岡県
北九州市小倉北区片野3丁
目14-1

http://dtj.or.jp/

2509 ㈱アルカシェル
建設、設計、不
動産業

福岡県
北九州市小倉南区志井264-
7

http://www.ie-enn.co.jp/

2510 ＣＯＣＯＡ
エステティック
サロン

福岡県
北九州市小倉南区東貫1-
15-63ﾌﾟﾛﾆﾃｨＣ205

http://cocoa-beauty.biz/

2511 九州環境プラン㈱
ビルメンテナン
ス　飲食店経営
その他

福岡県
北九州市小倉北区赤坂5-1-
9

2512
イングリッシュプラス英語
教室

英会話教室 福岡県
北九州市小倉北区中島1-
16-5

http://r.goope.jp/englishplus

2513 株式会社　新　魁 医療、福祉 福岡県
田川郡糸田町自由ヶ丘３７
２８－３

2514 有限会社　アキモト酸素 卸売・小売業 福岡県 飯塚市川津９５－１３１

2515 山田労務管理事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県 佐賀市八戸溝3-9-3

2516 株式会社 アクセル 建設業 佐賀県
小城市三日月町織島2455番
地1

2517 株式会社 石橋建築事務所 建設業 佐賀県
佐賀市兵庫北１丁目７番２
１号

http://www.isbaa.co.jp

2518 株式会社 メモリーランド
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県 小城市三日月町織島927

2519
ペットサロンワンワンラン
ドＹＯＵ

サービス業（他
に分類されない
もの）

佐賀県 佐賀市新栄西2-7-47 http://wanwanland.white-veil-maltese.com/wanwanland/



2520
株式会社ＳＴＳビジネスプ
ロモーション

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
佐賀市城内１丁目６番１０
号

https://sts-bp.jp/

2521 片岡電機工業有限会社 卸売業、小売業 佐賀県
佐賀市鍋島町大字牡蠣久
246-1

http://kataokadenki.otsuma.com/

2522
しもむら社会保険労務士事
務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

佐賀県 杵島郡江北町佐留志2587-2 http://saga-joseikin.com/

2523 株式会社 まいづる百貨店 卸売業、小売業 佐賀県 唐津市中原2905-5 http://maizuru.co.jp

2524 Ｈａｉｒ make K2
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
佐賀市若宮２丁目１３番８
号

2525 株式会社　新肥前観光
サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
武雄市西川登町大字神六
20040番地

2526 有限会社　李荘窯業所 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町白川１丁目
4番20号

2527 有限会社　鶴田工業 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町大木宿甲
1380-1

2528
株式会社　エコライフ・ニ
ブ

卸売業、小売業 佐賀県
伊万里市二里町大里乙336-
8

2529 有限会社　夢木香 建設業 佐賀県
鹿島市大字三河内甲2847番
地

http://yumekikou-happy.com

2530 山口建機工業　株式会社 製造業 佐賀県 鹿島市大字古枝甲332番地1

2531 宮地ハム　株式会社 製造業 佐賀県
武雄市武雄町大字富岡
12185番地

http://www.miyachiham.com

2532 Ｃａｆｅ　ｃｈｉｎｏ 卸売業、小売業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿乙
2351-1

2533 株式会社　ヤマサキ商事 卸売業、小売業 佐賀県
武雄市朝日町大字甘久309-
2

2534 株式会社　キタック 建設業 佐賀県 鹿島市大字中村1638番地8

2535 有限会社　やま平窯元 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町桑古場乙
2267-1

http://www.facebook.com/ys.home.style

2536 株式会社　香蘭社 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町幸平１丁目
３番８号

http://www.koransya.co.jp

2537
ライフサポートＨＩＮＯＤ
Ｅ

建設業 佐賀県 伊万里市大坪町甲925番地

2538 九州流通運輸　株式会社 運輸業、郵便業 佐賀県
伊万里市松浦町桃川2990番
地1

2539 有限会社　甍産業 建設業 佐賀県 伊万里市松浦町山形4769-1
2540 株式会社　カレン 卸売業、小売業 佐賀県 鹿島市大字高津原3287

2541 有限会社　ふるかわガス 卸売業、小売業 佐賀県
武雄市武雄町大字富岡
11571-3

2542 （有）ニフティ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区上林町
１－３０　２Ｆ

http://www.nifty-hair.com

2543 （有）菊屋 卸売業、小売業 熊本県
熊本県玉名郡和水町江田４
１７２－１

2544 （有）笠機工商会 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区北千反
畑町１－３０

2545 （有）羽田野木材 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島町１
４１－１

2546
クロスフィールズ人財研究
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区近見８－
６－２９

http://www.cf-labo.jp

2547 ＦＯＲＭＯＳＡ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区新市街
１３－２６　三輪ビル１Ｆ

http://www.formosa-kumamoto.com/

2548 アジアプランニング（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区渡鹿７
－１５－２７－１０１

http://www.asiaplan.co.jp

2549
（有）阿蘇デザインファー
ム

農業・林業 熊本県 熊本県阿蘇市狩尾２８９ http://www.asodesignfarm.com

2550
（株）ホロムアコーポレー
ション

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通２
－７－１９

2551
ホルモン焼居酒屋げんこつ
帯山本店

宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区帯山４
－４５－４

2552 （株）アド・テック 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市北区西梶尾町
４５０－４－２Ｆ

http://www.ad-tec.jp



2553 綜合企画（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区坪井１
－２－２７

http://www.sohgo-k.co.jp

2554 （株）島田農機商会 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区平成１－
１２－２０

2555 （株）ちかけんプロダクツ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区昭和町８
－４

http://www.chikaken.com

2556 （株）ひごいち 製造業 熊本県
熊本県上益城郡益城町広崎
１５９２－１３

http://www.higoichi.com/

2557 中島社労士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区沼山津２
－８－５５－２０５

2558
（同）リバティ　　ケアス
テーション　リバティ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区保田窪
１－７－２７

http://liberty.boy.jp/

2559 （株）協和アリヤンタ 運輸業、郵便業 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町原水３
２８１

http://kyowa-mcc.com

2560
ＮＰＯ法人八代福祉開発・
集いの家

医療・福祉 熊本県
熊本県八代市郡築一番町２
７５－１

2561 （株）縁 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区黒髪１
－１２－１１

http://www.fostyle.jp

2562 税理士法人　近代経営
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田３－
３２－１８

http://www.kinkei-net.co.jp

2563 （株）光延農園 卸売業、小売業 熊本県
熊本県天草市古川町１１－
７

http://www.mitsunobu-nouen.com

2564
（株）イワシタ　イワシタ
フーズ

製造業 熊本県
熊本県山鹿市鹿本町下高橋
６２６

2565 桐原実業（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区流通団地
１－７

http://www.kirihara.ne.jp

2566 （有）アークシステム
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区田井島２
－９－５

2567 （株）フュージョン 製造業 熊本県
熊本県菊池市旭志川辺１９
２７－１

http://www.kk-fusion.jp

2568 (株）ＺＥＲＯ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市北区植木町植
木１０８－１

2569 魁春園 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町舞
原１４５１

2570 （有）サライズム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県上天草市大矢野町中
４４６２－１０

2571 （株）永正
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県八代市高島町４２８
９－１

http://nagashou.co.jp

2572 （有）牛車
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県人吉市上青井１３４
－１

2573 鬼塚労務管理事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区妙体寺
町４－１９

2574 （株）デレクト
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県菊池郡菊陽町津久礼
２３４５－４

http://delecto.cbiz.co.jp

2575 髙村社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県宇城市小川町西海東
１２４３

2576 （株）あらき 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町下
宮地４３１－１

http://www.araki-vino.co.jp

2577 田Ｃａｆｅと暮らしの商店
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上１
－３３－５

http://www.facebook.com/den1971

2578 ｈａｉｒ　ｄｏ　ｎｅｅｄ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区川尻１－
２－１

2579 磐石ローヤルゼリー（株） 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区上京塚
町２－１５

http://www.banjaku.co.jp

2580 ダスキンひまわり
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市南区島町２－
４－１８



2581 サロン・ド・ＭＡＫＩ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区大江６
－２９－５

2582 ワイン酒場トリッパ
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
１１－５　小山ビル１Ｆ

2583 （有）ａｂｌｅ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
１１－５

2584 （有）じゃんぷ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県上益城郡嘉島町鯰２
８１９

2585 鶴嶋社労士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区田迎５－
７－６　エルソシオビル

2586 （有）勝木トーヨー住器 卸売業、小売業 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町大字津
久礼１４９－４

2587 （株）さん
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－１０－１２　増永ビル１
Ｆ

2588
德永真美社会保険労務士事
務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区御幸笛田
１－２－７１

2589
ひまわり社会保険労務士事
務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県 熊本県玉名市玉名１０３９

2590 （有）ＯＰＥＲＡ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県菊池郡菊陽町光の森
１－１１－１０

2591
（医）出田会　出田眼科病
院

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区西唐人
町３９

http://www.ideta.or.jp

2592 （株）東工業 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区会富町２
６－１

2593 （有）モアコンセプト 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市北区龍田陣内
２－５－１６

http://moreconcept.co.jp

2594 おかもと労務行政事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県上益城郡益城町宮園
５０２－１０

http://www.okamoto-m-sr.com

2595
（同）ｌｉｖｉｎｇ　ｓｐ
ａｃｅ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区小島９－
１－４０

http://living-sp.com

2596 （株）クリエイトビジョン 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市北区植木町舞
尾５３６－６

http://createvision.jp

2597 （株）ホンダオート熊本 卸売業、小売業 熊本県
熊本県宇城市松橋町久具３
２２

http://dealer.honda.co.jp/hondacars-uki/

2598 和色　亀八
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区新大江
２－２４－３２

http://www.kame-8.jp

2599 （有）岩本電器商会 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区本荘６
－７－４

2600
（同）ケアサポート青りん
ご

医療・福祉 熊本県
熊本県荒尾市川登１７９１
－１２０

2601 （有）Ｋパワーズ
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区大江６
－２２－７

2602
（株）システム・ブレー
ン・熊本

情報通信業 熊本県
熊本県熊本市東区健軍１－
１４－１０

http://www.system-brain.jp

2603 （株）エヌ・アイ・シー 卸売業、小売業 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町津久礼
４３－３

http://l-nic.co.jp

2604 藤本和想建築 建設業 熊本県
熊本県阿蘇郡西原村大字小
森８０９－２０

http://www.f-waso.com

2605 （有）中野ハイテック 製造業 熊本県
熊本県玉名市横島町横島９
６３－７

2606 （有）Ｈ・Ｔ・Ｙ
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
４－１０　トラヤビル２Ｆ

2607 にしきど整骨院
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区良町１－
７－２０　宮本ビル１０２

2608
（社福）リデルライトホー
ム

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区黒髪５
－２３－１

http://riddell-wright.com

2609 健美サロン　リファイン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区紺屋今
町４－２８　ＫＭ第８ビル
８Ｆ



2610
（株）ボヌール　ジュネス
スキンケア

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区上林町
２－３４　ＧＲ夢飾人４０
１

http://www.jeuness-skincare.com/

2611
ましき　ちびっこの森保育
園

教育、学習支援
業

熊本県
熊本県上益城郡益城町大字
惣領１４４５－１

2612
（有）グリーンモールハウ
ジング

不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１
－１

http://nttbj.itp.ne.jp/0968658808

2613 ハッピーカラー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市南区城南町下
宮地４３０－１

2614 Ｄｅｌｉ　Ｈａｉｒ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ケ丘
４－２０－２０　オルオス
ビル１Ｆ

http://www.deli-hair.com

2615 大和（株） 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島西１
－５－３５

2616 （株）九州フードサービス 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区近見６－
４－７１

http://www.yasai-oukoku.com

2617
（株）玉名リサイクルプラ
ザ

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県玉名市山部田４４２
－１

http://www.marukogroup.jp

2618
（株）ジャナス・アセッ
ト・コーポレーション

不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区中央街
５－１７

http://www.janus-a.com

2619
（社福）水俣みどり福祉会
水俣みどり保育園

医療・福祉 熊本県 熊本県水俣市袋６７４ http://www.minamata-midori.com

2620 （株）キンキ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区大江４
－２１－３

http://www.kinki.co.jp

2621 熊本ゼミナール（株）
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東区健軍本町
２８－１２

http://www.kumazemi.jp/

2622 （株）ミ・ルアール 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
６－１０－４４

http://www.miroir.co.jp

2623
（社福）ペートル会　老人
保健施設サンライフみのり

医療・福祉 熊本県
熊本県球磨郡相良村大字川
辺１７７８

http://www.pe-toru.or.jp

2624
（株）絆　ザ・クリスタル
ガーデン

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県八代市海士江町３３
３０－１

http://www.crgarden.jp

2625 （株）ドラゴン 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区画図町重
富４３９－１

http://dragon-kumamoto.com

2626 いっとうグループ（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区湖東２－
４２－２

http://njs.main.jp/

2627 （株）アースメイカー
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市中央区世安町
２５７－２

2628 （株）エコファクトリー 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
２－１７－７

http://www.ecofactory.jp

2629
（株）太陽家具百貨店　Ａ
ＭＢＩＥＮＣＥ熊本

卸売業、小売業 熊本県
熊本県上益城郡嘉島町大字
上島字長池２２３２－１６
０１

http://www.taiyo-furniture.com

2630 （株）熊本メディコ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区新屋敷
１－１３－１３

2631
（株）絆人　訪問看護ス
テーション　３ｒｄ　Ｈａ
ｎｄ

医療・福祉 熊本県
熊本県人吉市中青井町３０
７－６

http://3rd-hand0506.com

2632 （株）カムジー
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区江越２－
２２－８

2633 （株）九州ソフタス
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区春日２－
３－１　牧野ビル３Ｆ

http://www.kyushu-softas.co.jp

2634 ひがし労務管理事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県 熊本県山鹿市山鹿９７８

2635 （有）エス 卸売業、小売業 熊本県 熊本県阿蘇市内牧６２８

2636 （合）シャイニング
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東区石原１－
１１－１１

http://shining-llc.xsrv.jp

2637
熊本ネクストソサエティ
（株）

情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
４－１１　司ビル３Ｆ

2638
（株）テスワールド　エ
リーバネッサエステティッ
クサロン熊本店

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区新市街
６－６　いけおビル３Ｆ

http://www.elly-vanessa.jp



2639
（株）グリーンフィールド
プロジェクト

卸売業、小売業 熊本県
熊本県天草市中央新町３－
２　パールヴィラ５－Ｃ

http://gfp-japan.com

2640
丸光ホールディングス
（株）

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県玉名市大浜町２１７
３－１

http://www.marukogroup.jp

2641 サクセスリンク（株）
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県玉名市大浜町２１７
３－１

http://www.marukogroup.jp

2642 （株）丸光商事 卸売業、小売業 熊本県
熊本県玉名市大浜町２１７
３－１

http://www.marukogroup.jp

2643 （株）アートワーク
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区九品寺
５－１５－５

http://www.a-work.co.jp

2644 （有）東設備 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区植木町滴
水２２１２

2645 （有）旭野工業 製造業 熊本県
熊本県菊池市旭志新明２８
５０

2646 不二精密工業（株） 製造業 熊本県
熊本県菊池市旭志川辺１３
７５－５

2647 （株）談
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市中央区妙体寺
町３－１５

http://www.dankk.co.jp

2648 （有）ビーウェイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県八代市松江城町３－
２３

http://www.hanohano.jp/

2649 （合）ヒゴワン 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市南区南高江７
－９－１５１

http://higoone.com

2650 （株）みのモン
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区菅原町
４－２６

http://www.minomon.jp/

2651 （株）日本リモナイト 製造業 熊本県 熊本県阿蘇市狩尾２８９ http://www.limonic.co.jp

2652
司法書士・行政書士　中嶋
亜志火事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区神園２－
１－１７

http://www.office-ashibi.com

2653
（株）ＳＷＥＥＴ　ＳＴＡ
Ｒ

専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田７－
３６－５４

2654 （社福）昭寿会 医療・福祉 熊本県
熊本県阿蘇郡南小国町大字
満願寺５８５４－１

2655 （株）ナップ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南４
－２－８

http://www.nap-service.com/index.html

2656 （有）日本バイオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県菊池市泗水町吉富１
７３－３７

2657 （株）遠水 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎４２
６－１４－５

2658
（株）ＯＲＡＮＧＥＣＯＵ
ＮＴＹ

卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区上林町
３－３６－２Ｆ

http://orangecounty.ocnk.net

2659
ＢＰＪ’Ｓ宇城店（（有）
Ｔ・Ｌ・Ｓ）

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県宇城市松橋町久具７
５１－１　ロータスビル２
Ｆ

2660
（社福）ペートル会　特別
養護老人ホーム川辺川園

医療・福祉 熊本県
熊本県球磨郡相良村大字川
辺１７７１

2661 共和観光（株）
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区花畑町
１－１０

http://www.shiromiyagura.com

2662 （有）親和商事
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－２－１０

http://aoyagi.ne.jp

2663 （株）ＫＯＫＥＮＳ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市西区戸坂町６
－１１

http://www.kokens.asia

2664 ＯＦＦＩＣＥ　８－ＬＡＢ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区八景水谷
４－５－３３－２０３

http://www.8-lab.net

2665
山下交通事故行政書士事務
所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
５－１９－２５－１０３

http://yonetsubo-k.com

2666 九州おぎはら産業（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市八島町１００
２

http://ogihara-sangyo.main.jp/

2667 （株）ＭＳアシュランス 金融業、保険業 熊本県
熊本県熊本市南区日吉２－
１１－３１　２Ｆ

http://www.shinto-auto.co.jp



2668 （株）ヤマシタ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区江越１－
２２－１

http://www.yamashita-ocs.co.jp

2669 （株）ボーイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区東野１－
９－１

http://www.boygroup.co.jp

2670 （株）キナツ 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区出仲間４
－１０－３６

2671 ローソン八代麦島西町店 卸売業、小売業 熊本県
熊本県八代市麦島西町２－
４

2672 （株）Ｐｒｉｍｅ 漁業 熊本県 熊本県玉名市滑石４８７

2673 人吉商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県人吉市南泉田町３－
３

http://www.hitoyoshi-cci.or.jp

2674 トヨダ体育教室
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南４
－７－１１８

2675
社会保険労務士法人ブレイ
ンスター

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区国府１
－１３－５　２Ｆ

http://brainstar.jp

2676 （株）たたみ工房福島 建設業 熊本県
熊本県上益城郡御船町滝川
１２３

2677
（株）アップスイング　Ｊ
ＥＭＳＴＯＮＥゆめタウン
八代店

卸売業、小売業 熊本県
熊本県八代市建馬町３－１
ゆめタウン八代店２Ｆ

http://www.up-swing.com

2678 （有）ブレス
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区健軍１－
２８－２３　ウエノマン
ションⅢ９０４

http://www.breath-espace.com

2679 （有）本地水産 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区川口町１
２０８－１

2680 あかつき法律事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区細工町
５－２８－１　伊藤ビル２
Ｆ

http://www.akatukilaw.com/

2681 コーエイ不動産（株）
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県菊池市野間口３３８
－１

http://ko-ei.net/

2682 商環境ネットワーク（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区改寄町１
０７６－３

http://www.s-kankyo.com

2683 （有）ウイングナカヤマ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区島崎２－
１７－２９

http://wingnakayama.com

2684 （有）蓮
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区南熊本
３－４－４

http://www.ren-kon.jp/

2685 （有）河野不動産商事
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区安政町
２－１５

http://www.kawano-re.com

2686 （一社）オルタナ 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区池田２－
２５－４５－１０１

http://www.orutana.info/

2687 （有）ふくだ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県山鹿市鹿校通２－４
－３０

http://clean-himawari.jp

2688 （医）中山会 医療・福祉 熊本県 熊本県合志市須屋７０２

2689
ＮＰＯ法人くらしコンシェ
ルジュ

複合サービス業 熊本県
熊本県熊本市中央区帯山４
－２７－１４

2690 （有）若山商店
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県菊池市泗水町豊水３
２９８－４

2691 オートスタジオ　リズ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田８－
７－３７

http://www.autostudio-rizz.com/

2692
ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｓｔ
ｕｄｉｏ　‐ＴＡＯ‐

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県菊池郡大津町室１９
１０－６

2693 （株）古賀酒販 卸売業、小売業 熊本県
熊本県宇城市松橋町松橋１
２１－７

http://www.kogasyuhan.com

2694 （資）荒木商店 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町東
阿高２－１

2695 ＳＯＮＡＲ
サービス業（他
に分類されない
もの）

熊本県
熊本県熊本市中央区上林町
３－２８　アントレ・ベー
ビル１階２・３号



2696
ｈａｉｒ’ｓ　ＤＲＥＳＳ
ＥＲ

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県合志市須屋１５６２
－５

2697 中華料理　龍園
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市東区錦ヶ丘１
８－２０　あさひビル１０
２

2698 ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－５－２２　２Ｆ

http://hm-evolution.com/

2699 和笑
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市下通１－２－
１２　ロンドンビル

2700 米車屋 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区八分字町
３０５２

2701 （有）菅設備工業 建設業 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町光の森
２－２７－５

2702
Ｃａｒ＆Ｂｉｋｅ　Ｆｉｖ
ｅ－ｏ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県宇土市走潟町２０３
４－５

2703 Ｇｌａｍｏｕｒ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南１
－１－７－１０３

http://www.glamour.jpn.com

2704 （有）へのへのもへじ
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
７－２３　蚕糸会館３階２
号

http://www.moheji.com

2705 総合内装業ＴＡＮＡＫＡ 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区京町２
－６－６３

2706 （株）ポルト 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区妙体寺
町８－４－４Ｆ

2707
（有）ＦＩＮＥ　ＣＬＥＡ
ＮＥＲＳ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区上代３－
５－９１

http://www.shimada-promizuarai.com/

2708 エトワールヘアサロン
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区城南町下
宮地７８４－３

2709 吉田工芸舎 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区花立４－
２－１９

2710
（株）クリエイティブシコ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区北千反
畑７－３

http://c-con.jp

2711
トータルメンテナンスＢｒ
ｕｓｈ－ｕｐ

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市西区春日７－
２１－８　阿蘇品ビル２０
１

2712 （有）太陽住宅設備
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県人吉市下林町２９３
－１

2713 ＭＩＫＯ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区川尻２－
４－１

2714 （株）ブライダルマックス
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県天草市本渡町広瀬１
７６－１０１

http://www.chase-max.com/

2715 タケモトデンキ（株）
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田陣内
３－１６－１

http://www.takemoto-denki.com

2716
（社福）麦の会　まんさく
園

医療・福祉 熊本県
熊本県八代市永碇町９６１
－１

http://blog.livedoor.jp/mansakuen/

2717 （有）内布冷設 建設業 熊本県
熊本県人吉市矢黒町１９１
８－１

2718 （株）松下園 卸売業、小売業 熊本県
熊本県天草市中央新町１９
－１

2719 深野酒造（株） 製造業 熊本県
熊本県人吉市合ノ原町３３
３

http://www.fukano.co.jp

2720 （有）米田塗装店 建設業 熊本県
熊本県人吉市鬼木町１３９
５

2721 居酒屋こうぞう
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県 熊本県人吉市紺屋町１－４

2722 （有）堀川商店 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区月出８－
２－１０



2723 （株）アトライズ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区田崎町４
７４－２　大同ビル３Ｆ

http://atryz.jp

2724 ダイハツ大津（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県菊池郡大津町大字引
水７０１－５

http://www.daihatsuozu.com

2725 （株）ユーケン洋行
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県人吉市西間上町２５
０４－３

2726
（株）サンコーライフサ
ポート

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区大江５
－１７－３１　１Ｆ

http://www.sankolife.co.jp/

2727 堀川建築・造形計画 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島１－
１－８

2728 魚座（フランス料理）
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市南区野口３－
１８－４６　アクアドーム
前

http://uoza-kumamoto.com

2729
Ｈａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｅ
ＣＬＯＶＥＲ

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県水俣市白浜町１－３
８

2730 （株）アートスペース 製造業 熊本県
熊本県熊本市北区下硯川２
－７－１

http://art-space.co.jp/

2731
子ども服と雑貨　Ｓｅｖｅ
ｎ　Ｐｕｒｐｌｅ

卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
８－２７

http://7purple.jp/

2732 Ｋデザイン 卸売業、小売業 熊本県
熊本県荒尾市本井手１５５
８－１１７　メゾンド緑ヶ
丘１Ｆ

2733 （有）ファッションマエダ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区新町４
－３－２４

http://www.fashionmaeda.com

2734
Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏ
エフティーク

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市北区龍田７－
２７－３３

2735
（同）熊日川尻販売セン
ター

卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区川尻４－
１１－５２

2736 武末建設（株） 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区本山３
－３－７７

http://takematsu-c.co.jp

2737 （有）マリオネット
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区神水２
－２－２０

http://www.pc-mario.com

2738 （有）野口美容室
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区水道町
１－１６

http://www.n-group.jp

2739 鶴田社会保険労務士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県玉名市中１９４２－
５

http://tsuruta-sr.sakura.ne.jp

2740 （株）南陽重車輌 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区富合町
志々水５８－２

http://www.nanyo-j.jp/

2741 （株）大嶌屋 卸売業、小売業 熊本県
熊本県宇城市松橋町古保山
字蜂窪２７１５－１９

http://www.oshimaya.jp

2742 （株）イズミ車体製作所 製造業 熊本県
熊本県菊池郡大津町大字岩
坂３５２８－４

http://www.izumishatai.co.jp

2743 社労士事務所ＨＩＫＡＲＩ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区上水前
寺２－４－５

http://www.e-sr.jp/

2744 （株）熊電総業 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市東区江津３－
４－２３

http://www.kumaden.com

2745 （株）ワコー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区御幸笛田
３－１９－１

2746 （株）山代電機製作所 製造業 熊本県
熊本県宇土市岩古曽町２０
５０－１

2747 （株）ビルテック
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区植木町大
和２６－７

http://www.builtech.info/

2748 （有）さかき印刷 製造業 熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東６
－３０－３７

http://sakaki-printing.jp

2749 ライフパートナー（株） 金融業、保険業 熊本県
熊本県熊本市東区上南部２
－１２－６－１

http://www.lifepartner.jp

2750 （有）マインド熊本 製造業 熊本県
熊本県球磨郡あさぎり町須
恵１０９２



2751
（有）熊本環境衛生セン
ター

サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区戸島１－
８－８６

2752 日本牛乳野菜（株） 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区桜町４
－１０

http://www.jmv.jp

2753 熊本電気鉄道（株） 運輸業、郵便業 熊本県
熊本県熊本市中央区黒髪３
－７－２９

http://www.kumamotodentetsu.co.jp/

2754 （株）ジェイピーニューズ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区子飼本
町４－２０

http://www.jpnews.co.jp

2755 ＮＳＳ九州（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区帯山８
－２－２

http://www.nss-kyushu.com

2756
（有）ビーンズ・コーポ
レーション

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市西区小島７－
１１－１１

http://www.beans-hairdesign.com

2757 つぼみ瓦工業（資） 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区萩原町
８－８

http://tsubomi.cc

2758
（株）トライアングルノー
ト

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区若葉１－
３８－２

http://act-up.jp

2759 （有）山鹿タクシー 運輸業、郵便業 熊本県 熊本県山鹿市山鹿１ http://www.yamagataxi.co.jp

2760
（株）有明エンジニアリン
グ

製造業 熊本県
熊本県玉名郡長洲町大字有
明１

2761 浜田醤油（株） 製造業 熊本県
熊本県熊本市西区小島６－
９－１

http://syoyu.co.jp

2762 （株）愛歯 医療・福祉 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町大字原
水２８４９－１

http://www.aishi.jp

2763 （株）キャスティングアイ 医療・福祉 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町大字原
水２８４９－１

2764
（株）未来補償コンサルタ
ント

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上３
－１１－１０

http://www.mirai-thebest.com

2765 （株）サンテクノ 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区下南部１
－３－１３０

http://www.aircon-kyushu.com

2766
（株）オーエープランニン
グ

卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市北区龍田７－
３７－２６

http://www.oa-planning.co.jp

2767 ホットステージ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区八王寺
町５－１

2768 （株）アイザック 製造業 熊本県
熊本県合志市須屋２０２２
－１

http://www.pm-izac.jp/

2769 古閑産業（資） 製造業 熊本県
熊本県合志市栄３７９１－
５１

http://rakuten.co.jp/kokumotu

2770 （株）池田紙器工業 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区富合町釈
迦堂４７４－７（富合工業
団地内）

http://www.can.co.jp/ikeda/

2771 （株）光栄 製造業 熊本県
熊本県上益城郡御船町大字
高木１９２２

http://www.kabu-koei.co.jp

2772 （有）オグショー８２７ 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市北区植木町宮
原２３０

http://ogushow827.jp

2773 （株）マルケンウイング 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区流通団地
２－２０－４

http://marukenwing.sub.jp/

2774 （株）雄光
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区出仲間１
－１０－２５

2775 （有）岩本木材 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区出仲間５
－２－７

http://iwmt-peacone.jp

2776 （株）アパレル福屋 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区平田２－
１６－３０

http://www.apfukuya.co.jp

2777 （有）システム設備工業 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区清水亀井
町４８－１０

2778 （株）アイ・トラスト
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区田迎町田
井島７７３－１

2779 （有）松村修設備 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区清水万石
５－１－９８

2780 （株）熊本ニホン画廊 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区慶徳堀
町２６－３　三喜ビル２Ｆ

http://www14.ocn.ne.jp/~kng/



2781 （株）メディックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区紺屋町
３－３５

2782 （株）トミーマーシャル
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市南区御幸西２
－１－１０

2783 旭電業（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区田迎５－
１１－５

http://www.asahi-ei.co.jp/

2784 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＯＮＥ，
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区八王寺
町４７－１６

http://ws8.jp

2785 （有）三粧 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市南区日吉２－
１２－７０

2786 東京会計（株）
教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市中央区水道町
９－２９

http://tac-kumamoto.com/

2787 （株）山鹿釣具 製造業 熊本県
熊本県山鹿市小原字山口９
４５

http://yamaga-blanks.com

2788 （株）ＡＲＯ 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東２
－３７－１

2789 （有）吉冨財経センター
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東１
－５－６

http://zaikei.net

2790
ワシントン外語学院
（（株）ワイエンタープラ
イズ）

教育、学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
２－３０　ニューキクチビ
ル３Ｆ

http://www.wil.co.jp

2791 （有）アイデアル
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県 熊本県人吉市紺屋町１１３

2792 （株）リ・ホーム熊本 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東５
－８－１０

http://www.re-homekumamoto.com

2793 （有）植匠 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区奥古閑町
１２６１－３

2794 （有）アレーズ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区下通２
－５－１８

http://www.le-repit.com

2795 （有）神水設計
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区川尻４－
１４－５６

2796 肥後地質調査（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区戸島西１
－１８－２５

http://www.higo-geo.com/

2797 （有）吉村工作所 製造業 熊本県
熊本県熊本市西区上熊本３
－５－４５

http://www.k-yoshimura.com

2798 （有）Ｃｒａｆｔ 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上３
－１１－８

2799 （株）Ｆ．Ｐ．Ｃ 金融業、保険業 熊本県
熊本県熊本市中央区上水前
寺２－１９－２０－１Ｆ

2800 （株）体の力 製造業 熊本県
熊本県熊本市東区画図町重
冨５－２

2801
（有）アドバタイズ（焼肉
友宝）

宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市東区新南部３
－１０－５４

http://yu-hou.jp

2802 （有）池園 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区下通１
－１０－９

http://www.ikezono.com

2803 （有）タカハシ弓具店 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区大江４
－１７－２９

http://www.takakyu.com/

2804
（株）エヌアンドケイプロ
ジェクト

生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県八代市上野町１８４
９－４

http://www.gens-mishale.jp/

2805 九州テクノ（株）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区沼山津１
－２５－４７

http://www011.upp.so-net.ne.jp/techno/

2806 （有）ノジ 製造業 熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘
４－１６－２２

http://www.noji-cake.com/

2807
（株）協和メディカルケア
クリニック

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区世安町
５２－１

http://kyowa-mcc.com

2808 （株）ＳＲ藤研 製造業 熊本県 熊本県荒尾市府本１０４８ http://www7.ocn.ne.jp/~srfk/



2809 （有）中和産業
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区小山５－
１９－５２

http://www.chuwaptco.com

2810 （株）熊本診療協力社 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区九品寺
５－９－２

2811
（社福）あおば会デイサー
ビスセンターひかり

医療・福祉 熊本県
熊本県玉名郡和水町西吉地
３４３３－１

2812 （株）公明不動産
不動産業、物品
賃貸業

熊本県
熊本県熊本市中央区白山２
－１－７

http://komei-f.jp

2813 （有）あらき石材 製造業 熊本県
熊本県熊本市東区健軍２－
１９－１３

http://www.arakisekizai.com

2814 日本料理たけだや
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県熊本市中央区京町１
－１１－２４

2815 玉名化学（株） 製造業 熊本県
熊本県玉名郡玉東町白木９
８７－１

2816 （株）文尚堂 卸売業、小売業 熊本県 熊本県人吉市九日町４８

2817
（有）Ｌｉｆｅ　ｉｓ　Ｊ
ｏｕｒｎｅｙ

生活関連サービ
ス、娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区南坪井
５－４　ドルハウス２Ｆ

http://www.lij-minmin.com

2818 岩下税理士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県菊池郡大津町大津２
７－５

2819 ＭＹオンライン（株） 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市北区八景水谷
２－７－８

http://myonline.jp/

2820 （株）ＤＫ 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区八王寺
町４７－２２

http://dk311.jp

2821 （株）カワカミ 農業・林業 熊本県
熊本県熊本市西区沖新町４
８７１－４

http://kawakami-renkon.shop-site.jp

2822
（有）ＨＯＴ　ＳＴＡＦＦ
ｉｎｓｕｒａｎｃｅ

金融業、保険業 熊本県
熊本県熊本市西区花園２－
１２－５

http://hot-staff.jp/

2823 （株）ディカーナ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区東野１－
９－５－２Ｆ

2824 （有）リブズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市北区四方寄町
１４６０－３

http://www.lives.jp

2825 （有）レイヤー 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市南区出仲間６
－１５－８

http://www.studiolayer.com

2826 （有）ソーイングヨナ 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区近見８－
１１－７１

2827 （株）総合プラント
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市中央区神水１
－３８－１０

http://www.sogo-plant.com

2828 （有）三徳救急洗管
サービス業（他に
分類されないも
の）

熊本県
熊本県熊本市東区錦ヶ丘９
－１８

2829 久保通商（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県八代市東片町２０１
－１

http://www16.ocn.ne.jp/~kubotkk/

2830 （株）矢住陸運 運輸業、郵便業 熊本県 熊本県八代市中片町２３７

2831 （株）ケイ・エフ・ケイ 製造業 熊本県
熊本県八代市岡町小路６３
５

http://www.kfk.co.jp/

2832 （有）王ちゃん
宿泊業、飲食
サービス業

熊本県
熊本県八代市旭中央通５－
９

2833
（有）総合びよう松田美容
院

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県 熊本県八代市花園町５－６

2834 （有）フーズ・ジョイ 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町下
宮地１１３５－３

2835
（有）ティーエスライティ
ング

建設業 熊本県
熊本県熊本市南区近見７－
４－１２

http://sites.google.com/site/tslighting1986/

2836 ビクトリー（株）
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

熊本県
熊本県八代市横手新町１４
－１８

2837 久住農産 製造業 大分県 竹田市久住町

2838
阿部貢社会保険労務士・行
政書士事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 大分市北鶴崎

2839 特定非利活動法人すばる 医療・福祉 大分県 大分市大字木上 http//www.subaru2004.org



2840 ㈱Ｂｒａｎｃｈ
学術研究・専
門・技術サービ
ス業

大分県 中津市牛神町

2841 金只建材工業㈱ 建設業 大分県 津久見市新町 http//www.kanetada.net

2842 おおいたもやし協業組合 農業・林業 大分県 大分市大字下戸次

2843
医療法人善信会　堀田クリ
ニック

医療・福祉 大分県 日田市新冶町 http//www.morita-clinic.com

2844 （有）　マ　エ　ダ 卸売業、小売業 宮崎県 宮崎市大橋２－２１６－５ http://www.p-maeda.com

2845 　美　鈴　館
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 延岡市大貫町5-1610-1 http://www.misuzukan.jp

2846 Ｌ．　Ｉ．　.Ｂ．（株）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
宮崎市新別府町薦藁７１６
－１

http://www.green-5.net

2847 （株）b a l a n c e
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町前浜４２
７６－３７６

2848
竹本　社会保険労務士事務
所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県
都城市志比田町４９４９－
１

2849
ドゥースダイニング　ウィ
ング

宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
宮崎市南方町札立６４８－
２

2850 雑貨＆カフェ　民 卸売業、小売業 宮崎県 日向市大字幸脇９３３ http://min.her.jp
2851 AMANETソリューションズ 情報通信業 鹿児島県 奄美市名瀬朝日町３１－８

2852
HAIR LOUNGE　THREE　BEE
（ｽﾘｰﾋﾞｰ）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

沖縄県
那覇市首里寒川町2-29-7
B-1

http://www.three-bee.jp

2853
Okinawa bakery　ippe
coppe（ｲｯﾍﾟｺｯﾍﾟ）

卸売業、小売業 沖縄県 浦添市港川2-16-1　No.26 http://www.ippe-coppe.com

2854
株式会社　琉球人材派遣セ
ンター

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄市室川2-8-13　平良
AP103号

http://www.mco.ne.jp/~hk1969

2855
株式会社　Ｃ＆Ｃアソシエ
イツ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

沖縄県 那覇市泉崎2-2-7　2Ｆ http://cca-co.jp

2856 オフィスあるふぁ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

沖縄県
浦添市内間5-1-18　マン
ションくしばる101

http://alpha.pluto.syucom.jp

2857
Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｍｏ
ｋｕ

生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
うるま市赤道249-1　小川
ハイツ1Ｆ

2858 在宅複合型施設　羽地苑 医療、福祉 沖縄県 名護市我部祖河829番地
2859 恩納村漁業協同組合 漁業 沖縄県 恩納村字前兼久59
2860 とけし商事㈱ 卸売・小売業 沖縄県 北谷町字浜川202番地

2861
社会福祉法人おおぞら福祉
会　　　　　　　おおぞら
南保育園

教育、学習支援
業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1356-6

2862 (有)プカラス不動産 不動産業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1517-14

http://www.pcarass.com/

2863 株式会社　コクワシティ 不動産業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
584

http://www.kokuwacity.co.jp/

2864
HandmadeJewefru　ＤＥＳ
ＬＩＤ（ﾃﾞｽﾞﾘｰ）

卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
572

http://www.deslie.jp/

2865
有限会社　パラダイスアメ
ニティ

サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
867-1

http://110ban.co.jp/

2866 株式会社　エコピット
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字久貝
686-7

http://eco-pit.jp/company

2867
イタリアン料理　ドンコ
リーノ

飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
269-2

http://www.doncolino.com/

2868 シーサーモノガタリ 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字松原
1135-6

http://seasah.net/

2869 ㈱ワタナベ 卸売・小売業 福岡県 福岡市東区松田1-4-25

2870 ㈱エイムズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市博多区博多駅東2-5-
21　博多ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ6F

2871 のもと整骨院 医療、福祉 福岡県
筑紫郡那珂川町片縄12-1
ﾌﾛｰﾗﾙ片縄1階

2872 ㈲伽昇　(ｶｼｮｳ) 飲食店、宿泊業 福岡県
福岡市博多区上川端町6-
135

2873 ㈲いきさん牧場 製造業 福岡県 糸島市二丈深江1296 http://www.e-buta.com



2874 ㈲D.D.Company 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区舞鶴1-3-5 http://ono-group.com

2875 ネクサス㈱ 不動産業 福岡県
福岡市中央区天神3-10-32
ﾛｾﾞ天神5F

http://nexus.cbiz.co.jp

2876
社会保険労務士事務所リン
クスHRコンサルティング

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区麦野1-1-18-
105

http://www.linxs.jp

2877 レインボーフードサービス 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市東区馬出2-1-6
2878 博多港開発㈱ 不動産業 福岡県 福岡市博多区沖浜町12-1 http://www.port-hakata.co.jp

2879 NPO法人ニコちゃんの会 医療、福祉 福岡県 福岡市城南区桶井川6-37-8 http://www.nicochan.jp

2880
㈱マル・ベリー・プロモー
ション

サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県
福岡市中央区天神2-3-36
ｉｂｂ fukuoka 407号

http://www.mul-berry.com/

2881 GUSK　(ｸﾞｽｸ) 情報通信業 福岡県 福岡市中央区西中洲12-13 http://whatz.jp/
2882 ㈱たんぽぽ 医療、福祉 福岡県 福岡市南区長住2-22-31

2883
コマーシャルモールはり灸
整骨院

医療、福祉 福岡県 福岡市博多区東光寺2-6-40

2884 ロコハ鍼灸整骨院 医療、福祉 福岡県
福岡市中央区渡辺通り4-1-
36-6F

2885 ひさつね整骨院 医療、福祉 福岡県 糟屋郡篠栗町尾仲66-1

2886 Marblehair (ﾏｰﾌﾞﾙﾍｱｰ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
糟屋郡新宮町夜臼6-7-7-
103

2887 とみおか整骨院 医療、福祉 福岡県 糸島市前原1026-6
2888 とり勝 (ﾄﾘｶﾂ) 飲食店、宿泊業 福岡県 福岡市中央区鳥飼3-4-20
2889 ㈱エルーチェ 医療、福祉 福岡県 宗像市田久724-1

2890 ㈱MAHINA (ﾏﾋﾅ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区天神2-2-12

2891 ㈱マツレン 卸売・小売業 福岡県 飯塚市徳前2-9 http://matsuren.com/

2892
T.A.S hair works (ﾀｽﾍｱｰ
ﾜｰｸｽ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 飯塚市若菜259-81 http://tas-hairworks.net/

2893 フリック
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 筑紫野市原田7-2-11

2894
Photo Studio OBARU (ﾌｫﾄ
ｽﾀｼﾞｵ ｵﾊﾞﾙ)

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区平尾5-14-30-
503

2895 福岡ガーデンパレス写真室
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神4-8-15-
4F

2896
社会福祉法人大井会　大井
保育園 (ｵｵｲﾎｲｸｴﾝ)

医療、福祉 福岡県 福岡市博多区大井2-7-12 http://ooi-hoikuen.com/

2897 ㈱諒設計 (ﾘｮｳｾｯｹｲ)
教育、学習支援
業

福岡県
福岡市中央区天神2-7-21
天神プライムビル9F

https://www.designlearn.co.jp/

2898
㈱新生技術開発研究所 (ｼﾝ
ｾｲｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ)

教育、学習支援
業

福岡県
福岡市中央区天神2-7-21
天神プライムビル9F

https://www.saraschool.net/

2899
ファンタジスタｎｅｔ㈱
(ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀﾈｯﾄ)

情報通信業 福岡県
福岡市中央区大名2-10-39
サンマリノビル3F

http://www.pchoice.com/

2900
社会保険労務士法人マッチ
アップ

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市東区多の津1-14-1
FRCビル9F

http://www.e-roumu.com/

2901
きりんはり灸整骨院　佐賀
院

医療、福祉 佐賀県 佐賀市鍋島3-6-16

2902 博多の森はりきゅう整骨院 医療、福祉 福岡県 糟屋郡志免町別府西2-20

2903 きりんはり灸整骨院 医療、福祉 福岡県
糟屋郡志免町志免中央3-7-
1

2904 ㈲ビッグウイング 卸売・小売業 福岡県 飯塚市若菜239-1
2905 ㈱キャッスルハウス 不動産業 福岡県 福岡市城南区片江5-1-45 http://castlehouse.jpn.com/

2906 志免町整骨院 (ｼﾒﾏﾁｾｲｺﾂｲ 医療、福祉 福岡県 糟屋郡志免町田富4-3-3 http://www.shimemachi.com/

2907 ㈱ｔｕｕｌｉ (ﾄｩｰﾘ)
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-12-26
ビエント336　201

2908
社会保険労務士 伊藤誠彦
事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市東区八田２－１－２
９

http://srs110.com/

2909 ほーるど kid's room
教育、学習支援
業

福岡県
久留米市津福今町４４８－
１

http://hold.jp.net

2910 フリーヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 大川市榎津６６９ http://free.karou.jp/

2911 ㈱よだ整骨院 整骨院業 福岡県 京都郡苅田町南原1612

2912 ㈱パワーミート 精肉業 福岡県
北九州市小倉北区末広二丁
目3-4

2913 ㈲ワンダー ハピネス赤坂 介護事業 福岡県
北九州市小倉北区須賀町
14-14

2914 社会福祉法人 いわき福祉 社会福祉業 福岡県 北九州市戸畑区新川町3-33



2915 花水木 生花店 福岡県
北九州市小倉北区中井1丁
目6-12

http://hana-mizki.com

2916 日本ライフサポート（株）
オール電化の販
売

福岡県
北九州市小倉南区朽網東5
－21－8

2917 (有)グランアミーゴ 不動産販売業 福岡県 豊前市大字八屋2251-4 www.zennichi.net/m/gran-amigo/kaisha.asp

2918
株式会社ダイナリィビジネ
ス学院

教育サービス業 福岡県
北九州市小倉北区中島1丁
目17-13

http://www.dynary.co.jp

2919 (有)ネイルスターズモモ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
嘉穂郡桂川町大字寿命２０
８－１

2920
(有)海樹ＥＤＵＣＥ－ＵＰ
２１

教育、学習支援
業

福岡県
筑紫野市大字筑紫７５３－
３７

2921 トライアップ　坂田雅宏
鉱業・採石業・
砂利採取業

福岡県 行橋市草野６３－２

2922 有限会社　ビックウイング
サービス業（他に
分類されないも
の）

福岡県 嘉麻市岩崎８２１番地

2923 (有)パナックスカトー 卸売・小売業 福岡県
鞍手郡小竹町大字勝野４０
５３－６

2924 有限会社 武村工務店 建設業 佐賀県 小城市三日月町長神田104

2925 株式会社 ハレノヒ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市柳町4-16 http://halenohi.com/

2926 株式会社 ユーボー 建設業 佐賀県 唐津市夕日91番地

2927 株式会社 ぷらざ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県
佐賀市鍋島町森田916クレ
オパーク鍋島

http://plaza-saga.com

2928 株式会社 匠建創 建設業 佐賀県 鳥栖市本町2丁目1442-1 http://www.saga-imamura.jp

2929
株式会社N.A.R.A　美容室
DALI

生活関連サービ
ス業、娯楽業

佐賀県 佐賀市唐人1丁目6-1 http://www.dali-group.org/

2930 有限会社　ジーンスレッド 製造業 佐賀県 杵島郡白石町大字深浦144 http://www.genethread.net

2931
株式会社　ＡＱＵＡＰＡＳ
Ｓ

製造業 佐賀県
西松浦郡有田町北ノ川内
325-3

http://www.aquapass.net

2932 石井物産　株式会社 卸売業、小売業 佐賀県 伊万里市大川内町丙2423-2

2933
株式会社　カーウオッシュ
ワン

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
伊万里市大坪町丙2074番地
1号

2934
肥前マルキュー整備　株式
会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

佐賀県
佐賀県武雄市北方町大字志
久890番1

2935 有限会社　サン・プロ 卸売業、小売業 佐賀県
杵島郡江北町大字惣領分
2458番地

http://www.e-sun-pro.com

2936 株式会社　丸兄商社 卸売業、小売業 佐賀県
西松浦郡有田町中樽1丁目4
番28号

2937 ＩＭＡＲＩ　株式会社 製造業 佐賀県 伊万里市大川内町甲984-3

2938 有限会社　大石鉄工 製造業 佐賀県
伊万里市東山代町東大久保
1205-3

2939 株式会社　夜灯見荘
宿泊業、飲食
サービス業

佐賀県 藤津郡太良町大浦丙614 http://www.takezakikani.com

2940 森鉄工　株式会社 製造業 佐賀県 鹿島市大字井手2078 http://www.moriiron.com

2941 ＡＳＤ（株） 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市中央区紺屋今
町１－５　熊本辛島公園ビ
ル304

http://www.asd-inc.jp

2942 ロビン熊本販売（株） 卸売業、小売業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎１－
５－６４

2943 ＬＵＣＵＲｇｒｏｕｐ
サービス業（他に
分類されないも
の）

大分県 中津市大字万田

2944 小田工業 製造業 大分県 大分市汐見
2945 ㈱カワベ 製造業 大分県 豊後大野市三重町
2946 医療法人善和会 医療・福祉 大分県 大分市大字田原字深田

2947
（株）ＴＭＫ
corporation

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮崎県 西都市妻町３－１２９ http://www.tmk-c.com

2948 （株）福　田 卸売業、小売業 宮崎県 延岡市卸本町５－５１ http://www.fuku-sho.jp

2949 （株）白　雉
宿泊業、飲食
サービス業

宮崎県
宮崎市霧島３－３６－１
第11ｼｬﾄｰﾓﾘｵｶ503

2950
（医療）　高信会　辰元病
院

医療・福祉 宮崎県
宮崎市高岡町飯田２０８９
－１



2951
（医療）　高信会　介護老
人保健施設　信愛ホーム

医療・福祉 宮崎県 宮崎市高岡町内山２４２４

2952
（医療）高信会　このはな
介護老人保健施設

医療・福祉 宮崎県
宮崎市大字浮田１６７７－
３

2953
（医療）高信会　まごころ
グループホーム

医療・福祉 宮崎県 宮崎市郡司分乙８０２

2954
（社会）信愛会　特別養護
老人ホーム　裕生園

医療・福祉 宮崎県
宮崎市高岡町内山２４０７
－３

http://www.sin-ai-kai.jp

2955 （一般）辰　元　会
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

宮崎県 宮崎市高岡町飯田３２３

2956 （株）高岡医療サービス 医療・福祉 宮崎県
宮崎市高岡町飯田２０８９
－２

2957 （株）宮崎医療サービス 医療・福祉 宮崎県 宮崎市郡司分乙７９９－１

2958 ＰＯＲＴ　of　ＣＡＬＬ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

宮崎県 宮崎市柳丸町３８－１ http://www.portofcall-hair.com

2959 （株）カイホウ 医療・福祉 宮崎県 延岡市無鹿１－２１４８ http://www.ds-acta.com

2960
特定非営利活動法人　Ｒe
・ Life

医療・福祉 宮崎県 宮崎市大橋２－１６７

2961
ＮＰＯ法人かごしま企業家
交流協会

分類不能の産業 鹿児島県
鹿児島市新屋敷町１６番
405号

2962
骨盤矯正×リンパドレナー
ジュ専門院　ＥＬＬＹ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市荒田１丁目４０－
１１トーカンマンション１
Ｆ

ｅｌｌｙｂｏｄｙ.com

2963 株式会社美映 建設業 鹿児島県
姶良市加治木町木田５７－
１

2964 有限会社増田畳店 製造業 鹿児島県
鹿児島市坂元町２９７８－
５

2965 有限会社今島石油 卸売、小売業 鹿児島県
霧島市溝辺町麓２６６０－
１

2966 ヘアステージ　アドア
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
曽於市末吉町二之方６０１
５－１

2967 株式会社石谷 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市石谷町１１５５－
３

2968
株式会社ＦＡＲ　ＥＡＳＴ
ＯＲＩＧＩＮＡＬ

宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県
鹿児島市加治屋町９番12号
ＣＡＳＡ912　20Ｂ号

2969 鹿屋福祉サービス株式会社 医療、福祉 鹿児島県 鹿屋市旭原町2708-4

2970
NPO法人愛訪会ワークセン
ター藤の森

医療、福祉 鹿児島県
愛撫獅子有明町蓬原1421番
地

http://www.5synapse.ne.jp

2971 株式会社　ＹＡＫＩＴＡ 医療・福祉 沖縄県 那覇市辻2-4-1

2972
株式会社　オムニバスワン
ダーラボ

情報通信業 沖縄県
那覇市銘苅2-3-1　なは市
民協働プラザ401

http://omwonlab.com

2973 （有）介護センター 医療、福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根894-3

http://www2.miyako-ma.jp/kaigo117/

2974 （株）伊山産業 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字東仲
宗根894-3

http://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=KN4700060700050379

2975 （有）宮通企画
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1173--18

http://townpage.goo.ne.jp/shopdetail.php?matomeid=KN4700060700046967

2976 エフエムみやこ76.5ＦＭ
サービス業（他に
分類されないも
の）

沖縄県
沖縄県宮古島市上野字野原
1190-188

http://www.fm-miyako.com/

2977 廻鮮すし中山 飲食店、宿泊業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
1-10

http://hirokouji.ti-da.net/e3125246.html

2978 宮古通運（株） 運輸業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字西里
13-12

http://www.mapion.co.jp/phonebook/M21006/47214/0980724900-001/

2979 フクダ株式会社 建設業 鹿児島県
鹿屋市串良町岡崎2100番地
7

2980 鹿児島総合食品 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市今坂町9982-14

2981 株式会社岡崎鶏卵志布志店 卸売・小売業 鹿児島県
志布志市志布志町志布志
3228-7

http://ok-sibusi.jp

2982 株式会社ひろ工房 建設業 鹿児島県 曽於郡大崎町神領2134-3

2983
有限会社黒木石油店（サロン

ドボーテＫ）
卸売・小売業 鹿児島県

鹿児島県肝属郡南大隅町根
占河北1275-5

2984 株式会社覚富 製造業 鹿児島県
鹿児島県志布志市有明町原
田1675-1



2985 株式会社南光 農業・林業 鹿児島県
鹿児島県鹿屋市大浦町
14466-3

2986
かさも社会保険労務士行政
書士事務所

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿屋市新川町283-18

2987 有限会社田畑工業 建設業 鹿児島県 曽於郡大崎町永吉2287-2
2988 はまよし株式会社 製造業 鹿児島県 鹿屋市郷之原町12400-1 http://www.b-post.com/hamayosi/

2989 有限会社共同建設 建設業 鹿児島県 鹿屋市下高隈町5494-4 http://kyoudoukensetsu.com/


