
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社トゥルース
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市柳丸町13-1 ｵｰｳﾞｨｼﾞｮﾝ柳
丸1105

2 有限会社白水舎乳業 製造業 宮崎市宮崎駅東3-2-15 http://hakusuisha.jp

3 社会保険労務士鬼塚事務所
専門・技術サー
ビス業

西都市聖陵町2-31

4 有限会社奥口商店 卸売・小売業 西都市小野崎1-61 http://okuguchi.jp
5 合同会社ＹＲＳ 医療・福祉 都城市郡元町2993-1 http://s-seishindo.jp

6 有限会社九州福祉サビス 医療・福祉
宮崎市一の宮町65番地 金丸ﾋﾞﾙ
1階

7 東洋はり灸整骨院はるひ 医療・福祉 西都市大字妻1665-1 https://www.toyo-haruhi.com

8 有限会社魚人 卸売・小売業 延岡市稲葉崎町2-133

9 玉江社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市大島町平原915-34

10 株式会社増田工務店 建設業
児湯郡高鍋町大字北高鍋4750番
地

http://www.masuda-co.com

11 碕山鉄工建設株式会社 建設業 小林市堤2980番地 https://www.sakiyama-tk.net

12 株式会社ＡＵＲＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市永楽町40-1 http://www.aura-hair.net

13 株式会社伝
専門・技術サー
ビス業

西臼杵郡高千穂町三田井1425-1 http://den55.com

14 合同会社ｆｒａｉｓｅ 医療・福祉
宮崎市大王町74-3 東大王ﾋﾞﾙ
201

http://fraise.waku2-shop.com

15 ＫＩＯＬＡ　ＳＰＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市丸島町2-22 AKHR101 http://www.kiolaspa.com

16 株式会社岩木 卸売・小売業 延岡市稲葉崎町2-133 http://iwaki.co.jp
17 株式会社Ｋａｔａｔｉｕｍ 情報通信業 宮崎市末広2丁目1-6 http://katatium.co.jp
18 有限会社フジサン包装 卸売・小売業 宮崎市波島2丁目1番36号
19 安楽歯科医院 医療・福祉 都城市年見町17-4 http://anraku-dental.com

20 株式会社九州ガードシステム
その他のサービ
ス業

宮崎市大塚町流合5115番地5 http://www.kyushu-guard.jp

21 株式会社ゆずり葉 医療・福祉 宮崎市大字新名爪4450-1 http://www.yuzuriha-n.jp

22 hairmake HEART
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市松橋2丁目1-27

23 都城木材株式会社 製造業 都城市吉尾町758番地1 http://www.m-mokuzai.co.jp

24 株式会社南日本環境センター
その他のサービ
ス業

延岡市小野町4138-1 http://www.m-kankyo.com

25 株式会社前畠商店 卸売・小売業 小林市細野7番地
26 有限会社丸十 卸売・小売業 串間市西方5739-10

27 有限会社東広告社
専門・技術サー
ビス業

宮崎市神宮1丁目141 http://www.ad-higasi.co.jp

28 株式会社3NAILS ｱﾝﾄﾞ Lecura
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市橘通東3-6-37

29
宮崎県生コンクリート工業組
合

その他のサービ
ス業

宮崎市新別府町薦藁1948番地 http://www.namakon.com

30 株式会社トーエイ電設 建設業 都城市志比田町4771-1 http://www.toei-densetu.com

31 有限会社郡鉄工所 製造業
東諸県郡国富町大字本庄543番
地
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32 有限会社ピットイン松本
その他のサービ
ス業

延岡市粟野名町1783番地

33
オフィス・ケイ　宮崎オフィ
ス

教育・学習支援
業

宮崎市大塚台西2-1-3 ｻﾝﾗｲﾄ商
店街3-202

http://shukatsu-otasuke.jp

34 有限会社大臣 飲食店・宿泊業 延岡市松原町3丁目8890-17

35 パーマ屋　まぁ～ぶる
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市浜町595-21

36 株式会社蔵元 医療・福祉 宮崎市田野町甲1671-3
37 株式会社服地のサカモト 卸売・小売業 宮崎市橘通東3丁目4番10号

38 小林まちづくり株式会社
その他のサービ
ス業

小林市細野1899-3 http://www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi/kobayashimachi

39
有限会社大賀コーポレーショ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市橘通西2丁目7-27

40 橋谷鈑金
専門・技術サー
ビス業

宮崎市阿波岐原町前浜4276-194

41 有限会社山本石油 卸売・小売業
東臼杵郡門川町南町3丁目18番
地

http://yamamoto-sekiyu.com

42 有限会社サイトー化粧品店 卸売・小売業 児湯郡高鍋町大字北高鍋227

43 有限会社五郎倶楽部
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市新別府町前浜1401-57 http://goro56.com

44 都城生コン株式会社 製造業 都城市神之山町1788番地
45 MAHALO DOUGHNUT LABO 飲食店・宿泊業 宮崎市宮崎駅東3-5-5 http://www.mahalodoughnut.com

46 株式会社お菓子の昭栄堂 卸売・小売業 都城市甲斐元町1-28 http://shoeido-okashi.com

47 オフィス　ナカガワ
専門・技術サー
ビス業

延岡市桜ｹ丘2-6961-5

48
リラクゼーションサロン
いまここ。

生活関連サービ
ス・娯楽業

日向市上町2-14 http://imacocom.wixsite.com/imacoco-jp

49 株式会社協和精機 製造業 日南市南郷町中村乙1735番地 http://mold-kyowa.co.jp

50 株式会社結 医療・福祉 都城市高崎町大牟田1999番地22

51 ライフ・サポートＹＯＵ
専門・技術サー
ビス業

宮崎市大字柏原640-5

52 甲斐博行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

延岡市出北4丁目2440-3 http://kai-syaroushi.com

53 ミヤザキフード株式会社 卸売・小売業 延岡市大武町1323番地185

54 美容室　アン・フェネ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市祇園2丁目122 http://an-fene.jp

55 Ｈａｉｒ　Ｒｕｂｉｓ
専門・技術サー
ビス業

延岡市構口町1丁目81

56 株式会社Ｄ．Ｏ．Ｃ 飲食店・宿泊業 延岡市緑ヶ丘2丁目17-37
57 早川しょうゆみそ株式会社 製造業 都城市西町3732番地 http://www.hayakawa-sm.co.jp

58 株式会社マルイチ 卸売・小売業 日向市江良町4丁目110-3 http://www.super-maruichi.jp

59 アーユス
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市阿波岐原町2728-1 http://ayus.asia

60 合同会社ライブビジネス
教育・学習支援
業

宮崎市江平西1-2-27 第3丸三ﾋﾞ
ﾙ

https://www.livebusiness.jp

61 アサヒテック株式会社 建設業
宮崎市佐土原町下田島11247番
地

62 株式会社クワハタ 製造業
北諸県郡三股町大字宮村1232番
地2

http://www.kuwahata.net

63 株式会社アンレーヴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市高千穂通2丁目5番36号
宮崎25ﾋﾞﾙ7階

64
特定非営利活動法人
Ｒｅ・Ｌｉｆｅ

医療・福祉 宮崎市大橋2丁目167番地 http://relife-neiro.org

65 株式会社カイホウ 医療・福祉 延岡市無鹿町1丁目2148番地 http://ds-acta.com

66 株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市柳丸町38-1 http://portofcall-hair.com

67 株式会社宮崎医療サービス 医療・福祉 宮崎市郡司分乙799-1
68 株式会社高岡医療サービス 医療・福祉 宮崎市高岡町飯田2089-2

69 一般社団法人辰元会
専門・技術サー
ビス業

宮崎市高岡町飯田323

70
社会福祉法人　信愛会
特別養護老人ホーム　裕生園

医療・福祉 宮崎市高岡町内山2407-3

71
医療法人社団　高信会
まごころグループホーム

医療・福祉 宮崎市郡司分乙802



72
医療法人社団　高信会
このはな介護老人保健施設

医療・福祉 宮崎市大字浮田1677-3

73
医療法人社団　高信会
介護老人保健施設　信愛ホー
ム

医療・福祉 宮崎市高岡町内山2424

74
医療法人社団　高信会
辰元病院

医療・福祉 宮崎市高岡町飯田2089-1

75 株式会社白雉 飲食店・宿泊業
宮崎市鶴島3丁目36-1 第11ｼｬﾄｰ
ﾓﾘｵｶ503号

https://www.shirokiji.com

76 株式会社福田 卸売・小売業 延岡市卸本町5-51 http://www.fuku-sho.jp

77 株式会社TMKcorporation
その他のサービ
ス業

西都市妻町3-129 http://www.tmk-c.com

78 雑貨＆カフェ　民 卸売・小売業 日向市大字幸脇933 http://min.her.jp

79
ドゥースダイニング　ウィン
グ

飲食店・宿泊業 宮崎市南方町札立648-2 https://dd-wing.jimdo.com

80 竹本社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

都城市志比田町4949-1

81 株式会社ｂａｌａｎｃｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市阿波岐原前浜4276-376

82 Ｌ．Ｉ．Ｂ．株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市新別府町薦藁716-1 http://www.green-5.net

83 美鈴館
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市大貫町5-1610-1 http://www.misuzukan.jp

84 有限会社マエダ 卸売・小売業 宮崎市大橋2-216-5 http://p-maeda.com
85 株式会社ＫＥＩＪＩ 医療・福祉 宮崎市恒久5丁目15-6

86
株式会社ＯＦＡ「福祉サービ
ス事業所　ポノ・ポノ」

医療・福祉 宮崎市大橋2丁目149-1 http://ponopono.sakura.ne.jp

87 サロンド・ベル
生活関連サービ
ス・娯楽業

都城市都北町5431-1

88 株式会社伸東建設 建設業 宮崎市新城町5-3

89 株式会社穏和
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市青葉町145-2 http://on-wa.com

90 スパークジャパン株式会社 情報通信業 宮崎市柳丸町85番地 http://www.sparkjapan.co.jp

91 株式会社侑 卸売・小売業
児湯郡高鍋町大字高鍋町684-6
SUZUYAⅡﾋﾞﾙ2F

http://yuu-in.com

92 ショウライツクール
教育・学習支援
業

宮崎市吉村町大田ヶ島甲410-4

93 虹工房 建設業 日向市大王町1丁目15-3 http://www.nijikoubou.com

94 社会福祉法人風舎 医療・福祉 日向市富高6522番地 http://www.fu-sha.jp
95 有限会社新電気 卸売・小売業 宮崎市青島西2丁目7番地2
96 とやま整骨院 医療・福祉 宮崎市京塚2-4-14 http://www.toyamaseikotsu.net

97
吉田操代社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

宮崎市大字島之内9218-12

98 株式会社ＭＡＤＥＩＮ綾 飲食店・宿泊業
宮崎市広島1-17-21 ﾎﾟﾚｽﾀｰｱｰﾊﾞ
ﾝｼﾃｨ広島306

99 有限会社蔵コーポレーション 飲食店・宿泊業 宮崎市大字赤江75-5 http://www.kura.co.jp
100 株式会社りょう 飲食店・宿泊業 宮崎市広島2丁目5番22号
101 有限会社直ちゃんラーメン 飲食店・宿泊業 日南市岩崎2丁目10-6 http://naochan.jp

102 ヘアメイク　レーヴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市大塚町地蔵田4637-2 http://www.reve04.com

103 ｂｌｅｓｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市瀬之口町1-2-6-2F http://www.blesshair.jp

104 ふくなが社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市北高松町1-9 http://fukunagasr.com

105 ごとう鍼灸整骨院 医療・福祉 宮崎市江平東2-8-6 http://g-seikotu.sunnyday.jp

106
Pit’a Pat
総合 music school

教育・学習支援
業

宮崎市橘通西3丁目10-36 西村
ﾋﾞﾙ5階

http://www.pitapatstudio.com

107 美容室　グリップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市幸町1-58 中村ﾏﾝｼｮﾝ101

108 ハグ(Hug)
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市本小路79-1

109 Nails Beans. b株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市神宮2丁目2-92 くすの木
ﾋﾞﾙ2F

http://beans2-nail.com

110 あけぼの運転代行 運輸業 延岡市中央通1丁目4-8



111
川﨑光一社会保険労務士・行
政書士事務所

専門・技術サー
ビス業

宮崎市宮田町4-6 宮崎専門店会
会館2F

http://sr-k.co.jp

112 株式会社あうわ 飲食店・宿泊業 宮崎市清武町大字加納甲1021-4 http://www.auwa-tomato.com

113 株式会社バッグのあつた 卸売・小売業 宮崎市桜ｹ丘町8番7号 https://www.atsuta-bag.com

114 有限会社岩村建設 建設業 児湯郡高鍋町大字北高鍋3248

115 Ａｎｅｒａ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

都城市年見町18-10 ﾆｭｰｻﾝｼﾃｨｰ
ｺｰﾌﾟ1F

http://anera-hair.com

116 ヘアーホット　ココア
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市大貫町5-1628-4

117 合資会社柳田ビューティ社
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市萩町129

118 株式会社新緑園 卸売・小売業 児湯郡新富町大字新田15530-2 http://www.shinryokuen.net

119 株式会社餃子の馬渡 飲食店・宿泊業 児湯郡高鍋町大字北高鍋5180 http://mawatari.net
120 レノン 飲食店・宿泊業 宮崎市橘通西3-2-7 ｱｻﾋﾋﾞﾙ1階

121 株式会社ＧＩＧエコラボ
その他のサービ
ス業

宮崎市佐土原町下田島9468-1 http://gigecolabo.com

122 有限会社プラネット　ノア
専門・技術サー
ビス業

宮崎市鶴島2-9-6 402号室 http://plannet-noah.jp

123 株式会社ＯＳＣ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市新城町47番地 1F http://seido-miyazaki.com

124 株式会社日豊
その他のサービ
ス業

東臼杵郡門川町大字門川尾末
10460-1

http://miyazaki-nippo.com

125
有限会社フラワーショップ
マルイ

卸売・小売業 小林市細野2152

126 佐藤建設株式会社 建設業 宮崎市大塚町京園3182-2 http://www.shizen-ya.jp

127
ハワイアンショップ　ハノハ
ノ

卸売・小売業 宮崎市新別府町薦藁712-5 http://hano-hano.com

128 株式会社白谷塾
教育・学習支援
業

延岡市平原町1丁目1403-1 http://shiratanijuku.jp

129 辛麺屋　喜多楼 飲食店・宿泊業 延岡市船倉町2丁目5-7

130
ペットサロン＆Café
ＲＡＭ＆ＪＵＡ

専門・技術サー
ビス業

延岡市大貫町4丁目21210-1 http://ramjua.com

131 有限会社みやざき保険管理 金融・保険業 日向市鶴町2丁目11-1 http://www.miyaho.co.jp

132
株式会社大和
蔦屋小林店

不動産業 小林市本町12 http://www.i-daiwa.com

133
株式会社大和
プラッセだいわえびの店

卸売・小売業 えびの市向江554-1 http://www.i-daiwa.com

134
株式会社大和　プラッセだい
わファッション館小林店

卸売・小売業 小林市細野1976-1　2階 http://www.i-daiwa.com

135 株式会社キューピース
専門・技術サー
ビス業

宮崎市清水1丁目9-28 ひめのﾋﾞ
ﾙ203

http://qpiece.co.jp

136 ラヴ・ビューティー
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市松山1丁目1-1 宮崎観光ﾎ
ﾃﾙ西館地下1階

137 ＡＦＦＥＴＴＯ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市大塚町水流5187-1 https://affetto-healing.jimdo.com

138 有限会社若山デンソー
その他のサービ
ス業

児湯郡高鍋町大字持田3000番地
2

139 高鍋産業株式会社
教育・学習支援
業

児湯郡高鍋町大字持田1700 https://takadora.jimdo.com

140
Ｓａｌｏｎ・ｄｅ・ｂｉｊｏ
ｕ合同会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市松原町1丁目2-20

141
有限会社トムソーヤアップ
ワード

卸売・小売業 延岡市富美山町1175番地243

142 有限会社インテリアかなさき 建設業 児湯郡高鍋町大字北高鍋78-1

143 モーターガレージ・クマモト
その他のサービ
ス業

児湯郡高鍋町南高鍋9159

144 有限会社エ・パングル
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市西池町7-24 ｴｲﾙﾏﾝｼｮﾝ206

145 ヘアーデザインＡＴＯＲＩ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市大字芳士623-1 http://atori.in.net

146 有限会社日向栄進産業 建設業 宮崎市田代町111番地 http://himukaeishin.jp

147
株式会社トヨタレンタリース
宮崎

その他のサービ
ス業

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

148 有限会社よこやまでんき 卸売・小売業 宮崎市潮見町151-1 http://yokoyamadenki.com



149 株式会社こもれび 医療・福祉 宮崎市大島町前田338-1
150 クルサス株式会社 情報通信業 宮崎市霧島3-96-2 http://cursus.jp
151 亀崎木工 製造業 日向市亀崎東1-23
152 株式会社日本剣道具製作所 製造業 西都市大字下三財3436
153 株式会社ＭＡＣ 卸売・小売業 串間市大字西方14769

154
有限会社セブンプラザかいで
んき

卸売・小売業 串間市寺里2-8-9

155 株式会社Ｄ－ｒｅｃｔ
その他のサービ
ス業

宮崎市高洲町268-76 TRH
sophia 201号

https://d-rect.jp

156 彩鍼堂整骨院 医療・福祉 宮崎市大王町75-3
157 有限会社岡田花店 卸売・小売業 延岡市中川原町1丁目4508

158 株式会社ターミナル 卸売・小売業
宮崎市橘通東3丁目3番12号 ﾎﾟｰ
ﾙｽﾀｰﾋﾞﾙ1階

http://www.terminal-web.jp

159 明朗会ななえ福祉作業所 医療・福祉 都城市南鷹尾町18-23 http://nanae-meirou.or.jp

160
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

延岡市東本小路121番地1 中小
企業振興ｾﾝﾀｰ2F

161 有限会社アミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市新町2-1

162 寿石油有限会社 卸売・小売業 児湯郡高鍋町大字北高鍋1260-3
163 株式会社アンティ 不動産業 宮崎市新城町42-1 https://www.amty.jp

164 株式会社大成グループ 医療・福祉
東諸県郡綾町大字北俣字灰原
428-1

http://taisei-group.com

165 有限会社花いちもんめ 飲食店・宿泊業 児湯郡高鍋町大字高鍋町706

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

http://oct-pro.net

167 Office Call-T 情報通信業
宮崎市吉村町大町前甲2255-5-
3F

http://call-t.net

168
株式会社ひむか流通ネット
ワーク

情報通信業 宮崎市北川内町下釘崎5539 http://www.hdnc.jp

169 有限会社一徹 飲食店・宿泊業
児湯郡高鍋町南高鍋字奥の下
7029

170 株式会社ナチュラル・イング 建設業 宮崎市谷川2丁目12-24 http://www.natural-ing.com

171 有限会社ＫＭＪカンパニー 飲食店・宿泊業 宮崎市清水2-8-32

172 株式会社そよ風ツーリスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市松橋1丁目6-36

173 花の店カラフル・カラフル 卸売・小売業 宮崎市北権現町268-3 http://www.colorfulcolorful.com

174 株式会社カワコ電水社 建設業 小林市真方426-2 http://www.kawakodensuisya.co.jp

175
有限会社ベリー　エステサロ
ンいであ

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市大王町74-3 東大王ﾋﾞﾙ
203

http://www.idea-berry.com

176 美容室　アングル　ムラカミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市吉村町大町甲1919-13

177
Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｙ to
Ｒ

生活関連サービ
ス・娯楽業

都城市南鷹尾町18-30 http://www.nail-ytor.com

178 Ｔ－ＦＡＲＭ對田龍二 農業・林業 宮崎市学園木花台桜1丁目13番5
179 株式会社わかばんち 医療・福祉 宮崎市本郷2丁目11番2号 http://www.wakaba2601.jp

180 株式会社わかば 医療・福祉
宮崎市大字本郷北方字池田
4477-4

http://www.wakaba2601.jp

181 有限会社五色木材 卸売・小売業 宮崎市大字芳士1676-1

182 合同会社A-style
生活関連サービ
ス・娯楽業

都城市中町13-22 野口ｽﾎﾟｰﾂ2階

183
有限会社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

小林市細野105番地1 https://kiri-con.jimdo.com

184 株式会社アルファ 医療・福祉 都城市蓑原町3222-3

185 株式会社プランクス
生活関連サービ
ス・娯楽業

日南市飫肥5-1-35 https://www.plumks.info

186 吉田社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市大字小松1763番地43

187 株式会社宮元電設 建設業 日南市大字星倉2204番地1
188 オファリビング 卸売・小売業 都城市吉尾町854-1

189 よおこそ＆J－会話
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市阿波岐原前浜4276-374 https://www.j-kaiwa.com

190 有限会社ポップミックス 情報通信業
宮崎市大塚町竹原2072番地1-
102

http://www.pop-mix.jp

191 株式会社ごとう計画・設計 建設業 宮崎市佐土原町下那珂3375-1 http://g-sekkei.net



192 有限会社花ビラ 卸売・小売業 宮崎市大島町原ﾉ前1445-202 http://www.hana-villa.com

193 リサイクル食鮮館 飲食店・宿泊業 串間市大字西方15076-14
194 有限会社バオバブの木 飲食店・宿泊業 宮崎市元宮町9-30 http://www.curryshopban.baobabnoki.net

195 有限会社長渡石材 製造業 日南市大字星倉2317-1
196 株式会社木佐貫製作所 製造業 延岡市粟野名町2015番地1 http://kisanuki.co.jp

197 大津留社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

東諸県郡国富町大字宮王丸139-
1

198 有限会社福茶ラーメン 飲食店・宿泊業 宮崎市清武町加納2丁目1番地

199 ヘアーステージ　アドア
生活関連サービ
ス・娯楽業

都城市吉尾町854-1

200 有限会社クボタ企画
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市広島2-6-12

201 株式会社オフィスパブロ 飲食店・宿泊業 宮崎市高洲町52-11
202 有限会社宮尾電設 建設業 宮崎市大橋2丁目68

203 有限会社原田サービス塗装
その他のサービ
ス業

宮崎市清水1丁目14-17

204 有限会社アートライフ 不動産業 日向市不動寺10番地 http://artlife.jp
205 めしんせ 卸売・小売業 宮崎市船塚3丁目136-2-103 http://meshinse.com

206
株式会社サーティーンズ　大
衆酒場神楽

飲食店・宿泊業 都城市牟田町7-5 U3ﾋﾞﾙ

207 ビューティフルアンジ―
その他のサービ
ス業

小林市本町130 https://beautifulangie.jimdo.com

208 Beautiful Angie
その他のサービ
ス業

宮崎市丸山1丁目33 https://beautifulangie.jimdo.com

209 赤江機械工業株式会社 製造業 東諸県郡綾町大字入野4897-1 http://akaekikai.com
210 三和ニューテック株式会社 製造業 宮崎市清武町正手1丁目11番地1 http://www.sanwa-newtec.co.jp

211
株式会社ＮＡＫＩＺＵＮＡ
さくら整骨院

医療・福祉 宮崎市恒久3丁目24番1 https://www.sakuraseikotuin540151.jp

212 児玉塗装工業 建設業 延岡市長浜町2丁目1908-4
213 有限会社よこやま 医療・福祉 日南市春日町6-2
214 宮本有限会社 卸売・小売業 延岡市萩町40番地1
215 株式会社光コーポレーション 飲食店・宿泊業 西臼杵郡高千穂町大字上野1126 http://www.h-hikari.co.jp

216 株式会社工藤興業 建設業 西臼杵郡高千穂町大字上野1126 http://www.kudo-kg.co.jp

217
菅公学生服株式会社　都城工
場

製造業 都城市年見町28-10

218
カットスペース　ビー・クー
ルズ

その他のサービ
ス業

小林市細野271-5 http://www.miyazaki-cci.net/bcools

219 株式会社山内システム
専門・技術サー
ビス業

延岡市出北2丁目28番18号 http://www.yamauchi-system.co.jp

220 株式会社ハンク・ディーシー 飲食店・宿泊業 宮崎市大塚町原の前1618 http://www.heikenosato.jp

221 サロン・ド・エフ
専門・技術サー
ビス業

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

222 英光株式会社 卸売・小売業 宮崎市大淀2-6-22 http://www.eiko-miyazaki.com

223 有限会社南久
その他のサービ
ス業

宮崎市港東3-5

224 いその法律事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市松山1丁目7-20 ｵﾌｨｽM2F

225 OBS八健堂整骨院
その他のサービ
ス業

宮崎市島之内9212-48 http://www.obs8.jp

226 株式会社活亜興 製造業 小林市野尻町三ヶ野山4249 http://katsuakou.co.jp
227 株式会社スケール 卸売・小売業 宮崎市江平東1丁目7-2 http://www.scale-design.jp

228
クルーガーグループ株式会社
宮崎支店

その他のサービ
ス業

宮崎市高千穂通2-5-36 宮崎25
ﾋﾞﾙ8階

http://www.cruager.co.jp

229 有限会社竹炭の里 卸売・小売業
東諸県郡国富町大字深年3845番
地13

http://www.takesuminosato.jp

230
株式会社宮崎県ソフトウェア
センター

情報通信業
宮崎市佐土原町東上那珂字長谷
水16500番地2

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

231 有限会社大宮通信 建設業 宮崎市神宮町468番地 http://www.oomiya-tc.com

232
野菜専門だいにんぐばーはた
け。

飲食店・宿泊業 都城市志比田町4949-1 http://hatake0.com

233 てふてふ美容室
専門・技術サー
ビス業

宮崎市大塚台東1丁目1-1 http://www.tefutefubiyoushitu.com

234 有限会社ホテルプラザ 飲食店・宿泊業 小林市本町119 http://hotelplaza-kobayashi.co.jp

235 有限会社ミロワール南香 卸売・小売業 都城市上東町11街区16号



236 いやしの研究所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市錦町1番10号 KITEN2階 https://www.mellow0220.com

237
株式会社エム・ティ・ピィ設
計

建設業 宮崎市吾妻町85番地3

238 ボディーショップＭＯＴＯ
専門・技術サー
ビス業

小林市堤2141

239 日玉中華食品株式会社 製造業 日向市大字日知屋17148番地27 http://nichigyoku.co.jp
240 心愛株式会社 医療・福祉 日向市亀崎西2丁目157番地 https://kokoa2004skyhome.jimdo.com

241 株式会社ビッグハウス 建設業
西諸県郡高原町大字広原4979-
26

http://bighouse-miyazaki.jp

242 有限会社いろは企画 製造業 宮崎市清武町正手3丁目19番地2 http://iroha-pro.com
243 株式会社わそう農園 農業・林業 児湯郡都農町大字川北2076-1 http://www.waso-farm.com

244 宮崎ゴルフ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市大字田吉字松崎4855-90

245 宮崎県森林組合連合会
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

宮崎市橘通東1丁目11番1号 http://www.moritohito.or.jp

246 株式会社日南精機 製造業 日南市大字東弁分甲266番地1
247 株式会社NewCreate 医療・福祉 宮崎市花ヶ島町入道2230番地4 http://www.new-create.jp

248 アグリストリームきむら農園 製造業 児湯郡川南町大字川南13509-32 http://www.kimurafarm-miyazaki.com

249
有限会社メディカル・アシス
ト

卸売・小売業 宮崎市大塚町原ﾉ前1580-4

250 有限会社やすかた畳ふすま店 製造業 小林市真方384番地10

251 アイマスト株式会社 卸売・小売業
宮崎市花ヶ島町南赤江町2126-2
2F

252 株式会社福祉環境センター 建設業
宮崎市淀川3丁目8-17 佐伯ﾋﾞﾙ
1F

253
有限会社ケアサービスあじさ
い

医療・福祉 宮崎市吉村町江田原甲189-41

254 株式会社ＡＡＯ
専門・技術サー
ビス業

宮崎市霧島3丁目79番地 加賀ﾋﾞ
ﾙ102

http://a-a-o.net

255 株式会社菊池設計
専門・技術サー
ビス業

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

256 有限会社イベントクルー
専門・技術サー
ビス業

宮崎市大塚町祝子前1766 ｵｰﾂｶ
ﾋﾞﾙ205

https://www.eventcrew-miyazaki.com

257
有限会社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 宮崎市江南3丁目5-2 http://oohashi-st.net

258 合同会社ほととぎす 医療・福祉 宮崎市大字熊野9902-3

259 株式会社ＮＰＫ
その他のサービ
ス業

宮崎市柳丸町85番 http://www.np-k.co.jp

260 ビジネスホテルフクハラ 飲食店・宿泊業 延岡市紺屋町1丁目4の17番地 http://ueda-g.jp

261 宮崎ビルサービス株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎市大字赤江975番地1 http://www.mbs1962.com

262 株式会社ＳＨＩＢＡ 医療・福祉
宮崎市橘通東3-7-12 ﾎﾜｲﾄﾎﾟｹｯﾄ
ﾋﾞﾙ

263 株式会社江橋設計
専門・技術サー
ビス業

宮崎市中西町86番地3 http://ehashi.co.jp

264
宮崎ネットワークサービス株
式会社

情報通信業 宮崎市赤江1245-1

265 西日本総合福祉株式会社 医療・福祉 都城市下川東4丁目3220番地3 http://www.sun3.jp

266 株式会社NETVision
専門・技術サー
ビス業

宮崎市清武町船引644-62 1F

267 社会福祉法人敬和福祉会 医療・福祉 都城市吉尾町2200番地1 http://keiwakaigroup.com/sf/

268 株式会社広瀬 卸売・小売業
児湯郡新富町大字上富田2498番
地

http://www.hirose.ne.jp

269 株式会社コンセプト 飲食店・宿泊業
児湯郡新富町大字新田16395番
地

270 ブルーファーム株式会社 農業・林業 西都市大字上三財7100番地
271 株式会社大正水流 建設業 えびの市大字原田3144番地2 http://www.taishouzuru.com

272 プリンシプル株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

273 ｂ－ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社
専門・技術サー
ビス業

宮崎市江平東町7-8 http://b-connect.jp.net



274 有限会社ますや 飲食店・宿泊業 西都市小野崎1-87 http://www.masuya-sushi.com

275 株式会社ワン・ステップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市清武町今泉甲4625-1 http://onestep-miyazaki.com

276 ＳＯＮＮＥ 卸売・小売業 都城市上川東1-18-6 http://www.sonne-platz.com

277 湯川建設株式会社 建設業 延岡市昭和町3丁目2014

278 株式会社トラベルナイス
その他のサービ
ス業

延岡市安賀多町4丁目1-9

279 株式会社教育情報サービス 情報通信業
宮崎市橘通西3丁目10番36号ﾆｼﾑ
ﾗﾋﾞﾙ6F

http://www.e-kjs.jp

280 ハッコ―トラベル株式会社 運輸業 日向市大字日知屋塩田16284-1 http://www.h-liner.jp
281 有限会社新垣ミート 卸売・小売業 宮崎市南花ヶ島町280-1 http://www.singaki-meat.jp

282 インテリア新田 建設業 延岡市大貫町3丁目1151番地3 http://www.interior-nitta.com

283 大島治療院 医療・福祉 宮崎市阿波岐原町2017番地1 http://www.ooshima-anma.com

284 株式会社ふくざき写真館
専門・技術サー
ビス業

都城市妻ヶ丘町30-2 http://www.fukuzaki-photo-studio.com

285 株式会社ＳＵＮＡＯ製薬 卸売・小売業 宮崎市和知川原2丁目74番地 http://www.sunao-seiyaku.com

286 鍼灸おすず治療室 医療・福祉 宮崎市大島町西田2135-12 http://osuzu.jp
287 株式会社ＳＡＮヒーロー 建設業 宮崎市花ヶ島町赤江町1335 http://kumasanhero.com

288 株式会社中尾自動車 卸売・小売業 西都市大字三宅2482-4

289 Ｓａｎｓ．ａｉｍ
その他のサービ
ス業

西都市聖陵町1-47 http://sansaimhp.wixsite.com/sansaim

290 株式会社神田自動車 卸売・小売業 延岡市浜砂2丁目119番地9

291
有限会社あつたエンタープラ
イズ

専門・技術サー
ビス業

宮崎市船塚3丁目189番地 http://www.atsuta.com

292 株式会社島津商会　宮崎工場 製造業 西都市大字藤田字上鶴129-1 http://www.shimazu-inc.com

293
株式会社ワークステーション
いろどり

医療・福祉 延岡市別府町3092 http://www.ws-irodori.com

294 有限会社ハートフルセンター 医療・福祉 児湯郡高鍋町大字高鍋町598-3

295 水研テック株式会社
専門・技術サー
ビス業

延岡市昭和町3丁目2016番地 http://suikentec.com

296
株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ･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 宮崎市大淀4-6-28 http://jhm.co.jp

297 株式会社フォーユー 医療・福祉 都城市姫城町14-26
298 マツシタ電器 卸売・小売業 宮崎市和知川原2-131
299 北栄株式会社 医療・福祉 宮崎市大字恒久1800-1 http://www.day-hakuju.jp

300 アートブレイン有限会社 建設業
宮崎市阿波岐原町鳥居原2142-
18

http://artbrain.cc

301 岩崎産業株式会社　細島工場 製造業 日向市大字日知屋3389番地
302 有限会社エルク 卸売・小売業 小林市本町2
303 有限会社ときわ荘 飲食店・宿泊業 都城市山田町中霧島2455番地2

304 株式会社コクセイメディック
その他のサービ
ス業

延岡市別府町3092 http://kokusei.boy.jp

305 有限会社インターラック 卸売・小売業 宮崎市大塚町窪田3249-1 http://www.interluck.co.jp

306
マネジメントオフィス・アク
ト

専門・技術サー
ビス業

宮崎市橘通西1丁目4-27 橘にし
いちﾋﾞﾙ301

http://www.mo-act.com

307 青島リゾート株式会社 飲食店・宿泊業 宮崎市青島1丁目16番1号 http://www.anahirmiyazaki.com

308 宮崎空港ビル株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

309 有限会社旅工房 飲食店・宿泊業
宮崎市清水1丁目9番地28 ひめ
のﾋﾞﾙ

http://tabi-kobo.com

310
宮交ショップアンドレストラ
ン株式会社

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

311 勝田被服株式会社　高鍋工場 製造業 児湯郡高鍋町大字北高鍋3190-3 http://katsudahifuku.com

312 きみた人事・労務研究所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市旭1丁目6番15号 TDﾋﾞﾙ95
4F

313
株式会社テスワールド　エス
テピアレディ宮崎店

専門・技術サー
ビス業

宮崎市清水3丁目2-11 とりねこ
ﾊｳｽ1F

http://www.esthepialady.jp

314 有限会社トップヒューマン
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市橘通西2丁目7-27 http://www.oga.co.jp

315 有限会社鉱脈社 製造業 宮崎市田代町263番地 http://www.koumyakusya.co.jp

316 株式会社パスファインダー 農業・林業
宮崎市淀川1-3-1 ｺｱﾏﾝｼｮﾝ淀川
302

317 株式会社栄進教育開発
教育・学習支援
業

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



318
株式会社セキュリティーロー
ド

その他のサービ
ス業

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

319 株式会社なないろカンパニー 製造業 児湯郡都農町大字川北5639

320 株式会社グレース
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

321 マーテック株式会社 情報通信業 延岡市伊形町4932-1
322 耳川広域森林組合 農業・林業 日向市東郷町山陰辛280-1 http://mimikawa-kouiki.org

323 株式会社インテリア日向 建設業 日向市亀崎東1-116 http://www.interiorhyuga.co.jp

324 有限会社ゼロスタッフ
その他のサービ
ス業

宮崎市田代町88-1 田代ｾﾝﾄﾗﾙ2F http://www.zero-staff.co.jp

325 アローズ株式会社 情報通信業
宮崎市花ヶ島町251番地10 MHﾋﾞ
ﾙ2階

326
くろひじ社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

宮崎市永楽町126-6 ｺｰﾎﾟ道103

327 橋之口籐工芸工房 製造業 小林市水流迫843-2 http://www.hashinokuchirattan.com

328 有限会社ひろせ本店 卸売・小売業 北諸県郡三股町稗田55-5

329 黒岩建築設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

都城市北原町34-10 http://kuroiwa.sakuraweb.com

330 有限会社紙ひこうき 卸売・小売業 都城市広原町15-14-1
331 株式会社都城印刷 製造業 都城市早鈴町1618 http://mpcr.jp

332
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

宮崎市佐土原町下田島20034番
地

http://office-sugiyama.jp

333 株式会社橋口庭樹園 建設業 西都市大字童子丸587番地2
334 株式会社プロテクト 金融・保険業 宮崎市大字小松241番地3 http://www.pro-tect.jp

335 宮崎県中小企業家同友会
その他のサービ
ス業

宮崎市恒久南3丁目3-2 恒吉ﾋﾞﾙ
2F

http://miyazaki.doyu.jp

336 小石川社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

延岡市平原町5丁目1445番地

337 かわの社労士事務所
その他のサービ
ス業

東臼杵郡門川町門川尾末8314-4

338 有限会社リースキン中堂薗
その他のサービ
ス業

西諸県郡高原町大字西麓335-2 http://www.lea-naka.jp

339
株式会社サンライズソリュー
ション

情報通信業 宮崎市日ﾉ出町263-1 http://www.sunrisenetworks.co.jp/solution

340 宮崎県南部信用組合 金融・保険業 日南市南郷町中村乙8241-2 http://www.m-nanbu.shinkumi.jp

341 株式会社ＣＭねっと 情報通信業 延岡市緑ヶ丘2-20-8 http://www.cmnet.co.jp

342
日吉だんご有限会社　イオン
日向店

卸売・小売業
日向市日知屋字古田町61-1 ｲｵﾝ
日向1F

http://www.hiyoshidango.co.jp

343 有限会社パルアンドペア
専門・技術サー
ビス業

延岡市愛宕町3-4588の1 ﾊﾟﾙﾍﾟｱ
延岡店

http://www.pal-pair.net

344
一般社団法人yoshiko foot
and body academy

専門・技術サー
ビス業

宮崎市橘通西3丁目9-1　ｶﾒﾘｱﾋﾞ
ﾙ1F

http://relax980.com

345 有限会社前田包装容器 卸売・小売業 宮崎市神宮東2丁目3-10 http://maedahousou.com

346 株式会社日向中島鉄工所 製造業 日向市大字日知屋17148番地9 http://hn-t.co.jp
347 花と緑の整骨院 医療・福祉 児湯郡新富町大字上富田3349-1 http://hana-midori.jp
348 社会福祉法人いつか会 医療・福祉 宮崎市本郷北方2714-5 http://www.ituka.jp

349 株式会社インタークロス
教育・学習支援
業

宮崎市宮崎駅東3-7-1 https://inter-cross.com

350 有限会社福寿草 医療・福祉 宮崎市大字広原312番地1 http://care-net.biz/45/fukujuso

351 川越社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

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

352 池田パソコン塾
教育・学習支援
業

東臼杵郡門川町南ケ丘1-24 http://ikedajuku.info

353 城山ふとん店 卸売・小売業 延岡市大貫町4丁目2964 http://shiroyamafuton.com

354 アラヰ産業
その他のサービ
ス業

西諸県郡高原町大字蒲牟田988-
83

355 有限会社水野屋 卸売・小売業 西都市中妻1丁目12番地 http://www.wa-mizunoya.com

356 イマイ印刷 製造業 西都市大字右松2145番地1 http://imai-print.com

357 株式会社有村産業 製造業
西都市大字南方字瓜葉木362番
地2

358 株式会社市原呉服店 卸売・小売業 西都市小野崎1丁目90番地 http://www.kimono-ichihara.co.jp

359
有限会社サンシー鈑金塗装工
場

専門・技術サー
ビス業

東諸県郡国富町大字本庄552番
地2



360
ニュースターコミュニケー
ションズ株式会社

卸売・小売業 都城市前田町7街区20号 http://nsc-j.com

361 株式会社スコラ
教育・学習支援
業

都城市鷹尾2丁目6街区8号

362 株式会社自然舘 卸売・小売業 宮崎市田代町97番地1 http://sizenkan.com

363 有限会社シンキ冷設 建設業
日向市大字財光寺字松立1387番
2

364 北郷町商工会
その他のサービ
ス業

日南市北郷町郷之原乙1738-4

365 宮﨑紙工印刷株式会社 製造業
宮崎市大字赤江字飛江田931番
地

http://www.m-shikou.net

366
職業訓練法人東児湯職業訓練
協会

その他のサービ
ス業

児湯郡高鍋町大字北高鍋4613-3 http://www.e-koyukunren.school-info.jp

367 アイコムティ株式会社 情報通信業
宮崎市大橋1丁目7番地 大橋ﾋﾞﾙ
5階

http://www.icomt.jp

368 アナーセン 卸売・小売業 宮崎市跡江1380-9 http://andersen-flower.com

369 株式会社仁組建設 建設業
宮崎市佐土原町下那珂字伊賀給
2894番地

370 株式会社仁組急送 運輸業
宮崎市佐土原町下那珂2065番地
1

371 アイ観光株式会社 運輸業
宮崎市佐土原町下那珂2065番地
1

372 有限会社宮崎県葬祭自動車 運輸業
宮崎市佐土原町下那珂2065番地
1

373
合同会社アズマ　デイサービ
スほおずき

医療・福祉 宮崎市佐土原町下田島11408-2

374 株式会社久光園 建設業 宮崎市佐土原町下田島208-1

375
株式会社建設コンサルタント
ナガトモ

建設業
児湯郡新富町富田東3丁目29番
地2

376 株式会社インタープロ 情報通信業 宮崎市瀬頭2丁目2-10 http://www.interproinc.co.jp

377
丸栄宮崎株式会社　イノベー
ションセンター

製造業
宮崎市佐土原町東上那珂17870
番17

http://www.marueimiyazaki.jp

378 株式会社あゆの山水 飲食店・宿泊業 東諸県郡綾町大字北俣1768-1 http://www.index-f.jp/308/sansui

379 株式会社宮崎中央新聞社 製造業 宮崎市田吉6207-3 http://miya-chu.jp

380
株式会社ユーエムケイエー
ジェンシー

その他のサービ
ス業

宮崎市大橋3丁目101番地1号 http://www.umkag.com

381 株式会社坂下組 建設業 宮崎市広島2丁目10-16 http://www.sakashita-gumi.jp

382
有限会社ヘルパーステーショ
ンよしもり

医療・福祉 宮崎市清武町池田台27番地7

383 植松商事株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

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

384 宮崎総合ビル管理株式会社
専門・技術サー
ビス業

宮崎市村角町長山2835-5

385 西都市三財商工会
その他のサービ
ス業

西都市大字下三財3414-2 http://www.miya-shoko.or.jp/sanzai

386
職業訓練法人日向地区職業訓
練会

教育・学習支援
業

日向市大字日知屋8097番地2

387 五ヶ瀬町商工会
その他のサービ
ス業

西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所
2118

http://www.miya-shoko.or.jp/gokase

388 東郷町商工会
その他のサービ
ス業

日向市東郷町山陰丙1602の2 http://www.miya-shoko.or.jp/togo

389 西米良村商工会
その他のサービ
ス業

児湯郡西米良村大字村所45の1 http://www.miya-shoko.or.jp/nishimera

390 椎葉村商工会
その他のサービ
ス業

東臼杵郡椎葉村大字下福良
1747-38

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

391
株式会社戸高コーポレーショ
ン

建設業 宮崎市大塚町京園3199-1 http://www.todaka-co.jp

392 株式会社ふじもと美誠堂
その他のサービ
ス業

宮崎市高洲町40番地1 http://arte-fujimotobiseido.com

393
株式会社ブライダルハウス島
田

その他のサービ
ス業

宮崎市大工2-176 http://www.bridalhouse-shimada.co.jp

394 株式会社メモリード宮崎
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市青葉町5-1 http://www.m-memolead.jp

395 株式会社九南 建設業 宮崎市大字赤江2番地 https://www.kyunan.co.j



396
フェニックスリゾート株式会
社

飲食店・宿泊業 宮崎市大字塩路字浜山3083番地 http://www.seagaia.co.jp

397 株式会社大森淡水 卸売・小売業 宮崎市塩路2300番地 http://www.omori-tansui.co.jp

398 矢野運輸株式会社 運輸業 宮崎市大字広原6510番地1 http://yanounyu.com
399 株式会社スギタ 卸売・小売業 宮崎市港東1丁目11番地4 http://sugita-color.com
400 宮交タクシー株式会社 運輸業 宮崎市新栄町91番地 http://www.miyakoh-taxi.com

401 野尻町商工会
その他のサービ
ス業

小林市野尻町東麓1163-2 http://www.miya-shoko.or.jp/nojiri

402 三股町商工会
その他のサービ
ス業

北諸県郡三股町大字樺山4421番
地22

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

403 川南町商工会
その他のサービ
ス業

児湯郡川南町大字川南13680-1 http://www.miya-shoko.or.jp/kawaminami

404 高城町商工会
その他のサービ
ス業

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

405 株式会社マスジュウ 建設業 宮崎市下北方町野田590番地1 http://masuju.com

406
株式会社ニューウェルシティ
宮崎

飲食店・宿泊業 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地8 http://www.nwc-miyazaki.co.jp

407 えびの市商工会
その他のサービ
ス業

えびの市大字栗下51番地 http://www.miya-shoko.or.jp/ebino

408 高原町商工会
その他のサービ
ス業

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

409
株式会社アメックスエステー
ト

専門・技術サー
ビス業

宮崎市江平東町10番地6 http://www.welcourt.jp

410 南郷町商工会
その他のサービ
ス業

日南市南郷町東町14-11 http://www.miya-shoko.or.jp/nango-town

411 株式会社ユニオンコート 飲食店・宿泊業 宮崎市橘通東3-1-11 https://www.merieges.co.jp

412 門川町商工会
その他のサービ
ス業

東臼杵郡門川町大字門川尾末
9246の2

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

413 日之影町商工会
その他のサービ
ス業

西臼杵郡日之影町大字七折3461 http://www.miya-shoko.or.jp/hinokage

414 高千穂町商工会
その他のサービ
ス業

西臼杵郡高千穂町大字三田井
1099-1

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

415 山﨑株式会社 卸売・小売業 宮崎市橘通西5丁目6番57号 http://yamasaki-net.co.jp

416 宮崎交通株式会社 運輸業
宮崎市橘通西3丁目10番32号 ﾎﾞ
ﾝﾍﾞﾙﾀ橘 東館7階

http://www.miyakoh.co.jp

417 新富町商工会
その他のサービ
ス業

児湯郡新富町富田南一丁目112
番地2

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

418 木城町商工会
その他のサービ
ス業

児湯郡木城町大字高城4040-1 http://www.miya-shoko.or.jp/kijo

419 美郷町商工会
その他のサービ
ス業

東臼杵郡美郷町西郷田代29-1 http://www.miya-shoko.or.jp/misato

420 株式会社アラタナ
専門・技術サー
ビス業

宮崎市橘通東4丁目8-1 ｶﾘｰﾉ宮
崎7F

http://www.aratana.jp

421 都農町商工会
その他のサービ
ス業

児湯郡都農町大字川北4874-2 http://www.miya-shoko.or.jp/tsuno

422
株式会社Ａｍａｎ－Ｓｔｙｌ
ｅ

情報通信業
宮崎市江平西1丁目2-27 第3丸
三ﾋﾞﾙ3-41

http://www.aman-style.jp

423 宮崎県経営者協会
その他のサービ
ス業

宮崎市錦町1番10号 宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽ
ﾌｨｱ壱番館7階

http://keikyo.miyazaki.ch

424 宮崎市生目商工会
その他のサービ
ス業

宮崎市大字柏原449-3 http://www.miya-shoko.or.jp/ikime

425 清武町商工会
その他のサービ
ス業

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

426 社会保険労務士小川事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎市宮脇町134-2

427 延岡市三北商工会　北川支所
その他のサービ
ス業

延岡市延岡市北川町川内名
7261-6

http://www.miya-shoko.or.jp/sankita

428 山之口町商工会
その他のサービ
ス業

都城市山之口町花木2039-6 http://www.miya-shoko.or.jp/yamanokuchi

429 株式会社宮日商事 金融・保険業 宮崎市錦本町1番2号 http://recruit.hoken-miyanichi.com

430
有限会社オートショップユタ
カ

卸売・小売業 宮崎市田野町甲7901-106

431 田口酒店 卸売・小売業 児湯郡都農町大字川北5924-2



432 有限会社岡田自動車工業
専門・技術サー
ビス業

児湯郡都農町大字川北1189番地
4

433 社会保険労務士法人ＡＬＸ
その他のサービ
ス業

宮崎市宮脇町134-2

434 荘内商工会
その他のサービ
ス業

都城市庄内町8608番地2 http://www.miya-shoko.or.jp/sounai

435 山田町商工会
その他のサービ
ス業

都城市山田町中霧島2939番地2 http://www.miya-shoko.or.jp/yamada

436
有限会社ナカノオートサービ
ス

卸売・小売業
東諸県郡国富町大字木脇5297番
地1

437 国富屋 卸売・小売業 東諸県郡国富町大字本庄4049

438 国富町商工会
その他のサービ
ス業

東諸県郡国富町大字本庄4049 http://kunitomi-shokokai.jp

439 有限会社衣料のながとも 卸売・小売業 東諸県郡国富町大字本庄6915

440 綾町商工会
その他のサービ
ス業

東諸県郡綾町大字南俣329-1 http://www.miya-shoko.or.jp/aya

441 綾町商工振興会 卸売・小売業 東諸県郡綾町大字南俣329-1

442 有限会社松浦自動車整備工場
専門・技術サー
ビス業

東諸県郡綾町大字入野3572番地
1

443 溝口建設株式会社 建設業 東諸県郡国富町大字本庄5654-1
444 有限会社蛯原石油店 卸売・小売業 宮崎市佐土原町下那珂3507-2
445 有限会社かねしん 飲食店・宿泊業 宮崎市佐土原町下那珂3005
446 株式会社タナベホーム 建設業 宮崎市大字島之内7404番地の1
447 株式会社タナベ 卸売・小売業 宮崎市佐土原町下田島9200
448 有限会社長田製パン工場 製造業 宮崎市佐土原町下田島9199番地

449 佐土原町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎市佐土原町下田島20732-53 http://www.miya-shoko.or.jp/sadowara

450 高岡町商工会
その他のサービ
ス業

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

451 高鍋商工会議所
その他のサービ
ス業

児湯郡郡高鍋町大字北高鍋5138
番地

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

452 株式会社松尾運送 運輸業 都城市高城町穂満坊1003番地1 https://www.matsuo-express.com

453 延岡商工会議所
その他のサービ
ス業

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

454 日向商工会議所
その他のサービ
ス業

日向市上町3番15号 http://www.miyazaki-cci.or.jp/hyuga

455 有限会社宮内葬儀社
生活関連サービ
ス・娯楽業

小林市細野437番地4 http://www.miyasou.jp

456
公益社団法人宮崎労働基準協
会

その他のサービ
ス業

宮崎市祇園3丁目1番地 矢野産
業祇園ﾋﾞﾙ 2F

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

457
弁護士法人グローバル綜合法
律事務所

その他のサービ
ス業

宮崎市老松1丁目3番17号

458 西都商工会議所
その他のサービ
ス業

西都市大字妻1538-1 http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito

459 藤屋印刷株式会社 製造業 日向市本町7-15 http://www.fujiya-p.jp
460 有限会社山下事務機 卸売・小売業 小林市細野442-5

461 宮崎商工会議所
その他のサービ
ス業

宮崎市錦町1番10号 宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽ
ﾌｨｱ壱番館7階

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

462 株式会社小林魚市場 卸売・小売業 小林市細野2123-2

463 串間商工会議所
その他のサービ
ス業

串間市大字西方5657 http://www.miyazaki-cci.or.jp/kushima

464 外山木材株式会社 製造業 都城市八幡町18街区7号 http://toyama-woodsupport.com

465 小林商工会議所
その他のサービ
ス業

小林市細野1899番地3 http://www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi

466 都城商工会議所
その他のサービ
ス業

都城市姫城町4街区1号 http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyakonjo

467 合資会社山本建装
専門・技術サー
ビス業

延岡市川原崎町414 http://www.yamaken1.co.jp

468 日南商工会議所
その他のサービ
ス業

日南市園田2-1-1 http://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan

469 大淀開発株式会社 建設業 都城市上長飯町5427番地1 http://oyd.jp

470 宮崎液化ガス株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎市阿波岐原町野間311番地1 http://www.miyazaki-ekikagas.jp



471 宮崎ガス株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎市阿波岐原町野間311番地1 http://www.miyazakigas.co.jp

472 有限会社ウッドライフ中島 建設業 宮崎市大字小松3261 http://woodlife-nakashima.net

473 テレビ宮崎ゴルフ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市新名爪坂ノ下2055 http://www.umkcc.jp

474 米良電機産業株式会社 卸売・小売業 宮崎市別府町4-33 http://www.mera-denki.co.jp

475 株式会社井崎製作所 製造業
児湯郡新富町大字上富田3215番
地

https://www.kk-izaki.co.jp

476
学校法人修徳学園　宮崎至慶
幼稚園

教育・学習支援
業

宮崎市神宮1丁目57番地 http://www.shikei-youchien.jp

477 有限会社松浦組 建設業 宮崎市大字跡江850-2 http://www.matsuuragumi.co.jp

478 宮崎県職業能力開発協会
その他のサービ
ス業

宮崎市学園木花台西2丁目4番地
3

http://www.syokuno.or.jp

479 株式会社マエダ工業 建設業 宮崎市大字大瀬町148-1
480 株式会社アーム 建設業 宮崎市谷川1丁目4-12 ｱｰﾑﾋﾞﾙ1F http://arm1996.com

481 霧島人事政策研究所
その他のサービ
ス業

宮崎市大塚台東1-32-7-2階

482 株式会社青島グランドホテル 飲食店・宿泊業 宮崎市青島1丁目16番64号 http://www.aoshima-gh.co.jp

483 宮崎食研有限会社 製造業 宮崎市大字糸原4727番地 http://www.tema551.jp

484 株式会社作田建築設計
専門・技術サー
ビス業

日南市大字風田3999-1 http://www.sakuta.biz

485 三桜電設株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

延岡市川原崎町2119-2 http://misakura.com

486 有限会社ティーネットプロ 情報通信業
宮崎市宮崎駅東2丁目4番地11号
2階

http://www.tnetpro.co.jp

487 花ふぶき一座
その他のサービ
ス業

都城市都島町316-5 1F https://www.hanachindon.com

488 株式会社松山物産 卸売・小売業
宮崎市佐土原町東上那珂13838-
2

489 有限会社児玉商事 医療・福祉 児湯郡新富町大字上富田2932-1
490 四季亭　仁吉 飲食店・宿泊業 延岡市新町4-3
491 有限会社フクヤ 卸売・小売業 延岡市栄町6-2

492
一般社団法人宮崎県タクシー
協会

運輸業
宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾
2735の24

http://www.mztaxi.jp

493 株式会社崎原材木店 製造業 宮崎市波島1丁目1番27号 https://sakihara-woodshop.storeinfo.jp

494 もうりクリニック 医療・福祉 延岡市北川町川内名7055-1

495 美創館タグチ
専門・技術サー
ビス業

延岡市夏田町430-1 http://bisoukan-taguchi.com

496 ロリエ二見有限会社 製造業 延岡市大瀬町1-3-3

497 有限会社リボンシステムズ
教育・学習支援
業

延岡市緑ヶ丘4丁目20-2 http://www.ribbonsystems.com

498 フランス菓子サンジャン 製造業 延岡市日の出町1丁目11-5
499 株式会社イチマル水産 製造業 東臼杵郡門川町平城西3-2 http://www.ichimarusuisan.co.jp

500
学校法人田村学園　都城調理
師高等専修学校

教育・学習支援
業

都城市都島町210-4 http://www.fusacook.com

501 有限会社大島家電サービス 卸売・小売業 宮崎市波島2丁目10番4号
502 日本コンピューター株式会社 情報通信業 宮崎市老松1-4-16 http://ncc45.web.fc2.com

503 株式会社クリエイティブ宮崎 卸売・小売業 宮崎市鶴島1丁目6番30号 http://www.c-miyazaki.jp

504 株式会社アキタ製作所 製造業 日向市大字日知屋16390番地 http://akitamfg.jp

505 有限会社リバーセン
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市大淀2丁目6番20号

506 しんとみネット株式会社 情報通信業 児湯郡新富町富田1丁目11番地 http://www.shintomi.ne.jp

507
有限会社大野屋　フルーツ大
野

卸売・小売業 宮崎市中央通1番22号 http://www.miyazaki-fruit-ohno.com

508 株式会社アシストユウ 情報通信業 宮崎市新別府町前浜1401-30 http://www.assistyou-m.com

509 株式会社児玉組 建設業 えびの市大字大河平1649-1
510 株式会社金丸慶蔵商店 卸売・小売業 東臼杵郡門川町上町6-24 http://www.k-keiz.com
511 株式会社サンライズモバイル 情報通信業 宮崎市日ﾉ出町263-1 http://www.sunrisenetworks.co.jp

512
株式会社サンライズネット
ワークス

情報通信業 宮崎市日ﾉ出町263-1 http://www.sunrisenetworks.co.jp

513 株式会社川越電設 建設業 宮崎市大字浮田1213番地2

514
TNAソリューションデザイン
株式会社

情報通信業
宮崎市旭1丁目8-11 竹原第一ﾋﾞ
ﾙ1階

http://www.tna.co.jp

515 松栄フード物流株式会社 運輸業 都城市上水流町818番地4



516 株式会社松栄フードサービス 卸売・小売業 都城市上水流町818番地4
517 株式会社ティーディエス 製造業 宮崎市大王町8番地2 http://www.td-sys.com
518 有限会社宮崎エヌフーズ 製造業 宮崎市大字赤江979-5 http://www.miyazaki-nfoods.jp

519
有限会社介護支援ホームれん
げ荘

医療・福祉 宮崎市大字金崎2537番地1

520 有限会社エフピーエム 金融・保険業 都城市横市町6500-2 http://www.sjnk-ag.com/a/mhoken

521 江藤松薬堂有限会社 卸売・小売業 都城市下川東3丁目5-3-3
522 有限会社宮崎ピアノ運送 運輸業 宮崎市大字糸原434-1 http://www.mpu-piano.com

523 株式会社かかし亭 卸売・小売業 都城市山田町中霧島3874 https://www.kakashi-tei.net

524 宮崎ラビットポンプ有限会社 卸売・小売業 宮崎市江平中町1-8

525 株式会社ウィズネス
専門・技術サー
ビス業

宮崎市生目台東1丁目20番地1 http://belle-femin.wixsite.com/bellefemin

526 宮崎電子機器株式会社 卸売・小売業 宮崎市下原町214番地18号 http://www.miyazakidenshikiki.jp

527 プランニングＡＢＣ
教育・学習支援
業

日向市財光寺421-5 http://www.abcp.jp

528 株式会社フィットピア
教育・学習支援
業

都城市宮丸町3021番地 http://fitpia.co.jp

529 株式会社日髙時計本店 卸売・小売業 宮崎市橘通西3丁目10番24号 http://hidakahonten.jp
530 株式会社川越紙店 卸売・小売業 宮崎市旭1-1-4 http://www.kawagoep.co.jp

531 上日向自動車株式会社 運輸業 日向市上町17番7号
532 ＢＡＮＡＬ 卸売・小売業 宮崎市花殿町8-23　花殿ﾋﾞﾙ1F http://www.banal.jp

533 有限会社敬美
その他のサービ
ス業

宮崎市清武町加納3丁目31-2

534 株式会社高嶺木材 製造業 日南市大字伊比井173-1 http://www.taka-moku.co.jp

535 株式会社岡﨑組 建設業 宮崎市大字恒久1800-1 http://okazakigumi-gr.jp

536
一般社団法人宮崎県トラック
協会

運輸業 宮崎市恒久1丁目7番21号 http://www.mta.or.jp

537 株式会社クリエート 情報通信業
東臼杵郡門川町須賀崎4丁目39-
3

http://www.create-m.co.jp

538
三和交通株式会社（西都本
社）

運輸業 西都市御舟町1丁目83番地 http://www.30-gr.co.jp

539
三和交通株式会社（小林本
社）

運輸業 小林市本町94番地 http://www.30-gr.co.jp

540 宮崎タクシー株式会社 運輸業 宮崎市鶴島3丁目24番地 http://www.30-gr.co.jp
541 中村消防防災株式会社 卸売・小売業 宮崎市丸島町4番21号 http://www.bousaiya.com

542
有限会社ボールパークドット
コム

卸売・小売業 宮崎市吉村町下藪甲4353番地5 http://www.japan-ballpark.com

543
株式会社グローバル・クリー
ン

その他のサービ
ス業

日向市亀崎1丁目28番地 http://www.g-clean.net

544 有限会社アイネット 情報通信業 宮崎市本郷北方54-6 http://www.iiinet.jp

545 有限会社飯山電業
電気・ガス・熱
供給・水道業

都城市今町7734番地

546 有限会社河野木材 農業・林業 西都市大字三納10367番地 http://kawa-moku.jp

547 株式会社モリミキ
専門・技術サー
ビス業

宮崎市阿波岐原町前浜4276-604 http://morimiki.co.jp

548 株式会社寺子屋ＭＯＭＯ
教育・学習支援
業

宮崎市まなび野2丁目25番地

549 宮崎県中小企業団体中央会
専門・技術サー
ビス業

宮崎市松橋2丁目4番31号 http://www.himuka.or.jp

550 トーコン株式会社 製造業 都城市山田町山田3983番地69

551 kamikaze115
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市日の出町2-2-5

552 株式会社トラストワン 製造業 延岡市中川原町3丁目32番地1

553 有限会社レノックス
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市恒久1579-11

554 LovelySmile 卸売・小売業 日南市岩崎3-7-30-3 http://www.lovelysmile.jp

555 株式会社黒木鉄工所 製造業 東臼杵郡門川町1-8

556 株式会社grow
生活関連サービ
ス・娯楽業

延岡市愛宕町3丁目65番地

557 株式会社宮崎オノデン 建設業 宮崎市大字島之内6208-2 http://miyazakionoden.com

558 有限会社渡邉建設 建設業 宮崎市田野町甲3754番地14

559 株式会社スポーツデザイン
その他のサービ
ス業

宮崎市大橋2-216-2-403 http://ca-agent.jp



560 サスティア株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎市橘通東3-5-25　ﾃﾗｻｶﾋﾞﾙ
2F

http://sustia.co.jp

561 八興自動車整備株式会社
その他のサービ
ス業

日向市大字日知屋16475 http://www.holiday-hyuga.com

562 有限会社松尾ボーリング工場 医療・福祉 宮崎市大字新名爪字麦田1422 http://www.matsuo-boring.co.jp

563
株式会社くしまアオイファー
ム

農業・林業 串間市大字秋山1182-1 http://aoifarm-gr.com

564 株式会社うねはら工業 建設業 延岡市平原町2丁目1115-29
565 合資会社木浦精米所 卸売・小売業 児湯郡高鍋町大字上江3817 http://kiurarice.com
566 株式会社ウェブサイト 情報通信業 宮崎市中央通4-7　ｹﾈﾃﾞｨﾋﾞﾙ2F http://www.web3110.jp

567 創作酒膳　彩華 飲食店・宿泊業
宮崎市橘通西3丁目1-17　ﾊﾟﾃｨｵ
橘1-101

568 株式会社春森 医療・福祉 宮崎市大塚町乱橋4555番地3 http://www.harumori.co.jp

569 株式会社桜屋酒店 卸売・小売業 宮崎市江平東1丁目8番40号 http://www.sakurayasaketen.com

570 合同会社ウェリナ 医療・福祉 宮崎市島之内9378-1

571 株式会社ＭＳプランニング
専門・技術サー
ビス業

宮崎市大工3丁目98番地

572 株式会社山﨑 卸売・小売業 小林市堤3235-1 http://yamasaki-housing.jp

573 駒建 建設業 日南市大字平野2764-1
574 株式会社Ｗａ 医療・福祉 延岡市出北4丁目2438番地1
575 有限会社アスライフ宮崎 建設業 宮崎市新別府町前浜1401-312 http://asulife-miyazaki.com

576 そば処まる 飲食店・宿泊業 東諸県郡綾町大字南俣689
577 ＩＨＵ株式会社 情報通信業 都城市上町14-21 http://ihu2.jp

578 とりえもん 飲食店・宿泊業
宮崎市橘通西3丁目5-4　高山ﾋﾞ
ﾙ1階

579
宮崎県美容業生活衛生同業組
合都城支部

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

都城市姫城町4-1　都城商工会
議所内

580 株式会社ＣＰｃｕｂｅｄ 情報通信業
宮崎市松橋2-4-31　宮崎県町小
企業会館506

581 食彩ふじ盛 飲食店・宿泊業 宮崎市千草町2-4 https://fujimori.owst.jp
582 江坂設備工業株式会社 建設業 宮崎市橘通西5-2-33 http://www.esaka-setsubi.co.jp

583 ぱーま屋金太郎
生活関連サービ
ス・娯楽業

都城市山之口町花木2294-1

584 有限会社土々呂石油 卸売・小売業 延岡市土々呂町3丁目649-1
585 有限会社都城福鳥 卸売・小売業 都城市都原町7413 http://www.fukucho.com

586 肥田木公認会計士事務所
専門・技術サー
ビス業

都城市若葉町45-4-2 http://www.hidaki-kaikei.com

587 株式会社菱友 製造業 都城市早水町33-1

588 ゆいま～るぱそこん
教育・学習支援
業

都城市太郎坊町1690 https://yuimaruu.com

589 カテナ株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎市清水3丁目9番13号 http://www.catena.co.jp

590 株式会社一和誠寿 飲食店・宿泊業 小林市南西方1247-1
591 佐藤漬物工業株式会社 製造業 小林市南西方308 http://www.satotukemono.com

592 株式会社だんらん 医療・福祉 日向市日知屋3389番地15 http://danran-pokapoka.jp

593
ハダモーターコンペティショ
ン

その他のサービ
ス業

西都市大字山田221-1

594 有限会社ジャカランダ 医療・福祉 日向市財光寺1366-113

595 ＴＳＵＲＵ
生活関連サービ
ス・娯楽業

北諸県郡三股町大字樺山4469-3

596 株式会社シャンティＵ 医療・福祉 宮崎市清武町木原3207-1
597 株式会社イートスタイル 飲食店・宿泊業 小林市細野288-1 https://www.eatstyle.jp
598 株式会社小林青果市場 卸売・小売業 小林市細野2123番地1 http://koba-seika.co.jp

599
Ｌｏｇｉ 　Ｈａｉｒ　Ｄｅ
ｓｉｇｎ合同会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎市橘通東3丁目7番2号 https://logihairdesign.amebaownd.com

600 株式会社グーニーズ
専門・技術サー
ビス業

宮崎市丸山2丁目51-1 http://gooneeds.com

601 ＳＬＦ 飲食店・宿泊業 都城市千町5000番地 https://www.slf-miyakonojo.jp

602
社会保険労務士事務所ＯＦＦ
ＩＣＥ ＭＯＭＯ

専門・技術サー
ビス業

都城市豊満町1510 http://officemomo.com

603 株式会社Ｃｈｅｚ　ｋｅｎ 飲食店・宿泊業 都城市横市町6500-5 http://chezken.in

604 宮崎市中央市場精算株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎市新別府町雀田1185番地



605 株式会社ＮＳ企画 建設業 宮崎市村角町萩崎2764-3 http://www.nskikaku.com

606
ｉｎｔｅｒｉｏｒ　Ｇ－Ｓ－
Ｓ

製造業 西都市大字三宅2892-6 https://kagu.interiorgss.com


