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

1 セブン･イレブン飯塚勢田店 卸売・小売業 福岡県 飯塚市勢田2326-1

2 からだ環境総研株式会社 卸売・小売業 福岡県
福津市中央3-8-12　白川ビ
ル2F

http://kokaken.jp/

3 株式会社ベビーフレンド
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糸島市二丈武175-3 http://babyfriend.co.jp/

4 ザ･マングローブ 卸売・小売業 福岡県 福岡市中央区白金1-10-30

5 株式会社EAGLe警備保障
その他のサービ
ス業

福岡県 福岡市博多区吉塚8-1-71 http://www.eagle-keibi.com/

6
株式会社阿部情報技術研究
所

情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東2-5-
1

http://www.alit.jp/

7 株式会社ドルチェ
その他のサービ
ス業

福岡県 福岡市東区千早3-6-37

8
吉村泰美社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県 筑紫郡那珂川町今光4-58-1

9 株式会社ステッチ 医療・福祉 福岡県
福岡市中央区大手門1-2-1
花房ビル2F

10 うどん和助 飲食店・宿泊業 福岡県 福岡市城南区鳥飼5-2-54

11 西日本電協株式会社
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区店屋町1-31
博多アーバンスクエア7F

http://www.nishinihon-denkyo.com/

12
ネイルトリート･ルクソー株
式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 春日市惣利1-52-1

13 有限会社一柳 製造業 福岡県 福岡市中央区清川2-16-5 http://www.ichiryu.jp/

14
きよなり社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅東2-5-
28
博多偕成ビル9F

http://www.sr-kiyonari.com/

15
社会保険労務士法人 小川労
務管理事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市南区塩原4-13-10 http://www.ogawa-rohmu.com/

16 WiS design株式会社
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区渡辺通4-1-3
BiVi福岡3F

http://www.wisdesign.jp/

17 NATURA
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 糟屋郡志免町田富3-1-3-B

18 株式会社KOSMO建設 建設業 福岡県 宮崎市大字島之内9213-56
19 株式会社サンシー 医療・福祉 福岡県 宮崎市大字柏原210-1
20 有限会社フジサン包装 卸売・小売業 福岡県 宮崎市波島2-1-36
21 有限会社アスライフ宮崎 建設業 福岡県 宮崎市新別府前浜1401-312

22
有限会社おひさま介護サー
ビス

医療・福祉 福岡県 日南市戸高1-13-4

23 有限会社渡邉建設 建設業 福岡県 宮崎市田野町甲3754-14
24 株式会社宮崎オノデン 建設業 福岡県 宮崎市大字島之内6208-2

25 有限会社エパングル
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
宮崎市西池町7-24
エイルマンション西池町
206

26 株式会社河宗本店 製造業 福岡県
日南市北郷町郷之原甲
1102-16

27
社会保険労務士いけだ事務
所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前3-
27-24

http://jinji-ikeda.com/

28 みやざき社労士オフィス
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区大名2-9-29
第2プリンスビル802

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

29 株式会社Ray Corporation
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

http://nailsray.com/
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30 株式会社soraプロジェクト
その他のサービ
ス業

福岡県 筑紫野市上古賀3-2-16 https://sora1.jp/

31 みやびの社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区赤坂1-3-14
ブランシェ赤坂405

32
株式会社大濠オートサービ
ス

その他のサービ
ス業

福岡県 福岡市中央区港3-1-81 http://www.ohori-auto.com/

33 有限会社Goh 飲食店・宿泊業 福岡県 福岡市中央区西中洲2-26
34 株式会社ライトスタッフ 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区東光2-6-8 http://www.right-stuff.jp/

35
株式会社Ichiyama
Corporation

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区清川2-6-3
ビバチェ天神101

36 有限会社ラシック 卸売・小売業 福岡県 大川市中木室896-1 http://www.rakuten.ne.jp/gold/kagugagoo

37
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

38
株式会社九州セントラルリ
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/

39 九州ダンボール株式会社 製造業 福岡県 筑後市大字長浜1958

40
有限会社丸昌　焼肉の大昌
園

飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市六ッ門町14-13 http://www.taishoen.jp

41
有限会社いきいきリハビリ
ケア

医療・福祉 福岡県 久留米市津福本町1627-5 http://www.iki2-k.com/

42 株式会社環境サポート
その他のサービ
ス業

福岡県 小郡市上岩田766番地 http://www.oh-sigotonin.jp

43 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

44 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
45 古賀清木工株式会社 製造業 福岡県 大川市大字上白垣168-1 http://kogakiyo.com

46 久留米印刷株式会社 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

47 株式会社アーバンクロス 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区浅野2-
17-31

http://www.kokurabay.com

48 株式会社ネクスト
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市八幡西区茶売町1-
3

http://www.carnext.co.jp

49
有限会社モトスポーツ コー
ポレーション

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区津田1-2-
12

http://store.shopping.yahoo.co.jp/motostyle/info.html

50
日建エンジニアリング株式
会社

製造業 福岡県 直方市上頓野4727-1 http://nikkencorp.com/access.html

51 有限会社安部製麺 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/

52 株式会社タグボート 不動産業 福岡県
北九州市八幡西区藤田2-6-
31

http://www.tug-boat.jp

53 有限会社ワイズバイファー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市八幡西区星ヶ丘5-
1-17

54 税理士法人　ＳＫＣ
専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市八幡西区紅梅2-9-
16

http://www.skc-tax.or.jp/pc/

55 有限会社関門動物病院 医療・福祉 福岡県 北九州市門司区黒川西1-14 http://www.kanmon-ah.com/pc/index.html

56 有限会社ＩＴＳ
その他のサービ
ス業

福岡県 宗像市曲932-44

57 アメニティテクノ有限会社
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市戸畑区中原西2-3-
26
岩崎ﾋﾞﾙ2F

http://www.f-dennou.jp/html/22447.html

58 新日本ガス株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市若松区北浜1-7-2-
1

http://www.mapion.co.jp/phonebook/M10010/40103/24030666658/

59 有限会社ＨＡＲＭＯＮＹ
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区日の出町
1-2-1

http://harmony-diving.com/

60 居酒屋くし揚げ風 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区金田1-5-
1

http://tabelog.com/fukuoka/C40106/C105436/rstLst/kushiage/

61 株式会社前田商会 製造業 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

62 有限会社エフ・エフ・シー 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区大門2-3-
8-301

63 株式会社愛和環境管理
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市八幡西区穴生3-2-
20

http://aiwa.art.coocan.jp/

64 株式会社中川碧水造園
その他のサービ
ス業

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

65
北九州中央社会保健労務士
法人

専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市八幡西区黒埼3-1-
3

http://www.kt-sr.net/



66 学校法人　友幸学園
教育・学習支援
業

福岡県
北九州市小倉北区清水4-8-
1

http://www.kyutec.ac.jp/about/outline.php

67 株式会社ゆたかの建装 建設業 福岡県
北九州市八幡西区春日台2-
12-41

http://www.yutakano-tosou.com/company/

68 株式会社オカベイ 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉南区中吉田2-
5-3

http://www.okabei.co.jp/index.php?page=main.html

69
株式会社東京ダイヨー器機
店

卸売・小売業 福岡県
北九州市戸畑区中原東3-4-
21

http://www.tokyodaiyo.com/aboutus/

70 グローイング株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区金田2-1-
8

http://tombow.gr.jp/corporate/network/glowing/index.html

71 株式会社ナカノテツ 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区京町1-3-
10

http://www.hobbyya.com/

72 株式会社ホームクロス 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区京町1-4-
2

http://www.hobbyya.com/

73 株式会社中島ターレット 製造業 福岡県
遠賀郡岡垣町大字戸切379-
1

http://www.turret.co.jp/company.html

74 勝山自動車株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区米町1-5-
15

http://katsuyama-taxi.jp/

75 双葉石油株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市若松区北浜1-7-2-
1

http://www.ftb-oil.co.jp/

76
ひびき社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市小倉南区西水町5-
41

http://pro.ekiten.jp/pro_68410/?fmthd=jimusyo

77 洞海電池電業株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区真鶴2-4-
13

http://www1.bbiq.jp/dokaidenchi/main.htm

78 株式会社ペイジ
専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市若松区青葉台西6-
2-9

http://pageweb.jp/

79
株式会社トータス・インダ
ストリー

卸売・小売業 福岡県
北九州市八幡西区楠木1-7-
11

http://www.fukatsu-coffee.jp/about.php

80 株式会社北九州シティＦＭ 情報通信業 福岡県
北九州市小倉北区魚町2-5-
17
ｲﾝｸｽﾎﾟｯﾄﾋﾞﾙ3F

http://www.fm-kitaq.com/

81
リラクゼーションスポット
リセッタ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉南区徳力3-1-
13

https://www.lisetta3160.com/

82 株式会社メイト黒崎 不動産業 福岡県
北九州市八幡西区黒崎1-1-
1

http://matekurosaki.co.jp/

83
イングリッシュプラス英語
教室

教育・学習支援
業

福岡県
北九州市小倉北区中島1-
16-5

http://www.englishplus.biz/about.php

84 ほぐれあ整体院 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区魚町2-3-
6　2F

http://www.hogurea.jp

85 株式会社セルフケア 医療・福祉 福岡県 遠賀郡遠賀町虫生津302 https://www.kaigonohonne.com/ownership/35353

86 アトム株式会社 卸売・小売業 福岡県 田川市糒1789-17 http://www.atomco.com/

87
ケーキとパンのお店ちびち
び

卸売・小売業 福岡県 田川郡福智町弁城3836-4 http://chibichibi.jimdo.com

88
麻生開発マネジメント株式
会社

飲食店・宿泊業 福岡県 飯塚市新立岩12番37号 http://www.nogami-p-hotel.jp/

89 株式会社シンセイ福岡 製造業 福岡県 宮若市小伏1841-1 http://www.shinsei-fukuoka.co.jp

90 魁　華　告　昌克 卸売・小売業 福岡県 嘉麻市貞月194-6 http://kaika.jp

91
社会保険労務士法人HRサ
ポート

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神1-13-21
天神商栄ビル7F

http://www.roumusupport.com/

92 田中野菜店 卸売・小売業 福岡県 福岡市中央区春吉1-6-3

93
社会保険労務士法人 人事福
岡

専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市南区清水1-24-5 http://jyoseikinfukuoka.net/

94 株式会社マツレン 卸売・小売業 福岡県 飯塚市徳前2-9 http://www.matsuren.com/

95
株式会社フェニックスソ
リューションズ

運輸業 福岡県 大野城市仲畑2-3-44 http://phoenix315.com/

96 株式会社シードル 製造業 福岡県 福岡市東区多の津1-9-7

97 株式会社とうじ 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区天神1-11-17
福岡ビル内

http://www.tohji.co.jp/index.html

98 のもと整骨院 医療・福祉 福岡県
筑紫郡那珂川町片縄2-1
フローラル片縄1F

http://nomotoseikotuin.com/

99
エフエスメンテナンス株式
会社

その他のサービ
ス業

福岡県 福岡市博多区吉塚4-10-18 http://fs-mainte.com/

100 アプレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区警固2-18-17
SHOWAけやき通りビル4F

http://apres-hair.com/

101 sun trip
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市早良区有田6-5-22
クレセントN101



102 NPO法人 花の花 飲食店・宿泊業 福岡県
福岡市南区野間4-18-28
プロス福岡3F

http://hananohana.main.jp/

103 社会福祉法人ひびきの杜 医療・福祉 福岡県
久留米市白山町字垣添390-
21

104 井上明彦税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 糸島市篠原西1-12-93 http://itoshima.tkcnf.com/

105 株式会社Fスリー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名1-3-3
NEO大名2　4F

http://www.solea-f.com/

106
山本社会保険労務士事務所
IBオフィス

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前1-
15-20
NMF博多駅前ビル2F

https://yamamoto-sharoushi.jimdo.com/

107 株式会社アルファ不動産 不動産業 福岡県 福岡市中央区大名2-9-29

108 エイムアテイン株式会社 不動産業 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-
25-24
八百治ビル5F

109 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
福岡商工会議所ビル9F

http://imamura-sr.com/

110 今村経営労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市南区大橋1-15-5
竹内ビル3F

111 さくら労務サポート事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神4-1-17
博多天神ビル8F

http://sr-sakura.jp/

112
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/

113 ネクサス株式会社 不動産業 福岡県
福岡市中央区天神3-10-32
ロゼ天神4F

http://nexus.cbiz.co.jp/

114 a mark
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区今泉1-3-1

115 アート企画 卸売・小売業 福岡県 春日市若葉台西7-9 http://artkikaku111.com/

116
株式会社オリエンタルメ
ディスン

医療・福祉 福岡県 福岡市東区八田1-4-60

117
株式会社日本シルバーサ
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

118 有限会社佐々木整骨院 医療・福祉 福岡県 福岡市中央区小笹3-7-5
119 株式会社H･ブランド 金融・保険業 福岡県 福岡市中央区天神4-1-17

120
有限会社セバウンファミ
リーパリ

教育・学習支援
業

福岡県 福岡市東区千早1-23-10

121
株式会社加來総合保険事務
所

金融・保険業 福岡県
北九州市小倉北区若富士町
1-10
アサヒビル206

122 株式会社ツナグ
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市西区愛宕浜2-3-9
マリナタワー301

http://tonug.com/

123 大衆鉄板めし べべ 飲食店・宿泊業 福岡県
福岡市中央区警固1-15-34
警固セントラルビル1F

124
福岡県室内装飾事業協同組
合

建設業 福岡県
福岡市博多区美野島2-2-19
セイワコーポ住吉102

125 Pizza World ＆ m 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市津福本町221-16
126 セブンイレブン筑後高江店 卸売・小売業 福岡県 筑後市高江258-4
127 株式会社うえしまスポーツ 卸売・小売業 福岡県 八女市本町1番地62-1 http://www.ueshima-sports.com

128 株式会社古賀組 建設業 福岡県 朝倉市三奈木2736の1 http://www.kogagumi.co.jp

129 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/

130
駅前イーグルハウス株式会
社

不動産業 福岡県 朝倉市甘木1754番地5 http://ekimae-eaglehouse.com

131 株式会社ファインテック 製造業 福岡県 柳川市西浜武575-1 http://www.f-finetec.co.jp

132 有限会社サンジュエリー 卸売・小売業 福岡県
久留米市善導寺町飯田438-
7

http://sun-j.net

133 大平紙業株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区西港町
90-12

http://www.taiheis.jp/

134 山本段ボール株式会社 製造業 福岡県 北九州市若松区響町1-8-11 http://www.yamamotodb.co.jp/

135 株式会社インフォメックス 情報通信業 福岡県
北九州市八幡東区東田1-5-
7
九州ﾋｭｰﾏﾝﾒﾃﾞｨｱ創造ｾﾝﾀｰ3F

http://www.infomex.jp/company/index.html

136 株式会社リョーワ 建設業 福岡県
福岡県京都郡苅田町鳥越町
10-5

http://www.e-ryowa.com/page1.html

137 丸栄産業株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉南区石原町
130-12

http://marueisangyou.jp/



138 丸栄化工株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉南区大字新道
寺910

http://www.maruei-gr.co.jp/kaisyaannai.html

139 山田港運倉庫株式会社 運輸業 福岡県 北九州市小倉北区西港町7 http://www.yamadawt.co.jp/

140 株式会社村上精機工作所 製造業 福岡県
北九州市八幡西区洞北町1-
1

http://www.murakami-seiki.co.jp/

141
有限会社小倉クリエーショ
ン

卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区大手町3-
1-107

http://shima-shima.jp/company

142 八祥産業株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉北区西港町3-
6

http://hasshosangyo.co.jp/annai.html

143 株式会社パナホーム北九州 建設業 福岡県
北九州市小倉北区重住3-
10-12

http://www.panahome-kitakyushu.co.jp/

144
タイヨージョイント株式会
社

製造業 福岡県 北九州市門司区浜町12-21 http://www.taiyojoint.co.jp/

145
株式会社安川ビジネスス
タッフ

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市八幡西区黒崎3-2-
8

http://www.ybstaff.com/company

146
有限会社サンケイカードッ
ク

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区葛原1-3-
14

http://sankei-cardock.com/

147
岡本社会保険労務士・行政
書士事務所

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区大門2-1-
20
大門ビル202

http://www.office-okamoto.biz/

148 菅原ビルディング株式会社 不動産業 福岡県
北九州市八幡西区黒崎3-1-
3

http://sugaharabld.co.jp/aboutus/

149 菅原不動産株式会社 不動産業 福岡県
北九州市八幡西区黒崎3-1-
3

http://sugaharabld.co.jp/aboutus/

150
マツシマメジャテック株式
会社

製造業 福岡県
北九州市八幡西区則松東1-
8-18

http://www.matsushima-m-tech.com/

151 清新産業株式会社 製造業 福岡県
北九州市八幡東区山王1-
16-8

http://www.seishin-kk.co.jp/

152 太平興油株式会社 卸売・小売業 福岡県 北九州市戸畑区初音町9-33 http://navifukuoka.com/093-871-7737/

153 株式会社フジコー 製造業 福岡県
北九州市戸畑区中原西2-
18-12

http://www.kfjc.co.jp/

154 株式会社マスクフジコー 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区馬借1-5-
18

http://www.massc.jp/

155 株式会社フジケア 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区高峰町3-
3

http://www.fujicare.co.jp/index.html

156 高藤建設株式会社 建設業 福岡県
北九州市門司区東新町1-1-
30

http://takafuji.co.jp/wp/

157 有限会社高見調剤薬局 医療・福祉 福岡県
北九州市八幡東区荒生田1-
6-2

http://scuel.me/pharmacy/4046643625/

158
有限会社伸宝堂　亀屋調剤
薬局

医療・福祉 福岡県
北九州市八幡東区高見2-1-
6

159 第一警備保障株式会社
その他のサービ
ス業

福岡県 北九州市戸畑区川代2-1-2 http://www.ichikei.net/index.html

160 太陽交通株式会社 運輸業 福岡県 福岡県行橋市道場寺1470-3 http://www.taiyo-koutu.co.jp/

161 橋本食品株式会社 卸売・小売業 福岡県 北九州市門司区栄町9-23 http://www.hashimoto-foods.sakura.ne.jp/

162 株式会社マッハ
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区長野1-6-
24

http://www.mach5.jp/

163 株式会社ケィ・ビー・エス
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区砂津1-2-
13

http://kbs-group.co.jp/

164 北九州空港振興協議会
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区紺屋町
13-1

https://www.tobetobekitaq.jp/

165 北進産業株式会社
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区西港町
125-5

http://www.hokushin-sangyo.com/index.html

166
医療法人和田整形外科クリ
ニック

医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区京町2-7-
8
小倉ビル6F

http://fdoc.jp/clinic/detail/index/id/50613/tab/2/

167
医療法人社団翠会 八幡厚生
病院

医療・福祉 福岡県
北九州市八幡西区里中3-
12-12

http://www.yahata-hp.com/

168 株式会社西部毎日広告社 情報通信業 福岡県
北九州市小倉北区紺屋町
13-1

http://www.seibu-maiko.co.jp/

169 九州建物管理株式会社
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区紺屋町4-
6

https://loco.yahoo.co.jp/place/g-VmKaZwUP5B-/

170 株式会社極東製作所 製造業 福岡県 北九州市門司区新門司3-42 http://www.kyokutov.ecnet.jp/index.html

171 ﾒﾃﾞｨﾙｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽ ｽﾏｰﾄ×ｽﾏｰﾄ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市八幡東区東田1-3-
9

http://s-m-a-r-t.jp/

172 さくら整骨院 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉南区守恒本町
2-2-8

http://www.sakuraseikotsuin.info/



173 株式会社丸勢運輸 運輸業 福岡県
北九州市小倉北区赤坂海岸
5-3

174 有限会社宮野建装 建設業 福岡県
北九州市八幡西区本城東1-
11-27

http://miyanokensou.co.jp/

175 株式会社レディスハヤト 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区浅野2-
14-1
 KMMビル2Ｆ

http://www.hatoya-inc.co.jp

176 株式会社北九洲地産 不動産業 福岡県
北九州市小倉南区湯川5-8-
10

177 株式会社ごとう醤油 製造業 福岡県
北九州市八幡東区日の出1-
3-18

http://goto-shoyu.com/site/corp2/

178 株式会社ＦＡサポート 情報通信業 福岡県
北九州市小倉北区到津1-3-
3-301

www.fa-support.com/ 

179
アントメンテナンスサービ
ス株式会社

専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市八幡西区木屋瀬2-
5-4

http://www.ant-ms.co.jp/

180 株式会社カーサ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市八幡西区千代ヶ崎
1-3-7

http://beauty.hotpepper.jp/slnH000102000/

181 栗ちゃんラーメン紺屋町店 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区紺屋町
12-21

http://menmusubi.com/kurichan-konyamachi001

182 有限会社フジケイ 卸売・小売業 福岡県
北九州市八幡西区下上津役
元町1-3

183 有限会社グレマ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区京町2-1-
23

https://work.salonboard.com/slnH000048335/

184 株式会社タイズ 情報通信業 福岡県
北九州市小倉北区浅野3-8-
1

http://www.ties.jp/

185 株式会社吉田時計店 卸売・小売業 福岡県 北九州市門司区中町1-21 http://yoshida-moji.com/

186 有限会社インテリアベスト 建設業 福岡県
北九州市八幡西区浅川町
20-10

187 ケアホーム株式会社 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉南区徳力4-
21-14

www.hanamizuki-kaigo.com/

188 増成動力興業株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉北区堺町1-9-
10

http://www.masunari.co.jp

189 美容室　リルト
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区魚町3-1-
14-2階

http://lilt.main.jp/

190 ＮＡＮＡ’Ｓ　ＮＡＩＬ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区室町2-
10-12
Y’sビル3階

http://nanasnail.com

191 レリーフ合同会社
教育・学習支援
業

福岡県
北九州市門司区東新町1-9-
21

http://www.relief-llc.com/

192 有限会社アド・フクシマ 建設業 福岡県
北九州市八幡西区里中2-2-
9

http://www.data-max.co.jp/2010/09/led_1.html

193 株式会社フクデン 製造業 福岡県 飯塚市菰田東1丁目-8-14 http://fukuden.cc

194 MTO税理士法人
専門・技術サー
ビス業

福岡県 田川郡糸田町3967-67 http://www.mto-tax.jp

195
染谷社会保険事務所染谷喜
美

専門・技術サー
ビス業

福岡県 飯塚市新立岩8番55号 http://sometani-jinji.com

196 福豊帝酸株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

福岡県 飯塚市佐与1480番地1 http://www.fukutei.co.jp

197 大新電興有限会社 建設業 福岡県 福岡市南区老司1-12-7 http://www.daishindenkou.co.jp/

198 有限会社タケシゲ 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区平和1-23-6 http://takeshige-shoyu.com/

199 株式会社アクアクリエート 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区千代4-11-29 http://aquacreate.co.jp/

200 アルファシンク株式会社 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東2-
15-19
KS･T駅東ビル7F

http://www.alpha-think.co.jp/

201 株式会社山口設備 建設業 福岡県 糟屋郡粕屋町花ヶ浦4-8-25

202 octo.hair
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Ⅱ　6F

203 株式会社REEHA 医療・福祉 福岡県 福岡市南区清水2-21-20 https://reeha-pt.com/

204 株式会社フォトリックス
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区渡辺通5-15-3
グランデ･エス2　1F

http://photorix.co.jp/

205
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

http://www.hakata-gyosei.jp/

206 株式会社サンクライム 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅南2-1-
5

http://sunclimb.co.jp/

207 株式会社クリエル 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東3-
11-28
博多サンシティビルⅡ

https://www.creal-j.com/



208 株式会社広田建創 建設業 福岡県 筑紫野市武蔵3-2-26

209
株式会社創世エンジニアリ
ング

製造業 福岡県
久留米市宮ノ陣町若松1番
地6

http://www.sousei-japan.com/

210 株式会社ウー・ルー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市天神町116-1Ｆ-C http://uoo-roo.com

211 株式会社サンコウ 製造業 福岡県 大川市大字中木室700
212 イケショウ株式会社 製造業 福岡県 久留米市城島町浜89
213 マルイケクラフト株式会社 製造業 福岡県 久留米市城島町江上本358
214 福岡酸素株式会社 卸売・小売業 福岡県 久留米市東町33番地の21 http://www.fksanso.co.jp

215 富士タクシー有限会社 運輸業 福岡県 久留米市原古賀町24番地24 http://anzengroup.co.jp
216 吉川タクシー有限会社 運輸業 福岡県 久留米市原古賀町24番地24 http://anzengroup.co.jp
217 有限会社下田タクシー 運輸業 福岡県 小郡市福童3370 http://anzengroup.co.jp
218 第一タクシー有限会社 運輸業 福岡県 久留米市原古賀町24番地24 http://anzengroup.co.jp

219 壽タクシー有限会社 運輸業 福岡県
久留米市宮ノ陣4丁目26番3
号

http://anzengroup.co.jp

220 安全タクシー有限会社 運輸業 福岡県
久留米市善道寺町飯田400-
3

http://anzengroup.co.jp

221 コゲツ産業株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区赤坂海岸
3-2

http://www.kogetsu-g.co.jp/

222 シャボン玉石けん株式会社 製造業 福岡県
北九州市若松区南二島2-
23-1

https://www.shabon.com/

223 日本資源流通株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉北区西港86-
13

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

224
株式会社こまつコーポレ－
ション

卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区黄金町1-
1-3

http://www.coma2.co.jp

225
有限会社ワイワイカンパ
ニー

卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区黄金町1-
1-11

http://www.coma2.co.jp

226 株式会社越治産業
その他のサービ
ス業

福岡県 北九州市門司区春日町21-5

227
有限会社ワージーアンビ
シャス

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区弁天町4-
1

http://passions.jp/index.html

228 有限会社ウイズ栁川
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町
2-1

http://ss-with.jp/

229 有限会社三浦海産 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区西港町
92-10

230 おそうじ本舗 戸畑店
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 北九州市戸畑区沖台1-2-12 http://www.osoujihonpo.com/shop/detail/2564/

231 株式会社ヤマヒラ 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市八幡東区西本町2-
2-1

232 大建産業株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市八幡東区西本町4-
3-20

http://www.daiken.biz-web.jp/index2.html

233 小倉造園株式会社 建設業 福岡県
北九州市小倉南区横代北町
5-22-36

234 医療法人寿芳会　うみかぜ 医療・福祉 福岡県 北九州市若松区本町2-15-6 http://www.yoshino-hp.com/

235 株式会社ハートウエイ 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉南区中貫1-
16-1

http://shimizu-seikotsu.com/company.html

236 肉八 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区京町3-5-
8

https://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40039676/

237 株式会社ペーパークラフト 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉南区長尾6-1-
10

238
株式会社アサヒメタルリサ
イクル

その他のサービ
ス業

福岡県 北九州市若松区北湊町8-29 http://www.asahigroup.jp/index.html

239
特定非営利活動法人ドッグ
セラピージャパン

医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区片野3-
14-1

https://www.facebook.com/dtj.or.jp/

240 剛建 建設業 福岡県
北九州市小倉南区沼新町1-
1-22-204

241 有限会社栄野会 医療・福祉 福岡県 宮若市磯光1713番地45
242 株式会社 直方 飲食店・宿泊業 福岡県 直方市大字畑686番地 http://n-ikoinomura.co.jp

243 株式会社 雄建
鉱業・採石業・
砂利採取業

福岡県 飯塚市勢田1186

244 株式会社アルチ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区大手門3-1-1 http://www.square-style.com/

245 株式会社ハートアロー 卸売・小売業 福岡県 糟屋郡新宮町美咲3-3-26

246 ADLIVE
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市東区千早5-32-22

247 株式会社花織 卸売・小売業 福岡県
福岡市博多区博多駅南1-2-
18

http://kaori.life/



248 株式会社ライズ
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅前2-4-
12
タイセイビル4F

http://www.rise-f.net/

249 manaweb塾
教育・学習支援
業

福岡県 福岡市南区清水1-25-10-2F http://manaweb.info/

250 有限会社シャカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区黒門2-30
ベガ大濠Ⅱ

http://www.shakadesign.net/

251 株式会社Grace Innover.
教育・学習支援
業

福岡県 福岡市南区大楠3-17-21

252 株式会社不動産パートナー 不動産業 福岡県
福岡市中央区舞鶴1-1-11
天神グラスビルディング7F

http://www.f-partner.net/

253 株式会社エイムズ
その他のサービ
ス業

福岡県
福岡市博多区博多駅東2-5-
21
博多プラザビル6F

http://www.f-aims.net/

254 Legacy hair design
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区今泉1-18-14
和顔館1F

255
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5-9-10 http://www.ksk.ac.jp

256 隆勝堂フーズ株式会社 製造業 福岡県
八女市大字蒲原７29番地の
1

http://www.ryushodo.com

257  株式会社中津留 卸売・小売業 福岡県 久留米市蛍川町1-6 http://www.nakatsuru.com

258 丸永製菓株式会社 製造業 福岡県 久留米市東櫛原町1821 http://www.marunaga.com

259
ドリームスエフエム放送株
式会社

情報通信業 福岡県 久留米市中央町35-20 http://www.dreamsfm.co.jp

260 川島交通自動車株式会社 運輸業 福岡県 久留米市大手町5番地の8 http://www.kawashima-taxi.com/

261 株式会社みやき 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市東櫛原町421-1 http://www.saya2007.com

262
医療法人聖峰会 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
892

http://www.seihoukai.or.jp

263 株式会社 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/

264
株式会社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/

265 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892 http://antoku.co.jp/wordpress/

266 株式会社宇佐餅 卸売・小売業 福岡県
北九州市八幡東区祇園1-6-
1

http://usamochi.com/usa-mochi.html

267 社会福祉法人 年長者の里 医療・福祉 福岡県
北九州市八幡東区大蔵3-2-
1

http://nenchousha.com/list/

268 株式会社アステック入江 製造業 福岡県
北九州市八幡東区西本町3-
1-1

http://www.astec-irie.co.jp/

269 九州機電株式会社 卸売・小売業 福岡県 北九州市小倉北区西港92-5 http://www.kyushu-kiden.co.jp/

270 石川金属工業株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉北区赤坂海岸
2-1

http://www.isikawa-k.co.jp/index.html

271 株式会社カワカミ 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区赤坂海岸
4-8

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

272 筑豊食品工業株式会社 製造業 福岡県 飯塚市花瀬128-18 http://wa-kamosu.com/

273 株式会社げんき･ゆうき 医療・福祉 福岡県
福岡市中央区地行1-3-14
エスタディオ大濠Ⅱ

274
株式会社イートレーディン
グ

卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区大名1-14-45
QIZTENJIN6F

http://e-trading.jp/

275 居酒屋 亀屋 飲食店・宿泊業 福岡県
福岡市中央区薬院3-11-30
エステートモア薬院通り
105号

276 BOTANICAL
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市西区姪浜駅南3-19-3 http://hair-botanical.com/

277 株式会社コネクト 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東1-
16-7
博多駅東尾崎ビル4F

http://connect-jp.jp/

278 合同会社Weed 医療・福祉 福岡県
行橋市東徳永473-6
扇アパート1号室

279 ポルテボヌール株式会社 卸売・小売業 福岡県 福岡市中央区渡辺通1-1-1
280 株式会社TOURI 飲食店・宿泊業 福岡県 福岡市博多区店屋町3-33

281 株式会社ダイニチ 建設業 福岡県
福岡市中央区大手門3-14-
23
ダイニチ大手門ビル

http://www.dainiti.co.jp/

282 株式会社エフプランニング 建設業 福岡県
福岡市中央区高砂2-12-31
原田ビル2F

http://fplng.com/

283 株式会社オー･エー企画
その他のサービ
ス業

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



284 株式会社トキオグループ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区赤坂3-11-41

285 六長屋 飲食店・宿泊業 福岡県 春日市春日公園2-60

286 株式会社チームふらっと
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名2-6-11
FUKUOKA growth next 223
号室

http://team-flat-michinoeki.com/

287
社会保険労務士法人
WOOPartners

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区薬院1-14-21-
56

288 J-LEAD協同組合
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区古門戸町5-1
アイビル2F

http://j-lead.jp/

289 體整骨院 医療・福祉 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-7-
1
葵ビル1F

http://karadaseikotsuin.com/

290
株式会社グローバルワーク
ス

情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅東1-
12-5

http://gwx.co.jp/

291 想家工房株式会社 建設業 福岡県 筑紫野市針摺東1-6-3 http://www.soukakoubou.com/

292 テールズモバイル株式会社 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-7-
35

https://www.tailsmobile.co.jp/

293 La poche
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区薬院2-4-27
ラフィーヌ薬院2-401

294 西部ガス絆結株式会社 医療・福祉 福岡県 春日市春日公園5-2 http://banyu-kizuna.com/

295
社会福祉法人ひじり会　特
別養護老人ホームひじり園

医療・福祉 福岡県
久留米市田主丸町石垣1291
番地の6

http://www.hijirikai.com

296 Ｌａ．tulle
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市上津町1181-5 http://la-tulle.com

297 江崎建設 建設業 福岡県 大牟田市山上町3-1302 http://www.esaki-k.com

298
株式会社BOOKSあんとく や
まが店

卸売・小売業 福岡県 山鹿市山鹿字黒田721-2 http://antoku.co.jp/wordpress/

299
株式会社BOOKSあんとく あ
らお店

卸売・小売業 福岡県 荒尾市荒尾4160-2 http://antoku.co.jp/wordpress/

300 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/

301
株式会社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892 http://antoku.co.jp/wordpress/

302
株式会社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/

303
株式会社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/

304 株式会社丸信 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

305 DRcompany株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区鍛冶町2-
2-10
-503

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

306 株式会社マツカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区砂津2-
12-29

http://salon-de-matsuka.info/

307 ﾃﾞィ・ｹイ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ協同組合
その他のサービ
ス業

福岡県 小倉北区上富野3-13-8 http://dkgp.org

308
たけせ社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区中吉田3-
5-4

http://takese-sr.life.coocan.jp/

309
米村税理士事務所・社会保
険労務士事務所

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区清水1-8-
3

http://www.yonemura-tax.net/

310 株式会社エーシス
専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市小倉南区長尾5-
11-13

http://a-sys.biz/

311 株式会社めがねのヨシダ 卸売・小売業 福岡県 北九州市門司区中町1-21 http://yoshida-moji.com/

312 LA　NATURE　OHNO 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区船場町6-
1
麻布ﾋﾞﾙB1

http://la-nature-ohno.com/

313 有限会社カムカンパニー 製造業 福岡県
北九州市若松区花野路1-1-
8

http://www.camc.jp/index.html

314 株式会社ICHIWA 建設業 福岡県
北九州市八幡西区浅川台3
丁目19-22
-201

https://ja-jp.facebook.com/ICHIWA.inc/

315 株式会社SP-Link
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区徳力新町
1-13-30

http://splink.jp/page02/index.html

316 有限会社 果摘 製造業 福岡県
北九州市小倉北区大手町
12-4

http://www.katsumi-cake.com/stat/store.html

317 ウイルテック株式会社
専門・技術サー
ビス業

福岡県 行橋市行事6-1-16 http://www.will-tech.co.jp/



318 株式会社エスティーロ 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉南区下曽根4-
1-12

http://www.iroha-group.com/

319 酒友愛 飲食店・宿泊業 福岡県 北九州市若松区中川町1-17 https://ja-ks.facebook.com/%E9%85%92%E5%8F%8B%E6%84%9B-820939651276093/

320 ライズ 建設業 福岡県
北九州市八幡西区中須1-1-
37-211

321 株式会社ソル 運輸業 福岡県
北九州市小倉北区弁天町5-
2
内山南小倉駅前ビル1102

http://www.sol-ltd.jp/

322 株式会社ピュア 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区京町4-3-
16

323
社会福祉法人 光陵会多田の
里

医療・福祉 福岡県 飯塚市多田309番地11 www.tadanosato.jp

324 株式会社 古野食品 製造業 福岡県 宮若市磯光1085番地2 www.furunofoods.co.jp
325 株式会社 和田木型製作所 製造業 福岡県 嘉麻市山野1386-5 http://wadakigata.com
326 株式会社野口製作所 製造業 福岡県 福岡市西区大字桑原2413-1 http://www.noguchi-factory.co.jp/

327
株式会社ライスエンジニア
リング

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区博多駅南1-4-
5
博多駅南QRビル2F

http://www.raisu-engineering.com/

328 株式会社ハウスランド社 建設業 福岡県 春日市天神山2-83 http://www.h-land.jp/
329 株式会社レーザマツシタ 製造業 福岡県 福岡市東区筥松1-11-2

330 株式会社ハコブネ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区博多駅前4-
36-29-401

http://www.hakobune.co.jp/

331
株式会社ゼネラルカメラ
サービス

その他のサービ
ス業

福岡県 福岡市博多区山王2-5-24 http://www.general-cs.com/

332 株式会社介護家族
教育・学習支援
業

福岡県
福岡市中央区大名2-9-5
グランドビル2F

https://kaigokazoku.jp/

333 株式会社EnjoyLifeCompany 情報通信業 福岡県
福岡市中央区天神4-8-25
ｵﾌｨｽﾆｭｰｶﾞｲｱNIKKO天神201
号

https://enjoy-life.co.jp/

334 柴田運送有限会社 運輸業 福岡県 福岡市東区社領2-1-33

335 株式会社鈴木洋装店 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区荒戸2-2-4
ラ･コルテ大濠1F

http://www.unora.me/

336 猿渡社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県 柳川市大和町塩塚528-1

337 有限会社デザイン見聞録 建設業 福岡県
福岡市南区長丘5-24-22
長丘EMビル101

http://www.ken-bun-rock.com/

338 株式会社Ｅ-パートナーズ 卸売・小売業 福岡県
福岡市早良区百道浜3-8-33
福岡LSI総合開発センター
710号

http://www.4e-partners.co.jp/

339 株式会社なごみ 建設業 福岡県
福岡市早良区原7-26-22-
102

340 株式会社セルピー 情報通信業 福岡県 福岡市南区野間2-6-14 http://sellp.co.jp/
341 株式会社賦句珈琲 飲食店・宿泊業 福岡県 福岡市中央区谷1-12-30 http://fusukucoffee.jp/

342 株式会社エイケイアイ 情報通信業 福岡県
福岡市博多区中洲5-3-8
アクア博多5F

http://www.aki-corp.com/

343 Ｍメンテナンス株式会社
その他のサービ
ス業

福岡県 筑紫郡那珂川町今光4-132

344
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

345 インフォニイ株式会社 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/

346 株式会社UP
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市早良区西新4-9-35

347 後藤労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区清川1-9-19
渡辺通南ビル5F

http://office-goto.com/

348 株式会社すこやか工房 卸売・小売業 福岡県 福岡市博多区冷泉町9-26 http://corp.sukoyaka.co.jp/

349
タイメック株式会社久留米
工場

製造業 福岡県
久留米市梅満町高海1645-
12

http://timec.co.jp

350
株式会社セイシン・コンピ
タンス・サポート

その他のサービ
ス業

福岡県 飯塚市新飯塚4-23　4F http://seisin-cs.com

351 立花うどん有限会社 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市東合川5-6-1 http://www.tachibanaudon.co.jp

352 有限会社光蘭 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市津福今町303-1
353 株式会社 しげなが 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市六ッ門町7-31

354
有限会社久留米第一自動車
学校

教育・学習支援
業

福岡県 久留米市山本町豊田1358-1 http://www.k1ds.jp/

355 有限会社アムリタ
教育・学習支援
業

福岡県
朝倉市甘木1670-1
Ｂ202センタービル2F

http://www.amrita.jp



356 西日本産業株式会社 不動産業 福岡県 久留米市花畑3-3-3 http://www.aladdin-boy.com

357 リビングＴ&Ｓ 卸売・小売業 福岡県 久留米市西町1139-1 http://www.living-t-s.com

358 有限会社原商会 卸売・小売業 福岡県
久留米市安武町安武本
3185-2

http://www.shaddy.gr.jp/90230-001/

359 岩武会計事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市八幡西区馬場山緑
7-1

http://tax-iwatake.tkcnf.com/pc/

360
ネイルテリア　ココ　河野
通明

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区今泉1-10-21
天神ﾏｯｸﾋﾞﾙ5Ｆ

361 ラ・ヒール　河野　通明
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区博多駅前4-
23-12-203

362 株式会社大地 卸売・小売業 福岡県 北九州市門司区吉志197-2 http://www.kuc.ne.jp/shop/shop_kitakyu.html#

363 株式会社ネーブルグリーン 建設業 福岡県
北九州市小倉北区高坊2-9-
1

http://www.navelgreen.co.jp/

364 株式会社ふじた 製造業 福岡県 北九州市門司区柳橋1-4-10 http://www.nukamisodaki.com/

365 株式会社ザザホラヤ 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉南区湯川新町
4-24-3

http://www.zazahoraya.com/store/index.html

366 山﨑建材株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市八幡西区八千代町
11-11

http://yamasakikenzai.co.jp/

367
安田工業株式会社　八幡工
場

製造業 福岡県
北九州市八幡東区枝光2-7-
7

http://www.ysd-kk.co.jp/

368 医療法人小倉蒲生病院 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉南区蒲生5-5-
1

http://www.kokura-gamou.jp/

369 医療法人ふらて会 医療・福祉 福岡県
北九州市八幡東区山路松尾
町13-27

http://furate.net/

370
医療法人社団恵友会　霧ｹ丘
つだ病院

医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区霧ｹ丘3-
9-20

http://www.k-you.or.jp/

371 有限会社　写真館タダシ
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区下到津5-
10-25

http://tadashi.photo/

372 コダマ健康食品株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区東港1-1-
12

https://www.kodama-ks.com/

373 社会福祉法人 宮田福祉会 医療・福祉 福岡県 宮若市磯光2159-1 http://www.geocities.jp/shoyoennet/

374
赤間耕税理士事務所　赤間
耕

専門・技術サー
ビス業

福岡県
飯塚市吉原町6-1 あいタウ
ン301

http://www.zeirisi-akama.com

375
株式会社 福岡カホスイミン
グスクール

教育・学習支援
業

福岡県 飯塚市有安1025-3 www.kaho-ss.com

376 株式会社MARS 卸売・小売業 福岡県
福岡市南区若久4-2-18
若久パークプラザE号室

377 株式会社relation 医療・福祉 福岡県 福岡市東区多の津5-27-14

378 九東コンクリート株式会社 建設業 福岡県
福岡市中央区大手門2-9-12
椛村興産ビル3階

379 株式会社フリーダム 卸売・小売業 福岡県
福岡市博多区博多駅東2-5-
28
博多偕成ビル605

http://www.ori-print.com/

380 医療法人とりごえ会 医療・福祉 福岡県 福岡市東区原田3-6-7
381 山下医科器械株式会社 卸売・小売業 福岡県 福岡市中央区渡辺通3-6-15 http://www.yamashitaika.co.jp/

382 中和商事株式会社 卸売・小売業 福岡県
福岡市博多区下呉服町9-
21-311

383 株式会社ドックス 情報通信業 福岡県
福岡市中央区天神4-7-11
クレアビル4F

http://www.docs.co.jp/

384
株式会社イコニコ･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3-7-21
圓ビルディング一本木2F

http://www.iconico.jp/

385 株式会社KEYS PROJECT 飲食店・宿泊業 福岡県 福岡市早良区西新5-1-16

386
税理士法人 田﨑･太田事務
所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市南区野間4-2-10
ダイヤハイツ野間206

387 株式会社NARU
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区大名2-1-14

388 株式会社システム企画 情報通信業 福岡県
福岡市南区大橋1-20-19
朝日ビル大橋

http://www.sys-k.co.jp/

389 ヘアギャラリーグラス
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区春吉2-4-11
リヴィエールシャン1F

390 Ｌｕａｎａ　ＨＡＩＲ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市諏訪野町2352-1 http://www.hair-luana.jp

391 サクラみそ食品株式会社 製造業 福岡県 久留米市梅満町1638-4 http://www.sakuramiso.co.jp

392 有限会社フクナン開発
その他のサービ
ス業

福岡県 久留米市荒木町白口1602 http://www.fukunan-g.com/

393 山の壽酒造株式会社 製造業 福岡県
久留米市北野町乙丸1・2合
併番地



394 株式会社ボーテックス 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市津福本町1720-9 http://fish-uomasa.jp
395 株式会社吉開のかまぼこ 製造業 福岡県 みやま市瀬高町下庄987 http://www.yoshigai.co.jp/

396 有限会社ノーブル 飲食店・宿泊業 福岡県
久留米市日吉町11-7　ノー
ブルヒルズ4F

397 津福工業株式会社 製造業 福岡県 筑後市一条1331 http://www.tsubuku.co.jp/

398 日米ゴム株式会社 製造業 福岡県 久留米市京町5丁目196番地 http://nichibeigomu.co.jp/

399
医療法人緑青会よしはら病
院

医療・福祉 福岡県 大川市小保177 http://www.ozuma-med.or.jp/clinic/ookawa/yoshihara.html

400 和田合金株式会社 製造業 福岡県
北九州市小倉南区新曽根7-
32

http://www.wadagoukin.co.jp/

401 株式会社山一製作所 製造業 福岡県 北九州市門司区松原3-4-2 http://www.yamaichi-net.co.jp/about/

402 株式会社湯佐部品 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区木町1-7-
5

http://yusayusa.com/company.html

403 大和倉庫運輸株式会社 運輸業 福岡県
北九州市門司区門司北1-6-
9

http://dsu-kyushu.jp

404 株式会社ZEN
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区三郎丸2
－10－5

http://www.harvestgarden-zen.com/recruit.html

405 有限会社ギャンボス
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区大畠3-7-
45

http://id-only.co.jp/

406 株式会社大石工業 建設業 福岡県
北九州市小倉南区沼南町3-
11-14

https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-IYbqCQexCYcz.aspx

407 az　luxury
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉南区長行東3-
3-2

http://www.azlux.info/

408
株式会社International
Dressers Only

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区大畠3-7-
45

http://id-only.co.jp/

409 落合工機株式会社 建設業 福岡県
北九州市八幡西区大字本条
2709-2

https://jmty.jp/fukuoka/job-con/article-28pla

410 侍SAMURAI 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区若富士町
1-10

http://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400502/40031680/

411
株式会社マルセコーポレー
ション

運輸業 福岡県
北九州市小倉北区赤坂海岸
2-5

412
社会保険労務士仲村龍治事
務所

その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市八幡西区星ヶ丘4-
10-10

http://www.nkryu-sr.com/

413 BIG TOWN株式会社 医療・福祉 福岡県 福岡市東区唐原1-2-1

414
たかやま整形外科クリニッ
ク

医療・福祉 福岡県 糟屋郡新宮町夜臼6-8-7 http://www.takayamaseikei.jp/

415
小畑陽司税理士･行政書士事
務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県 大野城市栄町1-3-13 http://www.kohataz.com/

416 BENESU春日原宇野 卸売・小売業 福岡県 大野城市錦町2-5-18 http://benesu-kasugabaru.com/

417 株式会社MIKI･ファニット
教育・学習支援
業

福岡県
福岡市西区内浜1-7-2
西部スポーツガーデン2F

http://www.mikifunnit.com/

418 Marble hair
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

419 atelier WAKON
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://atelier-wakon.com/

420 株式会社CAROS
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区奈良屋町13-
16

421 株式会社グレート･ビーンズ
専門・技術サー
ビス業

福岡県 福岡市中央区薬院3-16-26 https://gb-jp.com/

422 株式会社福匠建装 建設業 福岡県 福岡市早良区次郎丸6-13-5 http://www.fuku-syou.co.jp/

423 有限会社Otti
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区警固1-6-56

424
九州建設インテリア事業協
同組合

建設業 福岡県
福岡市博多区博多駅前4-
13-27

http://www.jcif-kyusyu.com/

425 株式会社マース 建設業 福岡県 福岡市城南区樋井川3-29-3
426 株式会社大匠建設 建設業 福岡県 筑紫郡那珂川町恵子1-47 http://dai-sho.net/

427 株式会社Bullion
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市中央区草香江1-8-32

428 株式会社萃香園 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市櫛原町87番地 http://www.suikoyen.co.jp/

429 株式会社豊解体工業 建設業 福岡県 柳川市佃町1312-6 http://www.yutaka-group.net/

430 清水社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

福岡県
久留米市御井籏崎１丁目
10-24
プレーンビル1階

431 株式会社アスタラビスタ 卸売・小売業 福岡県
福岡県三潴郡大木町高橋
518

http://www.hastala.co.jp/

432 株式会社関家具 卸売・小売業 福岡県 大川市幡保98-7 http://www.sekikagu.co.jp

433 株式会社関家具工房木馬 製造業 福岡県 大川市幡保172-3 http://www.sekikagu.co.jp/showroom



434 株式会社関家具カーゴ 運輸業 福岡県 大川市幡保98-7 http://www.sekikagu.co.jp

435 株式会社ロビンズ 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区船場町5-
16

https://robin-s.com/wp/

436 株式会社酔笑 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区魚町3-4-
4

https://r.gnavi.co.jp/kgr9d6fk0000/?utm_id=type-t_p-nashi_gef4700_top_pc_y_lis

437 国土企画調査株式会社 不動産業 福岡県
北九州市小倉北区竪町1-2-
30

http://kokudo.jp/about/outline.php

438 株式会社共立建物 不動産業 福岡県
北九州市小倉北区重住3-2-
12

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

439 北九州青果株式会社 卸売・小売業 福岡県
北九州市小倉北区西港町
94-9

http://www.marukita-seika.co.jp/

440 株式会社リンリン 卸売・小売業 福岡県
北九州市八幡西区藤田1-1-
11

http://ringring.co.jp/shop/

441 BONGO 飲食店・宿泊業 福岡県 北九州市門司区柳町2-2-6 https://www.facebook.com/bongomoji/

442
ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ａ
ＣＥ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区馬借1-5-
19
フルリール2Ｆ

http://www.ace-kokura.com/

443
社会保険労務士伊藤まさひ
こ事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区綱場町3-16
三興ビル2F

444 1LDK HairRoom
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 大野城市若草1-4-13 http://www.1ldk.jp/

445 株式会社K-Limited 卸売・小売業 福岡県 福岡市南区高木2-14-21

446
株式会社スマイルホール
ディングス

情報通信業 福岡県 福岡市中央区薬院1-11-14 http://smile-hd.jp/

447 ヘアースタジオFRIEND
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 福岡市博多区住吉5-16-11

448 株式会社テスワールド
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市博多区博多駅南1-7-
28

http://www.tessworld.com/index.html

449 株式会社三立鑑定
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区中洲中島町2-
3
福岡フジランドビル7F

http://sanrizkj.co.jp/

450 株式会社アドライズ 情報通信業 福岡県
福岡市中央区天神1-15-32
天神MTビル7F

https://www.adlize.com/

451
株式会社大川デザイン
ミュージアム

卸売・小売業 福岡県 大川市幡保172-3 http://www.sekikagu.co.jp/activities/odm/

452 株式会社松尾農園グループ 農業・林業 福岡県 八女市立花町白木739-1 http://www.ninniku.jp/

453 株式会社栄電舎 製造業 福岡県
久留米市津福本町南津留
2348-8

http://www.eidensha-group.com

454 株式会社アイシード
その他のサービ
ス業

福岡県
久留米市新合川2丁目6番27
号
ゆめパークビル4F

455 アンビショングループ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 久留米市日吉町5-43 http://www.am-g.jp

456 遊食工房 茶花 飲食店・宿泊業 福岡県 久留米市東櫛原町1451-1

457
株式会社ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞﾌｰﾂﾞｻｰ
ﾋﾞｽ

飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉北区片野新町
3-1-8

http://www.bigbears.co.jp/

458 株式会社ひすい
教育・学習支援
業

福岡県
北九州市小倉南区葛原本町
6-8-27

https://www.hisuiweb.jp/

459 洋菓子のミロ 卸売・小売業 福岡県 北九州市戸畑区新池1-9-2 http://shop.shashin-cake.com/

460 合同会社フィクサス 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉南区横代北町
4-2-29

http://shikinoniwa.jp/

461 ドッグスター
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区沼緑町1-
12-2

462 310mortor garage 佐藤隆政
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉南区横代北町
2-2-25

http://fukuoka-customcar.net/

463
株式会社エンジェルウイン
グ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区中津口1-
5-4-503

464 株式会社 サンライフ 医療・福祉 福岡県
北九州市八幡西区大字野面
1027-4

http://kaigodb.com/jigyousho/4070704939-150/

465
ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＭＩ
ＷＡ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 北九州市門司区柳町2-4-7 http://hairmakemiwa.com/hair-make/

466 エコイチほんだ 本田晃一
その他のサービ
ス業

福岡県 田川市夏吉1789-1

467 株式会社 iZMA
専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区天神5丁目9-
2-607

http://izma.jp/corp.html

468 株式会社パラドックス 不動産業 福岡県
福岡市博多区博多駅前3-3-
12

http://www.homemate.co.jp/hm/9125/



469 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 http://hideshima-oc.com/

470
JAPAN GRANT SUPPORT株式会
社

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市中央区平尾3-7-21
圓ビル4F

471 炭火焼肉　炙季 飲食店・宿泊業 福岡県
福岡市中央区大名1-3-6
フラップス2F

http://jokki.info/

472
株式会社クレ･コーポレー
ション

不動産業 福岡県
福岡市中央区天神4-6-7
天神クリスタルビル4F

http://www.kure.ne.jp/

473 株式会社アイラ 卸売・小売業 福岡県
福岡市中央区今泉1-2-30
天神プレイスWEST棟1F

http://brotland.com/

474
株式会社トータルオフィ
ス・タナカ

その他のサービ
ス業

福岡県
久留米市東町5-13　ミチ
パールビル302

http://www.of-tanaka.com

475 有限会社久留米映像
専門・技術サー
ビス業

福岡県 久留米市梅満町563 http://kev.jp/

476
オフィス・ケイ 人材開発ラ
ボ

教育・学習支援
業

福岡県
福岡市中央区白金1-2-13-
303

http://www.shukatsu-otasuke.jp

477
有限会社グリーンピース磯
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

478 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ小倉曽根ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉南区東貫3-
22-22

479 株式会社アヴァンティ 情報通信業 福岡県
北九州市小倉北区室町2-5-
1
ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ小倉7F

http://office.e-avanti.com/aboutus/index.cgi?pg=0020

480 株式会社ダイナリィ
その他のサービ
ス業

福岡県
北九州市小倉北区中島1-
17-13
ﾀﾞｲﾅﾘｨｺｱﾋﾞﾙ1F

http://www.dynary.co.jp/

481 コンダクト株式会社 不動産業 福岡県
北九州市小倉北区浅野2-
17-38

https://www.e-conduct.co.jp/company.html

482 Ｊａｎｎａ 株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市八幡西区八枝2-1-
1

http://janna-salons.com

483 株式会社隆成建設工業 建設業 福岡県
北九州市八幡西区星ヶ丘5-
5-42

484 三執建設 建設業 福岡県 福岡県中間市扇ヶ浦4-7-22

485 PEERS
専門・技術サー
ビス業

福岡県
北九州市八幡西区菅原町1-
42

http://www.pet-peers.com/

486 decoration
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉南区徳力2-5-
1-101

https://ameblo.jp/decorati-on/

487
有限会社ワールドピース
イージィー

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区下到津1-
3-3
KSﾋﾞﾙ2F

488 飯塚セントラル劇場
その他のサービ
ス業

福岡県 飯塚市吉原町8-48 http://centralhall.jp/

489 ゆうき保育園
教育・学習支援
業

福岡県 飯塚市柏の森2080-3 http://www.any-corp.jp/

490 株式会社 力丸寿し 飲食店・宿泊業 福岡県 宮若市宮田3681-3

491 優はりきゅう整骨院 医療・福祉 福岡県
福岡市博多区博多駅南2-
17-14
ｴｽﾃｰﾄﾓｱｻｻﾞﾝｽﾃｰｼｮﾝ1F

http://yuhari.com/

492
三宮紀彦公認会計士･税理士
事務所

専門・技術サー
ビス業

福岡県
福岡市博多区東月隈4-7-6-
2

493 ELGIN HAIRDRESSER SHOP
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福津市中央6-1-1
クレスト福間駅前102

494 那須内装 建設業 福岡県
福岡市早良区室見4-12-3
庄浜ハイツ401

495
ヘアセット&シャンプー専門
店　uruu

生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区天神2-4-20
天神プラッサ6F605

http://uruu.life/

496
株式会社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

497
株式会社東京ダイヨー器械
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

498 有限会社光華楼製麺 製造業 福岡県 久留米市西町611－2 http://www.koukarouseimen.com/

499 有限会社おそうじジョーズ
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6－34 http://osohji.com/

500 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/

501
福島産業株式会社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



502 株式会社倉重ポンプ商会 卸売・小売業 福岡県 久留米市梅満町136番地の5

503 だるま整骨院 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区緑ヶ丘1-
1-18

http://www.darumaseikotsuin.jp

504 株式会社 門司自動車学校
教育・学習支援
業

福岡県 北九州市門司区畑120 http://www.ill-ms.com/moji/

505 株式会社 一二
教育・学習支援
業

福岡県 福岡県豊前市松江1381-1 http://www.ill-ms.com/buzen/

506 横山整骨院 医療・福祉 福岡県
北九州市小倉北区木町2-9-
22
河口ﾋﾞﾙ1F

507 トライアップ 中山 巻夫 建設業 福岡県
飯塚市横田752-1
サンハイツ横田B-204

508 アンサーワーク 寺西 龍 建設業 福岡県
田川郡香春町大字香春1015
番地4
クイーンハイツK406号

509 NOIR 中山 公仁
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県 田川市伊田1881-1 noir.21.12.3@kaz.biglobe.ne.jp

510 株式会社アルタス 建設業 福岡県
福岡市博多区博多駅南4-3-
3
センターいずみビル201号

511 株式会社王希工業 建設業 福岡県
福岡市東区箱崎7-20-12-
608

512 株式会社ワソラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
福岡市中央区大名2-6-40
文學の森ビル6F

http://locca-nail.com/

513
株式会社Ｔｈｒｅｅ-Ｈａｌ
ｖｅｓ

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1Ｆ http://www.three-halves.net

514 喜多村石油株式会社 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/

515 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/
516 稲積合金株式会社 製造業 福岡県 久留米市梅満町37-3 http://www.joho-fukuoka.or.jp/kigyo/inzm2858/

517 うめの地所株式会社 不動産業 福岡県 久留米市東和町6-20 http://www.umeno.net
518 株式会社タカオ 卸売・小売業 福岡県 朝倉郡筑前町新町230-9

519
社会福祉法人もく 特別養護
老人ホーム銀の庵

医療、福祉 福岡県
久留米市北野町十郎丸1529
番地2

http://ginnoan.jp

520 株式会社国武織物 卸売・小売業 福岡県
八女郡広川町大字久泉472-
1

521
日商保険コンサルティング
株式会社

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

522 ゆりしげ 飲食店・宿泊業 福岡県
北九州市小倉南区徳力5丁
目11-12 ING嵐山1F

523 株式会社HARBEST 卸売・小売業 福岡県
北九州市若松区小敷ひびき
の3丁目3の1 SHIFT A

524 株式会社グランフォート
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市若松区二島3-1-
29-102

http://granfort.jp/

525 Frank Side Burns
生活関連サービ
ス・娯楽業

福岡県
北九州市小倉北区清水4-3-
30-101

526 株式会社そよかぜ館 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市大和町大字梅野805 http://www.soyokazekan.com/

527 株式会社種商 製造業 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜3-5 http://www.tanesho.co.jp/

528 Total Beauty ViVier
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 小城市小城町池上2781

529 株式会社ヨシモト 卸売・小売業 佐賀県
佐賀市大和町大字山田東
3746-1

530 株式会社森光商店 製造業 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜9-7 http://www.morimitsu.co.jp/

531 佐賀畳工業株式会社 製造業 佐賀県
佐賀市神野西4丁目12番22
号

http://nttbj.itp.ne.jp/0952301158/

532 ヘアー&エステアロイジア
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 佐賀市兵庫南1丁目19-52

533
特定非営利活動法人江北な
ごむの里

医療・福祉 佐賀県
杵島郡江北町大字惣領分
1473

534 株式会社安永 卸売・小売業 佐賀県 小城市小城町452 http://ys-beauty.co.jp/

535 Sun Fleur
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
唐津市町田869-1　ハアバ
ネリーナ2F

536 シャームヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 唐津市町田869-1

537 株式会社オリエント薬品 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市高木瀬西4-14-25 http://www.orient-ph.co.jp/

538 有限会社濱田自動車
その他のサービ
ス業

佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜1-33 http://www.kubota-auto.com



539 株式会社プリーズ 医療・福祉 佐賀県 鳥栖市萱方町119-6
540 森山工業株式会社 製造業 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜1-33 http://ganganya.com/index.php

541 株式会社マウナケア 医療・福祉 佐賀県 佐賀市鍋島1-9-6 http://nabeshima-seikotsu.com/?page_id=2232

542 株式会社スタードックス 卸売・小売業 佐賀県 鳥栖市轟木町1049-1 http://star-dogs.co.jp/

543 株式会社コムラスグループ 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市南佐賀1-13-1

544 有限会社徳永自動車
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市川副町大字南里533-
1

http://tokunaga.dreamblog.jp

545
佐賀シティビジョン株式会
社

情報通信業 佐賀県 佐賀市天神3丁目2-22 https://www.bunbun.co.jp/index.html

546 宗教法人佐嘉神社
その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市松原2丁目10-43 http://www.sagajinjya.jp/

547 有限会社ももえん 医療・福祉 佐賀県 佐賀市川副町小々森1260-1

548 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

549 株式会社三光堂商店 卸売・小売業 佐賀県
西松浦郡有田町赤絵町2丁
目1-21

http://www.arita-sankoudou.co.jp

550 株式会社親峰武堅 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町大木宿乙
1080番地

551 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

http://www.kyusandenki.com/pc/index.html

552 ループシステム株式会社 建設業 佐賀県 伊万里市脇田町1300番地A

553 真右エ門株式会社 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町南原甲200
番地

http://www.sinemon.com

554 小松建設株式会社 建設業 佐賀県 伊万里市大川町立川1444

555 cafechinoカフチノ 卸売・小売業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿乙
2351-1

556 株式会社碇電設 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町大野乙1829
番地11

557 株式会社田和通商 運輸業 佐賀県
西松浦郡有田町岩谷川内三
丁目9番13号

http://www.tawa-runup.jp

558 株式会社キハラ 卸売・小売業 佐賀県
西松浦郡有田町赤坂丙
2351-169

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

559 有限会社犬塚石油 卸売・小売業 佐賀県 伊万里市山代町久原2982-3

560 まえだまめ株式会社 製造業 佐賀県
伊万里市大坪町丙1328番地
1

561 有限会社ファイテック
教育・学習支援
業

佐賀県 鹿島市大字森14番地4 http://koshogakuen.com

562 株式会社古賀電工社
その他のサービ
ス業

佐賀県 鹿島市大字中村2157-1

563 株式会社家ひきの中島建設 建設業 佐賀県
武雄市朝日町大字中野5393
番地

http://www.iehiki.net

564 株式会社松栄産業 建設業 佐賀県
杵島郡白石町大字深浦209
番地6

565 Ｑボックス 卸売・小売業 佐賀県 鹿島市大字高津原3540

566 高木鉄工株式会社 建設業 佐賀県
嬉野市塩田町大字久間乙
1678番地ｲ

567 有限会社副久製陶所 製造業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字吉田丁
4099番地1

http://www.soekyu.jp

568 中島商事株式会社 卸売・小売業 佐賀県 鹿島市大字中村1979 www.nakashima-com.co.jp

569
株式会社山本海苔店佐賀工
場

製造業 佐賀県
佐賀市久保泉町大字下和泉
2028-13

http://www.yamamoto-noriten.co.jp

570
ファミリーマート鳥栖驫木
店

卸売・小売業 佐賀県 鳥栖市轟木町二本松1597-1

571 田原税理士事務所
その他のサービ
ス業

佐賀県 唐津市町田4丁目8番35号

572 株式会社エヌビーコム 情報通信業 佐賀県 佐賀市神野東二丁目1-25 http://pc-nb.com

573 いきいき唐津株式会社
その他のサービ
ス業

佐賀県
唐津市刀町1512-3第3MSビ
ル1F

http://ikiiki-karatsu.jp

574 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/

575
社会保険労務士法人九州人
事労務オフィス

その他のサービ
ス業

佐賀県 鳥栖市秋葉町3丁目18番地6 http://kyujinji.com

576 中島歯科医院 医療・福祉 佐賀県 佐賀市北川副町光法1485-3 http://www.nakashima-shika.net/

577 株式会社from1to1 情報通信業 佐賀県 佐賀市新栄西2丁目4番6号 http//:from
578 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://www.kanzaki-industry.com/

579 株式会社まいづる百貨店 卸売・小売業 佐賀県 唐津市中原2905-5 http://maizuru.co.jp/index.htm

580
有限会社西村セーブ・ザ
アース

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 唐津市東唐津3丁目8-8



581 株式会社アンジェココ 卸売・小売業 佐賀県 鳥栖市蔵上4丁目121番 http://angecoco.net/

582 佐賀駅前クリニック 医療・福祉 佐賀県
佐賀市駅前中央1-9-
38SONIC佐賀駅ビル6階

http://www.sagaekiminami-clinic.jp/

583 佐賀酒類販売株式会社 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市開成6丁目10-16 http://sagasake.co.jp/

584 城東産業株式会社 製造業 佐賀県 佐賀市高木瀬西6-10-3
585 有限会社匠和美建 建設業 佐賀県 佐賀市兵庫町若宮4-20 http://showabiken.co.jp/

586 有限会社いのうえ保険企画 金融・保険業 佐賀県 佐賀市南佐賀1丁目15-12

587
株式会社多久ケーブルメ
ディア

情報通信業 佐賀県
多久市北多久町大字多久原
2700-2

http://www.taku.ne.jp/

588
社会福祉法人平等院福祉会
嘉瀬保育園

教育・学習支援
業

佐賀県 佐賀市嘉瀬町萩野65 http://www.kasehoikuen.com/index.html

589
学校法人清風学園嘉瀬幼稚
園

教育・学習支援
業

佐賀県 佐賀市嘉瀬町十五57-1 http://www.kase-youchien.com/index.htm

590
公立学校共済組合佐賀宿泊
所グランデはがくれ

飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市天神2-1-36 http://www.grande-hagakure.com/main/1.html

591 株式会社牛津蒲鉾 製造業 佐賀県 小城市牛津町勝1464 http://ushikama.jp/

592 SAGAフットサルクラブ
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市久保泉町上和泉
2322-１

http://sagafutsalclub.com/

593 株式会社オートガレージN1 卸売・小売業 佐賀県 唐津市和多田大土井2番6号

594 株式会社RELI.STYLE
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

595 株式会社ヤマサキ商事 卸売・小売業 佐賀県
武雄市朝日町大字甘久309
番地2

596 有限会社奉仕機材 製造業 佐賀県
鹿島市大字三河内甲1417番
地

597 アルファ教室
教育・学習支援
業

佐賀県 唐津市町田1840-8

598 株式会社太一郎窯 製造業 佐賀県 伊万里市大川内町乙1815-2
599 有限会社幸美建設 建設業 佐賀県 伊万里市山代町楠久874-1
600 一洋窯 製造業 佐賀県 伊万里市立花町714-1

601 中島塗装 建設業 佐賀県
伊万里市大坪町乙4035番地
3

602 株式会社宮園電工 卸売・小売業 佐賀県 鹿島市大字高津原41番地3

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

604
吉田地域農特産物販売所利
用組合

卸売・小売業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字吉田甲
2200-2

605 有限会社牛島建設 建設業 佐賀県
杵島郡大町町大字福母858-
1

606 有限会社古川設備 建設業 佐賀県 武雄市朝日町大字甘久2012

607
ミライアルキュービ株式会
社

建設業 佐賀県
武雄市東川登町袴野12229
番地2

608 株式会社　伊万里春光園 建設業 佐賀県
伊万里市瀬戸町3134番地
155

609 ヒーリングサロン癒人
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
伊万里市新天町中井樋717-
6

http://www.kashimacity.com/imari/beauty/iyasibito

610 屋台市場登竜門 飲食店・宿泊業 佐賀県 伊万里市新天町603

611
有限会社カワシマオート
サービス

その他のサービ
ス業

佐賀県 伊万里市瀬戸町391 http://www.kawashima-auto-service.com

612 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

613 武雄ガス株式会社 卸売・小売業 佐賀県
武雄市武雄町大字永島
15943

614 有限会社伊万里陶芸 卸売・小売業 佐賀県
西松浦郡有田町舞原乙
2476-1

http://www.imari-tougei.co.jp

615
農事組合法人武雄そだちレ
モングラスハッピーファー
マーズ

農業・林業 佐賀県
武雄市山内町大字鳥海
9583-3

http://takeosodachi-lemongrass.net

616 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

617 株式会社ウッドワーカー 建設業 佐賀県 佐賀市川副町大字大詫間75

618 株式会社佐賀広告センター
その他のサービ
ス業

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

619 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21号 http://www.isbaa.co.jp

620 ｹﾞｰﾑｼｮｯﾌﾟBRAVE HEARTS
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 佐賀市田代1丁目1番1

621 株式会社中川自動車
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市兵庫町大字渕1347番
地1



622 有限会社アド・エイティ
その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市天神1-2-55 http://ad-80.jimdo.com

623 株式会社ローリングキッズ
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市兵庫町大字渕1344番
地1

624 株式会社Believe 医療・福祉 佐賀県 三養基郡基山町小倉1742-3
625 有限会社インテリア中山 建設業 佐賀県 唐津市和多田大土井10-23 http://www.int-nakayama.com

626 HKMCo.合同会社 医療・福祉 佐賀県 唐津市神田2029-2

627 インディーズラブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 唐津市栄町2581

628 株式会社アドーン
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 佐賀市木原3丁目3番11号 http://www.adorn.co.jp

629 クリエイトホーム株式会社 建設業 佐賀県
唐津市東唐津4丁目7番12-2
号

http://www.create-home.net

630 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
1796-1

http://koeikan.jp

631 株式会社藤井電工 建設業 佐賀県
佐賀市巨勢町大字牛島95番
地12

http://www.fujii-denkou.co.jp

632 株式会社イマムラ 建設業 佐賀県 鳥栖市本町2丁目1442-2 http://www.saga-imamura.jp

633 塚本行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

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

634 有限会社マルスイ 製造業 佐賀県 唐津市海岸通り7182-77

635
株式会社トス・ステージ
サービス

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 鳥栖市鎗田町339-4

636
株式会社ニューオータニ九
州

飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市与賀町1-2 http://www.newotani-saga.co.jp/

637 グループホームだんらん 医療・福祉 佐賀県 唐津市湊町1133-3

638 有限会社マグマ 建設業 佐賀県
佐賀市鍋島町大字鍋島
1401-1

639 有限会社小林ボデー
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市鍋島町大字八戸1146
番地1

http://k-body.area9.jp

640 株式会社丸新佐賀支店
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市本庄町大字本庄1304
番地10

http://mg-marushin.com

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

642 株式会社大坪建創 建設業 佐賀県
三養基郡みやき町大字奇人
293-2

643 株式会社ユーボー 建設業 佐賀県 唐津市夕日91

644 株式会社ＴＡＩＨＥＩ水産 卸売・小売業 佐賀県
西松浦郡有田町丸尾丙1948
番地4

645
レッドライフ合同会社武雄
温泉駅前店

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 武雄市武雄町昭和19-9

646
レッドライフ合同会社鹿島
ピオ店

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 鹿島市高津原4326-1

647
レッドライフ合同会社バ
ニーズ三日月店

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 小城市三日月町久米1295-2

648 有限会社一峰窯 製造業 佐賀県
武雄市山内町大字宮野
27311-29

649 武雄観光物産株式会社 卸売・小売業 佐賀県 武雄市武雄町昭和805 http://takeo-onsen-bussankan.com

650 株式会社ひのでや 製造業 佐賀県 鹿島市大字中村2187番地2
651 株式会社オーテック 製造業 佐賀県 武雄市山内町大字鳥海8790

652 株式会社シンセイ 建設業 佐賀県
伊万里市松浦町山形6211番
地1

653 株式会社錦右ヱ門陶苑 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町中樽二丁目
2番15号

http://1616arita.jp

654 高研株式会社佐賀工場 製造業 佐賀県 西松浦郡有田町戸杓丙2-10

655 有限会社英セラミックス 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町広瀬甲579
番地55

656 有限会社肥前観光 運輸業 佐賀県
伊万里市東山代町長浜
2407-2

http://www.hizenkanko-bus.com/

657 有限会社グリーンファーム 製造業 佐賀県
伊万里市二里町八谷搦926
番地

http://imari-gf.com/

658 株式会社タラッタ 卸売・小売業 佐賀県
藤津郡太良町多良7099番地
1

http://tara-shop.jp

659 山口建機工業株式会社
その他のサービ
ス業

佐賀県 鹿島市古枝甲332番地1

660 下田茶舗 製造業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿丙
19-15



661
メディカルエステサロンＡ-
ｍａ(ｴｰﾏ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
伊万里市新天町560-2錦ビ
ル1F

http://www.a-ma-medical.com

662 樋渡電気 建設業 佐賀県
武雄市若木町大字川古8883
番地

663 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

664 有限会社川﨑設備 建設業 佐賀県
杵島郡白石町大字遠江1535
番地1

665 有限会社森永建設 建設業 佐賀県
嬉野市塩田町大字久間丙
4646-3

666 株式会社瀬兵 製造業 佐賀県 伊万里市大川内丙1964
667 株式会社タツミ美建 建設業 佐賀県 杵島郡江北町大字八町576
668 佐藤農場株式会社 農業・林業 佐賀県 鹿島市飯田乙3574番地

669
合同会社田島柑橘園＆加工
所

農業・林業 佐賀県 藤津郡太良町大字多良4144

670 株式会社ナカシマ 建設業 佐賀県
嬉野市大字下宿甲4726番地
18

671 パルサポート株式会社 卸売・小売業 佐賀県 唐津市北波多田中1476-33

672 株式会社カスタマーライフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 伊万里市松浦町桃川2961-1 http://www.ino-benriya.com

673 有限会社近代学舎
その他のサービ
ス業

佐賀県 唐津市和多田海士町5-16

674 株式会社イーテック 建設業 佐賀県 唐津市和多田先石3-27

675 有限会社リリーフプラン
その他のサービ
ス業

佐賀県 唐津市和多田先石6-55-4

676 有限会社大延建設 建設業 佐賀県 唐津市湊1135
677 株式会社テクノワークス 建設業 佐賀県 鳥栖市本町2丁目1442-1 http://www.saga-imamura.jp

678 塚本社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

佐賀県 唐津市和多田海士町5-16 http://www.tsukamoto-office.com

679 株式会社COREST
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 唐津市和多田本村8-8

680
一般社団法人セルフマネジ
メント

医療・福祉 佐賀県 佐賀市大和町梅野146-6 http://www2.bunbun.ne.jp/~selfmanagement/index.html

681
特定非営利活動法人たすけ
あい佐賀

医療・福祉 佐賀県
佐賀市嘉瀬町大字中原2516
番地1

http://tasukeai-saga.org

682 株式会社ぷらざ
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 佐賀市鍋島町森田916 http://plaza-saga.com

683 thousand.niko槻木千二
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 佐賀市神園4丁目7-16 http://niko1002.net

684
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

685 有限会社七田清次商店 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市駅前中央1丁目14-20
686 SERENA 飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市呉服元町3-3 3F

687 株式会社大神 製造業 佐賀県
佐賀市東与賀町大字飯盛
2635

www.daishin-sa.co.jp

688 SWEET SHOP TAKA 卸売・小売業 佐賀県 鳥栖市宿町721-14
689 株式会社朋有 製造業 佐賀県 神埼市千代田町下西647-1
690 株式会社クリエイト 製造業 佐賀県 鳥栖市幸津町1386 http://www.flower-create.com

691 HAIR&MAKECANAAN
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
佐賀市兵庫南3丁目6-8エン
ゼルハウス楽夢1F

692 有限会社松尾石油店 卸売・小売業 佐賀県 杵島郡白石町福富1421-1

693 有限会社呼子カンキョウ
その他のサービ
ス業

佐賀県 唐津市呼子町殿の浦258-21 http://yobukokankyo.jp

694
有限会社中尾ボデー高粋舎
佐賀店

飲食店・宿泊業 佐賀県
佐賀市本庄町大字本庄30-
3-1

http://www.g-food.co.jp/haikaraya/index.html

695 田口電機工業株式会社 製造業 佐賀県 三養基郡基山町小倉399 http://www.taguchi-dk.co.jp

696 株式会社東洋セラミックス 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町赤坂丙
2351-169

697 篠英陶磁器株式会社 卸売・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

698 松山建設株式会社 建設業 佐賀県
杵島郡白石町大字深浦2935
番地1

699 有限会社藤武建設 建設業 佐賀県
杵島郡白石町大字坂田1069
番地3

700 有限会社城月堂 卸売・小売業 佐賀県 伊万里市新天町475-12

701 株式会社プレアデス 飲食店・宿泊業 佐賀県
西松浦郡有田町中樽2-17-
35

http://aritayakicurry.com



702 きんさい株式会社 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町北ノ川内丙
1488-1

http://f99.biz/

703 有限会社永尾クレーン 不動産業 佐賀県
伊万里市二里町大里乙548
番地3

704 株式会社植松建設 建設業 佐賀県
鹿島市大字高津原3541番地
1

http://uematsu-k.jp

705 有限会社光武建設 建設業 佐賀県
嬉野市塩田町大字五町田甲
1030番地

706 株式会社メロウズ
その他のサービ
ス業

佐賀県 伊万里市立花町586-15 http://mellowz.biz/

707 浜新硝子株式会社佐賀工場 製造業 佐賀県 神埼市千代田町迎島1290-1 http://www.hamashin-g.co.jp

708 むかい公認会計士事務所
その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市若宮2-8-24

709
株式会社トスステージサー
ビス

その他のサービ
ス業

佐賀県 鳥栖市鎗田町339-4

710 株式会社VERY 卸売・小売業 佐賀県
佐賀市嘉瀬町大字萩野338
番地6

711 有限会社ぷらざＴＯＢＵ
その他のサービ
ス業

佐賀県 鳥栖市元町1177-16 http://plaza-tobu.com

712 グリーンタム 建設業 佐賀県 鳥栖市萱方町164-4

713 株式会社エースホーム 運輸業 佐賀県
神埼市神埼町道ケ里2459-
11

http://acehome.net

714 株式会社イン・ザコム 情報通信業 佐賀県
佐賀市木原2丁目25-10UTビ
ル2F

https://inthecom.net

715
株式会社九州ダイエット
クック

製造業 佐賀県
佐賀市高木瀬西6丁目9番6
号

https://kenkyusyu.wixsite.com/kyusyudc

716 株式会社プライム 情報通信業 佐賀県
佐賀市兵庫南1丁目20番20
号

http://www.prime18.co.jp

717 株式会社若楠自動車学校
教育・学習支援
業

佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝1424 http://www.wakakusu.co.jp

718 株式会社STSエンターアイ 情報通信業 佐賀県
佐賀市本庄町大字袋288番
地

http://enter-i.jp

719 株式会社大橋 製造業 佐賀県 神埼市千代田町崎村401 http://www.ohashi-inc.com

720 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

721
ペットサロンワンワンラン
ドＹＯＵ

その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市新栄西2-7-47 http://wanwanland.white-veil-maltese.com/wanwanland/

722 おるごーる 飲食店・宿泊業 佐賀県 小城市三日月町金田1154-1
723 片岡電機工業有限会社 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市鍋島町蛎久246-1 http://kataokadenki.otsuma.com/index.html

724 有限会社旅館あけぼの 飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市中の小路3-10 http://www.ake-s.com

725
フレッシュベーカリーパン
の家

卸売・小売業 佐賀県
三養基郡上峰町大字坊所
284

http://www.pannoie17.com

726 株式会社土井組 建設業 佐賀県 唐津市相知町平山上甲1201

727 株式会社美ＡＬＬ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

728 株式会社野口建材店 卸売・小売業 佐賀県
佐賀県藤津郡太良町大字多
良1853-1

729 角味噌醤油株式会社 製造業 佐賀県
佐賀県武雄市橘町大字芦原
4706

730 株式会社中山組 建設業 佐賀県
佐賀県武雄市山内町大字鳥
海9798番地

731 有限会社共栄電機 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町広瀬甲
1009-4

732 株式会社共栄製作所 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町広瀬甲
1009-4

http://www.kyouei-saga.co.jp

733 株式会社サンワ 建設業 佐賀県 鹿島市大字納富分3021-1

734 有限会社三根自動車
その他のサービ
ス業

佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿甲
4726番地7

735 株式会社江口農園 農業・林業 佐賀県 武雄市北方町大字芦原244
736 株式会社和興電機工業 建設業 佐賀県 伊万里市脇田町127-6

737 キッチンこはく 飲食店・宿泊業 佐賀県
佐賀市駅前中央3丁目3-30
1F

http://kohaku.fp-soudan.info

738 有限会社イー・ニーズ 情報通信業 佐賀県 佐賀市駅前中央1丁目8-20 http://www.e-needs.co.jp

739
西洋美と東洋美の融合
Bejeza

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

740 株式会社江崎しろあり
その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市大財北町6-8 http://ezaki-siroari.esaga.jp



741
社会福祉法人なごむ会背振
学園

医療・福祉 佐賀県 神埼市背振町服巻5065-122 http://nagomukai.com

742 株式会社昭和メンテナンス
その他のサービ
ス業

佐賀県
佐賀市高木瀬町大字長瀬
307番地4

743
株式会社佐賀リコピーサー
ビス

卸売・小売業 佐賀県 佐賀市卸本町7番8号 http://sagaricopy.jp

744
社会福祉法人コスモス会コ
スモス夢工房

医療・福祉 佐賀県
鳥栖市秋葉町1丁目976番地
2

745 太良福 飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市松原2丁目11-3
746 株式会社ケンネル 卸売・小売業 佐賀県 唐津市神田873-1 http://www.pets-kennel.com

747
有限会社熊の川温泉ちどり
の湯

生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
佐賀市富士町上熊川204番
地8

http://www.chidorinoyu.com

748 株式会社Bonheur
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
佐賀市高木瀬町東高木247-
5

http://bonheur-jp.com

749 昭和興産有限会社
その他のサービ
ス業

佐賀県
伊万里市東山代町長浜1672
番地1

http://showakosan-imari.jp/ 

750 有限会社佐賀ヤマサキ塗装 製造業 佐賀県 鹿島市古枝甲218番地1
751 レストガーデン・ミニ 飲食店・宿泊業 佐賀県 武雄市山内町宮野325-1 http://www.mini-cafe.com

752
株式会社ワークショップワ
イズケイ

専門・技術サー
ビス業

佐賀県
西松浦郡有田町泉山1丁目
23番9号

http://www.ws-ysk.co.jp/

753 株式会社西九防災美建
その他のサービ
ス業

佐賀県
西松浦郡有田町北ノ川内丙
1278番地38

754 株式会社伊万里真珠 卸売・小売業 佐賀県 伊万里市新天町200番地6

755 有限会社西九州トーヨー 卸売・小売業 佐賀県
西松浦郡有田町南原甲880
番地11

756 有限会社大塚建設 建設業 佐賀県
武雄市北方町大字志久933
番地43

757 有限会社馬場鉄筋 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町山谷牧甲
2314番地1

758 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

759
一般社団法人佐賀県畜産公
社

製造業 佐賀県
多久市南多久町大字下多久
4127

760 日本薬品株式会社 製造業 佐賀県 鳥栖市村田町 http://www.nihon-ph.co.jp/index.html

761
特定非営利活動法人かるが
も

医療・福祉 佐賀県 小城市牛津町柿樋瀬852-22

762 ウツノミヤ株式会社 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市鍋島町蛎久1467-7 http://www.utsunomiya-corp.jp

763 株式会社みのはら 卸売・小売業 佐賀県
佐賀市間部島町大字八戸
3055番地

http://www.minohara.com

764 株式会社副島金物 卸売・小売業 佐賀県
佐賀市駅前中央2丁目7番10
号

765 株式会社エルブリッチ 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市巨勢町修理田1214-1 http://l-club.co.jp
766 株式会社三協 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市本庄町大字袋289-8

767 てらだ整骨院 医療・福祉 佐賀県
唐津市新興町183番一不二
ビル

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

768 有限会社海幸 飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市下田町1番15号

769 PLAYERSONE 卸売・小売業 佐賀県
多久市北多久町大字小侍
2195-1

https://players-one.net

770 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

771 株式会社エッグス 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市兵庫南2丁目3-30 http://www.tamagoyasan.com

772 株式会社ハレノヒ
専門・技術サー
ビス業

佐賀県 佐賀市柳町4番16号 http://www.halenohi.com

773
洋菓子工房ピュイ・ダムー
ル

製造業 佐賀県 鹿島市大字中村2149-1

774
北鹿島地区大規模乾燥調製
貯蔵施設利用組合

農業・林業 佐賀県 鹿島市大字常広1424

775 やまほう花店 卸売・小売業 佐賀県
武雄市武雄町大字冨岡
7818-8

776 有限会社共進産業 建設業 佐賀県 武雄市朝日町大字中野5855

777 白浜農産白浜廣幸 農業・林業 佐賀県
杵島郡白石町大字戸ケ里
2503-1

http://www.umakakome.com

778 電工システム株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 嬉野市大字下野丙1975-37 http://www.ktknet.jp/denko-s

779 合同会社喜鶴製陶 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町中樽2丁目
15-27

780 西部消防株式会社 卸売・小売業 佐賀県 伊万里市立花町3366番地



781 株式会社岡田電機 建設業 佐賀県 鹿島市大字井手40番地

782
株式会社オリオンセラミッ
ク

製造業 佐賀県
伊万里市山代町楠久津177-
94

783 有限会社西岡醤油店 製造業 佐賀県
伊万里市二里町大里甲2912
番地

784 観光ホテル朝風 飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市愛敬町11番25号 http://www.bunbun.ne.jp/~asakaze-/

785 社会福祉法人未来 医療・福祉 佐賀県
三養基郡みやき町大字西島
2730-1

786 社会福祉法人凌友会 医療・福祉 佐賀県
佐賀市久保泉町大字川久保
1986番地1

http://www.ryoyuukai.jp

787 株式会社末崎園 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市白山1丁目3-27 http://www.suezakien.net/html/company.html

788 学校法人九州国際高等学院
教育・学習支援
業

佐賀県 佐賀市神野東1-9-32 http://www.cosmet.ac.jp/school

789 杉野直志税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

佐賀県 佐賀市愛敬町13-13

790 株式会社ジーテック 建設業 佐賀県 佐賀市高木瀬東4-3-22
791 株式会社旅館綿屋 飲食店・宿泊業 佐賀県 唐津市大名小路5-10 http://e-wataya.com

792 有限会社ひぜん
その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市高木瀬町長瀬2036-4 http://www.hizen-car.jp

793 合同会社ＭＵＫＵ 医療・福祉 佐賀県 唐津市浜玉町49-1 http://muku-llc.com
794 株式会社西田電機 製造業 佐賀県 伊万里市大坪甲1759
795 有限会社タイラフラワー 卸売・小売業 佐賀県 鹿島市古枝乙544-1

796 有限会社松尾総合設計
専門・技術サー
ビス業

佐賀県
鹿島市大字納富分2492番地
1

797 株式会社アグリイワナガ 農業・林業 佐賀県 杵島郡白石町大字福吉125

798 株式会社ララフィール 卸売・小売業 佐賀県
武雄市山内町三間坂甲
15293-3

799 株式会社鹿島製作所 製造業 佐賀県
鹿島市古枝字天神甲496番
地1

800 藤永建設株式会社 建設業 佐賀県
鹿島市大字高津原3735番地
1

801 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

802 株式会社稜甚
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 鳥栖市真木町2050 http://www.d-closet.jp

803 山電株式会社 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市西与賀町厘外852-6

804 有限会社三根自動車
その他のサービ
ス業

佐賀県
三養基郡みやき町西島
1481-1

http://www.minejidousya.com

805 株式会社ＮＡＲＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
佐賀市唐人1丁目6-1ｱﾘｴｽ唐
人201

http://www.dali-group.org/

806 株式会社キャリアサプライ
その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市天神2丁目2-28 http://www.careersupply.co.jp

807 有限会社谷田建設 建設業 佐賀県
佐賀市大和町大字久留間
3180-4

http://www.tanida21.co.jp

808 株式会社大塚商会 製造業 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町吉田2142
809 有限会社なかしま 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市若宮1丁目3-21 http://www.shinsun.co.jp

810
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 http://silverorc2016.wixsite.com/silver-orc

811
有限会社エゴシモータース
プロジェクト

その他のサービ
ス業

佐賀県 佐賀市嘉瀬町萩野196-1

812 YUAN
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 佐賀市末広2丁目4-15-405

813 株式会社豊麗 医療・福祉 佐賀県 神埼市神埼町鶴3625番地1
814 有限会社山崎鮮魚店 卸売・小売業 佐賀県 武雄市武雄町冨岡7716

815 九州産業株式会社
その他のサービ
ス業

佐賀県
伊万里市東山代町長浜36番
地

816 有限会社共和セイビ
その他のサービ
ス業

佐賀県 鹿島市大字中村1638の5

817
福祉サービスこころ株式会
社

医療・福祉 佐賀県 鹿島市大字納富分4488番地

818 株式会社キス 建設業 佐賀県
杵島郡白石町大字遠江408
番地5

819 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.yamaheigama.co.jp

820 ファームチョイス株式会社 製造業 佐賀県
伊万里市山代町久原1番地
61

http://www.farmchoice-n.jp

821 株式会社九州構造設計 建設業 佐賀県 佐賀市新郷本町24番13号 http://www.kyukoh.co.jp



822 福成歯科医院 医療・福祉 佐賀県 佐賀市鍋島町八戸溝1250-4

823 インヂィーズピュア
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 唐津市町田3丁目1-41

824 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

825
有限会社グローバルサービ
ス

医療・福祉 佐賀県
佐賀市東与賀町大字田中
246-8

http://www.gs-saga.co.jp

826 スピーデイジェル
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 唐津市栄町2581-1

827 有限会社佐賀情報ビジネス 情報通信業 佐賀県
佐賀市鍋島町大字森田903
番地

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

828 西村建設 建設業 佐賀県 佐賀市若楠3丁目13番15号
829 有限会社マザー 情報通信業 佐賀県 佐賀市若宮2丁目15-31 www.macwin-saga.co.jp

830 有限会社グラニオン
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
佐賀市大和町大字尼寺860
番地

831 プランジュリ・パナセ 卸売・小売業 佐賀県 鳥栖市蔵上3-121 http://b-panacee.com

832 株式会社アテンド
教育・学習支援
業

佐賀県 佐賀市鍋島八戸溝1252-12 http://attend-f.co.jp

833 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

834 株式会社賞美堂本店 卸売・小売業 佐賀県
西松浦郡有田町中の原１丁
目1番3号

835 有限会社岩永工業 建設業 佐賀県
武雄市山内町大字宮野
24310番地

836 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

837 株式会社川武潜水興業 建設業 佐賀県
藤津郡太良町大字大浦丙
975番地2

838 有限会社山口自動車工場
その他のサービ
ス業

佐賀県 鹿島市大字常広57-4

839
特定非営利活動法人陽だま
り

医療・福祉 佐賀県 佐賀市神野東4-3-4-401

840 株式会社脇山製作所 製造業 佐賀県 唐津市後川内1401番地1 http://www.wakiyamaseisakusyo.jp

841 ウッドエコー産業株式会社 農業・林業 佐賀県 佐賀市富士町藤瀬95
842 佐賀冷凍食品株式会社 製造業 佐賀県 小城市芦刈町芦溝128-3 http://kanesue-saga.jp
843 佐賀ユニホーム株式会社 卸売・小売業 佐賀県 佐賀市大財4丁目5番87号 http://www2.saganet.ne.jp/sagayuni/sagauniform.html

844 焼鳥大成 飲食店・宿泊業 佐賀県 佐賀市松原3丁目3-29 http://www.yakitoritaisei.com

845 有限会社大川内工務店 建設業 佐賀県
武雄市北方町大字大崎5121
番地

846 有限会社江頭建設 建設業 佐賀県
鹿島市大字三河内乙2091番
地1

847 有限会社ライフ二十一
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県 鹿島市浜町53番地1

848 中野建設株式会社 建設業 佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿乙
969-1

849 有限会社岸川絵具店 製造業 佐賀県
西松浦郡有田町戸杓子丙
960

850 株式会社スミショー 建設業 佐賀県 伊万里市立花町2404番地25

851
特定非営利活動法人ふれあ
い

医療・福祉 佐賀県
杵島郡大町町大字福母3071
番地41

852 有限会社岩永組 建設業 佐賀県
西松浦郡有田町楠木原乙
1378

853 株式会社サブローグループ 飲食店・宿泊業 佐賀県 鳥栖市本鳥栖町570番地1 http://saburo36.com

854
特定非営利活動法人かるが
も

その他のサービ
ス業

佐賀県 小城市牛津町柿樋瀬852-22

855 株式会社Ｂ・Ｂ・Ｂ
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
佐賀市天神2丁目5-10若楠
ビル106

856 合同会社家族 医療・福祉 佐賀県
三養基郡上峰町大字坊所
681-2

857 有限会社佐賀ユートピア
生活関連サービ
ス・娯楽業

佐賀県
嬉野市塩田町大字五町田甲
1836番地1

858 西部塗装 建設業 佐賀県 鹿島市大字重ノ木乙1631-3

859 有限会社和建 建設業 佐賀県
武雄市武雄町大字武雄
1886-2

860 有限会社赤門堂 卸売・小売業 佐賀県
鹿島市大字高津原4305番地
6

861 株式会社アイケイ自動車 情報通信業 佐賀県
伊万里市二里町八谷搦200
番地2



862 山口左官工業 建設業 佐賀県
武雄市武内町真手野20489-
1

863
有限会社伊万里自動車教習
所

教育・学習支援
業

佐賀県 伊万里市立花町939番地2 http://www.imari-ds.com

864 有限会社宮崎モータース
その他のサービ
ス業

佐賀県
嬉野市嬉野町大字下宿乙
202

865 株式会社一ノ瀬畜産 製造業 佐賀県
嬉野市塩田町大字久間乙
2577番地1

http://ichinosechikusan.com/publics/index/2/

866 ローソン長崎浜の町 卸売・小売業 長崎県 長崎市浜町10-10

867 ローソン水の浦店 卸売・小売業 長崎県
長崎市大谷町1-1田口ビル
1F

868 株式会社吉田建設工業 建設業 長崎県
島原市有明町大三東戊982-
3

http://www.yoshida-corp.jp

869 株式会社Singular
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

長崎県 長崎市現川町335-1

870 株式会社石井商店 製造業 長崎県 長崎市戸石町2164-17

871
株式会社長崎みらいスポー
ツ

生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 長崎市京泊3丁目7番19号 http://nagasaki-mirai.co.jp/access.html

872
社会福祉法人敬天会介護老
人福祉施設牧島荘

医療・福祉 長崎県 長崎市牧島町9番地1号 http://www.makishima.org

873
キョウワエンジニアリング
株式会社

その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市平瀬町1番8号

874 有限会社もり造園産業 建設業 長崎県
長崎市新戸町1丁目31番21
号

875 株式会社山田鉄工所 製造業 長崎県
東彼杵郡川棚町百津郷296
番地101

876 さくら鍼灸整骨院 医療・福祉 長崎県
長崎市桜馬場1-8-3泉田ビ
ル1F

http://sakura.nagasaki.jp

877 有限会社渡辺工業 建設業 長崎県 長崎市弥生町6-43

878 株式会社ハピネス
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 長崎市大山町85-1 http://www.pethouse-happiness.com

879 有限会社荒木水産 製造業 長崎県 長崎市野母崎樺島町1091-5
880 株式会社総合ケーブル 情報通信業 長崎県 長崎市香焼町559-5
881 株式会社アイディアル 建設業 長崎県 大村市杭出津1丁目544-1 http://ai-deal.com
882 株式会社柊総業 建設業 長崎県 長崎市小江原町5丁目26-15
883 株式会社さんわ 卸売・小売業 長崎県 大村市東三城町4-13 http://sanwa-nemuri.com

884 合同会社ブリス 医療・福祉 長崎県 長崎市目覚町3-6 http://www.bliss2015.com

885 有限会社ドゥラーゴ 医療・福祉 長崎県 長崎市万屋町5-29
886 合資会社長崎開発 卸売・小売業 長崎県 雲仙市小浜町雲仙414番地4
887 株式会社ＫＩＹＯ 建設業 長崎県 長崎市西山2丁目11番1号 http://kk-kiyo.jimdo.com

888 養護老人ホーム吾妻荘 医療・福祉 長崎県 雲仙市吾妻町馬場名406 http://aduma.or.jp

889 有限会社マルヤマ 飲食店・宿泊業 長崎県
雲仙市小浜町マリーナ20番
地3

http://www.orangebay.jp

890 テクノ通信株式会社 建設業 長崎県 長崎市田中町586番地7

891
株式会社ダイヤモンドリン
グ

その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市元船町13-10

892
一般社団法人しんらい長崎
相談支援事業所「結」

医療・福祉 長崎県
長崎市坂本1丁目4番3号山
王ビル203号

893
一般社団法人しんらい長崎
ヘルパーステーション　サ
ンテ

医療・福祉 長崎県
長崎市坂本1丁目4番3号山
王ビル203号

894 有限会社ヨブコ 卸売・小売業 長崎県
壱岐市郷ノ浦町志原西触
142

895 株式会社松本紙店
その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市浜町4番22号

896
株式会社大通エージェン
シー

その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市岩川町19-7 http://www.alualu.net

897 株式会社五島のやあしゃ便 農業・林業 長崎県 五島市長手町88番地
898 有限会社Gracias 医療・福祉 長崎県 長崎市平和町17-7
899 有限会社クリーン工業 建設業 長崎県 雲仙市愛野町乙1877番地3

900 有限会社ニシトウ 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町小樽郷
759-1

http://www.nishitou.co.jp

901 有限会社よしむら生花店 卸売・小売業 長崎県
南松浦郡新上五島町青方郷
1376

902 株式会社三山不動産 不動産業 長崎県 長崎市興善町3番10号



903 有限会社新西海自動車学校
教育・学習支援
業

長崎県
西海市西彼町上岳郷1238番
地3

http://www.shinsaikai.com

904 有限会社恵比寿機工 製造業 長崎県 長崎市西海町630番地

905 有限会社生和自動車
その他のサービ
ス業

長崎県
壱岐市芦部町箱崎中山触
2592番地2

http://www.iki-seiwa.jp

906 株式会社異人堂 製造業 長崎県 長崎市築町5番16号

907 CON. COAT株式会社 建設業 長崎県
長崎市京泊3丁目29番7号長
崎新港ビル205

908 有限会社エヌ・エス住宅 不動産業 長崎県 長崎市千歳町21-14
909 株式会社中野ハウジング 建設業 長崎県 平戸市築地町479番地1 http://wwww.nakanohousing.co.jp

910 株式会社公精プラント 製造業 長崎県 島原市有明町大三東戊2757 http://koseiplant.com
911 有限会社ほけん工房 金融・保険業 長崎県 佐世保市栄町1番2号 http://196816.co.jp
912 有限会社甲斐教材社 卸売・小売業 長崎県 佐世保市折橋町6-9

913
株式会社ＭＩＬＫ＆レシェ
ンテ

飲食店・宿泊業 長崎県 雲仙市国見町神代己315-1

914 有限会社安全タクシー 運輸業 長崎県 長崎市戸町2丁目173番地52

915 有限会社厚生ライフ長崎 医療・福祉 長崎県
長崎市鳴海台1丁目28番地
11号

916 有限会社ミモザ
その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市平和町10-17 http://www.mimosa-net.com

917 有限会社ミモザフーズ企画 卸売・小売業 長崎県 長崎市平和町10-17
918 タチカワ株式会社 卸売・小売業 長崎県 諌早市川内町501-7
919 有限会社西田工業 建設業 長崎県 佐世保市折橋町16-9
920 生活支援センターそら 医療・福祉 長崎県 佐世保市大黒町15番4号

921 有限会社アスピレーション
その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市恵美須町7番12号

922 スペースコーポレーション
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 諌早市福田町2-1

923 株式会社青雲塾
教育・学習支援
業

長崎県
佐世保市日宇町665富士ビ
ル

http://www.seiunjuku.com

924 株式会社カネヒロ 医療・福祉 長崎県 五島市吉久木町157-1
925 有限会社長崎花企画 卸売・小売業 長崎県 長崎市田中町279-43

926
有限会社フラワーショップ
さかい

卸売・小売業 長崎県 島原市宮の町650番地

927 株式会社たお 卸売・小売業 長崎県 長崎市万屋町4-14堤ビル1F http://tao-kaleidoscope.jp

928 有限会社春陽会 医療・福祉 長崎県 南島原市有家町蒲河415
929 株式会社イナダ創研 製造業 長崎県 雲仙市吾妻町田之平名90-4 http://inadasouken.com
930 有限会社浜津青果 卸売・小売業 長崎県 長崎市田中町279-4

931
社会福祉法人幼老育成会
訪問介護事業所サクラ

医療・福祉 長崎県 佐世保市花園町201番地

932
社会福祉法人　なかよし福
祉会

教育・学習支援
業

長崎県
東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷
362番地1

933 株式会社アシタバ機電 建設業 長崎県 五島市吉田町3206番地
934 五島水産株式会社 製造業 長崎県 五島市岐宿町岐宿1688-1
935 株式会社CREDUCE 医療・福祉 長崎県 長崎市北陽町27-6

936 有限会社RITFAMILY(Z)
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県
長崎市本原町12-16朝永ビ
ル1F

937 株式会社松栄商会 卸売・小売業 長崎県 長崎市宝栄町13-15

938
有限会社うえすぎ折込広告
社

その他のサービ
ス業

長崎県 諌早市永昌町9-5

939 ｎｐｓ株式会社
その他のサービ
ス業

長崎県 諌早市西栄田町1250-28

940 有限会社永田板金工業所 建設業 長崎県 長崎市城栄町4番16号
941 有限会社瀬川寝具店 卸売・小売業 長崎県 五島市木場町500-5

942 株式会社Asia Happiness
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県
長崎市古川町6-29エスポ
アールコートカヤナビル1F

943
一般社団法人　長崎の教会
群情報センター

その他のサービ
ス業

長崎県 長崎市出島町1-1-205

944 協和機電工業株式会社 建設業 長崎県 長崎市川口町10-2
945 株式会社ルヴァン 不動産業 長崎県 西彼杵郡長与町嬉里郷422
946 有限会社泰栄メディカル 卸売・小売業 長崎県 長崎市江戸町4-3-8F
947 有限会社黒田クレーン 建設業 長崎県 長崎市土井首町509-21

948 株式会社田上モータース
専門・技術サー
ビス業

長崎県 島原市下川尻町65番地

949 合名会社三州 卸売・小売業 長崎県 南島原市有家町蒲河411-1

950 有限会社大和設備工業
電気・ガス・熱
供給・水道業

長崎県 大村市協和町799-1



951 有限会社ナイスディ 卸売・小売業 長崎県
南松浦郡新上五島町奈良尾
郷878-13

952 有限会社あやめの里 医療・福祉 長崎県
南松浦郡新上五島町鯛ノ浦
郷397番地4

953 有限会社五島西海自動車
その他のサービ
ス業

長崎県
南松浦郡上五島町七目郷
939番地5

954 髙山陶器株式会社 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町小樽郷
757

955 兵丹 飲食店・宿泊業 長崎県 対馬市峰町佐賀664番地
956 株式会社兵頭 建設業 長崎県 対馬市峰町佐賀478番地
957 株式会社いろはや 卸売・小売業 長崎県 島原市堀町185

958 elieje
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県
長崎市滑石5丁目1-22滑石
ショッピングセンターE棟
3-2F

959 株式会社カナル 情報通信業 長崎県
西彼杵郡時津町左底郷276-
5

960
株式会社ヒューマンウェイ
ブ

情報通信業 長崎県
諌早市久山町1292-1野々村
ビル3F

961 株式会社浮羽園 建設業 長崎県 大村市玖島3丁目546-5
962 第一印刷株式会社 製造業 長崎県 大村市協和町774番地1

963 長崎総建
電気・ガス・熱
供給・水道業

長崎県 諌早市小野島町2133

964 株式会社小島工作所 製造業 長崎県 諌早市多良見町化屋1880

965 ボディーショップ圭介
専門・技術サー
ビス業

長崎県
諌早市多良見町化屋1303-
30

966
有限会社サロン・ド・パー
ル

専門・技術サー
ビス業

長崎県 大村市古町1丁目517-3

967 フドウ株式会社
その他のサービ
ス業

長崎県 大村市富の原１丁目1652

968 有限会社島﨑建設 建設業 長崎県 諌早市飯盛町久保453-5

969
有限会社アイエムエーシス
テム

情報通信業 長崎県 諌早市青葉台223番地

970 合資会社呉服の丸三 卸売・小売業 長崎県 諌早市目代町1485番地
971 九州住宅環境株式会社 卸売・小売業 長崎県 諌早市小川町93-1

972
有限会社オートサービスふ
じい

卸売・小売業 長崎県
雲仙市国見町神代丙188番
地1

973 株式会社グッド・ハウス 建設業 長崎県 松浦市志佐町里免315番地4

974 hair & make ウィン
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 諌早市高来町三部壱256-1

975
株式会社エス・ティー・エ
ヌ

専門・技術サー
ビス業

長崎県 諌早市貝津町1726-5

976 近藤総合事務所
専門・技術サー
ビス業

長崎県 諌早市栗面町176-5-202

977
ケアサポートみなみ合同会
社

医療・福祉 長崎県 諌早市多良見町囲490番地3

978 株式会社クロダ 卸売・小売業 長崎県 諌早市栄田町20番31号 http://www.kuroda-co.com

979
ケーキ＆ティールーム
シェリール

飲食店・宿泊業 長崎県 諌早市永昌町19-15 http://www.kyushu-cake.com/nagasaki/cherir/

980 株式会社せんねん 金融・保険業 長崎県 諌早市泉町10番41号

981 株式会社ストラクト 情報通信業 長崎県
諌早市多良見町木床1595番
地

http://www.fa-struct.com

982 有限会社杉谷本舗 製造業 長崎県 諌早市松里町1574-1 http://www.sugitanihonpo.co.jp

983 SUBU
専門・技術サー
ビス業

長崎県 諌早市永昌東町11-5 http://www.subu.jp/

984 有限会社昭文社印刷 製造業 長崎県 諌早市幸町71-18

985 有限会社ピース
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 諌早市八天町3番6号

986 野中精肉店 卸売・小売業 長崎県 諌早市本町1-12

987 大宝建設株式会社 建設業 長崎県
南松浦郡新上五島町奈良尾
郷859-6

http://www.daihokensetsu.com/

988 共立陶器株式会社 卸売・小売業 長崎県
東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷
1713番地の1

http://www.toji-doraku.com

989
ハンバーガー＆クレープ
ショップ　トミーズ

飲食店・宿泊業 長崎県 諌早市本町1-12五洋ビル1F

990 Club Atletico CELESTE
その他のサービ
ス業

長崎県 佐世保市八幡町10-33　502 http://caceleste.com



991 合資会社今利石油店
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 五島市東浜町1-25

992 有限会社　太平洋興業 建設業 長崎県 長崎市木場町605

993 有限会社勲山製陶 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町井石郷
1343

994 有限会社本多工務店 建設業 長崎県 雲仙市小浜町雲仙423-7 http://www.honda-k.com

995 Lapis Nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 長崎市栄町6-19 http://www.lapisnail.com

996 有限会社アトム防災設備 建設業 長崎県 長崎市つつじが丘1-20-2

997 株式会社利佐ヱ門 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町稗木場郷
548番地3

998 株式会社永泉 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町永尾郷
341番地

999 株式会社一龍陶苑 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町中尾郷
975

http://1ryu.jp/

1000 富江自動車整備工場
その他のサービ
ス業

長崎県 五島市富江町松尾636-1

1001 有限会社山本工業 建設業 長崎県 長崎市川平町1223-1

1002 クリアックス株式会社
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

長崎県 長崎市松が枝町5-38 http://www.clearx.co.jp

1003 株式会社UFイニシア 医療・福祉 長崎県 長崎市福田本町185番2
1004 有限会社フットケア 医療・福祉 長崎県 長崎市平和町11-16

1005 株式会社プロゼ 情報通信業 長崎県
長崎市坂本1丁目4番3号山
王ビル301

http://prj-web.co.jp

1006 社会福祉法人瑞鳳会 医療・福祉 長崎県 大村市西部町264-1 http://www.zuihoukai.org/

1007 有限会社長十郎窯 製造業 長崎県
東彼杵郡波佐見町湯無田郷
1804-2

1008 株式会社サンコー技研 建設業 長崎県 長崎市田中町586番地1

1009
株式会社ショッピングプラ
ザ紀久屋

卸売・小売業 長崎県 長崎市平山町573番地1

1010 吾妻デイサービスセンター 医療・福祉 長崎県
雲仙市吾妻町栗林名438番
地

http://aduma.or.jp

1011 松尾農園 卸売・小売業 長崎県 松浦市志佐町浦免1252 http://www.matsuonouen.net

1012 五島森林組合 農業・林業 長崎県 五島市吉田町3110番地8号

1013 システムリード株式会社
その他のサービ
ス業

長崎県
東彼杵郡波佐見町井石郷
2145番地

1014 有限会社溝口真珠 漁業 長崎県 長崎市長浦町979-2

1015 株式会社グリーンネット 飲食店・宿泊業 長崎県
対馬市上対馬町比田勝921-
1

1016 カギ屋リサイクルショップ 卸売・小売業 長崎県 対馬市厳原町小浦197-1

1017
ハンバーグレストラン　ロ
ワール

飲食店・宿泊業 長崎県
対馬市美津島町根緒真星の
浜7-2

1018 うえはら株式会社
その他のサービ
ス業

長崎県 対馬市厳原町久田491-1

1019
株式会社JAPAN BEAUTY
SALON COMMUNITY

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

長崎県 佐世保市椎木町125-4

1020
株式会社ＭＩＰＳアビリ
ティーアシスト

その他のサービ
ス業

長崎県 佐世保市崎岡町853A棟101

1021 株式会社ハウスナビ 不動産業 長崎県 佐世保市三浦町1-31
1022 株式会社ささや 卸売・小売業 長崎県 長崎市川口町6-29 http://www.sasaya6161.jp

1023 株式会社大東設備 建設業 長崎県 東彼杵郡川棚町296番地122 http://daitosetsubi.com

1024 株式会社ジーセブン
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 長崎市松原町2650-41

1025 美容室インパレット
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 長崎市矢上町35-14

1026 有限会社トラスト不動産 不動産業 長崎県
諌早市東小路町5番17号執
行ビル2階

http://www.trust-f.jp

1027 株式会社黒田鈑金工業 建設業 長崎県 大村市協和町722-2
1028 株式会社まえだ 製造業 長崎県 大村市協和町732-9 http://www.maeda-online.com

1029 株式会社創遊舎 医療・福祉 長崎県 大村市日泊町1365-1
1030 株式会社島商事 飲食店・宿泊業 長崎県 諌早市久山台100番地6
1031 Flamingo 卸売・小売業 長崎県 大村市松山町629-102

1032
医療法人橋口整形外科医院
グループホーム平の庄

医療・福祉 長崎県 大村市竹松本町936番地



1033 有限会社し喜 飲食店・宿泊業 長崎県
南松浦郡新上五島町有川郷
700-1

1034 社会福祉法人清和会清和園 医療・福祉 長崎県
南松浦郡新上五島町岩瀬浦
郷596-3

1035 株式会社昌洋 製造業 長崎県 大村市松原本町565番地27
1036 株式会社響建設 建設業 長崎県 佐世保市矢峰町457番地1
1037 株式会社すけさんグループ 医療・福祉 長崎県 長崎市城山台1丁目39-5

1038
有限会社ニシ・マイカーセ
ンター

その他のサービ
ス業

長崎県
平戸市田平町小手田免
1255-1

1039 社会福祉法人民生会 医療・福祉 長崎県
北松浦郡佐々町松瀬免109-
2

1040 Future 情報通信業 長崎県
佐世保市田の浦町22-10-
311

1041 株式会社Ririh
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 佐世保市勝海町261-6

1042 株式会社PLACE 不動産業 長崎県 佐世保市大塔町648-69

1043 株式会社ネオブラッド
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 佐世保市勝海町261-8

1044 株式会社ブラッド 不動産業 長崎県 佐世保市若竹台町269-1

1045 株式会社ヒラファイト
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 佐世保市勝海町261-9

1046 株式会社システム計装
専門・技術サー
ビス業

長崎県 佐世保市白岳町101-3 http://www.systemkeiso.com

1047 合同会社メディアウェイブ 情報通信業 長崎県 五島市武家屋敷1丁目5-35 http://www.mw.gotoshi.net

1048 太洋技研株式会社 建設業 長崎県 長崎市興善町2-8

1049
有限会社吉川土木コンサル
タント

その他のサービ
ス業

長崎県
長崎市光町10番5号吉川ビ
ル2階

1050
島原ブランディングデザイ
ン事務所

その他のサービ
ス業

長崎県 島原市中堀町157-2F http://shimabara-branding.com

1051 Ｃｏｒｄｉａｌ合同会社
その他のサービ
ス業

長崎県
西彼杵郡時津町久留里郷
414-1

1052
農業生産法人　五島七岳
ファーム有限会社

農業・林業 長崎県
五島市岐宿町松山1277番地
2

1053 株式会社よしだ 卸売・小売業 長崎県
島原市有明町大三東乙35番
地2

1054 合同会社あぐりハウス 医療・福祉 長崎県 大村市原口町617-6

1055
株式会社長崎オフィスセン
ター

その他のサービ
ス業

長崎県
長崎市勝山町43-2サクセス
カバーヒルズ302

1056 ペンギン薬局 卸売・小売業 長崎県 長崎市中小島2-4-28
1057 長崎陶料株式会社 製造業 長崎県 佐世保市口ノ尾町1番地

1058 有限会社アッシュ・エフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

長崎県 長崎市古川町6番37号

1059 岩永木材有限会社 卸売・小売業 長崎県
西彼杵郡長与町高田郷
3700-2

1060
有限会社佐世保電子サービ
ス

卸売・小売業 長崎県 佐世保市大和町446-1

1061 医療法人　九州恵会 医療・福祉 長崎県 南島原市深江町丙281-1
1062 有限会社古賀広告美術社 製造業 長崎県 佐世保市大和町111-3
1063 株式会社ウエストワン 金融・保険業 長崎県 佐世保市比良町5-5

1064 株式会社友成工業 製造業 長崎県
長崎市ダイヤランド3丁目
27-25

1065 フラワーショップ風花 卸売・小売業 長崎県 佐世保市三浦町21-1

1066 乳菓子屋 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
19-37-1

1067 一光社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺東7-
4-2

1068
Ｙｅｓコーポレーション有
限会社

飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市北区山室1-2-
11

1069
レピーヘアアンドリラク
ゼーション

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区花立5-8-
27

http://www.repit2004.com

1070 株式会社美琴 卸売・小売業 熊本県 熊本県宇土市走潟町826-2

1071 株式会社エル・パルフェ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
8-22　第10美創ビル3F

1072
ティーエムファーム合同会
社

農業・林業 熊本県 熊本県人吉市東漆田町2187

1073
合同会社杉野コンディショ
ニングセンター

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市東区花立6-3-
22

http://www.geocities.jp/sugino_c_c



1074
株式会社ＲｅＬｉｆｅ　ａ
ｉｄ　　リハビリケアセン
ターすまいる

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市北区八景水谷
1-33-37

http://relife-aid.com

1075 合同会社グローアップ 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市東区御領5-
10-54

http://kp-kumamoto-higashi.com/

1076 株式会社クロコロール 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市西区野中3-5-
6　ＴＥＣＯ3

http://kuroko-role.co.jp

1077 とも社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区菅原町
10-1-3F

http://www.tomo-sr.biz

1078 チーム武蔵
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市南区江越1-
18-1-307

1079
株式会社リアン　ひかり整
骨院

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県上益城郡嘉島町鯰
1832-2

http://www.hikari-kumamoto.com

1080 有限会社肉乃橋本 卸売・小売業 熊本県
熊本県菊池郡大津町引水
753-1

http://www.higo-basashi.com

1081 天草エネルギー株式会社 卸売・小売業 熊本県
熊本県天草市本渡町本戸馬
場2200-5

http://www.ama-ene.co.jp

1082 有限会社出口商店 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎町
484

1083 株式会社協和アリヤンタ 運輸業 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町原水
3281

http://kyowa-mcc.com

1084 有限会社吉村工作所 製造業 熊本県
熊本県熊本市西区上熊本3-
5-45

http://www.k-yoshimura.jp

1085 有限会社安坐 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市中央区中央街
4-1-1F

http://www.a-gu-ra.com

1086 株式会社公明不動産 不動産業 熊本県
熊本県熊本市中央区白山2-
1-7

http://komei-f.jp

1087
株式会社ともづなリハサー
ビス

医療・福祉 熊本県 熊本県菊池市西寺1581 http://tomoduna.co.jp/

1088 株式会社太陽 建設業 熊本県 熊本県人吉市下林町293-1

1089 有限会社ムツミクリーン
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

1090 有限会社コンセルーン
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区水道町
1-19

http://www.felicia.co.jp

1091 株式会社古賀酒販 卸売・小売業 熊本県
熊本県宇城市松橋町松橋
121-7

http://www.kogasyuhan.com

1092 アンド社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区大江6-
9-8　2F

http://www.andsr.biz/

1093
有限会社グリーンモールハ
ウジング

不動産業 熊本県
熊本県荒尾市緑ヶ丘1-1-1
あらおシティモール2F

http://green-m-h.com

1094
コンフォートハウス株式会
社

建設業 熊本県
熊本県熊本市東区健軍本町
1-8

http://www.comfort-house.com

1095 有限会社ロフトン 建設業 熊本県 熊本県水俣市大黒町2-1-17 http://rofton.com/

1096
くまもと社会保険労務士事
務所

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南8-
10-3

http://golden-wing.jp

1097 有限会社ふくだ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県 熊本県山鹿市鹿校通4-8-27 http://clean-himawari.jp

1098 合同会社サンスマイル 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市南区野田2-9-
12

http://www.sunsmile2013.co.jp

1099 株式会社心優 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

1100 株式会社アパレル福屋 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市南区平田2-
16-30

http://www.apfukuya.co.jp

1101 株式会社ユーホーム 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

1102 株式会社九州永田 卸売・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

1103 小林薬品販売株式会社 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区帯山1-
21-59

http://www.rakuten.co.jp/ooasonomori/

1104 岩下税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県菊池郡大津町大津
27-5

http://iwashita.my.coocan.jp/

1105 株式会社荒木建設 建設業 熊本県 熊本県菊池市木柑子1427 http://araki-kensetsu.com/

1106 福田社会保険労務士事務所
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

1107 有限会社優愛の手癒し館
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県 熊本県玉名郡和水町原口53



1108 玉名化学株式会社 製造業 熊本県
熊本県玉名郡玉東町白木
987-1

http://we.magma.jp/~tamana/index.html

1109 サンエイ化学株式会社 製造業 熊本県 熊本県荒尾市牛水1652-1 http://www.mizu-syori.com

1110 株式会社ツカサ創研
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

熊本県
熊本県上益城郡嘉島町上仲
間227-12

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

1111 株式会社ナップ
その他のサービ
ス業

熊本県 熊本県熊本市御領1-6-28 http://www.nap-service.com

1112 株式会社ナインデザイン
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県上益城郡嘉島町上島
1157-1

http://9design.jp

1113 有限会社アドバタイズ 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市東区新南部3-
10-54

http://yu-hou.jp

1114 椿税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区大江4-
15-32

http://tubatax.jp

1115 有限会社あっとホーム 医療・福祉 熊本県 熊本県玉名市小野尻333-1 http://atto-home.in

1116
株式会社ジェイピーニュー
ズ

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

1117 株式会社山口電設 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区花立6-
13-103

1118 株式会社アイ・トラスト
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区田迎町田
井島773-1　トラストビル
1F

1119
丸光ホールディングス株式
会社

その他のサービ
ス業

熊本県 熊本県玉名市大浜町2173-1 http://marukogroup.jp

1120
株式会社サンコーライフサ
ポート

医療・福祉 熊本県 熊本県合志市須屋250-1 http://www.sankolife.co.jp

1121 有限会社神水設計
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

1122 藤川社会保険労務士事務所
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

1123 株式会社アートワーク
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区九品寺
5-15-5

http://www.a-work.co.jp

1124 有限会社旭野工業 製造業 熊本県 熊本県菊池市旭志新明2850

1125
合同会社やまびこ介護事業
所

医療・福祉 熊本県 熊本県荒尾市原万田85-40 http://hp.kaipoke.biz/m9k/

1126 熊本利水工業株式会社 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区大窪4-2-
4

http://www.k-risui.jp

1127
株式会社ビー・アットホー
ム

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://www.be-athome.net

1128
社会福祉法人水俣みどり福
祉会　みどりの森こども園

教育・学習支援
業

熊本県 熊本県水俣市袋674 http://www.midori-kodomo.jp

1129 株式会社アトライズ
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市西区田崎町
474-2　大同ビル3F

http://atryz.jp

1130 株式会社啓文社 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

1131 株式会社星山商店 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘
9-5-76

http://www.hosiyama.co.jp

1132 ＮＳＳ九州株式会社
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区帯山8-
2-2

http://www.nss-kyushu.com

1133 ＡＳＤ株式会社 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

1134 合同会社ヒゴワン 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市南区近見2-
20-8　近見プラザ1F

http://higoone.com

1135 サン住建管理有限会社
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県天草市有明町赤崎
2068-1

1136 株式会社キンキ 卸売・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

1137 株式会社サン・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

1138
株式会社有明エンジニアリ
ング

製造業 熊本県
熊本県玉名郡長洲町大字有
明1

1139 株式会社スギモト 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/

1140
株式会社クリエイト（湯亭
上弦の月）

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県玉名郡和水町太田黒
310-1

http://www.jougennotsuki.com



1141 株式会社Ｂｒｕｓｈ－ｕｐ
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区出仲間4-
2-27

http://bu5454.com

1142 株式会社ミクニ 卸売・小売業 熊本県
熊本県菊池郡大津町室137
イオン大津店2F

http://mikuni.shop

1143 有限会社ギャラリー大塚
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県菊池郡菊陽町光の森
7-49-54

1144 株式会社ｍａｍｉｒｅｅ 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市中央区米屋町
1-9-1-301

1145 桐原実業株式会社 卸売・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

1146 株式会社イズミ車体製作所 製造業 熊本県
熊本県菊池郡大津町大字岩
坂3258-4

http://www.izumishatai.co.jp

1147 ラドソフト株式会社 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

1148
株式会社ちかけんプロダク
ツ

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県玉名郡南関町関町
1411

http://www.chikaken.com

1149 九州情報サービス株式会社
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市東区神園2-1-
1　新星ビル2F

http://www.q-sis.co.jp

1150
株式会社上村エンタープラ
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

1151 株式会社総合プラント
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区神水1-
38-10

http://www.sogo-plant.com

1152 株式会社ＺＥＲＯ 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市北区植木町
108-1

http://www.zero2005.jp

1153 不二電気工業株式会社 建設業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎1-4-
28

http://www.fujidenkikogyo.co.jp

1154
株式会社グリーンフィール
ドプロジェクト

卸売・小売業 熊本県
熊本県天草市本渡町広瀬
2506-41、1-B

http://gfp-japan.com

1155 株式会社ビック
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区石原1-4-
15

http://www.kk-vic.jp

1156 株式会社ドゥ・アシスト
その他のサービ
ス業

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

1157 有限会社マインド熊本 製造業 熊本県
熊本県球磨郡あさぎり町須
恵1092

1158 株式会社愛歯 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

1159
株式会社キャスティングア
イ

医療・福祉 熊本県
熊本県菊池郡菊陽町大字原
水2849-1

http://www.aishi.jp

1160 株式会社ワコー
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

1161 セフティー観光有限会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上3-
15-16

http://www.a-and-s.co.jp

1162 有限会社東設備 建設業 熊本県
熊本県熊本市北区植木町滴
水2212

1163 有限会社コンパスポイント
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区田井島1-
6-14

http://tiaraclub.jp

1164 武田施設産業有限会社 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区合志3-7-
35

1165 金のわらじ 飲食店・宿泊業 熊本県 熊本県玉名市高瀬472

1166 株式会社ビーウェイ
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県八代市千丁町古閑出
2461-5

http://www.hanohano.jp/

1167 有限会社若山商店
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県菊池市泗水町豊水
3298-4

1168
合同会社リバティ　　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/

1169
有限会社トータルライフケ
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

1170
有限会社総合びよう松田美
容院

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県 熊本県八代市花園町5-6

1171 一般社団法人フミダス
教育・学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東区三郎2-
20-15

http://www.fumidas-project.com

1172 ＦＯＲＭＯＳＡ
生活関連サービ
ス・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://formosa-kumamoto.com/

1173 有限会社スタック
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南1-
2-15

http://www.stack-tp.com/index.php

1174 株式会社遠水 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市西区田崎町
426-14-5

http://www.kensui-tousui.com/



1175 株式会社現代
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市南区田迎4-9-
50

http://www.quick-e-color.com/

1176 有限会社親和商事 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市中央区下通1-
2-10

http://aoyagi.ne.jp

1177 有限会社中和産業
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区小山5-
19-52

http://www.chuwaptco.com

1178 有限会社日本バイオ
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県菊池市泗水町吉富
173-37

1179 株式会社平野設計室 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/

1180
株式会社リハビリテーショ
ンコムラッド

医療・福祉 熊本県 熊本県天草市川原町7-29-3 http://r-comrade.com

1181
株式会社ワード・ハウスＭ
ｓ．

教育・学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東本町1-43
ＫＲビル3F

http://www.wordhouse.co.jp

1182 株式会社イワキ 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区御幸笛田
8-8-1

1183 株式会社日本リモナイト 製造業 熊本県 熊本県阿蘇市狩尾289 http://limonic.co.jp

1184
キャリア教育プラザ株式会
社

教育・学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市東区健軍3-
39-14-701

http://www.career-plaza.com

1185 株式会社ひごいち 製造業 熊本県
熊本県上益城郡益城町広崎
1592-13

http://www.higoichi.com/

1186
合同会社ｌｉｖｉｎｇ　ｓ
ｐａｃｅ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区小島9-1-
40

http://living-sp.com

1187 有限会社ウルトラハウス
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区中央街
6-7　銀座ビル90　6階・7
階

http://www.kumamotonavi.jp

1188 綜合企画株式会社
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区坪井1-
2-27

http://sohgo-k.co.jp

1189 有限会社モアコンセプト
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田陳内
2-5-16

http://moreconcept.co.jp

1190
クロスフィールズ人財研究
所

専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市南区近見8-6-
29

http://www.cf-labo.jp

1191 有限会社サヤペイント 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市東区御領6-9-
73

1192 鶴田社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

熊本県 熊本県玉名市中1942-5 http://tsuruta-sr.com

1193 有限会社やえ
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘
1-6-91

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

1194 福嶌経営労務事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県合志市幾久富1909-
79　ＭＦ2-B

http://www.j-fkr.com

1195 株式会社ボーイ
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区東野1-9-
1

http://www.boygroup.co.jp

1196 株式会社ＳＯＡＲ 医療・福祉 熊本県 熊本県荒尾市本井手18

1197 株式会社ピアノハープ社 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市東区月出6-3-
20

http://www.pianoharp.com

1198 有限会社熊南空調システム 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区城南町丹
生宮994-1

1199 株式会社ＣＡＮ 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区中原町
1135-1

http://www.can727kaigo.com/

1200 宝屋食品有限会社 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区九品寺
3-15-10

1201 ピザよし 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区黒髪2-
4-13

1202 ＯＡ通信サービス株式会社 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市東区西原2-2-
1

http://www.oat.ne.jp

1203 株式会社東工業 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区会富町
26-1

1204
フロンティアビジョン株式
会社

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

1205 有限会社ファーレスポーツ
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区帯山2-
1-23　パークヒル帯山Ａ号

http://gsfamilier.blogdehp.ne.jp/

1206
株式会社侑秀システムサー
ビス

製造業 熊本県
熊本県山鹿市鹿央町岩原
2130-1

http://www.y-s-s.jp

1207 有限会社山鹿タクシー 運輸業 熊本県 熊本県山鹿市山鹿1 http://www.yamagataxi.co.jp

1208 株式会社エイトラボ
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://8-lab.net

1209 有限会社野中建設 建設業 熊本県 熊本県山鹿市津留1734



1210 有限会社ＯＡシステム岩本 卸売・小売業 熊本県 熊本県人吉市鶴田町135-2 http://www.oasystem-iwamoto.co.jp

1211
社会福祉法人リデルライト
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://www.riddell-wright.com

1212
株式会社玉名リサイクルプ
ラザ

その他のサービ
ス業

熊本県 熊本県玉名市山部田442-1 http://www.marukogroup.jp

1213
サバーイ・サバーイ（ＳＡ
ＢＡＨＩ・ＳＡＢＡＨＩ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区壺川1-
8-4

http://sabahi-sabahi.com

1214 鬼塚労務管理事務所
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

1215 株式会社ＡＲＯ 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区長嶺2-
37-1

http://aro-doboku.com/

1216
株式会社絆　ザ・クリスタ
ルガーデン

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県八代市海士江町
3330-1

http://www.crgarden.jp

1217 有限会社じゃんぷ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県上益城郡嘉島町鯰
2819

1218 サン・クエスト株式会社
生活関連サービ
ス・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

1219
株式会社トライアングル
ノート

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区東野1-
15-5

http://s-days.jp

1220
アジアプランニング株式会
社

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号

http://www.asiaplan.co.jp

1221 株式会社古木家
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県阿蘇郡西原村小森
3622-4

http://furukiya.com

1222 医療法人中山会 医療・福祉 熊本県 熊本県合志市須屋702 http://www.nakayamakai.jp/

1223 コーエイ株式会社 不動産業 熊本県 熊本県菊池市野間口338-1 http://ko-ei.net/

1224 株式会社リ・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

1225 旬彩処まつ川 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市中央区下通1-
7-7-BF

http://www.matsukawa-kumamoto.com/

1226 ＲＩＮＮＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区健軍4-5-
3

http://rinne-hair.com

1227 株式会社きおう 医療・福祉 熊本県
熊本県宇城市不知火町高良
1961-2

1228
社会福祉法人順風会　　特
別養護老人ホーム　西城園

医療・福祉 熊本県 熊本県宇土市綱田町1905 http://seijyo-en.sakura.ne.jp/

1229
社会保険労務士事務所プロ
セスコア

専門・技術サー
ビス業

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

1230 有限会社岩本木材 建設業 熊本県
熊本県熊本市南区出仲間7-
5-14-1

http://iwmt-peacone.jp

1231 有限会社米田塗装店 建設業 熊本県 熊本県人吉市鬼木町1395

1232 ひなた整骨院
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区世安町
452-1

http://kumamoto-hinataseikotsuin.com

1233 ＦＯＵＲ・ＳＥ株式会社
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県山鹿市鹿本町下高橋
154

http://www.four-se.com

1234 株式会社キッチン・ブレス 医療・福祉 熊本県
熊本県上益城郡御船町田代
7828-96

http://www.kitchenbless.com

1235 社労士事務所ＨＩＫＡＲＩ
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
2-4-5

http://www.e-sr.jp

1236 株式会社ＡＰＬＵＩ 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区平成2-7-
23

http://junokamoto.com

1237 有限会社シルクプラウド 製造業 熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
3-21

http://silkproud.jp

1238 髙村社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県宇城市小川町西海東
1243

1239 株式会社キナツ 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区大江1-
2-8

1240
株式会社九州フードサービ
ス

卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市南区近見6-4-
71

http://www.yasai-oukoku.com

1241
特定非営利活動法人おー
さぁ

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市東区栄町2-15
県営健軍団地1F

http://www.kengun.net/osa/panfu/

1242 有限会社お茶の泉園 卸売・小売業 熊本県 熊本県八代市泉町栗木4986 http://otyanoizumien.jp/

1243 株式会社Ｓｔｅｋｉ 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市東区下江津5-
14-19

1244
訪問看護ステーションＣｒ
ｕｔｏ　株式会社ＰＬＵＮ
ＵＲＳＥ

医療・福祉 熊本県
熊本県上益城郡嘉島町上島
2110-3　2F

http://www.cruto.net



1245 有限会社宮田工業 建設業 熊本県
熊本県阿蘇郡西原村布田
1558

1246 株式会社天草海鮮蔵 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県天草市五和町鬼池
4733-1

http://kaisenkura.com

1247 社会福祉法人昭寿会 医療・福祉 熊本県
熊本県阿蘇郡南小国町大字
満願寺5854-1

1248 株式会社サンテクノ 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

1249 株式会社宇佐美工業 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

1250 株式会社ＫＩＣ 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島西1-
5-35

1251 大和株式会社 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島西1-
5-35

1252 株式会社光延農園 卸売・小売業 熊本県 熊本県天草市古川町11-7 http://www.mitsunobu-nouen.com

1253 株式会社吉村建設 建設業 熊本県
熊本県宇城市小川町北部田
294-5

http://www.furusatosapo.com/

1254 ユース社会保険労務士法人
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

1255 オートスタジオリズ
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.geocities.jp/autostudio_rizz/

1256 有限会社羽田野木材 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市東区戸島町
141-1

1257 株式会社山鹿釣具 製造業 熊本県
熊本県山鹿市小原字山口
945

http://yamaga-blanks.com/

1258 株式会社サイバーレコード
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市西区野中3-5-
6

http://www.cyber-records.co.jp

1259
株式会社絆人　　訪問看護
ステーション　３ｒｄ　Ｈ
ａｎｄ

医療・福祉 熊本県
熊本県人吉市中青井町307-
6

http://3rd-Hand0506.com

1260 株式会社有明測量開発社
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

1261 株式会社グリーン住宅 建設業 熊本県
熊本県熊本市健軍本町10-
25

http://www.greenjutaku.net

1262 有限会社池園 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区下通1-
10-9

http://www.ikezono.com

1263
株式会社クリエイトビジョ
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://www.createvision.jp

1264
株式会社エム・ディ・エン
ジニアリング

製造業 熊本県
熊本県玉名郡南関町大字豊
永6443

http://mdengineering.jp/

1265 有限会社ネイルガーデン
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
11-14　401

http://nailgarden.co.jp

1266
ＢＥＨＩＮＤ　ＴＨＥ　Ｃ
ＵＲＴＡＩＮ

専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区城東町
5-36　大祥ビル3F

http://behind-the-curtain.jp

1267 絆里
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区尾ノ上1-
1-8

1268
磐石ローヤルゼリー株式会
社

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

1269 有限会社山内建設 建設業 熊本県
熊本県熊本市西区池田2-
20-10

1270 株式会社カムジー
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区江越2-
22-8

1271 岩根社会保険労務士事務所
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

1272 株式会社矢住陸運 運輸業 熊本県 熊本県八代市中片町237

1273
ワシントン外語学院　株式
会社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3
階

http://www.wil.co.jp

1274
株式会社エージェントここ
ろ

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

熊本県
熊本県熊本市北区徳王2-1-
48

1275
株式会社きらり．コーポ
レーション

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

熊本県
熊本県熊本市北区徳王2-1-
48

http://www.kirari-co.info

1276 株式会社利他の蔵 卸売・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2
階

http://kendo-tool.com



1277 株式会社利他フーズ 卸売・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2
階

http://kumamoto-basasi.com

1278 不二精密工業株式会社 製造業 熊本県
熊本県菊池市旭志川辺
1375-5

1279 サクセスリンク株式会社
教育・学習支援
業

熊本県 熊本県玉名市大浜町2173-1 http://marukogroup.jp

1280 株式会社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

1281 株式会社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

1282 株式会社南陽重車輌 卸売・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

1283
株式会社テスワールド　エ
リーヴァネッサエステ
ティックサロン熊本店

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/

1284 株式会社アマーサ 卸売・小売業 熊本県
熊本県上天草市大矢野町中
2834

http://amakusa-moringa.com

1285
社会保険労務士法人ブレイ
ンスター

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

1286 税理士法人近代経営
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.jp

1287
株式会社ＦＩＶＥ　ＥＬＥ
ＭＥＮＴＳ

専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区新市街
12-7　4F

1288 トリニティーヘアスタジオ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区月出2-4-
33

1289 株式会社マツオＨＤＣ 不動産業 熊本県
熊本県上益城郡益城町古閑
134-24

http://matsuo-group.co.jp

1290 松尾自動車工業株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県上益城郡益城町古閑
134-24

http://matsuo-group.co.jp/matsuo/

1291 株式会社Ｃ・Ｌ・Ｓ
生活関連サービ
ス・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/

1292 タケモトデンキ株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田陳内
3-16-1

http://www.takemoto-denki.com/

1293 株式会社九州ソフタス
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://kyushu-softas.co.jp/

1294 株式会社談
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1-16

http://www.dankk.co.jp

1295
株式会社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-
6-44　3F

http://www.la-chic-ale.com

1296 有限会社馬場商店
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市西区上熊本2-
1-46

1297 東邦設備株式会社 建設業 熊本県
熊本県熊本市東区秋津3-
14-16

1298
株式会社イワシタ　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

1299 株式会社オージャス
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
1-18-2　グランパーク水前
寺1F

http://ojas-kumamoto.jp

1300
Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ　ＲＡ
ＧＵ

その他のサービ
ス業

熊本県 熊本県玉名市松木11-2

1301 ＢＬＡＮＫ 製造業 熊本県
熊本県合志市御代志1656-
265

http://blank-japan.com

1302 有限会社三徳救急洗管
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区錦ケ丘9-
18

1303 ウキスイミングスクール
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県 熊本県宇土市松山町2054-2

1304 ライフワーク工業株式会社 製造業 熊本県
熊本県玉名郡長洲町名石浜
25

http://www.lifework-ariake.jp

1305 岩下社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市南区良町3-9-
25　Ⅲ-405

1306 味民 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市北区龍田町弓
削1076-4

1307 旬菜旬魚　悠旗 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県熊本市東区長嶺南3-
8-80



1308 のどか社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田陳内
2-8-16

http://sr-nodoka.com

1309 株式会社ＫＹＯ－ＳＨｉＮ 建設業 熊本県 熊本県合志市須屋1375-24 http://www.kyo-shin.info/

1310
株式会社テクノクリエイ
ティブ

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区神水2-
9-1　ＴＥＣＨＮＯ－ＣＲ
ＥＡＴＩＶＥビル

http://www.techno-creative.co.jp

1311 ｆｆ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
1-3-10　プリンスマンショ
ン1F

1312 有限会社ａｂｌｅ 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区上通町
11-5

1313 シュガージー
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

1314
マキノセ自動車マックス
ハート

卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市東区小山6-
20-60

http://max-heart.com

1315
株式会社九州情報処理活用
支援センター

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区月出7-1-
8-103

http://www.pcq119.jp/

1316 食の天草　にじ 製造業 熊本県
熊本県天草市有明町上津浦
4185

http://amakusa-niji.com

1317
有限会社ビューティー愛花
夢

生活関連サービ
ス・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

1318 株式会社ｄｏｏｒｓ 医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市北区鶴羽田町
1040

http://r.goope.jp/doors-inchp

1319
株式会社Ｃａｒｅ＆Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓ（むすび宇土）

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
6-1-38

1320
株式会社アイランドリゾー
ト阿蘇

生活関連サービ
ス・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/

1321
ジェットカスタムコーティ
ング

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市東区小山2-3-
45

http://jet-customcoating.com

1322 有限会社ソフトシンク
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

1323
Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｋ
ＬＡＰＰＥＲ

その他のサービ
ス業

熊本県 熊本県合志市御代志1690-4 http://klapper-hair.com

1324 有限会社ニフティ
生活関連サービ
ス・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

1325
株式会社リアル・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

1326
株式会社ウディスソフト研
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

1327 Ｅ・Ｉ・Ｃ 卸売・小売業 熊本県 熊本県荒尾市大正町1-1-7

1328
西日本エレクトロニクス工
業株式会社

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/

1329
株式会社Ｓ・Ｋ　ＣＯＭＰ
ＡＮＹ

製造業 熊本県
熊本県上益城郡甲佐町早川
1265-9

http://z1speed.com

1330 有限会社ウイングナカヤマ 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市西区島崎2-
17-29

http://wingnakayama.com

1331 有限会社丸三家具 卸売・小売業 熊本県 熊本県八代市鏡町上鏡1150 http://happy-time-direction.com

1332 Ｒｅｄ　ｃｌｏｖｅｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県山鹿市鹿本町梶屋
872-1

1333 株式会社ティーステップ
教育・学習支援
業

熊本県
熊本県熊本市南区白藤2-3-
48　1階

http://t-step2012.net

1334
株式会社ジェイ・インター
ナショナル

生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区安政町
2-38

http://www.soleil-rose.info

1335 株式会社石井牧場 飲食店・宿泊業 熊本県
熊本県菊池市泗水町富納
458-11

1336 嶺敦 飲食店・宿泊業 熊本県 熊本県玉名市亀甲99-3

1337 有限会社野田企画 建設業 熊本県
熊本県熊本市御幸笛田2-6-
54

1338
Ｔｏｔａｌ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｅ　Ｌａｕｇｈ－Ｌａ

専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市中央区新町2-
12-21　グラディート新町
2F

1339 Ｓｈｕｔｔｌｅ
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101

1340 有限会社クロスネット 情報通信業 熊本県
熊本県熊本市西区花園4-1-
47

http://www.crossnet.co.jp

1341
Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ
Ｓｐａｒｋ　Ｊｏｙ

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区水前寺
3-5-20-105



1342 フクワ物流株式会社 運輸業 熊本県
熊本県上益城郡益城町古閑
字崎久保127

1343 合同会社オフィス桑原
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県球磨郡あさぎり町須
恵2924-4

1344
株式会社大進コンサルタン
ト

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

1345 熊本バス株式会社 運輸業 熊本県
熊本県熊本市東区画図町重
富600

http://www.kuma-bus.co.jp

1346 株式会社フュージョン 製造業 熊本県
熊本県菊池市旭志川辺
1927-1

http://www.kk-fusion.jp

1347 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＯＮＥ．
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市中央区八王寺
町47-16

https://www.ws8.jp/

1348 株式会社島田農機商会 製造業 熊本県
熊本県熊本市南区平成1-
12-20

1349 日栄平井株式会社 建設業 熊本県
熊本県熊本市中央区新町3-
1-26

1350 下山社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県八代市花園町11-1
ガレリア2F

1351 有限会社ショーアップ
専門・技術サー
ビス業

熊本県
熊本県熊本市東区小山2-
14-56

http://www.showup.co.jp/

1352 Ｌａｂｏ．
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市北区龍田7-
20-7

http://www.studio-labo.com

1353
株式会社ニッケカスタム熊
本

卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市中央区神水2-
10-1-105

1354 熊本ゼミナール株式会社
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/

1355 株式会社グラシア 卸売・小売業 熊本県
熊本県熊本市南区会富町
1360-4

http://www.gracia-kirei.com

1356
医療法人博済会　島崎井上
クリニック

医療・福祉 熊本県
熊本県熊本市西区島崎4-
11-19

1357 島石油株式会社 卸売・小売業 熊本県 熊本県八代市新浜町2-7

1358
社会福祉法人天龍会　すず
らんの里

医療・福祉 熊本県 熊本県八代市葭牟田町435 http://www.tenryuukai.jp/

1359 有限会社吉住塗装工場
その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市南区幸田2-7-
20

http://nttbj.itp.ne.jp/0963792225/

1360 株式会社渡邉建設 建設業 熊本県
熊本県上益城郡御船町大字
滝尾370-2

1361 中園化学株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

熊本県
熊本県熊本市東区上南部2-
1-100

http://www.nakazono.holdings

1362
株式会社ゼログラッフィク
ス

その他のサービ
ス業

熊本県
熊本県熊本市中央区鍛冶屋
町17　ゼログラビル

http://xerographix.co.jp

1363 ヘルメット潜水株式会社 製造業 大分県 国東市安岐町瀬戸田1300 http://www.cloz.co.jp

1364 有限会社　三浦タイヤ商会 運輸業 大分県 大分市三佐6-1-31

1365 株式会社　王子車両
その他のサービ
ス業

大分県 大分市王子中町11-11

1366 合同会社　RSB
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市北浜1-14-15 http://luanacafe.com

1367 ＡＳＯ
その他のサービ
ス業

大分県
別府市田ノ湯町3-7　アラ
イアンスタワーZ4F

1368 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693-4

1369
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2-1

1370 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1515 http://subaru2004.org/

1371
一級建築士事務所　たかせ
ａｏ

その他のサービ
ス業

大分県 津久見市港町7-22 http://www.takaseao.com/

1372
株式会社　omnibus(おむに
ぶす）

金融・保険業 大分県 別府市新別府3

1373 ＦＰはーとさぽーと㈱ 金融・保険業 大分県 大分市新栄町1-33 http://www.fp-heart.com

1374 有限会社　浜永建材店 建設業 大分県 宇佐市大字長洲554-1 http://www.usa-kawara.co.jp

1375
医療法人　メディ・キュー
ブ
別府駅前クリニック

医療・福祉 大分県 別府市北浜1-3-12　3F http://www.bec-medicube.com

1376
株式会社　総合技術コンサ
ルタント

専門・技術サー
ビス業

大分県
大分市羽田1041-1　シェモ
ア99　203

1377 有限会社　吉田石材店 製造業 大分県 宇佐市長洲3230-2

1378
有限会社　ルードボーイ
（トリミングスペースＫ）

その他のサービ
ス業

大分県 大分市皆春378-1



1379 株式会社　ＳＩＣ 金融・保険業 大分県 別府市石垣西4-1-31
1380 有限会社　菊香園 卸売・小売業 大分県 大分市坂ノ市中央4丁目6-4

1381
トーヨー木材工業　株式会
社

製造業 大分県
大分市大字久土字花影184-
64

1382 仲道トーヨー　株式会社 卸売・小売業 大分県 大分市横尾768-1
1383 大平山わかば学童保育所 医療・福祉 大分県 別府市竹の内8-1
1384 ナルミ総合企画 飲食店・宿泊業 大分県 宇佐市四日市1460-3

1385 あすらん
教育・学習支援
業

大分県 大分市羽屋4-4 http://aslan-school.com

1386 昭和焼飯店 飲食店・宿泊業 大分県
大分市片島376-1　片島飲
食ﾋﾞﾙ1F

1387 うなぎ料理　入舟 飲食店・宿泊業 大分県 大分市大石町5-1-1 http://o-irifune.jp
1388 株式会社　安東商会 卸売・小売業 大分県 大分市片島500

1389 株式会社　ローマ 飲食店・宿泊業 大分県
大分市末広町1-5　末広ビ
ル2F

1390
ホームページ制作Ｆ　株式
会社

情報通信業 大分県 大分市萩原4丁目13-3 http://www.web-f.net

1391 有限会社　ぱんやお 卸売・小売業 大分県
日田市大字渡里字水町
1487-1

1392 株式会社　大在クリエイト
その他のサービ
ス業

大分県 大分市青崎1-110

1393 株式会社　オーデン 建設業 大分県 大分市萩原4-7-48 http://www8.plala.or.jp/oden/

1394 株式会社　長沢プロパン
電気・ガス・熱
供給・水道業

大分県 佐伯市弥生大字井崎1121

1395 ウｨズ　株式会社 卸売・小売業 大分県
大分市大字宮崎４１６番地
タマダ大分ビル２F

1396 パソコンサポート井ﾉ上
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市高松1-7-8 http://pcsupo-oita.com/

1397 イジゲン株式会社 情報通信業 大分県
大分市金池南1-5-1　コレ
ジオ大分４F

https://ijgen.jp

1398 合同会社アイ・ジー・シー
その他のサービ
ス業

大分県 大分市横尾3836-2

1399 ミヤシステム株式会社 情報通信業 大分県 大分市横尾3836-2
1400 義間クレーン工業 建設業 大分県 別府市実相寺2-1
1401 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐伯城南町店 卸売・小売業 大分県 佐伯市城南町6-28

1402 ローソン大分駅前店 卸売・小売業 大分県
大分市金池:町1-1-15　大
分駅前ビル１F

1403 大咲株式会社 建設業 大分県 大分市原川2-3-25 http://oosaki-kogyo.com

1404 株式会社風雅 建設業 大分県 別府市大字平道78-1

1405
ローソン顕徳町店（株式会
社　LKT）

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市顕徳町1-1-23

1406 大分ベスト不動産株式会社 不動産業 大分県 大分市政所2150 http://www.c21oita.com

1407 有限会社せれくと
その他のサービ
ス業

大分県 大分市三川新町2-2-7 http://www.select-net.jp

1408 株式会社エートラック 情報通信業 大分県
大分市荷揚町9-11　土屋ビ
ル１F

http://atrack0114.com

1409 ＧＯＥＮ株式会社 金融・保険業 大分県
大分市下郡北1-6　大八ビ
ル107号

http://www.fp-goen.com

1410 株式会社坂井建設 建設業 大分県 大分市大字中戸次809 http://www.ski77.com
1411 スーパープライベート 卸売・小売業 大分県 大分市青崎1-350
1412 合同会社シンセイ 情報通信業 大分県 大分市三川下1-5-6 http://www.shinsei-11c.co.jp

1413 株式会社シナジー 卸売・小売業 大分県 大分市向原東1-7-4
1414 クックヒルファーム 製造業 大分県 由布市湯布院町塚原135 http://cookhillfarm.com

1415 有限会社野田麗花園 卸売・小売業 大分県 大分市長浜町1-3-10 http://www.nodareikaen.jp

1416 株式会社西日本ロジクル
その他のサービ
ス業

大分県 大分市家島字波場303-1

1417 株式会社地元新聞社 情報通信業 大分県 日田市玉川3-624-22 http://www.jimotoshinbun.com

1418
株式会社日田ビル管理セン
ター

その他のサービ
ス業

大分県 日田市玉川3-624-22 http://www.pikapika-hita.com

1419
九州福祉医療サービス株式
会社

卸売・小売業 大分県 大分市寒田944-3 http://www.kyufuku.com/

1420 株式会社ロンチマーク 情報通信業 大分県
大分市萩原2-1-5　アーバ
ンベルデ萩原105

1421 有限会社坂西工務店 建設業 大分県 大分市迫143-88 http://www.sakanisi-komuten.com/

1422 株式会社FIRST　EXPRESS 運輸業 大分県 大分市三川新町2-1-8
1423 株式会社たしぶ 卸売・小売業 大分県 大分市中島西1-3-1 http://tashibu.jp
1424 大幸防災商事有限会社 建設業 大分県 大分市久原中央2-6-1 http://dai.kds-f.jp/



1425 慶光保育園 医療・福祉 大分県 大分市猪野21-46 http://www.keikouhoikuen.com

1426 株式会社すえたけ
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

大分県 日田市本町4-1

1427
株式会社ライフコンサル大
分

金融・保険業 大分県 大分市新栄町2-6

1428 有限会社豊後グループ
その他のサービ
ス業

大分県 大分市田尻八田田975-5

1429 久恒山林株式会社 農業・林業 大分県 中津市上宮永3-1 http://rokugatsuyohka.shop-pro.jp/

1430
有限会社シモノ写真スタジ
オ

その他のサービ
ス業

大分県 大分市東大道2-4-20 http://www.shimono-studio.com

1431
株式会社コープサービスお
おいた

運輸業 大分県 大分市青崎1-9-35

1432 株式会社North South 飲食店・宿泊業 大分県 中津市宮夫240-5-101
1433 有限会社中村二三商店 製造業 大分県 大分市大字丸亀591

1434
COMMON hair design(ｺﾓﾝ　ﾍ
ｱｰ ﾃﾞｻﾞｲﾝ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市東津留1-5-1　１F http://www.common-hairdesign.com

1435 株式会社　オグネット 卸売・小売業 大分県 大分市高城東2-1-19 http://www.ogunet.net/
1436 有限会社ディスプレイ大分 製造業 大分県 大分市三川下3-6-18 http://www.display-oita.co.jp

1437 株式会社慶成建設工業 建設業 大分県 大分市牧1-2-18
1438 株式会社サインシステム 製造業 大分県 大分市鴛野247-4

1439 株式会社ボーベル
専門・技術サー
ビス業

大分県 大分市三川下1-6-7

1440 ぶんご食品株式会社 卸売・小売業 大分県 大分市弁天2-2-33-101 http://oitasancyokuya.com

1441 株式会社桑野設計
その他のサービ
ス業

大分県 大分市大字宮崎1385-1-205

1442 ＬＵＣＵＲｇｒｏｕｐ
その他のサービ
ス業

大分県 中津市大字万田609-1

1443 株式会社Ｂｒａｎｃｈ
専門・技術サー
ビス業

大分県 中津市牛神町1-21-1

1444
Aleghiasdogーアレグリアス
ドッグ

その他のサービ
ス業

大分県 大分市高城台2-12 http://alegriasdog.com

1445 株式会社えどや 飲食店・宿泊業 大分県
大分市奥田347-1　ﾌﾞリー
ズ明名碩201

1446
Ｈａｉｒ＆Ｅｓｔｈｅｔｉ
ｃ　Ｌｉｎｋ　（髪の店ク
ローバー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県
大分県日田市中央2丁目2-
16

http://www.link-hita.com

1447 ルミ美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市政所1-1-37

1448 有限会社ベルクール 卸売・小売業 大分県 大分市下郡南5-3-5
1449 株式会社ハシモ住建 建設業 大分県 大分市牧3-6-31
1450 有限会社寺司装備 製造業 大分県 大分市三川新町2-3-5 http://terajisoubi.com

1451 株式会社前田工務店 建設業 大分県 大分市皆春1606-1

1452
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104-2

1453 株式会社Ｅーサポート 金融・保険業 大分県 日田市田島1-7-40 http://www.e-spt.jp/

1454
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474-1 http://www.horita-clinic.com/

1455 株式会社勉強堂
その他のサービ
ス業

大分県 大分市錦町3-4-5

1456 ケント工業株式会社 建設業 大分県 大分市向原西2-6-25 http://www.k-kent.com
1457 大成地所有限会社 不動産業 大分県 大分市北下郡2-3-52

1458 ＳＪＫオートサービス
その他のサービ
ス業

大分県 大分市東浜1-12-3

1459 株式会社ユキ商事 建設業 大分県 大分市羽田1-3
1460 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

1461
株式会社アイ・エヌ・アー
ル

卸売・小売業 大分県 大分市政所1-7-1 http://www.o-inr.com

1462 有限会社ビルテクノ大分
その他のサービ
ス業

大分県 大分市三川下2-7-16

1463 株式会社松田塗装工業 建設業 大分県 大分市光吉1737-14
1464 株式会社ゴダイ 卸売・小売業 大分県 大分市三佐1-19-17 http://www.godaiace.jp

1465
スカイファーム　ゆうび株
式会社

医療・福祉 大分県
杵築市大字大内字尾伏
3804-4

1466 株式会社極東クリエイト 卸売・小売業 大分県 大分市横田2-13-26
1467 株式会社日本工事広告 製造業 大分県 大分市横田1-10-5



1468 株式会社ａｓｈｉｇａｒｕ
専門・技術サー
ビス業

大分県
大分市東春日町17-20　大
分第２ソフィアプラザビル
5F

http://www.ashigaru.co.jp

1469 信和車体工業
その他のサービ
ス業

大分県 大分市原川1-1-1-2

1470 株式会社イグジット
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

大分県 大分市高松1-9-16

1471 カット イン プリズム
専門・技術サー
ビス業

大分県 大分市皆春396-2 http://fun-com.info/prism/

1472 株式会社栄工社
その他のサービ
ス業

大分県 大分市城崎町2-4-39 http://www.oita-eikosha.co.jp

1473 パティスリーマルシェ 飲食店・宿泊業 大分県 大分市萩原4-15-21-102
1474 有限会社ヒューマック大分 金融・保険業 大分県 大分市皆春1571-1

1475
株式会社洋菓子マンダリー
ヌ

卸売・小売業 大分県 大分市森1214-6

1476 ヘアークラフト　ジーノ
専門・技術サー
ビス業

大分県 中津市上池永613-1

1477 株式会社富士見製氷工場 製造業 大分県 別府市弓ヶ浜2-18 http://www.ice-fujimi.co.jp/

1478 株式会社エコモード
その他のサービ
ス業

大分県 大分市原川1-1-6

1479 じゅうじゅう亭　敷戸店
その他のサービ
ス業

大分県
大分市鴛野1046-1　笠木ﾋﾞ
ﾙ１Ｆ

1480 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4-20　アムール
ＳＫＲ101

1481 hair studio Reyon
その他のサービ
ス業

大分県
大分市花津留1-2-2 UNITED
花津留103

1482 みらい塾　松本　清治
教育・学習支援
業

大分県 大分市古国府419-5 http://www.oitamirai.com/

1483 有限会社ハザマ住器 建設業 大分県 大分市大字田尻826-43 http://oita-renovation.com/

1484 幸設備工業株式会社 建設業 大分県
大分県大分市 上宗方257
AIビル2F

http://yukisetsubi.com

1485 Happy　Life　Consulting
その他のサービ
ス業

大分県
大分市高城南町9-19 悠高
ﾋﾞﾙ101

1486
株式会社ロックス・カンパ
ニー

情報通信業 大分県
大分市長浜町2-12-4　ｼﾝｻﾝ
ﾄﾋﾞﾙ401

http://www.rocks-c.com

1487
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1-18-3 http://jerryspopcorn.net

1488 大分もやし協業組合 農業・林業 大分県
大分市大字下戸次字上宮園
1534-1

http://www.omk.or.jp

1489 RAFHAIR(らふへあー)
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県
大分市府内町1-4-20　鎌田
ビル1F

http://rafhair.com

1490 ムラカミ株式会社 建設業 大分県 由布市挾間町鬼瀬43-1

1491 ビット・クルー株式会社
専門・技術サー
ビス業

大分県
大分市寿町11-2　第３大成
ﾋﾞﾙ201

http://www.bitcrew.co.jp/

1492 Carプレーン
その他のサービ
ス業

大分県 大分市大字猪野1570-5

1493 株式会社　ヂーゼル精機
その他のサービ
ス業

大分県 大分市大字下郡1587-8 http://www.diesel-seiki.jp/

1494
株式会社　Linewood(ﾗｲﾝｳｯ
ﾄﾞ)

建設業 大分県 大分市大字市550-1

1495 株式会社　樹の家こころ舎 建設業 大分県 臼杵市大字福良1563-1 http://kokorosya.co.jp
1496 株式会社　モアモスト 情報通信業 大分県 大分市中央町2丁目 http://moremost.jp/

1497
有限会社　尾方木材セン
ター

農業・林業 大分県 竹田市大字菅生1121-1

1498 扶桑工業株式会社 建設業 大分県 大分市高城本町5-31

1499 有限会社　竜田自動車
その他のサービ
ス業

大分県 大分市鶴崎字西浜1766-2 http://ryutajidousha.com/

1500
有限会社　大分保険相談セ
ンター

金融・保険業 大分県 大分市花津留1-5-8 http://www.hokensodan-center.com

1501 三和電機㈱
その他のサービ
ス業

大分県 大分市古国府1256-4

1502 九州エンジニアリング 建設業 大分県 大分市高城本町3-8
1503 三和エンジニアリング㈱ 建設業 大分県 大分市東浜1-11-10

1504 株式会社　四季祭
その他のサービ
ス業

大分県 大分市向原西1-5-5 http://www.siki-sai.jp/



1505 はなかご
その他のサービ
ス業

大分県 別府市石垣西10-3-5 http://www.beppu-hanakago.jp

1506 有限会社　松本自動車工場
その他のサービ
ス業

大分県 日田市大字有田464

1507
合資会社　ロイヤルウォッ
シュ

医療・福祉 大分県 豊後大野市犬飼町下津尾10

1508 株式会社　ＫＡＫＵＤＯ 建設業 大分県 日田市大字庄手812-1 http://www.kakudo.tk/
1509 有限会社　旅館　関屋 飲食店・宿泊業 大分県 別府市北浜3-11-11 http://www.e-haruki.jp
1510 ビルドワン㈱ 建設業 大分県 別府市別府

1511
有限会社　ビューコーポ
レーション

建設業 大分県 大分市生石港町2-6-11 https://www.viewcorpo.com/

1512 株式会社　阿川鍍金工業所 製造業 大分県 大分市原川3-2-18 http://www.mekkiyado.com/

1513
Melissa　（トータルビュー
ティサロン）

飲食店・宿泊業 大分県 大分市坂ノ市南2-3-3

1514 有限会社　小野自動車
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

大分県 別府市石垣東10-5-47 http://www.lotas-ono.com

1515 株式会社　両築
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市大字南立石2493-3 http://www.ryoutiku.com

1516 有限会社　荒金石油店 卸売・小売業 大分県 別府市石垣東3-4-4

1517 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12-31 http://www.k-travel.net

1518 オートサロン山中
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 佐伯市大字青山5443-3

1519 エネフォレスト株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

大分県 大分市大字木上394-12 http://eneforest.co.jp

1520
株式会社　日本抵抗器大分
製作所

製造業 大分県 宇佐市大字住江185 http://www.jrm.co.jp

1521 株式会社　零SPACE 建設業 大分県 別府市石垣東10-5-45-208 http://zero-space.co.jp

1522 株式会社　ユアーズ
その他のサービ
ス業

大分県 大分市片島249 http://mishiyousha.com/

1523 有限会社　首藤鉄工 製造業 大分県 大分市下郡工業団地
1524 株式会社　ブラスコ 建設業 大分県 大分市大字種具723-2 http://www.blasco.jp

1525
一般社団法人　玖珠郡医師
会
(老人保健施設　はね)

医療・福祉 大分県 玖珠郡玖珠町山田2696 http://hane.in

1526 かみぞのキッズクリニック 医療・福祉 大分県
大分市大道町4-5-27　第5
ﾌﾞﾝｺﾞﾔﾋﾞﾙ2F

http://kamizono-kilds.com

1527 株式会社　ヨコブリシ 卸売・小売業 大分県 大分市新川西15 http://www.yokoburishi.com

1528 株式会社　ＬＩＭＯＧＥＳ 農業・林業 大分県
由布市挾間町内成3270
リモージュ農園

http://www.Cafe linoges.com

1529 株式会社　なる良 製造業 大分県 臼杵市稲田大字稲田2401 http://www.naruyoshi.com

1530 株式会社　国美 製造業 大分県 臼杵市大字市浜1191-1

1531
株式会社　Ｍｏｏｎａ　ｃ
ｒｏｓｓ

その他のサービ
ス業

大分県
大分市舞鶴町1-3-30　STビ
ル１F

http://closet-moonhill.shop-pro.jp

1532 金只建材工業　株式会社 建設業 大分県 津久見市新町9-3 http://www.athome.co.jp/ahks/kanetada-kenzai.html

1533 有限会社　大明 不動産業 大分県 大分市大字横尾3937-5
1534 宮脇建設　株式会社 建設業 大分県 大分市大字横尾3836-2 http//www.miyawaki.jp

1535 有限会社　サッテージャワ 飲食店・宿泊業 大分県 大分市府内町3-3-13
1536 小手川土地家屋調査事務所 不動産業 大分県 大分市城崎町2-4-19
1537 株式会社　シーアール 卸売・小売業 大分県 大分市津守246-5

1538
株式会社　工事センター
ＧＡＯＯ

建設業 大分県 佐伯市中の島3-7-24 http://gaoo-reform.com

1539
株式会社　ＣＴＦカラー九
州

卸売・小売業 大分県 佐伯市中村東4-23 http://syukumou.jp

1540 オリーブ美容室
その他のサービ
ス業

大分県 佐伯市中村東4-23 http://kscompanygoup.com/

1541 大分石油㈱ 卸売・小売業 大分県 大分市王子港町1-14 http://www.oitasekiyu.co.jp

1542 有限会社　春日薬局 卸売・小売業 大分県 大分市王子北町1-5 http://kasuga-pha.co.jp/home/

1543
As grow 合同会社(ｱｽﾞ　ｸﾞﾛ
ｳ)

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市中島東3-3-9 http://www.as-grow.com/

1544 爽食柑　株式会社 卸売業・小売業 大分県 大分市公園通り3-1-1 http://www.soushokukan.com

1545
株式会社　TMエンタテイメ
ント

複合サービス事
業

大分県 大分市大州浜1-92 http://tme-i.jp

1546
社会福祉法人　明峰会　(ケ
アハウス光)

医療・福祉 大分県 宇佐市大字四日市4442-1 http://meihokai.or.jp

1547 株式会社　東海化成九州 製造業 大分県 豊後高田市かなえ台33



1548
株式会社　日豊ケアサービ
ス

医療・福祉 大分県 豊後高田市新地1157 http://www.olive-care.com/

1549 有限会社　真和総研
不動産業・物品
賃貸業

大分県 別府市大字南立石2173-4 http://www.shinwa-kokonoe.co.jp

1550 株式会社　オアシス 卸売業・小売業 大分県 由布市庄内町柿原205 http://www.oasisu.co.jp
1551 合資会社　ＴＯＰ 卸売業・小売業 大分県 由布市狭間町485-1

1552 株式会社　コントス
不動産業・物品
賃貸業

大分県
大分市顕徳町1-13-17　大
分中央ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾋﾞﾙ1F

http://www.contos.co.jp

1553
株式会社　カブ　（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1-8-1 http://fildor-biyou.com/

1554 エスアンドエス株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市古国府1015-1 http://www1.bbiq.jp/sands/indey.html

1555 大分総合運輸株式会社 運輸業 大分県 大分市荏隈1725-1 http://www.oita-sogo-unyu.co.jp

1556
ダイヤモンドグループ株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市大字鶴見103-3

1557 株式会社　ミカサ 製造業 大分県 大分市高城西町7-27 http://mikalet.jp

1558 木下商店有限会社
その他のサービ
ス業

大分県 佐伯市大字海崎3559-6

1559 有限会社エスワイ
その他のサービ
ス業

大分県 大分市城原1851

1560 有限会社エイ・エス 金融・保険業 大分県 宇佐市別府262-1

1561 モァ　モーツァルト
教育・学習支援
業

大分県
大分市光吉小原2109--7
大東本社ﾋﾞﾙ105

http://more-mozart.com

1562 株式会社ルージュフィル
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 別府市若草町10-22

1563
日本トルースケアカンパ
ニー有限会社

医療・福祉 大分県 臼杵市大字福良213-3

1564 合資会社　赤嶺酒造場 製造業 大分県
臼杵市野津町大字野津市
164-1

http://akamineshuzou.co.jp

1565 有限会社　家具の丸髙 卸売・小売業 大分県 別府市汐見5-6 http://www.yoikagu.com

1566
学校法人河野文化学園
　明星国際ﾋﾞｭ-ﾃｨｶﾚｯｼﾞ

教育・学習支援
業

大分県 大分市大津町1-1-1 http://www.myojo.org

1567 株式会社式　宇佐車両
その他のサービ
ス業

大分県 宇佐市大字順風新田33-3

1568 株式会社　雄伸工業 建設業 大分県 大分市大字猪野722-3

1569 税理士法人　シーウエイブ
専門・技術サー
ビス業

大分県 大分市東春日 http://seawave-cpta.com

1570 エトウ商会 卸売・小売業 大分県 佐伯市大字海崎2568-8
1571 株式会社　サンワ機工 建設業 大分県 大分市三川新町1-1-9 http://www3.ocn.ne.jp/~sanwa/

1572 坂本製材所 製造業 大分県 日田市天瀬町馬原2319-9
1573 有限会社　江田商店 製造業 大分県 日田市天瀬町女子畑1294-1
1574 石田産業㈱ 卸売・小売業 大分県 日田市天瀬町
1575 岡村システムサービス㈲ 運輸業 大分県 大分市原新町13-6 http://www.oita-prime.jp

1576 ＦＫＴＡ㈱
その他のサービ
ス業

大分県 大分市庄境158

1577 株式会社　リファイン大分
その他のサービ
ス業

大分県 豊後大野市犬飼町下津尾10

1578 株式会社　ＫＥＮＫＯＨ 医療・福祉 大分県 豊後大野市犬飼町田原77-7 http://www.shokokai.or.jp/44/4442810021/

1579 鶴崎モーターサービス㈱
専門・技術サー
ビス業

大分県 大分市北鶴崎2-5-19

1580
有限会社　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1-7-23

1581 有限会社　イトダネーム 製造業 大分県 大分市弁天1-4-33 http://itoda-m.co.jp
1582 株式会社　高山活版社 製造業 大分県 大分市片島字尻込301-1 http://www.takayama-p.com/

1583 株式会社　ＭＩＣ 不動産業 大分県 大分市畑中817-1 http://www.mic21.jp/

1584
株式会社　フレックシステ
ム

その他のサービ
ス業

大分県 大分市羽田8-2-A http://www.flecsystem.com

1585 有限会社　花の店　とがわ 卸売・小売業 大分県 大分市牧1-4-8 http://f-togawa.co.jp

1586 株式会社　ディック学園
教育・学習支援
業

大分県
大分市末広2-10-24
ディック学園ﾋﾞﾙ

http://www.d-gakuen.co.jp

1587 九州検査サービス
その他のサービ
ス業

大分県 大分市葛木395-11

1588 ｋｏｍｕｇｉｙａナカシマ 卸売・小売業 大分県
大分市西大道1-1-63　第5
大成ﾋﾞﾙ1F

http://www.komugiyanakashima.com

1589 学校法人　府内学園
教育・学習支援
業

大分県 大分市金池南1-8-5 http://www.funai.ed.jp



1590 河野浩延税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

大分県 大分市敷戸台1-2-17

1591 有限会社　ユートピア産業 金融・保険業 大分県 大分市羽屋67-11

1592 有限会社　大晃商会 卸売・小売業 大分県
大分市王子南町2-18　原田
ﾋﾞﾙ101

1593 有限会社　ゴトー事務用品 卸売・小売業 大分県 大分市新貝10-7-1F
1594 こころ広場 卸売・小売業 大分県 大分市東春日3-24
1595 有限会社　大家住建 建設業 大分県 大分市三川下3-5-1 http://sky.geocities.jp/ooiejyuuken/

1596 株式会社　テイクファイブ
その他のサービ
ス業

大分県 大分市王子町10-22 http://www.nogaku.jp

1597 居酒屋　いろり焼　久乃
その他のサービ
ス業

大分県
大分市末広町2-3-7　リー
ブビル末広101

1598 大分センチュリーホテル 飲食店・宿泊業 大分県 大分市府内町1-4-28
1599 丹匠合資会社(錦寿司) 飲食店・宿泊業 大分県 佐伯市日の出町1-6 http://www.nishikizushi.com

1600
株式会社　日本ツール研究
所

情報通信業 大分県 大分市奥田19-1 http://www.jtool.co.jp

1601 大関食品㈱ 製造業 大分県 宇佐市大字下高家2011-1 http://www.ozeki-foods.co.jp

1602
宇佐太陽交通株式会社 宇佐
営業所

運輸業 大分県 宇佐市大字南宇佐2140-1

1603 西日本畜産株式会社 卸売・小売業 大分県 佐伯市西浜3-11 http://www.nishichiku.co.jp

1604 樹の里株式会社 医療・福祉 大分県
佐伯市弥生大字井崎字中道
957

1605 有限会社　ケアつかさ 医療・福祉 大分県 佐伯市直川尾大字横川508 http://www.caretsukasa.jp/

1606
株式会社　システムサポー
ト

専門・技術サー
ビス業

大分県 豊後大野市三重町秋葉125

1607 株式会社　道の駅原尻の滝 卸売・小売業 大分県
豊後大野市緒方町原尻936-
1

http://ogatakanko.com

1608 ひまわり運送　有限会社 運輸業 大分県
豊後大野市大野町大原542-
2

1609 中小路自動車株式会社
その他のサービ
ス業

大分県 大分市三佐1287-1 http://nakakouji-jidousya.jimdo.com/

1610 藤澤環境開発株式会社
その他のサービ
ス業

大分県 大分市久原中央 http://www.fujisawa-eco.co.jp

1611 トネオートサービス
その他のサービ
ス業

大分県 速見郡日出町豊岡3860-2 http://toneauto.jp/

1612 株式会社　ヤマショー 卸売・小売業 大分県 速見郡日出町大神1675-1 http://www.yamashita-shoten.com

1613 有限会社　山下商店 卸売・小売業 大分県 速見郡日出町大神1675-1 http://www.yamashita-shoten.com

1614 医療法人　豊友会 医療・福祉 大分県 大分市大字生石字川向37-7
1615 谷工業㈲ 製造業 大分県 大分市青崎1-14-23 http://tanikou.co.jp
1616 株式会社　松萬 卸売・小売業 大分県 大分市東鶴崎1-6-21
1617 株式会社　オアシス 医療・福祉 大分県 津久見市津久見1323

1618 有限会社　エムスリー
その他のサービ
ス業

大分県 大分市牧2丁目5-26

1619 有限会社　共立精巧 製造業 大分県 大分市流通団地2-5-3

1620 株式会社　イースト
その他のサービ
ス業

大分県 大分市牧2-1-36　牧ｻﾝﾛｲﾔﾙ

1621 有限会社　吉野電機商会
その他のサービ
ス業

大分県 大分市大字津守2-2

1622 大分ペイブメント株式会社 建設業 大分県 大分市けやき台4-13-11
1623 アンテナサポー株式会社 情報通信業 大分県 日田市大字三和1009-1
1624 株式会社　九建テクノス 建設業 大分県 大分市三佐2-4-10
1625 株式会社　ロードテクノス 製造業 大分県 大分市小中島3-1-4
1626 有限会社　寺司陶器 建設業 大分県 大分市長浜町 http://www8.ocn.ne.jp/~teraji/

1627 株式会社　府内自動車
その他のサービ
ス業

大分県 大分市寒田753

1628 株式会社　手嶋板金 製造業 大分県 大分市大字片島8-4-1

1629 三宮社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

大分県 大分市皆春575-4 http://www.sannomiya6612.com

1630 有限会社　ＳＡＫＡＥ 建設業 大分県 大分市花高松2-10-11
1631 秋月都市開発㈱ 不動産業 大分県 大分市金池南1-14-21 http://www.akizuki-toshikai.sakura.ne.jp/

1632 有限会社　ホワイト舎
生活関連サービ
ス・娯楽業

大分県 大分市大字津留1866-12

1633 株式会社　グーフィーズ 卸売・小売業 大分県 大分市原新町15-22
1634 株式会社　羽野住建 製造業 大分県 大分市大字寒田602 http://www.hanojyuken.jp/

1635
セブンイレブン津久見港町
店

卸売・小売業 大分県 津久見市中央町760-121

1636 キクチ種苗株式会社式 卸売・小売業 大分県 大分市豊饒285-1



1637 有限会社　宇佐自動車学校
専門・技術サー
ビス業

大分県 宇佐市大字長洲2400

1638
株式会社　ア・ネット　コ
トブキヤ

卸売・小売業 大分県 中津市下宮永746-3 http://www.a-net-k.com

1639 合同会社　めろんパンダ 卸売・小売業 大分県
大分市大字八幡1927-2　ベ
イヒルビュー茶屋ケ台505

1640 有限会社　卯昇 飲食店・宿泊業 大分県 中津市大字牛神110-4
1641 株式会社　由布製麺 製造業 大分県 由布市湯布院町皮南339

1642
グッドアシスト有限会社(㈱
ベストプレイスと統合)

医療・福祉 大分県
佐伯市鶴望字中ノ原3510-
21

1643 有限会社　美化成善社
その他のサービ
ス業

大分県 大分市大在北4-7-46

1644 リンクスポーツ　株式会社
専門・技術サー
ビス業

大分県 大分市西大道4丁目600-4 http://www.t-rough.jp/

1645 有限会社　丸喜販売 卸売・小売業 大分県 大分市下郡北3-13-32

1646 株式会社　千麗花
その他のサービ
ス業

大分県 大分市大字三芳938-5 http://senｒeika.coｍ

1647 有限会社　マジシェンヌ
その他のサービ
ス業

大分県 大分市王子西町6-22

1648 株式会社トゥルース
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市柳丸町13-1 ｵｰｳﾞｨ
ｼﾞｮﾝ柳丸1105

1649 有限会社白水舎乳業 製造業 宮崎県 宮崎市宮崎駅東3-2-15 http://hakusuisha.jp

1650 社会保険労務士鬼塚事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 西都市聖陵町2-31

1651 有限会社奥口商店 卸売・小売業 宮崎県 西都市小野崎1-61 http://okuguchi.jp
1652 合同会社ＹＲＳ 医療・福祉 宮崎県 都城市郡元町2993-1 http://s-seishindo.jp

1653 有限会社九州福祉サビス 医療・福祉 宮崎県
宮崎市一の宮町65番地 金
丸ﾋﾞﾙ1階

1654 東洋はり灸整骨院はるひ 医療・福祉 宮崎県 西都市大字妻1665-1 https://www.toyo-haruhi.com

1655 有限会社魚人 卸売・小売業 宮崎県 延岡市稲葉崎町2-133

1656 玉江社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市大島町平原915-34

1657 株式会社増田工務店 建設業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
4750番地

http://www.masuda-co.com

1658 碕山鉄工建設株式会社 建設業 宮崎県 小林市堤2980番地 https://www.sakiyama-tk.net

1659 株式会社ＡＵＲＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市永楽町40-1 http://www.aura-hair.net

1660 株式会社伝
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
西臼杵郡高千穂町三田井
1425-1

http://den55.com

1661 合同会社ｆｒａｉｓｅ 医療・福祉 宮崎県
宮崎市大王町74-3 東大王
ﾋﾞﾙ201

http://fraise.waku2-shop.com

1662 ＫＩＯＬＡ　ＳＰＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1663 株式会社岩木 卸売・小売業 宮崎県 延岡市稲葉崎町2-133 http://iwaki.co.jp
1664 株式会社Ｋａｔａｔｉｕｍ 情報通信業 宮崎県 宮崎市末広2丁目1-6 http://katatium.co.jp
1665 有限会社フジサン包装 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市波島2丁目1番36号
1666 安楽歯科医院 医療・福祉 宮崎県 都城市年見町17-4 http://anraku-dental.com

1667
株式会社九州ガードシステ
ム

その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市大塚町流合5115番地
5

http://www.kyushu-guard.jp

1668 株式会社ゆずり葉 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大字新名爪4450-1 http://www.yuzuriha-n.jp

1669 hairmake HEART
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市松橋2丁目1-27

1670 都城木材株式会社 製造業 宮崎県 都城市吉尾町758番地1 http://www.m-mokuzai.co.jp

1671
株式会社南日本環境セン
ター

その他のサービ
ス業

宮崎県 延岡市小野町4138-1 http://www.m-kankyo.com

1672 株式会社前畠商店 卸売・小売業 宮崎県 小林市細野7番地
1673 有限会社丸十 卸売・小売業 宮崎県 串間市西方5739-10

1674 有限会社東広告社
専門・技術サー
ビス業

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

1675
株式会社3NAILS ｱﾝﾄﾞ
Lecura

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市橘通東3-6-37

1676
宮崎県生コンクリート工業
組合

その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市新別府町薦藁1948番
地

http://www.namakon.com

1677 株式会社トーエイ電設 建設業 宮崎県 都城市志比田町4771-1 http://www.toei-densetu.com

1678 有限会社郡鉄工所 製造業 宮崎県
東諸県郡国富町大字本庄
543番地



1679 有限会社ピットイン松本
その他のサービ
ス業

宮崎県 延岡市粟野名町1783番地

1680
オフィス・ケイ　宮崎オ
フィス

教育・学習支援
業

宮崎県
宮崎市大塚台西2-1-3 ｻﾝﾗｲ
ﾄ商店街3-202

http://shukatsu-otasuke.jp

1681 有限会社大臣 飲食店・宿泊業 宮崎県 延岡市松原町3丁目8890-17

1682 パーマ屋　まぁ～ぶる
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市浜町595-21

1683 株式会社蔵元 医療・福祉 宮崎県 宮崎市田野町甲1671-3
1684 株式会社服地のサカモト 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市橘通東3丁目4番10号

1685 小林まちづくり株式会社
その他のサービ
ス業

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

1686
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

宮崎県 宮崎市橘通西2丁目7-27

1687 橋谷鈑金
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町前浜
4276-194

1688 有限会社山本石油 卸売・小売業 宮崎県
東臼杵郡門川町南町3丁目
18番地

http://yamamoto-sekiyu.com

1689 有限会社サイトー化粧品店 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
227

1690 有限会社五郎倶楽部
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市新別府町前浜1401-
57

http://goro56.com

1691 都城生コン株式会社 製造業 宮崎県 都城市神之山町1788番地
1692 MAHALO DOUGHNUT LABO 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市宮崎駅東3-5-5 http://www.mahalodoughnut.com

1693 株式会社お菓子の昭栄堂 卸売・小売業 宮崎県 都城市甲斐元町1-28 http://shoeido-okashi.com

1694 オフィス　ナカガワ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市桜ｹ丘2-6961-5

1695
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

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

1696 株式会社協和精機 製造業 宮崎県
日南市南郷町中村乙1735番
地

http://mold-kyowa.co.jp

1697 株式会社結 医療・福祉 宮崎県
都城市高崎町大牟田1999番
地22

1698 ライフ・サポートＹＯＵ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市大字柏原640-5

1699 甲斐博行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

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

1700 ミヤザキフード株式会社 卸売・小売業 宮崎県 延岡市大武町1323番地185

1701 美容室　アン・フェネ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市祇園2丁目122 http://an-fene.jp

1702 Ｈａｉｒ　Ｒｕｂｉｓ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市構口町1丁目81

1703 株式会社Ｄ．Ｏ．Ｃ 飲食店・宿泊業 宮崎県 延岡市緑ヶ丘2丁目17-37
1704 早川しょうゆみそ株式会社 製造業 宮崎県 都城市西町3732番地 http://www.hayakawa-sm.co.jp

1705 株式会社マルイチ 卸売・小売業 宮崎県 日向市江良町4丁目110-3 http://www.super-maruichi.jp

1706 アーユス
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市阿波岐原町2728-1 http://ayus.asia

1707 合同会社ライブビジネス
教育・学習支援
業

宮崎県
宮崎市江平西1-2-27 第3丸
三ﾋﾞﾙ

https://www.livebusiness.jp

1708 アサヒテック株式会社 建設業 宮崎県
宮崎市佐土原町下田島
11247番地

1709 株式会社クワハタ 製造業 宮崎県
北諸県郡三股町大字宮村
1232番地2

http://www.kuwahata.net

1710 株式会社アンレーヴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市高千穂通2丁目5番36
号 宮崎25ﾋﾞﾙ7階

1711
特定非営利活動法人
Ｒｅ・Ｌｉｆｅ

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

1712 株式会社カイホウ 医療・福祉 宮崎県
延岡市無鹿町1丁目2148番
地

http://ds-acta.com

1713 株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市柳丸町38-1 http://portofcall-hair.com

1714 株式会社宮崎医療サービス 医療・福祉 宮崎県 宮崎市郡司分乙799-1
1715 株式会社高岡医療サービス 医療・福祉 宮崎県 宮崎市高岡町飯田2089-2

1716 一般社団法人辰元会
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市高岡町飯田323

1717
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 宮崎県 宮崎市高岡町内山2407-3



1718
医療法人社団　高信会
まごころグループホーム

医療・福祉 宮崎県 宮崎市郡司分乙802

1719
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 宮崎県 宮崎市大字浮田1677-3

1720
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 宮崎県 宮崎市高岡町内山2424

1721
医療法人社団　高信会
辰元病院

医療・福祉 宮崎県 宮崎市高岡町飯田2089-1

1722 株式会社白雉 飲食店・宿泊業 宮崎県
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

1723 株式会社福田 卸売・小売業 宮崎県 延岡市卸本町5-51 http://www.fuku-sho.jp

1724 株式会社TMKcorporation
その他のサービ
ス業

宮崎県 西都市妻町3-129 http://www.tmk-c.com

1725 雑貨＆カフェ　民 卸売・小売業 宮崎県 日向市大字幸脇933 http://min.her.jp

1726
ドゥースダイニング　ウィ
ング

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

1727 竹本社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 都城市志比田町4949-1

1728 株式会社ｂａｌａｎｃｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市阿波岐原前浜4276-
376

1729 Ｌ．Ｉ．Ｂ．株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市新別府町薦藁716-1 http://www.green-5.net

1730 美鈴館
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1731 有限会社マエダ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大橋2-216-5 http://p-maeda.com
1732 株式会社ＫＥＩＪＩ 医療・福祉 宮崎県 宮崎市恒久5丁目15-6

1733
株式会社ＯＦＡ「福祉サー
ビス事業所　ポノ・ポノ」

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

1734 サロンド・ベル
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 都城市都北町5431-1

1735 株式会社伸東建設 建設業 宮崎県 宮崎市新城町5-3

1736 株式会社穏和
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市青葉町145-2 http://on-wa.com

1737 スパークジャパン株式会社 情報通信業 宮崎県 宮崎市柳丸町85番地 http://www.sparkjapan.co.jp

1738 株式会社侑 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字高鍋町
684-6 SUZUYAⅡﾋﾞﾙ2F

http://yuu-in.com

1739 ショウライツクール
教育・学習支援
業

宮崎県
宮崎市吉村町大田ヶ島甲
410-4

1740 虹工房 建設業 宮崎県 日向市大王町1丁目15-3 http://www.nijikoubou.com

1741 社会福祉法人風舎 医療・福祉 宮崎県 日向市富高6522番地 http://www.fu-sha.jp
1742 有限会社新電気 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市青島西2丁目7番地2
1743 とやま整骨院 医療・福祉 宮崎県 宮崎市京塚2-4-14 http://www.toyamaseikotsu.net

1744
吉田操代社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市大字島之内9218-12

1745 株式会社ＭＡＤＥＩＮ綾 飲食店・宿泊業 宮崎県
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

1746
有限会社蔵コーポレーショ
ン

飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市大字赤江75-5 http://www.kura.co.jp

1747 株式会社りょう 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市広島2丁目5番22号
1748 有限会社直ちゃんラーメン 飲食店・宿泊業 宮崎県 日南市岩崎2丁目10-6 http://naochan.jp

1749 ヘアメイク　レーヴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市大塚町地蔵田4637-2 http://www.reve04.com

1750 ｂｌｅｓｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1751 ふくなが社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市北高松町1-9 http://fukunagasr.com

1752 ごとう鍼灸整骨院 医療・福祉 宮崎県 宮崎市江平東2-8-6 http://g-seikotu.sunnyday.jp

1753
Pit’a Pat
総合 music school

教育・学習支援
業

宮崎県
宮崎市橘通西3丁目10-36
西村ﾋﾞﾙ5階

http://www.pitapatstudio.com

1754 美容室　グリップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
延岡市幸町1-58 中村ﾏﾝｼｮﾝ
101

1755 ハグ(Hug)
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市本小路79-1

1756 Nails Beans. b株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
宮崎市神宮2丁目2-92 くす
の木ﾋﾞﾙ2F

http://beans2-nail.com

1757 あけぼの運転代行 運輸業 宮崎県 延岡市中央通1丁目4-8



1758
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

宮崎県
宮崎市宮田町4-6 宮崎専門
店会会館2F

http://sr-k.co.jp

1759 株式会社あうわ 飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市清武町大字加納甲
1021-4

http://www.auwa-tomato.com

1760 株式会社バッグのあつた 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市桜ｹ丘町8番7号 https://www.atsuta-bag.com

1761 有限会社岩村建設 建設業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
3248

1762 Ａｎｅｒａ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
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

1763 ヘアーホット　ココア
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市大貫町5-1628-4

1764 合資会社柳田ビューティ社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市萩町129

1765 株式会社新緑園 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡新富町大字新田
15530-2

http://www.shinryokuen.net

1766 株式会社餃子の馬渡 飲食店・宿泊業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
5180

http://mawatari.net

1767 レノン 飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市橘通西3-2-7 ｱｻﾋﾋﾞﾙ
1階

1768 株式会社ＧＩＧエコラボ
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市佐土原町下田島
9468-1

http://gigecolabo.com

1769 有限会社プラネット　ノア
専門・技術サー
ビス業

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

1770 株式会社ＯＳＣ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1771 株式会社日豊
その他のサービ
ス業

宮崎県
東臼杵郡門川町大字門川尾
末10460-1

http://miyazaki-nippo.com

1772
有限会社フラワーショップ
マルイ

卸売・小売業 宮崎県 小林市細野2152

1773 佐藤建設株式会社 建設業 宮崎県 宮崎市大塚町京園3182-2 http://www.shizen-ya.jp

1774
ハワイアンショップ　ハノ
ハノ

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

1775 株式会社白谷塾
教育・学習支援
業

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

1776 辛麺屋　喜多楼 飲食店・宿泊業 宮崎県 延岡市船倉町2丁目5-7

1777
ペットサロン＆Café
ＲＡＭ＆ＪＵＡ

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 延岡市大貫町4丁目21210-1 http://ramjua.com

1778 有限会社みやざき保険管理 金融・保険業 宮崎県 日向市鶴町2丁目11-1 http://www.miyaho.co.jp

1779
株式会社大和
蔦屋小林店

不動産業 宮崎県 小林市本町12 http://www.i-daiwa.com

1780
株式会社大和
プラッセだいわえびの店

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

1781
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 宮崎県 小林市細野1976-1　2階 http://www.i-daiwa.com

1782 株式会社キューピース
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市清水1丁目9-28 ひめ
のﾋﾞﾙ203

http://qpiece.co.jp

1783 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丁目1-1 宮崎
観光ﾎﾃﾙ西館地下1階

1784 ＡＦＦＥＴＴＯ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1785 有限会社若山デンソー
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡高鍋町大字持田3000
番地2

1786 高鍋産業株式会社
教育・学習支援
業

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

1787
Ｓａｌｏｎ・ｄｅ・ｂｉｊ
ｏｕ合同会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市松原町1丁目2-20

1788
有限会社トムソーヤアップ
ワード

卸売・小売業 宮崎県
延岡市富美山町1175番地
243

1789
有限会社インテリアかなさ
き

建設業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
78-1

1790
モーターガレージ・クマモ
ト

その他のサービ
ス業

宮崎県 児湯郡高鍋町南高鍋9159

1791 有限会社エ・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

1792 ヘアーデザインＡＴＯＲＩ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市大字芳士623-1 http://atori.in.net

1793 有限会社日向栄進産業 建設業 宮崎県 宮崎市田代町111番地 http://himukaeishin.jp



1794
株式会社トヨタレンタリー
ス宮崎

その他のサービ
ス業

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

1795 有限会社よこやまでんき 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市潮見町151-1 http://yokoyamadenki.com

1796 株式会社こもれび 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大島町前田338-1
1797 クルサス株式会社 情報通信業 宮崎県 宮崎市霧島3-96-2 http://cursus.jp
1798 亀崎木工 製造業 宮崎県 日向市亀崎東1-23
1799 株式会社日本剣道具製作所 製造業 宮崎県 西都市大字下三財3436
1800 株式会社ＭＡＣ 卸売・小売業 宮崎県 串間市大字西方14769

1801
有限会社セブンプラザかい
でんき

卸売・小売業 宮崎県 串間市寺里2-8-9

1802 株式会社Ｄ－ｒｅｃｔ
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市高洲町268-76 TRH
sophia 201号

https://d-rect.jp

1803 彩鍼堂整骨院 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大王町75-3
1804 有限会社岡田花店 卸売・小売業 宮崎県 延岡市中川原町1丁目4508

1805 株式会社ターミナル 卸売・小売業 宮崎県
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

1806 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 http://nanae-meirou.or.jp

1807
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番地1
中小企業振興ｾﾝﾀｰ2F

1808 有限会社アミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市新町2-1

1809 寿石油有限会社 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
1260-3

1810 株式会社アンティ 不動産業 宮崎県 宮崎市新城町42-1 https://www.amty.jp

1811 株式会社大成グループ 医療・福祉 宮崎県
東諸県郡綾町大字北俣字灰
原428-1

http://taisei-group.com

1812 有限会社花いちもんめ 飲食店・宿泊業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字高鍋町
706

1813 ＯＣＴ pｒｏｊｅｃｔ 情報通信業 宮崎県
宮崎市吉村町大町前甲
2255-5-3F

http://oct-pro.net

1814 Office Call-T 情報通信業 宮崎県
宮崎市吉村町大町前甲
2255-5-3F

http://call-t.net

1815
株式会社ひむか流通ネット
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

1816 有限会社一徹 飲食店・宿泊業 宮崎県
児湯郡高鍋町南高鍋字奥の
下7029

1817
株式会社ナチュラル・イン
グ

建設業 宮崎県 宮崎市谷川2丁目12-24 http://www.natural-ing.com

1818 有限会社ＫＭＪカンパニー 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市清水2-8-32

1819 株式会社そよ風ツーリスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市松橋1丁目6-36

1820 花の店カラフル・カラフル 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市北権現町268-3 http://www.colorfulcolorful.com

1821 株式会社カワコ電水社 建設業 宮崎県 小林市真方426-2 http://www.kawakodensuisya.co.jp

1822
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

宮崎県
宮崎市大王町74-3 東大王
ﾋﾞﾙ203

http://www.idea-berry.com

1823
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

1824
Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｙ to
Ｒ

生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 都城市南鷹尾町18-30 http://www.nail-ytor.com

1825 Ｔ－ＦＡＲＭ對田龍二 農業・林業 宮崎県
宮崎市学園木花台桜1丁目
13番5

1826 株式会社わかばんち 医療・福祉 宮崎県 宮崎市本郷2丁目11番2号 http://www.wakaba2601.jp

1827 株式会社わかば 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

1828 有限会社五色木材 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大字芳士1676-1

1829 合同会社A-style
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
都城市中町13-22 野口ｽﾎﾟｰ
ﾂ2階

1830
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

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

1831 株式会社アルファ 医療・福祉 宮崎県 都城市蓑原町3222-3

1832 株式会社プランクス
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 日南市飫肥5-1-35 https://www.plumks.info

1833 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番地43

1834 株式会社宮元電設 建設業 宮崎県 日南市大字星倉2204番地1
1835 オファリビング 卸売・小売業 宮崎県 都城市吉尾町854-1



1836 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

https://www.j-kaiwa.com

1837 有限会社ポップミックス 情報通信業 宮崎県
宮崎市大塚町竹原2072番地
1-102

http://www.pop-mix.jp

1838 株式会社ごとう計画・設計 建設業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
3375-1

http://g-sekkei.net

1839 有限会社花ビラ 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市大島町原ﾉ前1445-
202

http://www.hana-villa.com

1840 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
1841 有限会社バオバブの木 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市元宮町9-30 http://www.curryshopban.baobabnoki.net

1842 有限会社長渡石材 製造業 宮崎県 日南市大字星倉2317-1
1843 株式会社木佐貫製作所 製造業 宮崎県 延岡市粟野名町2015番地1 http://kisanuki.co.jp

1844
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

1845 有限会社福茶ラーメン 飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市清武町加納2丁目1番
地

1846 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

1847 有限会社クボタ企画
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市広島2-6-12

1848 株式会社オフィスパブロ 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市高洲町52-11
1849 有限会社宮尾電設 建設業 宮崎県 宮崎市大橋2丁目68

1850 有限会社原田サービス塗装
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市清水1丁目14-17

1851 有限会社アートライフ 不動産業 宮崎県 日向市不動寺10番地 http://artlife.jp
1852 めしんせ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市船塚3丁目136-2-103 http://meshinse.com

1853
株式会社サーティーンズ
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

1854 ビューティフルアンジ―
その他のサービ
ス業

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

1855 Beautiful Angie
その他のサービ
ス業

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

1856 赤江機械工業株式会社 製造業 宮崎県
東諸県郡綾町大字入野
4897-1

http://akaekikai.com

1857 三和ニューテック株式会社 製造業 宮崎県
宮崎市清武町正手1丁目11
番地1

http://www.sanwa-newtec.co.jp

1858
株式会社ＮＡＫＩＺＵＮＡ
さくら整骨院

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

1859 児玉塗装工業 建設業 宮崎県 延岡市長浜町2丁目1908-4
1860 有限会社よこやま 医療・福祉 宮崎県 日南市春日町6-2
1861 宮本有限会社 卸売・小売業 宮崎県 延岡市萩町40番地1

1862
株式会社光コーポレーショ
ン

飲食店・宿泊業 宮崎県
西臼杵郡高千穂町大字上野
1126

http://www.h-hikari.co.jp

1863 株式会社工藤興業 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

1864
菅公学生服株式会社　都城
工場

製造業 宮崎県 都城市年見町28-10

1865
カットスペース　ビー・
クールズ

その他のサービ
ス業

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

1866 株式会社山内システム
専門・技術サー
ビス業

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

1867
株式会社ハンク・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

1868 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

1869 英光株式会社 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大淀2-6-22 http://www.eiko-miyazaki.com

1870 有限会社南久
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市港東3-5

1871 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丁目7-20 ｵﾌｨｽ
M2F

1872 OBS八健堂整骨院
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市島之内9212-48 http://www.obs8.jp

1873 株式会社活亜興 製造業 宮崎県 小林市野尻町三ヶ野山4249 http://katsuakou.co.jp
1874 株式会社スケール 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市江平東1丁目7-2 http://www.scale-design.jp

1875
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

宮崎県
宮崎市高千穂通2-5-36 宮
崎25ﾋﾞﾙ8階

http://www.cruager.co.jp



1876 有限会社竹炭の里 卸売・小売業 宮崎県
東諸県郡国富町大字深年
3845番地13

http://www.takesuminosato.jp

1877
株式会社宮崎県ソフトウェ
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番地2

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

1878 有限会社大宮通信 建設業 宮崎県 宮崎市神宮町468番地 http://www.oomiya-tc.com

1879
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 http://hatake0.com

1880 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丁目1-1 http://www.tefutefubiyoushitu.com

1881 有限会社ホテルプラザ 飲食店・宿泊業 宮崎県 小林市本町119 http://hotelplaza-kobayashi.co.jp

1882 有限会社ミロワール南香 卸売・小売業 宮崎県 都城市上東町11街区16号

1883 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番10号 KITEN2
階

https://www.mellow0220.com

1884
株式会社エム・ティ・ピィ
設計

建設業 宮崎県 宮崎市吾妻町85番地3

1885 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

1886 日玉中華食品株式会社 製造業 宮崎県
日向市大字日知屋17148番
地27

http://nichigyoku.co.jp

1887 心愛株式会社 医療・福祉 宮崎県 日向市亀崎西2丁目157番地 https://kokoa2004skyhome.jimdo.com

1888 株式会社ビッグハウス 建設業 宮崎県
西諸県郡高原町大字広原
4979-26

http://bighouse-miyazaki.jp

1889 有限会社いろは企画 製造業 宮崎県
宮崎市清武町正手3丁目19
番地2

http://iroha-pro.com

1890 株式会社わそう農園 農業・林業 宮崎県
児湯郡都農町大字川北
2076-1

http://www.waso-farm.com

1891 宮崎ゴルフ株式会社
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

1892 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）

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

1893 株式会社日南精機 製造業 宮崎県
日南市大字東弁分甲266番
地1

1894 株式会社NewCreate 医療・福祉 宮崎県
宮崎市花ヶ島町入道2230番
地4

http://www.new-create.jp

1895
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

http://www.kimurafarm-miyazaki.com

1896
有限会社メディカル・アシ
スト

卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大塚町原ﾉ前1580-4

1897
有限会社やすかた畳ふすま
店

製造業 宮崎県 小林市真方384番地10

1898 アイマスト株式会社 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市花ヶ島町南赤江町
2126-2 2F

1899 株式会社福祉環境センター 建設業 宮崎県
宮崎市淀川3丁目8-17 佐伯
ﾋﾞﾙ1F

1900
有限会社ケアサービスあじ
さい

医療・福祉 宮崎県
宮崎市吉村町江田原甲189-
41

1901 株式会社ＡＡＯ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市霧島3丁目79番地 加
賀ﾋﾞﾙ102

http://a-a-o.net

1902 株式会社菊池設計
専門・技術サー
ビス業

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

1903 有限会社イベントクルー
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

https://www.eventcrew-miyazaki.com

1904
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 宮崎県 宮崎市江南3丁目5-2 http://oohashi-st.net

1905 合同会社ほととぎす 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大字熊野9902-3

1906 株式会社ＮＰＫ
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市柳丸町85番 http://www.np-k.co.jp

1907 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丁目4の17番
地

http://ueda-g.jp

1908 宮崎ビルサービス株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市大字赤江975番地1 http://www.mbs1962.com

1909 株式会社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

1910 株式会社江橋設計
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市中西町86番地3 http://ehashi.co.jp



1911
宮崎ネットワークサービス
株式会社

情報通信業 宮崎県 宮崎市赤江1245-1

1912 西日本総合福祉株式会社 医療・福祉 宮崎県
都城市下川東4丁目3220番
地3

http://www.sun3.jp

1913 株式会社NETVision
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市清武町船引644-62
1F

1914 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番地1 http://keiwakaigroup.com/sf/

1915 株式会社広瀬 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡新富町大字上富田
2498番地

http://www.hirose.ne.jp

1916 株式会社コンセプト 飲食店・宿泊業 宮崎県
児湯郡新富町大字新田
16395番地

1917 ブルーファーム株式会社 農業・林業 宮崎県 西都市大字上三財7100番地

1918 株式会社大正水流 建設業 宮崎県
えびの市大字原田3144番地
2

http://www.taishouzuru.com

1919 プリンシプル株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

1920
ｂ－ｃｏｎｎｅｃｔ株式会
社

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市江平東町7-8 http://b-connect.jp.net

1921 有限会社ますや 飲食店・宿泊業 宮崎県 西都市小野崎1-87 http://www.masuya-sushi.com

1922 株式会社ワン・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 http://onestep-miyazaki.com

1923 ＳＯＮＮＥ 卸売・小売業 宮崎県 都城市上川東1-18-6 http://www.sonne-platz.com

1924 湯川建設株式会社 建設業 宮崎県 延岡市昭和町3丁目2014

1925 株式会社トラベルナイス
その他のサービ
ス業

宮崎県 延岡市安賀多町4丁目1-9

1926 株式会社教育情報サービス 情報通信業 宮崎県
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

1927 ハッコ―トラベル株式会社 運輸業 宮崎県
日向市大字日知屋塩田
16284-1

http://www.h-liner.jp

1928 有限会社新垣ミート 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市南花ヶ島町280-1 http://www.singaki-meat.jp

1929 インテリア新田 建設業 宮崎県
延岡市大貫町3丁目1151番
地3

http://www.interior-nitta.com

1930 大島治療院 医療・福祉 宮崎県
宮崎市阿波岐原町2017番地
1

http://www.ooshima-anma.com

1931 株式会社ふくざき写真館
専門・技術サー
ビス業

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

1932 株式会社ＳＵＮＡＯ製薬 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市和知川原2丁目74番
地

http://www.sunao-seiyaku.com

1933 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
1934 株式会社ＳＡＮヒーロー 建設業 宮崎県 宮崎市花ヶ島町赤江町1335 http://kumasanhero.com

1935 株式会社中尾自動車 卸売・小売業 宮崎県 西都市大字三宅2482-4

1936 Ｓａｎｓ．ａｉｍ
その他のサービ
ス業

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

1937 株式会社神田自動車 卸売・小売業 宮崎県 延岡市浜砂2丁目119番地9

1938
有限会社あつたエンタープ
ライズ

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市船塚3丁目189番地 http://www.atsuta.com

1939
株式会社島津商会　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

1940
株式会社ワークステーショ
ンいろどり

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

1941
有限会社ハートフルセン
ター

医療・福祉 宮崎県
児湯郡高鍋町大字高鍋町
598-3

1942 水研テック株式会社
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
延岡市昭和町3丁目2016番
地

http://suikentec.com

1943
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 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28 http://jhm.co.jp

1944 株式会社フォーユー 医療・福祉 宮崎県 都城市姫城町14-26
1945 マツシタ電器 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市和知川原2-131
1946 北栄株式会社 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大字恒久1800-1 http://www.day-hakuju.jp

1947 アートブレイン有限会社 建設業 宮崎県
宮崎市阿波岐原町鳥居原
2142-18

http://artbrain.cc

1948
岩崎産業株式会社　細島工
場

製造業 宮崎県 日向市大字日知屋3389番地

1949 有限会社エルク 卸売・小売業 宮崎県 小林市本町2

1950 有限会社ときわ荘 飲食店・宿泊業 宮崎県
都城市山田町中霧島2455番
地2



1951
株式会社コクセイメディッ
ク

その他のサービ
ス業

宮崎県 延岡市別府町3092 http://kokusei.boy.jp

1952 有限会社インターラック 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市大塚町窪田3249-1 http://www.interluck.co.jp

1953
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丁目4-27 橘
にしいちﾋﾞﾙ301

http://www.mo-act.com

1954 青島リゾート株式会社 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市青島1丁目16番1号 http://www.anahirmiyazaki.com

1955 宮崎空港ビル株式会社
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://www.miyazaki-airport.co.jp

1956 有限会社旅工房 飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市清水1丁目9番地28
ひめのﾋﾞﾙ

http://tabi-kobo.com

1957
宮交ショップアンドレスト
ラン株式会社

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

1958
勝田被服株式会社　高鍋工
場

製造業 宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
3190-3

http://katsudahifuku.com

1959 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番15号 TD
ﾋﾞﾙ95 4F

1960
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

宮崎県
宮崎市清水3丁目2-11 とり
ねこﾊｳｽ1F

http://www.esthepialady.jp

1961 有限会社トップヒューマン
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市橘通西2丁目7-27 http://www.oga.co.jp

1962 有限会社鉱脈社 製造業 宮崎県 宮崎市田代町263番地 http://www.koumyakusya.co.jp

1963 株式会社パスファインダー 農業・林業 宮崎県
宮崎市淀川1-3-1 ｺｱﾏﾝｼｮﾝ
淀川302

1964 株式会社栄進教育開発
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.jp

1965
株式会社セキュリティー
ロード

その他のサービ
ス業

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

1966
株式会社なないろカンパ
ニー

製造業 宮崎県 児湯郡都農町大字川北5639

1967 株式会社グレース
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1968 マーテック株式会社 情報通信業 宮崎県 延岡市伊形町4932-1
1969 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 http://mimikawa-kouiki.org

1970 株式会社インテリア日向 建設業 宮崎県 日向市亀崎東1-116 http://www.interiorhyuga.co.jp

1971 有限会社ゼロスタッフ
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市田代町88-1 田代ｾﾝﾄ
ﾗﾙ2F

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

1972 アローズ株式会社 情報通信業 宮崎県
宮崎市花ヶ島町251番地10
MHﾋﾞﾙ2階

1973
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

1974 橋之口籐工芸工房 製造業 宮崎県 小林市水流迫843-2 http://www.hashinokuchirattan.com

1975 有限会社ひろせ本店 卸売・小売業 宮崎県 北諸県郡三股町稗田55-5

1976 黒岩建築設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

1977 有限会社紙ひこうき 卸売・小売業 宮崎県 都城市広原町15-14-1
1978 株式会社都城印刷 製造業 宮崎県 都城市早鈴町1618 http://mpcr.jp

1979
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番地

http://office-sugiyama.jp

1980 株式会社橋口庭樹園 建設業 宮崎県 西都市大字童子丸587番地2
1981 株式会社プロテクト 金融・保険業 宮崎県 宮崎市大字小松241番地3 http://www.pro-tect.jp

1982 宮崎県中小企業家同友会
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市恒久南3丁目3-2 恒
吉ﾋﾞﾙ2F

http://miyazaki.doyu.jp

1983
小石川社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

宮崎県
延岡市平原町5丁目1445番
地

1984 かわの社労士事務所
その他のサービ
ス業

宮崎県
東臼杵郡門川町門川尾末
8314-4

1985 有限会社リースキン中堂薗
その他のサービ
ス業

宮崎県
西諸県郡高原町大字西麓
335-2

http://www.lea-naka.jp

1986
株式会社サンライズソ
リューション

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

1987 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

1988 株式会社ＣＭねっと 情報通信業 宮崎県 延岡市緑ヶ丘2-20-8 http://www.cmnet.co.jp

1989
日吉だんご有限会社　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1F

http://www.hiyoshidango.co.jp

1990 有限会社パルアンドペア
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
延岡市愛宕町3-4588の1 ﾊﾟ
ﾙﾍﾟｱ延岡店

http://www.pal-pair.net



1991
一般社団法人yoshiko foot
and body academy

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市橘通西3丁目9-1　ｶﾒ
ﾘｱﾋﾞﾙ1F

http://relax980.com

1992 有限会社前田包装容器 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市神宮東2丁目3-10 http://maedahousou.com

1993 株式会社日向中島鉄工所 製造業 宮崎県
日向市大字日知屋17148番
地9

http://hn-t.co.jp

1994 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

http://hana-midori.jp

1995 社会福祉法人いつか会 医療・福祉 宮崎県 宮崎市本郷北方2714-5 http://www.ituka.jp

1996 株式会社インタークロス
教育・学習支援
業

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

1997 有限会社福寿草 医療・福祉 宮崎県 宮崎市大字広原312番地1 http://care-net.biz/45/fukujuso

1998 川越社会保険労務士事務所
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市神宮2丁目3番11号
1F

http://www.kawagoe-roumu.jp

1999 池田パソコン塾
教育・学習支援
業

宮崎県 東臼杵郡門川町南ケ丘1-24 http://ikedajuku.info

2000 城山ふとん店 卸売・小売業 宮崎県 延岡市大貫町4丁目2964 http://shiroyamafuton.com

2001 アラヰ産業
その他のサービ
ス業

宮崎県
西諸県郡高原町大字蒲牟田
988-83

2002 有限会社水野屋 卸売・小売業 宮崎県 西都市中妻1丁目12番地 http://www.wa-mizunoya.com

2003 イマイ印刷 製造業 宮崎県 西都市大字右松2145番地1 http://imai-print.com

2004 株式会社有村産業 製造業 宮崎県
西都市大字南方字瓜葉木
362番地2

2005 株式会社市原呉服店 卸売・小売業 宮崎県 西都市小野崎1丁目90番地 http://www.kimono-ichihara.co.jp

2006
有限会社サンシー鈑金塗装
工場

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
東諸県郡国富町大字本庄
552番地2

2007
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 宮崎県 都城市前田町7街区20号 http://nsc-j.com

2008 株式会社スコラ
教育・学習支援
業

宮崎県 都城市鷹尾2丁目6街区8号

2009 株式会社自然舘 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市田代町97番地1 http://sizenkan.com

2010 有限会社シンキ冷設 建設業 宮崎県
日向市大字財光寺字松立
1387番2

2011 北郷町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
日南市北郷町郷之原乙
1738-4

2012 宮﨑紙工印刷株式会社 製造業 宮崎県
宮崎市大字赤江字飛江田
931番地

http://www.m-shikou.net

2013
職業訓練法人東児湯職業訓
練協会

その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡高鍋町大字北高鍋
4613-3

http://www.e-koyukunren.school-info.jp

2014 アイコムティ株式会社 情報通信業 宮崎県
宮崎市大橋1丁目7番地 大
橋ﾋﾞﾙ5階

http://www.icomt.jp

2015 アナーセン 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市跡江1380-9 http://andersen-flower.com

2016 株式会社仁組建設 建設業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂字伊
賀給2894番地

2017 株式会社仁組急送 運輸業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂2065
番地1

2018 アイ観光株式会社 運輸業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂2065
番地1

2019 有限会社宮崎県葬祭自動車 運輸業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂2065
番地1

2020
合同会社アズマ　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

2021 株式会社久光園 建設業 宮崎県
宮崎市佐土原町下田島208-
1

2022
株式会社建設コンサルタン
トナガトモ

建設業 宮崎県
児湯郡新富町富田東3丁目
29番地2

2023 株式会社インタープロ 情報通信業 宮崎県 宮崎市瀬頭2丁目2-10 http://www.interproinc.co.jp

2024
丸栄宮崎株式会社　イノ
ベーションセンター

製造業 宮崎県
宮崎市佐土原町東上那珂
17870番17

http://www.marueimiyazaki.jp

2025 株式会社あゆの山水 飲食店・宿泊業 宮崎県
東諸県郡綾町大字北俣
1768-1

http://www.index-f.jp/308/sansui

2026 株式会社宮崎中央新聞社 製造業 宮崎県 宮崎市田吉6207-3 http://miya-chu.jp

2027
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

宮崎県
宮崎市大橋3丁目101番地1
号

http://www.umkag.com

2028 株式会社坂下組 建設業 宮崎県 宮崎市広島2丁目10-16 http://www.sakashita-gumi.jp

2029
有限会社ヘルパーステー
ションよしもり

医療・福祉 宮崎県
宮崎市清武町池田台27番地
7



2030 植松商事株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

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

2031 宮崎総合ビル管理株式会社
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市村角町長山2835-5

2032 西都市三財商工会
その他のサービ
ス業

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

2033
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
日向市大字日知屋8097番地
2

2034 五ヶ瀬町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ
所2118

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

2035 東郷町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
日向市東郷町山陰丙1602の
2

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

2036 西米良村商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡西米良村大字村所45
の1

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

2037 椎葉村商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
東臼杵郡椎葉村大字下福良
1747-38

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

2038
株式会社戸高コーポレー
ション

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

2039 株式会社ふじもと美誠堂
その他のサービ
ス業

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

2040
株式会社ブライダルハウス
島田

その他のサービ
ス業

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

2041 株式会社メモリード宮崎
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市青葉町5-1 http://www.m-memolead.jp

2042 株式会社九南 建設業 宮崎県 宮崎市大字赤江2番地 https://www.kyunan.co.j

2043
フェニックスリゾート株式
会社

飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市大字塩路字浜山3083
番地

http://www.seagaia.co.jp

2044 株式会社大森淡水 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市塩路2300番地 http://www.omori-tansui.co.jp

2045 矢野運輸株式会社 運輸業 宮崎県 宮崎市大字広原6510番地1 http://yanounyu.com
2046 株式会社スギタ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市港東1丁目11番地4 http://sugita-color.com
2047 宮交タクシー株式会社 運輸業 宮崎県 宮崎市新栄町91番地 http://www.miyakoh-taxi.com

2048 野尻町商工会
その他のサービ
ス業

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

2049 三股町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
北諸県郡三股町大字樺山
4421番地22

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

2050 川南町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡川南町大字川南
13680-1

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

2051 高城町商工会
その他のサービ
ス業

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

2052 株式会社マスジュウ 建設業 宮崎県
宮崎市下北方町野田590番
地1

http://masuju.com

2053
株式会社ニューウェルシ
ティ宮崎

飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市宮崎駅東1丁目2番地
8

http://www.nwc-miyazaki.co.jp

2054 えびの市商工会
その他のサービ
ス業

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

2055 高原町商工会
その他のサービ
ス業

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

2056
株式会社アメックスエス
テート

専門・技術サー
ビス業

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

2057 南郷町商工会
その他のサービ
ス業

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

2058 株式会社ユニオンコート 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市橘通東3-1-11 https://www.merieges.co.jp

2059 門川町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
東臼杵郡門川町大字門川尾
末9246の2

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

2060 日之影町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
西臼杵郡日之影町大字七折
3461

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

2061 高千穂町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
西臼杵郡高千穂町大字三田
井1099-1

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

2062 山﨑株式会社 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市橘通西5丁目6番57号 http://yamasaki-net.co.jp

2063 宮崎交通株式会社 運輸業 宮崎県
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

2064 新富町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡新富町富田南一丁目
112番地2

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

2065 木城町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡木城町大字高城
4040-1

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

2066 美郷町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
東臼杵郡美郷町西郷田代
29-1

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



2067 株式会社アラタナ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市橘通東4丁目8-1 ｶﾘｰ
ﾉ宮崎7F

http://www.aratana.jp

2068 都農町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡都農町大字川北
4874-2

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

2069
株式会社Ａｍａｎ－Ｓｔｙ
ｌｅ

情報通信業 宮崎県
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

2070 宮崎県経営者協会
その他のサービ
ス業

宮崎県
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

2071 宮崎市生目商工会
その他のサービ
ス業

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

2072 清武町商工会
その他のサービ
ス業

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

2073 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

2074
延岡市三北商工会　北川支
所

その他のサービ
ス業

宮崎県
延岡市延岡市北川町川内名
7261-6

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

2075 山之口町商工会
その他のサービ
ス業

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

2076 株式会社宮日商事 金融・保険業 宮崎県 宮崎市錦本町1番2号 http://recruit.hoken-miyanichi.com

2077
有限会社オートショップユ
タカ

卸売・小売業 宮崎県 宮崎市田野町甲7901-106

2078 田口酒店 卸売・小売業 宮崎県
児湯郡都農町大字川北
5924-2

2079 有限会社岡田自動車工業
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
児湯郡都農町大字川北1189
番地4

2080 社会保険労務士法人ＡＬＸ
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市宮脇町134-2

2081 荘内商工会
その他のサービ
ス業

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

2082 山田町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
都城市山田町中霧島2939番
地2

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

2083
有限会社ナカノオートサー
ビス

卸売・小売業 宮崎県
東諸県郡国富町大字木脇
5297番地1

2084 国富屋 卸売・小売業 宮崎県
東諸県郡国富町大字本庄
4049

2085 国富町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
東諸県郡国富町大字本庄
4049

http://kunitomi-shokokai.jp

2086 有限会社衣料のながとも 卸売・小売業 宮崎県
東諸県郡国富町大字本庄
6915

2087 綾町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
東諸県郡綾町大字南俣329-
1

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

2088 綾町商工振興会 卸売・小売業 宮崎県
東諸県郡綾町大字南俣329-
1

2089
有限会社松浦自動車整備工
場

専門・技術サー
ビス業

宮崎県
東諸県郡綾町大字入野3572
番地1

2090 溝口建設株式会社 建設業 宮崎県
東諸県郡国富町大字本庄
5654-1

2091 有限会社蛯原石油店 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市佐土原町下那珂
3507-2

2092 有限会社かねしん 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂3005

2093 株式会社タナベホーム 建設業 宮崎県
宮崎市大字島之内7404番地
の1

2094 株式会社タナベ 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島9200

2095 有限会社長田製パン工場 製造業 宮崎県
宮崎市佐土原町下田島9199
番地

2096 佐土原町商工会
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市佐土原町下田島
20732-53

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

2097 高岡町商工会
その他のサービ
ス業

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

2098 高鍋商工会議所
その他のサービ
ス業

宮崎県
児湯郡郡高鍋町大字北高鍋
5138番地

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

2099 株式会社松尾運送 運輸業 宮崎県
都城市高城町穂満坊1003番
地1

https://www.matsuo-express.com

2100 延岡商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2101 日向商工会議所
その他のサービ
ス業

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



2102 有限会社宮内葬儀社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 小林市細野437番地4 http://www.miyasou.jp

2103
公益社団法人宮崎労働基準
協会

その他のサービ
ス業

宮崎県
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

2104
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

宮崎県 宮崎市老松1丁目3番17号

2105 西都商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2106 藤屋印刷株式会社 製造業 宮崎県 日向市本町7-15 http://www.fujiya-p.jp
2107 有限会社山下事務機 卸売・小売業 宮崎県 小林市細野442-5

2108 宮崎商工会議所
その他のサービ
ス業

宮崎県
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

2109 株式会社小林魚市場 卸売・小売業 宮崎県 小林市細野2123-2

2110 串間商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2111 外山木材株式会社 製造業 宮崎県 都城市八幡町18街区7号 http://toyama-woodsupport.com

2112 小林商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2113 都城商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2114 合資会社山本建装
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

2115 日南商工会議所
その他のサービ
ス業

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

2116 大淀開発株式会社 建設業 宮崎県 都城市上長飯町5427番地1 http://oyd.jp

2117 宮崎液化ガス株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町野間311
番地1

http://www.miyazaki-ekikagas.jp

2118 宮崎ガス株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町野間311
番地1

http://www.miyazakigas.co.jp

2119 有限会社ウッドライフ中島 建設業 宮崎県 宮崎市大字小松3261 http://woodlife-nakashima.net

2120 テレビ宮崎ゴルフ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市新名爪坂ノ下2055 http://www.umkcc.jp

2121 米良電機産業株式会社 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市別府町4-33 http://www.mera-denki.co.jp

2122 株式会社井崎製作所 製造業 宮崎県
児湯郡新富町大字上富田
3215番地

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

2123
学校法人修徳学園　宮崎至
慶幼稚園

教育・学習支援
業

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

2124 有限会社松浦組 建設業 宮崎県 宮崎市大字跡江850-2 http://www.matsuuragumi.co.jp

2125 宮崎県職業能力開発協会
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市学園木花台西2丁目4
番地3

http://www.syokuno.or.jp

2126 株式会社マエダ工業 建設業 宮崎県 宮崎市大字大瀬町148-1

2127 株式会社アーム 建設業 宮崎県
宮崎市谷川1丁目4-12 ｱｰﾑ
ﾋﾞﾙ1F

http://arm1996.com

2128 霧島人事政策研究所
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市大塚台東1-32-7-2階

2129
株式会社青島グランドホテ
ル

飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市青島1丁目16番64号 http://www.aoshima-gh.co.jp

2130 宮崎食研有限会社 製造業 宮崎県 宮崎市大字糸原4727番地 http://www.tema551.jp

2131 株式会社作田建築設計
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 日南市大字風田3999-1 http://www.sakuta.biz

2132 三桜電設株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県 延岡市川原崎町2119-2 http://misakura.com

2133 有限会社ティーネットプロ 情報通信業 宮崎県
宮崎市宮崎駅東2丁目4番地
11号 2階

http://www.tnetpro.co.jp

2134 花ふぶき一座
その他のサービ
ス業

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

2135 株式会社松山物産 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市佐土原町東上那珂
13838-2

2136 有限会社児玉商事 医療・福祉 宮崎県
児湯郡新富町大字上富田
2932-1

2137 四季亭　仁吉 飲食店・宿泊業 宮崎県 延岡市新町4-3
2138 有限会社フクヤ 卸売・小売業 宮崎県 延岡市栄町6-2

2139
一般社団法人宮崎県タク
シー協会

運輸業 宮崎県
宮崎市大字本郷北方字鵜戸
尾2735の24

http://www.mztaxi.jp

2140 株式会社崎原材木店 製造業 宮崎県 宮崎市波島1丁目1番27号 https://sakihara-woodshop.storeinfo.jp

2141 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



2142 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 http://bisoukan-taguchi.com

2143 ロリエ二見有限会社 製造業 宮崎県 延岡市大瀬町1-3-3

2144 有限会社リボンシステムズ
教育・学習支援
業

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

2145 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丁目11-5
2146 株式会社イチマル水産 製造業 宮崎県 東臼杵郡門川町平城西3-2 http://www.ichimarusuisan.co.jp

2147
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

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

2148 有限会社大島家電サービス 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市波島2丁目10番4号

2149
日本コンピューター株式会
社

情報通信業 宮崎県 宮崎市老松1-4-16 http://ncc45.web.fc2.com

2150
株式会社クリエイティブ宮
崎

卸売・小売業 宮崎県 宮崎市鶴島1丁目6番30号 http://www.c-miyazaki.jp

2151 株式会社アキタ製作所 製造業 宮崎県
日向市大字日知屋16390番
地

http://akitamfg.jp

2152 有限会社リバーセン
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市大淀2丁目6番20号

2153 しんとみネット株式会社 情報通信業 宮崎県
児湯郡新富町富田1丁目11
番地

http://www.shintomi.ne.jp

2154
有限会社大野屋　フルーツ
大野

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

2155 株式会社アシストユウ 情報通信業 宮崎県
宮崎市新別府町前浜1401-
30

http://www.assistyou-m.com

2156 株式会社児玉組 建設業 宮崎県 えびの市大字大河平1649-1
2157 株式会社金丸慶蔵商店 卸売・小売業 宮崎県 東臼杵郡門川町上町6-24 http://www.k-keiz.com

2158
株式会社サンライズモバイ
ル

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

2159
株式会社サンライズネット
ワークス

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

2160 株式会社川越電設 建設業 宮崎県 宮崎市大字浮田1213番地2

2161
TNAソリューションデザイン
株式会社

情報通信業 宮崎県
宮崎市旭1丁目8-11 竹原第
一ﾋﾞﾙ1階

http://www.tna.co.jp

2162 松栄フード物流株式会社 運輸業 宮崎県 都城市上水流町818番地4

2163
株式会社松栄フードサービ
ス

卸売・小売業 宮崎県 都城市上水流町818番地4

2164 株式会社ティーディエス 製造業 宮崎県 宮崎市大王町8番地2 http://www.td-sys.com
2165 有限会社宮崎エヌフーズ 製造業 宮崎県 宮崎市大字赤江979-5 http://www.miyazaki-nfoods.jp

2166
有限会社介護支援ホームれ
んげ荘

医療・福祉 宮崎県 宮崎市大字金崎2537番地1

2167 有限会社エフピーエム 金融・保険業 宮崎県 都城市横市町6500-2 http://www.sjnk-ag.com/a/mhoken

2168 江藤松薬堂有限会社 卸売・小売業 宮崎県 都城市下川東3丁目5-3-3
2169 有限会社宮崎ピアノ運送 運輸業 宮崎県 宮崎市大字糸原434-1 http://www.mpu-piano.com

2170 株式会社かかし亭 卸売・小売業 宮崎県 都城市山田町中霧島3874 https://www.kakashi-tei.net

2171
宮崎ラビットポンプ有限会
社

卸売・小売業 宮崎県 宮崎市江平中町1-8

2172 株式会社ウィズネス
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市生目台東1丁目20番
地1

http://belle-femin.wixsite.com/bellefemin

2173 宮崎電子機器株式会社 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市下原町214番地18号 http://www.miyazakidenshikiki.jp

2174 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

2175 株式会社フィットピア
教育・学習支援
業

宮崎県 都城市宮丸町3021番地 http://fitpia.co.jp

2176 株式会社日髙時計本店 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市橘通西3丁目10番24
号

http://hidakahonten.jp

2177 株式会社川越紙店 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市旭1-1-4 http://www.kawagoep.co.jp

2178 上日向自動車株式会社 運輸業 宮崎県 日向市上町17番7号

2179 ＢＡＮＡＬ 卸売・小売業 宮崎県
宮崎市花殿町8-23　花殿ﾋﾞ
ﾙ1F

http://www.banal.jp

2180 有限会社敬美
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市清武町加納3丁目31-
2

2181 株式会社高嶺木材 製造業 宮崎県 日南市大字伊比井173-1 http://www.taka-moku.co.jp

2182 株式会社岡﨑組 建設業 宮崎県 宮崎市大字恒久1800-1 http://okazakigumi-gr.jp

2183
一般社団法人宮崎県トラッ
ク協会

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

2184 株式会社クリエート 情報通信業 宮崎県
東臼杵郡門川町須賀崎4丁
目39-3

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



2185
三和交通株式会社（西都本
社）

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

2186
三和交通株式会社（小林本
社）

運輸業 宮崎県 小林市本町94番地 http://www.30-gr.co.jp

2187 宮崎タクシー株式会社 運輸業 宮崎県 宮崎市鶴島3丁目24番地 http://www.30-gr.co.jp
2188 中村消防防災株式会社 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市丸島町4番21号 http://www.bousaiya.com

2189
有限会社ボールパークドッ
トコム

卸売・小売業 宮崎県
宮崎市吉村町下藪甲4353番
地5

http://www.japan-ballpark.com

2190
株式会社グローバル・ク
リーン

その他のサービ
ス業

宮崎県 日向市亀崎1丁目28番地 http://www.g-clean.net

2191 有限会社アイネット 情報通信業 宮崎県 宮崎市本郷北方54-6 http://www.iiinet.jp

2192 有限会社飯山電業
電気・ガス・熱
供給・水道業

宮崎県 都城市今町7734番地

2193 有限会社河野木材 農業・林業 宮崎県 西都市大字三納10367番地 http://kawa-moku.jp

2194 株式会社モリミキ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県
宮崎市阿波岐原町前浜
4276-604

http://morimiki.co.jp

2195 株式会社寺子屋ＭＯＭＯ
教育・学習支援
業

宮崎県
宮崎市まなび野2丁目25番
地

2196 宮崎県中小企業団体中央会
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市松橋2丁目4番31号 http://www.himuka.or.jp

2197 トーコン株式会社 製造業 宮崎県
都城市山田町山田3983番地
69

2198 kamikaze115
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市日の出町2-2-5

2199 株式会社トラストワン 製造業 宮崎県
延岡市中川原町3丁目32番
地1

2200 有限会社レノックス
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 宮崎市恒久1579-11

2201 LovelySmile 卸売・小売業 宮崎県 日南市岩崎3-7-30-3 http://www.lovelysmile.jp

2202 株式会社黒木鉄工所 製造業 宮崎県 東臼杵郡門川町1-8

2203 株式会社grow
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 延岡市愛宕町3丁目65番地

2204 株式会社宮崎オノデン 建設業 宮崎県 宮崎市大字島之内6208-2 http://miyazakionoden.com

2205 有限会社渡邉建設 建設業 宮崎県 宮崎市田野町甲3754番地14

2206 株式会社スポーツデザイン
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市大橋2-216-2-403 http://ca-agent.jp

2207 サスティア株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市橘通東3-5-25　ﾃﾗｻｶ
ﾋﾞﾙ2F

http://sustia.co.jp

2208 八興自動車整備株式会社
その他のサービ
ス業

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

2209
有限会社松尾ボーリング工
場

医療・福祉 宮崎県
宮崎市大字新名爪字麦田
1422

http://www.matsuo-boring.co.jp

2210
株式会社くしまアオイ
ファーム

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

2211 株式会社うねはら工業 建設業 宮崎県 延岡市平原町2丁目1115-29
2212 合資会社木浦精米所 卸売・小売業 宮崎県 児湯郡高鍋町大字上江3817 http://kiurarice.com

2213 株式会社ウェブサイト 情報通信業 宮崎県
宮崎市中央通4-7　ｹﾈﾃﾞｨﾋﾞ
ﾙ2F

http://www.web3110.jp

2214 創作酒膳　彩華 飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市橘通西3丁目1-17
ﾊﾟﾃｨｵ橘1-101

2215 株式会社春森 医療・福祉 宮崎県
宮崎市大塚町乱橋4555番地
3

http://www.harumori.co.jp

2216 株式会社桜屋酒店 卸売・小売業 宮崎県 宮崎市江平東1丁目8番40号 http://www.sakurayasaketen.com

2217 合同会社ウェリナ 医療・福祉 宮崎県 宮崎市島之内9378-1

2218 株式会社ＭＳプランニング
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市大工3丁目98番地

2219 株式会社山﨑 卸売・小売業 宮崎県 小林市堤3235-1 http://yamasaki-housing.jp

2220 駒建 建設業 宮崎県 日南市大字平野2764-1
2221 株式会社Ｗａ 医療・福祉 宮崎県 延岡市出北4丁目2438番地1

2222 有限会社アスライフ宮崎 建設業 宮崎県
宮崎市新別府町前浜1401-
312

http://asulife-miyazaki.com

2223 そば処まる 飲食店・宿泊業 宮崎県 東諸県郡綾町大字南俣689
2224 ＩＨＵ株式会社 情報通信業 宮崎県 都城市上町14-21 http://ihu2.jp

2225 とりえもん 飲食店・宿泊業 宮崎県
宮崎市橘通西3丁目5-4　高
山ﾋﾞﾙ1階



2226
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）

宮崎県
都城市姫城町4-1　都城商
工会議所内

2227 株式会社ＣＰｃｕｂｅｄ 情報通信業 宮崎県
宮崎市松橋2-4-31　宮崎県
町小企業会館506

2228 食彩ふじ盛 飲食店・宿泊業 宮崎県 宮崎市千草町2-4 https://fujimori.owst.jp
2229 江坂設備工業株式会社 建設業 宮崎県 宮崎市橘通西5-2-33 http://www.esaka-setsubi.co.jp

2230 ぱーま屋金太郎
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県 都城市山之口町花木2294-1

2231 有限会社土々呂石油 卸売・小売業 宮崎県 延岡市土々呂町3丁目649-1
2232 有限会社都城福鳥 卸売・小売業 宮崎県 都城市都原町7413 http://www.fukucho.com

2233 肥田木公認会計士事務所
専門・技術サー
ビス業

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

2234 株式会社菱友 製造業 宮崎県 都城市早水町33-1

2235 ゆいま～るぱそこん
教育・学習支援
業

宮崎県 都城市太郎坊町1690 https://yuimaruu.com

2236 カテナ株式会社
その他のサービ
ス業

宮崎県 宮崎市清水3丁目9番13号 http://www.catena.co.jp

2237 株式会社一和誠寿 飲食店・宿泊業 宮崎県 小林市南西方1247-1
2238 佐藤漬物工業株式会社 製造業 宮崎県 小林市南西方308 http://www.satotukemono.com

2239 株式会社だんらん 医療・福祉 宮崎県 日向市日知屋3389番地15 http://danran-pokapoka.jp

2240
ハダモーターコンペティ
ション

その他のサービ
ス業

宮崎県 西都市大字山田221-1

2241 有限会社ジャカランダ 医療・福祉 宮崎県 日向市財光寺1366-113

2242 ＴＳＵＲＵ
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮崎県
北諸県郡三股町大字樺山
4469-3

2243 株式会社シャンティＵ 医療・福祉 宮崎県 宮崎市清武町木原3207-1
2244 株式会社イートスタイル 飲食店・宿泊業 宮崎県 小林市細野288-1 https://www.eatstyle.jp
2245 株式会社小林青果市場 卸売・小売業 宮崎県 小林市細野2123番地1 http://koba-seika.co.jp

2246
Ｌｏｇｉ 　Ｈａｉｒ　Ｄｅ
ｓｉｇｎ合同会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

2247 株式会社グーニーズ
専門・技術サー
ビス業

宮崎県 宮崎市丸山2丁目51-1 http://gooneeds.com

2248 ＳＬＦ 飲食店・宿泊業 宮崎県 都城市千町5000番地 https://www.slf-miyakonojo.jp

2249
社会保険労務士事務所ＯＦ
ＦＩＣＥ ＭＯＭＯ

専門・技術サー
ビス業

宮崎県 都城市豊満町1510 http://officemomo.com

2250 株式会社Ｃｈｅｚ　ｋｅｎ 飲食店・宿泊業 宮崎県 都城市横市町6500-5 http://chezken.in

2251
宮崎市中央市場精算株式会
社

その他のサービ
ス業

宮崎県
宮崎市新別府町雀田1185番
地

2252 株式会社ＮＳ企画 建設業 宮崎県 宮崎市村角町萩崎2764-3 http://www.nskikaku.com

2253
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 鹿児島県鹿屋市朝日町4-18 http://www.kawasuji.jp/

2254
特定非営利活動法人おおす
み半島コミュニティ放送
ネットワーク

情報通信業 鹿児島県
鹿児島県鹿屋市西原４丁目
12-12

http://www.0033fm.net

2255 株式会社Vespa 金融・保険業 鹿児島県
鹿児島県鹿屋市新川町603-
2

http://www.vespa-insurer2012.com

2256 まる正福茶園株式会社 農業・林業 鹿児島県
鹿児島県志布志市有明町蓬
原2370-1

http://fukucha.com/

2257 有限会社ミヤウチ
その他のサービ
ス業

鹿児島県
鹿児島県志布志市志布志町
安楽6214-1

http://miyauti.net

2258 医療法人浩仁会 医療・福祉 鹿児島県
鹿児島市中央町22-16ア
エールプラザ3階

2259
オートギャラリーサプライ
ズ

卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市田上町4900-2

2260
日本ガスプランテック株式
会社

建設業 鹿児島県
鹿児島市南栄三丁目25番地
1

http://n-plantec.com

2261 牧迫建設株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市小野1丁目12番2号
2262 有限会社南洲メディカル 医療・福祉 鹿児島県 鹿児島市下伊敷3丁目22-28 http://nansyu-m.co.jp

2263
株式会社プランニングオ
フィス

金融・保険業 鹿児島県
鹿児島市新町3-7小畑ビル
203

2264
くつろぎハウスおしゃべり
空間

生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 曽於市末吉町本町2-13-6

2265 鹿屋福祉サービス株式会社 医療・福祉 鹿児島県
鹿児島県鹿屋市旭原町
2708-4

2266 株式会社白坂建設 建設業 鹿児島県 鹿屋市下祓川町1336



2267 梅吉 飲食店・宿泊業 鹿児島県
鹿児島市中央町3-2進ビル1
Ｆ

http://umekichi127.com

2268
株式会社ニューバッグワカ
マツ

卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市高麗町22番6号

2269 有限会社黒木石油店
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
肝属郡南大隅町根占川北
1275-5

2270 有限会社田村水産 漁業 鹿児島県 垂水市牛根境1253
2271 （株）BKcompany 飲食店・宿泊業 鹿児島県 鹿屋市寿4丁目10-9 http://chinabenkei.com/

2272 （株）津曲食品 製造業 鹿児島県 曽於市大隅町月野3928 http://www.furusatoichiba.com

2273 南大隅町開発株式会社 飲食店・宿泊業 鹿児島県
肝属郡南大隅町佐多馬籠
582-8

http://www.satafureai.com

2274 有限会社からだ・はうす
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 鹿児島市吉野町6413-1

2275 あさひ税理士法人
その他のサービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市荒田2丁目45番16
号

http://www.asahi-z.jp

2276
株式会社山形屋物流サービ
ス

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

鹿児島県 鹿児島市城西3丁目8番2号

2277 株式会社鹿児島開運堂
その他のサービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市照国町14-22　佐
土原ビル1階

http://kaiundou.wix.com/kagoshima

2278 居酒屋笑美 飲食店・宿泊業 鹿児島県 鹿屋市新川町568
2279 株式会社ライフデザイン 医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市大手町10番14号

2280
特定非営利活動法人DREAM
ウェルネス

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
肝属郡南大隅町根占川北
1350番地1

2281 株式会社繁昌鉄工建設 建設業 鹿児島県 鹿屋市田渕町1555-1
2282 はしき歯科 医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市寿7丁目5-45
2283 洋丸水産(有) 漁業 鹿児島県 鹿屋市古江町7430-8

2284 有限会社　長岡商店 農業・林業 鹿児島県
志布志市志布志町内之倉
3358番地1

2285 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

2286
株式会社ファーストオフィ
ス

卸売・小売業
不動産業

鹿児島県
鹿屋市西原1丁目29-8山下
ビル102号

2287 (有)深水鈑金塗装
その他のサービ
ス業

鹿児島県 鹿屋市寿3丁目1番10号

2288 株式会社ＩＭＴ
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 指宿市十町412-4

2289 株式会社米倉設計事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県
鹿児島市下伊敷1丁目5番17
号

2290
ビューティーコンシェル
ジュラシュレ　㈲イースト

生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市東千石町17-7　パ
サージュビル4Ｆ

http://www.rassurer.net

2291 ａｃｅ－Ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿屋市古里町90-3 http://ace-hair.shopinfo.jp

2292 タメニティライフ株式会社 金融業、保険業 鹿児島県
鹿児島市下荒田町23-2　荒
田フラワービル2Ｆ

2293
有限会社アミーコーポレー
ション

サービス業（他
に分類されない
もの

鹿児島県
鹿児島市東千石町10-1　文
化ビルディングⅡ1階

http://amie.jp

2294 鹿児島防水株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市唐湊1-19-25
2295 鹿児島ビニール株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市上之園町13番地16
2296 五代 卸売、小売業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓584 www.godai-auction.com

2297 株式会社亜希和味
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 鹿児島市和田2丁目23-3

2298 有邦開発株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市吉野町2914-106

2299
医療法人旺和会みちよデン
タルクリニック

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市下荒田1丁目20-4
4階

http://michiyo-ｄｃ.jp

2300
株式会社Ｒｅｌｉｅｖｅ寿
調剤薬局

卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市西田2丁目7-6

2301
医療法人誠真会しげなが歯
科医院

医療、福祉 鹿児島県
薩摩川内市平佐町1丁目135
番地

2302
株式会社ＷＩＬＬ　ＷＡＹ
ＥＳＴＡＴＥ　ヘルパース
テーション蔵の家

医療、福祉 鹿児島県
薩摩川内市西開聞町12番2
号

2303 株式会社国料建設 建設業 鹿児島県
いちき串木野市東塩田町
112番地

http://kokuryou-kensetu.com



2304 株式会社奄美大島海運酒造 製造業 鹿児島県
大島郡宇検村湯湾2924番地
2

2305 奄美観光株式会社
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 奄美市名瀬港町2番10号

2306 有限会社アイ.タイムズ 情報通信業 鹿児島県 奄美市名瀬幸町21-9-3Ｆ http://www.itimes.co.jp

2307
特定非営利活動法人ふう
しゃ

医療、福祉 鹿児島県
出水郡長島町川床3410番地
1

2308 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

2309 前迫石材株式会社 製造業 鹿児島県 鹿児島市谷山港2-5-21

2310 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

2311 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

2312 株式会社カタヒラ晴雅堂 建設業 鹿児島県 鹿児島市宇宿4丁目35番3号

2313
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

2314
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

2315 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

2316 株式会社本坊商店 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市錦江町8-56

2317 有限会社サンズカンパニー
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1114

2318 株式会社ｄａｎｋｅｎ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市中央町16-3

2319 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

2320 株式会社Ｓａｌｏｎ 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市東千石町5-12-1F
2321 株式会社霧島エッグ 農業・林業 鹿児島県 霧島市霧島永水3925-4
2322 ミリオンシールド株式会社 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市西坂元町33番5号

2323 株式会社船倉
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 薩摩川内市白和町4-12

2324 株式会社祁答院土木 建設業 鹿児島県
薩摩川内市祁答院町下手
154番地

2325 株式会社粧屋 建設業 鹿児島県 薩摩川内市五代町1940-1

2326 ココロプラン株式会社 建設業 鹿児島県
鹿児島市中町4番2号児玉第
一ビル4Ｆ

2327 株式会社源
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

2328 株式会社オリンピア商事
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1389

2329
有限会社ＳＷＥＥＴ　ＬＡ
ＢＥＬ

製造業 鹿児島県 鹿児島市名山町2-1

2330
イッシン・フーズ・サプラ
イ株式会社

卸売、小売業 鹿児島県
鹿児島市伊敷台4丁目3-17-
201

2331 株式会社フォークリエイト
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

2332 株式会社フォーエバー 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市中央町23-21アエ
‐ルタワ‐2Ｆ

2333 株式会社梅コンサル
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3-13-26 www.umecon.co.jp

2334 有限会社天天有
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 姶良市加治木町本町48

2335 株式会社タカシ巧芸社
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

2336 医療法人さくら 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市西田2丁目1-6　川
北ビル1Ｆ

http://www.sakura１４６８.jp

2337 桜サービス株式会社 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



2338 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

2339 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

2340 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

2341
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

2342
株式会社Ｇｒａｃｅ＆Ｃ
Ｏ．HAIR　GRACE　Hairｄｅ
ｓｉｇｎ

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

2343 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‐ルプラザ2Ｆ

2344
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

2345 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
2346 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
2347 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

2348 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

2349 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1-61

2350 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

2351 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

2352 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

2353 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2992
2354 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

2355 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

2356 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

2357 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

2358 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
2359 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

2360 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7-20

2361 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

2362
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

2363
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

2364
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

2365 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

2366 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27
番1号

2367 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

2368
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

2369
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
11F

2370 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

2371
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

2372 株式会社ツボゼン 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市山下町2-12-504

2373 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



2374 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

2375 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

2376
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

2377 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
2378 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

2379 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2丁目8番9号

2380 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
2381 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12号

2382 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12号

2383
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

2384 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

2385
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

2386
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

2387 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

2388 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

2389 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

2390
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14-10
天文館三井生命南国テレホ
ンビル7F

2391 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

2392 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
2393 旭工業株式会社 建設業 鹿児島県 鹿児島市荒田1丁目55-17

2394 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

2395 Ｔーｎｅｘｔ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

鹿児島県 枕崎市岩戸町431

2396 株式会社鶴森 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市山下町16-24
2397 ＮＰＯ法人オ・ア・シ・ス 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町27-1-107

2398
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
姶良市加治木町本町253姶
良市役所加治木総合支所内

2399 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

2400 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/

2401 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

2402 株式会社ｉｘｒｅａ 建設業 鹿児島県
鹿児島市荒田1丁目16-7
ｅ‐ｔｅｒｒａｃｅ303号

2403 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

2404 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/

2405 グローバル緑 卸売、小売業 鹿児島県 指宿市十二町3458-1

2406 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

2407 有限会社やまびこ 医療、福祉 鹿児島県 指宿市十二町4325-1
2408 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/

2409
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



2410
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

2411 今別府産業株式会社 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市新栄町15-7 http://www.imabeppu.co.jp/

2412 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

2413 有限会社アジャスト 医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市西田2丁目18番16
号

2414 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2丁目17-28-2
Ｆ

2415 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

2416 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/

2417 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

2418
いわさきバスネットワーク
（いわさきコポレーション
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

2419 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

2420
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

2421 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/

2422 Ｇｕｒｉｍａｒｉ 飲食店、宿泊業 鹿児島県 指宿市大牟礼2-18-12
2423 株式会社ＫＩＲＩＴＡ 飲食店、宿泊業 鹿児島県 指宿市大牟礼2-23-19
2424 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

2425
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

2426 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6597-3

2427
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1丁目49番18
号

2428
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3丁目40番8
号

2429 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

2430 株式会社小園 医療、福祉 鹿児島県 指宿市西方1597番地4

2431 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/

2432 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6672-1
2433 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

2434 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6794番
地

http://seitengai.com/akumaki/

2435 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17851 http://www.chiranparadise.jp/

2436 薩南建材有限会社 建設業 鹿児島県 指宿市湯の浜3丁目9番8号

2437 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11045
番地3

2438 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12号

2439 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

2440
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
5970-1

2441 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/

2442
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/

2443 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2041
2444 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/

2445
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‐マングロス

http://www.hcd.co.jp/

2446
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
5967-1

2447 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/

2448 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/

2449
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8-21

2450 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/



2451
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

2452 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

2453 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

2454
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

2455 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
‐ルタワ‐2階202

2456
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114
号

2457 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

2458
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

2459
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/

2460 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

2461 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
18-9

2462 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/

2463 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

2464
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

2465
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

2466 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

2467 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
7231番地

2468 株式会社ｓｐｉｃｅｒｙ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市荒田1-17-17-1階

2469
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

2470 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
26894

2471
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

2472 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

2473 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

2474
株式会社Ｔｒｕｅ　Ｂａｌ
ａｎｃｅ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 鹿児島市中山町5157

2475 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/

2476 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

2477 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

2478 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

2479
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

2480 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

2481
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

2482 Ｐｈｏｔｏｎ　ｂｒｉｌｏ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市中町8-9　サイノ
ビル2Ｆ

2483
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

2484
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373ＲＯ
ＳＥ向井103号



2485 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

2486 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7-47

2487 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10号

2488
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

2489 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
2490 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

2491 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

2492 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

2493 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

2494 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

2495
（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

2496
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

2497
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/

2498 株式会社ＮＥＯ 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市新栄町33-3

2499
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

2500
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/

2501 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

2502
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

2503 アス有限会社 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市東千石町16-14-
802

2504 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
2505 株式会社拓建 建設業 鹿児島県 鹿児島市吉野町1234番地

2506 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

2507
Ｌｉｆｅー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‐ムズ上荒田1202号

2508 社労士事務所　人事アップ
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
姶良市加治木町新富町4-2
Ｆ

2509 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
‐レ鹿児島4階

2510 株式会社共栄 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市宇宿2丁目4番1号 http://www.kyoeinet.co.jp/

2511 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
2512 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

2513 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/

2514 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

2515 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

2516 株式会社村岡 建設業 鹿児島県 鹿児島市西別府町3116-145

2517
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

2518
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

2519 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

2520 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



2521
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

2522 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
2523 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

2524
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802

2525
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

2526 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

2527 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

2528 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15号

2529 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7515

2530
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489
番地1

2531 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/

2532
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

2533 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13731-1

2534 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

2535 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/

2536 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

2537 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2
Ｆ

2538 有限会社坂口組 建設業 鹿児島県
いちき串木野市浜ヶ城
12062-4

2539 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22号
第2肝付ビル101号

2540
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

2541 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/

2542 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

2543
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

2544 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

2545
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

2546 小城製粉株式会社 製造業 鹿児島県 薩摩川内市隈之城1892
2547 株式会社幸洋 建設業 鹿児島県 薩摩川内市平佐町3687-1

2548 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
2424-7

2549 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
2550 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

2551
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/

2552 アリマ食品 卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市大黒町2-7

2553 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

2554 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
2555 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
2556 木場鉄工業株式会社 建設業 鹿児島県 姶良市西餅田1777-95
2557 増田緑地技研 建設業 鹿児島県 鹿児島市牟礼岡2-30-20
2558 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

2559
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　Ｃ
ＵＢＥＢＬＤＧ．506

http://ws.wellness１２３４.com/

2560
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

2561 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



2562 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/

2563 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

2564 有限会社畠住設 建設業 鹿児島県 南九州市川辺町平山3107-1
2565 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

2566
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224
番地2

2567 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

2568
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
26894

2569 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

2570
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

2571
株式会社南九州技研　鹿児
島営業所

建設業 鹿児島県
姶良市姶良町平松7219番地
1

2572 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

2573 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

2574
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/

2575 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

2576
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

2577 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

2578
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/

2579
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

2580 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

2581
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

2582 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

2583 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
2584 株式会社玲慎 建設業 鹿児島県 鹿児島市坂之上4-19-2

2585 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/

2586 Ｂｌｏｏｍ　ｎｉー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

2587
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

2588 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
鹿児島市城山町2-8　Ｋａ
ｊｕｅｎ1‐北

2589 株式会社イーデザイン
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

2590 有限会社美味芋本舗 製造業 鹿児島県 鹿児島市平川町1610-1
2591 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

2592 大成ビルサービス株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの

鹿児島県 鹿児島市樋之口町11番22号

2593 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

2594 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4-4-16



2595 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

2596 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2-8-21

2597 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

2598
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6015-1

2599 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20-10

2600 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

2601
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5348-
170

2602
株式会社ニチガスアドバン
ス

複合サービス事
業

鹿児島県 鹿児島市城南町7-42

2603
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

2604 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

2605 有限会社北栄 卸売、小売業 鹿児島県 出水市知識町364-1
2606 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

2607
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

2608
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1Ｆ

2609 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
2610 株式会社石谷 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市石谷町1155-3

2611
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

2612
株式会社Ｌ－はぴねす　訪
問看護・リハビリサービス
モーション鹿児島

医療、福祉 鹿児島県
鹿児島市星ヶ峯4-5-1　セ
ントラルハイツ205

2613 株式会社ぶどうの木 医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市中山町5286番地

2614
ひなたスマイルケアサポー
ターズ株式会社

医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市若葉町1-3

2615 有限会社ジー・プレス
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市東千石町9-7若松
ビル3Ｆ

2616 株式会社松元
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

2617 株式会社ウェルバンク 医療、福祉 鹿児島県 薩摩川内市隈之城町14-1

2618
ヒューマンサポートセン
ターｃｏｃｏｒｏ

医療、福祉 鹿児島県
霧島市国分広瀬1丁目1-19-
3

http://www.hsc-cocoro.com

2619 有限会社ナカムラ技研
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丁目11番20
号

2620 株式会社クロノス
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市草牟田町6-15　ク
ロノスビル1Ｆ

2621 アピール 情報通信業 鹿児島県
鹿児島市易居町1-2　ソー
ホーかごしま15号室

http://appeal-ａｄ．com

2622 明治牛乳　永池販売店 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市西伊敷4-28-12
2623 株式会社福元建設 建設業 鹿児島県 枕崎市国見町340番地

2624 季彩けんきち
宿泊業、飲食
サービス業

鹿児島県 指宿市湯の浜1丁目7-10

2625
株式会社Ｌｉｆｅ　ｐｌｕ
ｓ　ｈｏｍｅ

建設業 鹿児島県 霧島市国分姫城南9-30-1

2626 株式会社松竹建設 建設業 鹿児島県 鹿児島市大竜町1番1号

2627
株式会社カミチクホール
ディングス

サービス業（他
に分類されない
もの

鹿児島県 鹿児島市上福元町6921-1

2628 有限会社錦江ファーム 農業・林業 鹿児島県
南さつま市金峰町浦之名
2074

2629 株式会社カミチク 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市上福元町6921-1
2630 株式会社クオリティミート 製造業 鹿児島県 鹿児島市下福元町7852
2631 株式会社伊佐牧場 農業・林業 鹿児島県 伊佐市大口山野1700-2
2632 社会福祉法人霧島会 医療、福祉 鹿児島県 霧島市霧島田口2737-36



2633 ジュエル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市山之口町2-17
デュークコート二官橋802
号

2634 株式会社エム・グランツ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市清水町16-4

2635
セブンイレブン鹿児島紫原
３丁目店

卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市紫原3丁目11-4

2636 町田酒造株式会社 製造業 鹿児島県 大島郡龍郷町大勝3321

2637 合資会社理容ホワイト
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市金生町3-1

2638 藤絹織物株式会社
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 鹿児島市南栄1-3 http://www.amaminosato.jp

2639
フィールドストーン合同会
社

卸売、小売業 鹿児島県
日置市伊集院町徳重403-3
ガルビル2Ｆ

http://fieldstone.jp

2640 有限会社山下製畳 製造業 鹿児島県
薩摩川内市入来町浦之名
7568

2641 株式会社ｆｌｏｗｅｒｓ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県
鹿児島市小松原1-47-6フジ
ハイツ1Ｆ

http://ｈａｉｒｇｌａｎｚ.ｊｐ/

2642
特定非営利活動法人読書推
進団体　枕崎みしのたくか
にと

教育、学習支援
業

鹿児島県 枕崎市東本町60番地 http://makurazaki-ｍｉｓｈｉｎｏ.ｓｅｅｓａａ.ｎｅｔ/

2643 Ｎフードサービス株式会社 卸売、小売業 鹿児島県 鹿児島市上谷口町3131番3 http://ｎ-ｆｏｏｄ-ｓｅｒｖｉｃｅ.ｃｏｍ/

2644 日泉建設株式会社
不動産業、物品
賃貸業

鹿児島県 鹿児島市南林寺町26-9

2645 株式会社人事アップ 分類不能の産業 鹿児島県
姶良市加治木町新富町4－2
Ｆ

2646
株式会社ＥＮ　ＷＡＴＥＲ
ＦＡＲＭＳ

医療、福祉 鹿児島県 鹿児島市川田町2023-1 http://ｗｗｗ.ｅｎｗａｔｅｒｆａｒｍｓ.ｃｏｍ

2647
北薩材プレカット事業協同
組合

製造業 鹿児島県 薩摩郡さつま町時吉2033-5

2648 株式会社Ａｆｆｉｎｏ
卸売、小売業
生活関連サービ
ス業、娯楽業

鹿児島県 霧島市国分広瀬1丁目10-15 http://www.chloris.me

2649
ノーティーモーターサイク
ル

卸売・小売業 鹿児島県 鹿児島市春山町1277-2 http://naughty-motorcycle.com

2650 株式会社プリマス 運輸業 鹿児島県 鹿児島市谷山港1-3-17
2651 (有)大坪岩次郎商店 飲食店・宿泊業 鹿児島県 垂水市錦江町1-194

2652 西山水道
電気・ガス・熱
供給・水道業

鹿児島県
志布志市志布志町安楽177-
27

2653 (有)芳恵丸 漁業 鹿児島県 鹿屋市古江町610
2654 さつま水産(株) 漁業 鹿児島県 鹿屋市古江町7452番地11
2655 有限会社建築の前原 建設業 鹿児島県 南さつま市加世田益山7974

2656
有限会社森山水産加工セン
ター

漁業
製造業

鹿児島県 垂水市牛根麓9-4

2657 株式会社綾福祉会 医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市上野町4790番地1
2658 発達支援センタースマイル 医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市西大手町5-8 http://kanoya-smile.lovepop.jp/

2659 株式会社　蓬の郷
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 志布志市有明町351-3

2660 AMAZE
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿屋市寿7丁目8-50　浜田
ビル

2661 株式会社アイキカク 製造業 鹿児島県
鹿児島市下荒田3丁目10-
20-1F

http://www.aiinsatsu.com

2662
かさも社会保険労務士事務
所・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

2663 有限会社大成畜産
農業・林業
卸売・小売業
飲食店・宿泊業

鹿児島県
曽於市大隅町大谷5066番地
6

http://www.oonari-chikusan.com

2664
はるしま整形外科クリニッ
ク

医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市旭原町2572番2

2665 ひろた小児科 医療・福祉 鹿児島県
志布志市有明町野井倉
8036-1

2666 有限会社　森山水産 製造業 鹿児島県 垂水市牛根麓1306
2667 株式会社　ＴＡＳかのや 建設業 鹿児島県 鹿屋市田崎町1169-1
2668 一般社団法人　未来 医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市吾平町下名998-1 http://www.svs-mirai.co.jp

2669 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
2670 有限会社　片平農産 農業・林業 鹿児島県 肝属郡東串良町岩弘2132-2



2671
医療法人常慈会　小浜クリ
ニック

医療・福祉 鹿児島県 鹿屋市吾平町上名10番地

2672 丸久建設株式会社 建設業 鹿児島県 出水市昭和町12番21号 http://www.marukyu-hanacoco.com/

2673 有限会社　炭火焼肉カルビ 飲食店・宿泊業 鹿児島県 肝属郡肝付町宮下426-5

2674
株式会社　ＴＨＭＭ（デイ
サービスあゆみ）

医療・福祉 鹿児島県 肝属郡肝付町新富5183-1

2675 株式会社　ミズホ商会 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市大手町12-1

2676 AFFIY HAIR
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県
鹿屋市札元2丁目3664-10
コロシアムガーデン1階

2677
デザインダイニング　ＷＡ
ＬＬ

飲食店・宿泊業 鹿児島県 鹿屋市西原1丁目14-5

2678 hair&spa etu
生活関連サービ
ス・娯楽業

鹿児島県 鹿屋市大手町2-3

2679 秋元ガス　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業
卸売・小売業

鹿児島県 鹿屋市田崎町717番地 http://www.akimoto-gas.co.jp

2680 有限会社　三幸 卸売・小売業 鹿児島県 鹿屋市上祓川町4876
2681 株式会社　花岡建設 建設業 鹿児島県 鹿屋市今坂町12411

2682 総合水処理株式会社 卸売・小売業 鹿児島県
鹿児島市田上8丁目15番35
号

http://s-mizu.co.jp

2683 株式会社源麹研究所 製造業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876-15

2684 株式会社　サチオ自動車
専門・技術サー
ビス業

鹿児島県 肝属郡肝付町後田2410-1

2685
特定非営利活動法人　南の
太陽

医療・福祉 鹿児島県 肝属郡肝付町富山1791-1

2686 ＯＫ農芸 農業・林業 鹿児島県 肝属郡肝付町城元663
2687 株式会社　谷口建設 建設業 鹿児島県 曽於郡大崎町菱田990番地3
2688 有限会社　倉建設 建設業 鹿児島県 肝属郡肝付町南方1693-1
2689 有限会社　ナンリ 製造業 鹿児島県 鹿屋市郷之原町11989
2690 株式会社　宇都電設 建設業 鹿児島県 鹿屋市新川町5481
2691 有限会社河内菌本舗 卸売・小売業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876-15
2692 源気ファーム株式会社 農業・林業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓387-12
2693 株式会社河内源一郎商店 製造業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876-15
2694 霧島高原ビール株式会社 製造業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876-15
2695 錦灘酒造株式会社 製造業 鹿児島県 霧島市溝辺町麓876-15

2696 合同会社イマムラ 医療・福祉 鹿児島県
鹿児島市呉服町5番6号下園
ビル1F

2697
株式会社水環境プランニン
グ

専門・技術サー
ビス業

鹿児島県
鹿児島市玉里団地3丁目37-
19-16

2698 株式会社　ひとのわ 農業・林業 鹿児島県 曽於郡大崎町仮宿3474-3

2699 エンジニアリング開発㈲
建設業
不動産業

鹿児島県 鹿屋市寿3-6-6 http://eng-k.com

2700 銘苅合同会社 医療・福祉 沖縄県 沖縄県那覇市銘苅3-16-30

2701
社会福祉法人大竹福祉会お
おたけ保育園

医療・福祉 沖縄県 沖縄県那覇市曙2-8-13 http://ootake-fukushikai.jp/ootake-h

2702
社会福祉法人大竹福祉会ま
つやま保育園

医療・福祉 沖縄県 沖縄県那覇市松山1-30-14 http://ootake-fukushikai.jp/matsuyama-h/

2703 有限会社傘愛 医療・福祉 沖縄県
沖縄県那覇市首里石嶺町3-
30-8

2704 株式会社シーメッド 卸売・小売業 沖縄県 沖縄県浦添市勢理客3-3-11 http://www.c-med.jp/

2705 株式会社オフィスハート 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県浦添市港川2-13-2
No.46

http://www.heart-kids.net

2706 社会福祉法人憲章会 医療・福祉 沖縄県
沖縄県南城市大里字大城
1392

http://www.kenshoukai.or.jp

2707
有限会社新港ドライアイス
販売

卸売・小売業 沖縄県
沖縄県浦添市伊奈武瀬1-4-
1

2708 有限会社リリーフ沖縄 医療・福祉 沖縄県
沖縄県那覇市小禄1-8-16
仲間アパート101号

2709 Vitra hair laboratory
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県豊見城市宜保148
仲元マンション

http://vitra.ti-da.net/

2710
株式会社ナカタツショーカ
イ

教育・学習支援
業

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

2711 シィーエスアイ株式会社 情報通信業 沖縄県
沖縄県浦添市伊祖3-4-12
3Ｆ

http://www.csinet.jp

2712
株式会社オフィススリー
オー

情報通信業 沖縄県
沖縄県浦添市城間3-25-1
共和アパート103号室

http://www.office3o.com/



2713 株式会社スペースチャイナ
教育・学習支援
業

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

2714 株式会社フラッシュエッヂ 情報通信業 沖縄県
沖縄県那覇市壺川3-1-10
田良島ビル2階

http://www.flash-edge.com

2715 株式会社壱輝 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県那覇市寄宮1-11-6
2Ｆ

2716 髪結屋
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 沖縄県那覇市大道48-5

2717 ピパーチキッチン 飲食店・宿泊業 沖縄県 沖縄県那覇市西2-6-16

2718 カタチキ 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県那覇市首里石嶺町1-
114-7

http://katachiki.com/

2719 株式会社ﾗｲﾌﾃﾗｽうらにし 医療・福祉 沖縄県 沖縄県浦添市西原5-45-2 http://www.iyashinokuni.net

2720 有限会社ヨシムラ
その他のサービ
ス業

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

2721 株式会社サンライフケア 医療・福祉 沖縄県 沖縄県那覇市銘苅3-17-22 http://www.nahasunlife.com

2722 有限会社アドバイス 金融・保険業 沖縄県
沖縄県浦添市城間4-7-1
浦添ショッピングセンター
1Ｆ

2723 ｸﾛﾜｯｻﾝのお店　クイニー 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県那覇市首里末吉町1-
187-8 1F

2724 株式会社CFS宮商 卸売・小売業 沖縄県 沖縄県那覇市曙2-26-14 http://miyasyo.com

2725 shi-gwa-salon Yi-coR
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県那覇市赤嶺2-15-14
2Ｆ

2726
リンパドレナージュ　りゅ
う

生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県那覇市天久1-26-23
絆ビルディング3階

2727
株式会社ステーション・
ピー

情報通信業 沖縄県 沖縄県宜野湾市伊佐3-4-1 http://www.stationp.co.jp/

2728 有限会社朝電気
電気・ガス・熱
供給・水道業

沖縄県 沖縄県那覇市辻1-1-9 http://www.tomodenki.co.jp

2729
株式会社琉球人材派遣セン
ター

その他のサービ
ス業

沖縄県
沖縄県沖縄市室川2-8-13
平良アパート103号

http://www.mco.ne.jp/~hk1969

2730 NPOハタワークス
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
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

2731
有限会社勇気 勇気整骨院新
都心院

生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県那覇市前島2-1-5
嘉陽ビル2Ｆ

2732 株式会社クロトン
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県浦添市安波茶1-53-
13　豊福ビル2階

http://croton.jp

2733 株式会社沖縄物産企業連合 卸売・小売業 沖縄県 沖縄県那覇市金城3-8-11 http://www.feenu.co.jp

2734 株式会社アスワン琉球.com 建設業 沖縄県
沖縄県那覇市宇栄原3-16-
53

2735 Hair Lounge THREE BEE
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県那覇市首里寒川町2-
29-7 B-1

http://three-bee.jp

2736 Okinawa bakery ippe coppe 卸売・小売業 沖縄県
沖縄県浦添市港川2-16-1
No.26

http://www.ippe-coppe.com

2737
エイアンドダブリュ沖縄株
式会社

飲食店・宿泊業 沖縄県 沖縄県浦添市字牧港1196 http://www.awok.co.jp

2738
株式会社Ｃ＆Ｃアソシエイ
ツ

専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎2-2-7　2
階

http://cca-co.jp

2739 オフィスあるふぁ
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県浦添市内間5-1-18 ﾏ
ﾝｼｮﾝくしばる101

http://alpha.pluto.ryucom.jp

2740 株式会社YAKITA 医療・福祉 沖縄県 沖縄県那覇市辻2-4-1

2741 株式会社ｵﾑﾆﾊﾞｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾎﾞ 情報通信業 沖縄県
沖縄県那覇市銘苅2-3-1
なは市民協働プラザ401

http://omwonlab.com

2742 合同会社フラワー 医療・福祉 沖縄県
沖縄県与那原町東浜78-
1(104)

2743 AILAS
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 沖縄県うるま市赤道173-8

2744
株式会社タイムス住宅新聞
社

情報通信業 沖縄県 沖縄県うるま市州崎7-14

2745 株式会社富士盛建設 建設業 沖縄県
沖縄県那覇市首里金城町4-
21

http://fujimorikensetsu.com

2746
社会福祉法人さくら会さく
ら保育園

医療・福祉 沖縄県 沖縄県那覇市寄宮1-16-10 http://www.sakura.hoikuen.info/

2747 株式会社ポムス
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県那覇市古波蔵4-13-3
SSKビル1Ｆ



2748
株式会社ライフコーポレー
ション

不動産業 沖縄県
沖縄県豊見城市宜保403
ロイヤルビル101

http://life-okinawa.jp/

2749 Banana concept 建設業 沖縄県 沖縄県沖縄市胡屋2-9-11 http://www.banacon.com

2750 株式会社沖縄ﾀｲﾑ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ
教育・学習支援
業

沖縄県 沖縄県那覇市曙2-10-25 http://t2okinawa.wix.com/otimea

2751
勇気フードサービス株式会
社

飲食店・宿泊業 沖縄県
沖縄県那覇市前島2-1-5
嘉陽ビル2Ｆ

2752 株式会社アイライフ 不動産業 沖縄県
沖縄県糸満市字潮平621-1
サンライフ潮平102

http://www.pitat-itoman.co.jp/

2753 株式会社シーサー
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄県那覇市港町2-2-9
カサデラブリー港町203

http://seasir.com/

2754 株式会社友秀 不動産業 沖縄県
沖縄県那覇市久茂地2-6-25
ランドマークくもじ4Ｆ

http://www.yu-shu.jp/

2755 株式会社ﾊﾄﾞﾑﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 製造業 沖縄県 沖縄県那覇市字小禄1351 http://hadm.jp/

2756 株式会社　アート企画
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字下里
1177-1

http://www.artkikaku.co.jp/

2757 皆愛野菜工房 製造業 沖縄県
沖縄県宮古島市下地字与那
覇1432-13

2758 有限会社　シンプロ
その他のサービ
ス業

沖縄県
沖縄県宮古島市平良字松原
840

http://miyatabi.com/company

2759 有限会社タマレンタ企画 飲食店・宿泊業 沖縄県 国頭郡伊江村字川平310 http://www.tamarenta.jp

2760 株式会社いえじま家族 卸売・小売業 沖縄県 国頭郡伊江村字川平200 http://www.iejimakazoku.jp

2761 株式会社ＩＮＡＭＩ 卸売・小売業 沖縄県 うるま市字赤道461-1
2762 株式会社ユウヒ開発 建設業 沖縄県 うるま市字宇堅897-1 http://yuuhi.co.jp

2763 Kailua Hula Studio
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
沖縄市久保田3-3-1比嘉マ
ンション103

2764 有限会社平良建設 建設業 沖縄県 沖縄市泡瀬4-23-20

2765
株式会社ウォータージャパ
ン

卸売・小売業 沖縄県 沖縄市中央3-15-3 http://www.wtjpn.com

2766 テクノ自動車鈑金塗装
専門・技術サー
ビス業

沖縄県 うるま市字兼箇段1994-1

2767 のぼりや製菓有限会社 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市上地1-10-17 http://noboriya-koza.com/

2768 丸糸茶舗 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市照屋1-1-3
2769 株式会社ぬちまーす 製造業 沖縄県 うるま市与那城宮城2768 http://www.nutima-su.jp

2770 有限会社総合保険ジャスト 金融・保険業 沖縄県 沖縄市安慶田4-12-9-103 http://www.sompojapan-ag.com/a/3324just

2771 有限会社嘉手納商事 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市登川3317-4

2772 株式会社イデア
専門・技術サー
ビス業

沖縄県
うるま市石川白浜1-12-1
2Ｆ

http://idea.okinawa.jp

2773 株式会社ＴＤＳ
専門・技術サー
ビス業

沖縄県 沖縄市高原5-11-3

2774 有限会社南営工業 建設業 沖縄県 うるま市喜仲2-22-23 http://www.naneikogyo.com

2775 株式会社明香工務店 建設業 沖縄県 沖縄市古謝津嘉山町26-7 http://www.asukakoumuten.com

2776 Miche・Miche 製造業 沖縄県 沖縄市比屋根1-7-23

2777
株式会社ゴールドバリュー
クリエーション

専門・技術サー
ビス業

沖縄県
浦添市勢理客4-13-1浦添市
産業振興センター結の街
504

http://www.gvc.co.jp/

2778 (有)国栄建設 建設業 沖縄県
国頭郡国頭村字辺土名
1514-2

2779 有限会社青の空 医療・福祉 沖縄県 南城市字玉城字當山8-1

2780
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/company/

2781
有限会社浜川建築設計事務
所

建設業 沖縄県 沖縄市松本3-1-2

2782 ＡＸＩＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 沖縄市山内2-35-1 http://axis-okinawa.com

2783 あずま鍼灸整骨院 医療・福祉 沖縄県 うるま市石川1-41-9
2784 株式会社ＥＩＫＡＮ 不動産業 沖縄県 宜野湾市野嵩2-2-6
2785 パシフィックオート 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市泡瀬4-107-6
2786 株式会社ティーダ 医療・福祉 沖縄県 沖縄市胡屋1-5-6

2787
社会福祉法人　木の国保育
園

医療・福祉 沖縄県 南城市大里字稲嶺2853-1

2788
医療法人新整会　じのん整
形外科クリニック

医療・福祉 沖縄県 宜野湾市宇地泊820 https://www.ginon-clinic.jp

2789 Ｃ-s.t.y.l.e
その他のサービ
ス業

沖縄県 沖縄市上地4-20-1(2-B)

2790 有限会社　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://www.care-mado.com/search/Jigyosho/kyotaku/kyushu/okinawaken/50_4770600023.html



2791 有限会社ロング・パイン 医療・福祉 沖縄県 中城村字伊舎堂284-29 http://www.longpine-okinawa.com/

2792 金秀商事(株) 卸売・小売業 沖縄県 西原町字小那覇494-1

2793
社会福祉法人　大立福祉会
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/

2794 有限会社　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番地

https://www.sanwa-ds.com/

2795 (株)三倉食品 製造業 沖縄県 西原町字東崎4-10

2796 Hair Lino Lino
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 那覇市上之屋1-18-15　1F

2797
株式会社フォーサイト・シ
ステムズ

情報通信業 沖縄県 宜野湾市真栄原3-11-7 http://www.foresight-sys.co.jp

2798 エステサロン mino
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 名護市東江1-3-2　101 http://mino-sd.com

2799 有限会社東南植物楽園
専門・技術サー
ビス業

沖縄県 沖縄市知花2146 http://www.southeast-botanical.jp/

2800 株式会社　琉心運送 運輸業 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字松原
282番地3

2801
株式会社　宮古島介護　琉
心

医療・福祉 沖縄県
沖縄県宮古島市平良字松原
282番地3

http://kaigodb.com/jigyousho/4775500194-150/

2802 MTサロン那覇久米店
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県
那覇市久米２－１５－７
１Ａ

http://www.mtsalon.jp/menu/program

2803 （有）琉測コンサルタント
その他のサービ
ス業

沖縄県 宜野湾市野嵩2-7Ⅰ-201号

2804 合同会社オールシステム 建設業 沖縄県 うるま市字豊原555-6

2805 大幸鍼灸整骨院 医療・福祉 沖縄県
うるま市みどり町4-2-10
102

2806
（有）金城コーポレーショ
ン　どないや

飲食店・宿泊業 沖縄県
那覇市松山1-15-14　松山
第三ﾋﾞﾙ201

2807 Hikari House Cleaning
その他のサービ
ス業

沖縄県 沖縄市諸見里3-46-40

2808 有限会社シンリョウ電工 建設業 沖縄県 沖縄市山内4-10-6

2809
アイラッシュ＆ネイル　エ
ステル　うるま西原店

生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 うるま市西原416-3

2810 Diamond Stars（株） 卸売・小売業 沖縄県 浦添市西洲2-9-2
2811 株式会社南栄開発 建設業 沖縄県 うるま市昆布1391-1
2812 有限会社沖縄介護サービス 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市泡瀬3-21-10

2813 ThaiMed　タイメッド
その他のサービ
ス業

沖縄県
宜野湾市伊佐3-1-3　第6タ
テルマンビル2階

www.thaimed.llo.jp

2814 株式会社ラグーン
生活関連サービ
ス・娯楽業

沖縄県 国頭郡恩納村恩納339 http://lagoon-diving.com

2815 特定非営利活動法人ToiToi 医療・福祉 沖縄県 沖縄市諸見里1-32-3

2816 有限会社Ｎ．Ｃ．Ｃ
教育・学習支援
業

沖縄県 豊見城市豊崎1-456

2817 株式会社ヘーラー 卸売・小売業 沖縄県 那覇市小録243 http://hera.co.jp/

2818
k＆cＰａｒｔｎｅｒｓ合同
会社

その他のサービ
ス業

沖縄県
那覇市具志3-23-8　ダイア
ハウス201具号室

2819
株式会社農業生産法人テク
ノグリーン

農業・林業 沖縄県 沖縄市大里2-24-9

2820 合同会社 Happy Joy
その他のサービ
ス業

沖縄県 沖縄市宮里3-37-26 https://kagayakiugoku@amebaownd.com

2821 合同会社稲建装 建設業 沖縄県 うるま市字高江洲449-3
2822 シンプルライフ 卸売・小売業 沖縄県 沖縄市園田2-19-19　1Ｆ右 http://simplelife.okinawa

2823 Ｔ＆Ｔ 建設業 沖縄県
那覇市銘刈322-5　マエシ
ロビル3Ｆ

2824
小規模認可外保育園あさみ
保育園

医療・福祉 沖縄県 沖縄市南桃原2-15-1　2階

2825 合同会社REGINA OKINAWA
その他のサービ
ス業

沖縄県 沖縄市桃原1-1-31　2階


