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北九州SDGｓ登録制度 第１次登録事業者一覧
（五十音順）
No.

事業者名

業種

1

株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 北九州支店

サービス業（他に分類されないもの）

2

株式会社 アクティブ・ライフ・サポート

複合サービス事業

3

株式会社アステック入江

製造業

4

株式会社あひるコンサルティング

金融業、保険業

5

有限会社アリタサービス

サービス業（他に分類されないもの）

6

株式会社EVモーターズ・ジャパン

製造業

7

株式会社 池間組

建設業

8

株式会社イシザカ工業

建設業

9

異島電設株式会社

建設業

10 株式会社 井筒屋

卸売業、小売業

11 株式会社インシュアランスバンク

金融業、保険業

12 上田建設工業株式会社

建設業

13 株式会社ウエルクリエイト

サービス業（他に分類されないもの）

14 ウォータースタンド株式会社

生活関連サービス業、娯楽業

15 魚町商店街振興組合

サービス業（他に分類されないもの）

16 株式会社ウチヤマホールディングス

サービス業（他に分類されないもの）

17 宇野紙器工業株式会社

製造業

18 有限会社ＡＭＳ－２１

サービス業（他に分類されないもの）

19 永和工業 株式会社

建設業

20 ＡＧＣエスアイテック株式会社

製造業

21 株式会社エコウッド

製造業

22 株式会社エコマテリアル

製造業

23 株式会社 エックス都市研究所

学術研究、専門・技術サービス業

24 株式会社NHCヘルスケア

卸売業、小売業

25 株式会社NTTドコモ 九州支社 北九州支店

情報通信業

26 株式会社M・R・T

サービス業（他に分類されないもの）

27 オーエーセンター株式会社

卸売業、小売業

28 岡﨑建工株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

29 株式会社 オニクス

建設業

30 株式会社オフィス敷田

生活関連サービス業、娯楽業

31 一般社団法人 おもやいファーム

農業、林業

32 株式会社ガーマンドシステム

情報通信業

33 株式会社 加来文機

卸売業、小売業

34 神楽フィースト株式会社

製造業

35 佳秀工業株式会社

製造業

36 有限会社カヌースクール九州

サービス業（他に分類されないもの）

37 神野建設株式会社

建設業
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38 川本建設工業株式会社

建設業

39 環境テクノス株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

40 医療法人かん養生クリニック

医療、福祉

41 岸川商事株式会社

卸売業、小売業

42 北九州市公営競技局

公務

43 北九西鉄タクシー株式会社

運輸業、郵便業

44 九州運輸建設株式会社

運輸業、郵便業

45 九州化学工業株式会社 戸畑工場

製造業

46 九州機電株式会社

卸売業、小売業

47 学校法人 九州国際大学

企業以外

48 九州製紙株式会社 北九州工場

製造業

49 株式会社九州造園

建設業

50 九州総合建設株式会社

建設業

51 九州ヂャニターサービス株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

52 九州電力株式会社 北九州支店

電気・ガス・熱供給・水道業

53 九州電力株式会社 新小倉発電所

電気・ガス・熱供給・水道業

54 九州日本信販株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

55 九州防災メンテナンス株式会社

建設業

56 九州メタル産業株式会社

製造業

57 株式会社キューセン

製造業

58 九鉄工業株式会社

建設業

59 株式会社 九電工 北九州支店

建設業

60 九和設計株式会社

学術研究、専門・技術サービス業

61 株式会社 共伸建設

建設業

62 株式会社ギラヴァンツ北九州

サービス業（他に分類されないもの）

63 株式会社クリーンセンター

サービス業（他に分類されないもの）

64 クレスト 有限会社

金融業、保険業

65 社会福祉法人 桑の実会

企業以外

66 株式会社 ケイ・イー・エス

建設業

67 計測検査 株式会社

学術研究、専門・技術サービス業

68 光和精鉱株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

69 コーアツ工業株式会社 北九州営業所

建設業

70 コ－エ－株式会社

卸売業、小売業

71 株式会社 小倉縞縞

卸売業、小売業

72 株式会社 吾水総合コンサルタント

学術研究、専門・技術サービス業

73 コスモ海洋株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

74 株式会社 ゴトウ

医療、福祉
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75 古民家蘇生工房

建設業

76 コンクリートテストサービス株式会社

運輸業、郵便業

77 株式会社近藤海事

建設業

78 株式会社ザザホラヤ

卸売業、小売業

79 特定非営利活動法人里山を考える会

企業以外

80 株式会社サニーライフ

サービス業（他に分類されないもの）

81 株式会社 さわやか倶楽部

医療、福祉

82 山九株式会社 北九州支店

運輸業、郵便業

83 株式会社サンキュードラッグ

卸売業、小売業

84 株式会社ジーエー・タップ

サービス業（他に分類されないもの）

85 JR九州ステーションホテル小倉株式会社

宿泊業、飲食サービス業

86 株式会社 ジェネック

運輸業、郵便業

87 株式会社 志道⼯務店

建設業

88 株式会社シスコム

情報通信業

89 株式会社 清水建築工業

建設業

90 下川都市企画株式会社

建設業

91 シャボン玉石けん株式会社

製造業

92 株式会社ジャム

情報通信業

93 株式会社正真

建設業

94 医療法人しょうわ会

企業以外

95 白石鉄工株式会社

製造業

96 株式会社 白海

建設業

97 新川電機株式会社 北九州支店

卸売業、小売業

98 新ケミカル商事株式会社

卸売業、小売業

99 株式会社 進州電気

建設業

100 株式会社 信頼

金融業、保険業

101 株式会社 新菱

製造業

102 親和スチール株式会社

製造業

103 株式会社資さん

宿泊業、飲食サービス業

104 株式会社スピナ

不動産業、物品賃貸業

105 住友生命保険相互会社 北九州支社

金融業、保険業

106 セイコーエプソン株式会社 北九州オフィス

製造業

107 株式会社ゼンリンプリンテックス

製造業

108 株式会社ソルネット

情報通信業

109 損害保険ジャパン株式会社

金融業、保険業

110 株式会社大安

運輸業、郵便業

111 第一環境株式会社 九州・沖縄支店

電気・ガス・熱供給・水道業
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112 第一生命保険株式会社 北九州総合支社

金融業、保険業

113 大英産業株式会社

不動産業、物品賃貸業

114 株式会社ダイコウ技建

建設業

115 株式会社タイズ

情報通信業

116 株式会社タカギ

製造業

117 株式会社タステックホールディングス

建設業

118 辰巳開発株式会社

不動産業、物品賃貸業

119 田中工業株式会社

製造業

120 株式会社千草

宿泊業、飲食サービス業

121 筑豊電気鉄道株式会社

運輸業、郵便業

122 有限会社月翔

医療、福祉

123 東京海上日動火災保険株式会社 北九州支店

金融業、保険業

124 東邦チタニウム株式会社 北九州事業所

製造業

125 株式会社トーカイ

製造業

126 株式会社ドーワテクノス

卸売業、小売業

127 トップ保険サービス株式会社

金融業、保険業

128 株式会社 内外美装

サービス業（他に分類されないもの）

129 株式会社 中柴工務店

建設業

130 株式会社なかやしき

建設業

131 株式会社南立ホールディングス

複合サービス事業

132 株式会社 西鉄エージェンシー 北九州営業所

サービス業（他に分類されないもの）

133 西鉄エム・テック株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

134 西鉄ケアサービス株式会社

医療、福祉

135 西鉄車体技術株式会社 小倉工場

サービス業（他に分類されないもの）

136 株式会社西鉄ストア

卸売業、小売業

137 西鉄バス北九州株式会社

運輸業、郵便業

138 西鉄ビルマネジメント株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

139 株式会社西鉄ホテルズ

宿泊業、飲食サービス業

140 西鉄旅行株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

141 西日本オートリサイクル株式会社

卸売業、小売業

142 西日本シティ銀行 北九州総本部

金融業、保険業

143 株式会社西日本テクノス

製造業

144 西日本鉄道株式会社

運輸業、郵便業

145 西日本電信電話株式会社 北九州支店

情報通信業

146 西日本ペットボトルリサイクル株式会社

製造業

147 日信工業株式会社

建設業

148 日鉄エンジニアリング株式会社

建設業
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149 日本磁力選鉱株式会社

製造業

150 日本鉄塔工業株式会社

製造業

151 日本環境設計株式会社 北九州響灘工場

製造業

152 株式会社日本政策金融公庫 北九州支店

金融業、保険業

153 日本たばこ産業株式会社 北九州支店

製造業

154 株式会社日本ハウジングセンター

卸売業、小売業

155 熱産ヒート株式会社

製造業

156 ネッツトヨタ北九州株式会社

卸売業、小売業

157 野坂建設株式会社

建設業

158 ハートランド平尾台株式会社

生活関連サービス業、娯楽業

159 ハゼモト建設株式会社

建設業

160 濱田重工株式会社

製造業

161 原口建設株式会社

建設業

162 阪九フェリー株式会社

運輸業、郵便業

163 半田電設工業株式会社

建設業

164 株式会社 光タクシー

サービス業（他に分類されないもの）

165 ひびき灘開発株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

166 有限会社ひまわり

不動産業、物品賃貸業

167 百武総建

建設業

168 ビルドリペア技研工業株式会社

建設業

169 株式会社 広島銀行 北九州支店

金融業、保険業

170 株式会社廣瀬産業海事工業所

建設業

171 株式会社HIROTAホールディングス

不動産業、物品賃貸業

172 有限会社ファイン

建設業

173 フィード・ワン株式会社

製造業

174 株式会社ブイメンテ

建設業

175 特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

企業以外

176 福岡観光バス株式会社 北九州支店

運輸業、郵便業

177 福岡小松フォークリフト株式会社 北九州支店

サービス業（他に分類されないもの）

178 福岡ひびき信用金庫

金融業、保険業

179 株式会社 福山組

建設業

180 株式会社福山コンサルタント 北九州本社

学術研究、専門・技術サービス業

181 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 北九州支店

学術研究、専門・技術サービス業

182 株式会社富士ピー・エス 北九州営業所

建設業

183 株式会社不動産中央情報センター

不動産業、物品賃貸業

184 ＮＰＯ法人武道の学校

企業以外

185 ＋TAP北九州

サービス業（他に分類されないもの）
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186 株式会社 ペイジ

製造業

187 ホクザイ運輸株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

188 株式会社ボナー

複合サービス事業

189 ホンダカーズ北九州グループ

卸売業、小売業

190 一般社団法人 まちはチームだ

サービス業（他に分類されないもの）

191 株式会社 松尾設計

サービス業（他に分類されないもの）

192 株式会社 MAX工業

建設業

193 株式会社 マツシマ メジャテック

製造業

194 丸栄産業株式会社

建設業

195 株式会社 丸ふじ

卸売業、小売業

196 株式会社 丸綿産業

製造業

197 株式会社ミキサーセンター

運輸業、郵便業

198 三島光産株式会社

製造業

199 株式会社 ミズカミ

製造業

200 三井住友海上火災保険株式会社 北九州支店

金融業、保険業

201 三井住友信託銀行 北九州支店

金融業、保険業

202 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 北九州支店

金融業、保険業

203 株式会社美松産業

宿泊業、飲食サービス業

204 宮田建設株式会社

建設業

205 明治安田生命保険相互会社

金融業、保険業

206 門司港運株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

207 株式会社 安永組

建設業

208 株式会社 安成工務店 北九州支店

建設業

209 山十株式会社

卸売業、小売業

210 株式会社山本工作所

製造業

211 横尾器械株式会社

医療、福祉

212 株式会社ライフクリエイト

卸売業、小売業

213 株式会社 リーフデザイン北九州

金融業、保険業

214 株式会社リブアシスト

複合サービス事業

215 株式会社リョーワ

情報通信業

216 リンクソフトウエア株式会社

情報通信業

217 株式会社レイメイ藤井 北九州支店

卸売業、小売業

218 株式会社 レジェンド

金融業、保険業

219 株式会社レセプター

学術研究、専門・技術サービス業
以上、２１９事業者

