
登録日：令和４年２月１日

（五十音順）

No. 事業者名 業種

1 赤川紙株式会社 卸売業、小売業

2 認定こども園　あけぼの愛育保育園 企業以外

3 アサヒプリテック株式会社　北九州事業所 サービス業（他に分類されないもの）

4 一般社団法人　ANIMAL POLICE 医療、福祉

5 株式会社有薗製作所 製造業

6 株式会社　イコーハウス 建設業

7 株式会社石川鉄工所 製造業

8 市川産業株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

9 株式会社樹 宿泊業、飲食サービス業

10 株式会社　伊藤工業 建設業

11 株式会社インキューブ西鉄 卸売業、小売業

12 有限会社AID 製造業

13 株式会社　ＡＺ保険事務所 金融業、保険業

14 株式会社　エコルにぶや 卸売業、小売業

15 株式会社　MMDS. サービス業（他に分類されないもの）

16 エルアンドアール保険企画有限会社 金融業、保険業

17 株式会社　大田プラント 建設業

18 大林建設　株式会社 建設業

19 株式会社　岡部組 建設業

20 岡本土木株式会社 建設業

21 株式会社奥村組　九州支店 建設業

22 株式会社カトレア 卸売業、小売業

23 株式会社カトレアサックス 卸売業、小売業

24 北九州ウッド株式会社 卸売業、小売業

25 北九州エル・エヌ・ジー株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業

26 北九州市廃棄物処理事業 協同組合 生活関連サービス業、娯楽業

27 株式会社　きたせつ 建設業

28 九州清掃事業センター株式会社 生活関連サービス業、娯楽業

29 九州電力送配電株式会社　北九州支社 電気・ガス・熱供給・水道業

30 一般財団法人九州電気保安協会　北九州支部 サービス業（他に分類されないもの）

31 九昭電設工業株式会社 建設業

32 株式会社　九清 建設業

33 株式会社九鉄ビルト 建設業

34 協清株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

35 株式会社グリーンズ 宿泊業、飲食サービス業

36 株式会社クリエイション 建設業

37 株式会社グローバルマーケット 不動産業、物品賃貸業

38 株式会社クロスボーダーコンサルティング サービス業（他に分類されないもの）
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39 株式会社Care Land 医療、福祉

40 光進工業株式会社 建設業

41 光進総建株式会社 建設業

42 光進ホールディングス株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

43 株式会社越治産業 サービス業（他に分類されないもの）

44 株式会社コレクトジャパン 金融業、保険業

45 有限会社　さくら館 医療、福祉

46 株式会社　佐藤技建 建設業

47 山九株式会社　製造・調達部 製造業

48 山光金属株式会社　ひびきリサイクルセンター サービス業（他に分類されないもの）

49 株式会社サンリブ 卸売業、小売業

50 株式会社ＣＬＧ サービス業（他に分類されないもの）

51 株式会社　ジェー・フィルズ 製造業

52 株式会社　常 建設業

53 医療法人　心愛 医療、福祉

54 株式会社　新栄 建設業

55 株式会社しんこう 製造業

56 新日本非破壊検査株式会社 学術研究、専門・技術サービス業

57 新日本熱学株式会社 建設業

58 信和鋼板株式会社 製造業

59 有限会社　水建 建設業

60 株式会社スズキ設計 学術研究、専門・技術サービス業

61 株式会社スターフライヤー 運輸業、郵便業

62 株式会社　寿陽建設 建設業

63 清掃美化協同組合 生活関連サービス業、娯楽業

64 西部沢井薬品株式会社 卸売業、小売業

65 セゾン株式会社 情報通信業

66 有限会社　ゼムケンサービス 建設業

67 創映株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

68 綜合警備保障株式会社　北九州支社 サービス業（他に分類されないもの）

69 大一電設　株式会社 建設業

70 大榮株式会社 建設業

71 ダイキンHVACソリューション九州株式会社　北九州支店 卸売業、小売業

72 株式会社　大商 教育、学習支援業

73 大正伸鐵株式会社 製造業

74 大同建設株式会社 建設業

75 泰平印刷株式会社 製造業

76 株式会社　大弥 電気・ガス・熱供給・水道業

77 株式会社　大和総合建設 建設業
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78 大和リース株式会社　北九州支店 建設業

79 武巳建設株式会社 建設業

80 株式会社谷川建設 建設業

81 田村産業株式会社 建設業

82 公益財団法人　地球環境戦略研究機関　北九州アーバンセンター 企業以外

83 ディ・ケイ・グループ協同組合 サービス業（他に分類されないもの）

84 株式会社テラ 建設業

85 東宝ホーム株式会社 建設業

86 東洋建設工業株式会社 建設業

87 トータルテック株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

88 株式会社戸畑ターレット工作所 製造業

89 戸畑土建工業株式会社 建設業

90 株式会社　冨倉 建設業

91 トヨタL&F福岡株式会社 卸売業、小売業

92 株式会社ドリス 卸売業、小売業

93 有限会社　中村製作所 建設業

94 西鉄運輸株式会社 運輸業、郵便業

95 西鉄エアサービス　株式会社　北九州空港所 サービス業（他に分類されないもの）

96 西鉄観光バス株式会社 運輸業、郵便業

97 株式会社西鉄グリーン土木　北九州営業所 サービス業（他に分類されないもの）

98 西鉄ウェルネス株式会社 生活関連サービス業、娯楽業

99 株式会社西鉄チケットサービス サービス業（他に分類されないもの）

100 西鉄電設工業株式会社　北九州営業所 建設業

101 西鉄不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業

102 西日本海運株式会社 運輸業、郵便業

103 西日本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）

104 株式会社西日本メタル 製造業

105 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

106 日本資源流通株式会社 卸売業、小売業

107 有限会社　野田電気 電気・ガス・熱供給・水道業

108 株式会社野原商会 サービス業（他に分類されないもの）

109 ハーベストネクスト株式会社　北九州営業所　 宿泊業、飲食サービス業

110 株式会社ハーモニープラス 金融業、保険業

111 博新建設株式会社 建設業

112 株式会社HACOTAS サービス業（他に分類されないもの）

113 飯銅建設株式会社 建設業

114 響灘菜園株式会社 農業、林業

115 株式会社　ヒューマン・クリエイト 複合サービス事業

116 株式会社　ヒロ・コーポレーション サービス業（他に分類されないもの）
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117 株式会社広吉環境開発 サービス業（他に分類されないもの）

118 株式会社福岡銀行　北九州本部 金融業、保険業

119 株式会社　フクデン 建設業

120 株式会社フジコー 製造業

121 有限会社　藤原組 サービス業（他に分類されないもの）

122 株式会社　プラスアド 複合サービス事業

123 株式会社ベストワーク運輸 運輸業、郵便業

124 ポストアンドポスト株式会社　ポスポスマルシェチャチャタウン小倉店 卸売業、小売業

125 株式会社　本多設備工業 建設業

126 マーク建設株式会社 建設業

127 株式会社松尾組 建設業

128 松田建設工業株式会社 建設業

129 丸井環境有限会社 サービス業（他に分類されないもの）

130 株式会社丸信　北九州営業所 製造業

131 株式会社丸勢運輸 運輸業、郵便業

132 丸西興産株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

133 丸西商事有限会社 医療、福祉

134 丸八商事株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

135 株式会社ミクニ 不動産業、物品賃貸業

136 株式会社水野文化園 建設業

137 株式会社三井住友銀行　北九州法人営業部 金融業、保険業

138 株式会社三吉 建設業

139 みらい建設工業株式会社北九州営業所 建設業

140 公益社団法人　無人機研究開発機構 企業以外

141 有限会社　本屋敷建設 建設業

142 株式会社ヤマックス 運輸業、郵便業

143 株式会社　山本建設 建設業

144 吉浦海運株式会社 建設業

145 株式会社　𠮷田工務店 建設業

146 ヨシミ工産株式会社 製造業

147 ライフパートナー　株式会社 金融業、保険業

148 株式会社ラック 情報通信業

149 リコージャパン株式会社　小倉事業所 卸売業、小売業

150 株式会社　LOBJET サービス業（他に分類されないもの）

151 有限会社　わいど保険 金融業、保険業

152 株式会社若港 建設業

153 若築建設株式会社　北九州営業所 建設業

以上、153事業者


