
事業者名
所在
市町村

業種

AURAFIC株式会社 北九州市 卸売業，小売業

赤門産業株式会社 福岡市 卸売業，小売業

株式会社AXions 福岡市 不動産業，物品賃貸業

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

アジアエンヂニアリング株式会社 福岡市 学術研究，専門･技術サービス業

亜細亜建設工業株式会社 筑紫野市 建設業

アスタスク株式会社 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ATGREEN 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社Atopylabo 福岡市 製造業

アトリエ艸舎一級建築士事務所 岡垣町 建設業

AMIDANCESTUDIO 春日市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社アメニティ辰巳 北九州市 不動産業，物品賃貸業

株式会社荒巻組 大木町 建設業

有限会社アリタサービス 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社アルカディア 久留米市 生活関連サービス業，娯楽業

株式会社アルファ 福岡市 卸売業，小売業

株式会社あんしん工房 福岡市 金融業，保険業

株式会社アンドストーリー 福岡市 情報通信業

株式会社イーコムハウジング 福岡市 建設業

株式会社EVモーターズ・ジャパン 北九州市 製造業

株式会社イオスコーポレーション 福岡市 建設業

イオン九州株式会社 福岡市 卸売業，小売業

株式会社イクシス 福岡市 電気・ガス・熱供給・水道業

イサムコーポレーション株式会社 福岡市 建設業

石橋開発株式会社 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業

いとしまこども食堂ほっこり 糸島市 サービス業（他に分類されないもの）
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有限会社糸田清掃 糸田町 生活関連サービス業，娯楽業

社会福祉法人今山会 福岡市 医療，福祉

イルチブレインヨガ香椎スタジオ 福岡市 複合サービス事業

株式会社イワタダイナース 福岡市 宿泊業，飲食サービス業

インフィールド株式会社 久留米市 金融業，保険業

ウイング株式会社九州支店 新宮町 製造業

ウォータースタンド株式会社福岡営業所 福岡市 複合サービス事業

株式会社ウチヤマホールディングス 北九州市 複合サービス事業

株式会社鵜木商店 久留米市 製造業

一般社団法人UBUNTUFSプロモーション 北九州市 生活関連サービス業，娯楽業

永伸産業株式会社 北九州市 製造業

株式会社永和ビルテック 田川市 建設業

株式会社エー・アイ・エム 福岡市 金融業，保険業

株式会社エールアクティブ 北九州市 医療，福祉

エコアス株式会社 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エコウッド 北九州市 製造業

エコー電子工業株式会社 福岡市 卸売業，小売業

エコムシステムズ株式会社 久留米市 卸売業，小売業

株式会社SICホールディングス 福岡市 生活関連サービス業，娯楽業

SCSKサービスウェア株式会社北九州センター 香春町 サービス業（他に分類されないもの）

SCSKサービスウェア株式会社福岡センター 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

合同会社エニクック 筑紫野市 製造業

株式会社FYP 福岡市 複合サービス事業

株式会社M・T企画 うきは市 宿泊業，飲食サービス業

ｍｙネットワーク 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エモーションライティング 糸島市 卸売業，小売業

OAVO株式会社 福岡市 医療，福祉
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大神建設株式会社 福岡市 建設業

株式会社大川家具ドットコム 大川市 卸売業，小売業

株式会社オーズインターナショナル 福岡市 卸売業，小売業

株式会社オートバックス南日本販売福岡カンパニー 福岡市 卸売業，小売業

株式会社オートプロニーズちくご 筑後市 卸売業，小売業

株式会社オーパーツ 福岡市 卸売業，小売業

大平環境管理事務所 新宮町 学術研究，専門･技術サービス業

大牟田柳川信用金庫 大牟田市 金融業，保険業

岡本綜合法律事務所 福岡市 学術研究，専門･技術サービス業

岡本道場 福岡市 製造業

岡本土木株式会社 北九州市 建設業

株式会社荻島組 柳川市 建設業

株式会社奥村組九州支店 北九州市 建設業

株式会社オフィスat 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

オヤセン 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ガーマンドシステム 北九州市 情報通信業

介護サービス九州株式会社 福岡市 医療，福祉

株式会社カイショー 福岡市 卸売業，小売業

花王グループカスタマーマーケティング株式会社九州支社 福岡市 卸売業，小売業

カズコーポレーション株式会社 福岡市 建設業

有限会社香月組 福岡市 建設業

金子建設株式会社 久留米市 建設業

兼貞物産株式会社 久留米市 卸売業，小売業

株式会社紙資源 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

神野建設株式会社 北九州市 建設業

株式会社川口建設 北九州市 建設業

株式会社環境技研 糸島市 生活関連サービス業，娯楽業
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株式会社環境施設 福岡市 建設業

株式会社環境設備公社 糸島市 サービス業（他に分類されないもの）

カンビグループ事業協同組合 須恵町 生活関連サービス業，娯楽業

株式会社北九州銀行 北九州市 金融業，保険業

北九制御システム株式会社 北九州市 製造業

九州運輸建設株式会社 北九州市 運輸業，郵便業

一般財団法人九州環境管理協会 福岡市 学術研究，専門･技術サービス業

株式会社九州空調 福岡市 建設業

九州建設株式会社 福岡市 建設業

株式会社九州建設マネジメントセンター本社 福岡市 学術研究，専門･技術サービス業

学校法人九州国際大学 北九州市 教育，学習支援業

九州総合建設株式会社 北九州市 建設業

九州ダンボール株式会社 筑後市 製造業

株式会社九州電化 福岡市 製造業

九州バイオカーボン株式会社 太宰府市 建設業

株式会社九州マツダ 福岡市 卸売業，小売業

九州三菱自動車販売株式会社 福岡市 卸売業，小売業

九州木材工業株式会社 筑後市 製造業

九州八重洲株式会社 福岡市 不動産業，物品賃貸業

九州林産株式会社 福岡市 建設業

株式会社ＱＴｎｅｔ 福岡市 情報通信業

株式会社九鉄ビルト 北九州市 建設業

有限会社共栄資源管理センター小郡 小郡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社共伸建設 北九州市 建設業

旭昭 福岡市 卸売業，小売業

きりかぶ工房 久留米市 製造業

株式会社空調機のホウエイ 福岡市 建設業
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株式会社グリーンクロス 福岡市 卸売業，小売業

株式会社クリーンセンター 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社Greenprop物流本部 筑紫野市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社Greenprop本社 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社グリーンマクス 福岡市 建設業

有限会社クリーンみかさ 大野城市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社クリエイト・シーズ福岡オフィス 福岡市 卸売業，小売業

株式会社クリエイト・スタッフィング 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社クリデン 行橋市 建設業

久留米印刷株式会社 広川町 製造業

久留米運送株式会社 久留米市 運輸業，郵便業

株式会社久留米鉄工 久留米市 製造業

クローバー株式会社 福岡市 建設業

株式会社グローバルマーケット 北九州市 不動産業，物品賃貸業

グローバルリード株式会社 北九州市 金融業，保険業

株式会社クロステック 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社クロスボーダーコンサルティング 北九州市 複合サービス事業

株式会社桑野商会 朝倉市 宿泊業，飲食サービス業

ケアビジネスエイド株式会社 福岡市 医療，福祉

株式会社ケイ・イー・エス 北九州市 建設業

株式会社ケイ・テクノス 福岡市 建設業

コーエー株式会社九州支店 北九州市 卸売業，小売業

広洋貿易株式会社 福岡市 卸売業，小売業

光和精鉱株式会社 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

コーアツ工業株式会社福岡支店 福岡市 建設業

国分九州株式会社 福岡市 卸売業，小売業

株式会社吾水総合コンサルタント 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業
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コスモ海洋株式会社 北九州市 建設業

株式会社ゴトウ 北九州市 医療，福祉

小西建設工業株式会社 北九州市 建設業

社会福祉法人伍福会 八女市 医療，福祉

株式会社コムネット 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

コンダクト株式会社 北九州市 不動産業，物品賃貸業

株式会社近藤海事 北九州市 運輸業，郵便業

医療法人権頭クリニック 北九州市 医療，福祉

株式会社権藤建設 うきは市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社佐伯建設福岡支社 福岡市 建設業

株式会社坂本工業 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

作州商事株式会社 福岡市 不動産業，物品賃貸業

株式会社座小田電気 北九州市 建設業

株式会社佐藤技建 北九州市 建設業

株式会社さわやか倶楽部 北九州市 医療，福祉

三栄印刷株式会社 福岡市 製造業

山九株式会社北九州支店 北九州市 運輸業，郵便業

株式会社サンコービルド 福岡市 建設業

三伸機設株式会社 福岡市 建設業

株式会社サン電工社 福岡市 建設業

株式会社サンビレッジ 宗像市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社三松 筑紫野市 製造業

株式会社サンリブ 北九州市 卸売業，小売業

株式会社シー・アール・シー・サービス 福岡市 卸売業，小売業

株式会社シーアップ九州 大野城市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社ジースリー 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

ジーテック合同会社 北九州市 建設業
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JMC株式会社 大川市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社JTB福岡支店 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社志道工務店 北九州市 建設業

株式会社SYSKEN福岡支社 福岡市 建設業

有限会社システムプラン 福岡市 建設業

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社福岡第二営
業所

福岡市 複合サービス事業

島村産業株式会社 福岡市 建設業

有限会社下畑自動車 上毛町 サービス業（他に分類されないもの）

ジャパンエンジニアリング株式会社 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業

独立行政法人住宅金融支援機構九州支店 福岡市 金融業，保険業

照栄建設株式会社 福岡市 建設業

株式会社匠永工務店 宗像市 建設業

松鶴建設株式会社 福岡市 建設業

株式会社正真 北九州市 建設業

株式会社浄美堂 太宰府市 生活関連サービス業，娯楽業

昭和住宅株式会社 大牟田市 建設業

白石鉄工株式会社 北九州市 製造業

株式会社白海 北九州市 建設業

株式会社新希望 糸島市 医療，福祉

新興産業株式会社 福岡市 製造業

新日本非破壊検査株式会社 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業

新日本住宅株式会社 久留米市 建設業

新日本熱学株式会社 北九州市 建設業

有限会社水建 北九州市 建設業

株式会社杉村構造設計 福岡市 建設業

株式会社スズキ設計 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業

株式会社スタジオ・ウーフー 福岡市 情報通信業
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株式会社寿陽建設 北九州市 建設業

セーフティーロード株式会社 福岡市 建設業

積水ハウス株式会社九州シャーメゾン支店 福岡市 建設業

一般社団法人千客来結 福岡市 情報通信業

大栄株式会社 北九州市 建設業

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州株式会社 福岡市 卸売業，小売業

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

株式会社大建 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ダイコウ技建 北九州市 建設業

大成株式会社福岡支店 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

大徳産業株式会社 福岡市 建設業

株式会社泰平住建 北九州市 建設業

株式会社太平設計 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業

太平ビルサービス株式会社 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社 福岡市 製造業

株式会社太陽工機 宇美町 製造業

株式会社平組 福岡市 建設業

有限会社大和企画 北九州市 医療，福祉

大和リース株式会社北九州支店 北九州市 建設業

大和リース株式会社福岡支社 福岡市 建設業

株式会社高砂電業社 福岡市 建設業

髙田食品工業株式会社 福岡市 製造業

株式会社髙津建設 飯塚市 建設業

株式会社高橋商店 八女市 製造業

髙橋電業株式会社 福岡市 建設業

株式会社髙原工業 筑紫野市 建設業

タキロンポリマー株式会社 八女市 製造業
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株式会社タケシタ 柳川市 卸売業，小売業

株式会社ダスキンふくはく 太宰府市 サービス業（他に分類されないもの）

辰巳開発株式会社 北九州市 不動産業，物品賃貸業

辰巳住研株式会社 古賀市 建設業

辰巳住宅株式会社 北九州市 建設業

株式会社谷川建設福岡支店 福岡市 建設業

株式会社玉置 飯塚市 卸売業，小売業

筑紫電業株式会社 福岡市 建設業

株式会社筑邦銀行 久留米市 金融業，保険業

株式会社千代田工業所 福岡市 建設業

株式会社チルチルミチル 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社辻󠄀野電気工事 福岡市 建設業

TSUYAZAKIBASECAMP 福津市 製造業

株式会社TMエンタープライズ 福岡市 情報通信業

株式会社ディジテック 福岡市 情報通信業

株式会社テクノ・カルチャー・システム 久留米市 情報通信業

株式会社デザイントランスメディア 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社デジックス 福岡市 卸売業，小売業

株式会社東海レジャー 久留米市 サービス業（他に分類されないもの）

東京海上日動火災保険株式会社北九州支店 北九州市 金融業，保険業

東京海上日動火災保険株式会社九州エリアサービス部 福岡市 金融業，保険業

東京海上日動火災保険株式会社福岡中央支店久留米支社 久留米市 金融業，保険業

東邦チタニウム株式会社北九州事業所 北九州市 製造業

有限会社トーブ 福岡市 卸売業，小売業

トータルケア・システム株式会社 大牟田市 製造業

株式会社トキワ設備 福岡市 電気・ガス・熱供給・水道業

有限会社德栄会グループホームこころ 久留米市 医療，福祉



事業者名
所在
市町村

業種

有限会社德栄会こころ弐番館 久留米市 医療，福祉

株式会社戸畑製作所 北九州市 製造業

トヨタカローラ博多株式会社 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社甘木店 朝倉市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社井尻店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社糸島店 糸島市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社大牟田店 大牟田市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社小戸店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社香椎駅前店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社春日店 春日市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社北九州本店 北九州市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社北九州マイカーセンター 北九州市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社櫛原店 久留米市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社久留米インター店 久留米市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社黒崎店 北九州市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社古賀店 古賀市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社GRガレージ福岡空港 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社志免店 志免町 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社新宮店 新宮町 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社瀬高店 みやま市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社太宰府店 太宰府市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社長尾店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社那珂川店 那珂川市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社西新店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社原田駅前店 筑紫野市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社東那珂店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社桧原店 福岡市 卸売業，小売業



事業者名
所在
市町村

業種

トヨタカローラ福岡株式会社フォルクスワーゲン筑紫野 筑紫野市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社福重店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社本社 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社本店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社松島店 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社御笠川店 大野城市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社麦野マイカーセンター 福岡市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社柳川店 柳川市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社八女インター店 筑後市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社レクサス久留米 久留米市 卸売業，小売業

トヨタカローラ福岡株式会社レクサスCPO久留米 久留米市 卸売業，小売業

株式会社とらや眼鏡店 久留米市 卸売業，小売業

トランスコスモス株式会社MCMセンター天神 福岡市 情報通信業

トランスコスモス株式会社MCMセンター博多 福岡市 情報通信業

トレーディネート株式会社 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社那珂川開発 那珂川市 サービス業（他に分類されないもの）

中川製袋化工株式会社福岡営業所 福岡市 製造業

株式会社ナカシロ照葉スパリゾート本店 福岡市 複合サービス事業

株式会社ナカシロ照葉スパリゾート門司店 北九州市 複合サービス事業

ナチュラルメディア株式会社 福岡市 卸売業，小売業

株式会社南立ホールディングス 北九州市 複合サービス事業

株式会社ｎｉｋｏｔｔｏ 柳川市 金融業，保険業

西久大運輸倉庫株式会社 福岡市 運輸業，郵便業

株式会社ニシコン 北九州市 情報通信業

株式会社西日本シティ銀行 福岡市 金融業，保険業

西日本オートリサイクル株式会社 北九州市 卸売業，小売業

株式会社西日本測研社 北九州市 学術研究，専門･技術サービス業



事業者名
所在
市町村

業種

西日本電信電話株式会社九州支店 福岡市 情報通信業

西日本ビジネス印刷株式会社 福岡市 製造業

株式会社西原商事ホールディングス 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社二丈環境整備センター 糸島市 生活関連サービス業，娯楽業

日医製薬株式会社 福岡市 製造業

ニチバンメディカル株式会社 筑前町 製造業

日本乾溜工業株式会社 福岡市 建設業

株式会社日本ハウジングセンター 北九州市 卸売業，小売業

認定NPO法人日本セラピューティック・ケア協会 太宰府市 医療，福祉

株式会社Next・Innovation 北九州市 不動産業，物品賃貸業

株式会社直方建機 直方市 サービス業（他に分類されないもの）

直方工業株式会社 直方市 製造業

野坂建設株式会社 北九州市 建設業

株式会社パートナーズ 福岡市 金融業，保険業

有限会社ハイパープラン 飯塚市 不動産業，物品賃貸業

NPO法人博多ミツバチプロジェクト 福岡市 教育，学習支援業

株式会社ハタヤマ内装表具 筑紫野市 建設業

初村サイロ株式会社 福岡市 運輸業，郵便業

初村第一倉庫株式会社 福岡市 運輸業，郵便業

株式会社花田運送 福岡市 運輸業，郵便業

濱田重工株式会社 北九州市 製造業

株式会社林田産業 福津市 サービス業（他に分類されないもの）

半田電設工業株式会社 北九州市 建設業

株式会社ＢーCARGO 福岡市 運輸業，郵便業

株式会社東海岸北九州オフィス 北九州市 情報通信業

株式会社美術しみぬき家紋高瀬 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

Hitotech株式会社 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）



事業者名
所在
市町村

業種

有限会社ひまわり 北九州市 不動産業，物品賃貸業

株式会社HIROTAホールディングス 北九州市 不動産業，物品賃貸業

株式会社ファーストダウン 久留米市 製造業

ブイシー工業株式会社 久留米市 製造業

株式会社ブイメンテ 北九州市 建設業

株式会社フォーバル九州支社 福岡市 複合サービス事業

株式会社福岡銀行 福岡市 金融業，保険業

福岡金属興業株式会社 直方市 製造業

一般財団法人福岡県浄化槽協会 篠栗町 学術研究，専門･技術サービス業

公益財団法人福岡県水源の森基金 福岡市 農業，林業

公益社団法人福岡県造園協会 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

福岡県中小企業診断士協会SDGs推進ネットワーク福岡 福岡市 学術研究，専門･技術サービス業

NPO法人福岡終活・相続支援センターみらいあん 福岡市 教育，学習支援業

福岡トランス株式会社 北九州市 運輸業，郵便業

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会 福岡市 医療，福祉

株式会社福岡マイスターラボ 福岡市 製造業

有限会社福岡メディカルサービス 福津市 医療，福祉

福岡ライン有限会社 福岡市 建設業

株式会社福岡リアルティ 福岡市 不動産業，物品賃貸業

有限会社福澤商会 粕屋町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社福田工務店 遠賀町 建設業

一般社団法人福津いいざい 福津市 卸売業，小売業

福津市商工会 福津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社フクモト工業 鞍手町 建設業

株式会社ふくや 福岡市 製造業

株式会社福山組 北九州市 建設業

フジクス九州株式会社 粕屋町 サービス業（他に分類されないもの）



事業者名
所在
市町村

業種

藤設備株式会社 田川市 建設業

株式会社富士ピー・エス 福岡市 建設業

株式会社フチガミ 久留米市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社不動産総合センター 福岡市 不動産業，物品賃貸業

株式会社不動産中央情報センター 北九州市 不動産業，物品賃貸業

ＮＰＯ法人武道の学校 北九州市 サービス業（他に分類されないもの）

ブレックス株式会社 久留米市 製造業

株式会社フレンド・シップ 中間市 金融業，保険業

株式会社ブロードキャスト 福岡市 学術研究，専門･技術サービス業

株式会社ブロード・コミュニケーションズ 福岡市 卸売業，小売業

株式会社へいせい 糸島市 建設業

別府建設株式会社 福岡市 建設業

株式会社ペンシル 福岡市 情報通信業

NPO法人BOTA山プランニング 直方市 複合サービス事業

株式会社ボナー 北九州市 複合サービス事業

株式会社堀内電気 福岡市 建設業

株式会社本多設備工業 北九州市 建設業

株式会社ホンダ四輪販売九州北 福岡市 卸売業，小売業

マーク建設株式会社 北九州市 建設業

マインド株式会社 北九州市 卸売業，小売業

株式会社松本再生建築研究所 福岡市 建設業

株式会社松本光春商店福岡工場 粕屋町 卸売業，小売業

株式会社松本光春商店福岡西工場 福岡市 卸売業，小売業

松山建設株式会社 福岡市 建設業

株式会社マルコネクト 福岡市 情報通信業

株式会社丸信 久留米市 製造業

MARUZENEXPRESS株式会社 北九州市 運輸業，郵便業



事業者名
所在
市町村

業種

株式会社丸全開発 北九州市 建設業

マルゼンレックス株式会社 久山町 運輸業，郵便業

マルゼンロジスティクス株式会社 北九州市 運輸業，郵便業

有限会社丸の内建設 広川町 建設業

株式会社ミキサーセンター 北九州市 運輸業，郵便業

三島光産株式会社 北九州市 製造業

三井住友海上火災保険株式会社福岡支店 福岡市 金融業，保険業

三井住友海上火災保険株式会社福岡自動車営業部 福岡市 金融業，保険業

株式会社三井ハイテック 北九州市 製造業

ミナト機工株式会社 北九州市 製造業

株式会社宮崎組 北九州市 建設業

宮田建設株式会社 北九州市 建設業

みやまスマートエネルギー株式会社 みやま市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社三好不動産 福岡市 不動産業，物品賃貸業

株式会社明灯 太宰府市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社メーカーズ 福岡市 卸売業，小売業

社会福祉法人もやい聖友会 北九州市 医療，福祉

株式会社森園芸場 福岡市 建設業

焼鳥HIROHARU 福岡市 宿泊業，飲食サービス業

安河内建設株式会社 須恵町 建設業

株式会社安成工務店福岡支店 福岡市 建設業

柳井電機工業株式会社福岡支店 福岡市 卸売業，小売業

山下医科器械株式会社 福岡市 卸売業，小売業

有限会社大和商店 柳川市 製造業

株式会社ヤマトメディカル福岡南営業所 みやま市 卸売業，小売業

株式会社山本工作所 北九州市 製造業

株式会社ゆめマート北九州 北九州市 卸売業，小売業



事業者名
所在
市町村

業種

吉浦海運株式会社 北九州市 建設業

吉川工業株式会社 北九州市 製造業

ヨシコーポレーション株式会社 福岡市 建設業

ヨシミ工産株式会社 北九州市 製造業

株式会社よつばベース 福岡市 情報通信業

株式会社ＬｉｆｅｏｆＳｍｉｌｅ． 福岡市 不動産業，物品賃貸業

株式会社ライフコンサルティング 久留米市 金融業，保険業

株式会社ライフプラザパートナーズ久留米FA営業部 久留米市 金融業，保険業

株式会社ライフ・ワーク 大木町 金融業，保険業

株式会社ランクルーズ 北九州市 運輸業，郵便業

株式会社リーフデザイン北九州 北九州市 金融業，保険業

リキ法律事務所 直方市 学術研究，専門･技術サービス業

株式会社リキマン 須恵町 建設業

リコージャパン株式会社久留米事業所 久留米市 卸売業，小売業

リコージャパン株式会社小倉事業所 北九州市 卸売業，小売業

リコージャパン株式会社福岡支社福岡事業所 福岡市 卸売業，小売業

リベラルホーム株式会社 飯塚市 建設業

株式会社RyuPlanning 福岡市 建設業

リョーユウ工業株式会社 宇美町 製造業

株式会社リョーワ 北九州市 情報通信業

株式会社レイメイ藤井 福岡市 卸売業，小売業

ワールドシフト株式会社 福岡市 卸売業，小売業

株式会社WORLDHUNT 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社わいど保険 北九州市 金融業，保険業

株式会社若港 北九州市 建設業

株式会社WONDER&CO 福岡市 卸売業，小売業

株式会社ONEFLAT 福岡市 サービス業（他に分類されないもの）


