
九州管内の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（106者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

福岡県 一番食品株式会社 福岡県飯塚市伊川１１１５ 有吉 崇 製造業 https://www.ichiban-foods.co.jp

福岡県 オーエーセンター株式会社 福岡県北九州市小倉北区宇佐町２―１０―１ 吉武 太志 情報通信業 https://www.oacenter.co.jp

福岡県 株式会社サニクリーン九州 福岡県福岡市博多区半道橋１―１７―４１ 清水 英一 生活関連サービス業 https://www.skkyu.co.jp/

福岡県 株式会社七洋製作所 福岡県糟屋郡宇美町若草２―１３―５ 内山 素行 製造業 http://www.shichiyo.jp

福岡県 株式会社しんこう 福岡県北九州市小倉南区上曽根新町１３番地の３ 越野 修司 製造業 http://www.petit-shinko.co.jp/

福岡県 株式会社新生堂薬局 福岡県福岡市南区中尾３丁目１２番１７号 水田 怜 卸売業、小売業 https://sinseido-co.jp

福岡県 株式会社ダイチ 福岡県大牟田市四山町１０１―１７ 山本 大地 製造業 http://daichi-psm.co.jp/

福岡県 株式会社太平環境科学センター 福岡県福岡市博多区金の隈２―２―３１ 坂本 雅俊
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.taihei-esc.com

福岡県 株式会社タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南２―４―１ 髙城 英一郎 製造業 https://www.takagi.co.jp/

福岡県 株式会社ドーワテクノス 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３―５ 小野 裕和 卸売業、小売業 https://www.dhowa-technos.co.jp

福岡県 中島物産株式会社 福岡県大牟田市不知火町２丁目７番地１ 中島 康宏 卸売業、小売業 http://www.nakashimabussan.co.jp

福岡県 ニッポンロジ株式会社 福岡県福岡市東区蒲田２―３８―３ 吉原 達 運輸業、郵便業 http://nippon-logi.co.jp

福岡県 株式会社冨士機
福岡県福岡市博多区博多駅東１―１０―３０ 冨士機博多駅
東ビル

藤田 岳彦 製造業 http://www.kk-fujiki.jp

福岡県 芙蓉開発株式会社 福岡県福岡市博多区山王１―１０―２９ 野中 美和 情報通信業 http://www.anshinnet.net/

福岡県 三好食品工業株式会社 福岡県田川市伊加利２１９９―１ 三好 兼治 製造業 https://www.we-love-tofu.com

福岡県 柳川冷凍食品株式会社 福岡県柳川市西蒲池１０２８番地 藤木 尚文 卸売業、小売業 http://www.yanarei.co.jp/

福岡県 株式会社ヤマウ 福岡県福岡市早良区東入部５―１５―７ 小嶺 啓藏 製造業 http://www.yamau.co.jp

福岡県 龍宮株式会社 福岡県うきは市吉井町新治２７８ 梯 恒三 製造業 http://pasima.com/

福岡県 株式会社レベルファイブ 福岡県福岡市中央区薬院１―１―１ 薬院ビジネスガーデン 日野 晃博 情報通信業 https://www.level5.co.jp

佐賀県 ありた株式会社 佐賀県西松浦郡有田町立部乙１０―１ 池田 憲正 製造業 http://www.aritadori.com

佐賀県 ケイエスケイツール株式会社 佐賀県佐賀市久保田町久保田１５１２ 福田 裕志 製造業 http://www.q-seimitsu.co.jp/

佐賀県 株式会社東和 佐賀県佐賀市高木瀬西６―９―３ 阿南 文政 建設業 http://www.tohwa-corp.co.jp/

佐賀県 株式会社ニシキ 佐賀県鳥栖市酒井西町６３４番地１ 江上 和正 製造業 https://www.nishiki-tpt.jp/

佐賀県 株式会社まんてん 佐賀県佐賀市鍋島町森田９６４―２ 髙尾 秀樹 製造業 http://www.manten-jp.com/

佐賀県 牟田建設株式会社 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６ 牟田 正明 建設業 http://www.mutakensetsu.co.jp

佐賀県 吉田刃物株式会社 佐賀県多久市南多久町大字花祭２８０８ 吉田 健司 製造業 http://www.hanamatsuri.co.jp/

佐賀県 レグナテック株式会社 佐賀県佐賀市諸富町大字山領２６６―１ 樺島 雄大 製造業 https://www.legnatec.co.jp/

長崎県 大阪鋼管株式会社 長崎県佐世保市針尾北町８１３―１ 坂根 毅 製造業 http://www.osaka-kokan.co.jp/

長崎県 株式会社上山建設 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷８４９―１ 上山 誠 建設業 https://www.nagasaki-iedukuri.com/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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長崎県 株式会社九州テン 長崎県佐世保市小佐々町葛籠２７８―１８ 間嶋 力彦 製造業 https://www.qten.co.jp

長崎県 株式会社ケンコー 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷１０００―２１６ 栗林 宏光 建設業 http://www.kenko-g.co.jp/

長崎県 佐世保港湾運輸株式会社 長崎県佐世保市万津町７番４７号 宗 博美 運輸業、郵便業 http://sasebo-kowan.com/

長崎県 三貴工業株式会社 長崎県雲仙市吾妻町田之平名１０６―１５ 染田 智明 製造業 http://www.n-sanki.co.jp

長崎県 中興化成工業株式会社 東京都港区赤坂２―１１―７ 庄野 直之 製造業 https://www.chukoh.co.jp/

長崎県 株式会社チョープロ 長崎県西彼杵郡長与町高田郷６２―１ 荒木 健治
電気、ガス、熱供給、水
道業

www.chopro.co.jp

長崎県 株式会社津田水産 長崎県佐世保市東浜町１０５０―１０ 津田 芳弥 製造業 https://shop.tsuda-suisan.com/

長崎県 株式会社藤進 長崎県長崎市竹の久保町２０―９ 加藤 康広 運輸業、郵便業 http://csks.net/t-gaiyo.html

長崎県 長崎空港ビルディング株式会社 長崎県大村市箕島町５９３ 幸重 孝典
サービス業（他に分類さ
れないもの）

https://www.nabic.co.jp

長崎県 長崎県養鶏農業協同組合 長崎県長崎市大橋町３番２６号 深沢 晃 農業・林業 http://www.cyoukei.com/

長崎県 有限会社蜂の家 長崎県佐世保市日野町１１２３番地２ 田渕 盛太郎 製造業 http://www.hachinoya.net/

長崎県 ハマックス株式会社 兵庫県姫路市夢前町寺４７３―２ 濱田 康平 製造業 http://hama-x.co.jp

長崎県 株式会社古川電機製作所 長崎県佐世保市大和町３４２番地１ 古川 健
サービス業（他に分類さ
れないもの）

https://www.furukawa-denki.jp/

長崎県 株式会社丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２―１０ 松尾 努 製造業 http://www.maru-kyo.co.jp

長崎県 山下医科器械株式会社
福岡県福岡市博多区下川端町２―１ 博多座・西銀ビル１０
階

山下 尚登 卸売業、小売業 http://www.yamashitaika.co.jp/

長崎県 流体テクノ株式会社 長崎県佐世保市常磐町１―７ ジブラルタ生命ビル６階 玉島 正裕
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.fluidtechno.com

熊本県 藍の村観光株式会社 熊本県上天草市大矢野町登立９１０ 藤川 護章 卸売業、小売業 http://www.amakusamura.jp

熊本県 株式会社アマケンテック 熊本県天草市河浦町今田３０６１番地 米田 賢史 製造業 http://www.amakentecc.jp

熊本県 株式会社アントルメ菓樹 熊本県熊本市東区東野１丁目５―５ 柴田 博信 製造業 https://www.kaju-main.com

熊本県 岩田建設株式会社 熊本県下益城郡美里町遠野２６８―１ 岩田 龍裕 建設業 http://iwata-k.com/

熊本県 株式会社岩田コーポレーション 熊本県熊本市北区和泉町１６８―１８ 岩田 英志 製造業 https://www.iwata-corp.jp/

熊本県 株式会社エーブル 熊本県八代市新港町３―９―８ 増永 幸雄 製造業 http://www.able-co.com/

熊本県 株式会社くまさんメディクス 熊本県熊本市北区下硯川町２２０５ 白瀬 嗣久 製造業 https://ksmedix.com/

熊本県 熊本県酪農業協同組合連合会 熊本県熊本市東区戸島５―１０―１５ 隈部 洋 複合サービス事業 www.mothers.or.jp

熊本県 光進建設株式会社 熊本県熊本市東区御領２―２８―１ 井上 弘太郎 建設業 http://www.kosin-k.co.jp/

熊本県 株式会社興農園 熊本県熊本市北区植木町鐙田１４６２ 田中 穂積 卸売業、小売業 http://kounouen.co.jp/

熊本県 シントワールド株式会社 熊本県八代市奈良木町２４３６―１０ 上杉 篤司 卸売業、小売業 http://www.sintoworld.co.jp/

熊本県 株式会社セイブクリーン 熊本県合志市御代志１５３８番地１ 坂井 さゆり
生活関連サービス業、娯
楽業

https://savegr.co.jp

熊本県 DAIZ株式会社
熊本県熊本市中央区南熊本５―１―１ テルウェル熊本ビル
７Ｆ

井出 剛 製造業 https://www.daiz.inc/

熊本県 株式会社大福物流 熊本県上益城郡甲佐町白旗１９００―１ 木村 嘉宏 運輸業、郵便業 http://www.pd-daifuku.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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熊本県 株式会社テクノクリエイティブ
熊本県熊本市中央区神水２―９―１ ＴＥＣＨＮＯ－ＣＲＥＡＴＩ
ＶＥビル

三嶋 一秀 情報通信業 https://www.techno-creative.co.jp/

熊本県 株式会社どんどんライス 福岡県筑後市長浜７２９―１ 平井 浩一郎 製造業 http://www.dondonrice.com/index.php

熊本県 株式会社永田パン 熊本県熊本市北区貢町松の本５６１ 永田 昭一 製造業 http://www.nagatapan.jp/company/index.html

熊本県 株式会社ヒライホールディングス 熊本県熊本市西区春日７丁目２６―７０ 平井 浩一郎 製造業 https://www.hirai-wa.com/group/

熊本県 株式会社明和不動産 熊本県熊本市中央区辛島町４―３５ ラ・シック辛島 川口 英之介 不動産業、物品賃貸業 https://www.meiwa.jp/

大分県 株式会社オーイーシー 大分県大分市東春日町１７―５７ 加藤 健 情報通信業 https://www.oec.co.jp/

大分県 大分航空ターミナル株式会社 大分県国東市安岐町下原１３大分空港内 冨高 松雄 運輸業、郵便業 https://oat.oita-airport.jp

大分県 大分石油株式会社 大分県大分市王子港町１―１４ 永岡 壯三 卸売業、小売業 https://www.oitasekiyu.co.jp/

大分県 九州ナノテック光学株式会社 大分県速見郡日出町大字藤原２３９３番地 馬場 潤一 製造業 http://www.kyunano.jp/

大分県 新成建設株式会社 大分県大分市豊饒２―１―６ 藤田 三吉 建設業 http://www.shinseikensetu.jp/

大分県 株式会社菅組 大分県豊後高田市香々地４０８９ 堤 俊之 建設業 http://www.kk-sugagumi.co.jp/

大分県 株式会社テクノコンサルタント 大分県大分市三佐一丁目５番１４号 甲斐 猛
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.oita-techno.com/

大分県 豊國建設株式会社 大分県大分市城崎町１―３―２８ 池邉 紘一郎 建設業 http://www.e-hokoku.com/

大分県 株式会社ホックス 大分県速見郡日出町大字川崎４２６０―１ 小坪 睦治 製造業 http://www.hoks.co.jp/

大分県 柳井電機工業株式会社 大分県大分市弁天二丁目７番１号 柳井 智雄 卸売業、小売業 http://www.yanaidenki.co.jp/

大分県 株式会社ヤマジン 大分県佐伯市米水津大字色利浦字関網１８０８番地７ 山田 藤吉 製造業 http://himonoya-yamajin.jp/

大分県 由布合成化学株式会社 東京都大田区中央４丁目３５―８ 藤原 義晴 製造業 http://www.yufu-gosei.co.jp

宮崎県 有明産業株式会社 京都府京都市伏見区東菱屋町４２８番２ 小田原 伸行 製造業 http://ariakesangyo.co.jp/

宮崎県 植松商事株式会社 宮崎県宮崎市橘通西４―２―３０ 植松 孝一 卸売業、小売業 http://www.uematsu-grp.co.jp/

宮崎県 江坂設備工業株式会社 宮崎県宮崎市橘通西５―２―３３ 鳥山 貴生 建設業 https://esaka-setsubi.co.jp/

宮崎県 えびの電子工業株式会社 宮崎県えびの市大字上江６７０番地 津曲 洋一 製造業 http://www.ebinodensi.co.jp/

宮崎県 株式会社大森淡水 宮崎県宮崎市塩路２３００ 大森 伸昭 製造業、卸売業 http://www.omori-tansui.co.jp/

宮崎県 キムラ漬物宮崎工業株式会社 宮崎県児湯郡新富町大字上富田８９３５ 木村 昭彦 製造業 http://kimura-tsukemono.com

宮崎県 九州北清株式会社 宮崎県小林市東方４０６６―２５ 川井 雄一
サービス業（他に分類さ
れないもの）

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

宮崎県 旭進興業株式会社 宮崎県延岡市別府町３９０３―２ 日高 哲弥 建設業 https://kyokushinkougyou.jp

宮崎県 株式会社志多組 宮崎県宮崎市高千穂通１―４―３０ 志多 宏彦 建設業 http://www.shidagumi.co.jp

宮崎県 株式会社清水製作所宮崎 宮崎県都城市金田町２８１５番地 森木 信一 製造業 http://shimiz-ss.co.jp

宮崎県 株式会社新海屋 宮崎県延岡市北浦町古江字鶴山２９３１番地３６ 小川 裕介 製造業 http://shinkai-ya.net

宮崎県 道本食品株式会社 宮崎県宮崎市田野町甲１６６７ 道本 英之 製造業 http://www.hinatazuke.co.jp

宮崎県 株式会社パシック 宮崎県延岡市緑ヶ丘二丁目７番２４号 岩佐 純一 建設業 http://pasic.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

https://www.techno-creative.co.jp/
http://www.dondonrice.com/index.php
http://www.nagatapan.jp/company/index.html
https://www.hirai-wa.com/group/
https://www.meiwa.jp/
https://www.oec.co.jp/
https://oat.oita-airport.jp/
https://www.oitasekiyu.co.jp/
http://www.kyunano.jp/
http://www.shinseikensetu.jp/
http://www.kk-sugagumi.co.jp/
http://www.oita-techno.com/
http://www.e-hokoku.com/
http://www.hoks.co.jp/
http://www.yanaidenki.co.jp/
http://himonoya-yamajin.jp/
http://www.yufu-gosei.co.jp/
http://ariakesangyo.co.jp/
http://www.uematsu-grp.co.jp/
https://esaka-setsubi.co.jp/
http://www.ebinodensi.co.jp/
http://www.omori-tansui.co.jp/
http://kimura-tsukemono.com/
http://www.k-hokusei.co.jp/
https://kyokushinkougyou.jp/
http://www.shidagumi.co.jp/
http://shimiz-ss.co.jp/
http://shinkai-ya.net/
http://www.hinatazuke.co.jp/
http://pasic.jp/


選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

宮崎県 株式会社花菱塗装技研工業 宮崎県延岡市大武町３９番地７０ 稲田 健 製造業 https://hanabisi.co.jp/

宮崎県 株式会社MUSASHI 宮崎県宮崎市橘通西５丁目１―２３ 矢野興業ビル２階 矢野 智久
サービス業（他に分類さ
れないもの）

www.musashi-haken.co.jp

宮崎県 株式会社山崎産業 宮崎県延岡市貝の畑町２９０３ 山崎 司 建設業
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E7%
94%A3%E6%A5%AD_(%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C)

鹿児島県 株式会社栄電社 鹿児島県鹿児島市下荒田１―３６―２４ 満石 公一 建設業 http://www.eidensha-kk.co.jp

鹿児島県 有限会社エール 鹿児島県指宿市開聞十町１２９―２ 倉本 哲 製造業 http://yell-ibusuki.com

鹿児島県 鹿児島ケース株式会社 鹿児島県日置市吹上町与倉４９５４―１９ 居迫 伸孝 製造業 https://www.kcase.jp/

鹿児島県 有限会社鹿児島油脂工業 鹿児島県日置市伊集院町寺脇８７ 緒垣 正友 製造業 －

鹿児島県 株式会社川北電工 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４３１１―１ 田中 陽一郎 建設業 http://www.kawakita-denko.co.jp/

鹿児島県 株式会社共進組 鹿児島県鹿児島市易居町１１―１９ 竹之内 日出晴 運輸業、郵便業 http://www.kyoshingumi.co.jp

鹿児島県 サツマ酸素工業株式会社 鹿児島県鹿児島市東開町３―４２ 内村 武志 卸売業、小売業 http://www.satsumao2.co.jp/

鹿児島県 三州産業株式会社 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目１１番地２号 髙﨑 征忠 製造業 https://www.sanshu.co.jp

鹿児島県 株式会社大新 鹿児島県指宿市西方２７８８―１ 中村 智 製造業 http://daishin-jikkuriyaki.com/

鹿児島県 農業生産法人有限会社十津川農場 鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府４８７番地１ 玉置 博祥 製造業 https://totsukawa-farm.co.jp

鹿児島県 日研高圧平和キドウ株式会社 鹿児島県鹿児島市東開町４―２６ 米盛 司郎 建設業 https://yoneg-net.co.jp/group/group_category/kouatsu

鹿児島県 株式会社フレッシュ青果 鹿児島県鹿児島市東開町１３―３８ 西原 亮一 卸売業、小売業 http://fresh-seika.jp/

鹿児島県 株式会社本坊商店 鹿児島県鹿児島市錦江町８―５６ 本坊 龍彦 卸売業、小売業 http://www.hombo.info/

鹿児島県 株式会社マルハチ・テクノロジー 鹿児島県枕崎市白沢北町８００ 村松 善八 製造業 https://www.maruhachi-technology.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

https://hanabisi.co.jp/
http://www.musashi-haken.co.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E7%94%A3%E6%A5%AD_(%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E7%94%A3%E6%A5%AD_(%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C)
http://www.eidensha-kk.co.jp/
http://yell-ibusuki.com/
https://www.kcase.jp/
http://www.kawakita-denko.co.jp/
http://www.kyoshingumi.co.jp/
http://www.satsumao2.co.jp/
https://www.sanshu.co.jp/
http://daishin-jikkuriyaki.com/
https://totsukawa-farm.co.jp/
https://yoneg-net.co.jp/group/group_category/kouatsu
http://fresh-seika.jp/
http://www.hombo.info/
https://www.maruhachi-technology.co.jp/

