
会員数 1016（法人・団体会員 738、個人会員278） 現在

法人・団体 （五十音順）

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

北村化学産業株式会社

有限会社キャンバン 株式会社キューオキ

九州アイランドワーク株式会社九州山口CO2カウンセラー協会

有限会社キヌヤコスメティックス

北九州環境ビジネス推進会

株式会社九州広告九州計測器株式会社

九州SDGsデザインネットワーク 公益財団法人九州経済調査協会

環境マネジメント研究所

株式会社オオマス

株式会社オールハンズ

株式会社オジックテクノロジーズ

オフィスハチドリ

認定NPO法人改革プロジェクト

垣田健壱郎デザイン事務所

鹿児島ケース株式会社

オヤセン”児童虐待ダメ”

株式会社海千

柿元コンサル

株式会社勝木研二商店

嘉穂無線ホールディングス株式会社

株式会社唐津パワーホールディングス

一般社団法人環境演出家協会

有限会社イー・ウィンド

株式会社e・LABO

株式会社柏木興産

Ouchi Community

公益財団法人大牟田市地域活性化センター

株式会社オーイーシー

株式会社オーエスアイコンサルタント

株式会社LbE Japan

株式会社オーレック

OCHIホールディングス株式会社

エンザイ緑販有限会社株式会社エムズクリーンサービス

鹿児島相互信用金庫

株式会社SBJ銀行福岡支店

NECプラットフォームズ株式会社西日本支社

一般社団法人エネルギーマネジメント協会

FVジャパン株式会社

HMコネクト

特定非営利活動法人エコ診断ネットワークジャパン

伊藤中小企業診断士事務所 株式会社糸島環境開発

株式会社鹿児島銀行

特定非営利活動法人かいろう基山

九州SDGs経営推進フォーラム会員名簿

以下、公表に承諾のあった法人・団体会員について記載

ＡＫビジネスデザイン

エスエイチケイコーポレーション

一般社団法人SDGs活動支援センター

SDGsおてらネットワーク

株式会社エスプール

株式会社インフィニティア

株式会社WEBUO

ウォータースタンド株式会社

内海産業株式会社

株式会社エイチ・アイ・エス九州法人営業グループ

社会保険労務士法人アドバンス

株式会社アトリオン

天草ケーブルネットワーク株式会社

有澤建設株式会社

アーテック株式会社

株式会社アール・トーヨー

アミタホールディングス株式会社

株式会社あわえ

アース・ライフ・クリーン

株式会社ああすでい

RTT株式会社

株式会社イーダブリュエムファクトリー

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

アイスマン株式会社

株式会社アウルクリエイティブ

株式会社AOKIホールディングス

アグリフィッシュ宮崎

アスリートクエスト合同会社

株式会社エムケイスペース

一般社団法人Earth Company

株式会社あえる

Action For Social Good

NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡

株式会社 adapt next.

株式会社アドバンス・プランニングアコ

壱岐の蔵酒造株式会社

株式会社ATGREEN

株式会社アトム警備保障

株式会社イート

特定非営利活動法人NGO福岡ネットワーク

エフコープ生活協同組合

株式会社M・E・M

一般財団法人ウェルネスサポートLab

株式会社ウッドスペース

NECソリューションイノベータ九州支社

株式会社アースダンボール

arm2.5

アイオンプランニングセンター株式会社

アイ・ホーム株式会社

アオヤギ株式会社

株式会社ＯＷＬＳ ＢＲＯＳ．

株式会社エフオン

公立大学法人北九州市立大学

小柳建設株式会社

鹿児島精機株式会社鹿児島県立山川高等学校園芸工学農業経済科1年学級

有限会社鹿児島油脂工業

株式会社兼子 福岡工場

株式会社紙資源

河津造園株式会社

安藤造園土木株式会社

癒し空間Butterfly

ヴァイサラ株式会社

NPO法人WELgee

うきは福富古民家まちづくり協議会

エア・ウォーター・マテリアル株式会社

株式会社イシモク・コーポレーション

株式会社E

岸川商事株式会社

旭化成テクノシステム株式会社

株式会社麻生 建設コンサルティング事業部 環境グループ

イサハヤ電子株式会社

伊万里信用金庫

大分信用金庫

大久保技術士事務所

大塚製薬株式会社福岡支店

大石産業株式会社

大川信用金庫

ＳＭＣ株式会社 福岡営業所

SDGs推進ネットワーク in 九州

AAI株式会社

AIM株式会社

エコワークス株式会社

太田FP事務所

一般社団法人いぶすき観光デザイン

インテリア大浦

上野環境設計事務所

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 福岡お客様サービスプラザ

SDGパートナーズ有限会社

エストレージャス ワークス

オーシャンソリューションテクノロジー株式会社

株式会社オートパーツ伊地知

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

株式会社アポロジャパン

兼定興産株式会社

唐津土建工業株式会社

株式会社かんがえる防災

株式会社キャリア・リード

株式会社キューコーリース

九州医事研究会

一般社団法人九州経済連合会

株式会社九州ごころ

株式会社オートマイズ・ラボ

有限会社オールバーグ

株式会社岡部マイカ工業所

オフィス温声

合同会社エフプロ

MCPアセット・マネジメント株式会社

出光興産株式会社 潤滑油二部 九州潤滑油課

一般社団法人アイ・オー・イー

アイコムソフト株式会社
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Anuenue株式会社

株式会社 アマケンテック

アルモンデ/結熊（ゆうゆう）自然農園



太陽企画株式会社 大和ハウス工業株式会社 株式会社TAKATA PAPER PRODUCTS

大誠技建有限会社 大日本印刷株式会社 株式会社太平環境科学センター

合同会社sorairodays 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社 熊本支社 第一復建株式会社 ダイキン工業株式会社

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州株式会社 大樹生命保険株式会社 福岡支社 大新技研株式会社

株式会社KDS菊池自動車学校 株式会社KDS熊本ドライビングスクール

蘇陽農場

株式会社杉本商店 株式会社杉養蜂園 スタートアップポップコーン株式会社

studio wani 一般社団法人STANDARD KOGA ストラテジーシステム研究所

株式会社スペースRデザイン 住友商事九州株式会社 株式会社正興電機製作所

西部環境調査株式会社 株式会社西部技研 西武ハウス株式会社

積水ヒノマル株式会社 セルコム株式会社 株式会社ゼロベース

一般社団法人千客来結 一般社団法人全国専門能力検定協会SDGs認定機構 センスネットシステム株式会社

株式会社装苑 総合メディカル株式会社 双日九州株式会社

株式会社クロスボーダーコンサルティング 株式会社クロスラボ

熊本利水工業株式会社

株式会社新生堂薬局 シンフォナイズ株式会社 シンフォニックアソシエーション

五島の椿株式会社 社会保険労務士法人後藤労務管理事務所 一般社団法人こども食堂支援機構

有限会社小林電工 コマニー株式会社 福岡営業所 金剛株式会社

株式会社Circulife 株式会社サーキュレーション 株式会社サーベイリサーチセンター

株式会社佐伯建設 株式会社さかうえ 有限会社栄田実業

株式会社サンネットワーク サンプラス株式会社

桑田ビル 株式会社K&Kクリエーションズ 株式会社経営支援センター

株式会社KCL

光和精鉱株式会社 株式会社56フーズ・コーポレーション 有限会社古賀製作所

株式会社ケービーシーメディア 株式会社コア 九州カンパニー 高圧ガス保安協会九州支部

株式会社興電舎 株式会社興農園 香福寺

九州しあわせ共創ラボ（Ｑラボ） 一般社団法人九州循環共生協議会

株式会社九州テラオカ長崎営業所

株式会社九州總合設計 一般社団法人九州地域中小企業等支援専門家連絡協議会（九州志士の会）

九州電力株式会社

株式会社九州ステンレス加工センター

株式会社九州フィナンシャルグループ

株式会社九州ＤＴＳ

一般社団法人九州日韓経済交流会

一般社団法人九州北部信用金庫協会株式会社九州博報堂

株式会社九州リースサービス 九州林産株式会社 九電ビジネスソリューションズ株式会社

九電みらいエナジー株式会社 株式会社教育情報サービス 桐原実業株式会社

久留米運送株式会社 学校法人久留米大学 株式会社グローカルプロジェクト

一般社団法人こがみらい

株式会社黒木鉄工所

一般社団法人熊本県工業連合会 一般社団法人熊本県コンクリート診断士会 熊本県生コンクリート工業組合

有限会社金照堂 日下部中小企業診断士事務所 有限会社くすりのミドリ

熊本酸素株式会社 熊本商工会議所 熊本中央リース株式会社

株式会社グッド・サポート 熊手蜂蜜株式会社

株式会社クラウドコントロール 暮らしとなりわいづくり研究所 株式会社 GLAD JAPAN

株式会社蔵守 グランリッジ株式会社 クリーンアカデミア

独立行政法人国際協力機構九州センター コダックジャパン

株式会社球磨村森電力

KUMAMOTOフードツーリズム研究所 株式会社熊本無線

クリーンクリエイトサービス 株式会社グリーンクロス 株式会社 GreenDiamond

株式会社グリーンテクノロジー 株式会社Green prop 栗原行政書士事務所

株式会社thee moment 株式会社ジーエー・タップ 株式会社GNE

株式会社サンフリード

佐賀県ベンチャー交流ネットワーク 公益財団法人佐賀未来創造基金 税理士法人さくら優和パートナーズ

株式会社サニクリーン九州 株式会社サニックス 産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科SDGｓ研究会

株式会社倖乃舎 株式会社サティスファクトリー 特定非営利活動法人里山を考える会

株式会社ザザホラヤ 株式会社SUSTAINABLE JAPAN 一般社団法人 サステナブルコミュニティ共創機構

株式会社産業経済新聞社西部本部 株式会社サンコー 株式会社サンタ・コミュニケーションズ

株式会社三松 三洋工機株式会社 株式会社サンワドライ

株式会社GLC 株式会社ジーコム 株式会社ＣＴＩグランドプラニング

株式会社シーノ・オフィス JA三井リース九州株式会社 株式会社cielo azul

篠田株式会社 しばた社会保険労務士事務所 株式会社島津建設

有限会社四季工房 株式会社システムフォレスト 一般社団法人自然と健康を守る会

株式会社昭和観光社 昭和住宅株式会社 株式会社昭和堂

白鷺電気工業株式会社 一般社団法人SINKa 株式会社シンク・オブ・アザーズ

株式会社清水建築工業 下川織物 株式会社JIMOS

一般社団法人 社会デザイン協会 一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター 株式会社修電舎

省エネ研究センター 一般財団法人省エネルギーセンター 障がい者の明日を考える会 豊浜店

親和工業株式会社 株式会社親和テクノ シンワラボ株式会社

ソーラーフロンティア株式会社 卒業させる整体院

株式会社鷹取製作所 タカハ機工株式会社 株式会社タケウチ



フリースタイル・テクノロジー・ジャパン株式会社 株式会社プリミティブ・ドライブ 株式会社BLUEBOOK

株式会社福岡リアルティ 株式会社福助屋 株式会社福徳開発

福博綜合印刷株式会社 株式会社福山コンサルタント 藤井精工株式会社

株式会社フラウ 株式会社フランソア プランニング江藤

藤井中小企業診断士事務所 不二高圧コンクリート株式会社 行政書士藤田俊雄法務事務所

富士通Japan株式会社 株式会社富士ピー・エス 株式会社藤本物産

ＮＰＯ法人武道の学校 一般社団法人フミダス 株式会社富友測量設計

一般社団法人福岡県中小企業診断士協会 SDGs推進ネットワーク福岡 公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター 福岡事業構想大学院

株式会社福岡商店 株式会社福岡ソフトウェアーセンター 株式会社福岡タルク工業所

福岡テンジン大学 福岡ひびき信用金庫 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ファーマAIラボ 一般社団法人Feel&Sense felice

4TuneShape株式会社 フォルツァ株式会社 株式会社福井建設

合同会社福岡アーバンラボラトリー 福岡県社会保険労務士会 一般社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会

株式会社日本マイクロニクス 株式会社日本リモナイト 株式会社ニューオータニ九州

有限会社日研 日商エレクトロニクス株式会社 株式会社日本政策金融公庫北九州支店

日本振興株式会社 株式会社日本政策投資銀行 認定NPO法人 日本セラピューティック・ケア協会

株式会社日本相続センター 一般社団法人日本地域活性化推進機構 株式会社日本ベネックス

株式会社日本政策金融公庫福岡支店中小企業事業 株式会社日本政策金融公庫福岡創業支援センター 公益社団法人日本青年会議所九州地区協議会

株式会社日本創生慶 一般社団法人日本電機工業会九州支部 日本経済大学

日本公認会計士協会北部九州会 日本コンベンションサービス株式会社 一般財団法人日本食品分析センター九州支所

西田精麦株式会社 株式会社西日本シティ銀行法人ソリューション部 西日本新聞社

西日本電線株式会社 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 公益財団法人西日本国際財団

西日本ビジネス印刷株式会社 西村あさひ法律事務所 福岡事務所 にしやん

株式会社トキメクデザイン ドクターメイト株式会社 凸版印刷株式会社

株式会社トムス 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング 有限会社トラスト

トラストパーク株式会社 株式会社ドリームマーケティング 株式会社トリプルレインボー

南国殖産株式会社 有限会社肉のまるかつ 西九州大学短期大学部

株式会社NAINAI 中倉ビジネスコンサルティング 株式会社長崎鋼業所

株式会社電通九州 株式会社電脳企画 株式会社東海レジャー

株式会社東急エージェンシー九州支社 東京エレクトロン九州株式会社 東京海上日動火災保険株式会社

株式会社中村製材所 ナチュラルメディア株式会社 株式会社七草堂

株式会社東弘 九州支社 東芝テック株式会社 株式会社東洋ガス

長崎県地域産業活性協議会 学校法人中村産業学園九州産業大学 株式会社ナカムラ消防化学

トータルクリエート株式会社 有限会社トータルプランナーToo 有限責任監査法人トーマツ福岡事務所

株式会社True Balance 鶴田建設株式会社 一般社団法人ディーセントワーク・ライフプランプロデュース協会

株式会社テノ．ホールディングス 株式会社出前館 株式会社寺田鉄工所

株式会社テレビ西日本 一般財団法人電気安全環境研究所 株式会社デンケン

ダンタニ・グリーンエナジー・ソリューションズ合同会社 株式会社地域環境計画 九州支社 千香

タケショウ住宅株式会社 株式会社ダックス 田中鉄工株式会社

株式会社谷川建設 一般社団法人玉名観光協会 株式会社TAMOTSU

株式会社ネオマルス株式会社ネオ倶楽部認定NPO法人エデュケーションエーキューブ

株式会社中央環境 中外テクノス株式会社九州支店 独立行政法人中小企業基盤整備機構

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 特定非営利活動法人地球市民の会 一般社団法人地球人の学校

筑紫ガス株式会社 株式会社筑邦銀行 株式会社智建ホーム

公益財団法人地方経済総合研究所 地方産業経営研究所 特定非営利活動法人チャイルドケアセンター

独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 中和国際株式会社 株式会社千代田

津田産業株式会社 つなぎ屋 TSUNAGU行政書士事務所

翼宿 合同会社TSUMIKI 釣りバカ甲子園

熱産ヒート株式会社 ネッツトヨタ熊本株式会社 社労士事務所NOAH

農業生産法人有限会社十津川農場 農林中央金庫 株式会社野口ビジネスコンサルティング

野坂建設株式会社 野中和博税理士事務所 パーソルテンプスタッフ株式会社

ハウステンボス・技術センター株式会社 株式会社博多北ハート動物病院 NPO法人博多ミツバチプロジェクト

量り売り専門店HAKACCHIAO!! 株式会社博報堂九州支社 博陽工業株式会社

株式会社橋口石彫工業 株式会社パソナ 株式会社パソナJOB HUB

株式会社八ちゃん堂 パナソニック株式会社 ハナヒラク

濱田重工株式会社 株式会社林田産業 学校法人原田学園

株式会社張本創研 株式会社パルクス 株式会社ピーエムティー

株式会社Ｂ‐ＣＡＲＧＯ 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン佐賀事務所 PwCあらた有限責任監査法人福岡事務所

HIURA＆Associates 株式会社ひかり生活デザイン 株式会社ヒカリヲ

肥後技研株式会社 肥後木村組株式会社 株式会社肥後銀行

株式会社肥後産業 久建設株式会社 株式会社久永

久野印刷株式会社 ひさの中小企業診断士事務所 株式会社ビジネスリファイン

株式会社ビッグバイオ 株式会社ヒューマングループ 株式会社ヒューマンブレークスルー



自治体 （自治体コード順）

福岡県 北九州市 福岡市 直方市 飯塚市

田川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市

中間市 宗像市 福津市 宮若市 芦屋町

岡垣町 広川町 吉富町 鳥栖市 多久市

伊万里市 神埼市 基山町 上峰町 長崎県

佐世保市 壱岐市 新上五島町 熊本県

熊本市 八代市 荒尾市 水俣市 菊池市

宇土市 上天草市 合志市 南関町 小国町

御船町 嘉島町 益城町 山都町 多良木町

あさぎり町 大分県 大分市 竹田市 豊後高田市

日出町 玖珠町 宮崎県 宮崎市 延岡市

日南市 日向市 串間市 えびの市 高原町

諸塚村 鹿児島県 鹿屋市 阿久根市 薩摩川内市

いちき串木野市政策課 屋久島町 瀬戸内町 和泊町

一般社団法人ワン・ヘルス・クリエイツ

ラボラトリオ株式会社 合同会社Re arts Garden 力武デザイン事務所

ホンザン（個人事業） 本城商店株式会社 株式会社マサミ

マルキン食品株式会社 株式会社マルクスインターナショナル 株式会社丸信

まるは油脂化学株式会社 株式会社丸山喜之助商店 株式会社まんてん

有限会社益崎塗装店 株式会社増田工務店 まちづくり福井株式会社

松木産業株式会社 合同会社松下生活研究所 税理士法人まもる 九州オフィス

株式会社マルコネクト マリンハイドロテック株式会社 丸栄産業株式会社

株式会社YOUI 吉玉自動車工場 吉本興業株式会社

株式会社ライズ 株式会社ライフコンサル大分 ラウンドスペース株式会社 生活システム研究室

長崎市企画財政部都市経営室

ミーズプロジェクト 株式会社ミカサ MR.DIVER

株式会社プロジェクトデザイン 株式会社文化資本創研 株式会社ヘルシーワンコーポレーション

株式会社ペンシル ホシサン株式会社 ほっとさん

株式会社ミスターマックス・ホールディングス みずほ銀行大分支店 みずほ銀行福岡支店

三井住友海上火災保険株式会社 三井住友建設株式会社九州支店 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

一般社団法人mixjam 株式会社南日本銀行 ミナミホールディングス株式会社

宮崎ガス株式会社 宮崎電力株式会社 宮崎ひでじビール株式会社

みやまスマートエネルギー株式会社 株式会社三好不動産 一般社団法人みらい環境研究会

社会保険労務士法人ミライズ みらいワークス ミリーヴ株式会社

株式会社みんなのドローン 有限会社むつみ建設工業 明治安田生命保険相互会社地域金融法人部九州沖縄金融法人営業部

株式会社メイホー 株式会社明和製作所 めだかクリーンLABO株式会社

株式会社メタノイア 株式会社メディア企画センター 株式会社メディカルグリーン

門司印刷株式会社 株式会社モリサワ 株式会社森鐵工所

森永製菓株式会社 やおやまるちゃん 株式会社安川電機

株式会社ヤスナガ 八代商工会議所 一般社団法人八代青年会議所

株式会社八代美研 柳井電機工業株式会社 株式会社矢野特殊自動車

株式会社ヤマウ 山口屋染物店 ヤマサハウス株式会社

ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 ヤマト運輸株式会社 九州地域 山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本真一社会保険労務士事務所 ユー・エス・ビー株式会社 株式会社USPジャパン

有限会社友加システム 株式会社ユースフル ユーミーコーポレーション株式会社

株式会社レイメイ藤井 NPO法人令和花のチカラ研究所 WorkStep株式会社

特定非営利活動法人わが家の119番 ワクセル株式会社 ワンブライト株式会社

一般社団法人YOU MAKE IT 悠悠ホーム株式会社 UNITED SHARE

リューコス株式会社 菱電商事株式会社 株式会社 LUXSIA

株式会社LIXIL リコージャパン株式会社 株式会社利他フーズ

株式会社RITAマーケティングパートナーズ NPO法人リトコス 龍王ガス 株式会社

株式会社ワイビーエム 株式会社Y4.com 若林ビジネスサポート


