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No. 認定法⼈名 左記法⼈と共に認定された法⼈名 共同申請保険者 申請書に記載の
本社所在地

1 九州電⼒株式会社 九州電⼒健康保険組合 福岡県

2 株式会社QTnet 九州電⼒健康保険組合 福岡県

3 社会医療法⼈共愛会 共愛会健康保険組合 福岡県

4 総合メディカルホールディングス株式会社 総合メディカル株式会社 東京薬業健康保険組合 福岡県

5 株式会社デンソー九州 デンソー健康保険組合 福岡県

6 ＴＯＴＯ株式会社 ＴＯＴＯ健康保険組合 福岡県

7 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング トヨタ⾃動⾞健康保険組合 福岡県

8 ⽇産⾃動⾞九州株式会社 ⽇産⾃動⾞健康保険組合 福岡県

9 ⽇産⾞体九州株式会社 ⽇産⾃動⾞健康保険組合 福岡県

10 特定医療法⼈財団博愛会 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

11 医療法⼈原⼟井病院 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

12 福岡トヨペット株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 福岡県

13 株式会社ホンダカーズ中央佐賀 全国健康保険協会佐賀⽀部 佐賀県

14 株式会社ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットたかた
株式会社ジャパネットメディアクリエーション
株式会社ジャパネットサービスイノベーション
株式会社ジャパネットコミュニケーションズ
株式会社ジャパネットロジスティクスサービス
株式会社Ｖ・ファーレン⻑崎
株式会社リージョナルクリエーション⻑崎

全国健康保険協会東京⽀部 ⻑崎県

15 株式会社肥後銀⾏ 肥後銀⾏健康保険組合 熊本県

16 株式会社⼤分銀⾏ ⼤分銀⾏健康保険組合 ⼤分県

17 ⼤分県信⽤組合 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

18 株式会社宮崎銀⾏ 宮崎銀⾏健康保険組合 宮崎県

19 医療法⼈⽟昌会 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

20 株式会社新⽇本科学 SNBL Nature株式会社 東京薬業健康保険組合 ⿅児島県

21 トヨタカローラ⿅児島株式会社 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

22 南国殖産株式会社 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県
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1 イオン九州株式会社 イオン健康保険組合 福岡県

2 医療法⼈社団江頭会さくら病院 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

3 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 福岡県

4 株式会社ＮＴＴファシリティーズ九州 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 福岡県

5 社会医療法⼈北九州病院 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

6 医療法⼈社団久英会 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

7 株式会社九州⽇⽴システムズ ⽇⽴健康保険組合 福岡県

8 株式会社九州マツダ 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

9 九州三菱⾃動⾞販売株式会社 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

10 九電ビジネスソリューションズ株式会社 九州電⼒健康保険組合 福岡県

11 ⻄部⽡斯株式会社 ⻄部⽡斯健康保険組合 福岡県

12 Ｇｃｏｍホールディングス株式会社 福岡県情報サービス産業健康保険組合 福岡県

13 株式会社新⽣堂薬局 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

14 株式会社スズキ⾃販福岡 スズキ健康保険組合 福岡県

15 株式会社正興電機製作所 正興ＩＴソリューション株式会社
株式会社正興サービス＆エンジニアリング 東京電⼦機械⼯業健康保険組合 福岡県

16 ⻄部電気⼯業株式会社 ⻄部電気健康保険組合 福岡県

17 株式会社ダスキンサーヴ九州 ダスキン健康保険組合 福岡県

18 株式会社ドコモＣＳ九州 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 福岡県

19 トヨタ⾃動⾞九州株式会社 トヨタ⾃動⾞健康保険組合 福岡県

20 ⼀般財団法⼈⻄⽇本産業衛⽣会 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

21 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式
会社 パナソニック健康保険組合 福岡県

22 フォーサイトシステム株式会社 シーイーシー健康保険組合 福岡県

23 福岡スバル株式会社 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

24 株式会社富⼠通九州システムズ 富⼠通健康保険組合 福岡県

25 株式会社富⼠ピー・エス 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

26 みやま市役所 福岡県市町村職員共済組合 福岡県

27 ⼭下医科器械株式会社 全国健康保険協会福岡⽀部 福岡県

28 ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤル株式会社
ロイヤルホスト株式会社
アールアンドケーフードサービス株式会社
株式会社テンコーポレーション
ロイヤル空港⾼速フードサービス株式会社
ロイヤルコントラクトサービス株式会社
ロイヤルインフライトケイタリング株式会社
アールエヌティーホテルズ株式会社
ロイヤルマネジメント株式会社

ロイヤル健康保険組合 福岡県

29 株式会社佐賀共栄銀⾏ 全国健康保険協会佐賀⽀部 佐賀県

30 株式会社佐賀銀⾏ 佐賀銀⾏健康保険組合 佐賀県

31 アイティーアイ株式会社 全国健康保険協会⻑崎⽀部 ⻑崎県

32 医療法⼈秋桜会 社会福祉法⼈春幸会 全国健康保険協会⻑崎⽀部 ⻑崎県

33 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 ソニー健康保険組合 熊本県

34 医療法⼈博光会 全国健康保険協会熊本⽀部 熊本県

35 医療法⼈祐基会 全国健康保険協会熊本⽀部 熊本県
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36 株式会社オーイーシー 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

37 ⼤分キヤノンマテリアル株式会社 キヤノン健康保険組合 ⼤分県

38 ⼤分交通株式会社 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

39 ⼤分トヨタ⾃動⾞株式会社 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

40 ⼤分バス株式会社 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

41 社会福祉法⼈⼤喜福祉会 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

42 トヨタカローラ⼤分株式会社 全国健康保険協会⼤分⽀部 ⼤分県

43 株式会社フォレストホールディングス 株式会社アステム 東京薬業健康保険組合 ⼤分県

44 マレリ九州株式会社 ⽇産⾃動⾞健康保険組合 ⼤分県

45 株式会社テレビ宮崎 ⺠間放送健康保険組合九州⽀部 宮崎県

46 宮崎綜合警備株式会社 全国健康保険協会宮崎⽀部 宮崎県

47 ⿅児島トヨタ⾃動⾞株式会社 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

48 社会福祉法⼈旭⽣会 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

49 株式会社トヨタ⾞体研究所 トヨタ⾞体健康保険組合 ⿅児島県

50 株式会社フレッシュ⻘果 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

51 株式会社ホンダ四輪販売南九州 ホンダ健康保険組合 ⿅児島県

52 南九州⽇野⾃動⾞株式会社 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

53 株式会社南九州マツダ 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県

54 株式会社南⽇本総合サービス 全国健康保険協会⿅児島⽀部 ⿅児島県
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1 福岡県 ＩＣＴコンストラクション株式会社
2 福岡県 アジアパシフィックマリン株式会社
3 福岡県 アド印刷株式会社
4 福岡県 社会保険労務⼠法⼈アドバンス
5 福岡県 鮎川産業株式会社
6 福岡県 株式会社アライヴ
7 福岡県 有限会社あんしんリスク・マネージメント
8 福岡県 株式会社いきいき
9 福岡県 勇物流サービス有限会社
10 福岡県 イシズエワークス株式会社
11 福岡県 異島電設株式会社
12 福岡県 株式会社イデアルライフ
13 福岡県 株式会社エスティ環境設計研究所
14 福岡県 株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡
15 福岡県 税理⼠法⼈エルビーエー
16 福岡県 株式会社オオサカネーム
17 福岡県 オーム乳業株式会社
18 福岡県 有限会社介護センターこころ
19 福岡県 株式会社環境設備公社
20 福岡県 北九州商⼯会議所
21 福岡県 株式会社キャム
22 福岡県 九州運輸建設株式会社
23 福岡県 九州地理情報株式会社
24 福岡県 株式会社九州⽇⽴
25 福岡県 九州包装機材⼯業株式会社
26 福岡県 有限会社共栄資源管理センター⼩郡
27 福岡県 株式会社グッド･サポート
28 福岡県 グッドパースンコンサルティング株式会社
29 福岡県 グッドパースンパートナー株式会社
30 福岡県 グッドパースンリンク株式会社
31 福岡県 株式会社国光産業
32 福岡県 医療法⼈恵⼈会
33 福岡県 有限会社構造保全技術
34 福岡県 交通器材株式会社
35 福岡県 ⻄光建設株式会社
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36 福岡県 株式会社サイリョウ
37 福岡県 株式会社サン電⼯社
38 福岡県 株式会社三福
39 福岡県 株式会社シンク
40 福岡県 新美和⽯油株式会社
41 福岡県 株式会社⽣活科学研究会
42 福岡県 株式会社SEIKOJINSEI
43 福岡県 正興電気建設株式会社
44 福岡県 ⻄南⾃動⾞⼯業株式会社
45 福岡県 株式会社関屋電設
46 福岡県 株式会社ソル
47 福岡県 ⾼杉製薬株式会社
48 福岡県 社会福祉法⼈たちばな福祉会障害者⽀援施設⼩富⼠園
49 福岡県 有限会社ＴＭ保険センター
50 福岡県 株式会社東海エース保険
51 福岡県 株式会社東京海上⽇動パートナーズ九州
52 福岡県 中村運送株式会社
53 福岡県 社会福祉法⼈南⾵会
54 福岡県 ⻄鉄不動産株式会社
55 福岡県 ⻄⽇本ビジネス印刷株式会社
56 福岡県 ⽇商保険コンサルティング株式会社
57 福岡県 株式会社NewSupport
58 福岡県 直⽅商⼯会議所
59 福岡県 株式会社バオラックス
60 福岡県 株式会社博多印刷
61 福岡県 有限会社花菱流通
62 福岡県 株式会社ハローデイ
63 福岡県 株式会社ヒューマン・クリエイト
64 福岡県 有限会社ファスニング機⼯
65 福岡県 株式会社フィネス
66 福岡県 福岡運輸システムネット株式会社
67 福岡県 福岡⾦属興業株式会社
68 福岡県 株式会社福岡防災
69 福岡県 株式会社福岡マイスターラボ
70 福岡県 株式会社福⼭組
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71 福岡県 福糧運輸株式会社
72 福岡県 株式会社富⼠エコ研究開発
73 福岡県 株式会社富⼠投資育成
74 福岡県 豊前川崎商⼯会議所
75 福岡県 株式会社不動産のデパートひろた
76 福岡県 株式会社プラスアド
77 福岡県 株式会社へいせい
78 福岡県 株式会社平和メンテ・エンジニアリング
79 福岡県 株式会社ベストコンサル
80 福岡県 株式会社マエダ
81 福岡県 株式会社マツシマメジャテック
82 福岡県 溝江建設株式会社
83 福岡県 株式会社みつ葉グループ
84 福岡県 宮川建設株式会社
85 福岡県 株式会社宮﨑電気商会
86 福岡県 株式会社三好不動産
87 福岡県 株式会社メイホー
88 福岡県 株式会社明和製作所
89 福岡県 森⼭⼯業株式会社
90 福岡県 株式会社ヤスナガ
91 福岡県 株式会社柳川合同
92 福岡県 株式会社柳川合同トランスポート
93 福岡県 弁護⼠法⼈⼭⽥総合法律事務所
94 福岡県 社会福祉法⼈柚の⽊福祉会
95 福岡県 ライフパートナー株式会社
96 福岡県 株式会社ライブワークス
97 福岡県 株式会社ルルアーク
98 福岡県 株式会社ロングタイム
99 福岡県 株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ
100 福岡県 株式会社ワシダ
101 佐賀県 伊万⾥商⼯会議所
102 佐賀県 ＭＳ佐賀株式会社
103 佐賀県 ⼤⻄⼯業株式会社
104 佐賀県 笠原建設株式会社
105 佐賀県 唐津⼟建⼯業株式会社
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106 佐賀県 社会保険労務⼠法⼈きたむら事務所
107 佐賀県 協業組合九州ロジテックカーゴ
108 佐賀県 株式会社佐賀ＩＤＣ
109 佐賀県 ⼀般社団法⼈佐賀県農村地域情報センター
110 佐賀県 ＪＳＲマイクロ九州株式会社
111 佐賀県 株式会社篠原建設
112 佐賀県 昭和⾃動⾞株式会社
113 佐賀県 株式会社ソアー
114 佐賀県 ⽥島興産株式会社
115 佐賀県 ⿃栖ＮＯＫ株式会社
116 佐賀県 株式会社トヨタレンタリース佐賀
117 佐賀県 株式会社奈雅井
118 佐賀県 株式会社中野建設
119 佐賀県 東島電気⼯事株式会社
120 佐賀県 ⽇⽴化成電⼦材料九州株式会社
121 佐賀県 松浦通運株式会社
122 佐賀県 株式会社マックス
123 佐賀県 株式会社モトシマ
124 佐賀県 株式会社ヨシノロジ
125 佐賀県 株式会社リップ
126 佐賀県 株式会社ロジコム
127 佐賀県 株式会社ワイビーエム
128 ⻑崎県 株式会社アシスト．１
129 ⻑崎県 有⽥⼯業株式会社
130 ⻑崎県 壱岐油槽株式会社
131 ⻑崎県 株式会社池⽥⼯業
132 ⻑崎県 株式会社イデックスリテール⻄九州
133 ⻑崎県 岩永⼯業株式会社
134 ⻑崎県 エコー電⼦⼯業株式会社
135 ⻑崎県 株式会社エムエスケイ
136 ⻑崎県 ⼤瀬⼾造船鉄⼯株式会社
137 ⻑崎県 株式会社かめがわ
138 ⻑崎県 九州イーグル株式会社
139 ⻑崎県 株式会社グラバーヒル
140 ⻑崎県 株式会社クリーン・マット
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141 ⻑崎県 株式会社⻄海建設
142 ⻑崎県 株式会社サイキ
143 ⻑崎県 崎永海運株式会社
144 ⻑崎県 株式会社サンエストランテック
145 ⻑崎県 株式会社⿅⽥⼯業
146 ⻑崎県 株式会社システック井上
147 ⻑崎県 株式会社上滝
148 ⻑崎県 株式会社新⻑崎製作所
149 ⻑崎県 株式会社せんねん
150 ⻑崎県 有限会社総合保障センター
151 ⻑崎県 株式会社ディーエスブランド
152 ⻑崎県 株式会社トータル
153 ⻑崎県 株式会社⻑崎⻄部建設
154 ⻑崎県 株式会社⻑崎タクシー
155 ⻑崎県 ⻑崎南部森林組合
156 ⻑崎県 ⻑崎ブロイラー産業株式会社
157 ⻑崎県 仁⽊⽥株式会社
158 ⻑崎県 有限会社野澤運送
159 ⻑崎県 株式会社ＰＡＬ構造
160 ⻑崎県 春⾬タクシー株式会社
161 ⻑崎県 有限会社ビッグ・ワン
162 ⻑崎県 有限会社ひらの保険事務所
163 ⻑崎県 株式会社平⼭組
164 ⻑崎県 有限会社フリーウェイ
165 ⻑崎県 株式会社ホンダ⻑崎
166 ⻑崎県 松島港湾運輸株式会社
167 ⻑崎県 株式会社MATSUFUJI
168 ⻑崎県 松藤商事株式会社
169 ⻑崎県 株式会社ミズ⻑崎
170 ⻑崎県 株式会社宮崎電機⼯業
171 ⻑崎県 有限会社モリシタホケン
172 ⻑崎県 吉⽥海運株式会社
173 ⻑崎県 ラッキー⾃動⾞株式会社
174 ⻑崎県 ラッキーバス株式会社
175 ⻑崎県 株式会社ラッキーモーターサービス
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176 熊本県 有限会社アース・クリーン
177 熊本県 アイ・ケイ・エス開発株式会社
178 熊本県 株式会社あいら観光
179 熊本県 株式会社ＡＺＵＭＡ
180 熊本県 株式会社アネシス
181 熊本県 荒尾商⼯会議所
182 熊本県 飯塚電機⼯業株式会社
183 熊本県 株式会社池松機⼯
184 熊本県 株式会社岩永組
185 熊本県 ⽜深商⼯会議所
186 熊本県 有限会社ウチダ
187 熊本県 株式会社ウチダ・フォーラム
188 熊本県 有限会社エイ・アンド・ケイ企画
189 熊本県 株式会社エイジス
190 熊本県 株式会社栄進
191 熊本県 M＆Mプランニング株式会社
192 熊本県 エルアコンサルティング株式会社
193 熊本県 株式会社オカザキ
194 熊本県 春⽇電気株式会社
195 熊本県 株式会社かずやハウジング
196 熊本県 葛城建設⼯業株式会社
197 熊本県 株式会社⾦沢電気設備
198 熊本県 希望の⾥ホンダ株式会社
199 熊本県 九州電機⼯業株式会社
200 熊本県 九州電設株式会社
201 熊本県 協電機⼯株式会社
202 熊本県 株式会社熊本計算センター
203 熊本県 株式会社くまもと健康⽀援研究所
204 熊本県 熊本中央リース株式会社
205 熊本県 株式会社ＫＳＫ九州
206 熊本県 株式会社KDS菊池⾃動⾞学校
207 熊本県 株式会社KDS熊本ドライビングスクール
208 熊本県 株式会社興農園
209 熊本県 株式会社興和測量設計
210 熊本県 税理⼠法⼈さくら優和パートナーズ
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211 熊本県 三和リース株式会社
212 熊本県 有限会社七城観光バス
213 熊本県 株式会社SHIFT
214 熊本県 株式会社シン・空間研究所
215 熊本県 新産住拓株式会社
216 熊本県 杉⼭建設株式会社
217 熊本県 株式会社⽣科研
218 熊本県 善徳丸建材株式会社
219 熊本県 綜合企画株式会社
220 熊本県 岱明運輸株式会社
221 熊本県 株式会社⼤和電業
222 熊本県 医療法⼈たかの眼科
223 熊本県 株式会社⽥崎⾃動⾞⼯業
224 熊本県 株式会社ダスキンプロダクト九州
225 熊本県 株式会社ダスキン⼋代
226 熊本県 株式会社建吉組
227 熊本県 株式会社⽥中材⽊店
228 熊本県 チェックコミュニケーション株式会社
229 熊本県 株式会社DNS
230 熊本県 東南運輸株式会社
231 熊本県 東南運輸倉庫株式会社
232 熊本県 有限会社トータルサポート
233 熊本県 株式会社冨坂建設
234 熊本県 株式会社トヨタレンタリース熊本
235 熊本県 トラストコンサルタント株式会社
236 熊本県 株式会社中野⼯務店
237 熊本県 ⽇豊⾷品⼯業株式会社
238 熊本県 ハイコムウォーター株式会社
239 熊本県 ハイコムビジネスサポート株式会社
240 熊本県 有限会社ひまわり総合保険企画
241 熊本県 株式会社美麗建設⼯業
242 熊本県 不⼆電気⼯業株式会社
243 熊本県 富⼠フイルム九州株式会社
244 熊本県 本渡商⼯会議所
245 熊本県 有限会社まもるほけん



令和2年3⽉2⽇発表
令和2年4⽉1⽇更新
（県別・五⼗⾳順）

No. 都道府県 認定法⼈名

九州管内の「健康経営優良法⼈２０２０（中⼩規模法⼈部⾨）」認定法⼈⼀覧

246 熊本県 丸昭建設株式会社
247 熊本県 株式会社丸美屋
248 熊本県 株式会社ミノル運送
249 熊本県 ミノル運送株式会社
250 熊本県 株式会社みらい
251 熊本県 メイビスデザイン株式会社
252 熊本県 株式会社⼭⼀
253 熊本県 株式会社ユーホーム
254 熊本県 株式会社友和会
255 ⼤分県 公益財団法⼈⼤分県建設技術センター
256 ⼤分県 ⼀般財団法⼈⼤分健康管理協会
257 ⼤分県 有限会社ＯＫ保険
258 ⼤分県 株式会社織部⼯務店
259 ⼤分県 協栄⼯業株式会社
260 ⼤分県 グリーングループ株式会社
261 ⼤分県 株式会社グリーンフジタ
262 ⼤分県 株式会社⼤⽇
263 ⼤分県 タナベ環境⼯学株式会社
264 ⼤分県 株式会社ティー・シージャパン
265 ⼤分県 有限会社東栄⼯業所
266 ⼤分県 有限会社富城物産
267 ⼤分県 株式会社トヨテック⼤分
268 ⼤分県 ⻑嶋補償コンサルタント株式会社
269 ⼤分県 中⼭化成有限会社
270 ⼤分県 株式会社⽇⽥天領⽔
271 ⼤分県 有限会社ファン⼯業
272 ⼤分県 有限会社プロアルファ
273 ⼤分県 豊後通運株式会社
274 ⼤分県 ベストリビング株式会社
275 ⼤分県 明⼤⼯業株式会社
276 ⼤分県 ゆうび株式会社
277 ⼤分県 株式会社ライフコンサル⼤分
278 宮崎県 株式会社アイリス
279 宮崎県 株式会社アシスト
280 宮崎県 アボック株式会社
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281 宮崎県 有限会社イエムラ
282 宮崎県 株式会社いきいき保険サービス
283 宮崎県 有限会社ウィズ
284 宮崎県 株式会社ＡＶＣ放送開発
285 宮崎県 江坂設備⼯業株式会社
286 宮崎県 合資会社オフィススギヤマ
287 宮崎県 株式会社川越紙店
288 宮崎県 株式会社九南
289 宮崎県 近代技建株式会社
290 宮崎県 株式会社作松
291 宮崎県 株式会社システム開発
292 宮崎県 第⼀建設株式会社
293 宮崎県 株式会社ティーディエス
294 宮崎県 株式会社難波江商店
295 宮崎県 ⽇南テック株式会社
296 宮崎県 株式会社New Create
297 宮崎県 株式会社ふくじゅそう
298 宮崎県 株式会社ブルースター
299 宮崎県 都城商⼯会議所
300 宮崎県 宮崎商⼯会議所
301 宮崎県 宮崎電⼦機器株式会社
302 宮崎県 みやざきバイオマスリサイクル株式会社
303 宮崎県 株式会社明光社
304 宮崎県 有限会社メープルウェルフェアーサービス
305 宮崎県 持永⽊材株式会社
306 ⿅児島県 今別府産業株式会社
307 ⿅児島県 株式会社岩⽥組
308 ⿅児島県 内村建設株式会社
309 ⿅児島県 株式会社宇都電設
310 ⿅児島県 株式会社川崎塗料
311 ⿅児島県 株式会社川原建設
312 ⿅児島県 株式会社健康家族
313 ⿅児島県 株式会社晃栄住宅
314 ⿅児島県 有限会社郷原緑萠園
315 ⿅児島県 幸和運輸株式会社
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316 ⿅児島県 国分電機株式会社
317 ⿅児島県 ⼩牧建設株式会社
318 ⿅児島県 サツマ化⼯株式会社
319 ⿅児島県 株式会社サナス
320 ⿅児島県 株式会社⼭興商会
321 ⿅児島県 株式会社サンプラスワン
322 ⿅児島県 三洋⼯機株式会社
323 ⿅児島県 三洋ハウス株式会社
324 ⿅児島県 昭和製菓株式会社
325 ⿅児島県 有限会社⽩男川薬局
326 ⿅児島県 新⽣冷熱⼯業株式会社
327 ⿅児島県 株式会社新⽇本技術コンサルタント
328 ⿅児島県 株式会社スズキアリーナ⼤隅
329 ⿅児島県 ⼤成ビルサービス株式会社
330 ⿅児島県 株式会社⽥川組
331 ⿅児島県 株式会社武⽥屋
332 ⿅児島県 株式会社⽥島組
333 ⿅児島県 株式会社トヨタレンタリース⿅児島
334 ⿅児島県 南栄リース株式会社
335 ⿅児島県 南国警備株式会社
336 ⿅児島県 南⽣建設株式会社
337 ⿅児島県 有限会社ノーティス
338 ⿅児島県 濵⽥酒造株式会社
339 ⿅児島県 福地建設株式会社
340 ⿅児島県 株式会社芙蓉商事
341 ⿅児島県 株式会社ブンカ巧芸社
342 ⿅児島県 株式会社ヘイワ
343 ⿅児島県 豊明建設株式会社
344 ⿅児島県 株式会社ホーミング
345 ⿅児島県 本坊酒造株式会社
346 ⿅児島県 株式会社前⽥組
347 ⿅児島県 株式会社マンボウ・サービス
348 ⿅児島県 南九州スバル株式会社
349 ⿅児島県 有限会社柳沢養鰻
350 ⿅児島県 株式会社⼭⼀建設
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351 ⿅児島県 ヤマグチ株式会社
352 ⿅児島県 株式会社ユタカ産業
353 ⿅児島県 株式会社ヨシキ
354 ⿅児島県 有限会社リック
355 ⿅児島県 株式会社ワカマツ⾃動⾞
356 ⿅児島県 株式会社渡辺組




