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事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

株式会社RGBcreation アールジービークリエイション ー R4.7

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 アイオイニッセイドウワソンガイホケン https://www.aioinissaydowa.co.jp R5.1

I-Light株式会社 アイライト https://ilight-agg.co.jp/ R4.7

株式会社AXions アクシオンズ ー R4.7

株式会社アクセス アクセス https://www.accessjp.co.jp R4.7

アスタスク株式会社 アスタスク https://astask.co.jp/ R4.7

株式会社アセラ アセラ ー R5.1

株式会社アットアイパス アットアイパス https://www.atipas.co.jp/ R4.7

アド印刷株式会社 アドインサツ https://www.ad-printing.co.jp/ R4.7

株式会社Atopy labo アトピーラボ https://atopy-labo.jp/ R5.1

株式会社アトル アトル https://www.atol-com.co.jp/ R5.1

アルテックソリューションズ株式会社 アルテックソリューションズ www.artech-inc.jp R4.7

株式会社アルファ アルファ https://alpha-trade.jp/ R4.7

株式会社アルファ アルファ http://www.alpha-fk.com/ R4.7

アン・コンサルティング株式会社 アン・コンサルティング https://www.anconsulting.jp/ R4.7

株式会社アンドストーリー アンドストーリー https://www.andstory.co.jp/ R5.1

株式会社ＥＰサポート イーピーサポート ー R4.7

株式会社イオスコーポレーション イオスコーポレーション ー R5.1

⽯村⼯務店株式会社 イシムラコウムテン https://www.ishimura-c.co.jp/ R4.7

株式会社⼀蘭 イチラン https://ichiran.com R4.7

株式会社岩⽥屋三越 イワタヤミツコシ https://www.iwataya-
mitsukoshi.mistore.jp/common/company.html R4.7

株式会社インフォグラム インフォグラム https://www.infogram.co.jp/ R4.7

ウィットシステムズ株式会社 ウィットシステムズ https://www.witsys.co.jp/ R4.7

有限会社ウィンロード ウィンロード ー R5.1

株式会社EISHIN エイシン http://eishin-c.jp R5.1

有限会社A･G･S エージーエス https://www.ags-web.net/ R4.7

株式会社ACN九州 エーシーエヌキュウシュウ https://www.acn-net.co.jp/ R4.7

株式会社ACLA エーシーエルエー https://acla.co.jp/ R4.7

エコワークス株式会社 エコワークス https://www.eco-works.jp/ R4.7

NECネッツエスアイ株式会社　九州⽀店 エヌイーシーネッツエスアイ　キュウシュウシテン ー R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

株式会社NCBリサーチ&コンサルティング エヌシービーリサーチアンドコンサルティング https://www.johoza.co.jp R4.7

株式会社NTTデータNCB エヌティティデータエヌシービー https://www.nttdata-ncb.co.jp/ R4.7

株式会社FISS エフアイエスエス https://www.fiss-inc.jp/ R5.1

株式会社MMAG 福岡⽀店 エムエムエイジー　フクオカシテン https://www.mmag.co.jp/ R4.7

株式会社enGu エング https://www.engu.co.jp/ R5.1

株式会社オーズインターナショナル オーズインターナショナル ー R4.7

株式会社オーパーツ オーパーツ ー R5.1

株式会社⼤橋造園⼟⽊ オオハシゾウエンドボク ー R5.1

株式会社オールハンズ オールハンズ https://www.a-hands.com/ R4.7

岡本綜合法律事務所 オカモトソウゴウホウリツジムショ https://okamoto-law.com/ R4.7

株式会社奥村組　福岡⽀店 オクムラグミ　フクオカシテン ー R5.1

株式会社オフィスａｔ オフィスアット https://office-at.biz/ R4.7

有限会社オフィスエイツ オフィスエイツ https://www.eits.co.jp R4.7

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

カオウグループカスタマーマーケティングキュウシュウ
シシャ https://www.kao.com/jp/ R5.1

有限会社⾹⽉組 カツキグミ https://katsukigumi.com/ R4.7

かもめ社労⼠事務所 カモメシャロウシジムショ https://www.kamome-sr.info/ R4.7

株式会社川⼝ カワグチ https://kawaguchi-paint.co.jp R5.1

河野建設株式会社 カワノケンセツ https://www.kawanokensetsu.co.jp/ R4.7

キーウェア九州株式会社 キーウェアキュウシュウ https://www.keyware.co.jp/kyusyu/ R5.1

キークレア税理⼠法⼈ キークレアゼイリシホウジン https://keycrea.jp/ R4.7

株式会社希樹屋 キジュヤ https://www.kijuya.co.jp/ R5.1

株式会社キッズ・プランニング キッズ・キッズ保育
園⾹椎 キッズ・プランニング　カシイ https://kidsplanning.com/ R5.1

株式会社キッズ・プランニング キッズ・キッズ保育
園 浄⽔N キッズ・プランニング　ジョウスイN https://kidsplanning.com/ R5.1

株式会社キッズ・プランニング キッズ・キッズ保育
園浄⽔Ｓ キッズ・プランニング　ジョウスイS https://kidsplanning.com/ R5.1

株式会社キッズ・プランニング キッズ・キッズ保育
園天神 キッズ・プランニング　テンジン https://kidsplanning.com/ R5.1

株式会社キッズ・プランニング キッズ・キッズ保育
園⻑丘 キッズ・プランニング ナガオカ https://kidsplanning.com/ R5.1

株式会社キッズ・プランニング キッズ・キッズ保育
園博多 キッズ・プランニング　ハカタ https://kidsplanning.com/ R5.1

⼀般社団法⼈キャリア開発⽀援協会 キャリアカイハツシエンキョウカイ https://cadesa.jp R5.1

キャンプ⼥⼦株式会社 キャンプジョシ https://www.camjyo.com R4.7

九州クリーン⼯業株式会社 キュウシュウクリーンコウギョウ ー R4.7

九州経済産業局 キュウシュウケイザイサンギョウキョク https://www.kyushu.meti.go.jp/ R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

九州建設株式会社 キュウシュウケンセツ https://www.q-shu.co.jp/ R5.1

九州債権回収株式会社 キュウシュウサイケンカイシュウ ー R4.7

公益財団法⼈九州先端科学技術研究所 キュウシュウセンタンカガクギジュツケンキュウショ https://www.isit.or.jp R4.7

国⽴⼤学法⼈九州⼤学 キュウシュウダイガク https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/ R4.7

株式会社九州テン キュウシュウテン https://www.qten.co.jp/ R4.7

株式会社九州⽇⽴システムズ キュウシュウヒタチシステムズ https://www.kyushu-hitachi-
systems.co.jp/ R4.7

九州三菱⾃動⾞販売株式会社 キュウシュウミツビシジドウシャハンバイ https://www.kyushu-mitsubishi-
motors.co.jp/ R4.7

九州⼋重洲株式会社 キュウシュウヤエス https://kyushu-yaesu.co.jp/ R5.1

九州旅客鉄道株式会社 キュウシュウリョカクテツドウ ー R4.7

九州林産株式会社 キュウシュウリンサン https://www.q-rin.co.jp/ R5.1

株式会社九電⼯ キュウデンコウ https://www.kyudenko.co.jp/ R5.1

株式会社キョーワ キョーワ ー R4.7

株式会社 空調機のホウエイ クウチョウノホウエイ https://www.kucho-houei.com R5.1

久保建株式会社 クボケン http://www.kubo-ken.co.jp R4.7

株式会社クボタ　九州⽀社 クボタ キュウシュウシシャ ー R4.7

クラウドワン株式会社 クラウドワン https://www.cloud-1.jp/ R5.1

くらしのDeo株式会社 クラシノデオ https://www.kurashinodeo.co.jp/ R4.7

株式会社Greater Fukuoka グリーターフクオカ https://greater-fukuoka.com/ R4.7

有限会社グリーン・グリーン グリーン・グリーン https://green2.jp/ R4.7

株式会社グリーンクロス グリーンクロス https://www.green-
cross.co.jp/company/sdgs/ R4.7

株式会社Green prop グリーンプロップ https://greenprop.jp/ R5.1

株式会社クリエイト・スタッフィング クリエイト・スタッフィング https://www.c-staffing.co.jp/ R4.7

株式会社クロスアビリティズ クロアビリティズ https://www.c-as.co.jp/ R5.1

クローバー株式会社 クローバー ー R5.1

建築⼯房ゼロ株式会社 ケンチクコウボウゼロ https://kenchiku-koubou-zero.co.jp/ R4.7

健和電気株式会社 ケンワデンキ http://e-kenwa.co.jp R5.1

株式会社コアネス コアネス http://coreness.co.jp/ R5.1

コウケン株式会社 コウケン https://kouken-web.net/ R4.7

広洋貿易株式会社 コウヨウボウエキ https://www.kouyou-trade.com/ R5.1

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 コカ・コーラボトラーズジャパン https://www.ccbji.co.jp/ R4.7

国分九州株式会社 コクブキュウシュウ https://www.kokubu.co.jp/kyushu/ R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

株式会社コネクト コネクト http://www.connect-company.jp/ R4.7

株式会社コムネット コムネット https://www.s-comnet.com/ R4.7

株式会社コレクティブ コレクティブ http://www.collective-towa.com R5.1

⼀般社団法⼈コレクティブプラス コレクティブプラス http://www.collective-towa.com/ R5.1

株式会社コンドー コンドー http://kondo-l.co.jp R5.1

株式会社佐伯建設　福岡⽀社 サイキケンセツ　フクオカシシャ https://www.saikikensetsu.co.jp/ R4.7

株式会社サイバー⼤学 サイバーダイガク https://www.cyber-u.ac.jp/ R4.7

⻄部ガスホールディングス株式会社 サイブガスホールディングス https://hd.saibugas.co.jp/index.htm R5.1

株式会社サインテック サインテック https://www.signtec.co.jp/ R4.7

株式会社サカセル サカセル https://sacasel.net/ R4.7

サクサ株式会社　九州⽀社 サクサ　キュウシュウシシャ https://www.saxa.co.jp/ R5.1

咲良美登理事務所 サクラミドリジムショ https://sakura-midori.jp/ R4.7

税理⼠法⼈さくら優和パートナーズ サクラユウワパートナーズ https://syp-ac.com/ R4.7

佐藤株式会社 サトウ https://www.comfortor-satoh.com/ R4.7

有限会社佐藤商会 サトウショウカイ ー R5.1

株式会社SUNCRECO サンクレコ ー R4.7

三州ペイント株式会社 サンシュウペイント https://www.sunsyupaint.co.jp/ R4.7

三伸機設株式会社 サンシンキセツ http://www.sanshinkisetsu.co.jp/co
mpany/ R5.1

株式会社サン電⼯社 サンデンコウシャ https://www.sandenko.co.jp/ R5.1

株式会社シー・アール・シー・サービス シー・アール・シー・サービス http://www.crc-
group.co.jp/crcservice/ R4.7

有限会社シーエス シーエス https://hoteletwas.co.jp/ R4.7

GG.SUPPLY株式会社 ジージーサプライ https://gg-supply.com/ R4.7

株式会社J&Aソリューション ジェイアンドエーソリューション https://www.janda-s.com/ R5.1

JTL株式会社 ジェイティエル https://www.jtl-official.com R4.7

ジェイピーエス電⼯株式会社 ジェイピーエスデンコウ https://jps-d.co.jp R4.7

JFEエンジニアリング株式会社 ジェエフイーエンジニアリング https://www.jfe-eng.co.jp/ R5.1

株式会社志賀設計 シガセッケイ ー R4.7

株式会社システムニシツウ システムニシツウ https://www.s-nishitsu.co.jp/ R4.7

株式会社シトラスファーム シトラスファーム https://cos-parfait.com/ R4.7

島村産業株式会社 シマムラサンギョウ ー R5.1

株式会社清⽔保険事務所 シミズホケンジムショ https://shimizu00orion.com/ R5.1



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 ジャパンフクオカ・ペプシコーラハンバイ ー R4.7

照栄建設株式会社 ショウエイケンセツ https://shoei-k.com/ R5.1

ジョーンズラングラサール株式会社 ジョーンズラングラサール ー R4.7

株式会社新⽣堂薬局 シンセイドウヤッキョク https://sinseido-co.jp R4.7

シンテックサービス株式会社 シンテックサービス https://www.shintech.biz R5.1

新電⼦⼯業有限会社 シンデンシコウギョウ https://www.fetgiken.com R4.7

株式会社新⽇本エネックス シンニホンエネックス https://nj-enex.co.jp R5.1

株式会社SUPERIOR スーペリア https://www.supe.jp/ R4.7

株式会社杉村構造設計 スギムラコウゾウセッケイ https://www.sugimura-st.com/ R5.1

株式会社資さん スケサン https://www.sukesanudon.com/ R4.7

株式会社スタジオ・ウーフー スタジオ・ウーフー https://www.studio-woofoo.net R5.1

スマートキャンプ株式会社 スマートキャンプ https://smartcamp.co.jp/ R5.1

住友⽣命保険相互会社 九州総合法⼈部 スミトモセイメイホケン　キュウシュウソウゴウホウジ
ンブ https://www.sumitomolife.co.jp/ R5.1

住友⽣命保険相互会社 九州本部 スミトモセイメイホケン　キュウシュウホンブ https://www.sumitomolife.co.jp/ R5.1

住友⽣命保険相互会社 福岡⽀社 スミトモセイメイホケン　フクオカシシャ https://www.sumitomolife.co.jp/ R5.1

株式会社スミリオン スミリオン https://smillione.co.jp/ R4.7

スリーアール株式会社 スリーアール https://3rrr-hd.jp/ R4.7

株式会社正興電機製作所 セイコウデンキセイサクショ https://www.seiko-denki.co.jp/ R4.7

⻄部環境調査株式会社　福岡事業所 セイブカンキョウチョウサ　フクオカジギョウショ http://www.serc.jp/ R5.1

⻄部⽔道⼯事株式会社 セイブスイドウコウジ ー R5.1

株式会社ZERO Group ゼログループ https://zero-gr.jp/ R4.7

ZERONEXT株式会社 ゼロネクスト https://zero-next.jp/ R5.1

株式会社ZERO PLUS ゼロプラス https://zero-plus.co/ R5.1

⼀般社団法⼈千客来結 センカクライユウ https://senkaku-
raiyu.com/corporate/ R5.1

株式会社センクワークス センクワークス https://icarelabo.com/ R4.7

株式会社船場　九州⽀店 センバ　キュウシュウシテン https://www.semba1008.co.jp/ja/in
dex.html R4.7

染⽮修孝法律事務所 ソメヤノブタカホウリツジムショ https://www.fukuoka-bengoshi.com/ R4.7

損害保険ジャパン株式会社 ソンガイホケンジャパン https://www.sompo-japan.co.jp/ R4.7

第⼀九州三共株式会社 ダイイチキュウシュウサンキョウ http://dks.p-kit.com/ R5.1

株式会社⼤建 ダイケン d-ken.jp R4.7

⼤新電興有限会社 ダイシンデンコウ https://www.daishindenkou.co.jp/ R5.1



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

⼤徳産業株式会社 ダイトクサンギョウ ー R5.1

株式会社TAIHEI タイヘイ https://www.taihei-paint.com R5.1

株式会社平組 タイラグミ http://taira-gumi.com/ R5.1

株式会社ダイワス ダイワス https://www.daiwas.com/ R5.1

⼤和リース株式会社　福岡⽀社 ダイワリース　フクオカシシャ https://www.daiwalease.co.jp/ R5.1

髙橋電業株式会社 タカハシデンギョウ https://takahashi-elec.co.jp/ R5.1

株式会社千代⽥⼯業所 チヨダコウギョウショ http://chiyoda-co.com R4.7

株式会社チルチルミチル チルチルミチル https://tiltilmitil.co.jp/ R5.1

有限会社辻野電気⼯事 ツジノデンキコウジ https://www.tsujinodenkikouji.com/ R4.7

株式会社ティーアンドイー ティーアンドイー https://t-e.co.jp/ R4.7

株式会社TMエンタープライズ ティーエムエンタープライズ http://qb-ch.com/ R5.1

株式会社ディーキューブ ディーキューブ https://www.d-cubebox.jp/ R4.7

株式会社ディジテック ディジテック https://www.digitech.co.jp/ R4.7

株式会社デザイントランスメディア デザイントランスメディア https://dt-media.jp/ R4.7

株式会社デサフィアンテ デサフィアンテ ー R4.7

株式会社デジックス デジックス https://www.digixweb.com/ R5.1

東京海上⽇動⽕災保険株式会社 トウキョウカイジョウニチドウカサイホケン https://www.tokiomarine-
nichido.co.jp R4.7

透伸⽔産株式会社 トウシンスイサン ー R5.1

有限会社トーブ トーブ ー R4.7

株式会社トキワ設備 トキワセツビ https://tokiwa-fc.co.jp R5.1

株式会社ドコモＣＳ九州 ドコモシーエスキュシュウ ー R4.7

⼾⽥建設株式会社　九州⽀店 トダケンセツキュウシュウシテン  https://www.toda.co.jp/ R4.7

凸版印刷株式会社 トッパンインサツ https://www.toppan.co.jp/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　井尻店 トヨタカローラフクオカ　イジリテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　⼩⼾店 トヨタカローラフクオカ　オドテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　⾹椎駅前店 トヨタカローラフクオカ　カシイエキマエテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　GR Garage福岡
空港

トヨタカローラフクオカ　ジーアールガレージフクオカ
クウコウ https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　⻑尾店 トヨタカローラフクオカ　ナガオテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　⻄新店 トヨタカローラフクオカ　ニシジンテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　東那珂店 トヨタカローラフクオカ　ヒガシナカテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　桧原店 トヨタカローラフクオカ　ヒバルテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

トヨタカローラ福岡株式会社　福重店 トヨタカローラフクオカ　フクシゲテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　本社 トヨタカローラフクオカ　ホンシャ https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　本店 トヨタカローラフクオカ　ホンテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　松島店 トヨタカローラフクオカ　マツシマテン https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

トヨタカローラ福岡株式会社　⻨野マイカーセン
ター トヨタカローラフクオカ　ムギノマイカーセンター https://www.corolla-fukuoka.net/ R4.7

株式会社ナカシロ　照葉スパリゾート本店 ナカシロ　テリハスパリゾートホンテン https://terihaspa.jp/ R5.1

ナチュラルメディア株式会社 ナチュラルメディア https://www.n-m.co.jp R5.1

⻄久⼤運輸倉庫株式会社 ニシキュウダイウンユソウコ https://www.nishikyudai.co.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
株式会社インキューブ⻄鉄 ニシテツグループ　インキューブニシテツ https://www.incubenews.com/ R4.7

（にしてつグループ）
株式会社海の中道海洋⽣態科学館

ニシテツグループ　ウミノナカミチカイヨウセイタイカガ
クカン https://marine-world.jp R4.7

（にしてつグループ）
九州急⾏バス株式会社 ニシテツグループ　キュウシュウキュウコウバス http://www.nishitetsu.ne.jp/kyushug

o/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄エアサービス株式会社 ニシテツグループ　ニシテツエアサービス https://nnr-airservice.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄アカウンティングサービス ニシテツグループ　ニシテツアカウンティングサービス http://nishitetsu-as.jp/index.html R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄ウィルアクト株式会社 ニシテツグループ　ニシテツウィルアクト ー R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄ウェルネス株式会社 ニシテツグループ　ニシテツウェルネス https://nishitetsu-wellness.com/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄運輸株式会社 ニシテツグループ　ニシテツウンユ ー R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄エージェンシー ニシテツグループ　ニシテツエージェンシー https://www.nag.co.jp R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄エム・テック株式会社 ニシテツグループ　ニシテツエム・テック https://m-tech.nnr.co.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄エンジニアリング株式会社 ニシテツグループ　ニシテツエンジニアリング https://nishitetsu-eng.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
学校法⼈⻄鉄学園 ニシテツグループ　ニシテツガクエン ー R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄観光バス株式会社 ニシテツグループ　ニシテツカンコウバス https://nishitetsu-kankoubus.co.jp R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄グリーン⼟⽊ ニシテツグループ　ニシテツグリーンドボク ー R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄ケアサービス株式会社 ニシテツグループ　ニシテツケアサービス ー R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄建設株式会社 ニシテツグループ　ニシテツケンセツ https://nishitetsu-kensetsu.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄シー・イー・コンサルタント株式会社 ニシテツグループ　ニシテツシーイーコンサルタント https://www.ncec.co.jp R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄情報システム株式会社 ニシテツグループ　ニシテツジョウホウシステム https://www.nishitetsu.ne.jp/nis/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄⼈事サービス株式会社 ニシテツグループ　ニシテツジンジサービス ー R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄ステーションサービス ニシテツグループ　ニシテツステーショオンサービス http://www.nnr-nss.co.jp R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄ストア ニシテツグループ　ニシテツストア https://nishitetsu-store.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄チケットサービス ニシテツグループ　ニシテツチケットサービス ー R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄電設⼯業株式会社 ニシテツグループ　ニシテツデンセツコウギョウ https://www.f-ndk.jp R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

（にしてつグループ）
⻄鉄ビルマネージメント株式会社 ニシテツグループ　ニシテツビルマネージメント http://www.nishitetsu-bm.co.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄不動産株式会社 ニシテツグループ　ニシテツフドサン ー R4.7

（にしてつグループ）
株式会社⻄鉄ホテルズ ニシテツグループ　ニシテツホテルズ https://nnr-h.com/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄鉄旅⾏株式会社 ニシテツグループ　ニシテツリョコウ https://www.nishitetsutravel.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
⻄⽇本鉄道株式会社 ニシテツグループ　ニシニッポンテツドウ https://www.nishitetsu.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
株式会社ニモカ ニシテツグループ　ニモカ https://www.nimoca.jp/index R4.7

（にしてつグループ）
博多バスターミナル株式会社 ニシテツグループ　ハカタバスターミナル ー R4.7

（にしてつグループ）
福岡⼩松フォークリフト株式会社 ニシテツグループ　フクオカコマツフォークリフト http://www.f-kl.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
福岡⻄鉄タクシー株式会社 ニシテツグループ　フクオカニシテツタクシー http://www.fuk-taxi.co.jp/ R4.7

（にしてつグループ）
ラブエフエム国際放送株式会社 ニシテツグループ　ラブエフエムコクサイホウソウ https://lovefm.co.jp R4.7

株式会社⻄⽇本シティ銀⾏ ニシニッポンシティギンコウ https://www.ncbank.co.jp R4.7

⻄⽇本信⽤保証株式会社 ニシニッポンシンヨウホショウ ー R4.7

⻄⽇本電信電話株式会社　九州⽀店 ニシニホンデンシンデンワ　キュウシュウシテン ー R5.1

⻄⽇本ビジネス印刷株式会社 ニシニホンビジネスインサツ https://www.n-global.co.jp R4.7

⻄松建設株式会社　九州⽀社 ニシマツケンセツ　キュウシュウシシャ https://www.nishimatsu.co.jp/ R4.7

⽇医製薬株式会社 ニチイセイヤク https://nichii-net.co.jp/ R4.7

⽇本コンベンションサービス株式会社 ニホンコンベンションサービス https://www.convention.co.jp/ R4.7

株式会社⽇本消防機材商会 ニホンショウボウキザイショウカイ https://www.nihon-shobokizai.jp/ R4.7

株式会社ニューオータニ九州 ニューオータニキュウシュウ https://www.kys-
newotani.co.jp/hakata/ R4.7

株式会社NewBreeze ニューブリーズ https://www.newbreeze.co.jp R5.1

有限会社⼆輪屋ヤマサキ ニリンヤヤマサキ https://www.nirinyayamasaki.com/ R4.7

株式会社NextStairs ネクストステアーズ https://nextstairs.net R4.7

合同会社ネットランド ネットランド https://www.netland-gk.com/ R4.7

株式会社ノースリバー ノースリバー https://www.northriver-nr.co.jp/ R5.1

株式会社野村商店 ノムラショウテン ー R5.1

パーソルテンプスタッフ株式会社 パーソルテンプスタッフ ー R4.7

株式会社パートナーズ パートナーズ https://www.partners-ins.com/ R5.1

博多港管理株式会社 ハカタコウカンリ https://www.e-hkk.jp/ R5.1

有限会社博多の宿旅館まいだし ハカタノヤドリョカンマイダシ https://www.ryokan-maidashi.com R4.7

株式会社ハコブネ ハコブネ https://hakobune.co.jp/ R5.1

初村サイロ株式会社 ハツムラサイロ ー R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

初村第⼀倉庫株式会社 ハツムラダイイチソウコ ー R4.7

P&Cプランニング株式会社 ピーアンドシープランニング http://8p-cheers.com/ R4.7

株式会社B-CARGO ビーカーゴ ー R4.7

株式会社BCM ビーシーエム http://www.bcm1.jp/index.html R4.7

株式会社ピースペース ピースペース ー R4.7

株式会社美⼯社 ビコウシャ https://www.biko-sya.co.jp/ R5.1

株式会社美術しみぬき家紋⾼瀬 ビジュツシミヌキカモンタカセ https://www.shiminukitakase.com/in
dex.html R4.7

ビズ・リファイン株式会社 ビズリファイン https://bizrefine.co.jp R4.7

Hitotech株式会社 ヒトテック https://hitotech.jp R4.7

株式会社ピュアクオリティ ピュアクオリティ https://pure-quality.co.jp/ R5.1

有限会社ファインライフ ファインライフ https://www.finelife7.com/ R4.7

株式会社Fab ファブ https://fukuokab.com/about-us/ R5.1

pousse-cafe プースカフェ https://poussecafe.shopinfo.jp/ R5.1

株式会社Food Craft Japan フードクラフトジャパン https://food-craft.jp/ R5.1

株式会社フォーバル　九州⽀社 フォーバル　キュウシュウシシャ https://www.forval.co.jp/ R4.7

公益財団法⼈福岡アジア都市研究所 フクオカアジアトシケンキュウショ http://urc.or.jp/ R4.7

学校法⼈福岡学園　福岡看護⼤学 フクオカガクエン　フクオカカンゴダイガク https://www.fdcnet.ac.jp/ncol/ R4.7

株式会社福岡銀⾏ フクオカギンコウ https://www.fukuokabank.co.jp R4.7

福岡県中⼩企業診断⼠協会SDGs推進ネット
ワーク福岡

フクオカケンチュウショウキギョウシンダンシキョウカイエス
ディージーズスイシンネットワークフクオカ https://sdgsnwf.business.site/ R4.7

学校法⼈福岡⼯業⼤学 フクオカコウギョウダイガク https://www.fit.ac.jp/ R4.7

福岡市住宅供給公社 フクオカシジュウタクキョウキュウコウシャ http://www.nicety.or.jp/ R5.1

⼀般社団法⼈福岡スポーツウェルネスファーム フクオカスポーツウェルネスファーム https://drive.google.com/file/d/1uRd7Uu0hJZ_UV
U85_XCoM-JuTWD1KW_c/view?usp=sharing R4.7

株式会社福岡電設 フクオカデンセツ https://fukuokadensetu.co.jp/ R5.1

⼀般社団法⼈ふくおかFUN フクオカファン https://fun-fukuoka.or.jp/ R4.7

福岡南⾏政書⼠合同事務所 フクオカミナミギョウセイショシゴウドウジムショ https://fukuokaminami-gyosei.com R4.7

株式会社福岡リアルティ フクオカリアルティ https://www.fukuoka-realty.jp/ R4.7

福岡リーセントホテル フクオカリーセントホテル https://www.recent-hotel.com/ R5.1

株式会社富⼠ピー・エス フジピーエス https://www.fujips.co.jp/ R4.7

株式会社プラス プラス ー R4.7

株式会社Branches ブランチェス https://www.branches.co.jp/ R4.7

株式会社ベガ ベガ ー R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

別府建設株式会社 ベップケンセツ https://www.beppubld.com/ R4.7

株式会社別府梢⾵園 ベップショウフウエン http://www.shoufuen.co.jp R5.1

株式会社ペンシル ペンシル https://www.pencil.co.jp/ R4.7

松⼭建設株式会社 マツヤマケンセツ ー R4.7

株式会社マネーフォワード マネーフォワード https://corp.moneyforward.com/abo
utus/ R4.7

株式会社丸井　博多マルイ マルイ　ハカタマルイ https://www.0101.co.jp/090/ R4.7

株式会社マルコネクト マルコネクト https://mul-connect.com R4.7

株式会社マルミ吉住組 マルミヨシズミグミ https://m-yoshizumi.jp R5.1

株式会社ミカサ ミカサ https://mikasakk.co.jp/ R5.1

ミカドコーポレーション株式会社 ミカドコーポレーション https://mikado-corp.jp R5.1

株式会社MICOTO ミコト https://micoto.co.jp/ R5.1

三菱倉庫株式会社　福岡⽀店 ミツビシソウコ　フクオカシテン https://www.mitsubishi-
logistics.co.jp/ R5.1

三苫舗道株式会社 ミトマホドウ ー R4.7

株式会社三森屋 ミモリヤ https://mimoriya.com R4.7

株式会社三好不動産 ミヨシフドウサン https://www.miyoshi.co.jp/ R5.1

明治安⽥⽣命保険相互会社　福岡⽀社 メイジヤスダセイメイホケン　フクオカシシャ https://www.meijiyasuda.co.jp/ R4.7

明治安⽥⽣命保険相互会社　福岡本部 メイジヤスダセイメイホケン　フクオカホンブ https://www.meijiyasuda.co.jp/ R4.7

株式会社明電舎　九州⽀店 メイデンシャ　キュウシュウシテン ー R5.1

株式会社⽑利 モウリ https://www.mourigofukuten.co.jp/ R4.7

森永乳業九州株式会社 モリナガニュウギョウキュウシュウ https://www.morinagamilk-
kyushu.co.jp R5.1

株式会社ヤヒロ ヤヒロ https://corp.yahiro-d8.co.jp R5.1

株式会社⼭⽅屋 ヤマガタヤ onikujp.com R5.1

⼭本設備⼯業株式会社 ヤマモトセツビコウギョウ https://www.y-s-k.co.jp/ R4.7

悠悠ホーム株式会社 ユウユウホーム http://www.yuyuhome.co.jp R4.7

雪印ビーンスターク株式会社　九州⽀店 ユキジルシビーンスターク　キュウシュウシテン ー R4.7

株式会社ゆたかカレッジ ユタカカレッジ https://yutaka-college.com/ R5.1

株式会社よかわん ヨカワン https://www.yoka-wan.com R5.1

株式会社LARKS ラークス https://www.larks.company/ R5.1

合同会社LIFE ライフ https://www.lifellc.co.jp/ R4.7

株式会社Life of smile. ライフオブスマイル https://liosmile.com/ R5.1

株式会社ライフスタイルマネジメント ライフスタイルマネジメント https://seimonbunseki.net/ R5.1



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

株式会社ラシゴーニュ ラシゴーニュ https://la-cigogne.net/ R5.1

RadicalConscious株式会社 ラディカルコンシャス https://www.radicalconscious.co.jp/ R5.1

株式会社Link リンク https://link360.jp/ R5.1

Lewes Design株式会社 ルイスデザイン https://www.e-house.co.jp/lewes-
design/ R4.7

株式会社レイメイ藤井 レイメイフジイ https://www.raymay.co.jp/ R5.1

ロート製薬株式会社　福岡営業所 ロートセイヤク　フクオカエイギョウショ https://www.rohto.co.jp/ R5.1

ワールドシフト株式会社 ワールドシフト https://worldshift-inc.jp/ R4.7

株式会社WORLD HUNT ワールドハント https://worldhunt.co.jp/ R5.1

株式会社ONE FLAT ワンフラット http://oneflat.co.jp R4.7



■パートナー

事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

株式会社アイエルアイパートナーズ アイエルアイパートナーズ https://ilipartners.com/ R4.7

株式会社アイリンクインベストメント アイリンクインベストメント https://ilinkinvestment.com/ R4.7

⿇⽣介護サービス株式会社 アソウカイゴサービス https://www.aso-kaigo.jp R4.7

⿇⽣教育サービス株式会社 アソウキョウイクサービス https://www.aso-education.co.jp/ R5.1

⿇⽣レコードマネジメント株式会社 アソウレコードマネジメント ー R5.1

株式会社あどすぺ アドスペ https://addspace-fuk.com/ R4.7

有限会社アンジェリカ アンジェリカ https://angelica-cinema.com/ R4.7

eatas株式会社 イータス https://eatas-inc.com/ R4.7

ウェブココル株式会社 ウェブココル https://cocol.co.jp/ R4.7

ウォータースタンド株式会社 ウォータースタンド https://waterstand.jp/ R5.1

株式会社エイユウコクサイ エイユウコクサイ https://eiyustudio.com/ R4.7

SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社
 福岡お客様ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ

エスエムビーシーコンシューマーファイナンス フクオカ
オキャクサマサービスプラザ http://www.promise-plaza.com/ R4.7

OAVO株式会社 オアーボ https://oavo.info R4.7

株式会社オクイチ オクイチ https://okuichi.co.jp/ R4.7

株式会社奥川畳店 オクガワタタミテン https://www.okugawatatami.com/ R4.7

株式会社かんがえる防災 カンガエルボウサイ https://kangaerubousai.co.jp/ R4.7

⼀般社団法⼈Kids Code Club キッズコードクラブ https://kidscodeclub.jp R4.7

株式会社キャッチアップ キャッチアップ https://catchup.co.jp/recruit/ R4.7

株式会社九州電化 キュウシュウデンカ https://www.k-denka.co.jp/ R5.1

株式会社久⽊原⼯務店 クキハラコウムテン https://www.kukihara-k.com/ R5.1

株式会社グリーンマクス グリーンマクス https://www.green-makusu.co.jp/ R5.1

株式会社コングレ　九州⽀社 コングレ　キュウシュウシシャ https://www.congre.com/sustainabili
ty/ R4.7

株式会社SACCSY サクシー https://saccsy.com/ R5.1

佐野内科胃腸科医院 サノナイカイチョウカイイン https://sanoei-cl.ne.jp/ R4.7

株式会社サンプルRiKi サンプルリキ sample-riki.com R4.7

株式会社シーノ・オフィス シーノオフィス https://www.career-
2020.com/tenohira-museum R4.7

株式会社ジェネック ジェネック ー R4.7

株式会社cielo azul シエロアスール https://www.cieloazul.co.jp/ R4.7

島村産業株式会社 シマムラサンギョウ ー R4.7

社会保険労務⼠法⼈アドバンス シャカイホケンロウムシホウジンアドバンス https://van.gr.jp/ R4.7

社会保険労務⼠法⼈マッチアップ シャカイホケンロウムシホウジンマッチアップ https://www.e-roumu.com/ R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

如⽔社会保険労務⼠事務所 ジョスイシャカイホケンロウムシジムショ http://jwater-group.com/hayata/ R4.7

⼀般社団法⼈SINKa シンカ https://www.sinkweb.net/ R5.1

株式会社ジング ジング https://zing-co.jp/ R5.1

JINJI8 ジンジヤ https://jinji834.wixsite.com/jinji8-hr R4.7

株式会社⻄都電機商会 セイトデンキショウカイ ー R5.1

soel合同会社 ソエル https://soel-llc.com/ R4.7

株式会社Soelu ソエル https://simple-alpha.com/ R5.1

株式会社ダイアナ　九州・沖縄⽀社 ダイアナ　キュウシュウ・オキナワシシャ https://www.diana.co.jp/ R4.7

合同会社ダイアローグクリエイターズ ダイアローグクリエイターズ https://dialogue-creators.com/ R4.7

株式会社⽥中興発 タナカコウハツ ー R5.1

WHG⻄⽇本株式会社 ダブルエイチジーニシニホン https://washington-
hotels.jp/fukuoka/ R4.7

株式会社ツーライズ ツーライズ www.two-rise.com R4.7

トヨタL&F福岡株式会社 トヨタエルアンドエフフクオカ https://www.lf-fukuoka.com/ R4.7

株式会社トライアンド トライアンド http://tryand.jp/ R4.7

株式会社楢﨑商店 ナラザキショウテン https://www.narazaki.jp R5.1

株式会社⻄宣 ニシセン http://nishisen.com R5.1

HAKATAグローバル株式会社 ハカタグローバル http://www.hakata-global.com/ R4.7

株式会社博多⼤丸 ハカタダイマル ー R4.7

NPO法⼈博多ミツバチプロジェクト ハカタミツバチプロジェクト https://www.hakatamitsubachi.com R4.7

林宗⼟⽊株式会社 ハヤシムネドボク https://hayashimune.com/ R5.1

株式会社パルコ　福岡店 パルコフクオカテン https://fukuoka.parco.jp/ R4.7

株式会社ピコラボ ピコラボ https://pico.inc/ R5.1

株式会社ひだまりぽけっと ヒダマリポケット https://www.560.co.jp/ R4.7

株式会社ビットキューブ ビットキューブ http://www.bitqube.co.jp R4.7

ビットスター株式会社 ビットスター https://bitstar.jp R5.1

株式会社フィネス フィネス https://finess.co.jp/ R4.7

NPO法⼈福岡終活・相続⽀援センターみらいあ
ん フクオカシュウカツソウゾクシエンセンターミライアン mirai-an.com R5.1

福岡城×きもの体験 舞遊の館 フクオカジョウキモノタイケン　マユノヤカタ http://www.myyounoyakata.com/ R4.7

株式会社福岡ソフトリサーチパーク フクオカソフトリサーチパーク https://www.fukuoka-srp.co.jp/ R4.7

福岡地下街開発株式会社 フクオカチカガイカイハツ ー R4.7

株式会社不動産総合センター フドウサンソウゴウセンター https://fsogo.co.jp/ R4.7



事業者名 事業者名カナ ホームページURL 認定時期

株式会社FRESA フレッサ https://0831umaito.studio.site/ R4.7

BEST FICTION ベストフィクション https://bestfictionyuxxo.wordpress.c
om/home/ R4.7

弁護⼠法⼈アジア総合法律事務所 ベンゴシホウジンアジアソウゴウホウリツジムショ https://asia-law.net/ R5.1

マージシステム株式会社 マージシステム https://www.merges.co.jp/ R5.1

MAKIHAUS株式会社 マキハウス https://www.maki-web.co.jp/ R4.7

合同会社ミライノ ミライノ https://miraino.net/ R4.7

株式会社みんなのドローン ミンナノドローン https://minna-no-drone.com/ R5.1

株式会社ヤヒロ ヤヒロ https://www.yahiro-d8.co.jp/ R4.7

⼭秀不動産 ヤマヒデフドウサン https://yamahidefudousan.com/ R4.7

株式会社YOUI ヨウイ ー R4.7

株式会社ラック ラック https://j-lac.com/ R4.7

株式会社リクト リクト https://www.lct.jp/ R4.7

株式会社ワイ・エス・ケイ ワイエスケイ http://ysk.vc R4.7

株式会社ワンストップビジネスセンター ワンストップビジネスセンター https://www.1sbc.com/branch/fukuo
ka/sdgs R4.7

株式会社WONDER&CO ワンダーアンドコー ー R5.1


