
ヘルスター認定２０２１認定事業所一覧（二つ星・一つ星）  
（順不同）

通番 事業所名称 所在地 通番 事業所名称 所在地
1 飯塚電機工業株式会社 熊本市中央区 35 社会福祉法人紫水会黒髪幼愛園 熊本市中央区
2 一般財団法人熊本県伝統工芸館 熊本市中央区 36 社会福祉法人リデルライトホーム 熊本市中央区
3 一般財団法人杏仁会 熊本市中央区 37 西邦電気工事株式会社 熊本市中央区
4 一般社団法人ＨＲＪａｐａｎ 熊本市中央区 38 千里殖産株式会社 熊本市中央区
5 医療法人祐基会帯山中央病院 熊本市中央区 39 綜合企画株式会社 熊本市中央区
6 エフティ興建株式会社 熊本市中央区 40 大和設計株式会社 熊本市中央区
7 株式会社石井盛和堂 熊本市中央区 41 中川電設株式会社 熊本市中央区
8 株式会社環境総合 熊本市中央区 42 長瀬電業株式会社 熊本市中央区
9 株式会社キンキ 熊本市中央区 43 ハイコムビジネスサポート株式会社 熊本市中央区

10 株式会社熊本計算センター 熊本市中央区 44 肥後技研株式会社 熊本市中央区
11 株式会社冨坂建設 熊本市中央区 45 ファミリーステージ株式会社 熊本市中央区
12 株式会社ヤマックス 熊本市中央区 46 プライムシステム株式会社 熊本市中央区
13 株式会社二十一世紀グループ 熊本市中央区 47 メイビスデザイン株式会社 熊本市中央区
14 株式会社アド・コム 熊本市中央区 48 有限会社ハヤタ企画 熊本市中央区
15 株式会社イノス 熊本市中央区 49 有限会社山本薬品 熊本市中央区
16 株式会社九建サービス 熊本市中央区 50 米善機工株式会社 熊本市中央区
17 株式会社九建ホーム 熊本市中央区 51 株式会社リリーブドライフ 熊本市東区
18 株式会社下川薬局 熊本市中央区 52 双建コンサルタント株式会社 熊本市東区
19 株式会社田中材木店 熊本市中央区 53 アイ・ケイ・エス開発株式会社 熊本市東区
20 株式会社ＨＡＣＣＹＯＵ 熊本市中央区 54 一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 熊本市東区
21 株式会社保険ひとすじ 熊本市中央区 55 医療法人社団鶴友会 熊本市東区
22 株式会社増永組 熊本市中央区 56 医療法人社団心楽会 熊本市東区
23 株式会社ユーホーム 熊本市中央区 57 Ｓ・Ｔ・Ｋ株式会社 熊本市東区
24 株式会社ライト設計 熊本市中央区 58 大森産業株式会社 熊本市東区
25 株式会社リリーフ 熊本市中央区 59 株式会社三和地質コンサルタント 熊本市東区
26 九州綜合サービス株式会社 熊本市中央区 60 株式会社竹内工務店 熊本市東区
27 協電機工株式会社 熊本市中央区 61 株式会社東和 熊本市東区
28 熊日サービス開発株式会社 熊本市中央区 62 株式会社トヨタレンタリース熊本 熊本市東区
29 熊日総合保険株式会社 熊本市中央区 63 春日電気株式会社 熊本市東区
30 熊本信用金庫 熊本市中央区 64 株式会社くまもと健康支援研究所 熊本市東区
31 熊本タクシー株式会社 熊本市中央区 65 株式会社水野建設コンサルタント 熊本市東区
32 熊本管工建設株式会社 熊本市中央区 66 株式会社アイエスティー 熊本市東区
33 熊本経営サポート株式会社 熊本市中央区 67 株式会社旭技研コンサルタント 熊本市東区
34 熊本県厚生農業協同組合連合会 熊本市中央区 68 株式会社アネシス 熊本市東区
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69 株式会社イチデン 熊本市東区 103 ミノル運送株式会社 熊本市東区
70 株式会社えがお 熊本市東区 104 有限会社福田防災工業 熊本市東区
71 株式会社えがおホールディングス 熊本市東区 105 有限会社ひまわり総合保険企画 熊本市東区
72 株式会社佐藤林業 熊本市東区 106 株式会社Ｃ＆Ａ 熊本市西区
73 株式会社ＣＯネット 熊本市東区 107 株式会社熊本駅構内タクシー 熊本市西区
74 株式会社島田製作所 熊本市東区 108 株式会社藤本物産 熊本市西区
75 株式会社新星 熊本市東区 109 株式会社山一 熊本市西区
76 株式会社平工業 熊本市東区 110 熊本市西区
77 株式会社ＤＮＳ 熊本市東区 111 株式会社シン・空間研究所 熊本市西区
78 株式会社ドゥ･ヨネザワ 熊本市東区 112 株式会社金沢電気設備 熊本市西区
79 株式会社ナトーコンピュータ 熊本市東区 113 株式会社九州ソフタス 熊本市西区
80 株式会社ナトーハイシステムズ 熊本市東区 114 株式会社ケイ・エフ物流 熊本市西区
81 株式会社南栄開発 熊本市東区 115 株式会社フレッシュ工房 熊本市西区
82 株式会社ミノル運送 熊本市東区 116 株式会社フレッシュダイレクト 熊本市西区
83 株式会社リアルサービス 熊本市東区 117 株式会社マルエ工業 熊本市西区
84 株式会社熊防メタル 熊本市東区 118 九州中央魚市株式会社 熊本市西区
85 九機工業株式会社 熊本市東区 119 熊本市場冷蔵株式会社 熊本市西区
86 九州情報サービス株式会社 熊本市東区 120 社会福祉法人熊本県コロニー協会 熊本市西区
87 九州電設株式会社 熊本市東区 121 昭栄設備株式会社 熊本市西区
88 熊本中央リース株式会社 熊本市東区 122 税理士法人さくら優和パートナーズ 熊本市西区
89 熊本県高齢者障害者福祉生活協同組合 熊本市東区 123 大豊工業株式会社 熊本市西区
90 熊本市東区 124 トヨタエルアンドエフ熊本株式会社 熊本市西区
91 興栄測量設計株式会社 熊本市東区 125 不二電気工業株式会社 熊本市西区
92 合同会社杉野コンディショニングセンター 熊本市東区 126 社会福祉法人熊本市社会福祉事業団 熊本市南区
93 山協設備株式会社 熊本市東区 127 アデル・カーズ株式会社 熊本市南区
94 社会福祉法人白富会木の葉こども園 熊本市東区 128 エルアコンサルティング株式会社 熊本市南区
95 社会福祉法人善隣会 熊本市東区 129 株式会社フタバ 熊本市南区
96 社会福祉法人はちす福祉会特別養護老人ホームハーモニー 熊本市東区 130 株式会社田崎自動車工業 熊本市南区
97 白鷺電気工業株式会社 熊本市東区 131 株式会社エバーフィールド 熊本市南区
98 住商産業株式会社 熊本市東区 132 株式会社木村 熊本市南区
99 善徳丸建材株式会社 熊本市東区 133 株式会社シンパクト 熊本市南区

100 日建電設株式会社 熊本市東区 134 株式会社杉本建設 熊本市南区
101 肥後木材株式会社 熊本市東区 135 株式会社創輝建設 熊本市南区
102 南九州交通共済協同組合 熊本市東区 136 株式会社ヒサノ 熊本市南区
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137 株式会社みらい 熊本市南区 171 株式会社大渕産業 八代市
138 九州産交運輸株式会社 熊本市南区 172 株式会社三大 八代市
139 清水電気工業株式会社 熊本市南区 173 株式会社暖暖 八代市
140 社会福祉法人長宝会たから子ども園 熊本市南区 174 株式会社土井組 八代市
141 新産住拓株式会社 熊本市南区 175 株式会社ユーテックス 八代市
142 武末建設株式会社 熊本市南区 176 櫻井精技株式会社 八代市
143 ダンレイ株式会社 熊本市南区 177 社会福祉法人郷寿会 八代市
144 トラストコンサルタント株式会社 熊本市南区 178 社会福祉法人松高福祉会 八代市
145 日豊食品工業株式会社 熊本市南区 179 社会福祉法人八代市社会福祉事業団 八代市
146 日の丸産業株式会社 熊本市南区 180 社会福祉法人八代ナザレ園 八代市
147 有限会社エイ・アンド・ケイ企画 熊本市南区 181 昭和工業株式会社 八代市
148 有限会社二神石油ガス 熊本市南区 182 水谷建設株式会社 八代市
149 医療法人山部会くまもと成城病院 熊本市北区 183 有限会社八代ドライビングスクール 八代市
150 株式会社イシヌキ 熊本市北区 184 有限会社八代陸運 八代市
151 医療法人滄溟会 熊本市北区 185 有限会社まもるほけん 八代市
152 株式会社九建 熊本市北区 186 横場工業株式会社 八代市
153 株式会社杉養蜂園 熊本市北区 187 吉住酸素工業株式会社 八代市
154 株式会社西嶋建設 熊本市北区 188 株式会社サンループ 人吉市
155 株式会社クイックコミュニケート 熊本市北区 189 株式会社トラスト 人吉市
156 株式会社興農園 熊本市北区 190 株式会社丸尾ホンダ 人吉市
157 株式会社興和測量設計 熊本市北区 191 株式会社TaKuRoo人吉営業所 人吉市
158 株式会社マークス 熊本市北区 192 社会福祉法人人吉市社会福祉協議会 人吉市
159 株式会社ＲｅＬｉｆｅａｉｄ 熊本市北区 193 山一工務店株式会社 人吉市
160 社会福祉法人愛光会 熊本市北区 194 有限会社洗光社自動車整備工場 人吉市
161 大東商事株式会社 熊本市北区 195 有限会社青井運送 人吉市
162 堤化学株式会社 熊本市北区 196 荒尾商工会議所 荒尾市
163 博陽工業株式会社 熊本市北区 197 株式会社中央環境管理センター 荒尾市
164 有限会社オフィスオカモト 熊本市北区 198 株式会社エイチ・ピー熊本プロダクツ 荒尾市
165 有限会社熊本東峯 熊本市北区 199 荒尾市
166 有限会社ホクブ保険事務所 熊本市北区 200 税理士法人ありあけ会計 荒尾市
167 医療法人敬仁会敬仁病院 八代市 201 有限会社環整社 荒尾市
168 株式会社豊田工業所 八代市 202 有限会社山川工業 荒尾市
169 株式会社松島建設 八代市 203 ＬａｖｉｅｎＣｈｅｒｉｅ株式会社 荒尾市
170 株式会社エイジス 八代市 204 株式会社鈴木建設 水俣市
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205 株式会社トシヒロ 水俣市 239 株式会社ＹＳＫ企画 宇土市
206 興南電気株式会社 水俣市 240 西田鉄工株式会社 宇土市
207 植野建設株式会社 玉名市 241 日本エフ･アール･ピー株式会社 宇土市
208 株式会社正興電気商会 玉名市 242 株式会社山口工務店 上天草市
209 株式会社中川組 玉名市 243 株式会社高橋建設 宇城市
210 株式会社天水総合カンパニー 玉名市 244 株式会社オカムラ 宇城市
211 九州プラスチック工業株式会社 玉名市 245 株式会社吉村建設 宇城市
212 岱明運輸株式会社 玉名市 246 サン企画工業株式会社 宇城市
213 玉名商工会議所 玉名市 247 社会福祉法人清香会 宇城市
214 荒川建設株式会社 山鹿市 248 阿蘇医療センター 阿蘇市
215 株式会社あいら観光 山鹿市 249 株式会社森工業 阿蘇市
216 株式会社小川建設 山鹿市 250 株式会社古屋産業 阿蘇市
217 山鹿市 251 株式会社山崎企業 阿蘇市
218 株式会社フチガミ 山鹿市 252 熊本ＮＯＫ株式会社 阿蘇市
219 社会福祉法人菊寿会矢筈荘 山鹿市 253 有限会社おおの商会 阿蘇市
220 山鹿商工会議所 山鹿市 254 天草エネルギー株式会社 天草市
221 有限会社山鹿浄化槽管理センター 山鹿市 255 天草ガス株式会社 天草市
222 有限会社鞠智 山鹿市 256 天草設備株式会社 天草市
223 有限会社高原商会 山鹿市 257 あまくさ農業協同組合 天草市
224 株式会社らくのう運輸 菊池市 258 牛深建材商事株式会社 天草市
225 株式会社荒木板金工場 菊池市 259 株式会社中村建設 天草市
226 株式会社あんしん保険 菊池市 260 株式会社川崎建設 天草市
227 株式会社坂本工務店 菊池市 261 株式会社拓伸 天草市
228 株式会社南星機械 菊池市 262 株式会社野上電設 天草市
229 株式会社迫産業運輸 菊池市 263 社会福祉法人上天草会養護老人ホーム梅寿荘 天草市
230 株式会社美麗建設工業 菊池市 264 社会福祉法人敬信会大矢崎保育園 天草市
231 株式会社藤木運送 菊池市 265 本渡五和農業協同組合 天草市
232 株式会社山清工業九州 菊池市 266 有限会社天草城観光 天草市
233 合資会社ナカガワ 菊池市 267 株式会社東栄建設 合志市
234 社会福祉法人泗水福祉会 菊池市 268 株式会社オカザキ 合志市
235 有限会社七城観光バス 菊池市 269 合同会社きずな 合志市
236 株式会社ＮＴＦ 宇土市 270 古閑産業合資会社 合志市
237 株式会社誠 宇土市 271 株式会社津川建設 下益城郡美里町
238 株式会社丸二運輸 宇土市 272 九州オルガン針株式会社 玉名郡玉東町
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273 協同組合南関ショッピングセンター 玉名郡南関町 307 株式会社川金ダイカスト工業熊本工場 球磨郡多良木町
274 津留建設株式会社 玉名郡南関町 308 株式会社川口建設 球磨郡多良木町
275 有限会社ケアシステムピュア 玉名郡南関町 309 房の露株式会社 球磨郡多良木町
276 株式会社丸美屋 玉名郡和水町 310 株式会社武田建設 球磨郡水上村
277 株式会社中九州クボタ 菊池郡大津町 311 株式会社白砂組 球磨郡相良村
278 社会福祉法人光進会第二よろこび保育園 菊池郡大津町 312 社会福祉法人慈愛会 球磨郡球磨村
279 社会福祉法人光進会よろこび保育園 菊池郡大津町 313 医療法人たかの眼科 球磨郡あさぎり町
280 一般社団法人熊本県指定自動車教習所協会 菊池郡菊陽町 314 株式会社堤酒造 球磨郡あさぎり町
281 株式会社マルハニチロ九州 菊池郡菊陽町 315 有限会社皆越電気工業 球磨郡あさぎり町
282 熊本賃貸サポート株式会社 菊池郡菊陽町 316 有限会社丹後運輸 球磨郡あさぎり町
283 ハイコムモバイル株式会社 菊池郡菊陽町 317 以下　余白
284 有限会社トータルサポート 菊池郡菊陽町 318

285 株式会社原田興産 阿蘇郡小国町 319

286 原田コンクリート株式会社 阿蘇郡小国町 320

287 株式会社生科研 阿蘇郡西原村 321

288 翔栄建設株式会社 阿蘇郡南阿蘇村 322

289 ハイコムウォーター株式会社 阿蘇郡南阿蘇村 323

290 株式会社光栄 上益城郡御船町 324

291 株式会社キッチン・ブレス 上益城郡御船町 325

292 社会福祉法人恵寿会 上益城郡御船町 326

293 株式会社ＡＺＵＭＡ 上益城郡嘉島町 327

294 株式会社啓文社 上益城郡嘉島町 328

295 株式会社同仁化学研究所 上益城郡益城町 329

296 株式会社トヨダ体育教室 上益城郡益城町 330

297 熊本旭運輸株式会社 上益城郡益城町 331

298 熊本産業文化振興株式会社 上益城郡益城町 332

299 社会福祉法人キリスト教児童福祉会広安愛児園 上益城郡益城町 333

300 矢部開発株式会社 上益城郡山都町 334

301 社会福祉法人千隆福祉会田浦保育園 葦北郡芦北町 335

302 株式会社イトウ建設 球磨郡錦町 336

303 九州武蔵精密株式会社 球磨郡錦町 337

304 常楽酒造株式会社 球磨郡錦町 338

305 味岡建設株式会社 球磨郡多良木町 339

306 株式会社味岡マネジメントサービス 球磨郡多良木町 340

公表同意のみ掲載。不同意が１６社あり。


