
＜大規模法人部門・ホワイト500＞

事業所名称 市区町村

1
株式会社えがお

株式会社えがおホールディングス
熊本市東区

2 公益財団法人熊本県総合保健センター 熊本市東区

＜中小規模法人部門・ブライト500＞

事業所名称 市区町村

1 株式会社友和会 熊本市中央区

2 株式会社建吉組 熊本市中央区

3 ハイコムビジネスサポート株式会社 熊本市中央区

4 株式会社くまもと健康支援研究所 熊本市東区

5 エルアコンサルティング株式会社 熊本市南区

6 株式会社ＫＤＳ熊本ドライビングスクール 熊本市北区

7 株式会社杉養蜂園 熊本市北区

8 九州電機工業株式会社 熊本市北区

9 株式会社ＫＤＳ菊池自動車学校 菊池市

10 株式会社山清工業九州 菊池市

11 株式会社池松機工 菊池郡大津町

12 熊本旭運輸株式会社 上益城郡益城町

＜大規模法人部門＞

事業所名称 市区町村

1 医療法人熊愛会 熊本市中央区

2 医療法人祐基会帯山中央病院 熊本市中央区

3 株式会社再春館製薬所 上益城郡益城町



＜中小規模法人部門＞

事業所名称 市区町村

1 アウテリアタイガー株式会社 熊本市中央区

2 安全タクシー株式会社 熊本市中央区

3 飯塚電機工業株式会社 熊本市中央区

4 株式会社岩永組 熊本市中央区

5 株式会社田中材木店 熊本市中央区

6 株式会社日本相続センター 熊本市中央区

7 株式会社ユーホーム 熊本市中央区

8 株式会社熊本計算センター 熊本市中央区

9 株式会社産交タクシー 熊本市中央区

10 株式会社産交ポニータクシー 熊本市中央区

11 株式会社三和タクシー 熊本市中央区

12 株式会社冨坂建設 熊本市中央区

13 九州綜合サービス株式会社 熊本市中央区

14 九州大豆食品株式会社 熊本市中央区

15 綜合企画株式会社 熊本市中央区

16 肥後タクシー有限会社 熊本市中央区

17 マルキン食品株式会社 熊本市中央区

18 メイビスデザイン株式会社 熊本市中央区

19 有限会社ハヤタ企画 熊本市中央区

20 アイ・ケイ・エス開発株式会社 熊本市東区

21 春日電気株式会社 熊本市東区

22 株式会社アイエスティー 熊本市東区

23 株式会社ウチダ・フォーラム 熊本市東区

24 株式会社大和電業 熊本市東区

25 株式会社ＤＮＳ 熊本市東区

26 株式会社東和 熊本市東区

27 株式会社南栄開発 熊本市東区

28 株式会社ミノル運送 熊本市東区

29 株式会社リアルサービス 熊本市東区

30 株式会社トヨタレンタリース熊本 熊本市東区

31 九州電設株式会社 熊本市東区

32 熊本中央リース株式会社 熊本市東区

33 興栄測量設計株式会社 熊本市東区

34 社会福祉法人善隣会 熊本市東区

35 白鷺電気工業株式会社 熊本市東区

36 善徳丸建材株式会社 熊本市東区

37 チェックコミュニケーション株式会社 熊本市東区

38 ミノル運送株式会社 熊本市東区

39 有限会社ウチダ 熊本市東区

40 有限会社サヤぺイント 熊本市東区

41 有限会社ひまわり総合保険企画 熊本市東区

42 株式会社金沢電気設備 熊本市西区

43 株式会社藤本物産 熊本市西区

44 株式会社ミハナタクシー 熊本市西区

45 株式会社山一 熊本市西区

46 菊熊タクシー株式会社 熊本市西区



＜中小規模法人部門＞

事業所名称 市区町村

47 昭栄設備株式会社 熊本市西区

48 税理士法人さくら優和パートナーズ 熊本市西区

49 トヨタエルアンドエフ熊本株式会社 熊本市西区

50 不二電気工業株式会社 熊本市西区

51 Ｍ＆Ｍプランニング株式会社 熊本市南区

52 株式会社アイサーウﾞ 熊本市南区

53 株式会社木村 熊本市南区

54 株式会社みらい 熊本市南区

55 株式会社ラディカ 熊本市南区

56 三和リース株式会社 熊本市南区

57 新産住拓株式会社 熊本市南区

58 トラストコンサルタント株式会社 熊本市南区

59 日豊食品工業株式会社 熊本市南区

60 株式会社興農園 熊本市北区

61 株式会社フンドーダイ 熊本市北区

62 九州通信産業株式会社 熊本市北区

63 昇建設株式会社 熊本市北区

64 ハイコムライフクリエート株式会社 熊本市北区

65 株式会社エイジス 八代市

66 株式会社ダスキン八代 八代市

67 有限会社まもるほけん 八代市

68 株式会社トラスト 人吉市

69 人吉タクシー株式会社 人吉市

70 丸昭建設株式会社 人吉市

71 有限会社青井運送 人吉市

72 荒尾商工会議所 荒尾市

73 荒尾市

74 株式会社中央環境管理センター 荒尾市

75 中央設備工業株式会社 荒尾市

76 有限会社アースクリーン 荒尾市

77 有限会社荒尾市清掃公社 荒尾市

78 有限会社環整社 荒尾市

79 株式会社安心ほけんＬ．Ｓ． 水俣市

80 興南電気株式会社 水俣市

81 植野建設株式会社 玉名市

82 株式会社かずやハウジング 玉名市

83 九州プラスチック工業株式会社 玉名市

84 岱明運輸株式会社 玉名市

85 玉名商工会議所 玉名市

86 株式会社あいら観光 山鹿市

87 株式会社荒木板金工場 菊池市

88 菊池電子株式会社 菊池市

89 有限会社七城観光バス 菊池市

90 日本エフ･アール･ピー株式会社 宇土市

91 三洲建設株式会社 宇城市

92 天草設備株式会社 天草市

93 牛深建材商事株式会社 天草市



＜中小規模法人部門＞

事業所名称 市区町村

94 牛深商工会議所 天草市

95 株式会社野上電設 天草市

96 本渡商工会議所 天草市

97 有限会社牛深清掃公社 天草市

98 株式会社栄進 合志市

99 株式会社オカザキ 合志市

100 東南運輸株式会社 合志市

101 株式会社丸美屋 玉名郡和水町

102 株式会社イズミ車体製作所 菊池郡大津町

103 株式会社グロース 菊池郡大津町

104 株式会社ハイコム 菊池郡菊陽町

105 熊本賃貸サポート株式会社 菊池郡菊陽町

106 ハイコムモバイル株式会社 菊池郡菊陽町

107 有限会社トータルサポート 菊池郡菊陽町

108 株式会社生科研 阿蘇郡西原村

109 株式会社阿蘇ファ―ムランド 阿蘇郡南阿蘇村

110 ハイコムウォーター株式会社 阿蘇郡南阿蘇村

111 株式会社ＡＺＵＭＡ 上益城郡嘉島町

112 東南運輸倉庫株式会社 上益城郡甲佐町


