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1 株式会社岡﨑組 宮崎市大字恒久1800-1 代表取締役 岡﨑 勝信 建設業

2 株式会社九南 宮崎市大字赤江2番地 代表取締役 黒川 浩之 建設業

3 株式会社田村産業 宮崎市福島町3丁目2-1 代表取締役 田村 努 建設業

4 巴設備工業株式会社 宮崎市高洲町18番地8 代表取締役 下水流 靖紀 建設業

5 大淀開発株式会社 都城市上長飯町5427番地1 代表取締役 堀之内 芳久 建設業・製造業

6 吉原建設株式会社 都城市中原町32街区1号 代表取締役 吉原 正和 建設業

7 株式会社リブハウジング 都城市吉尾町1985番地5 代表取締役 福重 伊織 建設業

8 有限会社椎原通信建設 小林市水流迫662番地1 代表取締役 椎原正孝 建設業

9 鴟尾工業株式会社 西都市大字調殿223-1 代表取締役 中川 靖浩 建設業

10 株式会社興電舎 延岡市浜町222番地1 代表取締役 甲斐 稔康 建設業

11 旭建設株式会社 日向市向江町1丁目200番地 代表取締役 黒木 繁人 建設業

12 株式会社内山建設 日向市大字富高93-1 代表取締役 内山 雅仁 建設業

13 株式会社増田工務店 児湯郡高鍋町大字北高鍋4750番地 代表取締役社長 増田秀文 建設業

14 株式会社創建 日向市大字塩見15232-1 代表取締役 安藤 靖 総合建設コンサルタント

15 大神設計株式会社 福岡県福岡市南区柏原1-4-11 代表取締役 大神 誉央
専門・技術サービス
業（建設）

16 株式会社南日本環境センター 延岡市小野町4138-1 代表取締役 安在 哲幸 環境衛生業

17 株式会社共立電機製作所 宮崎市高岡町高浜1495番地55 代表取締役 米良 充典 製造業

18 ミクロエース株式会社 宮崎市花ヶ島町京出1411-1 代表取締役 柳 義一 製造業

19 宮崎酸素株式会社 宮崎市祇園２丁目140番地 代表取締役社長 岩切 充弘 製造業

20 株式会社ラディッシュ 宮崎市中央通1-1 代表取締役 佐藤 龍三郎 製造業・レストラン業

21 ランバー宮崎協同組合 宮崎市高岡町上倉永2515 代表理事 久保 国弘 製造業

22 株式会社システム技研 都城市吉尾町1989-1 代表取締役 長峯 清隆 製造業

23 フュージョン株式会社 都城市都島町1150番地1 代表取締役 赤木 八寿夫 製造業

24 宮崎高砂工業株式会社 都城市山之口町山之口3388-1 代表取締役社長 仙臺 真理 製造業

25 吉玉精鍍株式会社 延岡市大武町39番24号 代表取締役社長 吉玉 典生 製造業

26 株式会社ニチワ 日南市上方1765番地 代表取締役 橋本 佳隆 製造業

27
宮崎富士通コンポーネント株
式会社

日南市大字東弁分乙1011番地 代表取締役 岡本 良夫 製造業

28 株式会社アキタ製作所 日向市大字日知屋16390 代表取締役 秋田 浩二 製造業

29 アミューズ株式会社 日向市大字平岩8356番地 代表取締役 赤木 八寿夫 製造業

30 株式会社日向中島鉄工所 日向市大字日知屋17148番地9 代表取締役社長 島原俊英 製造業

31 九州オリンピア工業株式会社
東諸県郡国富町大字森永2964番
地5

代表取締役 宮原 英輔 製造業

32 赤江機械工業株式会社 東諸県郡綾町大字入野4897番地1 代表取締役 毛利 武雄 製造業

33
株式会社吉川アールエフセミ
コン

児湯郡新富町大字上富田4637-1 代表取締役 吉川 修平 製造業

34 アリマン乳業有限会社 児湯郡川南町大字平田1238 代表取締役 三浦 崇 製造業

35 株式会社TSIソーイング
山形県米沢市大字花沢字上ノ町東
六387番地4

代表取締役 西内 渉 製造業
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36
株 式 会 社 サ ン ライ ズネ ット
ワークス

宮崎市日ノ出町263-1 代表取締役 濵松 裕樹 情報サービス業

37 スパークジャパン株式会社 宮崎市柳丸町85番地 代表取締役社長 岡田 憲明 情報サービス業

38 株式会社システム開発 宮崎市大橋3丁目101番地1号 代表取締役 原野 茂盛 情報サービス業

39 株式会社アプロード
東 京 都 千 代 田 区 神 田 小 川 町 1-11
金子ビル５階

代表取締役 岩佐 彰彦 情報サービス業

40 株式会社ＡＶＯＣＡＤＯ 高知県高知市帯屋町1-14-9 代表取締役社長 本城 嘉太郎 情報サービス業

41 植松商事株式会社 宮崎市橘通西4-2-30 代表取締役社長 植松 孝一 卸・小売業

42 植松エネルギー株式会社 宮崎市橘通西4-2-30 代表取締役社長 植松 孝一 卸・小売業

43 株式会社加藤工機 宮崎市日ノ出町47番地 代表取締役 加藤 好孝 卸売業

44 米良電機産業株式会社 宮崎市別府町4-33 代表取締役 米良 充典 卸売業

45 株式会社マルイチ 日向市江良町4丁目110-3 代表取締役 高木 大 飲食料品小売業

46 有限会社丘の上薬局 日向市亀崎西2丁目137番地 代表取締役 吉田 武史 薬局小売業

47 植松産業株式会社 宮崎市橘通西4-2-30 代表取締役社長 植松 孝一 ホテル・レストラン業

48 有限会社小丸新茶屋 児湯郡高鍋町大字北高鍋4622-7 代表取締役社長 植松 孝一 飲食業

49 有限会社あおき 宮崎市大島町南窪847番地3 代表取締役 金丸 宜裕 高齢者福祉業

50
株式会社西日本福祉サービス
研究所

都城市中原町32街区1号 代表取締役 吉原 正和
高齢者福祉業

51 有限会社ウエハラ 小林市野尻町東麓2658-86 代表取締役 上原 幸久 高齢者福祉業

52
社会福祉法人 つくしんぼ福
祉会

延岡市塩浜町3-1752-9 理事長 塩満 克也 保育福祉業

53
医療法人継尚会 園田鷹尾歯
科医院

都城市南鷹尾町18街区8号 理事長 園田 継昭 歯科医業

54
フェニックスリゾート株式会
社

宮崎市大字塩路字浜山3083番地 代表取締役社長 松永 裕文 サービス業

55 株式会社西の丸
東臼杵郡門川町中須4丁目29番
地

代表取締役 西谷 淳 サービス業

56 株式会社イーストウインド 山口県下関市赤間町1番16号 代表取締役 朴 東元 サービス業

57 有限会社トウカイピア 宮崎市下北方町野田628-5 代表取締役 中原 公一 保険代理店業

58 株式会社ウィズネス 宮崎市生目台東1丁目20-1 代表取締役社長 黒木 雄一 美容業

59 都城森林組合 都城市早鈴町5085 代表理事組合長 岩松 節男 林業

60 宮崎県森林組合連合会 宮崎市橘通東1丁目11番1号 代表理事会長 甲斐 若佐 複合サービス業

61 延岡農業協同組合 延岡市川原崎町281番地1 代表理事組合長 山本 照弘 複合サービス業

62 尾鈴農業協同組合 児湯郡川南町大字川南13658-1 代表理事組合長 河野 康弘 複合サービス業

（順不同）
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