
北九州ＳＤＧｓクラブ　会員企業、教育機関、団体一覧（令和2年10月31日時点）
【会員数　１，１５０】　
会員企業　３９１社
Armznet
Active Resorts 福岡八幡
朝日新聞西部本社
アサヒみどり販売株式会社
アミタホールディングス株式会社
鮎川産業株式会社
アルテックソリューションズ株式会社
アロマdeほぐし 三萩野店
アロマdeほぐし 門司駅前店
イオン九州株式会社イオン若松店
板井築炉株式会社
岩田健社会保険労務士・行政書士・FP事務所
ウォータースタンド株式会社
栄進興産株式会社
AGCエスアイテック株式会社
AGC株式会社北九州事業所
エスジョイシー株式会社
SDGパートナーズ有限会社
エスペックミック株式会社
ESRIジャパン株式会社
大石産業株式会社
オーガニックサロンkelp
大阪中小企業投資育成株式会社
ONOホールディングス株式会社
OFFICE-K/いそいそマネジメント工房
折尾丸尾町郵便局
OLDGEAR  有限会社ひまわり
加来不動産株式会社
かふぇギャラリー源氏屋
株式会社アースコーポレーション
株式会社アサト商会
株式会社朝日広告社
株式会社アスキング北九州LAB
株式会社アステック入江
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター北九州支店
株式会社ATGREEN
株式会社アムズ
株式会社EVモーターズ・ジャパン
株式会社井筒屋
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株式会社イノベーションサービス
株式会社ウェザーニューズ
株式会社ウエルクリエイト
株式会社ウェルビー
株式会社梅原塾
株式会社エイジェック 北九州オフィス
株式会社エイシン
株式会社HR
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社AIプロジェクト
株式会社エージェンシィ岡田
株式会社エクスバーム
株式会社Eternal Vision
株式会社エックス都市研究所 九州事務所
株式会社meコーポレーション
株式会社エルダーサービス
株式会社オービット
株式会社大屋設計
株式会社おのみち設計技術
株式会社金子英造建築設計事務所
株式会社川口建設
株式会社川原建築設計工房
株式会社河村酒販
株式会社北九州銀行
株式会社北九州パワー
株式会社ギラヴァンツ北九州
株式会社近畿日本ツーリスト九州
株式会社クアンド
株式会社Cloud 9
株式会社グリーンズ（コンフォートホテル黒崎）
株式会社グリーンズ（コンフォートホテル小倉）
株式会社クリーンセンター
株式会社growth
株式会社グローバルマーケット
株式会社クロステック
株式会社ケイ・イー・エス
株式会社KSI
株式会社コイシ
株式会社上津役製作所
株式会社小倉縞縞
株式会社吾水総合コンサルタント
株式会社小松電設
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株式会社コムディア
株式会社コモニー
株式会社COLT
株式会社ザザホラヤ
株式会社サニックスひびき工場
株式会社サンマーク
株式会社ジェイコム九州北九州局
株式会社JTB北九州支店
株式会社CHAiNON
株式会社志道工務店
株式会社システム１
株式会社島津製作所
株式会社ジャム
株式会社ショウエー設計測量事務所
株式会社白海
株式会社スエヒロ
株式会社資さん
株式会社スズキ設計
株式会社西部毎日広告社
株式会社清和ビジネス 北九州出張所
株式会社セットアップ
株式会社ゼロベース
株式会社ゼンリン
株式会社ゼンリンプリンテックス
株式会社ソノダ
株式会社ソルネット
株式会社貴屋建設
株式会社チアリング
株式会社千草
株式会社チクマ福岡支店
株式会社つる平
株式会社D-planning KYUSYU
株式会社ディライティングオール
株式会社ティリィア
株式会社デンソー九州
株式会社ドコモCS九州 北九州支店
株式会社豊川設計事務所
株式会社Drop
株式会社中村損保
株式会社なかやしき
株式会社西日本ガラスリサイクルセンター
株式会社西日本シティ銀行北九州総本部
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株式会社日専連ベネフル
株式会社日本旅行TiS小倉支店
株式会社野原商会
株式会社長谷部電設
株式会社ハッセイ
株式会社浜口保険事務所
株式会社ピーアールセンター
株式会社ビーバランス
株式会社ビジネスコンサルタント九州支社
株式会社ピュアエナジー
株式会社広島銀行 北九州支店
株式会社福岡銀行北九州本部
株式会社福山コンサルタント北九州本社
株式会社ふちわき
株式会社不動産すまラボ
株式会社不動産中央情報センター
株式会社不動産のデパートひろた
株式会社ベルシステム24
株式会社ベルフードプランニング
株式会社ほくと住宅
株式会社ホットウィル
株式会社マイン
株式会社松尾組
株式会社松尾設計
株式会社松尾ホールディングス
株式会社ミクニ
株式会社みずほ銀行北九州支店
株式会社三井住友銀行 北九州法人営業部
株式会社みらい教育ラボ
株式会社メディクリーン
株式会社メディプラス
株式会社メンバーズ
株式会社門司笑
株式会社モナトリエ
株式会社モナトリエ・デ・フォレ
株式会社もみ処癒し屋 京町店
株式会社安川電機
株式会社山本工作所
株式会社夢をかなえる研究所
株式会社芳野ケアサポート
株式会社読売広告西部北九州支社
株式会社ライフクリエイト
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株式会社リーフデザイン北九州
株式会社RITA-STYLE小倉魚町店
株式会社リバー不動産
株式会社リフォル
株式会社ローソン
株式会社ローソン北九州西支店
株式会社ローソン北九州東支店
株式会社ロビンズ
株式会社ワークショップ
株式会社YMFGZONEプラニング
株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ
株式会社若港
株式会社ワクグミ
株式会社笑色
神野建設株式会社
河邊社会保険労務士事務所
環境テクノス株式会社
北九州アッシュリサイクルシステムズ株式会社
北九州エアターミナル株式会社
北九州都心開発株式会社
北九州埠頭株式会社
北九西鉄タクシー株式会社
北村化学産業株式会社
九州朝日放送株式会社
九州運輸建設株式会社
九州化学工業株式会社 戸畑工場
九州機電株式会社
九州製紙株式会社
九州電力株式会社北九州支社
九州旅客鉄道株式会社 北部九州地域本社
九昭電設工業株式会社
九鉄工業株式会社
九和設計株式会社
キリンビール株式会社　九州統括本部　福岡支社　福岡第２支店
くまがい整骨院
グリットグループホールディングス株式会社
計測検査株式会社
ケンセイシャ株式会社
コ－エ－株式会社 九州支店
合同会社カーサ・デ・バンビーニ
合同会社企画室M
合同会社Discover Walks
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合同会社Next Technology
合同会社PLS
合同会社Heute
光和精鉱株式会社
小倉織協同組合
小倉織物製造株式会社
小倉興産エネルギー株式会社
小倉合成工業株式会社
小倉昭和館
小倉セメント製品工業株式会社
コスモ海洋株式会社
古民家蘇生工房
The Certain Bar
三幸工業株式会社
C three
JR九州ステーションホテル小倉株式会社
児童発達支援事業・放課後等デイサービス　バークレー株式会社（こども通所サービス　さくら/ちゅうりっぷ）
シャボン玉石けん株式会社
昭電商事株式会社
昭電テックス株式会社
城野えきまえ整骨院
白島石油備蓄株式会社 北九州事業所
新北九州工業株式会社
新九協同株式会社（瑠璃ズキッチン）
鍼灸サロンLiving
スタジオリリーベル
住友生命保険相互会社
税理士法人SKC
積水ハウス株式会社　九州北シャーメゾン営業所
接点合同会社
セブンイレブンリバーウォーク北九州店
綜合警備保障株式会社北九州支社
ソーラーフロンティア株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
第一環境ケイ・イー・エス共同企業体
第一生命保険株式会社
第一生命保険株式会社 足立営業オフィス
第一生命保険株式会社 折尾営業オフィス
第一生命保険株式会社 勝山営業オフィス
第一生命保険株式会社 北九州総合支社
第一生命保険株式会社 北九州西営業支社
第一生命保険株式会社 黒崎営業オフィス
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第一生命保険株式会社 小倉営業オフィス
第一生命保険株式会社 城野営業オフィス
第一生命保険株式会社 新徳力営業オフィス
第一生命保険株式会社 曽根営業オフィス
第一生命保険株式会社 戸畑営業オフィス
第一生命保険株式会社 貫営業オフィス
第一生命保険株式会社 門司サテライトオフィス
第一生命保険株式会社 八幡営業オフィス
第一生命保険株式会社 八幡南営業オフィス
第一生命保険株式会社 若松営業オフィス
大英産業株式会社
ダイキンHVACソリューション九州株式会社北九州支店
大正伸鐵株式会社
大信整骨院
大信整骨院 黄金商店街店
大日本印刷株式会社高機能マテリアル事業部
大日本明治製糖株式会社
泰平印刷株式会社
太平運輸株式会社
大和不動産鑑定株式会社北九州支社
辰巳開発グループ
ダンタニ・グリーンエナジー・ソリューションズ合同会社
筑豊電気鉄道株式会社
TEMサービス株式会社
東京海上日動火災保険株式会社北九州支店
東京美装興業株式会社
東武トップツアーズ株式会社関門支店
東宝住宅株式会社
東邦チタニウム株式会社
東宝ホーム株式会社 マンション事業部
トシ企画インテリア株式会社
トップユニフォーム株式会社
トヨタカローラ福岡労働組合
名入れギフトJORIO（株式会社ジョリオ）
西鉄バス北九州株式会社
西日本オートリサイクル株式会社
西日本設計工業株式会社
西日本フードサービス株式会社
日医工株式会社
日鉄エンジニアリング株式会社
日鉄興和不動産株式会社 九州支店
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日鉄住金高炉セメント株式会社
日本アイリッヒ株式会社
日本製鉄株式会社 九州製鉄所
日本環境設計株式会社北九州響灘工場
日本吟醸倶楽部株式会社
日本経済新聞社 西部支社
日本政策金融公庫北九州支店
日本生命保険相互会社 北九州支社
日本たばこ産業株式会社 北九州支店
日本鉄塔工業株式会社
熱産ヒート株式会社
野坂建設株式会社
ハゼモト建設株式会社
濱田重工株式会社
BEENOS株式会社
光タクシーグループ
bizdco
ビックアイランド株式会社
筆頭相談役株式会社
ピットクルー株式会社
美容室 ANOTHER MOON
美容薬理株式会社
平川産業株式会社
廣瀬公認会計士事務所
ファイナンシャルプロ
フェースライト
福岡ひびき信用金庫
福岡不動産センター株式会社
富士通コミュニケーションサービス株式会社北九州サポートセンター
プロライト株式会社
ベストホーム株式会社
HEAVENS JAPAN
便利屋ハンドワーカー
ホクザイ運輸株式会社
前田興業株式会社
まちのかおり
みずほ証券株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友信託銀行 北九州支店
宮田建設株式会社
無法松酒造有限会社
村上登記測量事務所
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明治安田生命保険相互会社
Meguri～めぐり～
もみ処癒し屋 新下関店
もりつね鍼灸整骨院
ヤクシン開発株式会社
山下商工株式会社
山十株式会社
ヤマト運輸株式会社 北九州主管支店
八幡電機精工株式会社
有限会社ICSSAKABE
有限会社アリタサービス
有限会社インテリジェントパーク
有限会社大伏写真場
有限会社小川印刷
有限会社オズコーポレーション
有限会社経営経済研究所
有限会社コ・リード
有限会社青雲印刷
有限会社第一環境
有限会社トラスト
有限会社日新商事
有限会社風伯
有限会社 本城葬祭
有限会社松尾建装
有限会社丸西
有限会社宮本旗店
有限会社ユニバーサルインシュアランス
ユタカ開発株式会社
夢つむぎ株式会社
吉浦海運株式会社
吉川工業株式会社
吉武カンパニー株式会社
読売新聞西部本社
Life is Beer! 11TAP
RIAN保険事務所
リコージャパン株式会社
リラクゼーションサロンRetreat
リンクソフトウエア株式会社
ワイエスフード株式会社
若松惠比須神社
ほか19社

9



会員団体　１８２団体
青葉キャリア倶楽部遊心会
青葉にこにこ緑地隊
Action For Social Good
アグリゾート農園
『遊び心溢れるまち青葉』実行委員会
あまてるん
ECOハッピーブレインクラブ北九州
いきいきシニア塾（筒井市民センター内）
一般財団法人仁泉指導会
一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 九州支所
一般社団法人生き方のデザイン研究所
一般社団法人おもやいファーム
一般社団法人北九州市環境保全協会
一般社団法人北九州市建設コンサルタント協会
一般社団法人北九州シニア応援団
一般社団法人北九州市老人クラブ連合会
一般社団法人北九州青年会議所
一般社団法人北九州電設協会
一般社団法人北九州緑化協会
一般社団法人こころイノベーション
一般社団法人コミュニティシンクタンク北九州
一般社団法人ジモトLAB
一般社団法人進路指導・キャリア教育支援機構
一般社団法人見守り整備促進協会
医療法人花繚会 しもそね整形外科・骨粗しょう症クリニック
医療法人こがねまるクリニック
医療法人しょうわ会
Iwayaビーチクラブ
Indonesian Student Association of Kitakyushu
魚町商店街振興組合
SDGsアートプロジェクト
枝光北市民センター
NPO法人空き缶基金
NPO法人アクティブキャリア北九州
NPO法人川塾北九州
NPO法人北九環浄研
NPO法人グリーンワーク
NPO法人K-9 First Aid Security Team
NPO法人好きっちゃ北九州
NPO法人Smileネットワーク北九州
NPO法人セーバー風・ジャパン
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NPO法人日本ソーシャルスポレク協会（パトランキタキュー）
NPO法人則松金山川コスモス会
NPO法人ロシナンテス 
NPO法人わくわーく
NPO法人フォーラム富野
おせっ会組合
ガールスカウト福岡県北九州地区
ガールスカウト福岡県第9団
介護塾
科学技術コミュニケーション研究所
風薫る街曲里ボランティア清掃の会
関門時間旅行事務局
北九州ESD協議会
北九州エコライフステージ実行委員会
北九州環境ビジネス推進会（KICS)
北九州キャリア教育研究会
北九州クロスロード研究会
北九州建築設計監理協会
北九州市海外水ビジネス推進協議会
北九州市環境衛生総連合会
北九州市環境学習サポーターの会
北九州市健康づくり推進員の会
北九州市コンポストアドバイザーの会
北九州市自治会総連合会
北九州市食生活改善推進員協議会
北九州市女性団体連絡会議
北九州市青少年育成市民会議
北九州市花咲く街かどづくり推進協議会
北九州市PTA協議会
北九州市婦人会連絡協議会
北九州市婦人教育推進会
北九州市立菅生中学校PTA
北九州市立鳴水市民センター
北九州市立牧山東市民センター
北九州100人マルシェ実行委員会
北九州婦人教育研究会
キタキュウfurufuru
キッズ２KIDS 世界を変えよう
九州地方港運協会
協同組合日専連北九州
京町銀天街協同組合
霧丘市民センター
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黒崎まちづくり協議会
京築・田川地域労働者福祉協議会
公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム
公益財団法人アジア成長研究所
公益財団法人北九州活性化協議会
公益財団法人北九州観光コンベンション協会
公益財団法人北九州国際技術協力協会
公益財団法人北九州国際交流協会
公益財団法人九州経済調査協会
公益財団法人地球環境戦略研究機関北九州アーバンセンター
公益財団法人日本財団
公益社団法人八幡法人会 女性部会
公益社団法人八幡法人会青年部会
高次脳機能障がいを考える会「虹」
国際ソロプチミスト北九州
国土交通省 大阪航空局 北九州空港事務所
小倉楽友会
小倉北区更生保護女性会
小倉競輪
小倉中央商業連合会
小倉のまちづくりを考える会
小倉みつばちプロジェクト
小倉南区老人クラブ連合会
こころ乃会
子ども食堂くすくす
サークルコンポ
サステナブル北九州
しもそねっと
社会福祉法人いわき福祉会
社会福祉法人北九州市社会福祉協議会
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
社会福祉法人杏和会 やまびこ園
社会福祉法人桑の実会
社会福祉法人正勇会
社会福祉法人善興会
社会福祉法人年長者の里
社会福祉法人もやい聖友会
Startup Kids and Junior
stella  belly dance circle
曽根新田花咲く町づくりふれあい会
第二芝津会
高二南クリーン隊
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立花屋キカく
地域通貨オリオン委員会
地球温暖化を考える北九州市民の会
ちずあそび
2Sf2C
てくてく。
特定非営利活動法人Ｉ-DO
特定非営利活動法人あそびとまなび研究所
特定非営利活動法人オープンガーデン北九州
特定非営利活動法人北九州タウンツーリズム
特定非営利活動法人北九州テクノサポート
特定非営利活動法人里山を考える会
特定非営利活動法人生涯学習指導者育成ネットワーク
特定非営利活動法人自立生活センターぶるーむ
特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン
特定非営利活動法人夢つむぎ
独立行政法人国際協力機構九州センター（JICA九州）
独立行政法人 日本貿易振興機構 北九州貿易情報センター
都市生活研究会
戸畑区老人クラブ連合会
ともに暮らす街ーわかぞのインクルーシブコミュニティ構想 ＷinC 運営委員会
ドリームランドセル
ドレミの会
中井市民センター
にじのはしプロジェクト
認知症・草の根ネットワークカフェオレンジカフェマスター・ガーベラーズ
花房放課後児童クラブ
花夢奏
ピース26
響灘ビオトープ
Belle International
ボーイスカウト北九州第54団
ボーイスカウト北九州第3団
ボートレース若松
ボランティアエンゼル
牧山東まちづくり協議会
門司区子ども会連合会
門司港トロッコ応援団
八幡西区シニアクラブ連合会
八幡東区老人クラブ連合会
八幡東田まちづくり連絡会
ライズ北九州
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LIFE SHIFT
リコーダー・アース･ブリッジ&リコーダー･レインボー･ブリッジ
連合福岡北九州地域協議会
若松区老人クラブ連合会
若松交通安全協会
若松秋桜会
私たちの未来環境プロジェクト
ほか８団体
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会員教育機関　２３８校
学校法人鎮西敬愛学園 敬愛中学・高等学校
学校法人博多学園
学校法人福原学園自由ケ丘高等学校
九州共立大学
九州共立大学SDGsチャレンジアクション研究会
九州国際大学
九州女子大学・九州女子短期大学
公立大学法人北九州市立大学
国立大学法人九州工業大学
社会起業大学・九州校
西南女学院大学・西南女学院大学短期大学部 地域連携室
星琳高等学校
西日本工業大学
福岡県立北九州高等学校
福岡県立小倉高等学校
福岡県立小倉商業高等学校
福岡県立小倉西高等学校
福岡県立小倉南高等学校
福岡県立中間高等学校
福岡県立ひびき高等学校
福岡県立北筑高等学校
福岡県立京都高等学校SG部
福岡県立門司大翔館高等学校
福岡県立八幡高等学校
福岡県立八幡中央高等学校
福岡県立八幡南高等学校
福岡県立若松高等学校
福岡県立若松商業高等学校
福岡事業構想大学院
BrightKidsGarden
法政大学デザイン工学部川久保研究室
明治学園中学校・高等学校
ほか北九州市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校他　２０５校
ほか市外　１校

個人会員　３３９人
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