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1 市内本店 1000025260 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 産業廃棄物収集運搬業 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
2 市内本店 1000000034 （株）赤木防災 消防設備保守管理業

3 市内本店 1000052438 （有）アクアテック 浄化槽保守点検業

4 市内本店 1000007869 （有）旭空調設備メンテナンス 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業

5 市内本店 1000003222 旭警備（株） 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
6 市内本店 1060032667 （株）アステリアライフ 建築物（ビル）清掃業

7 市内本店 1060000863 アラカワ電気管理 自家用電気工作物保安業務

8 市内本店 1060024135 （株）イーデン エレベータ維持管理業

9 市内本店 1000006468 （有）生目緑地建設 草刈業 植栽管理 産業廃棄物収集運搬業

10 市内本店 1000000205 （有）伊地知商会 消防設備保守管理業

11 市内本店 1000043240 稲田電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

12 市内本店 1060016108 井上諭電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

13 市内本店 1000043238 井上電気管理事務所 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

14 市内本店 1060005910 （有）イベントクルー イベント企画・運営・広告代理店業

15 市内本店 1000050884 （株）今西電気管理 自家用電気工作物保安業務

16 市内本店 1060030776 岩切設備サービス 冷暖房設備運転保守管理業

17 市内本店 1000003293 （有）岩倉サービス 建築物飲料水貯水槽清掃業 その他
18 市内本店 1060031358 （株）ウエディングＭ サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業

19 市内本店 1000000338 （株）植由樹園 草刈業 植栽管理
20 市内本店 1060000428 （株）海花ガーデン 草刈業 植栽管理
21 市内本店 1000016802 （株）エアシステム工業 冷暖房設備運転保守管理業

22 市内本店 1000000372 （株）栄建工業 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 草刈業 産業廃棄物収集運搬業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業 プール濾過器清掃

23 市内本店 1000000377 （株）ＡＶＣ放送開発 イベント企画・運営・広告代理店業

24 市内本店 1000003327 江坂設備工業（株） 建築物飲料水貯水槽清掃業 上水道・漏水調査 冷暖房設備運転保守管理業

25 市内本店 1000002063 （株）ＮＰＫ 機械警備 巡回警備 常駐警備 消防設備保守管理業 雑踏警備 交通保安警備
26 市内本店 1000050827 （株）Ｆ・Ｃ　宮崎作業所 巡回警備 常駐警備
27 市内本店 1060023108 （株）Ｆ・Ｃガード 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
28 市内本店 1000009737 （株）ＭＲＴアド イベント企画・運営・広告代理店業

29 市内本店 1060031355 （株）エル・エー・ビー イベント企画・運営・広告代理店業

30 市内本店 1000077061 （株）エルシーメンテナンス 建築物（ビル）清掃業 建築物飲料水貯水槽清掃業

31 市内本店 1060032683 エレクトリックひらた 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

32 市内本店 1000004128 （株）エレック日栄 消防設備保守管理業

33 市内本店 1060019413 （有）大石石材店 草刈業 その他
34 市内本店 1000073687 大倉電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

35 市内本店 1000003370 （有）大宮通信 消防設備保守管理業

36 市内本店 1000004747 大淀造園（株） 草刈業 植栽管理
37 市内本店 1060000832 岡村電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

38 市内本店 1060011461 岡元電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

39 市内本店 1000040238 （株）オスカコーポレーション 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
40 市内本店 1000050875 （有）織田ビル管理 建築物（ビル）清掃業

41 市内本店 1060027879 小原電機管理事務所 自家用電気工作物保安業務

42 市内本店 1060032685 （株）オファサポート その他
43 市内本店 1000040211 （有）景清造園建設 草刈業 植栽管理
44 市内本店 1000016799 （株）桂防災 消防設備保守管理業 建築物飲料水貯水槽清掃業 その他
45 市内本店 1000000638 （株）加藤工機 冷暖房設備運転保守管理業 その他
46 市内本店 1000048484 金丸電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

47 市内本店 1000019320 （有）カマタサービス 建築物飲料水貯水槽清掃業 産業廃棄物収集運搬業 管内テレビカメラ調査 その他
48 市内本店 1060027868 釜元電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

49 市内本店 1000000794 （株）環境未来恒産 管内テレビカメラ調査 管渠清掃 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他
50 市内本店 1000003475 企業警備保障（株） 機械警備 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
51 市内本店 1000003478 貴島緑地建設（株） 草刈業 植栽管理 産業廃棄物収集運搬業

52 市内本店 1000073951 橘林電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

53 市内本店 1000073782 （株）九建 その他
54 市内本店 1000012193 （株）九州ガードシステム 機械警備 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備 その他
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55 市内本店 1000000861 九州消防（株） 消防設備保守管理業

56 市内本店 1060024785 （株）九州石材 その他
57 市内本店 1000012192 協同管理（株） 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業

58 市内本店 1000002492 （株）協同防災 消防設備保守管理業

59 市内本店 1000003525 共立冷熱（株） 冷暖房設備運転保守管理業 その他
60 市内本店 1000003534 旭洋建設（株） 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
61 市内本店 1000019218 （有）清山園芸場 草刈業 植栽管理
62 市内本店 1000035987 （株）クボタ住宅 建築物飲料水貯水槽清掃業

63 市内本店 1000014555 （有）熊野コンサルタント 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他
64 市内本店 1000050886 （有）クリーンハープ宮崎 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業
65 市内本店 1000003560 （有）クリーンヘルス 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業

66 市内本店 1060011450 （有）黒木産業 その他
67 市内本店 1000001100 Ｋ・Ｐクリエイションズ（株） イベント企画・運営・広告代理店業

68 市内本店 1000021757 （有）洸樹園 草刈業 植栽管理
69 市内本店 1060020216 （株）古環境研究センター その他
70 市内本店 1000026823 （株）児玉グリーン建設 草刈業 植栽管理
71 市内本店 1000081858 （株）児玉造園 草刈業 植栽管理
72 市内本店 1000003627 （株）後藤造園 草刈業 植栽管理
73 市内本店 1000016797 （株）小松設備工業 上水道・漏水調査 浄化槽保守点検業 冷暖房設備運転保守管理業 プール濾過器清掃 消防設備保守管理業 管渠清掃 その他
74 市内本店 1000003642 （有）坂元芳翠園 草刈業 植栽管理
75 市内本店 1000003656 （株）佐土原園芸場 草刈業 植栽管理
76 市内本店 1000019321 （有）佐土原サニタリー 浄化槽保守点検業 産業廃棄物収集運搬業 下水処理施設維持管理業 管渠清掃 草刈業 その他
77 市内本店 1060018134 （株）サンイーテクノサービス 自家用電気工作物保安業務

78 市内本店 1060011411 （株）三協技研 冷暖房設備運転保守管理業

79 市内本店 1000021601 （有）三共しろありセンター 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業
80 市内本店 1000008539 （株）三洋環境社プランナー 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 草刈業 しろあり防除業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 プール濾過器清掃

81 市内本店 1000079886 （有）サンワ 産業廃棄物収集運搬業

82 市内本店 1060027882 （株）ジェイレック宮崎 常駐警備 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
83 市内本店 1000052358 重信造園 草刈業 植栽管理
84 市内本店 1000021814 （株）システム開発 その他
85 市内本店 1060027871 システムラボラトリー その他
86 市内本店 1000026554 （有）昭和造園土木 草刈業 植栽管理
87 市内本店 1000045962 （有）白坂グリーン企画 草刈業
88 市内本店 1060027718 紳成産業 草刈業 その他
89 市内本店 1000003738 （有）親生ビルサービス 建築物（ビル）清掃業

90 市内本店 1000003739 （有）親設産業 建築物（ビル）清掃業 建築物飲料水貯水槽清掃業 産業廃棄物収集運搬業 草刈業
91 市内本店 1000003764 （有）水質管理 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業

92 市内本店 1000053551 （有）末原産業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他 その他
93 市内本店 1060005341 （株）スカイフォレスト宮崎 草刈業 植栽管理
94 市内本店 1000023951 （有）図師緑地建設 草刈業 植栽管理
95 市内本店 1060020619 住吉石材（有） その他
96 市内本店 1000019319 （株）セキュリティロード 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
97 市内本店 1000003805 セコム宮崎（株） 機械警備 巡回警備 常駐警備
98 市内本店 1060021703 （株）千成 電話交換業務 給食調理業務 その他
99 市内本店 1000043237 （有）曽地電機 電気設備保守管理業

100 市内本店 1000024267 第一環境施設（株） 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

101 市内本店 1000014553 第一警備保障（株） 常駐警備
102 市内本店 1000001684 第一ビル管理（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 浄化槽保守点検業 機械警備 常駐警備 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業

103 市内本店 1000008465 第一ビル工事（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他 草刈業
104 市内本店 1000003916 大新造園（株） 草刈業 植栽管理
105 市内本店 1000003064 （株）大宝 建築物（ビル）清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 冷暖房設備運転保守管理業

106 市内本店 1060032681 タイムプラススタイルラボ合同会社 その他
107 市内本店 1000004777 大和物産（株） その他 害鳥獣防除・捕獲

108 市内本店 1000003932 （有）大和防虫センター 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業 害鳥獣防除・捕獲 その他
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109 市内本店 1000021826 （株）髙野造園建設 草刈業 植栽管理
110 市内本店 1000003869 （株）宝ビルサービス その他 建築物飲料水貯水槽清掃業 産業廃棄物収集運搬業

111 市内本店 1000005173 （株）武田ポンプ店 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業

112 市内本店 1000001603 （株）橘緑地建設 草刈業 植栽管理
113 市内本店 1060032663 田水電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

114 市内本店 1000050952 （株）田村運輸 産業廃棄物収集運搬業

115 市内本店 1000022268 （株）地域経済研究所 その他
116 市内本店 1000003939 千歳ビルサービス（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業

117 市内本店 1000019264 （有）中央造園 植栽管理 草刈業
118 市内本店 1000002831 （株）中央ビルファシリティーズ 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 常駐警備 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業 電話交換業務 管内テレビカメラ調査

119 市内本店 1000037337 （有）ディーシィーシステム 消防設備保守管理業

120 市内本店 1000003451 ＤＢＣトータルサポート（株） 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業 害鳥獣防除・捕獲 その他 草刈業 産業廃棄物収集運搬業

121 市内本店 1000076995 （有）テクノクリエイト 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

122 市内本店 1000024308 テレビ宮崎商事（株） イベント企画・運営・広告代理店業

123 市内本店 1000001770 （株）デンサン その他
124 市内本店 1000003984 （株）東海 草刈業 植栽管理
125 市内本店 1000008520 （有）東部不動産鑑定所 その他
126 市内本店 1000004010 東洋機工（株） その他
127 市内本店 1060008878 東洋警備（株） 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
128 市内本店 1000001798 東洋産業（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 草刈業
129 市内本店 1060018131 土工電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

130 市内本店 1000001856 巴設備工業（株） 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 その他
131 市内本店 1000082550 （有）外山造園 草刈業 植栽管理
132 市内本店 1000050942 中武電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

133 市内本店 1060013738 （株）中武緑化 草刈業
134 市内本店 1000001959 （株）ナガタファイテック 消防設備保守管理業

135 市内本店 1000004513 （株）長友総研 その他
136 市内本店 1000001915 （株）中野管理 産業廃棄物収集運搬業 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
137 市内本店 1000001935 （株）中村園芸場 草刈業 植栽管理 産業廃棄物収集運搬業

138 市内本店 1000001937 中村消防防災（株） 消防設備保守管理業

139 市内本店 1060029060 和緑樹園 草刈業 植栽管理
140 市内本店 1000007821 （株）南国リネンサプライ サービス業
141 市内本店 1000004107 （有）南洋ガーデン 草刈業 植栽管理
142 市内本店 1000053096 （株）仁組急送 その他
143 市内本店 1000004117 （有）西日本ビル管理 建築物（ビル）清掃業 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業 その他
144 市内本店 1000004122 （株）西日本防災 消防設備保守管理業

145 市内本店 1060011456 仁田脇電気管理事務所 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

146 市内本店 1000007627 日研防災（株） 消防設備保守管理業 その他
147 市内本店 1000021828 （株）日興造園開発 草刈業 植栽管理
148 市内本店 1000004191 （株）日本衛生公社宮崎 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 常駐警備 プール濾過器清掃

149 市内本店 1060024788 （株）にわすけ 草刈業 植栽管理
150 市内本店 1000009277 （株）のざき造園 草刈業 植栽管理
151 市内本店 1000002185 （株）白陽 その他
152 市内本店 1060018098 （株）ハナビヤ・ラボ イベント企画・運営・広告代理店業

153 市内本店 1000052306 （有）浜砂緑樹園 草刈業 植栽管理 その他
154 市内本店 1000051158 （有）原田運輸 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

155 市内本店 1060011465 原田建設（株） 産業廃棄物処分業

156 市内本店 1000004279 （株）久光園 草刈業 植栽管理
157 市内本店 1000004290 日髙緑地開発 草刈業 植栽管理
158 市内本店 1000019654 フェニックスリゾート（株） 草刈業
159 市内本店 1000019223 （有）福樹園 草刈業 植栽管理
160 市内本店 1000004312 （有）福冨造園 草刈業 植栽管理
161 市内本店 1000016813 富士建工業（株） 冷暖房設備運転保守管理業

162 市内本店 1000040241 （株）富士総合サービス 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
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163 市内本店 1000051130 （有）フジビジョン サービス業
164 市内本店 1000004351 （有）ふたばビル産業 建築物（ビル）清掃業

165 市内本店 1000028115 （株）フタミ 冷暖房設備運転保守管理業 労働者派遣業
166 市内本店 1000004368 （有）プラントサービス 浄化槽保守点検業 建築物飲料水貯水槽清掃業

167 市内本店 1000002479 （株）文化コーポレーション 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 冷暖房設備運転保守管理業 労働者派遣業 電話交換業務 給食調理業務
168 市内本店 1000002483 （有）文明園 草刈業 植栽管理
169 市内本店 1060032659 ヘラルド宮崎（有） 建築物（ビル）清掃業

170 市内本店 1000002499 （株）保全 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業 産業廃棄物処分業 下水処理施設維持管理業 プール濾過器清掃 その他
171 市内本店 1060012640 （株）ポリバレント イベント企画・運営・広告代理店業

172 市内本店 1060011449 まつやま電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

173 市内本店 1000004435 （株）馬原造園建設 草刈業 植栽管理
174 市内本店 1000008648 ミスタードライ サービス業
175 市内本店 1000019281 みずほ造園（株） 草刈業 植栽管理
176 市内本店 1000023794 （株）ミチプロ イベント企画・運営・広告代理店業

177 市内本店 1000004460 満永電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

178 市内本店 1000021816 （有）緑園 草刈業
179 市内本店 1000043405 南九州ソイル（株） 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他
180 市内本店 1000004472 南日本警備保障（株） 機械警備 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
181 市内本店 1000052190 （有）三舩産業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他
182 市内本店 1000004570 宮交ビルマネジメント（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 産業廃棄物収集運搬業 巡回警備 常駐警備 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業 その他
183 市内本店 1000006569 （株）宮崎衛生公社 浄化槽保守点検業 産業廃棄物収集運搬業 上水道・漏水調査 交通保安警備 その他
184 市内本店 1000028122 （株）宮崎エレベータサービス エレベータ維持管理業 自動ドア等保守点検業務

185 市内本店 1000002715 （有）宮崎園芸 草刈業 植栽管理
186 市内本店 1000004494 （株）宮崎環境開発センター 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

187 市内本店 1000008292 宮崎技研工業（株） その他
188 市内本店 1000004502 宮崎クリーン（有） 建築物飲料水貯水槽清掃業 浄化槽保守点検業 プール濾過器清掃 その他
189 市内本店 1000028420 公益財団法人宮崎県健康づくり協会 その他
190 市内本店 1000079844 協同組合宮崎県電気管理企業協会 自家用電気工作物保安業務

191 市内本店 1000050936 宮崎県防疫防災事業協同組合 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業
192 市内本店 1000073793 一般財団法人みやざき公園協会 草刈業 植栽管理
193 市内本店 1060023984 宮崎市生活系一般廃棄物処理事業協同組合 その他
194 市内本店 1000002787 宮崎施設機械（株） エレベータ維持管理業 自動ドア等保守点検業務

195 市内本店 1060011453 宮崎誠和産業（株） 給食調理業務
196 市内本店 1000002820 宮崎造園（株） 草刈業 植栽管理
197 市内本店 1000004542 宮崎綜合警備（株） 機械警備 巡回警備 常駐警備 消防設備保守管理業 一般自動車運送業 電気設備保守管理業 雑踏警備 交通保安警備 その他
198 市内本店 1000002818 宮崎総合ビル管理（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 常駐警備 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 その他
199 市内本店 1000040583 宮崎拓建工業 建築物（ビル）清掃業 建築物飲料水貯水槽清掃業 草刈業
200 市内本店 1000021308 宮崎地区製紙原料直納協同組合 その他
201 市内本店 1000036955 宮崎中央森林組合協同組合 草刈業 植栽管理 その他
202 市内本店 1000004549 宮崎中部緑化（株） 草刈業 植栽管理
203 市内本店 1000002834 （株）宮崎つやげん 建築物（ビル）清掃業

204 市内本店 1000046135 （株）宮崎電気管理センター 自家用電気工作物保安業務

205 市内本店 1000002850 宮崎南菱冷熱（株） 冷暖房設備運転保守管理業

206 市内本店 1060011381 （株）宮崎日日新聞社 イベント企画・運営・広告代理店業

207 市内本店 1060027874 （医）宮崎博愛会 その他
208 市内本店 1000004568 （株）宮崎美装社 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 産業廃棄物収集運搬業 冷暖房設備運転保守管理業 その他
209 市内本店 1000004572 （有）宮崎ビル保全 建築物（ビル）清掃業 その他
210 市内本店 1060011400 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人宮崎文化施設支援機構 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
211 市内本店 1000004578 （有）宮崎防虫消毒センター 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業 害鳥獣防除・捕獲

212 市内本店 1000004514 宮崎水管理（株） 浄化槽保守点検業 産業廃棄物収集運搬業 下水処理施設維持管理業

213 市内本店 1000082666 （有）宮崎メンテナンス 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 その他
214 市内本店 1000002878 宮崎ラビットポンプ（有） 消防設備保守管理業

215 市内本店 1000004586 （株）宮崎ランドスケープ 草刈業 植栽管理 産業廃棄物収集運搬業

216 市内本店 1000002884 （株）宮電 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務
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217 市内本店 1000002887 宮日総合広告（株） イベント企画・運営・広告代理店業 その他
218 市内本店 1000004594 （有）宮吉管理 浄化槽保守点検業 その他
219 市内本店 1060030771 （株）ＭＵＳＡＳＨＩ 労働者派遣業
220 市内本店 1000004609 明和産業（株） 建築物飲料水貯水槽清掃業 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業 プール濾過器清掃

221 市内本店 1000004616 （有）守田造園土木 草刈業
222 市内本店 1060031357 安田電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務

223 市内本店 1000017087 （株）山﨑紙源センター その他 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業

224 市内本店 1060005955 （株）山﨑ビル環境サービス 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 産業廃棄物収集運搬業 巡回警備 常駐警備 給食調理業務 その他
225 市内本店 1060021871 （株）ＵＭＫエージェンシー イベント企画・運営・広告代理店業

226 市内本店 1000003068 （有）ユウセイ 建築物飲料水貯水槽清掃業 管内テレビカメラ調査 管渠清掃 その他
227 市内本店 1000003123 （有）吉留機販 その他
228 市内本店 1000031968 （有）予防医学研究所 その他
229 市内本店 1060027845 ライフクリエイト宮崎（株） その他
230 市内本店 1000029335 （株）凌駕 イベント企画・運営・広告代理店業

231 市内本店 1000016791 和光電設（株） 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

232 市内支店 1060023955 （株）朝日広告社　宮崎営業部 イベント企画・運営・広告代理店業

233 市内支店 1060013902 ａｎｄ（株）　宮崎営業所 その他
234 市内支店 1060020554 （株）エイジェック　宮崎オフィス その他 労働者派遣業
235 市内支店 1060030774 ＡＮＡあきんど（株）　宮崎支店 旅行業 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
236 市内支店 1000004225 ＮＥＣネッツエスアイ（株）　宮崎営業所 その他
237 市内支店 1000032565 ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）　宮崎ビジネス営業部 その他
238 市内支店 1000003408 オリエント産業（株）　宮崎支店 自動ドア等保守点検業務

239 市内支店 1000037266 （株）川北電工　宮崎営業所 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業 その他
240 市内支店 1000051176 九州西濃運輸（株）　宮崎支店 産業廃棄物収集運搬業 一般自動車運送業 その他
241 市内支店 1000077412 九州テクニカルメンテナンス（株）　宮崎支店 下水処理施設維持管理業 上水道・漏水調査 その他
242 市内支店 1000000863 一般財団法人九州電気保安協会　宮崎事業所 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

243 市内支店 1000011422 行政システム九州（株）　宮崎支店 その他
244 市内支店 1060013734 三建設備工業（株）　宮崎営業所 冷暖房設備運転保守管理業

245 市内支店 1000052432 （株）産商　宮崎営業所 浄化槽保守点検業 下水処理施設維持管理業 管渠清掃 その他
246 市内支店 1060012642 （株）ジェイレック　宮崎支店 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 常駐警備 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
247 市内支店 1000073954 シダックス大新東ヒューマンサービス（株）　宮崎営業所 給食調理業務 その他
248 市内支店 1060005689 （株）ジチタイアド　宮崎営業所 イベント企画・運営・広告代理店業

249 市内支店 1000034683 （株）スープル　宮崎支店 労働者派遣業 サービス業 その他
250 市内支店 1000003789 西南電気（株）　宮崎支店 電気設備保守管理業

251 市内支店 1060023926 （株）設備保守センター　宮崎営業所 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

252 市内支店 1000004790 ゼンリン（株）　宮崎営業所 その他
253 市内支店 1060027872 （株）大信技術開発　宮崎営業所 その他
254 市内支店 1000046059 （株）電通九州　宮崎支社 イベント企画・運営・広告代理店業

255 市内支店 1060018133 東テク（株）　宮崎営業所 冷暖房設備運転保守管理業

256 市内支店 1060032671 凸版印刷（株）　宮崎営業所 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
257 市内支店 1000002073 ニシム電子工業（株）　宮崎支店 その他 電気設備保守管理業

258 市内支店 1000009972 ニッタン（株）　宮崎支店 消防設備保守管理業

259 市内支店 1000007317 日本通運（株）　宮崎支店 一般自動車運送業 産業廃棄物収集運搬業

260 市内支店 1060015873 日本郵便（株）　宮崎中央郵便局 一般自動車運送業 サービス業 その他
261 市内支店 1000004177 日本工営（株）　宮崎事務所 その他
262 市内支店 1000024977 日本図書輸送（株）　宮崎営業所 一般自動車運送業 その他
263 市内支店 1060000833 （株）パソナ　パソナ・宮崎 労働者派遣業 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
264 市内支店 1060029660 （株）ヒューマン・クリエイト　宮崎オフィス 労働者派遣業 電話交換業務 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
265 市内支店 1000002391 （株）ファビルス　宮崎営業所 建築物（ビル）清掃業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業

266 市内支店 1000077023 （株）フジヤマ　宮崎営業所 その他
267 市内支店 1060032665 （株）プロテクト警備　宮崎営業所 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
268 市内支店 1000017077 ホシザキ南九（株）　宮崎北営業所　宮崎１サービスセンター その他
269 市内支店 1000002674 南九州向洋電機（株）　宮崎支店 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業

270 市内支店 1000026217 （株）南日本環境センター　宮崎営業所 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 産業廃棄物収集運搬業 消防設備保守管理業 プール濾過器清掃 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
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271 市内支店 1000082676 宮崎センコーアポロ（株）　宮崎営業所 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 草刈業 軽自動車運送業
272 市内支店 1000003031 （株）ヤマトボーデン　宮崎店 消防設備保守管理業

273 市内支店 1000048450 ヤンマーエネルギーシステム（株）　宮崎出張所 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業

274 市内支店 1000002879 リコージャパン（株）　マーケティング本部　宮崎支社　宮崎営業部 その他
275 市内支店 1000003160 （株）菱熱　宮崎支店 冷暖房設備運転保守管理業

276 市内支店 1000011638 （株）レンタルノニッケン　宮崎営業所 イベント企画・運営・広告代理店業

277 県内 1000040377 井口商事（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物飲料水貯水槽清掃業

278 県内 1000051092 （株）ウォーターエージェンシー　九州南オペレーションセンター 下水処理施設維持管理業 その他
279 県内 1000077024 九州電通建設（株） その他
280 県内 1060000219 （株）きりしまベーカリー その他 給食調理業務
281 県内 1000049650 （株）小園建設興業 建築物飲料水貯水槽清掃業 草刈業 植栽管理 産業廃棄物収集運搬業

282 県内 1000034591 （有）ジパング・サーベイ その他
283 県内 1000003763 水研テック（株） 上水道・漏水調査

284 県内 1000037727 （有）スカイサーベイ九州 その他
285 県内 1000021879 つやげん九州（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業 常駐警備 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 電話交換業務
286 県内 1000079848 日通セキュリティーシステム（株） 機械警備 巡回警備 常駐警備
287 県内 1000040379 農興産業（株） 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

288 県内 1000021970 一ツ葉リネンサプライ（株） サービス業
289 県内 1060011446 （株）増田工業 その他
290 県内 1000004469 南九州システム（株） 機械警備 常駐警備 その他
291 県外 1060011448 （株）アート　熊本支店 その他 労働者派遣業
292 県外 1000077492 （株）アイヴィジット その他 イベント企画・運営・広告代理店業 サービス業
293 県外 1000073919 （株）あい設計　九州支社 その他
294 県外 1060008899 （株）アイティフォー 労働者派遣業 電話交換業務 その他
295 県外 1000043244 アイテック（株）　熊本支店 下水処理施設維持管理業 その他
296 県外 1060005670 （株）アウルズ その他 労働者派遣業 イベント企画・運営・広告代理店業

297 県外 1000073889 （株）葵文化 その他
298 県外 1060024794 アクアテック（株）　九州支店 上水道・漏水調査

299 県外 1060032670 （株）アクアテック　関西営業所 建築物飲料水貯水槽清掃業 その他
300 県外 1000022596 アサヒプリテック（株）　鹿児島事業所 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

301 県外 1060030256 （株）明日葉 その他
302 県外 1060029640 （株）アスコエパートナーズ サービス業
303 県外 1000006774 アズビル（株）　ビルシステムカンパニー九州支店 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業

304 県外 1000050940 （有）アトム商事 その他 建築物ねずみこん虫等防除業 しろあり防除業
305 県外 1060025399 （株）アルカディア その他
306 県外 1060015872 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） その他
307 県外 1060022231 （株）あんしんサポート その他
308 県外 1000046133 イオンディライト（株）　九州支社 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 その他
309 県外 1000050715 今別府産業（株） 管内テレビカメラ調査 その他
310 県外 1060023172 （株）インソース　九州支社 労働者派遣業 サービス業 その他
311 県外 1000082253 （株）インタラック西日本 その他 労働者派遣業
312 県外 1060030253 （株）ウィット イベント企画・運営・広告代理店業

313 県外 1000040418 ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 下水処理施設維持管理業 上水道・漏水調査

314 県外 1000021235 （株）ウェザーニューズ その他
315 県外 1060027133 （株）ウォーターワークス 上水道・漏水調査

316 県外 1060024814 ウオクニ（株） 給食調理業務
317 県外 1060032661 （株）エイチ・アイ・エス　九州事業部　九州地域創生チーム 旅行業 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
318 県外 1000083133 （株）ＳＰフォーラム イベント企画・運営・広告代理店業 その他
319 県外 1000074435 （株）エスプレス大分 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

320 県外 1060031829 （株）エヌ・ティ・ティ・データ その他
321 県外 1000048748 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 その他
322 県外 1060005374 ＮＤネットサービス（有） その他
323 県外 1000052774 荏原冷熱システム（株）　南九州営業所 冷暖房設備運転保守管理業

324 県外 1000083184 （株）エフエスユニマネジメント その他
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325 県外 1060031354 （株）エムセック その他
326 県外 1000003338 （株）オーシャン漏水研究所 上水道・漏水調査

327 県外 1060027881 オオノ開發（株） 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

328 県外 1060024241 （株）オープンループパートナーズ 労働者派遣業 その他 電話交換業務 サービス業
329 県外 1060014386 （株）オカムラ 建築物飲料水貯水槽清掃業

330 県外 1060011363 岡谷精立工業（株） その他
331 県外 1000003389 ＯＫＩクロステック（株）　九州支社 その他
332 県外 1000019322 （株）オキローボ　福岡支社 上水道・漏水調査

333 県外 1060017068 （株）カイテック その他
334 県外 1000082095 協同組合鹿児島みらい研究所 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業

335 県外 1060029643 （株）カスタマーリレーションテレマーケティング その他
336 県外 1000082195 （株）加速器分析研究所 その他
337 県外 1060014955 （株）価値総合研究所 サービス業
338 県外 1000031141 （株）カブード 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
339 県外 1060030785 （株）環境総合リサーチ その他
340 県外 1060031349 （株）木下抗菌サービス その他 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業

341 県外 1060015114 キャリアリンク（株） 労働者派遣業 電話交換業務 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
342 県外 1060024769 九州運輸建設（株） 産業廃棄物収集運搬業

343 県外 1060020370 （株）九州経済研究所 その他 イベント企画・運営・広告代理店業

344 県外 1060018547 公益財団法人九州経済調査協会 その他
345 県外 1000048478 九州電気管理協同組合 電気設備保守管理業 自家用電気工作物保安業務

346 県外 1060031870 九州電力（株）　本店 その他
347 県外 1000080503 （株）九州みらい研究所 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業

348 県外 1000052429 キュウセツＡＱＵＡ（株） 下水処理施設維持管理業 その他
349 県外 1060005918 （株）ＱＴｍｅｄｉａ イベント企画・運営・広告代理店業

350 県外 1060030257 （株）キョウエイアドインターナショナル　福岡支社 イベント企画・運営・広告代理店業

351 県外 1060027876 （株）くまもと健康支援研究所 その他
352 県外 1060008881 （株）熊本メスキュード 産業廃棄物収集運搬業

353 県外 1060027873 グラビス・アーキテクツ（株） その他
354 県外 1060031352 （株）グラファー その他 労働者派遣業
355 県外 1060005666 （株）グリーンエコ サービス業
356 県外 1060019830 ＫＳＳ（株） サービス業 その他
357 県外 1060022407 ＫＥＥ環境工事（株） その他
358 県外 1060008921 （株）ケー・デー・シー　西日本支店 労働者派遣業 電話交換業務 サービス業
359 県外 1060032675 ＫＰＭＧコンサルティング（株） サービス業
360 県外 1000072466 （株）ＧＥＮプランニング　 その他
361 県外 1060024768 （株）合人社計画研究所 建築物（ビル）清掃業 その他 電話交換業務
362 県外 1000077458 神戸綜合速記（株） サービス業
363 県外 1060029063 コーユーレンティア（株）　九州支店 イベント企画・運営・広告代理店業

364 県外 1000015715 （株）古環境研究所 その他
365 県外 1060024774 国際文化財（株）　鹿児島営業所 その他
366 県外 1000008532 （株）コスモリサーチ 上水道・漏水調査

367 県外 1000029366 （株）五藤光学研究所 その他
368 県外 1000074402 コニカミノルタプラネタリウム（株） その他
369 県外 1060021204 （株）コモンテックス その他
370 県外 1000026258 西戸崎興産（株） その他
371 県外 1060021802 （株）サイネックス イベント企画・運営・広告代理店業 その他
372 県外 1000003658 （株）サニタリー その他 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
373 県外 1060005945 三共アメニテクス（株）　福岡支店 その他
374 県外 1060025416 三晃工業（株） その他
375 県外 1000079856 （株）サンスイ　九州支店 上水道・漏水調査 その他
376 県外 1000003680 三精工事サービス（株）　九州支店 エレベータ維持管理業 その他
377 県外 1060021497 （株）三豊 その他
378 県外 1060030786 （株）サンメンテナンス 建築物（ビル）清掃業 巡回警備 常駐警備
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379 県外 1000040428 （株）サンリーク　九州支店 上水道・漏水調査

380 県外 1000034676 （有）サンロック 上水道・漏水調査

381 県外 1000079850 ＪＦＥ条鋼（株）　水島製造所 その他
382 県外 1060032668 （株）ＪＭＤＣ その他
383 県外 1000051183 （株）ジェイ・リライツ 産業廃棄物処分業

384 県外 1000050806 四国環境整備興業（株） 管内テレビカメラ調査 管渠清掃
385 県外 1000071018 （株）システム環境研究所　福岡事務所 その他
386 県外 1060014291 （株）島田組　鹿児島営業所 その他 労働者派遣業 イベント企画・運営・広告代理店業

387 県外 1060030252 シミックヘルスケア・インスティテュート（株） サービス業 その他
388 県外 1000046749 （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 その他 イベント企画・運営・広告代理店業

389 県外 1000082674 ジャパンレイクアンドキャナル（株） その他
390 県外 1060019798 ジャパンレントオール（株） イベント企画・運営・広告代理店業

391 県外 1060030784 重環オペレーション（株） その他
392 県外 1000014487 ジョンソンコントロールズ（株）　九州支店 冷暖房設備運転保守管理業

393 県外 1000073891 新明和アクアテクサービス（株）　九州センター その他
394 県外 1060014385 新和技術コンサルタント（株） その他
395 県外 1060024240 水ｉｎｇＡＭ（株）　九州支店 その他
396 県外 1000074422 （株）スタジオ三十三 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
397 県外 1000001446 住友重機械エンバイロメント（株）　福岡支店 下水処理施設維持管理業 その他
398 県外 1000070502 （株）静環検査センター　九州支店 その他
399 県外 1060020747 （株）セラビ　熊本支店 その他
400 県外 1060001051 （株）セレスポ　福岡支店 イベント企画・運営・広告代理店業

401 県外 1060018604 （株）宣通 イベント企画・運営・広告代理店業

402 県外 1060030778 （株）総合環境計画　大阪支社 害鳥獣防除・捕獲 その他
403 県外 1000073950 （株）総合人材センター 労働者派遣業 電話交換業務 給食調理業務 その他
404 県外 1060009078 （株）創和 その他
405 県外 1060031356 ソシオフードサービス（株）　九州支店 給食調理業務
406 県外 1060018104 ソフトバンク（株） その他 イベント企画・運営・広告代理店業

407 県外 1000001686 第一法規（株） その他
408 県外 1060022131 （株）大正オーディット　福岡支店 その他
409 県外 1000048482 大新東（株）　熊本営業所 その他
410 県外 1060008872 太平洋セメント（株）　九州支店 産業廃棄物処分業 その他
411 県外 1060031361 ダイヤル・サービス（株） その他
412 県外 1060026598 太陽工業（株）　九州支店 その他
413 県外 1000080500 大和産業（株） イベント企画・運営・広告代理店業

414 県外 1000050852 （株）地域環境計画　九州支社 害鳥獣防除・捕獲 その他
415 県外 1000034583 地中エンジニアリング（株）　九州営業所 上水道・漏水調査

416 県外 1000050817 千代田計装（株） 冷暖房設備運転保守管理業

417 県外 1060022414 （株）通電技術　福岡営業所 電気設備保守管理業

418 県外 1000040426 月島テクノメンテサービス（株）　九州支店 下水処理施設維持管理業

419 県外 1000070486 ＴＳＰ太陽（株）　大阪支店 イベント企画・運営・広告代理店業

420 県外 1060029631 （株）ＴＫＣ その他
421 県外 1000040425 （株）データベース　九州支店 下水処理施設維持管理業 その他
422 県外 1060001076 （株）データホライゾン その他
423 県外 1000019243 （株）テクアノーツ　九州事業所 その他
424 県外 1000048474 （株）テクノスジャパン　南九州支店 上水道・漏水調査

425 県外 1000014557 テスコ（株） 下水処理施設維持管理業 その他
426 県外 1060014380 （株）テスコム 上水道・漏水調査

427 県外 1060000011 （株）電算システム　 その他
428 県外 1060005940 東京テクニカル・サービス（株） その他
429 県外 1000043745 東芝インフラシステムズ（株）　九州支社 電気設備保守管理業 下水処理施設維持管理業 自家用電気工作物保安業務

430 県外 1000004001 東芝エレベータ（株）　九州支社 エレベータ維持管理業

431 県外 1000014538 （株）トータルメディア開發研究所 その他 イベント企画・運営・広告代理店業

432 県外 1000011642 （株）トリアド工房 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
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433 県外 1060031353 （株）ナイトレイ その他
434 県外 1000083159 長田広告（株） イベント企画・運営・広告代理店業

435 県外 1060032677 西尾レントオール（株）　ＲＡ福岡営業所 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業

436 県外 1000016865 （株）にしけい 機械警備 巡回警備 常駐警備 雑踏警備 交通保安警備
437 県外 1000073946 西日本三建サービス（株） 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 建築物飲料水貯水槽清掃業

438 県外 1000050941 （株）西日本水道センター　九州支店 上水道・漏水調査

439 県外 1000002066 （株）西原環境　九州支店 下水処理施設維持管理業 その他
440 県外 1000007926 （株）ニチイ学館 労働者派遣業 その他
441 県外 1060025979 日進設備工業（株） 上水道・漏水調査

442 県外 1000021186 （株）日展 イベント企画・運営・広告代理店業

443 県外 1000004175 日本オーチス・エレベータ（株）　九州支店 エレベータ維持管理業

444 県外 1000004196 日本カルミック（株） 建築物（ビル）清掃業 建築物ねずみこん虫等防除業

445 県外 1060014384 （株）日本医事保険教育協会 その他
446 県外 1000004192 日本エレベーター製造（株）　福岡営業所 エレベータ維持管理業

447 県外 1060008889 日本管財（株）　鹿児島営業所 建築物（ビル）清掃業 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 巡回警備 常駐警備 エレベータ維持管理業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業 電気設備保守管理業 自動ドア等保守点検業務

448 県外 1000004203 日本空調サービス（株）　九州支店 建築物空気環境測定業 建築物飲料水貯水槽清掃業 冷暖房設備運転保守管理業 消防設備保守管理業

449 県外 1060008928 日本国民食（株） 給食調理業務
450 県外 1060031836 （株）日本サポートサービス 労働者派遣業 その他
451 県外 1060030779 日本システム技術（株） その他
452 県外 1000002139 （株）日本スイコー 上水道・漏水調査

453 県外 1060025259 （株）日本総合研究所 その他
454 県外 1060027125 日本トータルテレマーケティング（株） その他 サービス業 電話交換業務 イベント企画・運営・広告代理店業 労働者派遣業
455 県外 1000004757 （株）乃村工藝社 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
456 県外 1000073961 （株）ノムラメディアス その他
457 県外 1060023180 ＨＡＲＶＥＹ（株） 労働者派遣業 電話交換業務 その他
458 県外 1060018689 パーソルテンプスタッフ（株）　九州営業部 労働者派遣業 電話交換業務 その他
459 県外 1060032673 パーソルワークスデザイン（株） 労働者派遣業 電話交換業務 その他
460 県外 1060021108 ハーベストネクスト（株） 給食調理業務
461 県外 1060018711 葉隠勇進（株）　九州支店 給食調理業務 その他
462 県外 1000028314 パナソニックＥＷエンジニアリング（株）　九州支店 電気設備保守管理業 消防設備保守管理業

463 県外 1000045988 パナソニックコネクト（株）　現場ソリューションカンパニー　九州社 電気設備保守管理業 その他
464 県外 1060019889 （株）パブリック・マネジメント・コンサルティング サービス業 その他
465 県外 1060011444 ハラサンギョウ（株） 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業 その他
466 県外 1060015868 （株）ビーコンラーニングサービス その他
467 県外 1060006152 ビーム計画設計（株）　福岡事務所 その他
468 県外 1000077057 東日本漏水調査（株）　九州営業所 上水道・漏水調査

469 県外 1060031831 ヒカリ（株） その他
470 県外 1000002284 （株）日立ビルシステム　西日本支社 エレベータ維持管理業 冷暖房設備運転保守管理業

471 県外 1000043788 （株）日立プラントサービス　九州支店 冷暖房設備運転保守管理業

472 県外 1000004304 ヒビノスペーステック（株）　九州営業所 その他
473 県外 1060008916 表示灯（株）　福岡支社 イベント企画・運営・広告代理店業

474 県外 1060024767 （株）富士クリーン 産業廃棄物処分業 産業廃棄物収集運搬業

475 県外 1000004329 フジ地中情報（株）　九州支店 下水処理施設維持管理業 上水道・漏水調査 管内テレビカメラ調査 管渠清掃 その他
476 県外 1000052464 富士通ネットワークソリューションズ（株）　九州事業所 冷暖房設備運転保守管理業 電気設備保守管理業 その他
477 県外 1060031841 （株）富士通ラーニングメディア その他 イベント企画・運営・広告代理店業

478 県外 1000004337 フジテコム（株）　九州支店 上水道・漏水調査

479 県外 1000002437 フジテック（株）　九州支店 エレベータ維持管理業

480 県外 1000025673 富士フイルムシステムサービス（株）　公共事業本部　西日本支店 その他
481 県外 1000021796 扶桑電通（株）　九州支店 電気設備保守管理業

482 県外 1060024757 フタバ九州（株） イベント企画・運営・広告代理店業

483 県外 1060022403 （株）フルキャスト 労働者派遣業 電話交換業務 その他
484 県外 1060027870 （株）プロレリック　熊本営業所 その他
485 県外 1060020440 一般社団法人文化財科学研究センター その他
486 県外 1060002159 （株）文化財保存活用研究所 その他
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487 県外 1060019909 文化シヤッターサービス（株）　南九州サービス課 その他
488 県外 1060027135 （株）ベネフィット・ワン その他
489 県外 1000083136 マイタウンサービス（株） その他
490 県外 1060022221 松サービス（株） その他
491 県外 1060026603 （株）みぞぐち商会 その他
492 県外 1000003159 三菱電機ビルソリューションズ（株）　九州支社 エレベータ維持管理業 冷暖房設備運転保守管理業

493 県外 1060011422 （株）明電エンジニアリング　九州支店 電気設備保守管理業

494 県外 1060030250 （株）名豊 その他 イベント企画・運営・広告代理店業

495 県外 1060007998 メタウォーターサービス（株）　事業推進本部　九州営業部 下水処理施設維持管理業 その他
496 県外 1000046138 メディアシステム（株）　福岡営業所 上水道・漏水調査

497 県外 1060032676 メディフォン（株） その他
498 県外 1060001050 （株）メディブレーン その他
499 県外 1000048701 （株）郵宣協会 イベント企画・運営・広告代理店業

500 県外 1000041240 （株）吉田生物研究所 その他
501 県外 1000046139 （株）ライフライン　北九州営業所 上水道・漏水調査 その他
502 県外 1000073945 （株）リクチ漏水調査 上水道・漏水調査

503 県外 1060027878 （株）リクルート イベント企画・運営・広告代理店業 その他
504 県外 1060022399 （株）リクルートマネジメントソリューションズ その他 イベント企画・運営・広告代理店業

505 県外 1060011376 （株）流通研究所 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
506 県外 1060008886 龍南運送（株） 産業廃棄物収集運搬業 一般自動車運送業 その他
507 県外 1000083171 りらいあコミュニケーションズ（株） 労働者派遣業 電話交換業務 サービス業 その他
508 県外 1060000482 レキオス・ウォーター（株）　九州支店 上水道・漏水調査

509 県外 1000077495 （株）レパスト 給食調理業務
510 県内 1060018944 彩電気管理事務所 自家用電気工作物保安業務
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1 県外 1060014934 ㈱シンク　　㈱シンク 県外 サービス業 その他
2 市内支店 1060029645 弘立倉庫㈱　宮崎営業所　宮崎営業所 市内支店 一般用自動車運送業

3 県外 1060031871 ＣＥＮＴＲＩＣ㈱ 県外 その他 労働者派遣業
4 県外 1060030772 ㈱スタッフサービス 県外 労働者派遣業 電話交換業務 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
5 県外 1060033666 ㈱ウォンズ 県外 その他
6 県外 1000020787 ㈱社会保険出版社 県外 その他
7 県外 1060024206 ＮＴＴタウンページ㈱　ソリューション営業部 県外 その他 イベント企画・運営・広告代理店業 電話交換業務
8 県外 1000070521 ㈱宅配 県外 その他
9 県外 1060033665 ㈱ガバメイツ 県外 その他

10 県外 1060033664 ジオサーチ㈱　福岡営業所 県外 上水道・漏水調査

11 県外 1060008012 ㈱日本漏防コンサルタント　福岡営業所 県外 上水道・漏水調査

12 県外 1060033663 コニカミノルタパブリテック㈱ 県外 その他
13 県外 106003362 ㈱コトブキタウンスケープサービス 県外 その他
14 県外 1060025983 ㈱トスコ　福岡営業所 県外 その他
15 県内 1000080501 センコービジネスサポート㈱ 県内 労働者派遣業 その他
16 県外 1060009088 佐川急便㈱　南九州支店　 県外 一般用自動車運送業

17 市内本店 1060008900 リ・バース㈱ 市内本店 その他
18 県外 1060014388 日本水道管路㈱　福岡営業所 県外 上水道・漏水調査

19 市内支店 1000004624 八千代エンジニヤリング㈱　宮崎事務所 市内支店 その他
20 県外 1060033661 ㈱アスカクリエート 県外 労働者派遣業
21 県外 1000026626 日本メンテナンスエンジニヤリング㈱　九州支店 県外 下水処理施設維持管理業 その他
22 県外 1060029635 ㈱エージェント 県外 労働者派遣業
23 県外 1060033660 ㈱ジチタイワークス 県外 その他
24 県外 1060008891 Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ㈱ 県外 労働者派遣業 その他
25 県外 1000073899 ㈱建築企画コム・フォレスト 県外 その他
26 県外 1060033654 ㈱ティーアンドイー 県外 その他 イベント企画・運営・広告代理店業

27 市内支店 1060025413 ㈱ＪＴＢ　宮崎支店 市内支店 旅行業 サービス業 イベント企画・運営・広告代理店業

28 県外 1060033655 ㈱学映システム 県外 その他
29 県外 1060033656 ㈱メディカル・コンシェルジュ　福岡支社 県外 労働者派遣業 サービス業 その他
30 市内本店 1060033657 認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎 市内本店 その他
31 県外 1060033658 ㈱エムフロ 県外 労働者派遣業 その他
32 県外 1060033659 ㈱アセンサ　福岡支店 県外 労働者派遣業 電話交換業務 イベント企画・運営・広告代理店業 その他
33 県外 1060029644 レセ・スタッフ㈱ 県外 その他
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