
番号 企業名 業種 番号 企業名 業種

1 アース化研㈱ 塗料製造業（遮熱、断熱塗料） 61 ㈱田島組 総合建設業

2 ㈱アクセレートデバイス 半導体部品の開発・製造（主にLED） 62 (有)田中林業 林業

3 ㈱アクティブ ＯＡ機器販売　ソフトウェア開発 63 田中石油ガス㈱ 石油・ガス販売業

4 ㈲阿久根海産 水産物加工 64 ㈱田原電設 建設（電気工事）

5 アサダメッシュ㈱鹿児島工場 製造業（各種金網） 65 中越テクノ㈱川内事業所 建設業（鋼構造物・管工事、機械機器設置、電気）

6 朝日工業㈱川内事業所 建設業（火力発電所等各種プラント） 66 中越パルプ工業㈱川内工場 紙パルプ製造販売

7 ㈱ア・トスフーズ 食品加工業（農畜産品、レトルト食品等） 67 中越物産㈱ 運送業・倉庫業・通関業

8 荒木商事㈱ 砿油・資材販売業 68 デザイン工房　えん オリジナルデザインの作成・広告物製作

9 ㈱アルナ鹿児島工場 額縁製造 69 田苑酒造㈱ 酒類製造業

10 ㈲アルプス不動産 不動産業 70 東横ｲﾝ薩摩川内駅東口 ホテル

11 今別府産業㈱川内営業所 建設業・総合商社 71 ㈱中川製作所樋脇工場 製造業 精密機械 部品加工

12 いわさきバスネットワーク㈱ 運輸業 72 中園機工㈱ 製造業（真空・半導体部品等）

13 植囿産業㈱陽成工場 電子部品製造業 73 ㈱成澤屋 食品等製造（焼き鳥・水産物加工品）

14 ㈱エイティー今藤 小売業（寝具、ｲﾝﾃﾘｱ用品） 74 南国殖産㈱川内営業所 建材・機械・ガソリンほか総合商社

15 ㈱ecommit 卸売業（農機具・衣類等） 75 (合)新原味噌醤油工場 醤油・味噌の製造・販売

16 エムテック（有） 製造業・精密部品加工 76 日昭無線㈱鹿児島工場 電子部品・光通信関連機器の製造販売

17 ＭＢＣ開発㈱ 水産業（ヒラメ養殖） 77 日本通運㈱川内支店 陸運業

18 ㈱岡野エレクトロニクス 電気機械器具製造業 78 ネクサスプレシジョン㈱ 製造業（各種金属加工製品）

19 ㈱オリンピア商事 再生資源卸売業 79 野村芳満建築設計事務所 建築設計監理

20 (有）開創工芸 屋内・屋外広告、デザイン 80 ㈱橋口組 建設業（土木・建築・大工など）

21 ㈱海連 製造業（さつまいもﾊﾟｳﾀﾞｰ等）・冷凍倉庫業 81 ㈱花田電子 電子部品製造業

22 ㈱鹿越 建築、土木、運送業 82 (有)浜野食品 仕出製造業

23 鹿児島相互信用金庫大小路支店 金融業 83 ㈱原口組 土木建設業

24 鹿児島信用金庫川内支店 金融業 84 東シナ海の小さな島ブランド㈱ 農産物等の販売

25 ㈱鹿児島銀行川内支店 金融業 85 樋脇精工㈱ 製造業（精密金型設計・製作）

26 鹿児島くみあいチキンフーズ㈱川内工場 食肉加工業（ﾌﾞﾛｲﾗｰ処理加工） 86 （有）フクヨシ塗装工業 建築塗装、建築板金、防水工事

27 鹿児島県酪農乳業㈱ 牛乳・乳製品製造 87 藤井ピアノサービス ピアノ小売・調律・修理

28 鹿児島綜合警備保障㈱北薩支店 警備業 88 ㈱プロ保険サツマ 保険代理業

29 ㈱川北電工 建設業（電気工事業） 89 ㈱文友社 小売業（事務用品・事務機器等）

30 九州おひさま発電㈱ 主に太陽光による発電所の運営・保守 90 ㈱ホープ精工 金属加工業

31 九州電力㈱川内営業所 電気事業 91 ㈱外薗運輸機工 クレーンリース業

32 九州電力㈱川内発電所 電気事業 92 ホテルオートリ 宿泊・宴会、会議（式典・懇親会）

33 九州電力㈱川内原子力総合事務所 電気事業 93 ㈱まちづくり薩摩川内 都市開発コンサルタント業

34 ㈱九電工川内営業所 電気・空調・給排水等 94 丸武産業㈱ 新鎧兜製造販売

35 ㈱共栄 製造業（環境関連） 95 ㈱ミナトステンレス ステンレス加工

36 京セラ㈱鹿児島川内工場 電気機械器具製造業 96 ㈱南日本銀行川内支店 金融業

37 ㈱キンコー 精密金型製作、精密部品加工 97 南日本ガス㈱ 都市ガス事業

38 ㈱熊本銀行川内支店 金融業 98 ㈱宮崎銀行川内支店 金融業

39 ㈱クリーエート技研 装置部品、金属部品加工 99 ㈱宮崎太陽銀行川内支店 金融業

40 祁答院リゾート㈱ ゴルフ場・ホテル 100 ㈱メイユウ 建築(配管工事業）

41 県民リフォーム 建設業（電気工事業）リフォーム) 101 山下鉄工建設㈱ 機械器具製造（配管工事、機械設備）

42 ㈱幸洋 建設業・パレット加工業 102 山元酒造㈱ 酒類製造業

43 こしき海洋深層水㈱ 製造・販売業（海洋深層水） 103 ㈱ユニオン精密 製造業（精密ねじ・金属加工部品）

44 小城製粉㈱ 米粉製造業 104

45 佐川急便㈱南九州支店 運送業 105

46 薩摩川内うなぎ㈱ うなぎ蒲焼製造 106

47 ㈱薩摩川内市観光物産協会 観光物産販売 107

48 三共開発㈱ 建設業（機械メンテナンス・溶接） 108

49 ㈱サンテック川内工場 一般産業機械・装置製造業 109

50 ㈱島興 食品製造(海産品等）･砂販売 110

51 ㈱下園薩男商店　 水産加工業（うるめいわし丸干し） 111

52 新大同印刷㈱ 総合印刷 112

53 信和精工㈱ 機械工具製造 113

54 スターハード㈱ 製造業（コーティング材の開発・製造） 114

55 ㈱ステップ 製造業（プラスチック加工業） 115

56 すてんれす夢工場さつま ステンレス加工業 116

57 ㈱川内厨房食器 総合厨房設備設計施工 117

58 (有)川内塗装工業 塗装工事業 118

59 川内不動産㈱ 不動産業 119

60 ㈱大進 総合建設コンサルタント 120
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