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西日本旅行リバーウォーク支店/西松建設株式会社/ニシヤ商事株式会社/日産自 動車九州株式会社/日本生命保険 相互会社北九州支社/株式会 社日本ハウジングセンター/ニューロンジン/株式会社直方建機/野村證券株式会社北九州支店/株式会社ハーティブレーン/株式会社ハートウェイ/有
限会社花の店コーヤ/株式会社ハマダ/林田興産株式会社/有限会社パラダイム チェンジ/有限会社ハレルヤ/ 株式会社ハローデイ/株式会 社肥後銀行北九州支店/株式会社ビッグベアーズフーヅサービス/株式会社ファーストクリエイト/有限会社風伯/株式会社フェルト/有限会社富貴楼/有
限会社福生自動車/株式会社福岡銀行北九州本部/(公社)福岡県高齢者能力活用 センター/社団法人福岡県中 小企業経営者協会連合会/ 福岡日産自動車株式会社北九州営業部/福岡ひびき信用金庫/株式会社福岡放送北九州支社/FUJIKIサポートコンサルティング/株式会社富士メンテサー
ビス/有限会社藤原不動産/株式会社不動産のみよし/船石明正司法書士事務所/ ブライトサンズ株式会社/ 有限会社ブライトマスター 社/古川直樹税理士事務所/プルデンシャル生命保険株式会社北九州支社/株式会社フロム・ワン/寶衛白蟻/株式会社宝進/株式会社北都建設/株式会社北
部警備保障/ホテルマネージメントインターナショナル株式会社ホテルクラウンパ レス小倉/ボングルメ株 式会社/株式会社ホンダ ショップライフ/株式会社松尾組/株式会社松永不動産/松本 健司税理士事務所/株式会社丸島園/株式会社丸ふじ/株式会社丸山商会/三井良彦税理士
事務所/株式会社ミクニ/株式会社みずほ銀行北九州支店/みずほ証券株式会社 北九州支店/株式会 社三井住友銀行北九州法 人営業部/みむろガラス/三宅コンサルタント事務所/弁 護士法人ALAW＆GOODLOOP/株式会社ムサシ/有限会社村上商店/村上登記測量事務
所/株式会社明光設備工業/名鉄観光サービス株式会社北九州支店/株式会社メ イト黒崎/明和建装/ 有限会社メガネ科ダム/メ ンバーズサロンドゥ久美子/社会福祉法人もやい聖友 会/MONTE/株式会社安川電機/株式会社ヤノテック/八幡前田郵便局/山内興産株式会
社/株式会社ヤマケン/山根総合法律事務所/株式会社U・M・i/吉武産業株式会社/Ｍｅｍｂｅｒ’ｓＲＵＲＡＬ/株式会社ライフキット/株式会社ライフクリエイト/株式会社ラス ティング/株式会社ラッ ピング/株式会社リーガロ イヤルホテル小倉/株式会社リード/リコージャパン 株式会社九州営業本部/株式会社リフォル/亮誠建設株式会社/有限会社リリーフプラ
ンニング/株式会社レイメイ藤井北九州支店/株式会社れもん/株式会社ROBIN｜S（ロビンズ）/株式会社若勝/若築建設株式会社北九州営業所/若松港湾工業株式会社/社会 保険労務士法人若松社 会保険労務士センター/ 株式会社ワキノアートファクトリー/有限会社和光 研磨/株式会社和田/株式会社アーク・エプロンサービス/株式会社アーバンクロス（小
倉ベイホテル第一）/RKB毎日放送株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社福岡支店北九州支社/株式会社アーテックハウス/有限会社アイ・ティーライフ/有限会 社アイデジタル/アイリッ ク/株式会社アヴァンティ 北九州支社/株式会社アウルズ/朝日オリコミ西 部株式会社/旭興業株式会社/株式会社朝日工芸社/有限会社アジアケータリング
サービス/有限会社アシスト/有限会社飛鳥トレーディング/株式会社アダムス/アロー印刷株式会社北九州支店/株式会社アンサー倶楽部/株式会社イコール/有限会社石 井ヂーゼル/異島電設株 式会社/株式会社出雲/ 株式会社井筒屋/有限会社井手口興産/株式 会社岩崎建材店/有限会社インテリジェントパーク/有限会社ウィットフー/有限会
社内川タイヤ/株式会社ウテナ/有限会社うめね/株式会社ウラヤマ/株式会社エーエスエー・システムズ/株式会社エーペック貿易/有限会社永幸建設/株式会社エコル にぶや/株式会社エス・ケ イ・エム/株式会社 SP-Link/エヌ・ケイ企画株式会社/株式会社 M’sエレクトリック/株式会社EMBODY/有限会社オーガスタ/有限会社おおひら
/株式会社オク/株式会社オクト/有限会社オダファーマシー/株式会社お茶の山口屋/株式会社鬼丸塗装/鬼丸ホーム株式会社/尾畠社労士・FP事務所/カースル株式 会社/開成法律事務所/有 限会社海人/株式会社 西田キーサービス/有限会社カタノ薬局/ 勝山自動車株式会社/加藤千佳司法書士事務所/加藤法律会計事務所/有限会
社金木内装/株式会社川原グループ/有限会社川原建設/有限会社川原興産/観山荘別館株式会社観山/株式会社カント/キーストーンコンサルティング株式会社/ 企画工房ウイング/行政書士 北九州アシスト法務事 務所/株式会社北九州ガス燃料/株式会 社北九州銀行/福岡県立北九州高等学校/特定非営利活動法人北九州市大連
交流協会/北九州商工会議所/一般社団法人北九州中小企業経営者協会/北九州ふよう株式会社/北九州野球株式会社/北九西鉄タクシー株式会社/九州朝日放 送北九州支社/学校法人福原 学園九州共立大学/九 州工業大学/学校法人九州国際大学/ 株式会社九州ブロス/株式会社九州リースサービス北九州支店/有限会社協
和ビルメンテナンス/株式会社共和美研/株式会社清川産業/極東ファディ株式会社/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北九州営 業所/Gooスポーツ株式会社/ 栗原プランニング有 限会社/黒崎播磨株式会社/株式会社 CROSSFM/株式会社KIC/有限会社ケイ・エム・エス/株式会社K2コーポレー
ション/株式会社K・B・S/株式会社高級婚礼衣裳はなだ/コカ・コーラウエスト株式会社ベンディング北九州支店/小倉おばん菜玉乃井/有限会社小倉クリエー ション/小倉車輌販売株式会社/ 小倉ターミナルビル 株式会社ステーションホテル小倉/ 小倉第一運送有限会社/児島洋紙株式会社/司法書士法人五反田司法事務
所/株式会社小山/行政書士法人QORDiA（コルディア）/株式会社采霞堂/西部ガス株式会社/株式会社サニーライフ/サポートリンク株式会社/サンアミカ 8004有限会社/株式会社サン キュードラッグ/三協 警備保障株式会社/（公財）産業雇 用安定センター北九州駐在事務所/株式会社サンダース/サンナイトプラン
ニング/株式会社サンレー/山和株式会社/株式会社シーエス・エコ/株式会社JTB九州北九州支店/紫苑タクシー有限会社/塩塚建設株式会社/株式会社 ジニー/司法書士安部利幸事務所/ 司法書士新井合同 事務所/司法書士土地家屋調査士 大田博史事務所/司法書士服部忠典事務所/司法書士ロイヤー合同事務
所/シャボン玉石けん株式会社/社労士行政書士やまもと/株式会社十八銀行北九州支店/寿昌サンスリー/株式会社シュテルン福岡メルセデスベンツ 小倉北/有限会社ジュン・エフ・ピー・ コーポレーション/ 旬魚と旬彩竹なか/昭栄アート 株式会社/株式会社商工組合中央金庫北九州支店/株式会社白海/株式
会社神功/SinCity/紳創館/新電電協力事業協同組合/株式会社スターフライヤー/株式会社生活サポート倶楽部/株式会社せいぜん/株式会社西 通/株式会社西部エレベーターサービス /税理士法人SKC/ 株式会社セキュリティ九州/株 式会社セス・ジャパン/セゾン株式会社/株式会社セランド/株式会社セル
ブ/千仏鍾乳洞/株式会社ゼンリン/株式会社ゼンリンプリンテックス/綜合警備保障株式会社北九州支社/総合保険プランニング株式会社/有限 会社ソフトブレスワン/損害保険ジャパン 日本興亜株式会社 /損保ジャパン日本興亜ひま わり生命保険株式会社北九州支社/第一警備保障株式会社/第一交通
産業株式会社/第一生命保険株式会社北九州総合支社/大栄株式会社/株式会社ダイオー/ダイキンエアテクノ株式会社九州支店北九州営業 所/株式会社大信薬局/株式会社タイセイ商 事/株式会社ダイ ナリィ/大洋電材株式会社/大 和ハウス工業株式会社北九州支社/高藤建設株式会社/株式会社タカ
ミヤ/高矢製麺株式会社/匠倶楽部/辰巳和正法律事務所/田中賢一法律事務所/田村産業株式会社/田村土地家屋調査士事務所/株式会社 ダンガミ・ラ・ギャラリー・デュ・ヴァン/株式会社 千草/株式会社筑 邦銀行北九州支店/中央興 業株式会社/合資会社長久堂CKDコンサルティング/有限会社恒成工
作所/ディ・ケイ・グループ協同組合/洞海マリンシステムズ株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/東京経済株式会社/桐友合同事務 所/東洋インキ九州株式会社北九州販売部/有 限会社時輪/株 式会社都市空間/有限会社 十月十日/トップユニフォーム株式会社/株式会社友口/株式会社豊川
設計事務所/有限会社トリニティ/有限会社なかの鳥いさ/有限会社中村興産/西澤興産有限会社/西鉄バス北九州株式会社/西鉄旅行 株式会社/株式会社西日本シティ銀行北九州総本 部/学校法人西 日本工業学園西日本工業 大学/株式会社西日本新聞社北九州本社/西日本電信電話株式会社北
九州支店/西日本フードサービス株式会社/株式会社西日本旅行リバーウォーク支店/西松建設株式会社/ニシヤ商事株式会社/日産 自動車九州株式会社/日本生命保険相互会社北九州 支社/株式会社 日本ハウジングセンター /ニューロンジン/株式会社直方建機/野村證券株式会社北九州支店/
株式会社ハーティブレーン/株式会社ハートウェイ/有限会社花の店コーヤ/株式会社ハマダ/林田興産株式会社/有限会社パラダ イムチェンジ/有限会社ハレルヤ/株式会社ハローデイ/ 株式会社肥後 銀行北九州支店/株式 会社ビッグベアーズフーヅサービス/株式会社ファーストクリエイト/有
限会社風伯/株式会社フェルト/有限会社富貴楼/有限会社福生自動車/株式会社福岡銀行北九州本部/(公社)福岡県高齢者能 力活用センター/社団法人福岡県中小企業経営者協会連 合会/福岡日産 自動車株式会社北九 州営業部/福岡ひびき信用金庫/株式会社福岡放送北九州支社
/FUJIKIサポートコンサルティング/株式会社富士メンテサービス/有限会社藤原不動産/株式会社不動産のみよし/船石明正 司法書士事務所/ブライトサンズ株式会社/有限会社ブライ トマスター社/ 古川直樹税理士事務 所/プルデンシャル生命保険株式会社北九州支社/株式会社フロム・ワ
ン/寶衛白蟻/株式会社宝進/株式会社北都建設/株式会社北部警備保障/ホテルマネージメントインターナショナル株式会 社ホテルクラウンパレス小倉/ボングルメ株式会社/株式会社 ホンダショッ プライフ/株式会社 松尾組/株式会社松永不動産/松本健司税理士事務所/株式会社丸島
園/株式会社丸ふじ/株式会社丸山商会/三井良彦税理士事務所/株式会社ミクニ/株式会社みずほ銀行北九州支店/み ずほ証券株式会社北九州支店/株式会社三井住 友銀行北九 州法人営業部/みむ ろガラス/三宅コンサルタント事務所/弁護士法人ALAW＆
GOODLOOP/株式会社ムサシ/有限会社村上商店/村上登記測量事務所/株式会社明光設備工業/名鉄観光サービス 株式会社北九州支店/株式会社メイト黒 崎/明和建装 /有限会社メガネ 科ダム/メンバーズサロンドゥ久美子/社会福祉法人もやい聖友会
/MONTE/株式会社安川電機/株式会社ヤノテック/八幡前田郵便局/山内興産株式会社/株式会社ヤマケン/山根総合 法律事務所/株式会社U・M・i/吉 武産業株式 会社/Ｍｅｍｂｅ ｒ’ｓＲＵＲＡＬ/株式会社ライフキット/株式会社ライフクリエイト/株
式会社ラスティング/株式会社ラッピング/株式会社リーガロイヤルホテル小倉/株式会社リード/リコージャパン株式会 社九州営業本部/株式会社リ フォル/亮 誠建設株式会社/ 有限会社リリーフプランニング/株式会社レイメイ藤井北九州支店/株
式会社れもん/株式会社ROBIN｜S（ロビンズ）/株式会社若勝/若築建設株式会社北九州営業所/若松港湾工業株式会 社/社会保険労務士法人 若松社会 保険労務士セン ター/株式会社ワキノアートファクトリー/有限会社和光研磨/株式会社
和田/株式会社アーク・エプロンサービス/株式会社アーバンクロス（小倉ベイホテル第一）/RKB毎日放送株式会社/あい おいニッセイ同和損 害保険株 式会社福岡支 店北九州支社/株式会社アーテックハウス/有限会社アイ・ティーライフ/
有限会社アイデジタル/アイリック/株式会社アヴァンティ北九州支社/株式会社アウルズ/朝日オリコミ西部株式会社/旭興 業株式会社/株式 会社朝日 工芸社/有限会 社アジアケータリングサービス/有限会社アシスト/有限会社飛鳥トレー
ディング/株式会社アダムス/アロー印刷株式会社北九州支店/株式会社アンサー倶楽部/株式会社イコール/有限会社石 井ヂーゼル/異 島電設株 式会社/株式 会社出雲/株式会社井筒屋/有限会社井手口興産/株式会社岩崎建材店/
有限会社インテリジェントパーク/有限会社ウィットフー/有限会社内川タイヤ/株式会社ウテナ/有限会社うめね/株式会社 ウラヤマ/株式 会社エー エスエー・シス テムズ/株式会社エーペック貿易/有限会社永幸建設/株式会社エコルに
ぶや/株式会社エス・ケイ・エム/株式会社SP-Link/エヌ・ケイ企画株式会社/株式会社M’sエレクトリック/株式会社 EMBODY/ 有 限 会 社オーガスタ /有限会社おおひら/株式会社オク/株式会社オクト/有限会社オダファー
マシー/株式会社お茶の山口屋/株式会社鬼丸塗装/鬼丸ホーム株式会社/尾畠社労士・FP事務所/カースル株式会社/開成 法律事務所 /有限会 社海人/株式 会社西田キーサービス/有限会社カタノ薬局/勝山自動車株式会社/加藤千
佳司法書士事務所/加藤法律会計事務所/有限会社金木内装/株式会社川原グループ/有限会社川原建設/有限会社川原興産/観山荘別館株式会社観山 /株式会社 カント/ キーストーン コンサルティング株式会社/企画工房ウイング/行政書士北九州アシスト法
務事務所/株式会社北九州ガス燃料/株式会社北九州銀行/福岡県立北九州高等学校/特定非営利活動法人北九州市大連交流協会/北九州商工会議所/一般社団法 人北九州 中小企 業経営者協 会/北九州ふよう株式会社/北九州野球株式会社/北九西鉄タクシー株式会
社/九州朝日放送北九州支社/学校法人福原学園九州共立大学/九州工業大学/学校法人九州国際大学/株式会社九州ブロス/株式会社九州リースサービス北九州支店/有限 会社協和 ビルメ ンテナンス/ 株式会社共和美研/株式会社清川産業/極東ファディ株式会社/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北九州営業所/Gooスポーツ株式会社/栗原プランニング有限会社/黒崎播磨株式会社/株式会社CROSSFM/株式会社KIC/有 限会社ケ イ・エ ム・エス/株 式会社K2コーポレーション/株式会社K・B・S/株式会社高級婚礼衣裳はなだ/
コカ・コーラウエスト株式会社ベンディング北九州支店/小倉おばん菜玉乃井/有限会社小倉クリエーション/小倉車輌販売株式会社/小倉ターミナルビル株式会社ステーションホテル 小倉/小倉 第 一 運送有限会 社/児島洋紙株式会社/司法書士法人五反田司法事務所/株式会社小山/行政書
士法人QORDiA（コルディア）/株式会社采霞堂/西部ガス株式会社/株式会社サニーライフ/サポートリンク株式会社/サンアミカ8004有限会社/株式会社サンキュードラッグ/三協警備保 障株式会社 /（公 財）産業雇用 安定センター北九州駐在事務所/株式会社サンダース/サンナイトプランニング/
株式会社サンレー/山和株式会社/株式会社シーエス・エコ/株式会社JTB九州北九州支店/紫苑タクシー有限会社/塩塚建設株式会社/株式会社ジニー/司法書士安部利幸事務所/司法書 士新井合同 事務 所/司法書士 土地家屋調査士大田博史事務所/司法書士服部忠典事務所/司法書士ロイヤー合
同事務所/シャボン玉石けん株式会社/社労士行政書士やまもと/株式会社十八銀行北九州支店/寿昌サンスリー/株式会社シュテルン福岡メルセデスベンツ小倉北/有限会社ジュン・エフ・ ピー・コーポ レーション/旬 魚と旬彩竹なか/昭栄アート株式会社/株式会社商工組合中央金庫北九州支店/株式
会社白海/株式会社神功/SinCity/紳創館/新電電協力事業協同組合/株式会社スターフライヤー/株式会社生活サポート倶楽部/株式会社せいぜん/株式会社西通/株式会社西部エレベー ターサービス/ 税 理士法人SKC/ 株式会社セキュリティ九州/株式会社セス・ジャパン/セゾン株式会社/株式会社セラン
ド/株式会社セルブ/千仏鍾乳洞/株式会社ゼンリン/株式会社ゼンリンプリンテックス/綜合警備保障株式会社北九州支社/総合保険プランニング株式会社/有限会社ソフトブレスワン/損害保険 ジャパン日本興 亜 株式会社/損保 ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社北九州支社/第一警備保障株式会社/第一
交通産業株式会社/第一生命保険株式会社北九州総合支社/大栄株式会社/株式会社ダイオー/ダイキンエアテクノ株式会社九州支店北九州営業所/株式会社大信薬局/株式会社タイセイ商事/ 株式会社ダイナ リィ/大洋電材株 式会社/大和ハウス工業株式会社北九州支社/高藤建設株式会社/株式会社タカミヤ/高
矢製麺株式会社/匠倶楽部/辰巳和正法律事務所/田中賢一法律事務所/田村産業株式会社/田村土地家屋調査士事務所/株式会社ダンガミ・ラ・ギャラリー・デュ・ヴァン/株式会社千草/株式会社 筑邦銀行北九州支 店/中央興業株式 会社/合資会社長久堂CKDコンサルティング/有限会社恒成工作所/ディ・ケイ・グループ協同
組合/洞海マリンシステムズ株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/東京経済株式会社/桐友合同事務所/東洋インキ九州株式会社北九州販売部/有限会社時輪/株式会社都市空間/有限会 社十月十日/トップユ ニフォーム株式会社/ 株式会社友口/株式会社豊川設計事務所/有限会社トリニティ/有限会社なかの鳥いさ/有限
会社中村興産/西澤興産有限会社/西鉄バス北九州株式会社/西鉄旅行株式会社/株式会社西日本シティ銀行北九州総本部/学校法人西日本工業学園西日本工業大学/株式会社西日本新聞社北 九州本社/西日本電信 電話株式会社北九州支店/西日 本フードサービス株式会社/株式会社西日本旅行リバーウォーク支店/西松建設株式会社/ニシ
ヤ商事株式会社/日産自動車九州株式会社/日本生命保険相互会社北九州支社/株式会社日本ハウジングセンター/ニューロンジン/株式会社直方建機/野村證券株式会社北九州支店/株式会社 ハーティブレーン/株式会 社ハートウェイ/有限会社花の店コーヤ/ 株式会社ハマダ/林田興産株式会社/有限会社パラダイムチェンジ/有限会社ハレルヤ/株式会社ハ
ローデイ/株式会社肥後銀行北九州支店/株式会社ビッグベアーズフーヅサービス/株式会社ファーストクリエイト/有限会社風伯/株式会社フェルト/有限会社富貴楼/有限会社福生自動車/株式 会社福岡銀行北九州本部/ (公社)福岡県高齢 者能力活用センター/社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会/福岡日産自動車株式会社北九州
営業部/福岡ひびき信用金庫/株式会社福岡放送北九州支社/FUJIKIサポートコンサルティング /株式会社富士メンテサービス/有限会社藤原不動産/株式会社不動産のみよし/船石明正司法 書士事務所/ブライトサンズ株式 会社/有限会社ブライトマスター社/古川直樹税理士事務所/プルデンシャル生命保険株式会社北九州支
社/株式会社フロム・ワン/寶衛白蟻/株式会社宝進/株式会社北都建設/株式会社北部警備 保障/ホテルマネージメントインターナショナル株式会社ホテルクラウンパレス小倉/ボングル メ株式会社/株式会社ホンダショッ プライフ/株式会社松尾組/株式会社松永不動産/松本健司税理士事務所/株式会社丸島園/株式会社丸ふ
じ/株式会社丸山商会/三井良彦税理士事務所/株式会社ミクニ/株式会社みずほ銀行北 九州支店/みずほ証券株式会社北九州支店/株式会社三井住友銀行北九州法人営業部/ みむろガラス/三宅コンサルタント事務 所/弁護士法人ALAW＆GOODLOOP/株式会社ムサシ/有限会社村上商店/村上登記測量事務所/株式会社明
光設備工業/名鉄観光サービス株式会社北九州支店/株式会社メイト黒崎/明和建装/ 有限会社メガネ科ダム/メンバーズサロンドゥ久美子/社会福祉法人もやい聖友会 /MONTE/株式会社安川電機/株式会社ヤ ノテック/八幡前田郵便局/山内興産株式会社/株式会社ヤマケン/山根総合法律事務所/株式会社U・M・i/吉武産業
株式会社/Ｍｅｍｂｅｒ’ｓＲＵＲＡＬ/株式会社ライフキット/株式会社ライフクリ エイト/株式会社ラスティング/株式会社ラッピング/株式会社リーガロイヤルホテ ル小倉/株式会社リード/リコージャパン株式会社 九州営業本部/株式会社リフォル/亮誠建設株式会社/有限会社リリーフプランニング/株式会社レイメイ藤井北九州支
店/株式会社れもん/株式会社ROBIN｜S（ロビンズ）/株式会社若勝/若築建設株 式会社北九州営業所/若松港湾工業株式会社/社会保険労務士法人若松社会 保険労務士センター/株式会社ワキノアートファクト リー/有限会社和光研磨/株式会社和田/株式会社アーク・エプロンサービス/株式会社アーバンクロス（小倉ベイホテル第一）
/RKB毎日放送株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社福岡支店 北九州支社/株式会社アーテックハウス/有限会社アイ・ティーライフ/有 限会社アイデジタル/アイリック/株式会社アヴァンティ北九州 支社/株式会社アウルズ/朝日オリコミ西部株式会社/旭興業株式会社/株式会社朝日工芸社/有限会社アジアケータリングサービ
ス/有限会社アシスト/有限会社飛鳥トレーディング/株式会社アダムス/ア ロー印刷株式会社北九州支店/株式会社アンサー倶楽部/株式会 社イコール/有限会社石井ヂーゼル/異島電設株式会社/株式会社出 雲/株式会社井筒屋/有限会社井手口興産/株式会社岩崎建材店/有限会社インテリジェントパーク/有限会社ウィットフー/有限会社内川タ
イヤ/株式会社ウテナ/有限会社うめね/株式会社ウラヤマ/株式会社 エーエスエー・システムズ/株式会社エーペック貿易/有限 会社永幸建設/株式会社エコルにぶや/株式会社エス・ケイ・エム/株式会社 SP-Link/エヌ・ケイ企画株式会社/株式会 社M’sエレクトリック/株式会社EMBODY/有限会社オーガスタ/有限会社おおひら/株式会社オク/
株式会社オクト/有限会社オダファーマシー/株式会社お茶の山口屋/ 株式会社鬼丸塗装/鬼丸ホーム株式会社/尾畠 社労士・FP事務所/カースル株式会社/開成法律事務所/有限会社海人/株式会社西田キーサービス/有限会社カタノ薬局/勝山自動車株式会社/加藤千佳司 法書士事務所/加藤法律会計事務所/有限会社金木内装/株式会社川原グループ/有限会社川原建
設/有限会社川原興産/観山荘別館株式会社観山/株式会社カント/ キーストーンコンサルティング株 式会社/企画工房ウイング/行政書士北九州アシスト法務事務所/株式会社北九州ガス燃料/株式会社北九州銀行/福岡県立北九州高等学 校/特定非 営利活動法人北九州市大連交流協会/北九州商工会議所/一般社団法人北九州中小企業経営者
協会/北九州ふよう株式会社/北九州野球株式会社/北九西鉄タクシー 株式会社/九州朝日放送北九州支社/学校法人福原学園九州共立大学/九州工業大学/学校法人九州国際大学/株式会社九州ブロス/株式 会社九州 リースサービス北九州支店/有限会社協和ビルメンテナンス/株式会社共和美研/株式会社清川産
業/極東ファディ株式会社/株式会社ギラヴァンツ北九州/株式会社近畿日 本ツーリスト九州北九州営業所/Gooスポーツ株式会社/栗原プランニング有限会社/黒崎播磨株式会社/株式会社CROSSFM/株式会社 KIC/有限 会社ケイ・エム・エス/株式会社K2コーポレーション/株式会社K・B・S/株式会社高級婚礼衣裳はな
だ/コカ・コーラウエスト株式会社ベンディング北九州支店/小倉おばん菜玉 乃井/有限会社小倉クリエーション/小倉車輌販売株式会社/小倉ターミナルビル株式会社ステーションホテル小倉/小倉第一運送有限会 社/ 児島 洋紙株式会社/司法書士法人五反田司法事務所/株式会社小山/行政書士法人
QORDiA（コルディア）/株式会社采霞堂/西部ガス株式会社/株式会社サニーラ イフ/サポートリンク株式会社/サンアミカ8004有限会社/株式会社サンキュードラッグ/三協警備保障株式会社/（公財）産業雇用安定セン ター北九州駐在事務所/株式会社サンダース/サンナイトプランニング/株式会
社サンレー/山和株式会社/株式会社シーエス・エコ/株式会社JTB九州北九州支店 /紫苑タクシー有限会社/塩塚建設株式会社/株式会社ジニー/司法書士安部利幸事務所/司法書士新井合同事務所/司法書士土地家屋調査 士 大田博史事務所/司法書士服部忠典事務所/司法書士ロイヤー合同事務所/
シャボン玉石けん株式会社/社労士行政書士やまもと/株式会社十八銀行北九州支店 /寿昌サンスリー/株式会社シュテルン福岡メルセデスベンツ小倉北/有限会社ジュン・エフ・ピー・コーポレーション/旬魚と旬彩竹なか/昭栄アー ト 株式会社/株式会社商工組合中央金庫北九州支店/株式会社白海/株式会社
神功/SinCity/紳創館/新電電協力事業協同組合/株式会社スターフライヤー/株式会社 生活サポート倶楽部/株式会社せいぜん/株式会社西通/株式会社西部エレベーターサービス/税理士法人SKC/株式会社セキュリティ九州/株式会社セ ス・ジャパン /セゾン株 式会社/株式会社セランド/株式会社セルブ/千仏鍾乳洞/株式会社ゼンリン/
株式会社ゼンリンプリンテックス/綜合警備保障株式会社北九州支社/総合保険プランニング 株式会社/有限会社ソフトブレスワン/損害保険ジャパン日本興亜株式会社/損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社北九州支社/第一警備保障 株式会社/ 第一交通産 業株式会社/第一生命保険株式会社北九州総合支社/大栄株式会社/株式会
社ダイオー/ダイキンエアテクノ株式会社九州支店北九州営業所/株式会社大信薬局/株式会社 タイセイ商事/株式会社ダイナリィ/大洋電材株式会社/大和ハウス工業株式会社北九州支社/高藤建設株式会社/株式会社タカミヤ/高矢製麺株式会社/匠倶 楽部/辰巳 和正法律事 務所/田中賢一法律事務所/田村産業株式会社/田村土地家屋調査士事務所
/株式会社ダンガミ・ラ・ギャラリー・デュ・ヴァン/株式会社千草/株式会社筑邦銀行北九州支店/中央 興業株式会社/合資会社長久堂CKDコンサルティング/有限会社恒成工作所/ディ・ケイ・グループ協同組合/洞海マリンシステムズ株式会社/東京海上日動火災 保険株式会 社/東京経済 株式会社/桐友合同事務所/東洋インキ九州株式会社北九州販売部/有限会
社時輪/株式会社都市空間/有限会社十月十日/トップユニフォーム株式会社/株式会社友口/株式会社豊 川設計事務所/有限会社トリニティ/有限会社なかの鳥いさ/有限会社中村興産/西澤興産有限会社/西鉄バス北九州株式会社/西鉄旅行株式会社/株式会社西日本 シティ銀行 北九州総本 部/学校法人西日本工業学園西日本工業大学/株式会社西日本新聞社北九
州本社/西日本電信電話株式会社北九州支店/西日本フードサービス株式会社/株式会社西日本旅行リバー ウォーク支店/西松建設株式会社/ニシヤ商事株式会社/日産自動車九州株式会社/日本生命保険相互会社北九州支社/株式会社日本ハウジングセンター/ニューロンジン /株式会社 直方建機/野 村證券株式会社北九州支店/株式会社ハーティブレーン/株式会社ハート
ウェイ/有限会社花の店コーヤ/株式会社ハマダ/林田興産株式会社/有限会社パラダイムチェンジ/有限会社ハレルヤ/ 株式会社ハローデイ/株式会社肥後銀行北九州支店/株式会社ビッグベアーズフーヅサービス/株式会社ファーストクリエイト/有限会社風伯/株式会社フェルト/有限会社富貴楼 / 有 限会社福生 自動車/株式会社福岡銀行北九州本部/(公社)福岡県高齢者能力活用セン
ター/社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会/福岡日産自動車株式会社北九州営業部/福岡ひびき信用金庫/株式会社福岡 放送北九州支社/FUJIKIサポートコンサルティング/株式会社富士メンテサービス/有限会社藤原不動産/株式会社不動産のみよし/船石明正司法書士事務所/ブライトサンズ株式会社/有 限 会社ブライト マスター社/古川直樹税理士事務所/プルデンシャル生命保険株式会社北九
州支社/株式会社フロム・ワン/寶衛白蟻/株式会社宝進/株式会社北都建設/株式会社北部警備保障/ホテルマネージメントインターナショナル株式会社ホテルクラウンパレス小倉/ボングルメ株式会社/株式会社ホンダショップライフ/株式会社松尾組/株式会社松永不動産/松本健司税理士事務所/株式会社丸島園/株式会社丸ふじ/株式会社丸山商会/三井良彦 税 理士事務所/ 株式会社ミクニ/株式会社みずほ銀行北九州支店/みずほ証券株式会社北九
州支店/株式会社三井住友銀行北九州法人営業部/みむろガラス/三宅コンサルタント事務所/弁護士法人ALAW＆GOODLOOP/株式会社ムサシ/有限会社村上商店/村上登記測量事務所/株式会社明光設備工業/名鉄観光サービス株式会社北九州支店/株式会社メイト黒崎/明和建装/有限会社メガネ科ダム/メンバーズサロンドゥ久美子/社会福祉法人もやい聖 友会 /MONTE/株 式会社安川電機/株式会社ヤノテック/八幡前田郵便局/山内興産株式会社/
株式会社ヤマケン/山根総合法律事務所/株式会社U・M・i/吉武産業株式会社/Ｍｅｍｂｅｒ’ｓＲＵＲＡＬ/株式会社ライフキット/株式会社ライフクリエイト/株式会社ラスティング/株式会社ラッピング/株式会社リーガロイヤルホテル小倉/株式会社リード/リコージャパン株式会社九州営業本部/株式会社リフォル/亮誠建設株式会社/有限会社リリーフプランニング/株式会社レイメイ藤井北九州支店/株式会社れもん/株式会社ROBIN｜S（ロビンズ）/株式会社若勝/若築建設株式会社北
九州営業所/若松港湾工業株式会社/社会保険労務士法人若松社会保険労務士センター/株式会社ワキノアートファクトリー/有限会社和光研磨/株式会社和田/株式会社アーク・エプロンサービス/株式会社アーバンクロス（小倉ベイホテル第一）/RKB毎日放送株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社福岡支店北九州支社/株式会社アーテックハウス/有限会社アイ・ティーライフ/有限会社アイデジタル/アイリック/株式会社アヴァンティ北九州支社/株式会社アウルズ/朝日オリコ
ミ西部株式会社/旭興業株式会社/株式会社朝日工芸社/有限会社アジアケータリングサービス/有限会社アシスト/有限会社飛鳥トレーディング/株式会社アダムス/アロー印刷株式会社北九州支店/株式会社アンサー倶楽部/株式会社イコール/有限会社石井ヂーゼル/異島電設株式会社/株式会社出雲/株式会社井筒屋/有限会社井手口興産/株式会社岩崎建材店/有限会社インテリジェントパーク/有限会社ウィットフー/有限会社内川タイヤ/株式会社ウテナ/有限会社うめね/株式会社ウ
ラヤマ/株式会社エーエスエー・システムズ/株式会社エーペック貿易/有限会社永幸建設/株式会社エコルにぶや/株式会社エス・ケイ・エム/株式会社SP-Link/エヌ・ケイ企画株式会社/株式会社M’sエレクトリック/株式会社EMBODY/有限会社オーガスタ/有限会社おおひら/株式会社オク/株式会社オクト/有限会社オダファーマシー/株式会社お茶の山口屋/株式会社鬼丸塗装/鬼丸ホーム株式会社/尾畠社労士・FP事務所/カースル株式会社/開成法律事務所/有限会社海人/株式会社西
田キーサービス/有限会社カタノ薬局/勝山自動車株式会社/加藤千佳司法書士事務所/加藤法律会計事務所/有限会社金木内装/株式会社川原グループ/有限会社川原建設/有限会社川原興産/観山荘別館株式会社観山/株式会社カント/キーストーンコンサルティング株式会社/企画工房ウイング/行政書士北九州アシスト法務事務所/株式会社北九州ガス燃料/株式会社北九州銀行/福岡県立北九州高等学校/特定非営利活動法人北九州市大連交流協会/北九州商工会議所/一般社団法
人北九州中小企業経営者協会/北九州ふよう株式会社/北九州野球株式会社/北九西鉄タクシー株式会社/九州朝日放送北九州支社/学校法人福原学園九州共立大学/九州工業大学/学校法人九州国際大学/株式会社九州ブロス/株式会社九州リースサービス北九州支店/有限会社協和ビルメンテナンス/株式会社共和美研/株式会社清川産業/極東ファディ株式会社/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北九州営業所/Gooスポーツ株式会社/栗原プランニン
グ有限会社/黒崎播磨株式会社/株式会社CROSSFM/株式会社KIC/有限会社ケイ・エム・エス/株式会社K2コーポレーション/株式会社K・B・S/株式会社高級婚礼衣裳はなだ/コカ・コーラウエスト株式会社ベンディング北九州支店/小倉おばん菜玉乃井/有限会社小倉クリエーション/小倉車輌販売株式会社/小倉ターミナルビル株式会社ステーションホテル小倉/小倉第一運送有限会社/児島洋紙株式会社/司法書士法人五反田司法事務所/株式会社小山/行政書士法人QORDiA（コルディ
ア）/株式会社采霞堂/西部ガス株式会社/株式会社サニーライフ/サポートリンク株式会社/サンアミカ8004有限会社/株式会社サンキュードラッグ/三協警備保障株式会社/（公財）産業雇用安定センター北九州駐在事務所/株式会社サンダース/サンナイトプランニング/株式会社サンレー/山和株式会社/株式会社シーエス・エコ/株式会社JTB九州北九州支店/紫苑タクシー有限会社/塩塚建設株式会社/株式会社ジニー/司法書士安部利幸事務所/司法書士新井合同事務所/司法書士土地
家屋調査士大田博史事務所/司法書士服部忠典事務所/司法書士ロイヤー合同事務所/シャボン玉石けん株式会社/社労士行政書士やまもと/株式会社十八銀行北九州支店/寿昌サンスリー/株式会社シュテルン福岡メルセデスベンツ小倉北/有限会社ジュン・エフ・ピー・コーポレーション/旬魚と旬彩竹なか/昭栄アート株式会社/株式会社商工組合中央金庫北九州支店/株式会社白海/株式会社神功/SinCity/紳創館/新電電協力事業協同組合/株式会社スターフライヤー/株式会社生活サ
ポート倶楽部/株式会社せいぜん/株式会社西通/株式会社西部エレベーターサービス/税理士法人SKC/株式会社セキュリティ九州/株式会社セス・ジャパン/セゾン株式会社/株式会社セランド/株式会社セルブ/千仏鍾乳洞/株式会社ゼンリン/株式会社ゼンリンプリンテックス/綜合警備保障株式会社北九州支社/総合保険プランニング株式会社/有限会社ソフトブレスワン/損害保険ジャパン日本興亜株式会社/損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社北九州支社/第一警備保障
株式会社/第一交通産業株式会社/第一生命保険株式会社北九州総合支社/大栄株式会社/株式会社ダイオー/ダイキンエアテクノ株式会社九州支店北九州営業所/株式会社大信薬局/株式会社タイセイ商事/株式会社ダイナリィ/大洋電材株式会社/大和ハウス工業株式会社北九州支社/高藤建設株式会社/株式会社タカミヤ/高矢製麺株式会社/匠倶楽部/辰巳和正法律事務所/田中賢一法律事務所/田村産業株式会社/田村土地家屋調査士事務所/株式会社ダンガミ・ラ・ギャラリー・
デュ・ヴァン/株式会社千草/株式会社筑邦銀行北九州支店/中央興業株式会社/合資会社長久堂CKDコンサルティング/有限会社恒成工作所/ディ・ケイ・グループ協同組合/洞海マリンシステムズ株式会社/東京海上日動火災保険株式会社/東京経済株式会社/桐友合同事務所/東洋インキ九州株式会社北九州販売部/有限会社時輪/株式会社都市空間/有限会社十月十日/トップユニフォーム株式会社/株式会社友口/株式会社豊川設計事務所/有限会社トリニティ/有限会社なかの鳥いさ/
有限会社中村興産/西澤興産有限会社/西鉄バス北九州株式会社/西鉄旅行株式会社/株式会社西日本シティ銀行北九州総本部/学校法人西日本工業学園西日本工業大学/株式会社西日本新聞社北九州本社/西日本電信電話株式会社北九州支店/西日本フードサービス株式会社/株式会社西日本旅行リバーウォーク支店/西松建設株式会社/ニシヤ商事株式会社/日産自動車九州株式会社/日本生命保険相互会社北九州支社/株式会社日本ハウジングセンター/ニューロンジン/株式会社
直方建機/野村證券株式会社北九州支店/株式会社ハーティブレーン/株式会社ハートウェイ/有限会社花の店コーヤ/株式会社ハマダ/林田興産株式会社/有限会社パラダイムチェンジ/有限会社ハレルヤ/株式会社ハローデイ/株式会社肥後銀行北九州支店/株式会社ビッグベアーズフーヅサービス/株式会社ファーストクリエイト/有限会社風伯/株式会社フェルト/有限会社富貴楼/有限会社福生自動車/株式会社福岡銀行北九州本部/(公社)福岡県高齢者能力活用センター/社団法人福
岡県中小企業経営者協会連合会/福岡日産自動車株式会社北九州営業部/福岡ひびき信用金庫/株式会社福岡放送北九州支社/FUJIKIサポートコンサルティング/株式会社富士メンテサービス/有限会社藤原不動産/株式会社不動産のみよし/船石明正司法書士事務所/ブライトサンズ株式会社/有限会社ブライトマスター社/古川直樹税理士事務所/プルデンシャル生命保険株式会社北九州支社/株式会社フロム・ワン/寶衛白蟻/株式会社宝進/株式会社北都建設/株式会社北部警備保障/
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社ホテルクラウンパレス小倉/ボングルメ株式会社/株式会社ホンダショップライフ/株式会社松尾組/株式会社松永不動産/松本健司税理士事務所/株式会社丸島園/株式会社丸ふじ/株式会社丸山商会/三井良彦税理士事務所/株式会社ミクニ/株式会社みずほ銀行北九州支店/みずほ証券株式会社北九州支店/株式会社三井住友銀行北九州法人営業部/みむろガラス/三宅コンサルタント事務所/弁護士法人ALAW＆GOODLOOP/株式
会社ムサシ/有限会社村上商店/村上登記測量事務所/株式会社明光設備工業/名鉄観光サービス株式会社北九州支店/株式会社メイト黒崎/明和建装/有限会社メガネ科ダム/メンバーズサロンドゥ久美子/社会福祉法人もやい聖友会/MONTE/株式会社安川電機/株式会社ヤノテック/八幡前田郵便局/山内興産株式会社/株式会社ヤマケン/山根総合法律事務所/株式会社U・M・i/吉武産業株式会社/Ｍｅｍｂｅｒ’ｓＲＵＲＡＬ/株式会社ライフキット/株式会社ライフクリエイト/株式会
社ラスティング/株式会社ラッピング/株式会社リーガロイヤルホテル小倉/株式会社リード/リコージャパン株式会社九州営業本部/株式会社リフォル/亮誠建設株式会社/有限会社リリーフプランニング/株式会社レイメイ藤井北九州支店/株式会社れもん/株式会社ROBIN｜S（ロビンズ）/株式会社若勝/若築建設株式会社北九州営業所/若松港湾工業株式会社/社会保険労務士法人若松社会保険労務士センター/株式会社ワキノアートファクトリー/有限会社和光研磨/株式会社和田/

お問い合わせ／ 一般社団法人 北九州中小企業経営者協会  TEL.093-541-0620

創立30周年記念特別企画 ※どなたでも
　ご参加いただけます。 創立30周年記念式典

（一社）北九州中小企業経営者協会会長杯

会場：ミクニワールドスタジアム

九州ジュニアU12サッカー大会
福岡県中央大会 北九州地区予選

(一社)北九州中小企業経営者協会 30周年特別記念貸切公演

PROFILE

新たな神風「ROCK」が、日本の伝統芸術を最先端のエンターテイメントに!
美しくも圧倒的なパフォーマンスと最新の映像テクノロジーが融合する
「THE 日本エンターテイメント」。

2017

［水］
12/13

日　時 2017年12月13日（水） 開場 17:00 開演 18:00
会　場 北九州芸術劇場大ホール
チケット◎全席自由  ◎（一社）北九州中小企業経営者協会特別価格

ドラムロック 疾風
DRUM TAO

“世界で通用するエンターテイメ
ント”という目標を掲げ、1993
年愛知県で結成。2010年より、
【博多一風堂】とのコラボショップ
を国内外に展開。｢食｣と｢舞台芸
術｣を融合させ“日本のかっこよ
さ”を世界へ発信し、エンターテ
イメント業界に新たな流れを生
み出し続けています。

PROFILE

(一社)北九州中小企業経営者協会 30周年記念基調講演

 堀尾正明氏 講演会
ビビットにも出演中。そして、TBS日曜劇場 『小さな巨人』にも出演した
堀尾正明氏をゲストに、中経協主催の講演を開催します!!

2018

［土］
1/20

日　時 2018年1月20日（土） 開場 13:30 開演 14:30
会　場 北九州国際会議場
チケット◎前売り 1500円  ◎当日 2000円

基調公演テーマ 地域の底力

1955年4月24日 生まれ。
早稲田大学第一文学部哲学科卒
1981年4月～2008年3月
NHKアナウンサー
【出演番組】
TBS：「ビビット」
日本テレビ：「誰だって波瀾爆笑」
BS-TBS：「諸説あり！」
etc

記念式典 MC

PROFILE
北九州市出身。 
RKBラジオスナッピー11期生。
昭和60年7月～昭和63年7月までの
3年間RKBラジオ生番組に出演。
昭和63年10月からフリーとしての活動開始。
平成7年結婚　一児の母として奮闘中。

磯田 久美子

2018

［月］
1/22

●冨永裕輔 ステージショー
●バニーヒップ マジックショー

記念式典 イベント ※当協会会員限定のイベントとなります。

日　時 2018年1月22日（月） 開場 18:00 ～
会　場 リーガロイヤルホテル小倉

撮影：北九州市

KITAKYUSHU CHUKEIKYO
詳細はこちらから

創立30周年 特設WEBサイト

30th ANNIVERSARY
一般社団
法人 北九州中小企業経営者協会

創立30周年

2019

［日］
1/14

ドラム
タオ


