
MAP of Companies

in KYUSHU

日本の南西部・東アジアの中心「九州」から「世界」へ
九州で築き上げた高度な技術・サービス・商品を片手に、世界で活躍する企業とは・・・



MAP of Companies

in KYUSHU
環境・エネルギー
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企　業　名 所在地 主要製品・サービス

環境テクノス（株） 北九州市 環境総合コンサルタント業（環境調査・分析、
環境コンサルタント、エンジニアリング）

（株）くりんか 宗像市 くりんかロード®

（株）石橋製作所 直方市
高精度歯車増減速機及び関連部品、
風車用増速機(600kW以上）、歯車増減速機の
オーバーホール及びフィールドサービス

（株）西部技研 古賀市
デシカント除湿機"DRY-SAVE"、VOC濃縮
装置"SKY-SAVE"、全熱交換器"GREEN-
SAVE"などの産業用特殊空調機器

大谷化学工業（株） 粕屋町 めっき廃液処理・リサイクル技術

（株）ファーストソリューション 福岡市 汚泥脱水処理技術、ＳＲシリーズ、フロックマン、
エコポーチ、メッシュカット工法

ＬＥシステム（株） 久留米市
バナジウムレドックスフロー電池（VRFB）に
伴う電解液、電池セル、システム評価等。
その他バナジウム製品

（株）システム・ジェイディー 福岡市 太陽電池アレイテスターSOKODES GF
太陽光発電システムの保守点検サービス

中島物産（株） 大牟田市
マイクロバブル発生装置、水質改善剤、肥料、
工業用資材・機材、空調設備

室町ケミカル（株） 大牟田市 医薬品原薬、健康食品、イオン交換樹脂・分離膜、
水処理技術（Muromac）

（株）ワイビーエム 唐津市 地盤改良機、ポンプ、ボーリングマシン、
ツールス他

（株）大橋 神埼市 破砕機、チッパーシュレッダー
（Wood chipper）

大村セラテック（株） 大村市 耐火物原料、コンクリート二次製品

（株）ナカムラ消防化学 大村市 消防ポンプ自動車、消防関連製品

協和機電工業（株） 長崎市 水処理システムエンジニアリング（海水淡水化、
排水処理、浄水処理、リサイクル等）

三菱長崎機工（株） 長崎市 鍛圧機械、防振装置、磁力選別機

エビスマリン（株） 長崎市 水質改善装置

（株）エコファクトリー 熊本市
輻射式冷暖房システム「ecowin」、
「ecowin HYBRID」

（株）パワーバンクシステム 八代市
太陽光パネル（フレキシブル、塩害対策）、独立型
太陽光発電システム、高断熱性FRP製品（キャ
ビネット他）、面状発熱シート、蓄熱（冷却）シート

（株）タカフジ 大分市
プラントエンジニアリング、バイオマス燃料、
地熱利用型農業用熱交換器／他

清本鐵工（株） 延岡市
水処理事業、油脂製造設備、
木質ペレット製造設備

（株）修電舎22 延岡市
配電盤の設計施工、電気計装工事、
精密板金加工・塗装、モーター・昇降機の設備保全、
環境機器の製品・販売（ＢＵＩＫ ＳＹＳＴＥＭ）

（株）宮防 宮崎市 ファームバリア（省エネ遮熱塗料）
防水工事、農畜産コンサルティング

富士エネルギー（株） 鹿児島市
真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器
Fuji ヒートP・SOLAR FSP-2100、廃食油
清浄・燃料化装置 Fuji Oil・エコチェンジャー

農林水産業・食品
企　業　名 所在地 主要製品・サービス

こんにゃく製品（有）石橋屋 大牟田市
雑穀商品：「二十一穀米」、「スーパーフード 9」
冷凍米飯：「冷凍雑穀おにぎり」、
　　　　 「冷凍大納言赤飯」

（株）種商 鳥栖市

鯵餡餃子、干物、他（株）ヨシムラ 唐津市
カステラ、生カステラ 、おこし（株）菓秀苑森長 諫早市
小麦粉、米粉、そば粉、ミックス粉、
グルテンフリー素材　熊本製粉（株） 熊本市

大葉、青紫蘇伝説(紫蘇ドリンク)、
麺類(紫蘇そうめん・うどん・そば)青紫蘇農場（株） 合志市

ヨーグルト、ソフトクリーム（株）オオヤブデイリーファーム 合志市
たまご（竹林かぐや姫たまご・オメガ3ナチュラル
たまご）・かすてら・プリン（株）緒方エッグファーム 合志市

森のグラスブーケ　（有）宮川洋蘭 宇城市
鮎魚醤、醤油、味噌、柚子ポン酢、
虹色ラムネ 合名会社 まるはら 日田市

麦焼酎、日本酒、ワイン、リキュール、
スピリッツ、ブランデー、食品素材（GABA）三和酒類（株） 宇佐市

ビール（太陽のラガー）宮崎ひでじビール（株） 延岡市
サトイモ、サツマイモ、ゴボウ、ニンジン農業生産法人（有）新福青果 都城市
本格焼酎（白霧島・黒霧島・赤霧島）霧島酒造（株） 都城市
さつまいも（株）くしまアオイファーム 串間市
鰤王、鯛王東町漁業協同組合 長島町

枕崎水産加工業協同組合 鰹節等枕崎市
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自動車関連産業
企　業　名 所在地 主要製品・サービス

トヨタ自動車九州（株）
自動車（完成車）： [LEXUS]CT200h RX450hL/
RX450h/RX350L/RX350/RX300/NX300h/
NX300/NX200/ES350/ES300h/ES250/ES200

宮若市

日産自動車九州（株）
自動車（完成車）： セレナ（国内向け）/ティアナ
（国内向け）/エクストレイル（国内・海外向け）/
ローグ（海外向け）/ローグスポーツ（海外向け）

苅田町

日産車体九州（株） 自動車（完成車）： インフィニティQX80/パトロール/
アルマーダ/エルグランド/クエスト/NV350キャラバン苅田町

本田技研工業（株）
熊本製作所

二輪車： ゴールドウイング/CBシリーズ/
スーパーカブシリーズ 等
パワープロダクツ： 耕うん機・発電機 等

大津町

ダイハツ九州（株）
自動車（完成車）： Mira e:S/Cast/Wake/
Mira Cocoa/Atrai Wagon/Hijet Caddie/
Hijet Truck/Hijet Cargo

中津市
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半導体・エレクトロニクス・情報通信
企　業　名 所在地 主要製品・サービス

アルバック九州（株） 霧島市
半導体・電子部品・フラットパネルディスプレイ用
スパッタリング装置、真空蒸着装置及び
真空ポンプ等のコンポーネント、成膜材料

（株）安川電機 北九州市 ロボット、サーボ、インバータ

（株）九州セミコンダクター
KAW 杵築市 ウェハー上への微細加工、MEMS関連の

特殊加工、マイクロ流路チップ製造等

三菱電機（株）
パワーデバイス製作所 福岡市

パワーモジュール、大電力パワーデバイス、
半導体センサー、トランジスタアレイ、
HVIC、パワーデバイス用ウェハ

（株）ピーエムティー 須恵町 ミニマルファブ（マスクレス露光装置）、
ミニマルファンダリ－サービス

（株）SUMCO 九州事業所 伊万里市 半導体用シリコンウェーハ

イサハヤ電子（株） 諫早市 モジュール製品（ＩＧＢＴドライバ等）、ディスク
リート製品（トランジスタ・ダイオード等）等

ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング（株） 菊陽町

CMOSイメージセンサーを中心とした
半導体製品

ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング（株）
川尻工場

熊本市 車載向けマイコン（RL78マイコン等）

中央電子工業（株） 宇城市 RF半導体後工程受託（中空樹脂封止等）、
超低雑音FET、高周波スイッチ

（株）ジャパンセミコンダクター
大分事業所 大分市 アナログ、MCU、システムLSI等

エスティケイテクノロジー（株） 大分市 半導体検査装置、IC評価・解析サービス

（株）デンケン 由布市 太陽電池検査装置・半導体検査装置、医療機器
及び健康関連機器、駐輪場総合管理システム等

（株）システム技研 都城市 マスクウエハーアライメント
成膜システム
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リーフ（株）
企　業　名 所在地 主要製品・サービス

北九州市 歩行リハビリ支援ツールTree（ツリー）

九州クリエートメディック（株）北九州市
大腸CT検査関連製品、炭酸ガス自動
注入器「ＲＤ－Ａ１０６」/ＲＤ－Ａ１０６ ワゴン、
ＲＤ－Ａ１０６チューブ

医療用刃物（商品名：ファイリー）（株）ファインテック 柳川市
化粧品の成分分析（株）ブルーム 唐津市
洗顔せっけん、美容スキンケアオイル、
男性用オールインワンクリーム、
希釈タイプのアップルビネガードリンク等

（株）Karatsu Style 唐津市

OTC向け絆創膏、病院向け大型絆創膏、
止血絆創膏、スキンケア、ヘアケア商品リバテープ製薬（株） 熊本市

（株）エイビス 大分市 みまもりシステム、環境検査システム
（水質検査、大気測定、浄化槽管理システム等）

痰吸引器、ネブライザー、カフ圧調整器、
吸引チューブトクソー技研（株） 宇佐市

（株）キューメイ研究所 大分市 血液凝固・線溶系検査試薬及び
感染症検査試薬

安井（株） 門川町 医療用鈎（商品名：コウプライトⓇ）koplightⓇ

アルバック機工（株） 西都市 小型真空ポンプ及び小型真空機器、医療機器
（医療用吸引・加圧ユニット等）の製造

医療・ヘルスケア・コスメ
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九州の主要産業である自動車関連産業及び半導体・エレ
クトロニクス・情報通信に加え、「九州・沖縄地方成長産業
戦略～九州・沖縄Earth戦略～」の分野、環境・エネル
ギー、医療・ヘルスケア・コスメ、農林水産業・食品におけ
る代表的な企業、または海外ビジネスに関心が高い企業
を掲載しています。

これらの企業は九州の各県、各産業分野を
所管する団体・行政機関から推薦された一部
の企業を掲載したものであり、九州内の全て
の企業を掲載しているものではありません。

※掲載した企業の情報については、九州経済国際化推進機構がその製品・サービス等の内容について保証するものではありません。 （２０１８年１月時点）
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Oita

Kagoshima

Miyazaki

Kumamoto

Saga

Nagasaki

Fukuoka

http://www.kan-tec.co.jp/
http://kurinka.com/
https://www.ishibashi-mfg.com/
http://seibu-giken.com
http://www.7855.jp/
http://1st-solution.jp/
http://www.system-jd.co.jp/
http://lesys.jp
http://www.nakashimabussan.co.jp
http://www.muro-chem.co.jp/
https://www.ybm.jp/index-j.html
http://www.ohashi-inc.com
http://www.omura-refractories.co.jp/
http://www.n-fc.com/
http://www.kyowa-kk.co.jp/
http://www.mnm.co.jp/
http://ebismarine.com/
http://www.ecofactory.jp/
http://powerbs.co.jp/
http://www.takafuji-gr.co.jp/
http://www.kiyomoto.co.jp/
http://www.syudensya.co.jp
http://www.miyabo.co.jp/
http://www.fujiene.com
https://reif-corp.com/
http://www.createmedic.co.jp/company/kyushu/
http://www.f-finetec.co.jp/
https://www.bloom-jp.com/
http://www.karatsustyle.com
http://www.libatape.jp/index.html
http://www.tokso.net/
https://www.aivs.co.jp/
http://www.q-may.jp/
http://www.yasui-kk.co.jp/
http://www.ulvac-kiko.com/index.html
http://www.konjac.jp/
http://www.tanesho.co.jp/
http://yoshimura888.com
http://www.kashuen-moricho.co.jp/
http://www.bears-k.co.jp/
http://www.shiso.net/
https://www.oyabudairyfarms.com/
http://www.ogataegg.com/
http://www.livingorchid.com/
http://www.soysauce.co.jp/
https://www.iichiko.co.jp/
http://hideji-beer.jp/
http://shinpukuseika.co.jp/company
http://www.kirishima.co.jp
http://aoifarm-gr.com/
http://www.azuma.or.jp/
http://katuobushi.net/
https://www.toyota-kyushu.com/
http://www.nissankyushu.co.jp/
http://www.nissan-shatai-kyushu.co.jp/
http://www.honda.co.jp/kumamoto/
http://www.daihatsu-kyushu.co.jp/
https://www.yaskawa.co.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/
http://pmt-minimalfoundry.businesscatalyst.com/index.html
http://www.sumcosi.com/
https://www.idc-com.co.jp/jp/
https://rsmc.renesas.com/
http://www.cdk.co.jp/
http://www.kyushu-semi.co.jp/
http://www.jsemicon.co.jp/index_j.htm
http://www.stk-net.co.jp/
https://www.dkn.co.jp/index.html
http://www.sys-gi.co.jp/
http://ulvac-kyushu.com/
https://www.sony-semiconductor.co.jp/
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掲載された企業についてもっと知りたい場合には

①九州経済国際化推進機構（KEI）より、各企業のより詳しい情報を提供することが可能です
　（一部の企業は除く）。
　入手ご希望の場合には、「問い合わせ先」まで、E-mailを送付ください。
　E-mailには、【MAP of Companies in Kyushu】とタイトルを付して、「差出人」「情報が
　欲しい企業名」「差出人の連絡先（E-mail）」を必ず記載してください。

②九州経済国際化推進機構（KEI）が仲介し、海外の企業と、掲載されている九州の企業との
　橋渡しをすることが可能です。
　※ただし、企業の意向でお断りする場合があります。

③九州経済国際化推進機構（KEI）が最初に仲介した後は、それぞれの企業自身のご判断で
　連絡を取っていただきます。
　※当機構（KEI）がビジネスマッチング等まで支援することはできません。

問い合わせ先

〈 発 行 〉 ２０１８年１月

九州経済国際化推進機構事務局

九州経済産業局 国際部 国際課 TEL.092-482-5423
〈 住 所 〉 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 7F

一般社団法人 九州経済連合会 国際部 TEL.092-761-4261
〈 住 所 〉 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 6F

九州経済国際化推進機構のHPからもご覧いただけます。

〈 U R L 〉 http://www.kyushu-kei.org/wetty/files/1516177735776.pdf

〈 E-mail 〉 kei-info@kyushu-kei.org




