薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会 名簿
平成30年8月2日現在

会社・団体名等

住所

1 株式会社アシスト設計

薩摩川内市平佐町３２８２番地３

2 アース化研株式会社

薩摩川内市宮崎町２０５２

3 株式会社アトスフーズ

薩摩川内市中郷町６４８５－７

4 荒木商事株式会社

薩摩川内市隈之城町３００－１

5 有限会社井上パン

薩摩川内市御陵下町１９番３０号

6 上床林業

薩摩川内市高城町１０９８

7 株式会社エイティー今藤

薩摩川内市平佐町１９３５－１

8 株式会社

薩摩川内市原田町２２－１０

ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ

9 株式会社岡野エレクトロニクス

薩摩川内市樋脇町塔之原８５３番１

10 株式会社オリンピア商事

薩摩川内市入来町副田１３８９番地

11 株式会社鹿越

薩摩川内市小倉町４２０－１

12 株式会社川北電工

薩摩川内市矢倉町４３１１－１

13 環境特殊技研

薩摩川内市御陵下町１６－２５

14 京セラ株式会社

薩摩川内市高城町１８１０

鹿児島川内工場

15 株式会社幸洋

薩摩川内市平佐町３６８７番地１

16 株式会社薩摩川内市観光物産協会

薩摩川内市鳥追町１－１

17 株式会社Ｇフォレスト

薩摩川内市東郷町斧渕２７７６－２

18 スターハード株式会社

薩摩川内市平佐町４１７２－１６

19 株式会社川内新生社印刷

薩摩川内市上川内町５４１５－１

20 株式会社大進

薩摩川内市平佐町１７６８番地

21 株式会社タイヨー産業

薩摩川内市小倉町３５３

22 有限会社竹内建設

薩摩川内市田崎町７８０－１

23 竹素材生産組合

薩摩川内市宮内町１８４９－３

24 株式会社田島技術

薩摩川内市入来町副田２１７８

25 有限会社田中林業

薩摩川内市陽成町７２９９

26 地方産業経営研究所

薩摩川内市百次町１９１３番地１

27 中越パッケージ株式会社

薩摩川内市御陵下町７１２７

28 中越パルプ工業株式会社

薩摩川内市宮内町１番２６号

川内工場

29 中越パルプ木材株式会社

薩摩川内市宮内町１番２６号

30 株式会社槌屋

薩摩川内市鳥追町５－１

31 株式会社堂込商会

薩摩川内市天辰町３１４－１

32 中村デザイン

薩摩川内市里町里１９０４－８

33 南国殖産株式会社

鹿児島市中央町１８番地１

34 日本乾溜工業株式会社

鹿児島市卸本町７番地２３

35 有限会社浜野食品

薩摩川内市中郷町５４３２－３
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36 有限会社森木材

薩摩川内市樋脇町塔之原１３１３３

37 八木竹工業株式会社

薩摩川内市入来町副田６１４１

38 有限会社ルプレジール

薩摩川内市中郷４－１７

39 吉野木材有限会社

阿久根市赤瀬川２１４７番地

40 株式会社吉満組

薩摩川内市隈之城町２０７７－３

41 株式会社アーステクノ

鹿児島市新栄町２６番６号

42 株式会社アトレア・コンサルティング

福岡市博多区博多駅前１－１５－２０－２Ｆ

43 今別府産業株式会社

鹿児島市新栄町１５－７

44 株式会社井川産業

薩摩郡さつま町田原２２７１－１

45 インターマン株式会社

鹿児島市中央町１０

46 株式会社エコウッド

北九州市若松区響町１－２１－１

47 株式会社ガイアパワー

鹿屋市寿７丁目８－３１－１０２

48 株式会社鹿児島ＴＬＯ

鹿児島市郡元一丁目２１番４０号 鹿児島大学内

49 九電みらいエナジー株式会社

福岡市中央区渡辺通２－４－８

50 京セラ株式会社

霧島市国分山下町１－４

51 株式会社国元商会 鹿児島工場

姶良市蒲生町下久徳１７７１－８

52 越井木材工業株式会社

大阪市住之江区平林北１丁目２番１５２号

53 株式会社サナース

福岡県朝倉市牛鶴１７６番地１

54 株式会社サルバス・ケイエヌ設計

東京都江東区亀戸６丁目４１番１２号

55 株式会社サンケン・エンジニアリング

福岡市南区大楠２丁目１３番７号

56 三富興業株式会社

鹿児島市新屋敷町６番２１号

57 ＪＦＥエンジニアリング株式会社

福岡市博多区博多駅東２丁目７番２７号（TERASO-Ⅱ）

58 篠田株式会社

福岡市博多区比恵町２－７

福岡事務所

キャンセビル６Ｆ

博多駅東エースビル１０－Ａ号

59 有限会社生活アートクラブ

東京都新宿区愛住町２２番地

60 竹イノベーション研究会（ＢＩＧ）

福岡市城南区七隈８丁目１９番１号

61 特定非営利活動団体

日置市東市来町湯田２６４８－１

NPO-WBCかごしま

TNX亀戸ビル６階

岡田ビル２階

福岡大学工学部道路・土質研究室内

62 合同会社テイクプラス

北九州市八幡西区夕原町８－２ 合同会社バイオプラセレクション内

63 テス・エンジニアリング株式会社

福岡市博多区冷泉町５丁目３５番 福岡祇園第一生命ビルディング２Ｆ

64 有限会社唐仁原商店

鹿児島市田上台３丁目６２－６

65 株式会社土佐屋

霧島市溝辺町三縄５７８－４

66 有限会社冨ヶ原組

日置市日吉町日置１９０４－２

67 公益財団法人富山県新世紀産業機構

富山県高岡市二上町１５０ 富山県工業技術センター 技術開発館２階

68 仲吉商事株式会社

東京都板橋区弥生町４９－１１

69 株式会社日建ハウジングシステム

大阪府中央区北浜４丁目８番４号

lid研究所

70 株式会社日本製鋼所

東京都品川区大崎一丁目１１番１号 ゲートシティ大崎 ウエストタワー
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71 株式会社日立製作所九州支社

福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

72 株式会社日野洋蘭園

薩摩郡さつま町中津川７８６８

73 富士車輌株式会社

福岡市東区松田３－７－３０

74 フォービステクノ株式会社

薩摩郡さつま町時吉２０３８番地５号

75 株式会社北薩フォレストバイオマス組合

出水市武本１７２１２－２

76 株式会社三井アール・ディー

福岡県久留米市野中町９５－４

77 一般社団法人山口県地域木造住宅相談センター

山口市大内氷上五丁目７番５号

78 株式会社ユニパアクス

東京都中央区日本橋茅場町２－６－８

79 夢竺山株式会社

姶良市加治木町反土２３６８

80 緑産株式会社

熊本県熊本市中央区水前寺６－４５－１８

81 阿久根市

阿久根市鶴見町２００番地

82 出水市

出水市緑町１番３号

83 鹿児島県森林組合連合会

鹿児島市山下町９－１５

84 薩摩川内市企業連携協議会

薩摩川内市神田町３番２２号

85 さつま町

薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５番地２

86 北薩森林組合

薩摩郡さつま町虎居５２２２－１

87 鹿児島銀行

川内支店

89 鹿児島相互信用金庫
90 熊本銀行

92 南日本銀行
93 宮崎銀行

大小路支店

薩摩川内市大小路町３０番２号
薩摩川内市西向田町３－９
薩摩川内市西向田町５番２９号

川内支店

薩摩川内市西向田町１４番１５号

川内支店

薩摩川内市西向田町８－５

川内支店

94 宮崎太陽銀行
95

薩摩川内市東向田町３番５号

川内支店

91 日本政策金融公庫

林業会館

薩摩川内市西向田町１６番７号

川内支店

88 鹿児島信用金庫

岩竹アパートＡ

薩摩川内市大小路町２６－３

川内支店

鹿児島大学 学術研究院 理工学域 工学系 機械工学専攻 准教授

96 鹿児島大学 名誉教授

小金丸 正明

藤田 晋輔

鹿児島市郡元１－２１－４０
鹿児島市緑ヶ丘町２７番６号

97 鹿児島工業高等専門学校 都市環境デザイン工学科 准教授 山田 宏 霧島市隼人町真孝１４６０－１
98

九州大学大学院 工学研究院 環境社会部門 都市環境工学研究室 教授

99 九州大学大学院

農学研究院

100 九州工業大学大学院

教授

近藤

生命体工学研究科

101 第一工業大学 工学部 自然環境工学科
102 福岡工業大学 工学部 電気工学科

助教

久場 隆広

福岡市東区箱崎６－１０－１

哲男
教授

教授
田島

福岡市西区元岡７４４番地 ウエスト２号館１０２９号室

西田

石本

治男

弘治

北九州市若松区ひびきの２－４
霧島市国分中央１－１０－２
福岡市東区和白東３丁目３０－１

大輔

（オブザーバー）
会社・団体名等

住所

1 経済産業省

東京都千代田区霞が関１丁目３番１号
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住所
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号

経済産業省九州経済産業局
2 鹿児島県（商工労働水産部産業立地課）

鹿児島市鴨池新町１０番１号

鹿児島県（環境林務部森林経営課）

鹿児島市鴨池新町１０番１号

鹿児島県（北薩地域振興局農林水産部林務水産課）

薩摩川内市神田町１－２２

3 鹿児島県工業技術センター

霧島市隼人町小田１４４５－１

4 鹿児島大学（産学・地域共創センター）

鹿児島市郡元１－２１－４０

（事務局）
団体名

住所
薩摩川内市神田町３番２２号

薩摩川内市（商工観光部次世代エネルギー課）
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