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(株)ハイマート産業

1 富士食品(株) 福岡県糸島市 36 吉田病院 宮崎県

2 宮崎リハビリテーション医院 福岡県築上町 37 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 沖縄県

3 SJR千早駅前 福岡市 38 具志堅循環器・内科複合施設 沖縄県

4 笠松あんじゃ園 福岡県飯塚市 39 柳川療育センター 福岡県柳川市

5 若杉会ナーシングホームあかり 福岡県築上町 40 平尾保育園 福岡市

6 八幡厚生病院 福岡県北九州市 41 唐津赤十字病院 佐賀県唐津市

7 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ 沖縄県本部町 42 原三信病院新棟 福岡市

8 福岡女子大学 福岡市 43 梨木城有料老人ホーム 福岡県朝倉郡

9 米盛病院 鹿児島市 44 三菱重工(株)神船原工部プラスト 神戸市

10 原三信病院 福岡市 45 九州産業大学中央会館食堂 福岡市

11 長崎ゆたか荘 長崎市 46 風月堂　三ノ宮店 神戸市

12 養護老人ホーム　あいぎ荘 長崎市 47 鳥政　江川店 長崎市

13 青洲会病院 長崎県平戸市 48 福岡市第2学校給食センター 福岡市

14 都城市郡医師会病院 宮崎県都城市 49 広島常光福祉会ケアハウス 広島県

15 神代病院 福岡県久留米市 50 みつみ介護老人保健施設 福岡市

16 みらい病院 福岡市 51 冨士ダイス(株)熊本製作所 熊本県

17 寺尾病院 熊本市 52 鳥政　大村店 長崎県大村市

18 久留米工業大学 福岡県久留米市 53 一番食品 福岡県飯塚市

19 JR大分駅ビル 大分市 54 延岡市庁舎 宮崎県延岡市

20 ハイアットリージェンシー那覇 沖縄県那覇市 55 真澄寺別院 福岡市

21 めぐみの郷 宮崎県串間市 56 認定こども園　ぴぼあ 鹿児島県

22 恒富食堂（旭化成） 宮崎県延岡市 57 国立長崎川棚医療センター 長崎県東彼杵郡

23 栄光会　特老こころ 福岡県志免町 58 新世界第2期再開発 福岡県久留米市

24 国立病院機構　長崎病院 長崎市 59 福間病院 福岡県福津市

25 ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート 長崎市 60 長崎女子高等学校 長崎市

26 残波岬ロイヤルホテル 沖縄県読谷村 61 うえむら病院 沖縄県

27 九州大学 福岡市 62 三幸学園 沖縄県

28 九州中央病院 福岡市 63 つぼみ保育園 大阪府

29 紅虎餃子アミュプラザ小倉店 福岡県北九州市 64 愛仁会高槻病院 大阪府高槻市

30 ホンダエンジニアリング 静岡県 65 鹿児島純心女子短期大学 鹿児島市

31 たでいけ至福の園 宮崎県 66 福岡脳神経外科病院 福岡市

32 リンガーハットゆめタウン博多店 福岡市 67 ピュール糸島工場 福岡県糸島市

33 香蘭女子短期大学 福岡市 68 真如苑 福岡市

34 東罐興業 福岡県宮若市 69 与勝病院 沖縄県うるま市

35 行橋記念病院 福岡県行橋市 70 三菱マテリアル 福岡県苅田町

納入先 所在地

【ハイ・フード納入実績】

納入先 所在地



納入先 所在地納入先 所在地

71 出雲計画（月夜のうさぎ） 島根県出雲市 111 久原本家 福岡県

72 ルートイン石垣 沖縄県石垣市 112 ニチバンメディカル 福岡県朝倉郡

73 うきクリニック 熊本県宇城市 113 旬彩　凪 北九州市

74 九州小島株式会社磯光工場 福岡県宮若市 114 リンガーハットフォレオ大津店 滋賀県大津市

75 ムロオ福岡支店 福岡県新宮町 115 特別養護老人ホーム　和（やわらぎ） 広島市

76 谷山中央福祉施設 鹿児島市 116 住友電工大阪製作所食堂地区整備 大阪市

77 佐賀清和高校 佐賀市 117 山九錬成館 長崎県平戸市

78 ソラリアステージＢ1ヒッコリー 福岡市 118 福岡輝栄会病院移転新築工事 福岡市

79 徳力店舗（ハローデイ） 福岡県北九州市 119 ホテルミヤヒラ美崎館 沖縄県石垣市

80 フランソア久留米工場 福岡県久留米市 120 北九州市総合療育センター 北九州市

81 長崎県庁舎県警本部棟 長崎市 121 りんごの花保育園 福岡市

82 こも庵 福岡県北九州市 122 サントリープロダクツ 鳥取県

83 丘ノ規病院 福岡県北九州市 123 沖縄北谷プロジェクト 沖縄県中頭郡

84 温泉保養宿泊施設 佐賀県多久市 124 瀬良垣リゾートホテル 沖縄県国頭郡

85 大原病院 福岡県行橋市 125 南大利ホテル 福岡県大野城市

86 創価学会中国平和記念墓地公園 広島県山県郡 126 みらい病院 福岡市

87 高速道路山田SA下り 福岡県朝倉郡 127 シチズン時計鹿児島 鹿児島県

88 金秀商事㈱プロセスセンター 沖縄県中頭郡 128 TOTO湯布院保養所 大分県由布市

89 あきの会療養介護事業所 福岡市 129 九州住電精密厚生棟 佐賀県

90 北九州銀行清明寮 福岡市 130 広島鈴峯女子中学校・高等学校 広島県

91 DAMADO　比田勝 長崎県対馬市 131 江口病院 佐賀県

92 サンカルナ三国が丘 福岡県小郡市 132 麻生塾６号館 福岡市

93 旭学園ふたばこども園 佐賀市 133 特別養護老人ホーム　はなつくし 福岡県大野城市

94 大野城こころのふるさと館 福岡県大野城市 134 静鉄ホテルプレジオ博多駅前４丁目 福岡市

95 善導寺小学校 福岡県久留米市 135 ＬＡ　VISTA霧島ヒルズ 鹿児島県

96 南薫小学校 福岡県久留米市 136 天翠会松井病院移転新築計画 北九州市

97 株式会社ワイテック防府第3工場 山口県防府市 137 和泉屋愛野工場増築二、三期工事 長崎県

98 西九州大学地域看護学部 佐賀県小城市 138 新相良病院建設工事 鹿児島県

99 ユウベル積善社福岡斎場桜坂ホール 福岡市 139 マリトピアホテル 佐賀市

100 おおかわ特養 大川市 140 新八重病院 沖縄県

101 小禄プロジェクト 沖縄県那覇市 141 老人ホーム　サリバン 佐賀県

102 パナソニック守口 大阪府守口市 142 福岡市美術館 福岡市

103 割烹　やまだ 北九州市 143 ソラリア西鉄ホテル 福岡市

104 有田小学校 佐賀県西松浦郡 144 三菱電機㈱名古屋製鉄所 名古屋市

105 浅桐産婦人科クリニック 岡山県倉敷市 145 お菓子の香梅阿蘇西原工場 熊本県

106 弟子屈ラーメン福岡空港店 福岡市 146 JA基山パックセンター 佐賀県

107 つじ田福岡空港店 福岡市 147 篠山小学校 久留米市

108 一幸舎福岡空港店 福岡市 148 ロイヤル㈱本社 福岡市

109 下関マリンホテル 山口県下関市 149 からっと唐津老健 佐賀県

110 鹿児島県厚生連病院 鹿児島市 150 佐賀エレクトロニクス 佐賀県



納入先 所在地納入先 所在地

151 ディスコ桑畑 呉市 191 ザ・ナハテラス 沖縄県

152 大分BSPA 大分県 192 ナリコマフード九州セントラルキッチン 北九州市

153 沖縄大学院大学 沖縄県 193 重工記念長崎病院 長崎市

154 中村工業㈱社員寮 福岡市 194 信和保育園 福岡市

155 とみの幼稚園 北九州市 195 なかよし保育園 沖縄県

156 相扶園 広島県 196 桜十字八代病院 熊本県八代市

157 マークイズ福岡　初喜 福岡市 197 ケアポート益城 熊本県

158 高良内小学校 久留米市 198 西海橋コラソンホテル 長崎県

159 来間島リゾート 沖縄県 199 夢の木保育園 福岡市

160 弓削病院 熊本市 200 みのり認定こども園 鹿児島市

161 エグゼス那覇 沖縄県 201 フサキリゾートホテル 沖縄県

162 佐賀グリコ 佐賀市 202 大立寺保育園 佐賀県神埼市

163 フリジポート 熊本県 203 とり博駅前通店 福岡県大牟田市

164 GOTO　TUBAKI　HOTEL 長崎県 204 サンエー石川 沖縄県

165 グランディスタイル沖縄読谷 沖縄県 205 福岡競艇場 福岡市

166 サポートハウス　きらきら 熊本県 206 宮崎市郡医師会病院 宮崎市

167 太陽インキ製造 北九州市 207 聖ルチア病院 福岡県久留米市

168 東洋ビューティ㈱佐賀工場 佐賀県 208 きいれ浜田クリニック 鹿児島市

169 益城病院 熊本県 209 山崎製パン㈱福岡工場 福岡県

170 いちょうの木保育園 鹿児島県 210 丸久デリカ・プロセスセンター 山口県

171 道の駅　しろいし 佐賀県 211 ガーデンテラス福岡 福岡市

172 能古島小学校・中学校校舎 福岡市 212 ケアユー㈱仲原工場 福岡県

173 志田病院 佐賀県 213 石垣真栄里ホテル 沖縄県

174 城南保育園 佐賀県 214 岡田・石堂クリニック 鹿児島市

175 鹿児島銀行泉町ビル 鹿児島市 215 特別養護老人ホーム白梅荘 熊本県

176 加治木整形外科病院 鹿児島県 216 ブルーミング中西九州店 福岡市

177 老人ホーム　彩付遠賀 福岡県 217 昭栄化学工業株式会社㈱ 佐賀県

178 三菱ＵＦＪ銀行福岡支店 福岡市 218 アイランドプロジェクト 福岡市

179 アラマンダービーチリゾートホテル 石垣市 219 くまもと県北病院 熊本県

180 城山観光ホテル 鹿児島市 220 福岡大学体育館 福岡市

181 筑紫女学園大学４号館カフェ 福岡県太宰府市 221 今給黎病院 鹿児島市

182 マリオットホテル 沖縄県 222 セントラルシネマ宮崎駅前 宮崎市

183 幸袋こども園 福岡県飯塚市 223 木村病院 福岡市

184 鹿児島大学稲森記念館 鹿児島市 224 京町小学校 久留米市

185 カリタスの園 宮崎県 225 山崎製パン㈱福岡工場 福岡県

186 伊勢屋旅館 長崎市 226 白寿園 熊本県

187 朝倉フーズ 福岡県 227 山九北九州独身寮 北九州市

188 フーデリィ鹿児島 鹿児島県 228 天山プロジェクト 佐賀県

189 いちき串木野市給食センター 鹿児島県 229 諌山山勝食堂 長崎県

190 まぶね保育園 福岡市 230 合川小学校 久留米市



納入先 所在地納入先 所在地

231 光生こども園 佐賀市 271

232 大坪保育園・公民館複合施設 佐賀県 272

233 鹿児島徳洲会病院 鹿児島市 273

234 大分中村病院 大分市 274

235 サンビレッジ 長崎市 275

236 福寿園 宮崎県 276

237 博多店屋町ホテル 福岡市 277

238 割烹よし田 福岡市 278

239 小田畜産食肉加工工場 鹿児島県 279

240 ヒライ八代工場 熊本県 280

241 鹿児島中央駅　ネバーランド 鹿児島市 281

242 鹿児島中央駅　和コーポレーション 鹿児島市 282

243 鹿児島中央駅　えびす水産 鹿児島市 283

244 鹿児島中央駅　コロコロヤ 鹿児島市 284

245 鹿児島中央駅　グッドフェローズダイニング 鹿児島市 285
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