
管轄警察署 事業所名
大分中央 教職員共済生活協同組合大分県事業所
大分中央 (株)はせがわ南大分店
大分中央 九州農政局大分県拠点
大分中央 OKIクロステック株式会社大分支店
大分中央 九州労働金庫 大分支店
大分中央 東九州スズキ自動車販売株式会社アリーナ春日
大分中央 ロジスネクスト九州（株）大分支店
大分中央 一般財団法人九州電気保安協会大分支部
大分中央 株式会社サニクリーン九州大分南営業所
大分中央 有限会社 システム電建
大分中央 株式会社日本ハウスホールディングス大分営業所
大分中央 三和シャッター工業株式会社大分営業所
大分中央 アットホーム株式会社大分営業所
大分中央 丸栄産業株式会社
大分中央 株式会社 ホームインプルーブメントひろせ
大分中央 公益財団法人 森林ネットおおいた
大分中央 特別養護老人ホーム風雅の里上野
大分中央 株式会社日本リース大分営業所
大分中央 大分県立大分商業高等学校
大分中央 ニチアス株式会社大分営業所
大分中央 サントリービバレッジサービス株式会社大分支店
大分中央 株式会社 アーテック
大分中央 タニコー株式会社大分営業所
大分中央 運転代行ﾀｼﾞﾏ
大分中央 株式会社 西部通商 大分営業所
大分中央 自衛隊大分地方協力本部大分募集案内所
大分中央 株式会社九電ﾊｲﾃｯｸ大分支社
大分中央 共栄火災海上保険株式会社九州支店大分支社
大分中央 パシフィックセキュリティ株式会社
大分中央 大分県火災共済協同組合
大分中央 株式会社田吹ムトウ本店営業部
大分中央 株式会社 ラック 大分典礼ＭＧＦホール
大分中央 株式会社ミロク情報サービス大分支社
大分中央 浜安商事株式会社
大分中央 株式会社 大機
大分中央 株式会社北九州銀行大分支店
大分中央 明治安田生命保険相互会社大分支社
大分中央 ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社九州支店大分営業所
大分中央 学校法人後藤学園ごとう幼稚園
大分中央 えのくま幼稚園
大分中央 マーキュリーアシェンリーレ株式会社大分サービスセンター
大分中央 クリナップ株式会社大分営業所
大分中央 大分トステム株式会社
大分中央 富士通株式会社
大分中央 大分中央保険株式会社
大分中央 株式会社LIXILトータルサービス大分営業所
大分中央 渡辺パイプ株式会社大分サービスセンター
大分中央 株式会社ゆうちょ銀行大分パートナーセンター
大分中央 バイエル薬品株式会社九州エリア大分営業所
大分中央 株式会社ダイプロ大分販売 南大分営業所
大分中央 株式会社テイクファイブ
大分中央 株式会社ダイプロ大分工場
大分中央 ワコーエンジニアリング株式会社
大分中央 有限会社間藤工業
大分中央 ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社
大分中央 大鵬薬品工業株式会社
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大分中央 島津メディカルシステムズ株式会社
大分中央 （株）安東商会
大分中央 三菱電機ITソリューションズ株式会社大分支店
大分中央 日本年金機構 大分年金事務所
大分中央 富士電機株式会社大分営業所
大分中央 シャープマーケティングジャパン株式会社
大分中央 大分労働局
大分中央 三協テック株式会社九州大分支店
大分中央 株式会社佐伯コミュニケーションズ
大分中央 尾家産業株式会社大分営業所
大分中央 三軌建設株式会社
大分中央 株式会社ＳＹＳＫＥＮ
大分中央 代行Ｒ
大分中央 西日本高速道路メンテナンス九州（株）大分保全センター
大分中央 NTTビジネスソリュージョンズ（株）九州支店大分ビジネス営業部
大分中央 シャープサポートアンドサービス株式会社西日本サービス部大分フィールドブランチ
大分中央 大分市大字羽屋２３０－１
大分中央 株式会社別大興産南大分営業所
大分中央 岩尾株式会社
大分中央 アイ・ティ・アサヒ株式会社
大分中央 咲蔭株式会社
大分中央 株式会社ガスパル九州大分販売所
大分中央 けんせい訪問看護ステーション
大分中央 株式会社栗本五十市商店 大分営業所
大分中央 大分港運(株)新日鐵住金構内事務所
大分中央 医療法人社団 三杏会 仁医会病院
大分中央 株式会社ＭＳジャパン
大分中央 新・都町運転代行
大分中央 一般財団法人西日本産業衛生会環境測定センター大分事業部
大分中央 株式会社 小野設備工業
大分中央 株式会社建設コンサルタントサニー
大分中央 株式会社川本製作所大分営業所
大分中央 株式会社ＳＣＲＥＥＮ ＳＰＥサービス大分サービスステーション
大分中央 MI万世ステンレス(株)大分営業所
大分中央 株式会社別大興産法人営業部
大分中央 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社大分支店
大分中央 有限会社 岡ゴム商会
大分中央 株式会社 別府東海工業
大分中央 姫野代行
大分中央 株式会社九州テン
大分中央 SOMPOひまわり生命保険株式会社
大分中央 有限会社  正宗工業
大分中央 日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ九州株式会社
大分中央 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾀｲﾔ九州(株株式会社大分営業所
大分中央 株式会社  アサヒライズ
大分中央 株式会社  穴吹ｺﾐｭﾆﾃｨ大分支店
大分中央 大和リビング株式会社大分営業所
大分中央 パナソニックリビング九州株式会社
大分中央 株式会社ノーリツ大分営業所
大分中央 株式会社日鉄コミュニティ
大分中央 セントケア九州株式会社セントケア大分
大分中央 公益社団法人大分市シルバー人材センター
大分中央 株式会社ナカトラ大分支店
大分中央 株式会社西日本綜合メンテナンス
大分中央 ハイウェイ・トール・システム株式会社
大分中央 運転代行 エル蔵
大分中央 エスペックアシスト株式会社大分支社
大分中央 一般社団法人 大分県治山林道協会
大分中央 株式会社 フジマック大分営業所



大分中央 大分健生病院
大分中央 ＳＯＳ運転代行
大分中央 日本テクノ株式会社 大分営業所
大分中央 正晃（株）大分営業所
大分中央 株式会社ラウンドワン大分店
大分中央 興和株式会社 大分営業所
大分中央 株式会社タップカンパニー
大分中央 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝＦＥ株式会社大分ステーション
大分中央 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社ＣＳ社九州社大分サービスセンター
大分中央 三浦工業株式会社 大分支店
大分中央 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社大分支店
大分中央 大和冷機工業株式会社
大分中央 富士通Ｊａｐａｎ株式会社
大分中央 大分小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ株式会社
大分中央 福留ﾊﾑ株式会社
大分中央 日本オーチス・エレベーター（株）九州支店大分出張所
大分中央 公益社団法人 大分県薬剤師会検査センター
大分中央 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社大分支店
大分中央 東芝エレベーター株式会社大分営業所
大分中央 九州旅客鉄道株式会社大分支社
大分中央 有限会社 エコトピア九州
大分中央 大分環境ﾌﾟﾗｲﾔｰ有限会社
大分中央 クリタ九州株式会社大分支店
大分中央 社会福祉法人若草会太平の里
大分中央 公益財団法人大分県建設技術センター
大分中央 大分赤十字病院
大分中央 株式会社 トキハ物流サービス
大分中央 株式会社 王子車輌
大分中央 医療法人博光会 塚川第一病院
大分中央 日米電子株式会社大分営業所
大分中央 株式会社トキハエンタープライズ
大分中央 大和証券株式会社大分支店
大分中央 運転代行ドーム
大分中央 株式会社ＬＥＳ
大分中央 花王フィールドマーケティング株式会社 大分エリア
大分中央 ｱｲﾜ産業株式会社
大分中央 積水ハウス不動産九州株式会社
大分中央 オリックス株式会社 大分支店
大分中央 ㈲栄伸企画
大分中央 ㈱ガスエネルギー大分
大分中央 武美株式会社
大分中央 九州管区警察局大分県情報通信部
大分中央 スポーツクラブルネサンスおおいた
大分中央 住友不動産株式会社大分事業所
大分中央 株式会社 エフ・ティ・シーホテル開発
大分中央 ㈱エイビス
大分中央 福岡酒井物産㈱大分営業所
大分中央 株式会社 九州エナジー
大分中央 株式会社巽工業
大分中央 こくみん共済coop〈全労済〉大分損調サービスセンター
大分中央 株式会社 ヨシケイ 大分
大分中央 朝日オリコミ西部株式会社大分支社
大分中央 住友林業株式会社 住宅・建築事業本部 大分支店
大分中央 社会福祉法人仁愛会柞原の里
大分中央 ニチレキ株式会社大分営業所
大分中央 ＴＯＴＯ株式会社大分営業所
大分中央 （株）鈴花大分萩原店
大分中央 大分県労働者総合生活協同組合
大分中央 大東建託パートナーズ株式会社大分営業所



大分中央 社会福祉法人大分市社会福祉協議会在宅福祉サービスセンター
大分中央 セキスイハイム九州株式会社
大分中央 九州電気サポート株式会社大分支店
大分中央 大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）九州支店大分営業所
大分中央 株式会社日本政策金融公庫大分支店
大分中央 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 大分支店
大分中央 セキスイファミエス九州株式会社大分支店
大分中央 創価学会大分県事務局
大分中央 こくみん共済coop大分推進本部
大分中央 イオンディライト株式会社 大分営業所
大分中央 株式会社クリアス
大分中央 株式会社 ゆうちょ銀行 大分店
大分中央 株式会社 南陽ﾚﾝテック大分東営業所
大分中央 特別養護老人ホーム アイリスおおいた
大分中央 エイジス九州株式会社大分ディストリクトｵﾌｨｽ
大分中央 ホシザキ南九株式会社大分営業所
大分中央 有限会社 SAKAE
大分中央 大分県立大分西高等学校
大分中央 日本通運株式会社大分支店
大分中央 運転代行ふじ
大分中央 株式会社    装華
大分中央 田辺三菱製薬株式会社 大分営業所
大分中央 株式会社西日本技建
大分中央 オノ機工株式会社
大分中央 ミサワホーム九州株式会社大分支店
大分中央 株式会社エクシング 大分支店
大分中央 九州建設コンサルタント株式会社
大分中央 住友建機販売株式会社大分支店
大分中央 森産業株式会社大分営業所
大分中央 鹿島道路株式会社大分営業所
大分中央 アルフレッサ株式会社大分支店
大分中央 ＪＲ九州エンジニアリング株式会社 大分機械事務所
大分中央 株式会社太田旗店
大分中央 株式会社  別大興産大分営業所
大分中央 株式会社 エスプレス大分
大分中央 株式会社別大興産大分中央営業所
大分中央 ミドリ安全大分株式会社
大分中央 ＮＴＴフィールドテクノ大分設備部フィールドサービスセンタ
大分中央 九州東邦株式会社大分営業所
大分中央 株式会社マイカン
大分中央 こねこの花ちゃん
大分中央 有限会社 デリカフーズ大塚
大分中央 株式会社サンリブデリカ工場
大分中央 株式会社   ｴｰﾜﾝ
大分中央 大銀ビジネスサービス株式会社現金センター
大分中央 大銀ビジネスサービス株式会社 ATMセンター
大分中央 大分県立大分舞鶴高等学校
大分中央 株式会社OBSﾒﾃﾞｨｱ21
大分中央 大分県立大分上野丘高等学校
大分中央 大分県地域づくり機構
大分中央 大分市中央消防署南大分分署
大分中央 株式会社レオパレス２１大分支店
大分中央 アフラック生命保険株式会社 大分支社
大分中央 医療法人愛恵会タキオ保養院
大分中央 第一三共株式会社大分営業所
大分中央 大日本住友製薬株式会社九州支店大分営業所
大分中央 株式会社   かんぽ生命保険 大分支店
大分中央 全農パールライス株式会社福岡支店大分営業所
大分中央 ｱｲﾃｸ株式会社



大分中央 ケアパートナー明野
大分中央 大銀ビジネスサービス株式会社
大分中央 株式会社サンテック九州大分支店
大分中央 アート運転代行ｾﾝﾀｰ
大分中央 横浜ゴムＭＢジャパン株式会社九州カンパニー大分支店
大分中央 三菱電機住環境システムズ株式会社九州支社大分支店
大分中央 大和リース株式会社大分支店
大分中央 ジェイリース株式会社
大分中央 社会福祉法人大分県福祉会障害者支援施設うえの園
大分中央 日本電気株式会社大分支店
大分中央 医療法人久友会あけのメディカルクリニック
大分中央 総合メディカル株式会社大分オフィス
大分中央 運転代行みかん
大分中央 タマホーム株式会社 大分萩原店
大分中央 公益財団法人 大分県芸術文化スポーツ振興財団
大分中央 黒崎播磨株式会社大分支店
大分中央 ユナイト株式会社大分工事営業所
大分中央 株式会社あらた大分オフィス
大分中央 株式会社サンテクノ
大分中央 九州環境管理株式会社
大分中央 キャリアリンク株式会社大分営業所
大分中央 渡辺パイプ株式会社大分住設サービスセンター
大分中央 みのり監査法人大分県監査部
大分中央 株式会社マイナビ
大分中央 大東建託リーシング大分駅前店
大分中央 大分市役所 廃棄物対策課
大分中央 株式会社アーネストワン大分営業所
大分中央 株式会社シティタクシーホールディングス
大分中央 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア大分宮崎カンパニー大分車検センター
大分中央 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア大分大分宮崎カンパニー
大分中央 中村角株式会社大分営業所
大分中央 九州ニチレキ工事株式会社大分営業所
大分中央 大分中央郵便局内大分営業統括本部
大分中央 ヒノマル株式会社大分営業所
大分中央 西日本イワタニガス株式会社大分営業所
大分中央 佐藤建設工業株式会社大分営業所
大分中央 東京海上日動あんしん生命保険株式会社大分生保支社
大分中央 ＵＴエイム株式会社大分キャリアセンター
大分中央 株式会社レンタルのニッケン九州製鉄所大分営業所
大分中央 ノボノルディスクファーマ株式会社
大分中央 武田薬品工業株式会社大分宮崎グループ
大分中央 児童デイサービスえがお
大分中央 有限会社ブンゴヤエンタープライズブンゴヤファインケア豊
大分中央 株式会社 ベツダイ 向原オフィス
大分中央 株式会社九建
大分中央 日本メックス株式会社大分営業所
大分中央 株式会社永冨調剤薬局
大分中央 福喜工業有限会社
大分中央 株式会社ブンゴヤ薬局
大分中央 新鋭ミート株式会社 大分営業所
大分中央 株式会社コウユウ
大分中央 大分臨海興業株式会社
大分中央 アッヴィ合同会社
大分中央 大分県漁業協同組合
大分中央 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ別大支店
大分中央 安武科学器械株式会社
大分中央 株式会社Ｎ．フィールド訪問看護ステーションデューン大分
大分中央 運転代行 Yellow  Cab
大分中央 株式会社フィリップス・ジャパン



大分中央 日本メナード化粧品株式会社大分支店
大分中央 ヤンマー建機株式会社大分営業所
大分中央 西日本高速道路パトロール九州株式会社大分交通管理隊
大分中央 株式会社ツインデック
大分中央 株式会社メイソン
大分中央 第一包装株式会社大分営業所
大分中央 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ大分店
大分中央 ダンロップタイヤ九州株式会社タイヤランド大分
大分中央 旭化成ファーマ株式会社大分営業所
大分中央 有限会社日本ビルサービス
大分中央 株式会社二率建設
大分中央 有限会社金子土木建設
大分中央 株式会社テクノ・サービス
大分中央 大分ビル管理株式会社
大分中央 九鉄工業株式会社大分支店大分保線所
大分中央 コニカミノルタジャパン株式会社
大分中央 株式会社ツクイ大分下郡
大分中央 有限会社大洋電通
大分中央 株式会社ノガミ住建
大分中央 株式会社石井工作研究所
大分中央 ＺＥＲＯ
大分中央 有限会社フジセツ
大分中央 晃栄工業株式会社
大分中央 医療生協訪問介護サービスセンター
大分中央 有限会社四季彩
大分中央 株式会社ヤマダデンキベスト電器高城店
大分中央 株式会社富士薬品大分営業所
大分中央 合同会社 リアン
大分中央 医療法人進修会
大分中央 社会福祉法人博愛会 博愛会地域総合支援センター
大分中央 大分県警察本部
大分中央 有限会社北斗建装
大分中央 大分魚市株式会社
大分中央 株式会社クリーン・大分
大分中央 株式会社フレッシュ青果大分営業所
大分中央 大分県農林水産部地域農業振興課
大分中央 株式会社大分合同折込広告センター
大分中央 株式会社ふじの瓦店
大分中央 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ建築部大分事務所
大分中央 龍南運送株式会社大分レミコン工場
大分中央 株式会社ジョイフル
大分中央 ＳＫソリューション株式会社大分営業所
大分中央 株式会社河本建設工業
大分中央 株式会社ヤコウ大分営業部
大分中央 株式会社ＴＯＳエンタープライズ
大分中央 ソフトバンク株式会社
大分中央 大分市保健所衛生課
大分中央 大和ハウス賃貸リフォーム株式会社大分営業所
大分中央 株式会社大分銀行下郡支店
大分中央 大分市役所道路維持課
大分中央 伯東株式会社
大分中央 株式会社大分銀行中島支店
大分中央 株式会社ベツダイ
大分中央 東芝コンシューママーケティング株式会社大分サービスステーション
大分中央 株式会社恵の会
大分中央 日成ビルド工業株式会社大分支店
大分中央 株式会社太陽
大分中央 ケーエルエー・テンコール株式会社大分サービスセンター
大分中央 日本メディコム株式会社



大分中央 代行運転バウちゃん
大分中央 鹿島建設株式会社九州支店大分営業所
大分中央 大分市保健所健康課
大分中央 寺岡オートドア株式会社大分営業所
大分中央 株式会社栗木精華園
大分中央 太陽建機レンタル株式会社大分南支店
大分中央 太陽建機レンタル株式会社大分支店
大分中央 太陽警備保障株式会社
大分中央 FMS工業株式会社
大分中央 ゆうび株式会社
大分中央 クラレイ株式会社
大分中央 運転代行HOPE
大分中央 運転代行Z
大分中央 ネクステージ大分店
大分中央 株式会社ヨコハマタイヤネットワークサービス九州大分店
大分中央 株式会社シバタ大分営業所
大分中央 株式会社チューケン日本医薬中央研究所大分支社
大分中央 長田広告株式会社大分営業所
大分中央 住友林業ホームエンジニアリング株式会社九州事業部大分センター
大分中央 九州航空株式会社
大分中央 有限会社アウル
大分中央 医療法人 雄飛会
大分中央 新光石油株式会社
大分中央 株式会社スウェーデンハウス
大分中央 九州建設マネジメントセンター大分支店
大分中央 株式会社ミカサ
大分中央 株式会社サクラオリーブ
大分中央 株式会社コープハウジング大分
大分中央 九州電力送配電株式会社大分配電事業所
大分中央 佐々木木工大分事業所
大分中央 大分市役所土木管理課
大分中央 有限会社生野板金
大分中央 大分市役所公園緑地課
大分中央 株式会社ミック九州
大分中央 株式会社ミヤハラ 大分営業所
大分中央 株式会社ニチイ学館大分支店
大分中央 オリックス保険コンサルティング株式会社
大分中央 太陽シルバーサービス株式会社大分営業所
大分中央 就労継続支援事業Ｂ型 自立訓練（生活訓練）サマンの木
大分中央 株式会社グランディーズ
大分中央 九州旅客鉄道株式会社大分工務センター
大分中央 株式会社キシヤ大分営業所
大分中央 株式会社新興プラント工業
大分中央 星光ビル管理株式会社大分出張所
大分中央 株式会社 東京商工リサーチ大分支店
大分中央 日本空調サービス（株）大分営業所
大分中央 リーフラス株式会社
大分中央 株式会社大分銀行ソーリン支店
大分中央 株式会社日本ケアサプライ大分営業所
大分中央 西日本高速道路ファシリティーズ株式会社九州支店大分保全事務所
大分中央 株式会社 京真電設
大分中央 九電テクノシステムズ株式会社大分支店
大分中央 株式会社ホンダ四輪販売福岡・大分 大分センター
大分中央 株式会社ダイショー大分営業所
大分中央 九州三菱電機販売株式会社
大分中央 医療法人光心会 諏訪の杜病院
大分中央 株式会社USEN大分支店
大分中央 株式会社豊後企画集団
大分中央 ラビット



大分中央 フランスベッド株式会社大分営業所
大分中央 西部電気工業株式会社 大分支店
大分中央 株式会社コープサービスおおいた
大分中央 株式会社大分銀行本店営業部
大分中央 株式会社 テラケン
大分中央 龍南運送株式会社大分支店
大分中央 アプライドマテリアルズジャパン株式会社
大分中央 株式会社新出光九州支店 大分エリア
大分中央 ＪＲ九州リテール株式会社大分支店
大分中央 ブリストルマイヤーズスクイブ株式会社大分事務所
大分中央 株式会社大分銀行総務部
大分中央 株式会社大分銀行古国府支店
大分中央 株式会社大分銀行ローンプラザ支店
大分中央 株式会社大分銀行南支店
大分中央 株式会社大分カード
大分中央 株式会社大分銀行事務統括部
大分中央 株式会社大分銀行日岡支店
大分中央 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
大分中央 富士産業株式会社
大分中央 大分県学校用品株式会社
大分中央 大分グラスロン有限会社
大分中央 山九(株)大分東支店 機工１グループ
大分中央 イカリ消毒 株式会社 大分営業所
大分中央 ケアバンク株式会社
大分中央 日本生命保険相互会社大分支社
大分中央 (有)ブンゴヤエンタープライズ ブンゴヤ ヘルス・ケア
大分中央 運転代行 ＭＡＸ
大分中央 丸井産業（株）大分営業所
大分中央 大分市教育センター
大分中央 末松九機株式会社
大分中央 株式会社 トキワ 大分営業所
大分中央 日特建設株式会社大分営業所
大分中央 株式会社ECOSS
大分中央 株式会社 電通建
大分中央 株式会社ベツダイ 萩原支店
大分中央 日鉄ソリューションズ（株）大分システムセンター
大分中央 ボルボ・カー大分
大分中央 株式会社タケモク
大分中央 株式会社ニコンテック第一サービス部西日本ＴＣ
大分中央 株式会社エヌケージー
大分中央 株式会社ファビルス大分支社
大分中央 日本道路株式会社大分営業所
大分中央 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社大分営業所
大分中央 住友林業ホームテック株式会社大分営業所
大分中央 JR九州サービスサポート株式会社大分事業所
大分中央 テクノプロサポート株式会社 大分SS
大分中央 運転代行キャット
大分中央 株式会社 久光大分
大分中央 ローレルバンクマシン株式会社大分営業所
大分中央 ＪＲ九州シニアライフサポート株式会社ＳＩＲ大分
大分中央 トラスコ中山株式会社
大分中央 株式会社ジェイテック
大分中央 株式会社 ＰＰＭＭ
大分中央 大分エージェンシー株式会社
大分中央 株式会社 織部工務店
大分中央 日新興業株式会社大分営業所
大分中央 損保ジャパンパートナーズ株式会社大分支店
大分中央 山九株式会社 大分東支店
大分中央 株式会社 エムズ･プランニング



大分中央 大分県農業共済組合
大分中央 三井住友海上あいおい生命保険（株）
大分中央 ジェイエイ北九州くみあい飼料株式会社
大分中央 （株）ミヤチク大分営業所
大分中央 国土防災技術株式会社 大分営業所
大分中央 ウェイク
大分中央 大和ハウスリフォーム株式会社西日本支社大分営業所
大分中央 株式会社 ベツダイ 長浜支店
大分中央 有限会社  コンクリートカッティング西日本
大分中央 株式会社 藤田商店
大分中央 有限会社 大野電設工業
大分中央 株式会社 福岡銀行 大分支店
大分中央 （株）インターコープ大分営業所
大分中央 ＭＳ九州株式会社大分支店
大分中央 大分県森林組合連合会
大分中央 ＮＴＴフィールドテクノ九州支店 大分営業所ビジネスエンジニアリング担当
大分中央 フクシマガリレイ株式会社
大分中央 テルウェル西日本株式会社大分営業支店
大分中央 モバイルクリエイト株式会社
大分中央 株式会社 Quest
大分中央 有限会社ジェイエフエンジニアリング
大分中央 エム・シー・ヘルスヘア株式会社
大分中央 三井住友海上火災保険株式会社大分保険金お支払センター
大分中央 柴田商事㈱
大分中央 新日本消防設備㈱
大分中央 株式会社商工組合中央金庫大分支店
大分中央 日本製鉄株式会社九州製鉄所大分地区
大分中央 学校法人すぎのこ幼稚園
大分中央 菅波物産大分株式会社
大分中央 菅原工業株式会社
大分中央 ㈱スガテック大分支店
大分中央 株式会社三井住友銀行大分支店
大分中央 セコム株式会社大分統轄支社
大分中央 積水ハウス株式会社大分支店
大分中央 千石木材株式会社
大分中央 九築工業株式会社大分支店
大分中央 綜合警備保障株式会社大分支社
大分中央 庄司工業㈱
大分中央 株式会社田北電機製作所
大分中央 ㈱大給
大分中央 日鉄テックスエンジ株式会社大分支店
大分中央 太陽電設株式会社
大分中央 タカキ製作所株式会社
大分中央 株式会社ホームコア大分営業所
大分中央 ㈱武田商会
大分中央 ㈲田北工務店
大分中央 大陽機材株式会社
大分中央 ㈲ダイワ空調サービス
大分中央 詫磨商事有限会社
大分中央 武田薬品工業株式会社大分営業所
大分中央 大洋興業㈱大分支店
大分中央 相互自動車㈱
大分中央 株式会社佐伯建設
大分中央 ㈱フナイ
大分中央 九鉄工業㈱大分支店
大分中央 一般財団法人九州電気保安協会大分支部大分事業所
大分中央 株式会社九電工大分支店
大分中央 協和工業株式会社
大分中央 株式会社古城



大分中央 株式会社古宮工業
大分中央 株式会社フルミヤ
大分中央 株式会社金剛商会
大分中央 コーセー化粧品販売㈱大分支店
大分中央 ＣＳＳ株式会社
大分中央 学校法人後藤学園
大分中央 株式会社三信工業
大分中央 資生堂ジャパン株式会社
大分中央 ㈲櫻井建設工業
大分中央 ㈱ダイゴ電機
大分中央 ㈱島田商店
大分中央 シオノギ製薬株式会社
大分中央 敷総合建設㈲
大分中央 株式会社 敷島組
大分中央 株式会社三久食品
大分中央 株式会社サン・ダイコー大分支店
大分中央 三和テクノ㈱大分事業所
大分中央 ㈱三宮工材
大分中央 山九株式会社大分支店
大分中央 株式会社サニクリーン九州大分東営業所
大分中央 佐藤土木㈱
大分中央 ㈱佐藤俊治酒舗
大分中央 株式会社ジョーナン
大分中央 株式会社三起電通
大分中央 株式会社翔薬大分営業部
大分中央 ㈱大宣
大分中央 株式会社ＪＴＢ九州大分支店
大分中央 日本たばこ産業株式会社大分支店
大分中央 二和カラー株式会社大分店
大分中央 ㈱西日本綜合メンテナンス
大分中央 日本赤十字社大分県支部
大分中央 大分ヤナセ㈱
大分中央 西ノ州環境株式会社
大分中央 日産プリンス大分販売株式会社
大分中央 西川計測㈱九州支社
大分中央 西日本コンサルタント株式会社
大分中央 有限会社西環
大分中央 農林中央金庫大分支店
大分中央 一般社団法人 日本海事検定協会 大分事業所
大分中央 株式会社オーガス
大分中央 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社
大分中央 府内プロパン株式会社
大分中央 株式会社アトル大分支店
大分中央 富士甚醤油㈱大分支店
大分中央 株式会社藤工務店
大分中央 野村證券株式会社大分支店
大分中央 ㈱レイメイ藤井大分支店
大分中央 濱田重工㈱大分支店
大分中央 学校法人ひまわり学園
大分中央 ㈱ヒロセ
大分中央 日鉄物流大分株式会社
大分中央 平倉建設㈱
大分中央 学校法人平松学園
大分中央 株式会社 セルモ大分支社
大分中央 株式会社西日本ｼﾃｨ銀行大分支店
大分中央 株式会社 テツゲン 大分支店
大分中央 極東印刷紙工㈱
大分中央 大徳電業（株）
大分中央 大道産業㈱



大分中央 株式会社ダイカン
大分中央 大同電設㈱大分支店
大分中央 中央工業㈱
大分中央 株式会社忠文堂
大分中央 有限会社近広建設
大分中央 株式会社千代田
大分中央 千代田商事株式会社大分営業所
大分中央 株式会社ツムラ大分営業所
大分中央 株式会社鶴羽ブロック
大分中央 株式会社土屋車輌
大分中央 一般社団法人日本自動車連盟大分支部
大分中央 道路企画㈱
大分中央 ㈲中山建材店
大分中央 株式会社ナカノ
大分中央 株式会社トキハインダストリー
大分中央 東海プラントエンジニアリング株式会社大分事業所
大分中央 トヨタカローラ大分株式会社
大分中央 鶴崎海陸運輸㈱日本製鉄事業部
大分中央 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
大分中央 株式会社テレビ大分
大分中央 東京海上日動火災保険（株）大分支店
大分中央 株式会社トキハ
大分中央 株式会社トーヨータイヤジャパン大分営業所
大分中央 テルモ株式会社福岡支店 大分オフィス
大分中央 帝国カーボン工業㈱大分工場
大分中央 株式会社みずほ銀行大分支店
大分中央 利光建設工業株式会社
大分中央 株式会社オーイーシー
大分中央 株式会社ヰセキ九州中部支社大分営業部
大分中央 大分森林管理署
大分中央 大分金子スイミングスクール大分校
大分中央 自衛隊大分地方協力本部
大分中央 大分県米穀卸株式会社
大分中央 株式会社大分放送
大分中央 ㈲和泉
大分中央 大分リース株式会社
大分中央 大分製紙株式会社
大分中央 医療法人同仁会大分下郡病院
大分中央 大分税務署
大分中央 公益財団法人 大分県地域保健支援センター
大分中央 キャタピラー九州株式会社大分支店
大分中央 大分ＴＣＭ株式会社
大分中央 花王グループカスタマーマーケティング株式会社九州支社福岡大分支店大分オフィス
大分中央 ㈱大分電設
大分中央 ㈲大分ディナーサービス
大分中央 大分県土地改良事業団体連合会
大分中央 大分トヨペット株式会社
大分中央 東芝電材ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社大分営業所
大分中央 大分塗装工業㈲
大分中央 大分ナブコ株式会社
大分中央 大分日産自動車株式会社
大分中央 大分県農業協同組合
大分中央 ㈱エポックアート
大分中央 株式会社ダイプロ大分販売
大分中央 株式会社ダイプロ
大分中央 ﾌﾝﾄﾞｰｷﾝ醤油株式会社大分支店
大分中央 ㈱デンザイ東亜
大分中央 大分県信用組合
大分中央 ヴィップ運転代行



大分中央 株式会社東京海上日動パートナーズ九州
大分中央 国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所
大分中央 大分刑務所
大分中央 大分工業高等専門学校
大分中央 大分県中部振興局
大分中央 大分土木事務所
大分中央 大分県大分県税事務所
大分中央 大分県こども･女性相談支援ｾﾝﾀｰ
大分中央 大分県会計管理局用度管財課
大分中央 大分市上下水道局
大分中央 大分市役所財務部管財課
大分中央 大分市清掃業務課
大分中央 いすゞ自動車九州株式会社中九州支社大分支店
大分中央 全国農業協同組合連合会大分県本部
大分中央 株式会社大分白屋
大分中央 ㈲大分環境クリーナー
大分中央 公益財団法人大分県学校給食会
大分中央 大分自動車学校
大分中央 大分県信用農業協同組合連合会
大分中央 東九州石油株式会社
大分中央 大分中学・大分高等学校
大分中央 大分県信用保証協会
大分中央 日本郵便株式会社大分中央郵便局
大分中央 大分市役所環境部環境対策課
大分中央 北部清掃事業所
大分中央 大分市消防局
大分中央 大分市中央消防署
大分中央 全国共済農業協同組合連合会大分県本部
大分中央 ㈲大分合同新聞社
大分中央 ㈱カワノ
大分中央 株式会社九州マツダ大分東店
大分中央 ㈱宮崎大分営業所
大分中央 NHK大分放送局
大分中央 江藤設備㈱
大分中央 大分瓦斯株式会社大分営業所
大分中央 小野高速印刷㈱
大分中央 大貴建設株式会社
大分中央 株式会社アーク
大分中央 株式会社 大津留食品
大分中央 株式会社オリエンタル歯科器材
大分中央 鬼塚電気工事株式会社
大分中央 越智産業株式会社大分営業所
大分中央 株式会社 大空洋紙店
大分中央 梅林建設㈱
大分中央 杏林製薬株式会社
大分中央 大分三菱自動車販売株式会社
大分中央 ㈱協栄サービス
大分中央 キデンリース株式会社
大分中央 九州電力送配電株式会社大分支社
大分中央 九州電力株式会社大分支店
大分中央 イワタニ九州株式会社大分支店
大分中央 ㈱ケイ・エス・デー大分支店
大分中央 日鉄環境株式会社九州支店大分地区
大分中央 九州凸版印刷㈱
大分中央 株式会社協和商会
大分中央 ㈱上組大分支店
大分中央 ㈱ｶｸﾔﾏ
大分中央 河野電気㈱
大分中央 ウメサン株式会社



大分中央 協栄工業株式会社
大分中央 ㈱あじかん大分営業所
大分中央 ㈱滝尾プラント
大分中央 大分信用金庫
大分中央 ㈲大分樹脂防水
大分中央 ㈱スズキ自販大分
大分中央 大分中央警察署
大分中央 大分県赤十字血液センター
大分中央 株式会社 メンテナンス
大分中央 大分県木材協同組合連合会
大分中央 リコージャパン株式会社大分支社
大分中央 ㈲安藤建材店
大分中央 愛隣幼稚園
大分中央 朝日工業株式会社大分営業所
大分中央 安部文化工業株式会社
大分中央 ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社
大分中央 ㈱池田組
大分中央 西日本イシダ株式会社大分営業所
大分中央 イワオ事務機㈱
大分中央 株式会社フジサニーフーズ大分支店
大分中央 ㈱アステック入江大分支店
大分中央 ㈲今村化学工業白蟻研究所
大分中央 朝日ソーラー㈱
大分中央 井上化学工業株式会社
大分中央 朝日工業株式会社
大分中央 株式会社イケダパン大分営業所
大分中央 ㈱アサヒ
大分中央 ㈱ありたや
大分中央 株式会社ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
大分中央 カトリック明野幼稚園
大分中央 大分浄化槽管理株式会社
大分中央 ㈱伊予銀行大分支店
大分中央 ㈲津守工業
大分中央 望月電設㈲
大分中央 ＹＫＫＡＰ株式会社大分支店
大分中央 ㈲東九機工
大分中央 旭計装㈱
大分中央 東洋技術株式会社
大分中央 医療法人 啓生会  ﾃﾞｲｹｱ浦田
大分中央 日鉄スラグ製品株式会社九州事業所大分地区
大分中央 山九大分ビジネス株式会社
大分中央 高圧ガス工業株式会社大分工場
大分中央 積水ハウス㈱大分カスタマーズセンター大分オフィス
大分中央 株式会社環境整備産業
大分中央 （株）ヤクシンプラス
大分中央 大和ハウス工業株式会社大分支店
大分中央 積和建設九州株式会社九州北支店大分事業所
大分中央 協同エンジニアリング㈱
大分中央 オグチ器械株式会社
大分中央 株式会社ユニガス
大分中央 中央電設株式会社
大分中央 マリンフーズ株式会社大分事業所
大分中央 日本設備工業株式会社
大分中央 株式会社ショクリュー
大分中央 協和包材㈱
大分中央 大分県警察本部交通部高速道路交通警察隊
大分中央 ㈲崎野電工
大分中央 ㈱ＡＦＢ
大分中央 ㈱サンコー大分営業所



大分中央 ㈲佐田電気工事
大分中央 大分理想瓦㈱
大分中央 三藤商事㈱
大分中央 陽光電設㈱
大分中央 大塚製薬株式会社福岡支店大分出張所
大分中央 一般財団法人西日本産業衛生会大分労働衛生管理ｾﾝﾀｰ
大分中央 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社大分テクノセンタ
大分中央 エーザイ株式会社大分営業所
大分中央 株式会社全日警大分支社
大分中央 日本食研株式会社大分支店
大分中央 日鉄テクノロジー株式会社九州事業所大分地区
大分中央 株式会社ダスキンサーヴ九州三川支店
大分中央 ㈱ＮＴＳ通信サービス
大分中央 ㈲ヂーゼル精機
大分中央 産業振興株式会社大分事業所
大分中央 グローリー株式会社大分営業所
大分中央 上村建陶株式会社大分営業所
大分中央 豊洋電気工事㈱
大分中央 中外製薬株式会社大分オフィス
大分中央 株式会社太豊テクノス
大分中央 富士フィルムBI大分株式会社
大分中央 日本新薬株式会社大分オフィス
大分中央 公共財団法人大分県交通安全協会
大分中央 株式会社ジャックス大分支店
大分中央 社会福祉法人 温寿会
大分中央 大成住建㈱
大分中央 ㈲ツウシン
大分中央 菱甲産業株式会社
大分中央 株式会社ヨコハマタイヤジャパン大分カンパニー大分営業所
大分中央 ㈱日建コンサルタント
大分中央 大分共和株式会社
大分中央 大山商事㈱
大分中央 西技工業株式会社大分営業所
大分中央 株式会社  タキ冷機
大分中央 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社大分電材営業所
大分中央 グリーンコープ生活協同組合おおいた 大分東センター
大分中央 ㈱大信設備機器
大分中央 光和産業㈱
大分中央 ㈱福岡大洋工芸大分営業所
大分中央 東芝デジタルエンジニアリング株式会社大分事業所
大分中央 株式会社 シンコーデック
大分中央 ㈲丸豊水産
大分中央 大分家屋解体（有）
大分中央 有限会社東九サービス
大分中央 公益財団法人大分県産業創造機構
大分中央 日本配管有限会社
大分中央 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
大分中央 社会福祉法人 藤本愛育会つばさ学園
大分中央 積水ハウスリフォーム株式会社九州北営業所大分リフォームセンター
大分中央 沿海開発工業株式会社
大分中央 ケント工業株式会社
大分中央 大分交通株式会社
大分中央 株式会社 伊藤園大分支店
大分中央 株式会社NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
大分中央 株式会社ホンダ四輪販売福岡・大分ホンダカーズ大分 南大分店
大分中央 三栄建設工業株式会社
大分中央 ㈲カイダ電設
大分中央 アサヒドラフトマーケティング株式会社九州支社大分支店
大分中央 大分市役所長寿福祉課



大分中央 フジテック株式会社大分営業所
大分中央 株式会社大分ホールサービス
大分中央 西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所
大分中央 タカラスタンダード株式会社大分営業所
大分中央 朝日警備保障株式会社
大分中央 ホンダカーズ大分ユーセレクト大分
大分中央 東京海上日動調査サービス株式会社大分損害サービス課
大分中央 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社
大分中央 株式会社創美社
大分中央 ㈱清電社
大分中央 有限会社城商
大分中央 文化総合印刷機材株式会社
大分中央 オーイタレンタル株式会社
大分中央 大成木材㈱
大分中央 東亜ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社
大分中央 株式会社冨士設計
大分中央 株式会社 富士総合防災
大分中央 東芝テックソリューションサービス株式会社大分サービスステーション
大分中央 株式会社 ＨＳＰ
大分中央 ニシム電子工業株式会社
大分中央 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
大分中央 平田工業株式会社
大分中央 県信ビジネスサービス株式会社
大分中央 ㈲ナショナル建設
大分中央 ㈲豊田商会
大分中央 大分ガスエネルギー株式会社
大分中央 大分ガスエネルギー株式会社大分支店
大分中央 アズビル株式会社
大分中央 大分石油㈱
大分中央 (株)葵綜合警備保障
大分中央 ㈱上野丘商会
大分中央 株式会社ﾛｰｿﾝ 大分西支店
大分中央 株式会社 栄工社
大分中央 東九州設計工務株式会社
大分中央 株式会社らいざん堂
大分中央 株式会社 日立ビルシステム西日本支社大分営業所
大分中央 クボタ不動産建設株式会社
大分中央 ㈱安部電業社
大分中央 大分市上下水道局古国府浄水場
大分中央 社会福祉法人大分県社会福祉協議会
大分中央 吉武産業株式会社大分支店
大分中央 吉成電機株式会社
大分中央 国分九州株式会社第三支社大分支店
大分中央 菱東肥料㈱
大分中央 ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社大分支店
大分中央 学校法人渡邊学園
大分中央 サントリー酒類株式会社大分支店
大分中央 ㈲藤田組
大分中央 株式会社二豊断熱
大分中央 阿比野建設株式会社大分事業所
大分中央 豊生商事株式会社
大分中央 西産工業㈱
大分中央 ゆうび株式会社片島事業所
大分中央 扶桑工業株式会社
大分中央 九工建設株式会社
大分中央 トヨタモビリティパーツ株式会社九州北部統括支社大分支社
大分中央 学校法人ルナ幼稚園
大分中央 株式会社昭栄 大分営業所
大分中央 ㈱ｵﾌｨｽコミニケーションサービス



大分中央 ㈲インテリア．ナカマチ
大分中央 株式会社エヴァーズ
大分中央 西日本液化ガス株式会社
大分中央 九州電力株式会社大分営業所
大分中央 ㈱大倉
大分中央 三菱電機ビルテクノサービス株式会社大分支店
大分中央 株式会社 山英食品
大分中央 西日本フード株式会社大分営業部
大分中央 ㈱大和電業社
大分中央 株式会社ゼンリン大分営業所
大分中央 松田砂利工業株式会社
大分中央 株式会社ホンダカーズ大分古国府店
大分中央 有限会社ホワイト舎
大分中央 ヤマウチ調理食品㈱
大分中央 山村産業株式会社
大分中央 株式会社ホンダ四輪販売福岡大分高城店
大分中央 株式会社ホンダ四輪販売福岡・大分萩原店
大分中央 ＨＯＫＯ株式会社
大分中央 豊洋自動車株式会社
大分中央 株式会社豊和銀行
大分中央 豊國建設㈱
大分中央 株式会社中央ジェネカル
大分中央 医療法人至誠会帆秋病院
大分中央 丸山海産㈲大分支店
大分中央 株式会社 アステム
大分中央 三浦国土建設株式会社
大分中央 山﨑株式会社大分営業所
大分中央 ヤマエ久野株式会社大分支店
大分中央 柳井電機工業株式会社
大分中央 大和工業株式会社
大分中央 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａﾌｧﾙﾏ株式会社大分営業所
大分中央 学校法人まきの幼稚園
大分中央 三井住友信託銀行株式会社大分支店
大分中央 ㈱松村硝子店
大分中央 株式会社ミヤマ電気
大分中央 株式会社三ヶ尻電業社
大分中央 （資）三国産業
大分中央 ㈱水江商店
大分中央 株式会社マキタ大分営業所
大分中央 ㈱ユタカ商工
大分中央 学校法人明照幼稚園
大分中央 大分朝日放送株式会社
大分中央 帝人ヘルスケア株式会社九州第一支店大分営業所
大分中央 株式会社にしけい大分支社
大分中央 株式会社マルゼン大分営業所
大分中央 株式会社ユニマットﾗｲﾌ大分営業所
大分中央 首藤設備工業㈱
大分中央 株式会社 三想
大分中央 株式会社大分ワコー
大分中央 ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ株式会社九州支店大分ＳＣ
大分中央 ＮＥＣフィールディング株式会社大分支店
大分中央 株式会社リンテック
大分中央 日新火災海上保険株式会社大分サービス支店
大分中央 富士岐工産株式会社大分事業所
大分中央 参天製薬株式会社大分営業所
大分中央 ㈲中央海産
大分中央 株式会社 ＬＩＸＩＬ大分支店
大分中央 大分県自動車学校
大分中央 株式会社ナナモリ



大分中央 介護老人保健施設リバーサイド百々園
大分中央 道路サービス株式会社
大分中央 リックス株式会社 大分営業所
大分中央 ㈱めの建設
大分中央 株式会社九電工大分営業所
大分中央 明和プラント工業㈱
大分中央 株式会社菱熱大分支店
大分中央 ＮＸ商事株式会社大分営業センター
大分中央 株式会社九州日立システムズ大分営業所
大分中央 株式会社消防防災
大分中央 聖公幼稚園
大分中央 株式会社帝国データバンク大分支店
大分中央 株式会社 トーホーフード サービス 大分支店
大分中央 キヤノンシステムアンドサポート㈱大分営業部
大分中央 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大分中央 株式会社ダイドー金物
大分中央 株式会社 佐藤酒販
大分中央 持田製薬株式会社大分事業所
大分中央 小野薬品工業株式会社大分営業所
大分中央 株式会社 聖晃産業
大分中央 アステラス製薬株式会社大分営業所
大分中央 生活協同組合コープおおいた畑中センター
大分中央 株式会社九建 大分支社
大分中央 パナソニックホームズ大分株式会社
大分中央 株式会社オーシー
大分中央 大銀コンピュータサービス㈱
大分中央 協和キリン株式会社大分営業所
大分中央 ＪＲ九州電気システム株式会社大分事業部
大分中央 株式会社フォレストサービス
大分中央 協業組合大分管工事センター
大分中央 株式会社ホンダカーズ大分 大分店
大分中央 大東建託株式会社
大分中央 新成建設株式会社
大分中央 株式会社ドコモＣＳ九州大分支店
大分中央 ㈱さかもと
大分中央 株式会社  柴田産業
大分中央 株式会社アペックス西日本大分営業所
大分中央 株式会社第一興商大分支店
大分中央 科研製薬株式会社
大分中央 三枝工業株式会社
大分中央 有限会社エヌアイシステム電工
大分中央 社会福祉法人 幸福会
大分東 株式会社 ダイプロ大分販売 東部営業所
大分東 九州労働金庫鶴崎支店
大分東 有限会社システムフナイ
大分東 日産部品九州販売株式会社大分店
大分東 ﾈｵｽ株式会社大分営業所
大分東 株式会社大鐵
大分東 株式会社アステム 大分東支店
大分東 大分エコセンター株式会社
大分東 株式会社 ダイソー
大分東 株式会社ロードテクノス
大分東 三愛ｵﾌﾞﾘｶﾞｽ九州株式会社 大分営業所
大分東 仲道トーヨー株式会社
大分東 アオイ工業株式会社
大分東 社会医療法人関愛会佐賀関病院
大分東 社会福祉法人関愛会こうざきクリニック･デイケアもみの木
大分東 木村化工機株式会社大分工場
大分東 株式会社 南日本造船



大分東 運転代行 ５５
大分東 大分運転免許スクール
大分東 株式会社 ニッショー
大分東 株式会社きんでん九州支社 大分営業所
大分東 株式会社 ジャパンビバレッジ 大分支店
大分東 大分三菱自動車販売(株) 森町店
大分東 キュウニチ株式会社 大分出張所
大分東 有限会社 姫野電気工事
大分東 株式会社 大分フットボールクラブ
大分東 株式会社 ＴＳＩテックス
大分東 日本郵便株式会社 大分東郵便局
大分東 有限会社坂西工務店
大分東 株式会社 大分ダクト
大分東 株式会社 タカフジ
大分東 独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用支援機構 大分支部
大分東 株式会社 エス・イー・ケア
大分東 日本工業検査株式会社 大分営業所
大分東 新和重機建設株式会社
大分東 有限会社 竹本建設
大分東 瀬戸内工業株式会社
大分東 株式会社 日吉原工業
大分東 学校法人 立山学園 みんなの森こども園
大分東 東洋瓦斯株式会社
大分東 （株）旭精機 大分サービスセンター
大分東 大分県立 大分東高等学校
大分東 大分県警察本部 交通部 運転免許課
大分東 株式会社 三愛ｶﾞｽｻｰﾋﾞｽ
大分東 大徳物産株式会社 志村事業所
大分東 一般財団法人 新日本検定協会 大分事業所
大分東 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社大分中央支店
大分東 ENEOSグローブエナジー㈱大分東営業所
大分東 株式会社ミートクレスト
大分東 大分県立大分鶴崎高等学校
大分東 大分県立情報科学高等学校
大分東 大分味岡生コンクリート（株）第4工場 7号埠頭
大分東 福岡酸素㈱大分営業所
大分東 大分県警察本部 交通部 交通機動隊
大分東 老人保健施設 ﾒﾃﾞｨﾄﾋﾟｱこが
大分東 関西保温工業㈱大分事業所
大分東 大分ゼネラルサービス株式会社
大分東 (株)大分シャーリング
大分東 有限会社 富士見水産
大分東 大分県立鶴崎工業高等学校
大分東 運転代行ＪＥＴ
大分東 運転代行フォレスト
大分東 日建リース工業株式会社大分営業所
大分東 河野電気株式会社 配電盤事業部
大分東 株式会社インテリア大分
大分東 日本乾溜工業株式会社大分支店
大分東 有限会社大分デンツー
大分東 大分海上保安部
大分東 旭化成株式会社 大分工場
大分東 新日本機工株式会社
大分東 株式会社  三邦
大分東 有限会社  加藤商店
大分東 有限会社 廣瀬組
大分東 株式会社井上建機リース大分営業所
大分東 佐藤食品株式会社 大分営業所
大分東 株式会社キヨナガ 大分営業所



大分東 ＵＤトラックス株式会社 大分カスタマーセンター
大分東 株式会社木村 菓子事業部 大分支店
大分東 株式会社 荏原フィールドテック 大分営業・サービス課
大分東 株式会社 岩田
大分東 大分市役所 佐野清掃センター
大分東 大分市佐賀関支所
大分東 社会医療法人 関愛会 坂ノ市病院
大分東 坂ノ市リハビリテーションセンター もみの木
大分東 有限会社 大分建機
大分東 株式会社スズキ自販大分 森町店
大分東 内海板金工業（株）大分営業所
大分東 九州ハニューフーズ株式会社大分営業所
大分東 株式会社 杉田建設
大分東 木田重機興業有限会社
大分東 有限会社エコトピア九州リサイクルセンター
大分東 三共電設株式会社
大分東 株式会社豊後プロパン
大分東 独立行政法人国立病院機構 大分医療センター
大分東 三越商事大分株式会社
大分東 （有）福永電工
大分東 社会福祉法人暁雲福祉会放課後等デイサービス風の子クラブ
大分東 株式会社 エフジー通信コンサルタント
大分東 東亜外業株式会社 大分事業所
大分東 (株)花音 こおりん保育園
大分東 ㈱ 西原商会九州 大分営業所
大分東 ㈱平和建設
大分東 さくら運輸株式会社 大分支店
大分東 社会医療法人敬和会 大分岡病院
大分東 志村生コンクリート株式会社
大分東 社会医療法人 敬和会 大分リハビリテーション病院
大分東 株式会社 大分電設 大分配電工事営業所
大分東 大分市保健所健康課東部保険福祉センター
大分東 コスモエンジニアリング(株)大分ウィンドファーム新設工事
大分東 太陽テック株式会社
大分東 ダイキンエアテクノ(株)大分営業所
大分東 社会医療法人関愛会 大東よつば病院
大分東 株式会社ユーエスアイ大分営業所
大分東 株式会社 ウイルテック大分工場
大分東 関門油脂株式会社大分工場
大分東 障がい福祉サービス事業ウインド
大分東 ＤＡＩＫＯホールディングス株式会社
大分東 煌榮建設工業株式会社
大分東 ダイキンＨＶＡＣソリューション九州株式会社大分支店
大分東 株式会社 ナンチク 大分営業所
大分東 ハウディ大分食品株式会社
大分東 大分エル・エヌ・ジー株式会社
大分東 キヤノンウィンド株式会社
大分東 明星工業株式会社大分営業所
大分東 東芝ビジネスエキスパート株式会社
大分東 八扇産業株式会社
大分東 株式会社九州マツダ大分鶴崎店
大分東 コマツカスタマーサポート株式会社 九州沖縄カンパニー建機レンタル営業部大分支店
大分東 三越ハウス株式会社
大分東 ナカノス建設工業株式会社
大分東 有限会社 大宮電設
大分東 片山ナルコ株式会社 大分営業所
大分東 森永食研株式会社
大分東 株式会社 コイシ
大分東 スポーツクラブＮＡＳ パークプレイス大分



大分東 株式会社 みらいテクノロジー
大分東 株式会社 キクスズ 大分営業所
大分東 臼杵運送株式会社 大分本社
大分東 法友建設株式会社
大分東 株式会社AK企画
大分東 Sugar
大分東 株式会社アクティオ 大分営業所
大分東 ユナイテッドコア株式会社
大分東 平和扶桑テクノ株式会社 配管事業部
大分東 株式会社 戸髙製作所
大分東 株式会社 サンテクノ
大分東 八風園
大分東 運転代行 ペガサス
大分東 シェルエレクトロニクス株式会社
大分東 平和扶桑テクノ株式会社
大分東 株式会社 イズミ電機
大分東 大分スバル自動車㈱ 大分東店
大分東 運転代行ＪＥＴＱｎｅｅｎ
大分東 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社大分東支店
大分東 山九株式会社大分東支店 機工２Ｇｒ保全１係
大分東 山九株式会社大分東支店 大分物流事業所
大分東 山九株式会社大分東支店 機工１ＧｒＪＸ保全係
大分東 新日本熱学株式会社大分事業所
大分東 代行１Ban
大分東 ＭＫプランテック株式会社
大分東 日本文理大学
大分東 亀の井自動車学校・鶴崎
大分東 株式会社三井E＆Sマシナリー大分工場
大分東 マコトリース 株式会社
大分東 松崎鉄工㈱
大分東 豊州パイル 株式会社
大分東 王子マテリア株式会社 大分工場
大分東 （株）府内環境センタ－
大分東 山崎製パン株式会社 熊本工場 大分営業所
大分東 株式会社興電舎大分支店
大分東 山忠商店 株式会社
大分東 株式会社 日建工業
大分東 株式会社日本電工
大分東 株式会社 日栄
大分東 西日本高圧瓦斯㈱大分事業所
大分東 西日本プラント工業㈱ 大分事業所
大分東 株式会社レンタルのニッケン大分営業所
大分東 利根工業㈱
大分東 フジケイ株式会社鶴崎営業所
大分東 姫野ブロック工業㈱
大分東 株式会社 センコー企画
大分東 今吉工業株式会社
大分東 ㈱岩田鐵工所
大分東 株式会社 ゴリラ
大分東 とのやま保育園
大分東 カトリック鶴崎幼稚園
大分東 小野建株式会社
大分東 株式会社九電工 大分配電工事営業所
大分東 学校法人 大津学園 幼保連携型認定こども園 みどり幼稚園
大分東 松栄電設工業㈱
大分東 鶴海運輸㈱
大分東 株式会社津曲重機工業
大分東 ㈲西工業
大分東 西日本プラント工業株式会社新大分事業所



大分東 鶴崎セメント工業㈱
大分東 有限会社 つるさき食品
大分東 ㈲瀬戸商店
大分東 生活協同組合 コープおおいた
大分東 ㈱ユノカ
大分東 角栄建設工業㈱
大分東 ㈱市原商事
大分東 ネッツトヨタ大分㈱
大分東 大分東警察署
大分東 大分明星幼稚園
大分東 大山金属株式会社
大分東 大分市東消防署
大分東 大分興業㈱
大分東 大分市環境部 清掃業務課 東部清掃事業所
大分東 大分サンダイン 株式会社
大分東 江藤産業株式会社
大分東 大岩電工㈱
大分東 池見林産工業㈱
大分東 ㈱安達化工機
大分東 有限会社ビーエムハラダ
大分東 株式会社 ダイサン大分ＳＣ
大分東 スターゼン株式会社大分営業センター
大分東 ㈱三好鉄工所大分事業所
大分東 株式会社 ｺﾛﾅ 大分営業所
大分東 株式会社 安東建設
大分東 江藤酸素株式会社
大分東 後藤体器㈱
大分東 鶴崎海陸運輸㈱
大分東 ニューテクノファースト株式会社
大分東 株式会社 田島産業
大分東 住友化学株式会社大分工場
大分東 昭和電工㈱大分事務所
大分東 エスティケイテクノロジー㈱
大分東 株式会社 佐藤組エレクション
大分東 ㈲大在給食センター
大分東 小林工業㈲
大分東 大分東自動車学校
大分東 後藤建設㈱
大分東 晃栄産業株式会社
大分東 小名川土木㈲
大分東 株式会社 カマック
大分東 協同組合大分給食センター
大分東 ＥＮＥＯＳ株式会社 大分製油所
大分東 カトリック坂ノ市幼稚園
大分東 加藤工業株式会社
大分東 社会福祉法人 小百合ホーム
大分東 株式会社 今吉機設
大分東 株式会社 ゴダイ
大分東 ㈲合原鉄工所
大分東 運転代行アポロ
大分東 大分県立 大分支援学校
大分東 ㈱鐵人
大分東 株式会社 カシワバラ・コーポレーション
大分東 南日本フレッシュフード 株式会社 大分営業所
大分東 岡本工業㈲
大分東 株式会社住化分析センター テクニカルソリューション本部 大分ラボラトリー
大分東 有限会社 曲浦産業社
大分東 岩﨑工業株式会社
大分東 社会福祉法人穂燈舎



大分東 特別養護老人ホーム清流苑
大分東 大分海陸運送㈱
大分東 社会福祉法人アップルミント
大分東 ㈱大分県酪食肉公社
大分東 医療法人善昭会
大分東 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 大分事業所
大分東 深田産業㈲
大分東 株式会社 都造園土木
大分東 社会医療法人関愛会高齢者介護施設 ひまわり
大分東 日本マリン株式会社佐賀関支店
大分東 九州日野自動車㈱ 大分支店
大分東 エレファントジャパン株式会社
大分東 ＪＸ金属製錬ロジテック株式会社
大分東 株式会社 木下築炉
大分東 特別養護老人ホーム光明園
大分東 大分鉛鐵㈱
大分東 ㈱ライフテック・井上
大分東 幸青果
大分東 有限会社双葉工業
大分東 有限会社姫野工務店
大分東 孝基建設株式会社
大分東 ㈱セキ土建
大分東 杉崎工業㈲
大分東 大分県漁業協同組合佐賀関支店
大分東 大分市東消防署 佐賀関分署
大分東 有限会社 広和工業
大分東 ㈲藤澤建設
大分東 社会福祉法人大分市福祉会
大分東 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 大分東事業所
大分東 株式会社 大分銀行 鶴崎支店
大分東 三和 株式会社
大分東 大分税関支署
大分東 日進メンテナンス株式会社
大分東 社会福祉法人西浜会さわやか荘
大分東 小手川電業株式会社
大分東 大分金子スイミングスクール鶴崎校
大分東 わかば台クリニック
大分東 髙正工業株式会社
大分東 コベルコ建機日本株式会社 大分営業所
大分東 介護老人保健施設 大分豊寿苑
大分東 新日本非破壊検査株式会社大分営業所
大分東 ㈲岡村環境開発
大分東 芝浦エレテック株式会社大分営業所
大分東 JX金属製錬株式会社 佐賀関製錬所
大分東 (株)元祖・としね
大分東 富田薬品㈱ 大分支店
大分東 株式会社ニシケン大分東営業所
大分東 大分容器工業所㈲
大分東 東九州機械工業㈱
大分東 ㈱テック・エンジニアリング
大分東 大分自動二輪車教習所
大分東 株式会社大高組
大分東 弘洋工業㈱
大分東 （株）ティー･シージャパン
大分東 エア・ウォーター西日本株式会社九州支社北九州支店大分営業所
大分東 有限会社 五大計装
大分東 ㈱ガス設備
大分東 ㈲樋口商店
大分東 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ株式会社 九州ふそう大分支店



大分東 社会福祉法人 長久会
大分東 ㈱ウエキコーポレーション大分営業所
大分東 株式会社ネオス 大分精密工場
大分東 冨国電機㈲
大分東 大分県酒類卸㈱大分営業所
大分東 宮脇建設㈱
大分東 ㈱河合組
大分南 社会福祉法人 新友会 ひまわり畑
大分南 大分県企業局総合管理センター工業用水道管理部
大分南 第二杉の木園
大分南 株式会社黒田建商
大分南 アイティーアイ株式会社大分支店
大分南 有限会社 高田設備
大分南 運転代行 はっぴぃ
大分南 日清医療食品株式会社南九州支店大分営業所
大分南 タナベ環境工学株式会社
大分南 医療法人福寿会 日野病院
大分南 有限会社 大分エンゼル商事
大分南 （株）日本マイクロニクス大分テクノロジーラボラトリー
大分南 日本郵便株式会社 戸次郵便局
大分南 障害者支援施設 第二博愛寮
大分南 有限会社 麻生自動車整備工場
大分南 フクダライフテック九州株式会社大分営業所
大分南 運転代行ななせ
大分南 九州福祉医療サービス株式会社
大分南 ジェイコム大分エンジニアリング株式会社
大分南 医療法人 畏敬会 井野邉病院
大分南 ＮＩＰＰＯ･日本道路共同体 大分共同アスコン
大分南 フクダ電子西部南販売株式会社 大分営業所
大分南 大分サニーヒルゴルフ倶楽部
大分南 大分県立二豊学園
大分南 大分県産業科学技術センター
大分南 有限会社煤田組
大分南 運転代行 アース
大分南 運転代行ゴールド
大分南 大分音響株式会社
大分南 株式会社吉原
大分南 ひだまり荘株式会社
大分南 有限会社ﾀﾞｲﾅﾝ
大分南 大分市南消防署
大分南 介護老人保健施設ﾒﾃﾞﾞｨｹｱふじが丘
大分南 大分県のぞみ園
大分南 社会福祉法人 三愛会 そうだ藤の森
大分南 社会福祉法人 若山会
大分南 ワタキューセイモア株式会社大分営業所
大分南 大分ケーブルテレコム株式会社
大分南 大分県警察本部警務部留置管理課
大分南 大分県立大分雄城台高等学校
大分南 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社大分支店
大分南 大分スバル自動車株式会社 カースポット大分
大分南 株式会社九州テラオカ大分営業所
大分南 運転代行さとう
大分南 極東興和株式会社大分営業所
大分南 野津原自動車整備工場
大分南 （株）ダイワ大分営業所
大分南 公益財団法人 大分県環境管理協会
大分南 株式会社 東九
大分南 社会福祉法人 新樹会
大分南 ケアパートナー賀来



大分南 有限会社 庄内衛生社
大分南 グリーンコープ生協おおいた大分西センター
大分南 （株）ﾌｧﾙｺﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ大分営業所
大分南 独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院
大分南 ゆうびクリーンサポート有限会社
大分南 社会福祉法人龍和会
大分南 大分市福宗環境センター
大分南 有限会社ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾝ
大分南 株式会社クロレラ本社
大分南 キッセイ薬品工業株式会社大分営業所
大分南 アイ･ケイ･ケイ株式会社大分支店
大分南 大分県立大分工業高等学校
大分南 日本光電工業株式会社九州支店大分営業所
大分南 新陽工事株式会社
大分南 大分県動物愛護センター
大分南 株式会社スズキ自販大分 賀来店
大分南 株式会社スズキ自販大分敷戸店
大分南 運転代行ＫＩＮＧ
大分南 株式会社南陽大分支店
大分南 大分市役所野津原支所
大分南 株式会社山丁
大分南 運転代行ゆう
大分南 有限会社クリーンテック
大分南 有限会社龍成工業
大分南 有限会社創研ビルサービス
大分南 株式会社利健
大分南 イエローキャブ１
大分南 鑑識科学センター
大分南 株式会社匠研工業
大分南 大分県農業協同組合中部事業部庄内支店
大分南 合同会社ジョイファーム大分
大分南 ㈱日野建設工業
大分南 タマホーム株式会社 大分支店
大分南 日伸テクノ株式会社
大分南 株式会社ヤマダデンキ  大分わさだ店
大分南 インフラテック株式会社大分営業所
大分南 文化シヤッター株式会社大分営業所
大分南 わさだ訪問看護ステーション
大分南 有限会社クリーンカンパニー
大分南 社会福祉法人博愛会キッチン花亭
大分南 株式会社EC
大分南 株式会社エーアール
大分南 株式会社NIPPO大分統括事務所
大分南 株式会社NIPPO大分出張所
大分南 株式会社小畑建設工業
大分南 玄武電設株式会社
大分南 高齢者向け複合施設山桜花
大分南 ホームワイドプラス賀来店
大分南 日本郵便株式会社 野津原郵便局
大分南 大分県立由布高等学校
大分南 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社大分西事業所
大分南 社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター
大分南 株式会社人健メディカルライジング
大分南 運転代行ダイコーエース
大分南 （株）中九州クボタ大分営業所
大分南 医療法人社団 青樹会 リバーサイド病院
大分南 大栄建設工業株式会社
大分南 ミサワリフォーム九州株式会社大分店
大分南 有限会社宮崎マイカーセンター



大分南 九州機械保線株式会社 大分作業所
大分南 株式会社フロンティア大分営業所
大分南 社会医療法人三愛会介護老人保健施設たばる
大分南 株式会社 佐々木冷菓 大分支店
大分南 パラマウントケアサービス株式会社大分センター
大分南 ニプロ株式会社熊本支店大分営業所
大分南 運転代行かえる
大分南 株式会社クリアード
大分南 ファミリーマート大分南営業所
大分南 （株）中九州クボタ庄内営業所
大分南 株式会社ファミリーマート九州リージョン大分営業所
大分南 ユワキヤ醤油株式会社
大分南 （株）九州マツダ大分宮崎店
大分南 社会福祉法人寿永会障害者支援施設小松寮
大分南 株式会社別大興産 賀来店
大分南 いづみ印刷（株）
大分南 医療法人たかはし泌尿器科
大分南 介護保険相談センターさんあい
大分南 （株）東藤コーポレーション
大分南 敷戸ふない幼稚園
大分南 (株)玉井木材センター
大分南 ＡＮＡＩ株式会社
大分南 ㈱大菱産業
大分南 指定介護老人福祉施設清静園
大分南 精巧エンジニアリング株式会社
大分南 学校法人道徳学園のだ山幼稚園
大分南 ㈱庄内建設
大分南 由布市役所挾間振興局
大分南 社会福祉法人新友会ひまわりの家
大分南 柴田建設㈱
大分南 日本郵便株式会社 庄内郵便局
大分南 由布市役所 本庁舎
大分南 学校法人三信学園やまばと幼稚園
大分南 サンヨー薬品㈱
大分南 総合ケアセンター情和園
大分南 日本郵便株式会社由布院郵便局
大分南 社会福祉法人庄内厚生館
大分南 湯布院環境衛生サービスセンター
大分南 陸上自衛隊湯布院駐屯地
大分南 社会福祉法人和幸会向陽学園
大分南 ㈱リョーユーパン大分支店
大分南 日立建機日本株式会社大分営業所
大分南 湯布高原㈱
大分南 後藤総合工業㈱
大分南 由布市役所湯布院振興局
大分南 ㈱松喜屋
大分南 前田道路株式会社大分合材工場
大分南 富士見が丘幼稚園
大分南 ㈲平山土木
大分南 ピーエム工業株式会社
大分南 (株)由布院楽志庵  ゆふいん七色の風   
大分南 山下医科器械（株）大分支社
大分南 大分自動車整備協業組合
大分南 国立大学法人大分大学医学部
大分南 西部清掃事業所
大分南 由布市消防本部
大分南 ㈱クリニカル・サポート大分
大分南 ㈱小出建設
大分南 ㈱サニックス大分営業所



大分南 大分ダイハツ販売㈱
大分南 ニノミヤ物産株式会社 大分支店
大分南 九州乳業株式会社
大分南 大分県警察本部警備部機動隊
大分南 大分県警察学校
大分南 共和コンクリート工業（株）大分営業所
大分南 タナベ環境工学㈱
大分南 大分県酪農業協同組合
大分南 株式会社 秋吉組
大分南 ㈲幸野組
大分南 光伸ガス㈱
大分南 株式会社キチセ
大分南 九州高原開発株式会社
大分南 有限会社小野屋車輌
大分南 株式会社大谷商会
大分南 大分市医師会立アルメイダ病院
大分南 有限会社江藤牧場
大分南 大分スバル自動車(株)本社・大分店
大分南 阿部建設株式会社
大分南 ㈱プロテック麻生
大分南 日本郵便株式会社 大分南郵便局
大分南 大分トヨタ自動車株式会社
大分南 大分県地域成人病検診センター
大分南 小出産業有限会社
大分南 医療法人 親和会 衛藤病院
大分南 社会福祉法人新友会ひまわり園
大分南 株式会社 うえき瓦工業
大分南 共同電気工事㈱
大分南 ㈱クイック工業
大分南 ㈲松尾緑地建設
大分南 大熊電設㈱
大分南 社会医療法人財団 天心堂
大分南 大分県中部保健所由布保健部
大分南 トヨミツ工業株式会社
大分南 社会福祉法人愛の園福祉会 ひばりこども園
大分南 株式会社日建総合建設
大分南 ㈲下谷商店
大分南 ㈱献崇開発
大分南 ㈱菊家
大分南 （株）後藤住建産業
大分南 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社大分フロントセンター
大分南 大分弾薬支処
大分南 株式会社九大技建
大分南 ㈲栄光産業
大分南 南大分代行
大分南 大分県企業局総合管理センター
大分南 富士フイルムメディカル株式会社
大分南 ㈱デンケン
大分南 社会福祉法人シンフォニー
大分南 建設サービス㈱大分営業所
大分南 大分県湯布院町体育協会
大分南 株式会社挾間生コン
大分南 ㈱ランドスケープ別大
大分南 安部重機建設㈱
大分南 新地開発㈲
大分南 株式会社賀来設備
大分南 コマツカスタマーサポート株式会社
大分南 社会福祉法人由布市社会福祉協議会
大分南 大分県農業協同組合さわやか地域本部



大分南 大分金子スポーツ振興（株）大分金子スイミングスクール府内大橋校
大分南 株式会社 ヒロセ
大分南 医療法人謙誠会博愛病院
大分南 特別養護老人ホーム創生の里
大分南 杉の木園
大分南 株式会社山水館
大分南 大分南警察署
大分南 東和安全産業㈱
大分南 大分金子スポーツ振興㈱大分金子スイミングスクールわさだ校
大分南 アネット株式会社湯平工場
大分南 株式会社ホテルことぶき
大分南 九州林産(株)林業部
大分南 国立大学法人  大分大学
大分南 大分県立由布支援学校
大分南 （株）ファイン
大分南 ㈲コーリン建設
大分南 大分県立新生支援学校
大分南 日本連合警備株式会社
大分南 ㈱山下組
大分南 社会医療法人三愛会介護老人保健施設わさだケアセンター
大分南 社会福祉法人 七瀬陽史会
大分南 社会福祉法人吉野誠心会
大分南 大分県立大分南高等学校
大分南 (株)AKシステム
大分南 おおいた森林組合
大分南 ㈱サン建コンサルタント
大分南 大分スプリングプール株式会社
大分南 ㈱南陽レンテック大分営業所
大分南 医療法人創寿会小野鶴養生院
大分南 学校法人ふじが丘幼稚園
大分南 ㈱ヤンマー農機大分庄内支店
大分南 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ東九州株式会社
別府 社会福祉法人 別府市社会福祉協議会
別府 湯けむり代行
別府 大和冷機工業株式会社  別府営業所
別府 医療法人別府玄々堂
別府 運転代行ピース
別府 株式会社ティ・エフ・シー
別府 有限会社 足立工業
別府 有限会社トーヨービルメン
別府 グリーンコープ生活協同組合おおいた別府センター
別府 大銀ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社別府営業所
別府 江藤酸素株式会社別府医療営業所
別府 株式会社板井装飾
別府 ﾘｿﾞｰﾋﾟｱ別府
別府 株式会社安部勇建設
別府 大東建託株式会社別府支店
別府 陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊第1中隊
別府 株式会社ﾄｰﾎｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ別府営業所
別府 陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊重迫撃砲中隊
別府 今日新聞社
別府 有限会社仁田野建設
別府 東邦物産株式会社
別府 大分三菱自動車販売株式会社別府店
別府 陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊第2中隊
別府 陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊第3中隊
別府 社会福祉法人  豊心会
別府 陸上自衛隊別府駐屯地第４１普通科連隊本部管理中隊
別府 陸上自衛隊別府駐屯地



別府 株式会社 美咲
別府 ｾﾝﾄｹｱ九州株式会社セントケア別府
別府 大岩電工株式会社別府営業所
別府 特別養護老人ホーム静雲荘
別府 社会福祉法人貴船会
別府 陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊第4中隊
別府 有限会社肉のぶんご
別府 有限会社 渡辺土木
別府 大分ガスエネルギー株式会社
別府 有限会社サンエスメンテナンス
別府 医療法人社団仁泉会
別府 あおば保育園
別府 軽費老人ホーム別府石垣園
別府 社会福祉法人泰生会別府ナーシングホーム泰生園
別府 株式会社美装管理
別府 和光熱設工業株式会社
別府 有限会社龍沼クリーン
別府 島津産業株式会社
別府 けんちゃん代行
別府 日東防疫株式会社
別府 株式会社タイガー
別府 高齢者ケアセンター茶寿苑
別府 株式会社冨士見製氷工場
別府 ㈲別府ボデー自動車工業
別府 株式会社別大警備保障
別府 社会福祉法人アルバハウスたけのこ
別府 ホシザキ南九株式会社別府営業所
別府 別府スズキ販売有限会社
別府 光陽自動車有限会社
別府 社会福祉法人白鳳会 恵幸園デイサービスセンター
別府 有限会社フジ設備工業
別府 ㈲別府コニー
別府 有限会社福田建設
別府 ㈲友永設備工業
別府 有限会社仁田野工業
別府 有限会社大塚ボーリング工業
別府 社会福祉法人洗心会
別府 横井建設有限会社
別府 別府中央幼稚園
別府 ㈲九州スチール工業
別府 ㈲中部自動車整備工場
別府 有限会社 丸富士工業
別府 訪問看護ステーション デューン別府
別府 大分県立別府鶴見丘高等学校
別府 株式会社 ラクテンチ
別府 株式会社翔薬別府支店
別府 有限会社サイズ
別府 株式会社デンザイ東亜別府営業所
別府 株式会社九州マツダ別府店
別府 株式会社 別大興産 別府駅前店
別府 株式会社コーナン
別府 （医）聡明会 児玉病院
別府 株式会社 創建
別府 大分県立別府翔青高等学校
別府 一般社団法人 別府市医師会
別府 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社別府営業所
別府 日本郵便株式会社 別府郵便局
別府 ちょうさん代行
別府 日本ハムマーケティング株式会社大分営業所



別府 有限会社大野興業
別府 ＦＣミネルバ
別府 有限会社 別府浄化槽管理センター
別府 社会福祉法人グリーンコーポふくしサービスセンターたんぽぽ
別府 メディカルケアホーム エミアス鉄輪
別府 釘宮整形外科リハビリクリニック
別府 洋服の青山 新別府店
別府 株式会社 五島エレベーター
別府 株式会社別電工業
別府 株式会社スズキ自販大分スズキアリーナ別府
別府 株式会社 大分銀行鉄輪支店兼亀川支店
別府 株式会社晟建設工業
別府 合同会社ＫＯＵＤＡＩ（代行別大）
別府 株式会社 ゆうちょ銀行別府店
別府 別府商工会議所
別府 富田薬品株式会社別府営業所
別府 別府市市民福祉部生活環境課 清掃事務所
別府 運転代行 エース Ｇrow
別府 別府県税事務所
別府 代行 ふくちゃん
別府 有限会社加藤ボーリング工業
別府 自衛隊大分地方協力本部別府地域事務所
別府 株式会社日本リース別府営業所
別府 ＣＴＢメディア株式会社
別府 株式会社大分電設別府営業所
別府 オートバックス大分別府店
別府 医療法人財団親幸会浜脇記念病院
別府 有限会社 別府表具センター
別府 九州労働金庫別府支店
別府 日本年金機構 別府年金事務所
別府 株式会社 サンプラス
別府 株式会社ＪＡべっぷ日出福祉センター
別府 株式会社ＪＡべっぷ日出 プリエール天寿の杜
別府 株式会社伊予銀行別府支店
別府 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 別府点検事務所
別府 社会福祉法人 べっぷ優ゆう
別府 一般社団法人 夢未来舎
別府 ネストライブ株式会社
別府 株式会社 両築
別府 九州ビルウェア株式会社別府事業所
別府 有限会社 豊田緑化
別府 別府運転代行センター
別府 運転代行イースト
別府 株式会社別大興産
別府 株式会社 大分銀行別府支店
別府 ホテル芳泉鶴
別府 大東建託パートナーズ株式会社別府営業所
別府 有限会社 大分タキ
別府 大分県立南石垣支援学校
別府 有限会社秋則建設
別府 べっぷ日出農業協同組合
別府 九州電力送配電株式会社 別府配電事業所
別府 高崎建材株式会社
別府 別府警察署
別府 長幸建設株式会社
別府 南光物産株式会社
別府 合資会社 永富商店
別府 株式会社高橋正現商店
別府 合資会社 玉屋クリーニング商会



別府 株式会社城島高原オペレーションズ
別府 株式会社 田吹ムトウ別府営業部
別府 二和カラー株式会社
別府 有限会社泉都葬祭社
別府 別府温泉 杉乃井ホテル
別府 つるみ観光株式会社
別府 医療法人社団春日会
別府 宝物産株式会社
別府 有限会社佐藤葬祭社
別府 社会福祉法人太陽の家
別府 大分県別府土木事務所
別府 別府の森ゴルフ倶楽部
別府 医療法人博愛会別府中央病院
別府 フンドーキン醤油株式会社別府営業所
別府 株式会社平和マネキン
別府 亀の井自動車学校・別府
別府 日本郵便株式会社 別府郵便局
別府 西日本液化ガス株式会社大分支店
別府 大分県東部保健所
別府 三光建設工業株式会社
別府 大分みらい信用金庫
別府 ㈱ベッテン
別府 フジヨシ醤油株式会社
別府 光綜合工業株式会社
別府 社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター
別府 日本地熱興業株式会社
別府 別府市消防本部
別府 株式会社浦松建設
別府 リコージャパン株式会社販売事業本部大分支社別府営業部別府事業所
別府 株式会社オー・ビー・シー
別府 大分瓦斯株式会社別府営業所
別府 大分県立別府支援学校
別府 株式会社エトーシン
別府 内山緑地建設 株式会社 大分営業所
別府 旅館山水館
別府 カトリック海の星幼稚園
別府 合資会社小野塗料店
別府 社会福祉法人 一燈園
別府 合資会社家近物産
別府 株式会社 安部組
別府 朝日綜合管理株式会社
別府 有限会社梶原松風園
別府 社会福祉法人 栄光園
別府 合資会社芦刈塗装
別府 合資会社草本商店
別府 第一ビル管理株式会社
別府 学校法人別府大学
別府 株式会社サニクリーン九州別府営業所
別府 救世主教
別府 ㈱萱島商会
別府 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター
別府 大分ヤクルト販売株式会社
別府 交永電気工事株式会社
別府 ㈱荻原書籍
別府 株式会社 九電工 別府営業所
別府 九州電力株式会社別府営業所
別府 株式会社カワモト
別府 大分県厚生農業協同組合連合会
別府 大分県酒類卸株式会社別府営業所



別府 一般財団法人大分健康管理協会
別府 株式会社サンヨーコーヒーフーズ
別府 株式会社後藤工務店
別府 いろは商事株式会社
別府 株式会社 大島電設
別府 有限会社 三光電機
別府 有限会社森工機
別府 斎藤土木有限会社
別府 株式会社ダイプロ別府
別府 株式会社平野工務店
別府 株式会社國本組
別府 有限会社岩田屋鮮魚店
別府 株式会社 西石油
別府 ㈲飯田土木
別府 学校法人真愛幼稚園
別府 別府市管工事協同組合
別府 株式会社小俣電設工業
別府 株式会社唱和電工
別府 有限会社岩崎クレーン工業
別府 有限会社 橋本電設
別府 有限会社 ミカド肉店
別府 高石土木株式会社
別府 みなとタクシー株式会社南立石営業所
別府 有限会社ホテル好楽
別府 株式会社榮晃建設工業
別府 有限会社小野自動車工場
別府 ㈲かるかん堂中村家
別府 株式会社 長松商店
別府 有限会社園田電機商会
別府 株式会社堀文
別府 株式会社信和
別府 株式会社萬洋
別府 別府青果株式会社
別府 産秀建設株式会社
別府 大分県米穀卸株式会社別府営業所
別府 大陽日酸エネルギー（株）九州支社大分営業所
別府 有限会社正木屋商店
別府 株式会社 藤良建設
別府 株式会社 ユウキ
別府 真砂建設有限会社
別府 自衛隊別府病院
別府 旅館楽々園
別府 (株)幸建設
別府 株式会社山本電業社
別府 有限会社 山脇金物店
別府 明大工業株式会社
別府 学校法人わかば幼稚園
別府 学校法人溝部学園
別府 有限会社ホテルニュー松実
別府 マルトウ物産販売株式会社
別府 株式会社ホンダ四輪販売福岡・大分別府横断道路店
別府 別府ロープウェイ株式会社
別府 別府市役所
別府 別府市上下水道局
別府 株式会社エー・イー・デー
別府 有限会社増田自動車整備工場
別府 医療法人慈愛会
別府 大分スバル自動車株式会社 別府店
別府 別府朝日園



別府 共立クリーンサービス有限会社
別府 株式会社 ホンダ四輪販売福岡・大分 別府上人ヶ浜店
別府 株式会社リリー
別府 株式会社 風月
別府 株式会社アステム 別府支店
別府 松田建築㈲
別府 株式会社 ツー・バイ・ツー
別府 大分日産自動車株式会社別府若草店
別府 有限会社どんど焼本舗
別府 株式会社和田組
別府 別府税務署
別府 陸上自衛隊別府駐屯地業務隊
別府 旭環境管理株式会社
別府 株式会社 ＥＣＯＳＳ

杵築日出 株式会社 山下商店
杵築日出 公益社団法人   杵築市地域活性化センター
杵築日出 社会福祉法人 杵築・速見のぞみ会
杵築日出 杵築測量設計株式会社
杵築日出 ホンダ太陽株式会社
杵築日出 株式会社ダイプロ別杵国東販売杵築営業所
杵築日出 代行運転 ７・スター
杵築日出 ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社日出営業所
杵築日出 ﾎﾃﾙｿﾗｰｼﾞｭ大分日出
杵築日出 大分県東部振興局日出水利耕地事務所
杵築日出 株式会社ユービック
杵築日出 日豊工業株式会社
杵築日出 喜楽鉱業株式会社 大分営業所
杵築日出 株式会社ＪＡべっぷ日出プリエール暘谷
杵築日出 生活協同組合ｺｰﾌﾟおおいた日出センター
杵築日出 運転代行エース別府
杵築日出 大分県渓泉寮
杵築日出 サントリービバレッジサービス(株)大分北営業所
杵築日出 大分県立日出支援学校
杵築日出 ㈲優愛建設工業
杵築日出 ㈱ベッキ
杵築日出 株式会社大分銀行杵築支店
杵築日出 介護老人保健施設しおはま
杵築日出 (有)岡山工務店
杵築日出 日伸建設工業㈱
杵築日出 大分県立日出総合高等学校
杵築日出 株式会社 藤伸
杵築日出 ㈱クリーンアップ日出営業所
杵築日出 ㈲幸喜屋
杵築日出 別府ゴルフ倶楽部
杵築日出 有限会社野中電気
杵築日出 株式会社エコ・テックエダマ
杵築日出 有限会社渡辺土木
杵築日出 株式会社 穴井電機
杵築日出 株式会社TKIM
杵築日出 ＫＴジャパン
杵築日出 医療法人オレンジ会
杵築日出 大分県漁業協同組合杵築支店
杵築日出 割烹 さつき
杵築日出 医療法人 恵友会 杵築中央病院
杵築日出 日本郵便株式会社 日出郵便局
杵築日出 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社日出セールスセンター
杵築日出 有限会社 アローズ
杵築日出 医療法人大生会
杵築日出 有限会社 角野建設



杵築日出 大分県農業共済組合東部支所
杵築日出 平成建設株式会社
杵築日出 一般財団法人九州電気保安協会日出営業所
杵築日出 杵築市立山香病院
杵築日出 運転代行 こいのぼり
杵築日出 九州旅客鉄道（株）杵築工務センター
杵築日出 株式会社アイ・エス・アイ
杵築日出 (株)西尾商店
杵築日出 株式会社小松建設
杵築日出 ㈱昭和建設工業
杵築日出 渡辺建設  株式会社
杵築日出 大分県農業協同組合山香支店
杵築日出 日本郵便株式会社 山香郵便局
杵築日出 杵築市役所  山香庁舎
杵築日出 別杵速見森林組合
杵築日出 第１みのり学園
杵築日出 別鉄サッシ工業株式会社
杵築日出 ㈲藤建設
杵築日出 杵築日出警察署
杵築日出 二階堂酒造㈲
杵築日出 株式会社 日出電機
杵築日出 ㈲中野俊彦商店
杵築日出 清家石油㈱
杵築日出 ㈱佐野土木建設
杵築日出 ㈲児玉工業
杵築日出 片倉コープアグリ株式会社九州支店
杵築日出 ヤンマーアグリジャパン株式会社日出支店
杵築日出 ㈲大塚組
杵築日出 ㈱イマハシ
杵築日出 ㈲浅野建設
杵築日出 ㈲山香水道
杵築日出 日出水産㈱
杵築日出 べっぷ日出農業協同組合 日出支店
杵築日出 社会福祉法人暘谷福祉会
杵築日出 日出町役場
杵築日出 指定障害者支援施設ゆうわ
杵築日出 社会福祉法人聖母の騎士会ナザレトの家
杵築日出 ㈱日出ハイテック
杵築日出 ㈲石川建設
杵築日出 コカ・コーラボトラーズジャパンﾞ㈱大分東営業所
杵築日出 株式会社ホープ再油
杵築日出 ㈲新栄設備
杵築日出 医療法人 久寿会
杵築日出 ㈲ヤマヨシ
杵築日出 介護老人保健施設ｻﾝﾗｲｽﾞ･ﾋﾞｭｰ
杵築日出 株式会社ＯＳＲ大分船舶
杵築日出 有限会社竹林建設
杵築日出 ㈲九州真珠工業所
杵築日出 有限会社 吉弘建設
杵築日出 大和リゾート株式会社Hotel&Resorts BEPPUWAN
杵築日出 大建コンクリート株式会社
杵築日出 ㈱サンリオエンターテイメント
杵築日出 (有)日出クレーン
杵築日出 ㈱上野建設
杵築日出 株式会社ホックス
杵築日出 社会福祉法人日出町社会福祉協議会
杵築日出 ㈱大分日本無線サービス
杵築日出 ㈲荷宮電工
杵築日出 国東重販株式会社



杵築日出 社会福祉法人 オレンジ福祉会
杵築日出 社会福祉法人 ひまわり
杵築日出 社会福祉法人みのり村障害者支援施設白萩園
杵築日出 ㈲ふじ環境センター
杵築日出 ㈲杵築衛生社
杵築日出 有限会社杵築自動車工業
杵築日出 ㈲富来造園土木
杵築日出 ㈱アペックス工業
杵築日出 ㈱高原建設
杵築日出 ㈲溝部葬儀社
杵築日出 医療法人功尚会
杵築日出 ひまわり
杵築日出 ㈱富士薬品別府営業所
杵築日出 大神建設㈲
杵築日出 株式会社木村コーポレイション
杵築日出 九州開発株式会社
杵築日出 有限会社ﾋﾛ建設
杵築日出 有限会社 大田建設
杵築日出 有限会社 キダ重機
杵築日出 社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会
杵築日出 大分県立 杵築高等学校
杵築日出 有限会社高橋水産
杵築日出 堀内商会自動車整備センター
杵築日出 杵築市役所大田庁舎
杵築日出 大分三菱自動車販売株式会社杵築店
杵築日出 上杉建設工業㈱
杵築日出 ㈲山本組
杵築日出 ㈲元島徳治商店
杵築日出 ㈱荒巻商店
杵築日出 江藤工業㈲
杵築日出 ㈱ジェイエイフーズおおいた
杵築日出 株式会社大分ビルダー
杵築日出 ㈱加来商店
杵築日出 杵築石油合資会社
杵築日出 日本郵便株式会社 杵築郵便局
杵築日出 杵築市役所 杵築本庁舎
杵築日出 大分県農業協同組合東部事業部杵築事業所
杵築日出 ㈱杵築建設
杵築日出 ㈲福永セメント工業所
杵築日出 ㈱木元電設
杵築日出 杵築速見消防組合
杵築日出 佐々木設備
杵築日出 株式会社 城山建設
杵築日出 田中ゴム化学工業㈱
杵築日出 ㈲つるみ工業
杵築日出 株式会社トアルソン大分工場
杵築日出 ㈲びんごや
杵築日出 ㈲若栄屋
杵築日出 ㈲三重野燃料
杵築日出 木村商事 株式会社

国東 イワタニ九州株式会社大分支店国東マルヰガス営業所
国東 国東市社会福祉協議会国見支所
国東 くにみ農産加工有限会社
国東 老人保健施設ウェルハウスしらさぎ
国東 太洋プレコン有限会社
国東 くにさきエコシステム株式会社
国東 キュウセツＡＱＵＡ株式会社国東農場
国東 医療法人 鶴玲会(メディケア亀寿苑)
国東 医療法人 ﾒﾃﾞｨｹｱｱﾗｲｱﾝｽ



国東 国見興産有限会社
国東 有限会社 川田電気商会
国東 国土交通省大阪航空局大分空港事務所
国東 有限会社 田原建設
国東 由布合成化学株式会社大分工場
国東 特別養護老人ホーム 鈴鳴荘
国東 国東市社会福祉協議会安岐支所
国東 有限会社 志村電設
国東 旭工業株式会社
国東 大分県農業協同組合
国東 有限会社 丸萬
国東 株式会社後藤組
国東 国東市民病院
国東 日本郵便株式会社 国見郵便局
国東 医療法人 福永胃腸科外科医院
国東 ムサシ工業株式会社
国東 本田航空株式会社大分事業所
国東 ネストライブ株式会社大分第一営業所
国東 株式会社スズキ自販大分国東店
国東 有限会社 川口屋
国東 公益社団法人国東市農業公社
国東 株式会社ＰａｃｉｆｉｃＢｌｕｅ－Ｊａｐａｎ
国東 株式会社大分宇部安岐工場
国東 日本郵便株式会社 武蔵郵便局
国東 日本郵便株式会社 富来郵便局
国東 有限会社 安岐梅光社
国東 社会福祉法人 共生荘 障がい者サポートセンター 三角ベース
国東 日本郵便株式会社  安岐郵便局
国東 医療法人 昂陽会 通所リハビリテーション はなみずき
国東 株式会社インタフェース
国東 大分県立国東高等学校
国東 社会福祉法人  くにさき福祉会
国東 医療法人 ほとけの里
国東 社会福祉法人秀渓会
国東 有限会社 志まる
国東 ホテル ヴィラ・くにさき
国東 萱島酒造有限会社
国東 国東市社会福祉協議会国東支所
国東 国東生コン有限会社
国東 国東自動車学校
国東 国東市役所国見総合支所
国東 国東警察署
国東 国東市役所
国東 日本郵便株式会社 国東郵便局
国東 大分県国東土木事務所
国東 木戸産業株式会社
国東 株式会社 財前組
国東 株式会社 九電工国東営業所
国東 麻田建設有限会社
国東 大分県東部振興局
国東 有限会社 江本組
国東 有限会社 一丸建設
国東 有限会社 いこいの村国東
国東 有限会社 一丸モータース
国東 株式会社 秋田建設工業
国東 国東市役所安岐総合支所
国東 国東物産株式会社
国東 株式会社 菅組姫島出張所
国東 有限会社 清末組



国東 国東市役所武蔵総合支所
国東 国東森林組合
国東 佐藤建設株式会社
国東 山口水道工業株式会社
国東 ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社
国東 国東市社会福祉協議会
国東 むさしこども園
国東 有限会社 廣瀬建設
国東 株式会社 三浦建設
国東 三國屋旅館
国東 豊栄建設株式会社
国東 有限会社 堀田産業
国東 タキグチ商事株式会社
国東 双国ガス株式会社
国東 大分県漁業協同組合姫島支店
国東 深弘産業株式会社
国東 株式会社 ダイプロ別杵国東国東支店
国東 堤株式会社
国東 有限会社 中田水産
国東 有限会社 姫島建設
国東 姫島村役場
国東 国東市消防本部
国東 姫島車えび養殖株式会社

豊後高田 有限会社  中屋
豊後高田 株式会社トヨ･テック
豊後高田 佐々木工業株式会社高田支店
豊後高田 ㈲中之島旅館
豊後高田 西日本土木㈱生コン工場
豊後高田 株式会社堤産業
豊後高田 大分石油㈱高田支店
豊後高田 ㈱佛信堂
豊後高田 医療法人新生会 高田中央病院
豊後高田 社会福祉法人育心会コスモス
豊後高田 介護老人保健施設希の里
豊後高田 北伸建設株式会社
豊後高田 佐々木建設㈱
豊後高田 永岡物産株式会社ホテル清照
豊後高田 社会福祉法人みづほ育成会
豊後高田 大分県立高田高等学校
豊後高田 福まる代行
豊後高田 佐々木商事株式会社
豊後高田 梅乃屋
豊後高田 有限会社 広域清掃社
豊後高田 社会福祉法人 興隆会 和光保育園
豊後高田 山田興産㈱
豊後高田 大分県北部保健所 豊後高田保健部
豊後高田 府内運転代行
豊後高田 株式会社大分銀行高田支店
豊後高田 スマイル運転代行
豊後高田 大分県農林水産研究指導センター水産研究部北部水産グループ
豊後高田 大分県農業協同組合 プリエール豊後の杜
豊後高田 大分県農業協同組合北部事業部豊後高田グリーンセンター
豊後高田 真玉代行
豊後高田 株式会社中九州クボタ高田営業所
豊後高田 豊後高田警察署
豊後高田 社会福祉法人 ひまわり会
豊後高田 株式会社 日豊ケアサービス
豊後高田 株式会社ダイプロ北部販売高田営業所
豊後高田 ティー代行



豊後高田 コロン株式会社大分工場
豊後高田 両子運転代行社
豊後高田 大分綜合建設㈱
豊後高田 高田建設㈱
豊後高田 地方卸売市場㈱高田魚市場
豊後高田 ㈱菅組
豊後高田 ㈲次郎丸建設
豊後高田 ㈲三進建設
豊後高田 ㈲坂本建設
豊後高田 佐々木食品工業㈱
豊後高田 豊後高田市消防本部
豊後高田 ㈲辛山工業
豊後高田 株式会社クローバー食品
豊後高田 ヤンマー農機販売株式会社高田支店
豊後高田 奥田建設㈱
豊後高田 ㈱宇留嶋建設工業
豊後高田 ㈲在永商店
豊後高田 安部石油株式会社
豊後高田 ドラコ・ビッグ有限会社
豊後高田 美和土建有限会社
豊後高田 九州特殊土木㈱
豊後高田 ㈲平野建材店
豊後高田 豊後高田市真玉市民センター（真玉庁舎）
豊後高田 ㈱真玉建設
豊後高田 ㈱南設備工業
豊後高田 有限会社川野製瓦工場
豊後高田 大分県豊後高田土木事務所
豊後高田 豊後高田市役所高田庁舎
豊後高田 有限会社 豊の里自動車学校
豊後高田 株式会社 双子
豊後高田 大分県農業協同組合 豊後高田支店
豊後高田 二豊ガス株式会社
豊後高田 ㈲中村機工
豊後高田 堤生コン株式会社
豊後高田 ㈱中村建材店
豊後高田 ㈲中村設備サービス
豊後高田 ㈲中村商店
豊後高田 日本郵便株式会社豊後高田郵便局
豊後高田 中之島鉄工株式会社
豊後高田 ㈱日興製作所
豊後高田 西日本土木株式会社

宇佐 大分県立宇佐支援学校
宇佐 有限会社津房館
宇佐 567代行
宇佐 魚処丸萬
宇佐 日本郵便株式会社 長洲郵便局
宇佐 医療法人明徳会 佐藤第一病院
宇佐 ひびき運転代行社
宇佐 生活協同組合ｺｰﾌﾟおおいた宇佐ｾﾝﾀｰ
宇佐 介護保険サービスセンター    あさぎり
宇佐 ダスキン宇佐 有限会社 五所商事
宇佐 株式会社  損害ジャパン宇佐営業所
宇佐 株式会社  八幡空調設備
宇佐 社会福祉法人 宇水会
宇佐 社会福祉法人      明峰会
宇佐 大分県糸口厚生園
宇佐 宇佐市学校給食ｾﾝﾀｰ
宇佐 宇佐市清掃事業局
宇佐 日本郵便株式会社四日市郵便局



宇佐 マレリ九州株式会社
宇佐 有限会社丸吉土木
宇佐 日本郵便株式会社安心院郵便局
宇佐 大分県北部振興局
宇佐 株式会社   久保製作所
宇佐 大分ロード有限会社
宇佐 特別養護老人ホーム妻垣荘
宇佐 介護老人保健施設清流荘
宇佐 有限会社よし成
宇佐 株式会社 ちよせ
宇佐 医療法人信和会老人保健施設和光園
宇佐 株式会社グリーンパークホテルうさ
宇佐 株式会社 大分電設宇佐営業所
宇佐 社会福祉法人清流会
宇佐 九州労働金庫宇高支店
宇佐 株式会社 ヤマダ
宇佐 障害者通所授産施設 ほろんの郷 麻生
宇佐 株式会社松永建設
宇佐 めずらの里デイサービスセンター
宇佐 社会福祉法人緑の大地 
宇佐 宇佐税務署
宇佐 有限会社平野商店
宇佐 株式会社 藤電設工業
宇佐 東九州電子工業株式会社
宇佐 JAおおいたプリエールひみこ宇佐
宇佐 株式会社大興電設
宇佐 通所リハビリテーションセンターめずら
宇佐 株式会社宇佐緑地建設
宇佐 運転代行つばさ
宇佐 有限会社豊州公益社
宇佐 大分県立宇佐高等学校
宇佐 株式会社EFリテール九州 ドクタードライブセルフ宇佐中央店
宇佐 株式会社 九州マツダ宇佐店
宇佐 八つ星の丘
宇佐 株式会社ヒューマン・トータルケア
宇佐 くろねこ
宇佐 エース運転代行
宇佐 さつき代行
宇佐 株式会社デンザイ東亜宇佐営業所
宇佐 壱代行
宇佐 県北コンクリート株式会社
宇佐 株式会社大分銀行宇佐支店
宇佐 ＪＯＹ運転代行
宇佐 有限会社 西川建設
宇佐 株式会社ヨシカワ大分工場
宇佐 株式会社かがやき
宇佐 株式会社スズキ自販大分スズキアリーナ宇佐
宇佐 セントケア九州株式会社セントケア宇佐
宇佐 公益社団法人あじむ農業公社
宇佐 公益社団法人宇佐市シルバー人材センター
宇佐 株式会社川田塗装
宇佐 株式会社ENEOSフロンティア 宇佐車検センター
宇佐 江上トーヨー住器株式会社
宇佐 大分県立安心院高等学校
宇佐 アイルスポーツ宇佐
宇佐 株式会社 アステム
宇佐 特定非営利活動法人宇佐市障がい者共同受注協議会
宇佐 株式会社日豊ｹｱｻｰﾋﾞｽデイサービスオリーブ宇佐
宇佐 大分県糸口学園



宇佐 有限会社 辻田運輸
宇佐 地域総合支援センター
宇佐 福祉法人 こころの樹
宇佐 株式会社九電ハイテック大分支社宇佐工務所
宇佐 ほろんの郷 四日市
宇佐 大分県宇佐家畜保健衛生所
宇佐 株式会社中九州クボタ宇佐営業所
宇佐 有限会社カハノフーズ
宇佐 ヒカリ代行社
宇佐 有限会社 長浦金属
宇佐 株式会社 大分大栄
宇佐 有限会社 宇佐クリーン
宇佐 有限会社 丸義産業
宇佐 有限会社 宇佐興産
宇佐 有限会社 辻田建機
宇佐 九州農政局駅館川農地整備事業所
宇佐 株式会社 ダイシン工建
宇佐 医療法人 宇水会
宇佐 新町運転代行社
宇佐 株式会社髙牟禮建設
宇佐 ＪＯＨＮＮＹ運転代行社
宇佐 リコージャパン株式会社大分支社
宇佐 NPO法人虹のかけはし
宇佐 三和酒類株式会社
宇佐 日豊工事株式会社
宇佐 有限会社河野設備工業
宇佐 株式会社梶原種鶏孵化場
宇佐 九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社
宇佐 株式会社九電工宇佐営業所
宇佐 清松総合鐵工株式会社
宇佐 医療法人起愛会宇佐病院
宇佐 山忠商店株式会社ツルサキヒューム宇佐営業所
宇佐 株式会社  三共農園材
宇佐 株式会社三信建材社宇佐支店
宇佐 大分県立宇佐産業科学高等学校
宇佐 株式会社小森建設
宇佐 大分県農林水産研究指導センター 農業研究部水田農業グループ
宇佐 下村建設株式会社
宇佐 有限会社城商店
宇佐 大晃通信建設株式会社
宇佐 末宗建設株式会社
宇佐 株式会社末宗組
宇佐 学校法人 泉学園 なぎさ幼稚園
宇佐 株式会社長浦製網所
宇佐 株式会社 長洲かわら産業
宇佐 有限会社 宇佐自動車学校
宇佐 学校法人長野学園むつみ幼稚園
宇佐 株式会社 三栄商会
宇佐 株式会社ダイプロ 北部販売
宇佐 宇佐市安心院支所
宇佐 大分県農業協同組合北部事業部安心院支店
宇佐 安心院土地改良区
宇佐 株式会社岩男組
宇佐 株式会社イシイ 九州孵卵場
宇佐 宇佐市院内支所
宇佐 株式会社岩田材木店
宇佐 宇佐土地改良区
宇佐 宇佐警察署
宇佐 大分県宇佐土木事務所



宇佐 賀来石油株式会社
宇佐 合資会社臼杵建設
宇佐 株式会社ヰセキ九州大分県北営業所
宇佐 宇佐産業株式会社
宇佐 大分県農業協同組合大分宇佐地域本部
宇佐 有限会社小野屋
宇佐 株式会社衛藤組
宇佐 株式会社   江河工務店
宇佐 宇佐市役所
宇佐 株式会社寺野工務店
宇佐 株式会社大弓建設
宇佐 大関食品株式会社
宇佐 株式会社   奥田組
宇佐 株式会社宇佐建設
宇佐 有限会社宇佐重機
宇佐 ダイニチ工業株式会社
宇佐 有限会社岩男住建
宇佐 宇佐地区森林組合
宇佐 拓豊建設株式会社
宇佐 株式会社土居組
宇佐 有限会社大一建設
宇佐 宇佐市社会福祉協議会  院内支所
宇佐 宇佐ナーシングホーム泰生園
宇佐 吉野プラスチックス㈱大分工場
宇佐 有限会社安部組
宇佐 有限会社九建施設
宇佐 有限会社岩金ラジオ店
宇佐 九州河西株式会社
宇佐 岩金設備工業株式会社
宇佐 社会福祉法人 宇佐市社会福祉協議会 安心院支所
宇佐 有限会社嶌田設備
宇佐 宇佐パン粉有限会社
宇佐 有限会社佐藤建設
宇佐 大洋測量設計株式会社
宇佐 大分ダイハツ販売株式会社宇佐営業所
宇佐 ヤンマーアグリジャパン株式会社宇佐中央支店
宇佐 株式会社野村建設
宇佐 宇佐市消防本部
宇佐 日本薬品開発株式会社大分工場
宇佐 やまさ旅館
宇佐 野畑建設
宇佐 宇佐ホテル実業株式会社
宇佐 株式会社アジム測量設計
宇佐 株式会社松本農機商会
宇佐 溝部工業株式会社
宇佐 株式会社三想宇佐支店
宇佐 株式会社元吉建設工業
宇佐 有限会社浜永建材店
宇佐 山久工業株式会社
宇佐 学校法人吉用学園
宇佐 四日市こども園
宇佐 宇佐高田成人病検診センター
宇佐 大分県農業共済組合北部支所
宇佐 友和建設工業株式会社
宇佐 共栄九州株式会社
宇佐 有限会社奈良モーター商会
宇佐 金光教豊前四日市教会
宇佐 森田建設株式会社
宇佐 有限会社御幡組



宇佐 株式会社丸高建設
宇佐 有限会社吉松ボデー
宇佐 岡本自工株式会社
宇佐 株式会社宇佐車輌
宇佐 有限会社尾崎工業
中津 大分みらい信用金庫 中津中央支店
中津 ㈱新居商店
中津 株式会社アトル大分営業部中津支店
中津 ㈱ダイプロ北部販売中津支店
中津 ヴィラルーチェ
中津 ㈱西野物産
中津 ㈱原田建設
中津 株式会社ハヤカワ
中津 日豊製袋工業㈱
中津 東九州短期大学附属幼稚園
中津 ㈱平原組
中津 株式会社翔薬中津支店
中津 二豊土建株式会社
中津 ㈲中津清潔社
中津 有限会社 中津自動車学校
中津 筑紫菱光株式会社 中津工場
中津 中津市役所
中津 日本郵便株式会社 中津郵便局
中津 大分県中津土木事務所
中津 中津警察署
中津 大分県北部保健所
中津 大分県農業協同組合北部事業部
中津 中津少年学院
中津 ㈲冨部建設
中津 石川瓦株式会社
中津 ㈲旙山建工
中津 和知産業㈱
中津 中津家具株式会社
中津 （株）豊進
中津 ㈱ナカノ
中津 豊建設工業㈱
中津 ㈱アステム中津支店
中津 めぐみ幼稚園
中津 株式会社山国商会
中津 大分県農業協同組合山国支店
中津 中津市役所耶馬渓支所
中津 中津市役所山国支所
中津 ㈱松山商会
中津 ㈲松下モータース
中津 株式会社三好冷暖房
中津 大分県農業協同組合耶馬溪支店
中津 村本重機興有限会社
中津 半田電設工業㈱
中津 ㈱松本総合設備
中津 丸三燃料
中津 松本水産株式会社
中津 桝田ブロイラー株式会社
中津 ㈲豊前歯科商店
中津 福進株式会社
中津 株式会社藤本商店
中津 ㈱ジャパンビバレッジ九州 北大分営業所
中津 ㈱富士薬品中津営業所
中津 株式会社ホンダカーズ大分Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ中津
中津 豊拓建設工業㈱



中津 中津市役所本耶馬渓支所
中津 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社行橋事業所中津ＳＣ
中津 株式会社 渡辺製作所 九州工場
中津 （株）ｽｰﾊﾟｰ細川
中津 ダンロップタイヤ九州（株）中津営業所
中津 株式会社 つねひろ
中津 大和冷機工業株式会社中津営業所
中津 株式会社福岡九州クボタ中津営業所
中津 西畑建設株式会社
中津 高原ミネラル株式会社 中津営業所
中津 中津市民病院
中津 中津市役所 上下水道部
中津 株式会社大和特殊土木
中津 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社中津支店
中津 株式会社 大分大栄
中津 大分スバル自動車株式会社 中津店
中津 グリーン代行
中津 ＴＯＰ代行
中津 九州電力送配電株式会社中津配電事業所
中津 オイレス工業株式会社大分工場
中津 九州旅客鉄道株式会社中津工務センター
中津 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社
中津 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社中津営業所
中津 雅裕建設有限会社
中津 富士運転代行
中津 医療法人社団 内尾整形外科医院
中津 悠代行
中津 中津ゆうび有限会社
中津 医療法人  まつざきクリニック
中津 株式会社翔峰建設
中津 東九州ｽｽﾞｷ自動車販売株式会社アリーナ中津中央
中津 大分県立中津北高等学校
中津 社会福祉法人 下毛もみじ会
中津 ㈱損害保険ジャパン大分支店中津支社
中津 あんしん運転代行社
中津 日産部品九州販売株式会社中津店
中津 タマホーム株式会社中津営業所
中津 東建コーポレーション㈱ホームメイト中津店
中津 有限会社 矢野建設工業
中津 株式会社 南陽レンテック
中津 中津商工会議所
中津 いすゞ自動車九州㈱中津営業所
中津 福岡酸素（株）日豊出張所
中津 吉ちゃん代行
中津 富双シート株式会社
中津 三井住友海上火災保険(株)大分支店大分北西支社
中津 損害保険ジャパン株式会社大分支店中津支社
中津 九州労働金庫 中津支店
中津 株式会社 ｱｲ･ﾈｯﾄ
中津 株式会社 ふれあいガスセンター
中津 日本郵便株式会社 柿坂郵便局
中津 株式会社ワークスタッフ大分営業所
中津 九州東邦株式会社中津営業所
中津 株式会社くじめ屋
中津 成豊建設株式会社中津東作業所
中津 大分ドライルーブ株式会社
中津 株式会社扇商會
中津 株式会社東京海上日動パートナーズ九州大分支店中津支社
中津 山﨑建設株式会社跡田トンネル西作業所



中津 株式会社日大
中津 ＯＫ代行
中津 株式会社アウトソーシング大分営業所
中津 大成ロテック株式会社大分営業所
中津 株式会社ヨコハマタイヤジャパン中津営業所
中津 つばめ運転代行
中津 ＭＳ九州株式会社中津支店
中津 花子運転代行
中津 株式会社昇栄
中津 丸和産業株式会社大分事業所
中津 ベスト電器大分中津店
中津 滋賀オカタ産業株式会社
中津 UDトラックス株式会社中津カスタマーセンター
中津 株式会社ジェイピー・ネット
中津 九鉄工業株式会社大分支店 中津保線所
中津 伸和建設株式会社
中津 大分新生株式会社
中津 株式会社ナガノ
中津 株式会社ライフステップ
中津 三協株式会社九州営業所
中津 昭和建設株式会社中津店
中津 株式会社ディーアクト九州工場
中津 株式会社九州マツダ中津店
中津 有限会社中津葬儀社
中津 株式会社大分電設中津営業所
中津 株式会社リンテック中津営業所
中津 訪問介護ステーションシェルパ
中津 九州日野自動車株式会社中津支店
中津 NPO法人もあ・かけはし 通所工房I-TEM中津
中津 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター大分営業所
中津 株式会社ヨロズ大分
中津 大分県立中津支援学校
中津 大分県中津児童相談所
中津 株式会社ティーネットジャパン中津事務所
中津 富田薬品株式会社中津営業所
中津 大分県酒類卸株式会社中津営業所
中津 株式会社トップインターナショナル
中津 大成ロテック株式会社中津合材工場
中津 株式会社東洋食品中津センター第一共同調理場
中津 エス運転代行
中津 心代行
中津 松本技術コンサルタント株式会社
中津 株式会社 ＦＭなかつ
中津 エスワイサービス
中津 損保ジャパンパートナーズ株式会社大分北支店
中津 株式会社岩渕工務店
中津 （財）九州電気保安協会中津事業所
中津 中津市社会福祉協議会 三光
中津 ㈱共新電機
中津 九州ケース㈱
中津 株式会社川原建設
中津 株式会社 くらや
中津 株式会社大分銀行中津支店
中津 岡本土木株式会社中津本店
中津 ㈱大分サンド
中津 （株）スズキ自販大分スズキアリーナ中津東
中津 日本郵便株式会社 今津郵便局
中津 （株）大友石材工業
中津 ㈱梶原組



中津 井上機工㈱
中津 ㈱宇佐屋
中津 有限会社マリア
中津 ㈱池部本店
中津 株式会社ホンダ四輪販売福岡・大分
中津 友松産業㈲
中津 地方卸売市場中津中央青果㈱
中津 日進コンサルタント㈱
中津 セコム株式会社中津支社
中津 国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所
中津 東京海上日動火災保険株式会社中津支社
中津 コマツカスタマーサポート株式会社中津支店
中津 笹原建設㈱
中津 双葉ヶ丘幼稚園
中津 築上金属㈲
中津 天理教中津大教会
中津 トキワ電気工事㈱
中津 太陽インダストリー株式会社
中津 大洋印刷紙器㈱
中津 種村産業㈱
中津 高野建設株式会社
中津 株式会社白石総合コンサルタント
中津 山国川流域森林組合山国支所
中津 株式会社九電工中津営業所
中津 株式会社 サニックス中津営業所
中津 九州電力株式会社中津営業所
中津 下郷農業協同組合
中津 株式会社修身建機
中津 ㈱サニクリーン九州中津営業所
中津 大分県農業協同組合三光支店
中津 中津市役所三光支所
中津 株式会社三信建材社
中津 九州道路施設㈱
中津 ㈱グロウブ アイルスポーツ中津
中津 ㈱久保組
中津 ㈲熊谷組
中津 ㈲ゴザオカ商会
中津 大征鋼材㈱
中津 ラッキー運転代行社
中津 ㈲葵工業
中津 二豊製畳有限会社
中津 ㈲汽車ポッポ食堂
中津 ㈲里邦友割烹たはら
中津 中津市医師会
中津 大分県立中津東高等学校
中津 ㈱こがね
中津 中津税務署
中津 ㈱後藤商事
中津 岡上建設㈱中津支店
中津 グリーンコープ生活協同組合おおいた県北センター
中津 ㈱沖代建設工業
中津 中津市社会福祉協議会 耶馬渓
中津 マルサン運転代行
中津 原田コンクリート株式会社山国工場
中津 株式会社エコア 中津ガス支店
中津 中津市消防本部
中津 綜合警備保障㈱大分支社中津営業所
中津 ダイハツ九州㈱
中津 中津市社会福祉協議会



中津 中津市社会福祉協議会 本耶馬渓
中津 光州建設㈱
中津 平山産業㈱
中津 ㈱カートピアキクチ
中津 （医）英然会 里見医院
中津 日昇建設㈱
中津 サンヨー薬品㈱中津営業所
中津 安田電機㈱
中津 ㈲セイユウ
中津 ネッツトヨタ大分㈱中津店
中津 フンドーキン醤油(株) 中津営業所
中津 株式会社山田商会中津支店
中津 ㈱福原組
中津 ＳＭＢＣ日興証券株式会社中津支店
中津 ㈲北山産業
中津 健清会老人保健施設創生園
中津 大分県立中津南高等学校
中津 社会福祉法人ややま福祉会ややま園
中津 ㈲藤智産業
中津 柳井電機工業㈱中津支店
中津 有限会社エス・イー・サービス
中津 社会医療法人玄真堂
中津 社会福祉法人 直心会つくし園
中津 割烹嘉乃
中津 （医）誠雅会 介護老人保健施設さつき苑
中津 中津市社会福祉協議会 山国
中津 特別養護老人ホームいずみの園
中津 ㈲恵上商店
中津 介護老人保健施設 三光園
中津 ㈱鈴花中津店
玖珠 日本郵便株式会社 玖珠郵便局
玖珠 日清建設 株式会社
玖珠 株式会社ヤマダ
玖珠 有限会社  篠原組
玖珠 共生の里メルヘン
玖珠 大分県酒類卸株式会社玖珠営業所
玖珠 株式会社九重緑化産業
玖珠 西原屋
玖珠 ㈲くじゅう環境企画
玖珠 大分県玖珠土木事務所
玖珠 玖珠郡医師会立老人保健施設はね
玖珠 ﾏﾙｲ産業株式会社玖珠支店
玖珠 ㈲横山組
玖珠 九重森林公園㈱
玖珠 ㈲玖珠緑化建設
玖珠 ㈱敷島組
玖珠 山田うどん
玖珠 介護老人保健施設ケアポート渓和
玖珠 特別養護老人ホーム玖珠園
玖珠 大分県農業共済組合 中西部支所
玖珠 九州電力㈱八丁原発電所
玖珠 魔女宅運転代行
玖珠 ㈲さとや葬儀社
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 玖珠町社会福祉協議会
玖珠 九州南部化成（株）
玖珠 玖珠九重農業協同組合
玖珠 シルバーランド メルヘン
玖珠 日本郵便株式会社 恵良郵便局



玖珠 日本郵便株式会社 北山田郵便局
玖珠 株式会社スズキ自販大分 玖珠店
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 玖珠九重行政事務組合
玖珠 日本郵便株式会社 南山田郵便局
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 (株) 中九州クボタ 玖珠営業所
玖珠 湯坪太陽光発電所建設工事 東芝プラントシステム(株)現場作業所
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 鴻池・センコー企画建設工事共同企業体
玖珠 玖珠運転代行
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 陸上自衛隊玖珠駐屯地
玖珠 ㈱河野組
玖珠 菅家工務店
玖珠 筋湯観光ホテル
玖珠 九重町飯田農業協同組合
玖珠 公月測量設計㈱
玖珠 (資)グランドホテル山の湯
玖珠 玖珠警察署
玖珠 ㈱玖珠温泉望山荘
玖珠 ㈱玖珠自動車教習所
玖珠 ㈲玖珠生コン
玖珠 玖珠消防署
玖珠 有限会社 玉屋
玖珠 久栄建設㈱
玖珠 カトリック玖珠幼稚園
玖珠 大分県立玖珠美山高等学校
玖珠 小倉建設㈱
玖珠 ㈱ヤンマーアグリジャパン大分玖珠支店
玖珠 株式会社梅木工務店
玖珠 ㈱宇佐建設
玖珠 ㈱伊東組
玖珠 ㈱井原組
玖珠 朝日工業㈱玖珠営業所
玖珠 玖珠町役場
玖珠 ㈲青山
玖珠 ㈱九電工玖珠営業所
玖珠 九重町役場
玖珠 ㈲九重トーヨー住器
玖珠 豊州建設㈱
玖珠 （有）辛島組
玖珠 ㈱大東建設
玖珠 東久プレコン㈱
玖珠 ㈲佐藤工業
玖珠 ㈲後藤工業
玖珠 九重町社会福祉協議会
玖珠 株式会社玖珠ホンダ
玖珠 藤田化工㈱
玖珠 ㈲高井良建装



玖珠 西日本プラント工業(株) 八丁原事業所
玖珠 新成建設㈱玖珠支社
玖珠 宝珠ハイツホテル
玖珠 ㈲園田組
玖珠 ドライブイン山幸
玖珠 ㈲豊後乃里
玖珠 ㈱ミツヤマ
玖珠 ㈲野木組
玖珠 八鹿酒造㈱
玖珠 有限会社 益永中野産業
玖珠 ㈱久大電設
玖珠 玖珠郡森林組合
玖珠 ㈱玖珠環境センター
日田 ㈱ホンカワ
日田 株式会社 公益社
日田 かんぽの宿 日田
日田 グリーンコープ生活協同組合おおいた日田センター
日田 社会福祉法人平成会
日田 ㈱セイワ
日田 社会福祉法人大喜福祉会
日田 ㈲こうだ
日田 ㈲高橋三男商店
日田 ㈲田辺工業
日田 大分技術開発株式会社
日田 大分県立日田三隈高等学校
日田 老人保護施設六和会 センテナリアン
日田 ㈲横尾石材
日田 社会福祉法人 日田市社会福祉協議会 本所
日田 有限会社 西日本ひまわり自動車
日田 社会福祉法人 日田市社会福祉協議会 天瀬支所
日田 社会福祉法人 日田市社会福祉協議会 上津江支所
日田 有限会社ファイバーテクノス
日田 ㈲松岡ガーデン
日田 社会福祉法人 日田市社会福祉協議会 大山支所
日田 大分県立日田高等学校
日田 医療法人 百花会 上野公園病院
日田 株式会社 財津管工
日田 小山フェンス㈱
日田 株式会社      河長
日田 ㈲松木重機
日田 運転代行社ラッキー
日田 コスモ運転代行
日田 日田税務署
日田 大分県農林水産研究指導ｾﾝﾀｰ林業研究部
日田 日商石油株式会社
日田 大分三菱自動車販売株式会社日田店
日田 ㈱翔薬日田支店
日田 ㈱エース電設
日田 株式会社日田ゴルフ場
日田 川原興業株式会社
日田 新栄清掃㈲
日田 天領運転代行社
日田 日田市前津江振興局
日田 グリーン石油㈱
日田 大和建設㈲
日田 老松酒造株式会社
日田 ㈲大口土木
日田 ㈲大藏重機
日田 有限会社ヒグチ企画



日田 熊谷水道㈲
日田 ㈲宏栄建設
日田 ㈲オーステン
日田 ㈲大山建設
日田 株式会社 日田圧送
日田 中央ビル管理㈱
日田 ㈲松本土木
日田 社会福祉法人 日田市社会福祉協議会 前津江支所
日田 ㈱九州木材市場
日田 日田九石販売㈲
日田 ㈲出野建設
日田 ㈲小笠原組
日田 日田簡易ガス協同組合
日田 加藤建設株式会社
日田 株式会社 ハセベ水道
日田 ㈲了正建設
日田 ㈲佐藤産業
日田 株式会社大山
日田 社会福祉法人すぎのこ村ひばり～ヒルズ
日田 昭和学園高校女子ソフトボール部父母の会
日田 株式会社谷組
日田 （資）亀山亭ホテル
日田 株式会社 中嶋工業
日田 株式会社リンテック
日田 株式会社 城全
日田 日本郵便株式会社 大山郵便局
日田 名水美人ファクトリー株式会社 日田工場
日田 新和リファイン株式会社
日田 株式会社おおやま夢工房
日田 ヤマト運転代行社
日田 九建プロテック株式会社
日田 ドコモショップ日田店
日田 ニチイケアセンター 日田
日田 株式会社九州マツダ日田店
日田 有限会社アウトライン
日田 株式会社エフバイオス日田事業所
日田 株式会社太陽スポーツクラブ大分西営業所
日田 株式会社水明
日田 地域生活支援センターはぎの
日田 株式会社大分電設 日田営業所
日田 (株)スズキ自販大分スズキアリーナ日田中央
日田 株式会社ナンブ木材流通
日田 日野建設㈲
日田 介護老人保健施設 聖陵ストリーム
日田 日鉄テックスエンジ(株)日田国際太陽光発電所建設工事事務所
日田 株式会社原田保険事務所
日田 株式会社かがし屋日田支店
日田 大分県農業協同組合西部事業部グリーンセンター
日田 熊谷組 梅林建設共同企業体
日田 社会福祉法人グループラム・障害福祉サービス事業ラム
日田 株式会社つえエーピー
日田 九州日野自動車株式会社 日田テクニカルサービスセンター
日田 藤原林産株式会社
日田 日田バス株式会社 整備工場
日田 日産部品九州販売株式会社 日田店
日田 株式会社デンザイ東亜 日田営業所
日田 九州電力送配電株式会社日田配電事業所
日田 株式会社ヨコハマタイヤジャパン日田営業所
日田 有限会社 合谷住設



日田 大分県日田はぎの園
日田 大分スバル自動車株式会社日田店
日田 社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンターにこにこ
日田 平山産業株式会社
日田 大分県農業協同組合西部事業部園芸課
日田 九州労働金庫日田支店
日田 株式会社水明テクノス
日田 ブリヂストンタイヤセンター西日本(株)日田店
日田 株式会社エディオン エディオン日田店 
日田 株式会社富士薬品 日田営業所
日田 いすゞ自動車九州(株)日田サービスセンター
日田 社会福祉法人求来里会｢神来の郷｣
日田 医療法人 鶴林会 桂林病院
日田 マルゲン株式会社
日田 天瀬温泉カントリークラブ
日田 有限会社江藤索道
日田 株式会社ＯＴＯＧＩＮＯ
日田 Ｎｏ１運転代行
日田 （有）セト工業
日田 豊中建設株式会社
日田 エムツー
日田 株式会社大分銀行日田支店
日田 株式会社 中津江村農林支援センター
日田 障がい福祉サービス事業 ぴぃたぁパン
日田 大分県済生会日田病院
日田 （株）オートリサイクルナカシマ
日田 西日本高速道路メンテナンス九州（株）大分保全センター 日田事業所
日田 株式会社福岡九州クボタ 日田営業所
日田 アンテナサポート株式会社
日田 昭和学園高等学校ラグビー部保護者会
日田 株式会社九電ハイテック大分支社日田事業所
日田 日本フォレスト株式会社
日田 合資会社 あさひや商会
日田 一般財団法人日田市公民館運営事業団
日田 ㈲中央新建材
日田 日田市中津江振興局
日田 ㈲陶遂園
日田 ㈱トーケイ
日田 光岡生コン株式会社
日田 学校法人 香光学園 月隈こども園
日田 国土交通省筑後川ダム統合管理事務所松原ダム管理支所
日田 日田郡森林組合
日田 中央設備㈱
日田 日田市役所
日田 大和ボーリング工業株式会社
日田 大日測量設計株式会社
日田 株式会社 大日電機
日田 田中建設株式会社
日田 ㈱タカセ・エンジニアリング
日田 社会福祉法人すぎのこ村 いきいきランド
日田 中央発条工業㈱
日田 羽野建設株式会社
日田 株式会社  平成建設
日田 有限会社日田ディナーサービス
日田 カトリック日田幼稚園
日田 ㈲日田山津
日田 大分県農業協同組合 西部事業部
日田 日田市森林組合
日田 株式会社 中野組



日田 日田観光レンタカー
日田 ㈱原田土木
日田 大分県西部保健所
日田 大分西部森林管理署
日田 学校法人日田佐藤学園藤蔭高校
日田 日田土木事務所
日田 日本郵便株式会社日田郵便局
日田 日田警察署
日田 崔本産業有限会社
日田 有限会社日田レンタリース
日田 ㈱諫山工務所
日田 株式会社浄化槽管理センター
日田 ㈱魚福
日田 ㈱江藤工務店
日田 有限会社梅木土砂
日田 （資）ホテル浮羽
日田 池部土木㈱
日田 大分大山町農業協同組合
日田 株式会社   井上酒造
日田 有限会社岡本建設
日田 石田産業株式会社
日田 株式会社インテリア春
日田 株式会社 諫山生コン
日田 （資）成天閣 天ケ瀬観光ホテル成天閣
日田 日田市天瀬振興局
日田 株式会社日本シャッター産業
日田 社団法人日田市医師会立日田検診ｾﾝﾀｰ
日田 ㈲伊藤電気
日田 一般財団法人 九州電気保安協会日田事業所
日田 (株)千原電気工事
日田 財津砂利
日田 ㈲リバーサイドホテル山水
日田 グランドホテル三隈
日田 クンチョウ酒造㈱
日田 株式会社九電工日田営業所
日田 大分県立日田支援学校
日田 きゅうぶつ株式会社
日田 ㈱サニクリーン九州日田営業所
日田 九州電力㈱日田営業所
日田 ㈱梶原塗装社
日田 ㈱川浪組
日田 河津建設㈱
日田 日田市上津江振興局
日田 大分県西部振興局
日田 日田市大山振興局
日田 九州電工㈱
日田 ㈲ドライブイン古城
日田 トウブ建設㈱
日田 西技工業㈱日田営業所
日田 ㈱トライ・ウッド
日田 ㈲横尾燃料
日田 ㈲嶋津米穀プロパン
日田 ㈲シンリョウ薬品
日田 ㈲石井重機
日田 株式会社フクシマプロパン
日田 大分県立日田林工高等学校
日田 ㈲後藤建設
日田 ㈱アサヒ
日田 株式会社大日機材



日田 ㈱すえたけ
日田 ダンロップタイヤ九州日田営業所
日田 ㈲手島建設
日田 ㈲天瀬レンタリース
日田 日田玖珠消防本部 日田消防署
日田 ㈱日田クレーン工業
日田 日田エルピーガス協同組合
日田 株式会社 ホンダカーズ大分日田店
日田 水郷土木株式会社
日田 社会福祉法人福寿会
日田 新日本緑地株式会社
日田 ㈲高倉産業
日田 北九福鳥㈱日田営業所
日田 有限会社西日本古里造園
日田 日隈畜産㈲
日田 有限会社 樋口防水
日田 ㈲三和土建
日田 ㈲吉瀬
日田 城東綿業有限会社
日田 ㈲原田プロパン
日田 高速道路交通警察隊日田分駐隊
日田 ㈲道路施設
日田 株式会社 大日
日田 ㈱ダイプロ日田
日田 ㈱堀土木
日田 ㈱アトル日田支店
日田 ㈲藤原建設
日田 不二水道㈱
日田 マリエールオークパイン日田
日田 ㈲エス・アンド・ティ
日田 株式会社 丸菱商会
日田 日田公益衛生㈱
日田 オーマイパン有限会社
日田 日田清掃㈲
日田 日田石油販売株式会社
日田 (株)日田自動車教習所
日田 日田生コンクリート株式会社
日田 日田木材市場㈱
日田 岡部建材㈱
日田 清水住設株式会社
日田 ㈱日田ビル管理センター
日田 やまめの郷
日田 日田ルーテルこども園
日田 ㈱日田中央木材市場
日田 ㈱オーヤマ
日田 ㈱アステム日田支店
日田 山西自動車㈱
日田 合名会社まるはら
日田 合資会社よろづや
日田 学校法人 みのり学園 三隈幼稚園
日田 学校法人 フレーベル学園 三芳幼稚園
日田 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社日田
日田 三隈工業㈱
日田 ㈲松野土木
日田 学校法人  河野学園
日田 マルマタしょう油合資会社
日田 ㈱マサキ
竹田 医療法人孝寿会伊藤医院
竹田 株式会社やすらぎ葬祭



竹田 ㈱新光
竹田 ㈲久住畜産工業
竹田 荻町まちおこし㈲ 荻の里温泉
竹田 介護老人保健施設ヴァル・ド・グラスくじゅう
竹田 社会医療法人大久保病院
竹田 ハッピー代行社
竹田 社会福祉法人竹田市社会福祉協議会荻支所
竹田 医療法人 雄仁会(加藤病院)
竹田 大分県立竹田高等学校
竹田 ㈲東建設
竹田 kuju代行
竹田 なおいりこども園
竹田 ㈱レゾネイト
竹田 社会福祉法人竹田市社会福祉協議会
竹田 ㈲かじか庵
竹田 ㈱ミツヤ
竹田 ㈱大広建設
竹田 伊藤代行社
竹田 日本郵便㈱ 久住郵便局
竹田 ㈲岡城工業
竹田 ニュー万福茶屋
竹田 ㈱竹田重機建設工業
竹田 社会福祉法人竹田市社会福祉協議会
竹田 大分県農業共済組合 南部支所 竹田出張所
竹田 社会福祉法人豊和会
竹田 民宿城山
竹田 ㈲益永造園
竹田 大分県玉来ダム建設事務所
竹田 （株）タオ・エンターテイメント
竹田 社会福祉法人偕倖社
竹田 ㈱豊西測量設計
竹田 久住高原ホテル
竹田 有限会社 大倉産業
竹田 九電新竹田発電所作業所
竹田 大分県豊肥振興局大野川上流開発事業事務所
竹田 医療法人健伸会みはらクリニック
竹田 社会福祉法人博愛会パルクラブ
竹田 医療法人健伸会ケアホーム五つの実
竹田 ㈱九電工竹田営業所
竹田 ㈱吉野
竹田 ㈱アクティオ竹田営業所
竹田 旭食品工業㈱
竹田 ㈱ジェイケイケイ
竹田 ㈲恵大
竹田 大分県立久住高原農業高等学校
竹田 ㈱華陽会
竹田 ㈱ミヤマ
竹田 名水美人ファクトリー㈱
竹田 ブリヂストンタイヤセンター 西日本㈱竹田店
竹田 ㈱九建クラフト
竹田 ㈱明治建設
竹田 竹田市役所 直入支所
竹田 竹田市役所 久住支所
竹田 ㈱あわや
竹田 日本郵便㈱ 荻郵便局
竹田 ㈲グランテック
竹田 ㈱雄城
竹田 ㈱重松組
竹田 ㈲澤組



竹田 広域建設㈲
竹田 大丸旅館
竹田 大分県農業協同組合豊肥事業部
竹田 ㈲田部モータース
竹田 ㈱髙山組
竹田 ㈱大丸建設
竹田 日本郵便㈱ 竹田郵便局
竹田 竹田市消防本部
竹田 大分県竹田土木事務所
竹田 ㈱タケモク
竹田 竹田建設㈱
竹田 ㈲中央建設
竹田 ㈲土居燃料
竹田 ㈲湯地建設
竹田 ㈱森組
竹田 ㈱村上自動車
竹田 ㈱丸福
竹田 ㈱松井組
竹田 豊肥自動車㈲
竹田 ㈲古庄自動車整備工場
竹田 福祉農場コロニー久住
竹田 ㈲藤野屋商店
竹田 ぶんご有機肥料㈱
竹田 ㈲川野組
竹田 竹田市森林組合
竹田 株式会社 昇
竹田 ㈱友岡建設
竹田 加藤石油㈱
竹田 ㈲岡本建設
竹田 ㈲野村車輌
竹田 株式会社 竹田自動車協会
竹田 竹田警察署
竹田 ㈲久住産業
竹田 豊友産業㈱
竹田 正直屋
竹田 ㈱クレッシェンド
竹田 ㈱ヒロセ事務機
竹田 川合電気工事㈱
竹田 大分県立竹田支援学校
竹田 竹田市役所 荻支所
竹田 大分県豊肥振興局
竹田 ㈱中九州クボタ久住営業所
竹田 共同コンクリート株式会社
竹田 竹田市役所
竹田 ㈱竹田整備工場
竹田 ㈲工藤商店
竹田 味岡ガイナン生コンクリート㈱
竹田 ヤンマーアグリジャパン㈱竹田支店
竹田 ㈱友繁建設
竹田 ㈱中九州クボタ竹田営業所
竹田 ㈲あさひヶ丘保育園
竹田 学校法人稲葉学園（竹田南高等学校）
竹田 ㈲江上設備企業
竹田 ㈲尾方木材センター
竹田 大分県農林水産研究指導センター畜産研究部
竹田 ㈱岩城屋
竹田 ㈲竹田衛生社

豊後大野 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会緒方支部
豊後大野 株式会社大徳産業



豊後大野 社会福祉法人偕生会
豊後大野 社会福祉法人長清会
豊後大野 株式会社ダイトー
豊後大野 一般財団法人 九州電気保安協会三重事業所
豊後大野 アトム運転代行
豊後大野 有限会社  ちとせ
豊後大野 株式会社ｱｽﾃﾑ大分南支店
豊後大野 大分三菱自動車販売株式会社三重店
豊後大野 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会清川支部
豊後大野 東亜道路工業㈱大分営業所
豊後大野 (社）豊後大野市農林業振興公社
豊後大野 社会福祉法人  大分県光明寮
豊後大野 ㈲首藤造園
豊後大野 有限会社藤浦
豊後大野 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会犬飼支部
豊後大野 ㈲三光社
豊後大野 ㈲文具事務機ヒロセ
豊後大野 三豊会館㈱
豊後大野 社会医療法人 帰巌会
豊後大野 ㈱板井建設
豊後大野 ㈲トーケン
豊後大野 医療法人新生会 福島病院
豊後大野 藤華医療技術専門学校
豊後大野 三重クレーン
豊後大野 川澄化学工業㈱三重工場
豊後大野 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会朝地支部
豊後大野 有限会社衛藤電設
豊後大野 ㈲千大土木
豊後大野 社団法人豊後大野市医師会立介護老人保健施設 豊西苑
豊後大野 豊後大野市民病院
豊後大野 株式会社南陽レンテック大野営業所
豊後大野 株式会社天童
豊後大野 株式会社エフバイオス豊後大野営業所
豊後大野 株式会社大分電設豊後大野営業所
豊後大野 シャトル運転代行
豊後大野 前田・梅林共同企業体
豊後大野 株式会社 千歳工業
豊後大野 株式会社 大分銀行三重支店
豊後大野 株式会社スズキ自販大分スズキアリーナ三重
豊後大野 医療法人ニコニコ診療所
豊後大野 ＮＰＯ法人福和会
豊後大野 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社大分西事業所三重
豊後大野 有限会社 新生クリーンサービス
豊後大野 (株)安藤・間・三井住友建設(株)・(株)松井組共同企業体九電新沈堕作業所
豊後大野 大分県立三重総合高等学校
豊後大野 運転代行ﾏﾘｵｱﾙﾌｧ
豊後大野 日本郵便株式会社 大野郵便局
豊後大野 特定非営利活動法人 養老会
豊後大野 （株）山村電設工業
豊後大野 生活協同組合コープおおいた三重センター
豊後大野 日本郵便株式会社 三重郵便局
豊後大野 有限会社大分ふくしﾈｯﾄ
豊後大野 株式会社南陽レンテック三重営業所
豊後大野 社会福祉法人 豊後大野市社会福祉協議会 総合相談センター
豊後大野 九州電力送配電株式会社 三重配電事業所
豊後大野 茜運転代行エース
豊後大野 株式会社九電ハイテック大分支社 三重工務所
豊後大野 日本郵便株式会社 犬飼郵便局
豊後大野 ＥＮＥＯＳｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ株式会社三重営業所



豊後大野 株式会社 中九州クボタ 三重営業所
豊後大野 日本郵便事業会社 緒方郵便局
豊後大野 あおい代行
豊後大野 株式会社ごとう
豊後大野 東九州ｱﾎﾟﾛ株式会社スーパーセルフ三重
豊後大野 株式会社川辺工業
豊後大野 株式会社笠原建設
豊後大野 ㈱川邊組
豊後大野 清川産業株式会社
豊後大野 (株)友岡組大野生コン大野工場
豊後大野 ㈱工藤組
豊後大野 大分県農林水産研究指導センター農業研究部
豊後大野 後藤土建㈲
豊後大野 (株)三宮組
豊後大野 ㈲佐藤建設
豊後大野 株式会社佐々木建設
豊後大野 社会福祉法人 紫雲会
豊後大野 ㈱立本組
豊後大野 ㈱九電工豊後大野営業所
豊後大野 大分県農業協同組合大野支店
豊後大野 社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会本部
豊後大野 社会福祉法人 萌葱の郷
豊後大野 朝日工業㈱大野営業所
豊後大野 恵藤建設㈱
豊後大野 大分県豊肥振興局豊後大野水利耕地事務所
豊後大野 大分県酒類卸㈱三重営業所
豊後大野 割烹大野川
豊後大野 ヤンマーアグリジャパン株式会社九州カンパニー三重支店
豊後大野 大分県立農業大学校
豊後大野 豊後大野市役所大野支所
豊後大野 大分県農業協同組合緒方支店
豊後大野 豊後大野市消防本部
豊後大野 大分県農業共済組合 南部支所
豊後大野 豊後大野市役所緒方支所
豊後大野 シセイ・アグリ株式会社
豊後大野 大分少年院
豊後大野 大分県米穀卸㈱三重営業所
豊後大野 渡辺建設㈱
豊後大野 ㈲藤元工業
豊後大野 （有）宮成工務店
豊後大野 株式会社 大の葬祭
豊後大野 大野郡森林組合
豊後大野 ㈲柳生商店
豊後大野 ㈲臼杵企業
豊後大野 足立建設株式会社
豊後大野 （株）川野総合土木
豊後大野 神田産業（有）
豊後大野 社会福祉法人 任運社
豊後大野 大分県農業協同組合豊肥事業部
豊後大野 ㈲三浦建設
豊後大野 豊後大野市犬飼支所
豊後大野 ㈱友岡組大野生コン三重工場
豊後大野 深田建設㈱
豊後大野 株式会社東藤建設
豊後大野 ㈱友岡組
豊後大野 有限会社三重モータース
豊後大野 有限会社 羽田野組
豊後大野 ㈲山村建設
豊後大野 豊肥建機有限会社



豊後大野 株式会社豊肥環境センター
豊後大野 ホテルますの井
豊後大野 大分県豊肥保健所
豊後大野 豊後大野市役所
豊後大野 大分県豊後大野土木事務所
豊後大野 大分県農業協同組合三重支店
豊後大野 株式会社三重綜合建設工業
豊後大野 ㈲三重電設
豊後大野 三重自動車学校
豊後大野 豊後大野警察署

佐伯 大分県 なおみ園
佐伯 株式会社 小畑商店
佐伯 有限会社高橋商店
佐伯 (株)やまろ渡邉
佐伯 岩根ﾓｰﾀｰ販売株式会社
佐伯 もり運転代行
佐伯 有限会社  ﾕﾔﾏ
佐伯 ㈱菊池電氣工業
佐伯 東海シープロ株式会社
佐伯 有限会社国栄エンジニアリング
佐伯 海上自衛隊佐伯基地分遣隊
佐伯 佐伯市弥生振興局
佐伯 （有）上田工業
佐伯 （有）深野建設
佐伯 ㈱サザンテック
佐伯 株式会社ダイプロ南部販売 上岡事業部
佐伯 ㈱山忠
佐伯 日本郵便株式会社 蒲江郵便局
佐伯 日本郵便株式会社 佐伯郵便局（郵便部）
佐伯 日本郵便株式会社 小野市郵便局
佐伯 佐伯市社会福祉協議会上浦支部
佐伯 佐伯ホンダ販売株式会社
佐伯 佐伯市社会福祉協議会
佐伯 九州労働金庫佐伯支店
佐伯 大分部品株式会社
佐伯 独立行政法人 地域医療機能推進機構 南海医療センター
佐伯 佐伯市社協ヘルパーステーション
佐伯 社会福祉法人 翔南会
佐伯 いすゞ自動車九州(株)佐伯営業所
佐伯 佐伯調査株式会社
佐伯 有限会社 特進産業
佐伯 日産部品九州販売（株）佐伯店
佐伯 株式会社 八幡機工
佐伯 ㈲安東工業所
佐伯 ㈱みたらい組
佐伯 ㈲住吉工業
佐伯 ㈲市原建設工業
佐伯 ㈲アサヒ産業
佐伯 シオツキ装飾株式会社
佐伯 大分プラント工業㈱
佐伯 ㈲河向工業
佐伯 社会福祉法人双樹会
佐伯 東洋建築センター㈱
佐伯 ㈱ダイプロ南部販売
佐伯 エコセンター力南㈱
佐伯 佐伯市社会福祉協議会宇目支部
佐伯 大分県農業協同組合南部事業部営農センター
佐伯 社会福祉法人はまゆう会
佐伯 特別養護老人ホーム直川苑



佐伯 ㈱スガ石油
佐伯 社会福祉法人県南福祉会
佐伯 ㈲和光重機
佐伯 医療法人 養春堂
佐伯 庄司建設工業（有）
佐伯 ㈱富士薬品佐伯営業所
佐伯 （有）コウテック
佐伯 佐伯税務署
佐伯 佐伯建工㈱
佐伯 ダンロップタイヤ九州（株）佐伯営業所
佐伯 彦岳の太陽
佐伯 株式会社 ジェネック佐伯支店
佐伯 有限会社 日豊メンテナンス
佐伯 デイサービスセンター鶴望園
佐伯 コナン運転代行Ⅱ
佐伯 西南水産株式会社
佐伯 佐伯市社協ヘルパーステーション
佐伯 佐伯市社協介護保険サービスセンター「まごころ」
佐伯 長崎船舶装備株式会社 佐伯営業所
佐伯 佐伯中央病院
佐伯 （株）スズキ自販大分スズキアリーナ佐伯
佐伯 株式会社東京海上日動パートナーズ九州
佐伯 みどりの郷 せせらぎ
佐伯 MS九州（株）佐伯支店
佐伯 社会福祉法人小寺会 鶴見の太陽
佐伯 運転代行ひびき
佐伯 株式会社 心和
佐伯 やよいこども園
佐伯 有限会社 高畑建機
佐伯 有限会社 佐伯電業社
佐伯 公益社団法人佐伯市シルバー人材センター
佐伯 佐伯市さいき学校給食センター
佐伯 佐伯市剣崎学校給食センター
佐伯 さくら運輸株式会社 さくらカーズ
佐伯 さくら運輸株式会社
佐伯 矢野建材工業株式会社
佐伯 ㈱マルミヤストア
佐伯 地域包括ケアセンター佐伯の太陽
佐伯 さいき長寿苑そよ風
佐伯 県南運転代行Ⅱ
佐伯 代行屋
佐伯 豊国工業株式会社
佐伯 株式会社 伊予銀行 佐伯支店
佐伯 株式会社 ｵｰﾙﾏｲﾄ
佐伯 大和冷機工業株式会社佐伯営業所
佐伯 社会福祉法人わかば会
佐伯 九州福祉医療サービス株式会社佐伯支店
佐伯 株式会社 サンテツ
佐伯 一番代行
佐伯 株式会社 アタックスマート
佐伯 日本農産工業（株）大分出張所
佐伯 株式会社 丸和土木
佐伯 株式会社 翔薬 佐伯支店
佐伯 県南生コン株式会社
佐伯 公益財団法人さいき農林公社
佐伯 有限会社 御手洗水道工事
佐伯 株式会社 サニクリーン九州
佐伯 有限会社 河野土木
佐伯 アローファーム大分株式会社



佐伯 ブリヂストンタイヤセンター西日本株式会社佐伯店
佐伯 九州電力送配電株式会社 佐伯配電事業所
佐伯 株式会社 九建 日向幹線（大分側）工事事務所
佐伯 株式会社九州マツダ佐伯店
佐伯 株式会社大分電設佐伯営業所
佐伯 株式会社 片岡組
佐伯 有限会社 サン・ラポール鶴見
佐伯 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝタイヤｾﾝﾀｰ西日本(株)佐伯店
佐伯 又見建設有限会社
佐伯 佐伯市消防本部
佐伯 ㈱富永建設
佐伯 蒲江生コン株式会社
佐伯 佐伯市上浦振興局
佐伯 九建設計㈱
佐伯 国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所
佐伯 ㈱九電工佐伯営業所
佐伯 ㈱久保田水道工事
佐伯 ㈱楠商店
佐伯 興人ライフサイエンス（株）佐伯工場
佐伯 南部保健所
佐伯 ㈱佐伯ホンダセンター
佐伯 佐伯市上下水道部
佐伯 蒲江土建㈲
佐伯 佐伯市役所
佐伯 ㈱金碇組
佐伯 大分県佐伯土木事務所
佐伯 ㈱佐伯富士甚
佐伯 佐伯警察署
佐伯 ㈱佐々木建設
佐伯 有限会社 佐伯環境センター
佐伯 ㈱新栄
佐伯 医療法人慈恵会 西田病院
佐伯 ㈱菅厚組
佐伯 谷川建設工業㈱
佐伯 ㈱田島建設
佐伯 佐伯市鶴見振興局
佐伯 大分県漁業協同組合鶴見支店
佐伯 ㈱佐伯クリーニングセンター
佐伯 小田開発工業㈱
佐伯 梅田水産㈲
佐伯 ㈲天小組
佐伯 朝日工業㈱佐伯営業所
佐伯 ㈱石丸建材社
佐伯 石田土木株式会社
佐伯 株式会社 ｲﾜﾓﾄ
佐伯 石栄建設工業㈱
佐伯 ㈲上杉建材店
佐伯 佐伯市宇目振興局
佐伯 ㈱宇目土建
佐伯 江藤酸素㈱佐伯営業所
佐伯 江藤産業㈱佐伯営業所
佐伯 ＳＢカワスミ株式会社大分事業所佐伯工場
佐伯 ㈱大分養殖金網
佐伯 一般財団法人 佐伯自動車学校
佐伯 大分県立佐伯豊南高等学校
佐伯 ㈱大分銀行佐伯支店
佐伯 大分県農林水産研究指導センター水産研究部
佐伯 大分県立佐伯支援学校
佐伯 大分県立佐伯鶴城高等学校



佐伯 カトリック佐伯幼稚園
佐伯 ㈱香川建設
佐伯 ぶんご銘醸㈱
佐伯 海崎クレーン株式会社
佐伯 神崎鉄工㈱
佐伯 佐伯市蒲江振興局
佐伯 株式会社 風戸工務店
佐伯 東九州石油㈱佐伯幹線通給油所
佐伯 高橋水産株式会社
佐伯 学校法人 佐伯大谷学園 ルンビニこども園
佐伯 寿工業㈱
佐伯 ㈲三幸建設
佐伯 藤栄建設㈱
佐伯 ㈲たかはし
佐伯 山田建設㈱
佐伯 椎茸めしの山香園
佐伯 ㈱小野明組
佐伯 豊中建設株式会社
佐伯 ㈱山田正美商店
佐伯 佐伯広域森林組合
佐伯 吉正建設㈲
佐伯 ㈱アステム佐伯支店
佐伯 ㈱長尾製作所
佐伯 大分県南部振興局
佐伯 佐伯海産㈱
佐伯 ヤンマー舶用システム(株)東九州支店
佐伯 ㈲戸高水産
佐伯 伯洋商事㈱
佐伯 ㈱ケーブルテレビ佐伯
佐伯 佐伯市社会福祉協議会米水津支部
佐伯 佐伯市社会福祉協議会直川支部
佐伯 一般財団法人九州電気保安協会佐伯事業所
佐伯 日本文理大学附属高等学校
佐伯 社会福祉法人長陽会
佐伯 ㈱共同生コン
佐伯 佐伯重工業㈱
佐伯 ㈱三浦造船所
佐伯 大分県農業協同組合南部事業部
佐伯 匹田電気工事㈱
佐伯 九州旅客鉄道㈱佐伯工務センター
佐伯 佐伯市米水津振興局
佐伯 佐伯市直川振興局
佐伯 仲野建設工業㈱
佐伯 ㈲那木家具店
佐伯 中川電設工業㈱
佐伯 ㈱南九建設
佐伯 西日本畜産㈱
佐伯 株式会社 アトル 佐伯支店
佐伯 平和土木㈱
佐伯 本田重工業株式会社
佐伯 株式会社 金水苑
佐伯 佐伯市本匠振興局
佐伯 株式会社 ﾏﾂｵｶ
佐伯 弥生石材㈱
佐伯 吉田港運㈱
佐伯 西日本産業㈱
佐伯 山田水産株式会社
佐伯 ｺｶ･ｺｰﾗボトラーズジャパンベンディング(株)
佐伯 ㈲山矢建設



佐伯 ㈱ヤマジン
佐伯 ㈱山作
佐伯 ㈱山口林業所
佐伯 大和冷機工業㈱九州佐伯工場
佐伯 大和鉄工㈱
佐伯 ㈱盛田組
佐伯 森組工業㈲
佐伯 学校法人みのり幼稚園

臼杵津久見 有限会社 夢のおと
臼杵津久見 県南環境ｻｰﾋﾞｽ
臼杵津久見 稗田建設工業株式会社
臼杵津久見 川邊土木株式会社
臼杵津久見 一般財団法人 日本海事協会臼杵支部
臼杵津久見 富士運転代行
臼杵津久見 九州労働金庫臼津支店
臼杵津久見 臼津鉱運株式会社 神野事業所
臼杵津久見 日本郵便(株)野津郵便局
臼杵津久見 臼杵市社会福祉協議会野津事務所
臼杵津久見 大分三菱自動車販売株式会社臼杵店
臼杵津久見 日名子建設（有）
臼杵津久見 株式会社中九州クボタ野津営業所
臼杵津久見 冨士タンパク食品工業有限会社
臼杵津久見 臼杵タクシー株式会社
臼杵津久見 長森商会
臼杵津久見 藤居酒造（株）
臼杵津久見 野津重機（有）
臼杵津久見 大分県農業協同組合 南部事業部 臼杵
臼杵津久見 ＪＡうすきたまごファーム株式会社臼杵農場
臼杵津久見 岩田リハビリクリニック
臼杵津久見 (有)鈴木電設
臼杵津久見 臼杵市医師会立コスモス病院
臼杵津久見 株式会社 臼杵造船所
臼杵津久見 特別養護老人ホーム栄寿荘
臼杵津久見 臼杵市役所野津庁舎
臼杵津久見 大分県立臼杵高等学校
臼杵津久見 株式会社  豊産業
臼杵津久見 株式会社  野中ｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
臼杵津久見 大分味岡生コンクリート株式会社 第三工場臼杵
臼杵津久見 （有）豊肥重工
臼杵津久見 株式会社 大分クリーンサービス
臼杵津久見 ﾘﾏﾃｯｸ九州株式会社
臼杵津久見 医療法人末広 白川病院
臼杵津久見 株式会社王座
臼杵津久見 四浦珪石株式会社
臼杵津久見 株式会社 大座
臼杵津久見 中国塗料株式会社 九州支社 大分営業所
臼杵津久見 社会福祉法人グリーンコープセンター臼杵
臼杵津久見 高山水理工業株式会社
臼杵津久見 株式会社 宮丸
臼杵津久見 株式会社 cotta
臼杵津久見 大分県立津久見高等学校
臼杵津久見 株式会社スズキ自販大分スズキアリーナ臼杵
臼杵津久見 ふじ運転代行
臼杵津久見 大分県漁業協同組合臼杵支店
臼杵津久見 大分県立海洋科高等学校
臼杵津久見 リコージャパン株式会社大分支社大分南営業所
臼杵津久見 生活協同組合コープおおいた
臼杵津久見 ＳＢカワスミ株式会社
臼杵津久見 臼杵運送株式会社



臼杵津久見 有限会社マツモト・メディカル
臼杵津久見 長崎船舶装備株式会社 臼杵営業所
臼杵津久見 ブリヂストンタイヤセンター西日本株式会社有田店
臼杵津久見 セコム株式会社臼杵営業所
臼杵津久見 株式会社ヤクテツ
臼杵津久見 株式会社ヰセキ九州野津営業所
臼杵津久見 臼杵ケーブルネット株式会社
臼杵津久見 有限会社川野組
臼杵津久見 株式会社髙聖建設工業
臼杵津久見 龍南運送株式会社
臼杵津久見 有限会社家具の大見
臼杵津久見 (有)家具サロンタカハシ
臼杵津久見 有限会社臼杵設備
臼杵津久見 臼豊土建㈱
臼杵津久見 株式会社佐々木工務店
臼杵津久見 佐々木鉄工㈱
臼杵津久見 ㈲佐藤塗装工業
臼杵津久見 カトリック臼杵幼稚園
臼杵津久見 大豊建設㈱
臼杵津久見 江藤酸素㈱臼杵営業所
臼杵津久見 株式会社コスモ
臼杵津久見 (株)久家本店
臼杵津久見 富士甚醤油㈱
臼杵津久見 富士甚商事㈱
臼杵津久見 フンドーキン醤油㈱
臼杵津久見 社会福祉法人みずほ厚生センターみずほ学園
臼杵津久見 ㈲品川ガーデン
臼杵津久見 株式会社臼杵鋼鈑工業所
臼杵津久見 （有）後藤工務店
臼杵津久見 株式会社今里建設
臼杵津久見 認定こども園アソカ幼稚園
臼杵津久見 旭産業㈱
臼杵津久見 株式会社板井林業
臼杵津久見 ㈱九電工臼杵営業所
臼杵津久見 臼杵市役所臼杵庁舎
臼杵津久見 亀の井自動車学校・臼杵
臼杵津久見 ㈲臼杵環境センター
臼杵津久見 臼杵市消防本部
臼杵津久見 ㈲臼杵スイミングスクール
臼杵津久見 大分県中部保健所
臼杵津久見 日本郵便株式会社 臼杵郵便局
臼杵津久見 臼杵津久見警察署
臼杵津久見 大分県臼杵土木事務所
臼杵津久見 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社野津支店
臼杵津久見 （株）豊後
臼杵津久見 株式会社 道脇建設
臼杵津久見 恵の聖母の家
臼杵津久見 ㈲臼杵建材
臼杵津久見 大分県立臼杵支援学校
臼杵津久見 有限会社野津建機整備
臼杵津久見 大分県農業協同組合 南部事業部 野津事務所
臼杵津久見 （株）野津生コン
臼杵津久見 津久見ドロマイト工業（株）
臼杵津久見 社会福祉法人聖母の騎士会障がい者支援施設潔き聖母の家
臼杵津久見 （株）小松製作所実用試験部
臼杵津久見 川口屋旅館
臼杵津久見 下ノ江造船株式会社
臼杵津久見 ㈲エルピーガス総合保安
臼杵津久見 デイサービスセンター城東



臼杵津久見 佐藤商事㈱
臼杵津久見 三洋建設㈱
臼杵津久見 三双土木㈱
臼杵津久見 株式会社関屋組
臼杵津久見 ㈱クボタプロパン
臼杵津久見 有限会社ホテルあわづ
臼杵津久見 臼杵市医師会介護老人保健施設 南山園
臼杵津久見 板井酸素株式会社
臼杵津久見 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会
臼杵津久見 ㈱安東水産
臼杵津久見 社会福祉法人同心会
臼杵津久見 公益社団法人臼津地域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
臼杵津久見 有限会社ダスキン臼津
臼杵津久見 医療法人聖心会循環器リハビリクリニック
臼杵津久見 学校法人 和順幼稚園
臼杵津久見 星和工業㈱津久見営業所
臼杵津久見 社会福祉法人豊友会うばめ園
臼杵津久見 マルコ商事㈱株式会社
臼杵津久見 津久見共同採掘株式会社
臼杵津久見 白梅デイサービスセンター
臼杵津久見 津久見石灰石株式会社
臼杵津久見 豊南電工㈱
臼杵津久見 ㈱協同産業
臼杵津久見 薬建重機車輌整備㈱
臼杵津久見 徳脇工業㈱
臼杵津久見 ㈲筒井塗装
臼杵津久見 ㈱薬師寺建設
臼杵津久見 株式会社 丸京石灰
臼杵津久見 東九州テレビ情報開発㈲
臼杵津久見 ﾔﾝﾏｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部大分ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
臼杵津久見 ㈱東和建設
臼杵津久見 株式会社 鳥繁産業
臼杵津久見 松井アルファス株式会社
臼杵津久見 岩崎礦業株式会社
臼杵津久見 株式会社 大下建設工業
臼杵津久見 大分太平洋鉱業株式会社
臼杵津久見 高齢者総合福祉施設 しおさい
臼杵津久見 株式会社 九電工津久見地区営業所
臼杵津久見 通所授産施設 とよみ園
臼杵津久見 ㈲政栄建設工業
臼杵津久見 株式会社美幸環境
臼杵津久見 ㈱五大産業
臼杵津久見 日豊オノダ株式会社
臼杵津久見 介護老人保健施設 つくみかん
臼杵津久見 ＪＡおおいた県南柑橘選果場
臼杵津久見 （公益社団法人）臼津地域シルバー人材センター津久見事務所
臼杵津久見 グリーンコープ生活協同組合おおいた県南センター
臼杵津久見 ㈲南海電機工業所
臼杵津久見 太平洋セメント㈱大分工場
臼杵津久見 古手川産業株式会社
臼杵津久見 ㈲九州電設
臼杵津久見 ㈱兼田コンサルタント
臼杵津久見 ㈱甲斐建設
臼杵津久見 カトリック津久見幼稚園
臼杵津久見 ㈱大分組
臼杵津久見 ㈱後藤設備鉄工
臼杵津久見 小代築炉工業㈱
臼杵津久見 安部建設株式会社
臼杵津久見 ㈲遠藤建材社



臼杵津久見 ㈲五十川環境産業
臼杵津久見 株式会社麻生電業
臼杵津久見 学校法人 青江白梅学園
臼杵津久見 豊州車輌工業㈱
臼杵津久見 大分鉱業株式会社
臼杵津久見 大分海運株式会社
臼杵津久見 株式会社戸髙鉱業社
臼杵津久見 ㈱畑野鐵工所
臼杵津久見 ㈱朝生水産
臼杵津久見 ㈲新九州
臼杵津久見 白蓮幼稚園
臼杵津久見 株式会社 中津留組
臼杵津久見 東洋測量設計株式会社
臼杵津久見 津久見砿運㈱
臼杵津久見 津久見市消防署
臼杵津久見 菅原工業㈱
臼杵津久見 津久見市役所
臼杵津久見 津久見車輌整備工業株式会社
臼杵津久見 日本郵便株式会社津久見郵便局
臼杵津久見 株式会社 ダイプロ南部販売津久見支店
臼杵津久見 津久見市社会福祉協議会
臼杵津久見 ㈱宏栄建設
臼杵津久見 津久見建設㈱







パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社ＣＳ社九州社大分サービスセンター

















花王グループカスタマーマーケティング株式会社九州支社福岡大分支店大分オフィス

















コマツカスタマーサポート株式会社 九州沖縄カンパニー建機レンタル営業部大分支店


