大分県食品適正表示推進者設置店一覧
平成28年11月1日現在
事業所名
（一社）農村商社 わかば
めぐみ工房
Ａコープ うめ店
Ａコープ おがた店
Ａコープ きつき店
Ａコープ くす店
Ａコープ 鶴見店
Ａコープ やまが店
（株）Ａコープ九州
JA玖珠九重 (株)グリーンプラザ良心市
ＪＡ玖珠九重 （株）グリーンプラザ
ＪＡ玖珠九重 直販課
JA玖珠九重食品加工場
ＪＡべっぷ日出 指導課
ＪＡべっぷ日出 旬の館
ＪＡべっぷ日出 直販購買課
ＪＡべっぷ日出 ふれあいの里
足達商店
あやがき屋
イオン パークプレイス大分店
イオン 光吉店
池田食品
稲荷餅屋 荒巻商店
イワモト企画
うさぴよたまご
臼杵市うまいもん農産加工研究協議会
臼杵市ほんまもんの里農業推進センター
うすき製薬（株）
海べ（株）
宇目農林産物直売所
梅の三渓園
エパヌイール
エリオポール早稲田
王将椎茸（株）
大分魚市（株）
木の花ガルテン 大山店
大分県飲食業生活衛生同業組合 中央支部
大分県学校給食パン米飯協同組合
大分県漁業協同組合 佐賀関支店
大分県椎茸農業協同組合
大分県農業協同組合
大分県立津久見高等学校 海洋科学学校
大分航空ターミナル（株） 商事部商事課
大分航空ターミナル(株)ビューレストランスカイライン
大分醤油協業組合
大分惣菜（株）
（株）大分水産
大分農業文化公園
小野富酒造（株）
梶原食品
（株）きんだ
（株）ＭＹＭウォーター
（株）阿蘇野鉱泉
（株）イズミ ゆめタウン別府
（株）うめ うめりあ
（株）大分県酪食肉公社
（株）大分防犯サービス
（株）オーケー

住所
竹田市米納663-1
臼杵市大字臼杵56-1
佐伯市宇目大字千束2040-2
豊後大野市緒方町馬場60-1
杵築市大字杵築字北浜695
玖珠郡玖珠町大字塚脇六十六間651
佐伯市鶴見大字地松浦1987
杵築市山香町大字内河野2561-1
大分市古国府1220
玖珠郡玖珠町大字塚脇626-1
玖珠郡玖珠町大字帆足357-1
玖珠郡玖珠町大字帆足357-1
玖珠郡玖珠町大字戸畑385番地
速見郡日出町3543-1
別府市石垣東9-1-26
別府市石垣東9-1-26
速見郡日出町3862-1
豊後大野市三重町市場993
玖珠郡玖珠町大字日出生935-66
大分市公園通り西2-1
大分市大字光吉825-1
日田市亀山町3-29
別府市松原町1-15
大分市光吉
宇佐市辛島119-1
臼杵市野津町野津市326-1
臼杵市野津町大字原333
臼杵市市浜997-1
佐伯市蒲江大字森崎浦142-16
佐伯市宇目大字南田原2513-3
国東市国見町櫛海2046-6
別府市石垣東1-4-20
玖珠郡玖珠町大字小田905
臼杵市野津町大字吉田1180-10
大分市豊海3-2-1
日田市大山町東大山274-1
大分市大手町2-2-11
大分市南春日町12-5 （株）豊の国健康ランド内
大分市佐賀関2016-4.
大分市大字勢家字春日浦843-69
大分市大字羽屋600-10
臼杵市諏訪254-1-2
国東市安岐町下原13
国東市安岐町下原13
臼杵市大字望月1500
大分市原新町6-30
大分市豊海3-2-1
杵築市山香町大字日指1番地1
佐伯市駅前1-3-14
日田市前津江町赤石3268
豊後大野市三重町芦刈244
由布市庄内町阿蘇野字宇土2287-3
由布市庄内町阿蘇野6067-3
別府市楠町382-7
佐伯市宇目大字南田原2513-5
大分市三佐字新港2405-2
大分市津守64-1
大分市高崎3-1-25

（株）大津留食品
（株）カスガ水産
（株）菊家
（株）京屋食品
（株）来浦ぐらんま
（株）国東ファーム
（株）クロレラ本社
（株）コスモス薬品 豊後高田店
（株）ざびえる本舗
（株）三洋産業
（株）サンヨーコーヒー
（株）高田魚市場
（株）タカフジ
（株）つえエーピー
（株）洞門パティオ
（株）トキハ
（株）トキハ トキハわさだタウン
（株）トキハ 本店 食品部
（株）トキハ わさだ店 食品部
（株）トキハインダストリー アイム高田店
（株）トキハインダストリー 明野アクロスタウン
（株）トキハインダストリー アテオ光吉店
（株）トキハインダストリー アムス大在
（株）トキハインダストリー 宇佐四日市店
（株）トキハインダストリー 春日浦フードスタジアム
（株）トキハインダストリー 佐伯店
（株）トキハインダストリー 長洲店
（株）トキハインダストリー 三重店
（株）トキハインダストリー わさだスーパーマーケット
（株）長湯歴史温泉伝承館
（株）西日本農業社
（株）西野物産
（株）西野物産 開発研究室
（株）西野物産 生産本部
（株）西野物産 品質保証部
（株）パールライス 大分経済連
（株）樋口紙器工業所
（株）久家本店
（株）日田天領水
（株）藤田商店
（株）別府魚市
（株）宝来屋
（株）マルショク 佐伯店
（株）マルショク サンリブ明野
（株）マルショク サンリブ臼杵
（株）マルショク サンリブ杵築
（株）マルショク サンリブさいき
（株）マルショク サンリブ中津
（株）マルショク サンリブ日田
（株）マルショク サンリブ四日市
（株）マルショク サンリブわさだ
（株）マルショク 関の江店
（株）マルショク 高城店
（株）マルショク 津久見店
（株）マルショク 鶴高通り店
（株）マルショク 羽屋店
（株）マルショク 判田店
（株）マルショク 東大道店
（株）マルショク 東中津店
（株）マルショク 日出店
（株）マルショク 舞鶴店
（株）マルショク 餅ヶ浜店
（株）マルショク やまなみ店
（株）マルショク西大分店

大分市田中町3組
津久見市大字千怒6130-1
由布市挾間町赤野740
大分市住吉町2-2-6
国東市国東町来浦1061
国東市国東町木浦2438
由布市庄内町東長宝437-4
豊後高田市高田2252-2
大分市大分流通業務団地1-3-11
別府市富士見町7-2
別府市富士見町6-30
豊後高田市高田2247-1
大分市三佐6丁目2番50号
日田市中津江村栃野2791-1
中津市本耶馬渓町樋田180番
大分市府内町2-1-4
大分市玉沢755-1
大分市府内町2-1-4
大分市玉沢
豊後高田市平和通り
大分市明野東1-1-1
大分市光吉2011
大分市大在浜2-1-1
宇佐市四日市鬼枝104-2
大分市王子北町5-1
佐伯市大字池田2064
宇佐市沖須町1-20
豊後大野市三重町市場5区
大分市大字玉沢755-1
竹田市直入町大字長湯3264-1
臼杵市野津町大字野津市2506番地
中津市大字永添2684番地
宇佐市大字末90-1
宇佐市大字末90-1
宇佐市大字末90-1
由布市庄内町大龍1255-30
別府市光町2-6
臼杵市江無田382番地
日田市中ノ島町647
大分市大手町2-1-3
別府市亀川浜田町990-91
別府市船小路町1-15
佐伯市大手町2-1-18
大分市明野北5-15-16
臼杵市大字江無田266番5
杵築市大字杵築字北浜665-618
佐伯市鶴岡西町2丁目153番地
中津市豊田町9-10
日田市元町156-2
宇佐市大字四日市1447-4
大分市大字木上2059番地
別府市内竈北新田25-1
大分市高城本町7-10
津久見市中央町760番53
別府市石垣西8-5-23
大分市大字羽屋129番地-1
大分市大字中判田1500-1
大分市東大道1-12-17
中津市大字上如水1314-1
速見郡日出町字片向3455-1
大分市舞鶴町2-1-5
別府市餅ヶ浜町7-10
別府市大字鶴見字砂原130-1
大分市王子西町11-27

（株）丸福 本社
（株）ミートクレスト
（株）ミートクレスト 竹田営業所
（株）ミートクレスト 中央市場店
（株）道の駅 やよい
（株）みなみん里
（株）ムクノ 中津本社工場
（株）元氣の駅
（株）ヤマジン 佐伯工場
（株）ヤマジン 本社
（株）山忠
（株）豊食
（株）ヨーグルトン乳業
（株）吉田喜九州
（株）リョーユーパン パン工場三光店
企業組合 戸次ごんぼの会
九州乳業（株）
草の実加工所
くど庵
くにみ農産物加工（有）
久保酒蔵（株）
桑島豆腐店
合資会社 赤嶺酒造場
工房 あぐり
工房 つづらん
ココ・プードル
近藤製パン工場
コンフェクショナリーおがわ
佐伯アンテナショップ協議会
佐伯屋
佐々木食品工業(株)
サンアスベルフーズ（株）
三和酒類（株）
三和酒類(株) 拝田グーリーンバイオ事業所
社会福祉法人博愛会 パルクラブ
豊後高田市観光まちづくり（株）
ショッピング あだち
新鮮市場 安岐店
新鮮市場 宇佐店
新鮮市場 大在店
新鮮市場 大貞店
新鮮市場 花月店
新鮮市場 新川店
新鮮市場 友田店
新鮮市場 野津原店
新鮮市場 花高松店
新鮮市場 松岡店
新鮮市場 南大分店
新鮮市場 山の手店
生活改善 かぐらちゃや
生活協同組合コープおおいた 本部
生活協同組合コープおおいた 共済事業部
生活協同組合コープおおいた 組織支援本部
生活協同組合コープおおいた 宅配事業本部
生活協同組合コープおおいた 宅配事業部三重センター
生活協同組合コープおおいた共済事業部 日出
全農大分県本部 畜産部食肉販売課
大豊食品協同組合
たこやきハウス京
太刀魚屋
食べ物工房 オ～ハン
玉津まちの駅 夢むすび
つけもののかわた
特定非営利活動法人 はいだて
ドライブイン・ピットイン
ながお梅園

竹田市荻町西福寺5551-2
大分市大字大在6番地
竹田市拝田原776-3
大分市豊海4-1-1
佐伯市弥生大字上小倉898-1
臼杵市野津町野津市378-1
中津市東浜1013-4
日田市大字庄手635-1
佐伯市西浜3-8
佐伯市米水津大字色利浦1808-7
佐伯市鶴谷町1-4-30
宇佐市大字東高家1198-12
由布市挾間町篠原398-6
由布市挾間町三船64番地
中津市三光佐知1032
大分市下戸次1703-1
大分市大字廻栖野3231
津久見市津久見8027
佐伯市大字青山5646
国東市国見町櫛来214-14
宇佐市大字長洲3581-1
竹田市大字入田2226
臼杵市野津町大字野津市164-1
玖珠郡玖珠町大字大隈1014-7
由布市湯布院町川西3382
大分市高崎4-10-17
杵築市大字南杵築34
玖珠郡九重町大字町田543-1
佐伯市大字池田字大エゴ2064
中津市大字島田224-6
豊後高田市界276
臼杵市大字末広字黒丸193-1
宇佐市山本2231-1
宇佐市下拝田1357-3
竹田市久住町大字有氏896-22
豊後高田市新町989-1
竹田市久住町大字久住6144番地
国東市安岐町塩屋字室100-10
宇佐市大字葛原字東ノ田234
大分市汐見2-310
中津市大字大貞字中ノ林389-2
日田市大字三和字長迫740
大分市新川町2-1396-6
日田市大字友田802-1
大分市大字野津原字小深町892-1
大分市花高松1-2-8
大分市大字松岡字市場5171-1
大分市大字豊饒184
別府市山の手町3250-1
由布市庄内町大龍1588
大分市青崎1-9-35
大分市青崎1-9-35
大分市青崎1-9-35
大分市青崎1-9-35
豊後大野市三重町大字菅生437-4
速見郡日出町藤原1242-2
大分市古国府1220
大分市北下郡1-3組
佐伯市宇目大字重岡1769-3
臼杵市大字深江2863-1
竹田市片瀬1836
豊後高田市玉津418
佐伯市弥生大字細田358
豊後大野市三重町赤嶺1504-1
竹田市大字菅生1247-27
日田市大山町東大山1346-2

中島製菓（有）
中津魚市（株）
中屋商事
南光物産（株）
肉のオオハタ
西日本畜産（株）
二豊醤油協業組合
二豊味噌協業組合
八世屋
ぱぴよん
ビーリーブズ(有)
宇栄喜号製菓本舗
日田市民生活協同組合 コープ新治店
日田市民生活協同組合 コープ三芳店
ひまわり
福井梅園
福岡丸本（株）大分営業所
藤居酒造（株）
富士甚醤油（株）
フジヨシ醤油（株）
ふみちゃんのおやつ
フミヤ
ふるさと産業振興センター協議会
ふれあいガーデン四季菜彩
ふれあい良心市
フンドーキン醤油（株） 本社
フンドーキン醤油（株） 食品化学研究所
別府漬物（有）
紅屋菓子補
マルミヤストア 大畑店
マルミヤストア 蛎瀬店
マルミヤストア 金池南店
マルミヤストア 坂ノ市店
マルミヤストア 庄内店
マルミヤストア つくみ店
マルミヤストア 鶴崎森店
マルミヤストア 長島店
マルミヤストア 中ノ島店
マルミヤストア 野田店
マルミヤストア 日田店
マルミヤストア 別府駅店
マルミヤストア 戸次店
マルミヤストア 蛇崎店
マルミヤストア 本社
マルミヤストア 三重店
マルミヤストア 弥生店
マルミヤストア 湯布院店
マルミヤストア 挾間店
三木屋菓子舗
道の駅 かまえ
道の駅 鯛生金山 農産直売所
道の駅 童話の里くす
道の駅 みえ
道の駅 水辺の郷おおやま
ヤクルトヘルスフーズ（株）
八鹿酒造（株）
柳井商店
山内建材店
ヤマトストアー（株）
（有）赤司日田羊羮本舗
（有）安部製菓
（有）天野商会
（有）荒川屋 アラ・マート弥生店
（有）磯武
（有）今永製材所 農産部
（有）エム・ナイン

宇佐市大字南宇佐2298
中津市外馬場2618
大分市上野南陽台11号
別府市北鉄輪1組
佐伯市稲垣区1281
佐伯市西浜3-11
臼杵市大字大野160番外
臼杵市大字末広字黒丸160-1
竹田市君ケ園1149-1 下矢倉住宅1Ａ-1-10
佐伯市直川大字赤木1262番地
由布市湯布院町川上3001-5
豊後高田市高田市浜671
日田市新治町463
日田市下井手町54
臼杵市深田833-7
日田市神来町1-1
大分市大字津守字吹上42-3
臼杵市野津町大字野津市213-2
臼杵市唐人町7組
別府市光町9-9
佐伯市弥生大字大坂本1806
臼杵市野津町大字野津市158番地の1
竹田市大字飛田川1618-8
臼杵市江無田274-1
玖珠郡玖珠町大字塚脇649-1
臼杵市大字臼杵501
臼杵市大字前田2307-2
別府市上原町7-15
別府市東荘園2-2
別府市大字鶴望字中原2507-1
中津市大字蛎瀬字龍頭860-1
大分市金池南2-2631-1
大分市大在中央2-5-3
由布市庄内町大龍1660-1
津久見市高洲町3819-8
大分市大字森字六反田605
佐伯市長島町2-3-15
佐伯市中ノ島東3-30
臼杵市大字野田六反田160
日田市大字渡里字大道町53-5
別府市駅前町11-7
大分市中戸次4560-2
佐伯市大字池田2136
佐伯市野岡町2-1-10
豊後大野市三重町赤嶺字塚田2976-1
佐伯市弥生大字井崎1330-1
由布市湯布院町川上3090-8
由布市挾間町向原311-1
大分市三ケ田8組
佐伯市蒲江蒲江浦5104-1.
日田市中津江村合瀬3750
玖珠郡玖珠町大字帆足2121
豊後大野市三重町宮野2791-1
日田市大山町西大山4106番地
豊後高田市西真玉3499-5
玖珠郡九重町大字右田3364
佐伯市野岡町1-8-27
豊後大野市三重町菅生1-189
臼杵市大字市浜595-1
日田市豆田町8-15
別府市大字鶴見4015-1
大分市豊海3-6-5
佐伯市弥生大字井崎1253-1
国東市武蔵町糸原1350-1
竹田市荻町宮平3737
竹田市荻町馬場437-1

（有）大分の空634 里の駅むさし
（有）岡部商店
（有）オフィス神河
（有）化成品商事
（有）きらり
（有）近藤養蜂場
（有）佐藤商店
（有）三共水産
（有）志手水産
（有）小の岩の庄
（有）菅野製麺
（有）楽四季舎
（有）デリカフーズ大塚
（有）どんど焼本舗
（有）肉のかなおか
（有）肉の木村屋
（有）林田食品工場
（有）ハローショップ
(有)干潟ベーカリー
ユーマート 海崎店
（有）松葉家菓子舗
（有）丸福水産
（有）まるみや
（有）やせうま本舗
（有）山川屋
（有）やまめの郷
（有）四井製麺工場
由布院チーズ工房
ユワキヤ醤油（株）
吉野食品（有）
旅館 黒嶽荘
労協センター事業団 大分出張所
若妻の店
渡辺こうじ屋
和らびＴＦＣ食品加工所
吉冨精肉店
髙橋水産（株）

国東市武蔵町糸原3550
大分市顕徳町2-6-7
佐伯市春日町8-23
大分市三川新町1-2-19
佐伯市本庄大字波寄2692
杵築市山香町大字向野2252-1
由布市庄内町大龍2633-3
臼杵市大字末広190
別府市大字鶴見130-1 マルショクやまなみ店内
宇佐市安心院町戸方7番地の1
別府市北中7組-1
杵築市山香町大字内河野2552-1
大分市津守11-2
別府市小倉３組
豊後高田市新町890-2
大分市東春日町13-32
国東市国東町田深363
佐伯市蛇崎10850-1
竹田市大字竹田1862-1
佐伯市大字海崎1836-18
大分市大道町5-1-52
別府市中須賀本町3組
大分市新川町2-1-3
大分市大字光吉311
臼杵市野津町大字野津市686番地
日田市前津江町大野220-1
宇佐市大字長洲3729-2
由布市湯布院町川北890-54
大分市大字竹中3336
大分市吉野原278
由布市庄内町阿蘇野2259
大分市古ヶ鶴1-2-24 水木ＡＰ101
大分市大字今市2654-2
宇佐市大字四日市2836-1
竹田市久住6171-1
別府市亀川中央町10-25
佐伯市米水津大字宮野浦21-1

