
法人等名 法人等名

(有)国見興産 道の駅あさじ

光伸ガス(株) あねさん工房(株)

宮迫建設(株) 大幸防災商事(有)

日本生命大分エアポート(営) 大分県看護協会

(株)藤建設 佐伯センター調剤

(有)ダイワ空調サービス 南佐調剤薬局

大分プラント工業(株) 中村調剤薬局

三和(株) 蛇崎調剤薬局

(株)玖珠環境センター (有)夢見堂薬局

大分県民共済生活協同組合 社会システム総合研究所(株)

大分県社会福祉協議会 宮明薬局

社会福祉法人 偕倖社 渡町台調剤薬局

(株)岩城屋 もみじ薬局

(有)江上設備企業 かまえ調剤薬局

(有)田部モータース 下川薬局長島店

医療法人たばるクリニック 東中の島調剤薬局

大場整形外科 しもかわ調剤薬局

よしどめ内科・神経内科クリニック (有)上岡調剤薬局

特別養護老人ホーム 太陽の家広寿苑 (一社)佐伯市薬剤師会

社会福祉法人 千寿会 (有)佐伯調剤薬局

宇佐商工会議所 ファン薬局 長門病院前

タカキ製作所(株) しろやま調剤薬局

吉川医院 ゆう調剤薬局 佐伯店

医療法人聖陵会 聖陵ストリーム 女島調剤薬局

(有)広告美術ヒメノ ゆう調剤薬局 佐伯コスモ店

(株)豊後大野クラスター 社会福祉法人ゆりかご

レストランますの井 王将椎茸(株)

ホテルますの井 杵築市商工会

道の駅みえ 合名会社まるはら

道の駅おおの 社会福祉法人 宇水会

社会福祉法人 碇山会 (株)トキハインダストリー豊後高田店

ＣＯ２オフセットトライ事業にご協力頂いた企業・団体等のみなさま（掲載順不同）



社会福祉法人 三光会悠久の里 (株)プランニングサポート 真玉温泉山翠荘

(株)別所商事 (有)肉のかなおか

(株)茂里商店 (株)あさの食専

(株)環境整備産業 (有)大樹

玄同内科医院 紅葉館

谷川建設工業(株) 梅乃屋

(株)ざびえる本舗 餅屋清末 杵や

Ｕｇｏ 七福

藪庄 ヴィラ・フロレスタ

(株)野村建設 海浜旅庵 しおじ

宿坊文殊仙寺 豊後高田市観光まちづくり(株)

ウェルカム井上 武蔵店 (株)魚国総本社 ムラテック

文渓の里 虹 おおいた和牛うどん

(有)志まる 並石ダムグリーンランド（こっとん村）

国東保健部 (株)油花

(株)ＢＳＡ (有)雲龍

(有)小の岩の庄 おとなり

夢 ｍｉ 街かど

安心院醤油工場 ビストロげってん

百花山草 木村製パン工場

厨ありく (株)テオリック

(株)えいと (有)原花店

三和酒類(株) (株)萬松

まるにし 特別養護老人ホーム妙見荘

喫茶 蓮華 (株)東大分ノヴェル

いんないからあげ巧 (株)マルミヤストア

(株)ニシノユニティ 協和自動車整備(有)

大分県漁協宇佐支店 利光建設工業(株)

道しるべ 大成倉庫(株)

日本製鉄(株)大分製鉄所 みどり調剤薬局豊府店

小野高速印刷(株) (株)秋吉組

パンパシフィック・カッパー(株)佐賀関製錬所まちづくりたけた(株)

日照港運(株) アイリスおおいた



日本鋳銅(株)佐賀関工場 特定非営利活動法人養老会

(株)ＰＰＣプラント佐賀関 (株)プリメディア

詫磨環境(株) 九州プラコート(株)

(株)大日 (株)ホープ再油

ＨＯＫＯ(株) 豊能運送(株)

(株)豊後木材市場 (株)城東運輸

(有)清水白蟻工業所 大分支店 (有)翔樹

河津建設(株) さくら運輸(株)別府営業所

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 大分県済生会日田病院大分総合運輸(株)

(株)大谷商会 江藤運輸(株)

大分ゼネラルサービス(株) さくら運輸(株)

(株)佐伯ホンダセンター (株)ＡＹＵＳＨＯＵ

フンドーキン醤油(株) 一番運輸(株)西大分営業所

(株)宏栄建設 一番運輸(株)本社営業所

鶴谷中学校 (株)ＮＳＵ物流サービス

(有)二豊衛生社 大分運輸(株)日田営業所

(有)オカハチ薬局 九州航空(株)

(有)ユートピア産業 九州ライトニング物流(有)

協和工業(株) 臼津鉱運(株)

大分デバイステクノロジー(株) 九重運輸(有)

協和包材(株) (株)ＫＤＳ

(株)オー・エム・ケイ (株)三興

(株)ハイブリッジ（マクドナルド　大分賀来店）(有)大翔陸運

西日本電線(株) たちばな運輸(株)

(有)恵上商店 鶴崎海陸運輸(株)

大分市薬剤師会 東九総合運輸(株)

(株)中津急行 大分興業(株)ＪＸＴＧ事業所

日成運送(株) 日本通運(株)大分重機建設事業所

大分東郵便局 (株)九電工

別府郵便局 昭和アステック(株)大分営業所

野津運送(株) レイズネクスト(株)

東九州デイリーフーヅ(株) (株)大川技研 ＪＸ出張所

(株)古園運送 ＪＸサイトセキュリティ(株)



豊後通運(株)本社営業所 西ノ洲環境(株)

豊後通運(株)大分事業部 (株)千代田

(有)豊栄運輸 新水マリン(株)

(株)マテリアルデポット 富士タクシー(株)

村本重機興(有) オーケーはとタクシー(株)

森脇運送(株) 杵築国東合同タクシー(株)

ヤマサキ 大分シティタクシー(株)

龍南運送(株) 大分はとタクシー(株)

佐伯市番匠商工会 (株)亀川交通

かもめ薬局 合資会社日坂タクシー

(有)道路施設 院内タクシー(有)

伊藤内科医院 大分第一交通(株)

鶴崎海陸運輸(株)ＪＸエネルギー事業部 (株)日田観光タクシー

西日本プラント工業(株)大分事業所 岩尾(株)

日揮(株)大分事業所 イワオ事務機(株)

関西保温工業(株) (株)タカフジ

アズビル(株)大分営業所 大分臨海興業(株)

西川計測(株) (株)川邊組

ナカノス建設工業(株) 河原内保育所

九州溶剤(株) (株)髙山組

伊藤忠エネクス(株)大分ガス課 富士岐工産(株)大分事業所

平和扶桑テクノ(株)化学事業部 九州電力(株)大分支社

山九(株)大分東支店 九州電力(株)大分送配電統括センター

九州電力(株)大分営業センター (株)アステック入江大分支店

九州電力(株)大分水力事業所 日鉄物流大分(株)

九州電力(株)中津配電事業所 九築工業(株)大分支店

九州電力(株)中津営業所 日鉄ソリューションズ(株)大分システムセンター

九州電力(株)日田配電事業所 三和テクノ(株)大分事業所

九州電力(株)日田営業所 (一社）日本海事検定協会

九州電力(株)別府配電事業所 大和工業(株)

九州電力(株)別府営業所 日鉄テックスエンジ(株)大分支店

九州電力(株)大分配電事業所 ロッド・コム(株)

九州電力(株)大分営業所 (株)スガテック大分支店



九州電力(株)三重配電事業所 瓦藍洞

九州電力(株)三重営業所 (株)岩田鐵工所

九州電力(株)佐伯配電事業所 (株)上組大分支店

九州電力(株)佐伯営業所 洗タッキーカワハラ

住友化学(株)大分工場 (株)高田工業所

(株)ユーロード 東海プラントエンジニアリング(株)大分事業所

(株)ユウキ りんご薬局

(一社)日田薬剤師会 大洋興業(株)大分支店

(株)祥 太平洋セメント(株)大分ＳＳ

佐伯商工会議所 (株)テツゲン大分支店

(有)日田ヘルスアンドメシカルシステム（楼蘭花月薬局）(株)菅組

規光コンサルタント(株) 日鉄ビジネスサービス大分(株)

九重町商工会 大分港運(株)

中津市しもげ商工会 大同電設(株)大分支店

佐伯市あまべ商工会 (有)宗印刷所

ファーマシー野口元町 日本スピング(株)大分事業所

玖珠土木事務所 日鉄スラグ製品(株)大分事業所

はなまるおーと ウメサン(株)日本製鉄事業所

ファ－マシ－船小路 梶原食品

(有)益戸石油 大分精密工業(株)

Ｃａｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ ＫＩＮＧ (有)南海電機工業所

草野発條製作所 太平工事(株)

(有)夢列車 (株)大成組

(有)中岩建設 大分海運(株)

カーファクトリーティーズ (株)九電工 津久見営業所

(株)大友石材工業 リマテック九州(株)

(有)苅北林業 小代築炉工業(株)

(株)カイ設計事務所 菅原工業(株)

下郷工務店 (有)有田ゴム工業所

(有)宮瀬建材店 古手川産業(株)

北村住建(有) (株)中津留組

耶馬渓観光開発(株) (株)中野組

山崎電器サービス (株)千大土木



長尾プロパン (株)重松組

渡辺商店 (一社)日本貨物検数協会大分事務所

(有)橋本商店 (株)大分銀行 本店

インテリア加々見 (株)大分銀行 東支店

(株)久保組 (株)大分銀行 西支店

アートプロ稲月 (株)大分銀行 にじが丘出張所

中村農園 (株)大分銀行 南支店

石井デンキ (株)大分銀行 ソーリン支店

濱田重工(株)大分支店 (株)大分銀行 春日出張所

太平洋セメント(株)大分工場 (株)大分銀行 大分駅前支店

星和工業(株) (株)大分銀行 県庁内支店

津久見建設(株) (株)大分銀行 中島支店

日豊オノダ(株) (株)大分銀行 津留支店

東海運(株)津久見営業所 (株)大分銀行 日岡支店

九州産業運輸(株)佐伯支店 (株)大分銀行 戸次支店

(株)後藤設備鉄工 (株)大分銀行 小野屋支店

(有)田口計量機 (株)大分銀行 鶴崎支店

(株)大分銀行 大在支店 (株)大分銀行 津久見支店

(株)大分銀行 坂ノ市支店 (株)大分銀行 佐伯支店

(株)大分銀行 佐賀関支店 (株)大分銀行 佐伯駅前支店

(株)大分銀行 別府支店 (株)大分銀行 上野支店

(株)大分銀行 別府南支店 (株)大分銀行 鐵鋼ビル支店

(株)大分銀行 別府北浜支店 (株)大分銀行 古国府支店

(株)大分銀行 鉄輪支店 (株)大分銀行 わさだ支店

(株)大分銀行 日出支店 (株)大分銀行 わさだタウン出張所

(株)大分銀行 杵築支店 (株)大分銀行 鶴見支店

(株)大分銀行 安岐支店 (株)大分銀行 明野支店

(株)大分銀行 国東支店 (株)大分銀行 湯布院支店

(株)大分銀行 国見支店 (株)大分銀行 山香支店

(株)大分銀行 中津支店 (株)大分銀行 蒲江支店

(株)大分銀行 今津田尻主張所 (株)大分銀行 中央市場支店

(株)大分銀行 福沢通支店 (株)大分銀行 下郡支店

(株)大分銀行 洞門支店 (株)大分銀行 勢家支店



(株)大分銀行 宇佐支店 (株)大分銀行 しきど支店

(株)大分銀行 長洲支店 (株)大分銀行 鶴居支店

(株)大分銀行 安心院支店 (株)大分銀行 賀来支店

(株)大分銀行 高田支店 (株)大分銀行 石垣支店

(株)大分銀行 日田支店 (株)大分銀行 江無田支店

(株)大分銀行 豆田支店 (株)大分銀行 太陽の家支店

(株)大分銀行 玖珠支店 (株)大分銀行 萩原支店

(株)大分銀行 ここのえ支店 (株)大分銀行 医科大学前支店

(株)大分銀行 竹田支店 (株)大分銀行 佐伯長島支店

(株)大分銀行 三重支店 (株)大分銀行 森支店

(株)大分銀行 緒方支店 (株)大分銀行 判田支店

(株)大分銀行 犬飼支店 (株)大分銀行 大貞支店

(株)大分銀行 野津支店 (株)大分銀行 若宮支店

(株)大分銀行 臼杵支店 (株)大分銀行 中津東支店

(株)大分銀行 滝尾支店 (株)マル金ファーム

(株)修身建機 味好

萱島酒造(有) 江川理容館

日鉄環境(株)大分支店 (有)坂本自動車

大徳電業(株)日本製鉄構内事業所 (有)米水津石油

まるよし林業 (有)柳田水産

高村鉄工所 (有)三宅水産

佐伯市あまべ商工会 蒲江支所 高橋水産(株)

(株)かまぷろライフ 武生酒店

(有)東九 大分キヤノンマテリアル(株)杵築事業所

佐伯市あまべ商工会 上浦支所 大分キヤノンマテリアル(株)大分事業所

(有)山矢建設 丸栄産業(株)

西国東商工会 真玉本所 ひろつるテント

福祉タクシーらくらく 黒崎播磨(株)大分支店

樹村商店 (有)河本電器商会

曽根自転車品店 (有)森崎呉服店

佐伯市あまべ商工会 米水津支所 (有)河村石油

(有)米水津水道 (有)津井商店

(株)やまろ渡邉 松田衣料品店



(株)金碇組 (公財)大分県環境管理協会

(有)川元建設工業 (有)大山建設

タナベ環境工学(株) 川野クリーニング店

笹田商店 カットサロンタケウチ

民宿甲子丸 津久見商工会議所

清家司法書士事務所 蒲江印刷(有)

安達建築 蒲江自動車整備工場

和上建設工業(有) タカヤカラー

岡村鉄工所 松尾写真館

安達工務店 まるぶん鮮魚店

(株)渡邉食品企画 神力水産

喫茶コサカ 岡次造船所

米良製材所 清家自動車

ごとう製麺 (有)清家造船所

真珠・山本釣り筏 松浦整体院

小島鉄工所 (株)南日本造船

民宿いとう ビューティーサロンＬｅａｆ

山田商店 浜の市

石田商店 (株)田島建設

インテリアクラフトきたざき 伊勢家

南郡印刷 (有)スリーアール

ながの造園 大分共同火力(株)

デンキのつかもと 日鉄テクノロジー(株)大分事業所

白岩鉄工 (株)マルシン大分事業所

塩月石油 産業振興(株)大分事業所

広津留塗装 (有)幸野組

戸高商店 興人ライフサイエンス(株)

てるまる２５ (有)松木重機

渡辺衣料品店 (有)佐藤組

川津工芸 富士通(株)（大分システムラボラトリ）

まるたか丸 森食品

第二峰漁丸 日本ポリエチレン(株)大分工場

洗網社正栄 (有)ケーキ大使館クアンカ・ドーネ



(株)大分サンソセンター サラダ館 弥生店

鶴崎海陸運輸(株)日本製鉄事業部 (有)たかはし

日鉄ハードフェイシング(株) 日本エラストマー(株)

森索道 昭和電工ガスプロダクツ(株)大分工場

山九(株)大分支店 ウッドアート楽

井上鉄工所 炭小屋

(株)南日本造船 大分事業部 (有)溝田工務店

漁村女性グループめばる 和整骨院

山の幸 由紀ん子 (株)カシワバラコーポレーション

清幸農園(有) 清本鐵工(株)

匠家 (株)きんでん大分営業所

東明運送(有) 山九(株)大分物流事業所

宇目製材 (株)三興

(有)肉の時代屋 昭和産業(株)

(有)天小組 (株)ちゅうえき

高治商店 鶴崎海陸運輸(株)物流部

(有)宇目環境整備 東亜外業(株)

三浦国土建設(株) ニチアス(株)

(株)鶴崎サンソセンター 日本工業検査(株)

日油(株) 東九州機械工業(株)

大分県漁業協同組合 上入津支店 柳井電機工業(株)

川澄化学工業(株) (株)豊和銀行 臼杵支店

佐伯広域森林組合 (株)豊和銀行 湯布院支店

大分県農業協同組合 (株)豊和銀行 長州支店

キャリー(有) (株)豊和銀行 三重支店

瀬戸製材(株) (株)豊和銀行 別府支店

(株)日田十条 (株)豊和銀行 本店営業部

ふるた薬局 宮夫店 (株)豊和銀行 東支店

(有)オーハタパール (株)豊和銀行 鶴崎支店

昭和電工(株)大分コンビナート大分事業所 (株)豊和銀行 亀川支店

鶴崎共同動力(株) (株)豊和銀行 日田支店

日本硫炭工業(株) (株)豊和銀行 佐伯支店

ＮＳスチレンモノマー(株) (株)豊和銀行 津久見支店



大分ケミカル(株)大分工場 (株)豊和銀行 竹田支店

朝日工業(株) (株)豊和銀行 高田支店

アスクサンシンエンジニアリング(株) (株)豊和銀行 杵築支店

ウメサン(株) (株)豊和銀行 国東支店

(株)大川技研 (株)豊和銀行 日出支店

(株)豊和銀行 宇佐支店 国東市商工会

(株)豊和銀行 南大分支店 ヘアールームＫｉｒａ

(株)豊和銀行 県庁前支店 割烹 太喜

(株)豊和銀行 明野支店 竹丸石油

(株)豊和銀行 上野支店 (有)電工業 ウイング松本

(株)豊和銀行 寒田支店 (有)ファションハウスモア

(株)豊和銀行 宗方支店 (有)深深産業

(株)豊和銀行 富士見ヶ丘支店 国見石油(有)

(株)豊和銀行 大在支店 (有)てつや

(株)豊和銀行 光吉支店 (有)野田石油店

(株)豊和銀行 中津支店 山梨子産業

(株)豊和銀行 新別府支店 (株)吉見施工

(株)豊和銀行 牧支店 かわの釣具店

(株)豊和銀行 大道支店 錦幸園

(株)豊和銀行 賀来支店 焼き鳥ぽっぽ

(株)豊和銀行 石垣支店 ここるん

(株)豊和銀行 鶴崎南支店 タント

(株)豊和銀行 古国府支店 ゆいまある

(株)豊和銀行 戸次支店 かかし

(株)豊和銀行 玖珠支店 ラバード

(株)豊和銀行 下郡支店 チョコット

(株)豊和銀行 わさだ支店 美ＤＯ

(公社)大分県薬剤師会 小代整体院

(株)三宮組 大分労働組合三重支部

峰薬局 旅の宿山の湯かずよ

(有)首藤車輌 宇佐市清掃事業局(ごみ焼却センター)

佐伯市立米水津中学校 (株)住化分析センター 大分ラボラトリー

サンアロマー(株)大分工場 ほか無記名　２９事業所


