
機密性2

事業所名 所在地

社会福祉法人　大野記念会　軽費老人ホーム福寿園 別府市　鶴見字岡　１５７３

株式会社　後藤工務店 別府市　光町　７－２６

医療法人　財団　野口記念会 別府市　青山町　７番５２号

株式会社　オー・ビー・シー 別府市　内竈字北尾関　７３

株式会社　松秀 別府市　上人ケ浜町　６番２４号

別府大分合同タクシー　株式会社 別府市　大字鶴見字野地　３６８２－１

社会福祉法人　栄光園 別府市　南荘園町　３

合資会社　鬼山地獄 別府市　鉄輪　３３５番地の１

株式会社　三想 別府市　石垣東　３丁目３－２７

医療法人　聡明会 別府市　亀川四の湯町　５－１９

社会福祉法人　友愛会　特別養護老人ホーム静雲荘 別府市　野田　サッショウ原　１２９３番地の１

明大工業　株式会社 別府市　船小路町　３番４３号

一般財団法人　大分健康管理協会 別府市　北石垣深町　８５１

亀の井バス　株式会社 別府市　鶴見　３８２５－１

株式会社　八商 別府市　古市町　８８１番地の２０２

光綜合工業　株式会社 別府市　石垣東　８丁目１番１３号

株式会社　別大興産 別府市　餅ケ浜町　１０番８号

西部通信設備　有限会社 別府市　鶴見町　７－３

株式会社　ＥＣＯＳＳ 別府市　京町　２番１３号

株式会社　大誠ゼミナール

株式会社　三洋産業 別府市　富士見町　７－２

大分瓦斯　株式会社 別府市　北的ケ浜町　５－２５

医療法人社団　ふたば会　矢田こどもクリニック 別府市　石垣東　４－５－４

社会福祉法人　太陽の家 別府市　内竃　１３９３番２

社会福祉法人　太陽の家　別府第１ワークセンター 別府市　内竃中無田　１３９９番地－１

社会福祉法人　太陽の家　別府第２ワークセンター 別府市　内竃　１３９３番２

社会福祉法人　アルバハウスたけのこ 別府市　野田　１０２３番地の５

長幸建設　株式会社 別府市　大字鶴見　９４９番地の３９

株式会社　明林堂書店 別府市　山の手町　１５番１５号

株式会社　ツツミ技研 別府市　上人本町　１－１

有限会社　竹苑 別府市　石垣東　１０丁目４番３８号

フジヨシ醤油　株式会社 別府市　光町　９－９

有限会社　塩屋産業 別府市　田の湯町　３番７号

医療法人　博愛会　別府中央病院 別府市　北的ケ浜町　５番１９号

亀の井タクシー　株式会社 別府市　南立石　２０４２－１

株式会社　ユウキ 別府市　幸町　８－３２

株式会社　安部組 別府市　京町　４－１９

関汽タクシー　株式会社 別府市　石垣西　５丁目６番２９号

医療法人　恵愛会　中村病院 別府市　秋葉町　８－２４

一般社団法人　別府市薬剤師会 別府市　亀川内竃　１６組

有限会社　別府表具センター 別府市　大字鶴見　３２３番地の１

亀川設備工業　株式会社 別府市　亀川東町　１７－２０

有限会社　ゴトーシステムサービス 別府市　南立石　１１６９番地の１

株式会社　中村 別府市　上野口町　２２－７

有限会社　松葉屋 別府市　南立石　２４７１

株式会社　ＹｏｕＴｏ 別府市　内竃　７１７番地の９

大分みらい信用金庫 別府市　駅前本町　１－３１

株式会社　カナック 別府市　石垣西　１０－４－６１

株式会社　三美 別府市　野田　御手洗　７９０番地２

有限会社　仁田野建設 別府市　大字鶴見　３８２８番地の１１

株式会社　ハウス 別府市　上田の湯町　１２番２９号

有限会社　かぼす本家 別府市　南立石　６９７番地

一社一健康宣言エントリー事業所一覧　　　　　　【別府市　196社】
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株式会社　佐藤開発 別府市　北鉄輪　３－１

有限会社　小野自動車工場 別府市　石垣東　１０丁目５番４７号

株式会社　サポートジャングルクラブ 別府市　鶴見　大畑　２４３３－１

医療法人　哲世会　鶴見台病院 別府市　鶴見　４０７５

株式会社　ヴィーナスギャラリー別府 別府市　汐見町　６番２５号

社会福祉法人　別福会 別府市　亀川　マツボリ　１７３６番地

社会福祉法人　べっぷ優ゆう 別府市　内竃　１２５６－１０

有限会社　北斗建装 別府市　スパランド豊海　５－６

合資会社　小野塗料店 別府市　山の手町　１１－６４

有限会社　宇都宮観光 別府市　鉄輪　６２１

株式会社　誠文 別府市　鶴見　岡　１５６１番２

株式会社　ユーネツト 別府市　鉄輪　１５９－２

別府市　大字　鶴見　１９４９番地の２

株式会社　若杉 別府市　上田の湯町　６番８号

株式会社　大分コレクト 別府市　北的ケ浜町　５－２５

医療法人　清栄会　清瀬病院 別府市　野口中町　４番８号

有限会社　エッチ美容室 別府市　北浜　二丁目１番２８号

株式会社　山本電業社 別府市　末広町　７－１７

株式会社　大島電設 別府市　新港町　１番１８号

有限会社　キムラ薬局 別府市　緑丘町　４組

有限会社　大野ボーリング工業 別府市　大字鉄輪　１３０７番地

みなとタクシー　株式会社 別府市　北浜　３丁目９番３０号

べっぷ日出農業協同組合 別府市　鶴見　４５－３

株式会社　城島高原オペレーションズ 別府市　東山　１２３番地の１

旭環境管理　株式会社 別府市　富士見町　１０－２０

つるみ観光　株式会社 別府市　上田の湯町　１６－３６

社会福祉法人　恵愛会別府特別養護老人ホーム茶寿苑 別府市　北鉄輪　３

株式会社　平和マネキン 別府市　石垣東　７丁目１－９

ＥＮＣＡ　株式会社 別府市　楠町　７番５号

有限会社　鶴見台ホスピタルサービス 別府市　鶴見　４０７４－１

血の池物産販売　有限会社 別府市　野田　７７８番地

株式会社　浦松建設 別府市　鶴見町　８－８

株式会社　セスナ 別府市　荘園町　９組の１

社会福祉法人　徳樹会　鉄輪保育園 別府市　北中町　６組

株式会社　福笑居 別府市　南荘園町　６組

有限会社　日興商事 別府市　鶴見　１９２７－３１

有限会社　なかしま 別府市　新港町　１－８

医療法人　ＯＤＩＣ 別府市　上人ケ浜　９組

株式会社　創翔の里 別府市　荘園　９組１

株式会社　シティ開発 別府市　浜町　２－１２

株式会社　日本リゾートシステム別府支店 別府市　北浜　３丁目１０－２３

医療法人　博慈会 別府市　末広町　３－１

三光建設工業　株式会社 別府市　末広町　４－５

医療法人社団　純優会 別府市　末広町６－３１

合同会社　永富商店 別府市　浜脇　１－２１－３０

オオイタロケッツ　合同会社 別府市　大字鶴見　４５５０番地の３７

有限会社　岩見商事 別府市　西野口町 6番5号

別府市　鉄輪東　２－１

ＯＲＳ　合同会社 別府市　大字　鶴見　４５５０番地の３７

株式会社　美雄 別府市　石垣西　二丁目３番５１号

大心産業　株式会社 別府市　北浜　３－１３－３

株式会社　А＆Ｌ 別府市　亀川中央町　７番１３－１号　ＳｕｎＳｋｙ亀川Ａ棟　２０１号

今日新聞社 別府市　野口元町　８番２７号

株式会社　Ｃｕｉｏ 別府市　浜町　３番２７号
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一般社団法人　秋葉 別府市　楠町　１番５号

社会福祉法人　一燈園 別府市　南立石　３４７番地の７

社会福祉法人　別府永生会　ナーサリーみにふう 別府市　西野口町 8-30

ＮＰＯ法人　ＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ 別府市　野口元町　２－３５菅建材ビル２階

有限会社　丸栄産業 別府市　亀川東町２１－１５

有限会社　仁田野工業 別府市　大字　野田　９８番地の１９

株式会社　平野工務店 別府市　石垣東８丁目２番１７号

社会福祉法人　別府発達医療センター 別府市　大字鶴見　４０７５－１

別府観光バス　株式会社 別府市　鶴見　２９２９番地

税理士法人　幸会計事務所 別府市　光町　２０－２１

合資会社　富士吉ホテル 別府市　北浜　１－１５－１４

隆テック　株式会社 別府市　富士見町　１３番５号

社会福祉法人　徳丸福祉会　石垣保育園 別府市　石垣西３丁目２番１３号

株式会社　ティ・エフ・シー 別府市　汐見町　７番４３号

有限会社　大塚ボ－リング工業 別府市　上原町　１番３０号

株式会社　佐藤断熱 別府市　南立石　２０３５番地の１１

有限会社　西日本オート 別府市　船小路町　２－１６

有限会社　エイコー印刷 別府市　古市町　８８１番地の１６５

合同会社　福事川本事務所 別府市　富士見町　３番４号

株式会社　サン・タナカ 別府市　新別府　２－１

有限会社　昭和配電盤工業 別府市　中須賀東　７－２

三菱商事太陽　株式会社

有限会社　ホテル雄飛 別府市　北浜　２丁目　１３番　１１号

株式会社　光春 別府市　石垣東　１０丁目２―１６―３０３

株式会社　ＲＹＯフローリスト 別府市　南立石　１区２組２

国実会計　有限会社 別府市　南町　９番１８号

別府市　中島町　１１番２５号

一般社団法人　青山医療福祉協会 別府市　青山町　２番４号

株式会社　ユナイテッドサークル 別府市　松原町　１１番５号

社会福祉法人　白鳳会　ケアハウス恵幸園 別府市　鶴見　津留山　１３４０番地１

医療法人　社団仁泉会　畑病院 別府市　中島町　１４番　２２号

有限会社　なかむらトランスポート 別府市　古市町　８８１番地の１８７

株式会社　幸建設 別府市　石垣東１丁目９番３１号

有限会社　日豊工業社 別府市　南立石　６５７番地

合同会社　ソライロ 別府市　大字　南立石　２１４５番地の１２０

有限会社　肉のぶんご 別府市　中央町　６番２２号

株式会社　グリーンテックランド 別府市　石垣東　７丁目６番１２号

別府市　石垣西　６丁目１番４５号

有限会社　シビルロテックｄｏｔ 別府市　石垣西　六丁目１番４５号

別府商工会議所 別府市　中央町　７－８

保険ファースト　株式会社　別府店 別府市　山の手町　１４番３３号－２Ｆ

株式会社　三代電設 別府市　大字　鶴見　１８５７番地の３

有限会社　ケイ・エム・シイ・カンパニー 別府市　石垣西　５丁目４－１４

株式会社　装天 別府市　中央町　８番１９号大信興産ビル　１Ｆ

一般社団法人　全日本愛鱗会 別府市　石垣西９丁目１―４７

株式会社　北浜エトーシン 別府市　北浜　一丁目３番２９号

有限会社　庚申和裁研究所 別府市　南立石　１区１―１

医療法人　たにぐち糖尿病内科クリニック 別府市　東荘園町　１－１－１　リバーサイドハイツ荘園１Ｆ

一般社団法人　別府市緑化協会 別府市　鶴見　３４７０番地

有限会社　三和住宅 別府市　船小路町　２１番

一般社団法人 DESIGNERS COMPANY Y.H2020 別府市　扇山　２－１

大分観光はと交通　株式会社 別府市　野口中町　２－１

株式会社　オオノ 別府市　大字　北石垣　１２１０番地

有限会社　大森組 別府市　荘園町２―１
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株式会社　レスパイト・ケアセンター 別府市　南町　６―４

有限会社　フローリストくわばら 別府市　大字鶴見2110番地の9

株式会社　中村建設

朝日綜合管理　株式会社 別府市　石垣東４丁目１番４９号

合資会社　家近物産

株式会社　鶴田ホテル 別府市　北浜　１―１４―１５

南光物産　株式会社 別府市　大字鉄輪 1284番地の2

有限会社　宮本 別府市　石垣東　７―８―２２

医療法人社団　村上神経内科クリニック 別府市　山の手町　１４―３０

有限会社　豊田緑化 別府市　馬場町　５―２

株式会社　別府交通センター 別府市　新港町　６―４６

株式会社　すえつぐ 別府市　松原町　１―８

有限会社　佐々木佛檀店 別府市　駅前町　６―１１

株式会社　別大興産マネージメント 別府市　船小路町　３－７　エクセル船小路２階

有限会社　グッド・Ｐ 別府市　鶴見　３６７０番地の５

株式会社　ΒＬＳ 別府市　鉄輪　６２８番地の３

有限会社　アプロッシュ 別府市　平道　１５３０―２

株式会社　Ｔ―ｓｔｙｌｅ 別府市　石垣東　二丁目９番２４号

社会福祉法人　豊肥福祉会 別府市　亀川四の湯町　１８番１８号

株式会社　大分トラストプラザ 別府市　汐見町　７番２４号

一般社団法人　結色 別府市　立田町　２－２１

有限会社　大分ルーフテック 別府市　南石垣　１５１８番地の３７

株式会社　竃地獄 別府市　鉄輪　６２１

株式会社　別府中野車輌 別府市　石垣東　９丁目１番２１号

株式会社　エイトあっぷ 別府市　石垣東　４－１－１７－１００２

タァダァ有限会社 別府市　大字　鶴見 4247番地の78

株式会社　マルタカエクセル 別府市　石垣西　３丁目１番１号　クレアコート石垣　１０２

清末会計事務所 別府市　石垣東　６―１―１３

株式会社　ファミリーホーム 別府市　石垣西　２―１―４８

有限会社　サンアート 別府市　石垣西　５丁目４番１１号

有限会社　ナンリ特機工業 別府市　大字　鶴見　２３３１番地の２０

合同会社　リ・ボーン 別府市　鉄輪風呂ノ本　２２８－１

一般社団法人　リトルメイト 別府市　石垣西　７丁目８番１７号

有限会社　井村電設 別府市　大字北石垣　８２６番地の３

医療法人　杏水会 別府市　石垣西　７丁目８-１９号

別府市　鉄輪上　１組


