
機密性2

事業所名 所在地

株式会社　ＡＴＴＳ 大分市　萩原　３丁目６番２号　ＡＴＴＳビル

株式会社　柴田産業 大分市　大字　荏隈　７５４－５４

社会福祉法人　大分県社会福祉協議会 大分市　大津町　２－１－４１

全労働省労働組合大分支部 大分市　都町　４－１－２０　ハローワーク大分３Ｆ

公益財団法人　大分県地域成人病検診協会 大分市　宮崎　１４１５番地

大分県民共済生活協同組合 大分市　府内町 ３丁目４番２０号　大分恒和ビル

有限会社　古山乳業 大分市　関 ７５０－８

公益財団法人　大分県建設技術センター 大分市　向原西　１丁目３番３３号

鶴崎海陸運輸　株式会社 大分市　大字　三佐　１０００

大分交通　株式会社 大分市　新川西　１－３－１５

株式会社　太田旗店 大分市　府内町　１－２－３３

株式会社　ざひﾞえる本舗 大分市　大分流通業務団地　１丁目３－１１

株式会社　木村写真本館 大分市　中央町　２丁目９－１８

株式会社　ありたや 大分市　牧　１－１－１

株式会社　岩田鉄工所 大分市　青崎　１丁目　５番４７号

株式会社　オーイーシー 大分市　東春日町　１７－５７

大分エージェンシー　株式会社 大分市　法勝台　１丁目１番１３号

株式会社　秀観 大分市　横田　２丁目１０番２８号

株式会社　東九 大分市　田尻　４７番地の１

平和扶桑テクノ　株式会社 大分市　種具　１３２０番地の５

株式会社　ほうねん 大分市　大字　端登　字　下鶴

豊生商事　株式会社 大分市　春日浦　８４３番１８２

ユワキヤ醤油　株式会社 大分市　大字　竹中　３３３６

株式会社　ＮＴＳ通信サービス 大分市　太平町　４組

株式会社　エフ･ティー･シーホテル開発 大分市　高砂町２番４８号

株式会社　エス・ピー・サポート 大分市　高松　２丁目１番２６号

大分ビル管理　株式会社 大分市　都町　１－１－２３

建設業労働災害防止協会　大分県支部 大分市　城崎町　３丁目３の４１

株式会社　迎陽建設 大分市　新川西　二丁目８番７０号

大成倉庫　株式会社 大分市　豊海　４－２－１

タナベ環境工学　株式会社 大分市　高江西　一丁目４３２３番地の４

有限会社　富城物産 大分市　政所　３６８４番地

沿海開発工業　株式会社 大分市　大石町５丁目３番１号

泉税務会計事務所 大分市　金池南　１－１１－３

九州建設コンサルタント　株式会社 大分市　曲　９３６番地１

株式会社　安東建設 大分市　大字　白木　２－３５７１

株式会社　環境整備産業 大分市　下郡　３２６０番地の１０

トヨタカローラ大分　株式会社 大分市　大字　大分　４６７８－２

西ノ洲環境　株式会社 大分市　向原沖　一丁目１番６３号

株式会社　大分イエローハット

株式会社　薬秀 大分市　豊海１丁目３－２

公益財団法人　森林ネットおおいた 大分市　花園　二丁目６番４６号

宗教法人　安養寺 大分市　三佐 ２－１－３５

有限会社　大分合同新聞社 大分市　府内町　３－９－１５

小野建　株式会社 大分市　大字　鶴崎　１９９５番地の１

オーケーはとタクシー　株式会社 大分市　三芳　２０２５－１

一般社団法人　大分県警備業協会 大分市　大州浜　１丁目９番１８号

社会医療法人　敬和会　大分豊寿苑 大分市　大字　皆春　１５２１番地

株式会社　千代田 大分市　松原町　３－１－１１

株式会社　ＨＳＰ 大分市　新栄町　２番７号

大成木材　株式会社 大分市　弁天町　１－１－２３

医療法人　優心会 大分市　大字　光吉　１４３０－２７

一社一健康宣言エントリー事業所一覧　　　　　　【大分市　888社】
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瀬戸内工業　株式会社 大分市　大字　佐賀関　３０９７番地

平倉建設　株式会社 大分市　中島　中央　３－１－１１

大分トステム　株式会社 大分市　豊海　３丁目１９９４番地の２４５

アオイ工業　株式会社 大分市　青崎　１－５－２４

大分バス　株式会社 大分市　金池町　２－１２－１

県信ビジネスサービス　株式会社 大分市　中島西　３丁目１－２

株式会社　アーク 大分市　新川西　一丁目６番１２号

株式会社　シーエイシー 大分市　城崎町　１－３－３１

東九州設計工務　株式会社 大分市　弁天　１丁目６番４号

株式会社　ファンメディカル 大分市　敷戸台　１－３７０－４

株式会社　エーワン 大分市　中島西　２丁目１番３号　大分ファーストビル　７Ｆ

株式会社　エス　イー　アレツクス 大分市　乙津町 ３番１号

株式会社　ヤクシンプラス 大分市　都町３－２－２４

株式会社　阿南電設工業 大分市　羽田　６７３番地

社会福祉法人　明野しいのみ保育園 大分市　明野西　２丁目　２５－２

後藤建設　株式会社 大分市　青崎　二丁目３番４号

株式会社　マリーンパレス 大分市　神崎　ウト　３０７８番２２

朝日キャリアバンク　株式会社 大分市　府内町　３－４－２０　大分恒和ビル２階

大分共同海運　株式会社 大分市　松原町　３－１－１１

九州乳業　株式会社

株式会社　Ｑｕｅｓｔ 大分市　賀来北　１－７－２７　オフィスパーク賀来８号

株式会社　けやき 大分市　横尾　３６０７番地の１

株式会社　ヤノメガネ 大分市　中央町　１丁目５番５号

株式会社　風之荘 大分市　西大道　１丁目１番１７号

後藤体器　株式会社 大分市　角子南　１丁目２番１８号

株式会社　グランディーズ 大分市　都町　二丁目１番１０号

株式会社　古宮工業 大分市　下郡　３７０８

柴田商事　株式会社 大分市　下郡東　１丁目６番１１号

株式会社　利根建設 大分市　古国府　六丁目３番２５号

株式会社　三宮工材 大分市　弁天　２－３－１

株式会社　トキハインダストリー 大分市　明野東　１丁目１番１号

株式会社　ベツダイ 大分市　向原東　２丁目２番３０号

株式会社　熱き情熱コーポレーション 大分市　東大道　一丁目７番１号

大分県農業協同組合中央会 大分市　舞鶴町　１－４－１５

大分商工会議所 大分市　長浜町　３－１５－１９

株式会社　冨士設計 大分市　大字　羽田　９３０番地１

株式会社　大和電業社 大分市　南春日町　１１－５

大分物流サービス　株式会社 大分市　豊海　３丁目　１９９４番地１９２

大分県ピーテイーエー連合会 大分市　下郡　字長谷　４９６の３８　大分県教育会館内

株式会社　松村硝子店 大分市　豊海　５－４－１６

一般財団法人　大分県社会保険協会 大分市　大字　津守　５５番地の１５

社会福祉法人　松岳会　吉野こども園

株式会社　ＭＳジャパン 大分市　三川上 ３丁目 ５番地の８

大分県土地開発公社 大分市　城崎町　２－３－３２

大岩電工　株式会社 大分市　大字　鶴崎　２０２０－３

濱田重工　株式会社　大分支店 大分市　西の洲　１番地

株式会社　勉強堂 大分市　錦町　３丁目４番５号

新成建設　株式会社 大分市　豊饒　二丁目１番６号

相互自動車　株式会社 大分市　古国府　六丁目２番６号

大分県信用組合 大分市　中島西　２－４－１

大陽機材　株式会社 大分市　山津町　２丁目４－２５

大分コンクリートポンプ協同組合 大分市　六坊北町　１丁目４５号

一般財団法人　大分県建築住宅センター 大分市　生石　二丁目１番３０号

大分県農業協同組合 大分市　花園　三丁目２番１０号
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株式会社　オフィスコミニケーションサービス 大分市　下郡南　３丁目５番４６号

株式会社　ＴＯＳエンタープライズ 大分市　春日浦　８４３番地２７

株式会社　オーシー 大分市　末広町 ２丁目 ３番 ２８号

株式会社　トキハ 大分市　府内町　２－１－４

大分県商工会連合会 大分市　金池町　３丁目１番６４号　大分県中小企業会館　５階

株式会社　西原パーキング 大分市　中央町　２丁目１番１号

株式会社　サングリーン 大分市　高城西町　３１－８

ひかり補償鑑定　株式会社 大分市　舞鶴町　１丁目２番１５号

株式会社　テツゲン大分支店 大分市　松原町　３丁目１番１１号　大分鐵鋼ビル６階

有限会社　インテリア　ナカマチ 大分市　大字　下郡３１１９番地の１

大分臨海興業　株式会社 大分市　松原町　３－１－１１　大分鉄鋼ビル内

大分ファミリー　株式会社 大分市　寿町　１６番地

公益財団法人　大分県交通安全協会 大分市　豊町　２－１－２５

株式会社　ダイナン 大分市　大字　中戸次　４５３９－１５

有限会社　長尾建設 大分市　下戸次　５００９番地

梅林建設　株式会社 大分市　舞鶴町　１丁目３番１８号

有限会社　東九ビルサービス 大分市　高松　１丁目８番８号

社会福祉法人　ラポール 大分市　下戸次　中姉子　１２５３番

一般社団法人　大分県宅地建物取引業協会 大分市　顕徳町　２－４－１５　不動産会館

株式会社　ダイカン 大分市　大字　下郡　１６１８－５

株式会社　大分県農協共済福祉事業社 大分市　舞鶴町　１－４－１５

大分フジ　株式会社 大分市　横瀬　２６５５

東九州石油　株式会社 大分市　生石　４丁目１番２０号

医療法人　安武医院 大分市　今津留　１－３－１４

株式会社　豊和銀行 大分市　王子中町　４－１０

社会福祉法人　若草会 大分市　野田　丑毛場 ３０６－２

ネッツトヨタ東九州　株式会社 大分市　宮崎口ノ坪　１４２７番地の１

株式会社　高山活版社 大分市　大字　片島　字　尻込　３０１－１

新生運送　株式会社 大分市　大字　南　字　石原　２８３－１

大分みなとタクシー　株式会社 大分市　日岡　３－５－２３

株式会社　トキハキャリアクリエーション 大分市　府内町　２丁目１番４号

株式会社　ヂーゼル精機 大分市　下郡　１５８７番地の８

エスティケイ　テクノロジー　株式会社 大分市　三佐 ２４６８－１０

大分県中小企業団体中央会 大分市　金池町　３－１－６４

有限会社　自動車事故防止協会 大分市　大字　津守　５６４－４

株式会社　ＭＴＳプランニング 大分市　太田　３５０番地　ひまわりの郷内

株式会社　アリマン未来 大分市　乙津町 １－１８

江藤産業　株式会社 大分市　乙津町　１－１８

株式会社　九州エネルギー総合センター 大分市　乙津町　１番１８号

北部江藤産業　株式会社 大分市　乙津町　１番１８号

株式会社　ランドスケープ別大 大分市　高江西　１丁目４３２３番地の２３

株式会社　和信 大分市　新春日町 １－３－１９－１ 春日パークスクエア

大分サッシ　株式会社 大分市　萩原　４丁目１０番２０号

国東観光バス　株式会社 大分市　新川西　１－３－１５

玖珠観光バス　株式会社 大分市　新川西　１－３－１５

大交北部バス　株式会社 大分市　新川西　１－３－１５

パリアイワオ　株式会社 大分市　大道町　２－８－３

一般財団法人　大分県教職員互助会 大分市　大字下郡　４９６番地の３８　大分県教育会館内

一般財団法人　大分県母子寡婦福祉連合会 大分市　大津町 ２－１－４１ 大分県総合社会福祉会館内

法友建設　株式会社 大分市　徳島　１丁目３１８５番地２

社会福祉法人　霊山会　稙田こども園 大分市　大字　市　字州高田　４４５－２

ＡＩＤＡ　ＬＩＮＫ　株式会社 大分市　西春日町　１－６０

株式会社　エル・クリエイト 大分市　中島西　３丁目７－７

株式会社　メンテナンス 大分市　高城南町 １２－３
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株式会社　セキ土建 大分市　大字　佐賀関　４－３３４１－４

大分総合警備管理　株式会社 大分市　大字　中尾　５０１番地４

さくら運輸　株式会社 大分市　大字種具１３９４番地の１

有限会社　ＥＣＯ．電設 大分市　大字　横尾　１６５９番地の１１

三信機器サービス　株式会社 大分市　大字　下郡　３０５５－１２

株式会社　高千穂工業 大分市　大字三佐夷堂　２１５２の２

合同会社　ＲＩＴＡ 大分市　市　４３５番地の２　パルテール稙田１０２号

翠商事　株式会社 大分市　日岡　２丁目６－１５

社会福祉法人　大分市社会福祉協議会 大分市　金池南　１丁目５番１号　ホルトホール大分４階

株式会社　ＡＰＣ 大分市　羽屋新町　１－２－５

大分県信用農業協同組合連合会 大分市　舞鶴町　１－４－１５

有限会社　ファン工業 大分市　屋山　３００

高島建設　株式会社 大分市　佐賀関　３０６８

社会福祉法人　こばと会しきどこども園 大分市　敷戸西町　１－８

株式会社　永冨調剤薬局 大分市　下郡北　１丁目 ４番 ４５号

株式会社　ユニティーシステム 大分市　羽屋　４－８－１０

合同会社　レフテ 大分市　中央町　１丁目５番９号　中央プラザ３階

大分石油　株式会社 大分市　王子港町　１－１４

角栄測量設計　株式会社 大分市　三ヶ田町　三丁目２番２７号

鶴崎セメント工業　株式会社 大分市　西鶴崎　１－８－７

株式会社　トヨタレンタリース大分 大分市　中春日町　１６－１７

株式会社　戸次急配 大分市　弁天　２－５－３５

井上化学工業　株式会社 大分市　豊海 ５－４－６

社会福祉法人　大分県社会福祉事業団 大分市　大津町　２－１－４１

株式会社　フレアイン 大分市　要町　３番７号

大分県学校給食パン米飯協同組合 大分市　城崎町　３丁目２番３０号　井上ビル２０２号

有限会社　オオツカ 大分市　大石町　５－３－３

公益社団法人　大分県看護協会 大分市　豊饒　二丁目７番１号

Β・Ｆ・Ｃコーポレーション　株式会社 大分市　金池南　１－８－３２

大分県国民健康保険団体連合会 大分市　大手町　２－３－１２

イジゲン　株式会社 大分市　金池町　二丁目１番１０号

株式会社　ファイナンスブレーン 大分市　東津留　一丁目６番１１号　大分ハイデンス１Ｆ

株式会社　黒潮海産 大分市　豊海　３丁目２番１号

株式会社　大印大分青果 大分市　豊海　４丁目１番１号

公益財団法人　大分県総合雇用推進協会 大分市　中央町　４丁目２番１６号　サンリラ中央３階

明和プラント工業　株式会社 大分市　日岡　３－４－５

大分製鐵所大協会 大分市　大字　西ノ洲　１

株式会社　ホームインプルーブメント　ヒロセ 大分市　古国府　四丁目７番１３号

株式会社　大分もやし 大分市　大字下戸次上宮園　１５３４－１

株式会社　ジョイフル 大分市　三川新町　１丁目１－４５

いづみ印刷　株式会社 大分市　高江西　１丁目４３２３番地の２５

医療法人　畏敬会 大分市　府内町　１－３－２３

株式会社　熊野建設 大分市　大道町　５－４－１４

大交ソリューションズ　株式会社 大分市　新川西　一丁目３番１５号

大交メンテナンス　株式会社 大分市　新川西　一丁目３番１－２０８号

大分海陸運送　株式会社 大分市　大字大在　２番地

株式会社　いしかわ大分 大分市　屋山３００番地　東陶機器（株）大分工場内

株式会社　サトー運輸 大分市　中戸次　１２６１－９３

大洋興業　株式会社　大分支店 大分市　大字　西ノ洲　１番地　日本製鉄（株）九州製鉄所大分地区構内

株式会社　ＯＢＳメディア２１ 大分市　新栄町　３番４号

株式会社　ジョイフル北日本 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル東海 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル関西 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル中国 大分市　三川新町　１丁目１番４５号



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　ジョイフル四国 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル北九州 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル中九州 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル東九州 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル西九州 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　ジョイフル南九州 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

株式会社　豊後木材市場 大分市　大字　光吉　８９０－１

株式会社　Ｃｌａｓｓｏ 大分市　中央町　２－９－２３

ビープラス・グループ　株式会社 大分市　碩田町　２－２－３０

株式会社　とりのす 大分市　汐見　１－７－３１

有限会社　相沢自動車ボデー工場 大分市　西新地　１－６－４

豊後通運　株式会社　大分営業所 大分市　古国府　六丁目４番１号

株式会社　荒巻工業 大分市　大字皆春３７３番地４

株式会社　春道塗装 大分市　三川下　１丁目３番２３号

株式会社　プラスリンク 大分市　森　７３１番地の１

大分ブランドクリエイト　株式会社 大分市　府内町　２－２－１　名店ビル３０８

サンエイリース　株式会社 大分市　大字　政所　３４２０番地の２

株式会社　けんびし商店 大分市　中春日町　１５番１２号

リンクスポーツ　株式会社 大分市　西大道　四丁目６００番地の４

株式会社　別大補償コンサルタント 大分市　生石港町　２丁目７番１６号

有限会社　福永電工 大分市　花江川　３－４９

株式会社　椋の樹 大分市　角子原　花田　８７０番地

医療法人　豊友会 大分市　生石　川向　３７－７

有限会社　新星 大分市　森町西　３丁目１７番２９　アベニュー千　１０２号

セキュリティサービス　株式会社 大分市　大字　片島　字　武ノ内　１２２３番１

株式会社　奏美社 大分市　王子新町　１２番１６号

有限会社　大永 大分市　向原西　１－３－８

有限会社　たけのこ保育園 大分市　城原　６３９番地の７

株式会社　トライテック 大分市　青崎　１－３－４２

株式会社　日本電工 大分市　三佐　字　八幡島　２０３４

有限会社　ポケット 大分市　府内町　２－３－４

有限会社　明都 大分市　西鶴崎　２－２－９

矢原金属工業　株式会社 大分市　大字　里　２１００－３７

有限会社　アトム薬局 大分市　金池町　２丁目４番２０号

株式会社　Ｃ・Ｗ・Ｅ 大分市　青崎　一丁目２番３６号

有限会社　デザインマップ 大分市　中央町　１－５－２５

光金属工業　株式会社 大分市　原川　２丁目２番１号

株式会社　ヒラノ 大分市　政所　２３１６番地の２

株式会社　明和ジオテック 大分市　大在北　３丁目１１番地３８

医療法人　大場整形外科 大分市　明野北　１－１－１１

弁護士法人　大分みんなの法律事務所 大分市　金池町　二丁目１番３号　レインボービル５Ｆ

有限会社　エムクラフト 大分市　三川新町　２－１－５５

株式会社　エイテック 大分市　北鶴崎　２丁目７－１１　法務ビル２Ｆ

大分マリンサービス　株式会社 大分市　大字　三佐　１０００番地

株式会社　グッドアローズ 大分市　金池町　５丁目９番１２号

有限会社　せれくと 大分市　三川新町　二丁目２番９号

トーヨー木材工業　株式会社 大分市　大字　久土字花影１８４番地の６４

大分ヤナセ　株式会社 大分市　駄の原　字　豊久北浦　２８９３－１３

大分ヤナセΑｕ販売　株式会社 大分市　駄原　２８９３番地の１３

株式会社　極東クリエイト 大分市　大字　迫　１０００番１

有限会社　大分樹脂防水 大分市　三芳　４１１番地の７

海星クレーン工業　株式会社 大分市　汐見　２丁目３３番２１号

株式会社　モリコーポレーシヨン 大分市　荷揚町　９－１５　中尾ビル１Ｆ

有限会社　イマムラ設計 大分市　三川上４丁目４番２号



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　エイビス 大分市　金池町　三丁目３番１１号

株式会社　グリーンワールド 大分市　三佐　三丁目１番３号－１０２

有限会社　美容室フルール 大分市　大字政所　３８７３番地

株式会社　宮地鐵工所 大分市　青崎 　１丁目１２番４６号

小野電設　株式会社 大分市　横尾　東町　３丁目１１番６号

有限会社　池永綜建 大分市　三佐　四丁目１４番２２号

株式会社　土井 大分市　一木　１２１２－６０

株式会社　フロントナイン 大分市　中央町　二丁目９番３３号

有限会社　大分塩販売 大分市　豊海　３－７－６

有限会社　丸萬産業 大分市　豊海　三丁目５番５号

有限会社　帆足計量機器 大分市　三佐　５丁目１番３１号

株式会社　ＮＧＥ 大分市　大字　政所　２１２９番地の１

株式会社　好文堂書店 大分市　政所　２１２９番地の１

エヌティエス技研　株式会社 大分市　三佐　１－１５－１８

株式会社　高橋工業 大分市　三川新町　一丁目１番１５号

株式会社　大倉 大分市　大洲浜　１－５－３１

株式会社　一吉工業 大分市　高松　１丁目９番１５号

株式会社　シナジー 大分市　中戸次　４３９３番地

株式会社　新興プラント工業 大分市　向原西　二丁目８番３０号

株式会社　ナースリーコーポレーション 大分市　富士見が丘東　二丁目７番８号

株式会社　ＥＸＴＲＡ 大分市　畑中　１－２－４９

株式会社　誠和 大分市　高松東　３丁目６番９号

東九州電設　株式会社 大分市　向原東　一丁目１０番１２号

有限会社　ＹＨＹ 大分市　松が丘　二丁目２５番１９号

株式会社　安東商会 大分市　片島　５００番地

ＫＡ技建　株式会社 大分市　横塚　２丁目１７番１３号

行大建設　株式会社 大分市　国分　１２８５番地

株式会社　秀栄工業 大分市　向原西　２丁目８－４３

スニップ　株式会社 大分市　三芳　２０１８－１

株式会社　てんかい 大分市　鴛野　９７１－１１

社会福祉法人　同和園　どうわこども園 大分市　本神崎 ８６４

日本ハウジング　株式会社 大分市　大字　片島　７５番地－１

株式会社　フードマイスター 大分市　南津留　２０３番地２

有限会社　アーキワークス・テツ 大分市　中尾　５１７番地の４

共同電気工事　株式会社 大分市　大字　中戸次　５９３７番地

株式会社　グリーンバレー 大分市　新栄町　２－２　松田事務所２０２

株式会社　ジェイテック 大分市　高松東　二丁目４番１８号

日本配管　有限会社 大分市　向原西　２－７－６

株式会社　ビッグプランニング 大分市　判田台北　４丁目１番２号

社会福祉法人　藤本愛育会　愛育学園　はばたき 大分市　芳河原台　１１－２９

大迫設備　株式会社 大分市　星和台　１丁目８番３号

株式会社　奈美企画 大分市　佐賀関　２２３２番地の３２

株式会社　明和機工 大分市　原新町　１番１２号

株式会社　カワノ 大分市　大洲浜　２丁目６番２７号

有限会社　カミテック 大分市　荏隈　３０９番地の５

株式会社　光吉 大分市　大字　光吉　８２５番地の１

サポート大分　株式会社 大分市　中央町　一丁目４番２４号

合同会社 ﾗｲﾌﾈﾂﾄﾜｰｸ愛和 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄまなと 大分市　高江中央　３丁目４６２９番４

有限会社　合原鉄工所 大分市　佐賀関　２２２６番地

医療法人　盛友会 大分市　賀来南　１－１５－３１

株式会社　ネットエース 大分市　牧２丁目　１４番３号

大分信用金庫 大分市　大道町　３－４－４２

岡本安功税理士事務所 大分市　下郡北　３丁目１番２８号　ひかりビル２F

株式会社　アクティブホールディングス 大分市　中島西　２丁目１番３号　大分ファーストビル　７Ｆ



機密性2

事業所名 所在地

有限会社　セカンドサークル 大分市　新貝　８番３２号

有限会社　大平運輸 大分市　向原沖　１－１－４１

株式会社　ヒユーマン・夢笑 大分市　中戸次　１３０４番地２

有限会社　ライフクリエート 大分市　広瀬町　２丁目３番４０号

有限会社　エス・エイ検査サービス 大分市　高松東　二丁目４番１８号

株式会社　かろく 大分市　萩原　４丁目１５番１５号

株式会社　にじ 大分市　大字　上宗方　１３５２番地１

協和包材　株式会社 大分市　畑中　５丁目３番３２号

株式会社　三起電通 大分市　原新町　３番７号

株式会社　ＴＭＨ

有限会社　アズメディック 大分市　野津原　１５０４番地の１

株式会社　住研 大分市　賀来北　一丁目１６番６号　メイゾン植木　１０２号

株式会社　アズメディック 大分市　羽田　６７５番の３

伊藤内科医院 大分市　大石町　４－１

有限会社　ドゥーイット 大分市　東野台 ２－１

公益社団法人　大分市薬剤師会 大分市　金池南　一丁目１５番３号

株式会社　四季祭 大分市　向原西　１丁目５番５号

株式会社　ダイレクトマーケティンググループ 大分市　大道町　５－２－１４

株式会社　竹内工務店 大分市　舞鶴町　１丁目１２－１９

株式会社　富士総合防災 大分市　萩原　４－４－１９

永井車輌整備　有限会社 大分市　大字三佐八坂原６５０番地の２

株式会社　サトシン 大分市　曲　５９７番地

合同会社　トータルライフパートナー 大分市　三佐　６丁目５－１１

株式会社　但馬設備工業 大分市　原新町　９番９号

ワイ・エムサービス　株式会社 大分市　金池南　１丁目６番２２号

株式会社　豊後企画集団 大分市　王子南町　５番６号

株式会社　エフ・ケイメカニック 大分市　三佐　六丁目２－２１

株式会社　エヴァーズ 大分市　王子町　３２

一番運輸　株式会社 大分市　大在　２番地

大分日産自動車　株式会社 大分市　広瀬町　二丁目３番１４号

ジェイリース　株式会社 大分市　都町　１丁目３番１９号　大分中央ビル７階

株式会社　和髙組 大分市　横尾　８８４番地１

株式会社　巽工業 大分市　高松東　３丁目４－６

株式会社　めの建設 大分市　下郡南 ２丁目 ４番 ２０号

社会福祉法人　三愛会 大分市　寒田　２０２番地

株式会社　アーテック 大分市　高松東　３丁目６番３号

株式会社　スズキ 大分市　大字　毛井　８１８－１

株式会社　日吉原工業 大分市　里　２丁目５番２１号

株式会社　江藤製作所 大分市　乙津町　４－７

亀の井タクシー株式会社　大分営業所 大分市　乙津町　１番４号

株式会社　こがづる調剤薬局 大分市　古ケ鶴　１－２－２５

菅原工業　株式会社 大分市　乙津港町　１－５－３５

株式会社　ディック学園 大分市　末広町　２丁目１０番２４号　ディック学園ビル７Ｆ

有限会社　輔仁薬局 大分市　森町　４４１番地の１

株式会社　まごころ調剤薬局 大分市　大字　光吉　１２０１番地の３

株式会社　みさと薬局 大分市　大字　森町　字　栗板通　５６５番地の３

サンヨー薬品　株式会社 大分市　賀来北　３－３－５

株式会社　双葉タクシー 大分市　花園　２丁目１１番４２号

株式会社　丸互タクシー 大分市　今津留　３－１３－２１

株式会社　めいじん 大分市　鴛野　９７１－１１

小野高速印刷　株式会社 大分市　松原町　２－１－６

株式会社　ソメヤ 大分市　光吉　１１３４－３

株式会社　セントラルカンパニー 大分市　田中町　三丁目１番１８号

株式会社　カマック 大分市　大字　日吉原　１番２７



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　プランニング大分 大分市　府内町　３丁目９－１５　大分合同新聞社　７Ｆ

パシフィックセキュリティ　株式会社 大分市　金池町　２丁目６－１５　ＥＭＥ大分駅前ビル　８０５

藤澤環境開発　株式会社 大分市　久原中央　４丁目７番１号

株式会社　オオツカデイゼル 大分市　西新地　一丁目１番３２号

社会福祉法人　虹の会 大分市　横尾　４４５１番地の８

株式会社　レンブラントホテル大分 大分市　田室町　９番２０号

株式会社　九大セキュリティ 大分市　六坊北町　４－２５

協栄工業　株式会社 大分市　大字　下郡　字　千鳥　３２２５番地の２３

グリーンコープ生活協同組合おおいた 大分市　大字　寒田　４１５番地の１

クリスタルシティタクシー　株式会社 大分市　原川　２丁目３番４号

原田製油　有限会社 大分市　大字　中戸次　５６７４－１

株式会社　久光大分 大分市　下郡北 ３－２５－２

南大分シティタクシー　株式会社 大分市　田中町　三丁目１０番３号

株式会社　シティタクシーホールディングス 大分市　原川　２－３－４

大分シティタクシー　株式会社 大分市　原川　２丁目３番４号

株式会社　中部輸送 大分市　大字　中戸次　６０９３番地１

社会福祉法人　清流共生会　特別養護老人ホーム清流苑 大分市　大字　森　字　太郎丸　３３６番地

有限会社　グッドイン 大分市　西鶴崎　１丁目７番１７号

タカキ製作所　株式会社 大分市　下郡　３１１３－７

大分県住宅供給公社 大分市　城崎町　２丁目３番３２号

老人保健施設　メディトピアこが 大分市　南鶴崎　２丁目６－２２

有限会社　坂西工務店 大分市　大字　種具　９３８番地

株式会社　日本工事広告 大分市　横田　１－１０－５

有限会社　イチマルカンツー工業 大分市　大字　野津原　９１３番地

株式会社　柴田石油商会 大分市　府内町　３－４－２０　恒和ビル５階

大分ペイブメント　株式会社 大分市　大字　上宗方　２４８番地の１

有限会社　福良工業 大分市　高松　２丁目６－１２

大分グラスロン　有限会社 大分市　三川新町　一丁目１番７４号

公益社団法人　大分県畜産協会 大分市　古国府　六丁目４番１号

有限会社　大分保安警備保障 大分市　上戸次　３２８番地

株式会社　アポロエンジニアリング 大分市　牧上町１１－２７

有限会社　井原電機製作所 大分市　羽田４８－１　ビオス羽田１０２

サンワテック　株式会社 大分市　中戸次　１５４０番地１

仲道トーヨー　株式会社 大分市　大字横尾 ７６８－１

医療法人　藤本育成会　大分こども病院 大分市　大字片島　８３番地の７

社会福祉法人　報徳会 大分市　大字下郡　９４１番地－３

株式会社　マテリアルデポット 大分市　迫　７７６番地の１

株式会社　ローカルトレイン 大分市　関園　１１９－１　シャルム小野Β１０１号

株式会社　アトムス 大分市　生石　４４番地の１１

株式会社　グッドケア大分 大分市　高江北　１丁目１７－４

特定非営利活動法人　ＳＭＩＳ 大分市　上田町　３－３－４－１１０　チュリス古国府壱番館１Ｆ

シェルエレクトロニクス　株式会社 大分市　青崎　１－１２－１８

医療法人　Ｒｅａｌ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ

ルーテツク　株式会社 大分市　寺崎町　２丁目４番２４号

三越商事大分　株式会社 大分市　横尾　４０２９番地

株式会社　エム　ケイ　モータース 大分市　下郡　３２６０－３１

ＫＩＣＫ　ＯＦＦ　株式会社 大分市　牧　３丁目３番１号

株式会社　エアテック九州 大分市　津守　２１７番地の７

光伸ガス　株式会社 大分市　大字　下判田　３７９８－１

光伸容器検査　株式会社 大分市　下判田　３７９８番地－１

社会福祉法人　長久会 大分市　横尾大原　１８９７番地２

社会福祉法人　順徳会　さくら保育園 大分市　中戸次　４２２６番地

大徳物産　株式会社 大分市　東大道　２－３－４０

東洋物産　株式会社 大分市　金池町　５丁目　８－１２



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　日建コンサルタント 大分市　豊海　３－７－７

有限会社　丸豊水産 大分市　豊海　３－２－１

ゆめっこ保育園 大分市　畑中　一丁目１１番３号

有限会社　オクト大分 大分市　上戸次　７５３番地の１

大分県職員消費生活協同組合 大分市　大手町　３丁目２番９号

有限会社　安東調剤薬局 大分市　大字小野鶴字植木１１３９

河野電気　株式会社 大分市　田室町　８－３３

西日本コンサルタント　株式会社 大分市　田中町　一丁目１番８号

株式会社　オーケーガス　ウチダ 大分市　大字　片島　４０９

株式会社　介護センター幸 大分市　白木　２４５０番地の３

丸一青果　株式会社 大分市　豊海　４－１－１

社会医療法人　三愛会 大分市　市　１２１３番地

株式会社　ライズ 大分市　羽屋　四丁目１番４号　キクチ種苗ビル　２Ｆ

株式会社　池田組 大分市　弁天　２－１－２

規光コンサルタント　株式会社 大分市　大字　片島　字　尻込　２９５番５

有限会社　ホウザキ 大分市　曲　４０８番地の１

有限会社　エスワイ 大分市　城原　１８５１番地

株式会社　彗進工業 大分市　乙津港町　２丁目７番６号　スリーゼハイツ乙津Β　１０１号

松栄電設工業　株式会社 大分市　三佐　１－１０－１３

大分デバイステクノロジー　株式会社 大分市　野津原　１６６０

株式会社　古城 大分市　金池町　５丁目２番２号

株式会社　ザイナス 大分市　金池南　１丁目５番１号　コレジオ大分５階

極東印刷紙工　株式会社 大分市　古国府　３－３－３

株式会社　Ｆ＆Ｔホールディングス 大分市　大分流通業務団地　１丁目３番６

株式会社　志大産業 大分市　志生木　３１１１

株式会社　ＮＴＴデータ・ビーンサービス 大分市　王子北町　２番２号

有限会社　ユートピア産業 大分市　羽屋　６７番地１１

株式会社　九建テクノス 大分市　三佐　２丁目　４番　１０号

九州バイパス運輸　株式会社 大分市　豊海　５－３－３

株式会社　土屋車輌 大分市　西新地　１－１－１１

株式会社　大分フットボールクラブ 大分市　横尾1629番地

社会医療法人　敬和会　大分岡病院 大分市　西鶴崎　３－７－１１

株式会社　大分防犯サービス 大分市　津守　６４の１

合同会社　小田設備 大分市　大字　佐野　４４２２番地

公益財団法人　大分県芸術文化スポーツ振興財団 大分市　高砂町２番３３号

一般社団法人　若葉会 大分市　大字　下判田　２３３４番地の５

トータル・サポート　株式会社 大分市　上宗方　５６０番地１４

株式会社　ＫＩＣ 大分市　大字　猪野　８８１番１

株式会社　三誠 大分市　大字　片島　１２１９番１

株式会社　ＪＵＫＩ 大分市　大字　津守　１１９５番地

三信産業　株式会社 大分市　新貝６番７号

朝日警備保障　株式会社 大分市　末広町　２－１０－２２

株式会社　ライフコンサル大分 大分市　新栄町　２番６号

株式会社　ヤドカリカンパニー 大分市　大字　常行　１１９番地の１

合同会社　ＣＷＯＲＫ 大分市　下郡中央　２－４－１１

東九州　ディリーフーヅ　株式会社 大分市　家島　１２２９番地の１

株式会社　ΗＡＣＯＹＡ　ＤＥＳＩＧＮ 大分市　下戸次　５３９５番地

初瀬井路土地改良区 大分市　大字　中尾　６０７番地３

株式会社　メタルワークス 大分市　花高松　３丁目１０番４号

ＲｉＭｉＸ　株式会社 大分市　中春日町　５－３２サンライト春日　２０８号

有限会社　アコル 大分市　片島　１３８０番地の１

株式会社　メイク・センス 大分市　中島東　１丁目１番７号

株式会社　小出建設 大分市　大字　中戸次　５８７９－２

平田工業　株式会社 大分市　三川下3丁目 6番 21号



機密性2

事業所名 所在地

敷総合建設　株式会社 大分市　大字　八幡　１６０１

株式会社　ケイシン 大分市　金谷迫　１０７８－１

株式会社　クイック工業 大分市　田尻 670番地の3

株式会社　Ｇｌｏｒｙ．２０１５ 大分市　大字　寒田　８７１番地の１　弘貴建設工業ビル　２０３

晃栄産業　株式会社 大分市　大字　家島　字　東中洲 1２４０－２

デジタルバンク　株式会社 大分市　府内町　３－８－８ハニカムプラザ３Ｆ

トーエイ商工　有限会社 大分市　新春日町１丁目５番２８号

株式会社　西日本ロジクル 大分市　家島　渡場　３０３番１

株式会社　ミクト技建 大分市　三佐　１丁目２１番１７号

人材創造事業協同組合 大分市　二又町　三丁目１番１４号

東九総合運輸　株式会社 大分市　大字　駄原　２９０５番地の１０

株式会社　プライム 大分市　下郡南　３丁目１番４０号

ＨＯＫＯ　株式会社 大分市　津守　３７０－１

三金商事　株式会社 大分市　碩田町　３－１－３５

株式会社　ｍｏｒｅＭｏｓｔ 大分市　中央町　２丁目５－２４

大分市　緑が丘　４丁目２５番６号

一般社団法人　大分市観光協会 大分市　荷揚町　２番３１号

コウセイ工業　株式会社 大分市　松岡　字　久保の前８４７５－１

株式会社　天鍼竜 大分市　光吉　９１０番地　大分ユースコーポ　１０３

株式会社　ライフケアさくら 大分市　猪野　８７６番地の１

ワン・ビジョン　株式会社 大分市　三芳　１２９２番地の８

有限会社　岩賢住宅 大分市　小野鶴　１４－１２９

株式会社　光成工業社 大分市　新栄町　８番１１号

西日本検査　株式会社 大分市　牧　２丁目８番１８号

有限会社　花の店　とがわ 大分市　牧　１丁目　４－８

美容室　ケセラセラ 大分市　萩原　３丁目１２－３６

株式会社　大分ベニヤ商会 大分市　東浜　１－８－６

株式会社　栗木精華園 大分市　錦町1丁目9番24号

社会福祉法人　シンフォニー 大分市　中尾６０３

株式会社　杉田建設 大分市　大字　横尾　１８９６番１

有限会社　野津原タクシー 大分市　花園　２－１１－４２

株式会社　フクトクテクノス大分 大分市　向原沖　１－１－１５

有限会社　松建工業 大分市　横塚1-2-22

有限会社　シグナルネット 大分市　光吉　１９１３番地の３２８

有限会社　ソーワテツク 大分市　高松東　一丁目６番１号

有限会社　中央リース 大分市　下郡中央 3-6-33

株式会社　ｗａｌｋ　ｈａｉｒ 大分市　大在浜　二丁目１２番２５号

株式会社　ジョイントビズおおいた 大分市　牧　２丁目１番１２号

株式会社　九州中央電算 大分市　生石　四丁目３番８号　西大分ベイサイドＫＣビル５Ｆ

株式会社　システムトレンド 大分市　賀来南　１－９－８

鶴海運輸　株式会社 大分市　大字　大在　２番地

株式会社　ニッショー 大分市　松岡　１８９２－４

有限会社　原田管工 大分市　千代町　１丁目３番２４号－７０６　グリーンヒル千代町

大分地区　自家用自動車協会 大分市　大津町　３－４－１３

株式会社　田北電機製作所 大分市　下郡工業団地

株式会社　クリアード 大分市　下判田　１３８４番地

岩尾　株式会社 大分市　中央町　１丁目４番１５号

株式会社　藤倉組 大分市　寺崎町 2丁目4番15号

合同会社　ハウスネット大分 大分市　中島西　２－１－２イーグル１中島１階

あいわ福祉農園　合同会社 大分市　中戸次　４６９２番１

中央工業　株式会社 大分市　大字　下郡　字　向新地　３７４０－１

株式会社　野田麗花園 大分市　長浜町　１－３－１０

株式会社　織部工務店 大分市　王子北町　４－６９

株式会社　白樺　有料老人ホーム　しらかば 大分市　高松東　１丁目４－１１



機密性2

事業所名 所在地

利光建設工業　株式会社 大分市　新栄町　８－１１

株式会社　ＪＤサイン 大分市　下判田　２０７９番地１

株式会社　ＮＴＳネクスト 大分市　大字　三芳　３２０番地

大野運送　株式会社 大分市　横瀬　１０１７番地

有限会社　エコトピア九州 大分市　向原沖　１丁目１番５２号

モダンパック大分　株式会社 大分市　弁天　１丁目　５番　１５号

株式会社　ＮＫクラフト

株式会社　長嶋不動産鑑定事務所 大分市　城崎町　２－４－７

長嶋補償コンサルタント　株式会社 大分市　城崎町　２－４－７

大分松藤商事　株式会社 大分市　三佐　大新田　１３５４番地の５

有限会社　エー　エフ　エヌ 大分市　原新町　１１番２７号

有限会社　新名緑化 大分市　三佐　１－７－１

道路サービス　株式会社 大分市　曲 1130-1

株式会社　ＥＶＯ 大分市　西鶴崎　１－１１－１８

イワオ事務機　株式会社 大分市　古ケ鶴２丁目２－１９

株式会社　佐伯コミュニケーションズ 大分市　広瀬町　二丁目３番２１号

大分製紙　株式会社 大分市　錦町　２－１５－２７

国道九四フェリー　株式会社 大分市　佐賀関　７５０

丸果大分大同青果　株式会社 大分市　豊海　４－１－１

株式会社　ティー・シージャパン 大分市　大字海原字見休８０８番地

株式会社　グリーンフジタ 大分市　中島中央　２－２－２５

株式会社　ダイプロ 大分市　新川西　一丁目４番１７号

医療法人　柊優会 大分市　牧　１－３－１５

社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院 大分市　志村　谷ヶ迫　７６５

竜伸建設工業　株式会社 大分市　須賀　２－５－３８

大分トヨタ自動車　株式会社 大分市　大字　宮崎　字　口の坪　１４２７－１

福喜工業　有限会社 大分市　元町　２組

株式会社　葵 大分市　住吉町　１－１０４６－１０

株式会社　九州セイムス 大分市　上田町　三丁目２番１号

ゆうび　株式会社 大分市　豊海　三丁目４番８号

株式会社　オーシートラベル 大分市　末広町　２丁目３番２８号

合同会社　アイ．ジー．シー 大分市　横尾　３８３６番地

ミヤシステム　株式会社 大分市　横尾　３８３６番地の２

有限会社　大分通建 大分市　西新地　１－２－１７

ナカノス建設工業　株式会社 大分市　大字　三佐　９８８番地

株式会社　ポンテック 大分市　原川　３丁目２番１号

株式会社　タカフジ 大分市　三佐　六丁目２番５０号

株式会社　ＣＩＦ 大分市　角子南　２―１―８

株式会社　今吉機設 大分市　横尾　３１０４番地の１６

大分運送　株式会社 大分市　三佐　大新田　１３５４番地の５

九州高圧ホース　株式会社 大分市　三佐　２１２２番地の１２

有限会社　技研 大分市　大字　宮崎　１３８５番地の１

株式会社　来夢 大分市　津守船橋　１２２１番地

ＳＡＫＡＩ　株式会社 大分市　中戸次　５８９０番地１

株式会社　ソイルテック 大分市　鶴崎　向島 2002-1

有限会社　ダイソー環境開発 大分市　片島　２９９５番地の５

有限会社　ヒユーマツク大分 大分市　大字　皆春　１５７１番地の１

株式会社　大分ダクト 大分市　森町西二丁目３番３号

株式会社　コープサービスおおいた 大分市　青崎　一丁目９番３５号

日進メンテナンス　株式会社 大分市　三佐　１丁目５番１号

大分第一交通　株式会社 大分市　弁天　１丁目４番２９号

株式会社　ＳＡＮＥｉ 大分市　志村 1-4-7

社会福祉法人　同朋福祉会　みのり保育園 大分市　大字　中戸次　字　西道条　４５３６番地

有限会社　アクトシステム 大分市　上宗方　１１０３－２



機密性2
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大幸防災商事　有限会社 大分市　久原中央 2-6-1

株式会社　トリアナ 大分市　城崎町　１丁目５－６　甲斐歯科ビル３Ｆ

株式会社　ブラスコ 大分市　屋山　５６１番地６

社会福祉法人　玉林会　南大分に笑顔咲くえん　わらひ 大分市　畑中１丁目１１番４号

タイセイエンター　株式会社 大分市　向原沖１丁目　２番　７３号

株式会社　ライフリー 大分市　毛井　５５３番地１

株式会社　平和建設 大分市　久原796-1

弘洋工業　株式会社 大分市　大字家島　東前田９８４番地１

大和興産　株式会社 大分市　松原町　３丁目２番１９号

有限会社　ヴィナス美容室 大分市　府内町　二丁目３番３０号

株式会社　菜果野アグリ 大分市　古国府　６－４－１

タマイＭ＆Ｓ　株式会社 大分市　中戸次　５１７０番地の３

有限会社　吉野鶏めし商会 大分市　六坊北町　３番４８－６０２号

株式会社　森フォレスト 大分市　田尻南　１丁目５番５号

株式会社　三道興安社 大分市　丹生　３０－６１

株式会社　三興 大分市　大字　丹生　３０番地の４１

株式会社　ナカムラ 大分市　花高松　３－１０－４
株式会社　大有設計 大分市　花津留　二丁目１７２番
上栄企画　株式会社 大分市　小野鶴　７８１番地の２

有限会社　まるみや 大分市　新川町2丁目1番3号

株式会社　里美苑　第二王子町保育園 大分市　王子中町　１－７

株式会社　アシッドゲイト 大分市　古国府　６丁目３番１７号

株式会社　スリーキャン 大分市　金池町　２－５－１１

有限会社　柳井工業 大分市　大字　宮崎　１１９６－２３

税理士法人　甲和会 大分市　金谷迫　１１４１番地の１

株式会社　リビルド 大分市　森町　５３４－１

株式会社　コスモレンタル 大分市　原川 3-2-3

株式会社　コスモクリエイト 大分市　津留　２０１１番地４　ＭＯＹＯビル　３０２

株式会社　池部造園 大分市　小佐井　一丁目４番１７号

株式会社　ミカサ 大分市　高城西町7-27

豊友保険共同　株式会社 大分市　花津留　１丁目４－３０

一般社団法人　由布学園　大分経理専門学校 大分市　錦町　三丁目７番２８号
株式会社　レイメイ藤井　大分支店 大分市　勢家　８４３―１５５
社会福祉法人　寿光福祉会　坂ノ市こども園 大分市　久原中央２丁目８番１６号
新日本消防設備　株式会社 大分市　住吉町　２－６－３４

有限会社　藤博商事 大分市　賀来南　１丁目１番８５号

株式会社　松萬 大分市　東鶴崎1-6-21

有限会社　間藤工業 大分市　高松東 1-3-12

イトウライナー　株式会社 大分市　新川町　１丁目１１－１５

株式会社　スプラウト 大分市　古国府　三丁目１１番１０号

大和工業　株式会社　大分事業所 大分市　大字　西の洲　１番地

社会福祉法人　若葉会 大分市　大字　千歳　１８９２－１　千歳桃園団地２９－１７

大分こうや不動産　株式会社 大分市　大字　横尾　４１３３番地の５

株式会社　ユニコーンゴルフ大分 大分市　今市　５４１

株式会社　ＡＩＣ 大分市　中央町　一丁目１番２２号

合同会社　ＥＴＥＲＮＡＬ 大分市　片島　３９２番地の４

医療法人　ＮＯＣ　ななせクリニック 大分市　上宗方　３９０番地の１　あいあるプレース

株式会社　元祖・としね 大分市　中鶴崎　２丁目５番１号

株式会社　九州メガネ 大分市　碩田町　３丁目１－１　オフィスニューガイア大分北　３０３号

株式会社　ブライテック 大分市　海原　７３９番３

社会福祉法人　グリーンコープ　わさだりすの森保育園 大分市　上宗方　字　四反田４２４－１

株式会社　葵綜合警備保障 大分市　元町　３番８号

有限会社　環 大分市　府内町　２丁目３番３０号　ヴィーナスビル１階

株式会社　服部商会 大分市　乙津　港町　２－５－１６

株式会社　日建総合建設 大分市　賀来北　２―１６―１０



機密性2

事業所名 所在地

大分市　生石　１丁目１番５号　第２大城ビル　１０３号

林会計事務所 大分市　中島中央3丁目2番4号

株式会社　東開 大分市　向原沖　１―２―３

株式会社　ＥＮＧ 大分市　下郡　６７０－６２

株式会社　ケーブルネットサービス 大分市　松が丘　３丁目１番９号

合同会社　夢の根 大分市　王ノ瀬　二丁目１１番１７号

株式会社　Ｂｅｓｔ　Ｃоｌоｒ　ＭＡＴＳＵＫＩＤＡ 大分市　大津町　一丁目３番１９号

朝日興産　株式会社 大分市　大字上戸次　５０５番地

みらい社会保険労務士法人 大分市　光吉　３６２番地　（ｎｃｔビル）

大島屋商事　株式会社 大分市　新貝　１番１６号　コンフォートハウス新貝　１０２

株式会社　ＤＭＧコミュニケーションズ 大分市　王子北町　１番１０号

有限会社　フジセツ 大分市　西新地２―１―４６

株式会社　双林社 大分市　碩田町　２―２―１３

三浦国土建設　株式会社 大分市　大字　津守　６０―１

有限会社　やせうま本舗　田口菓子舗 大分市　大字光吉３１１番地

株式会社　八條 大分市　府内町　３―４―３６　３階

株式会社　けんちく屋 大分市　曲　１４９２番地の１

株式会社　安東石材店 大分市　上判田　４７０１－５

石井経理事務所 大分市　中津留１丁目　７―９

一般社団法人　大分港清港会 大分市　豊海　１丁目１－１０

有限会社　大家住建 大分市　三川下　３―５―１

オーティケイ図書　株式会社 大分市　南鶴崎　２丁目１０番１号

株式会社　オグネット 大分市　高松東　二丁目１番１９号

株式会社　イグジット 大分市　高松　１丁目９－１６　安松ビル１階　１０１号

株式会社　メイベル 大分市　西鶴崎　３－８－１６

企業組合　アイエスケー 大分市　森町西　一丁目８番１０号

株式会社　介護サービスセンターめぐみ 大分市　小池原　２４７－４

有限会社　北出建具製作所 大分市　萩原4-8-21

堤建設工業　株式会社 大分市　西新地１丁目１番４９号

株式会社　オカモト 大分市　大字　関　２２６９番地

申栄機工　株式会社 大分市　横塚　二丁目９番３７号

株式会社　渡辺電設 大分市　大字　志生木　８７２番地

合同会社　かなで 大分市　田室町　９番３３号

合同会社　ウォンツ 大分市　大字永興９９２番地の４４

株式会社　中電 大分市　下郡　９９３番地の８

株式会社　東大分ノヴエル 大分市　牧上町 16番 12号

株式会社　大分国際貿易センター 大分市　大在６番地

ラヴィデザインコンサルティング　株式会社 大分市　仲西町　２丁目４－５

株式会社　システムトライ 大分市　大字　上宗方　２５７番地　ＡＩビル　２０２

一真興産　有限会社 大分市　生石　２丁目２番２２号

株式会社　ギャラクシーカワラカンパニー 大分市　中戸次　１８０８

有限会社　ダイワ空調サービス 大分市　花高松　３－６－３２

株式会社　ビッグ・ハンズ大分 大分市　下郡南　４－１１９－４

有大産業　株式会社 大分市　関園　５６９－１０

有限会社　久工機電 大分市　青崎　１―１３―３９

有限会社　サン電工 大分市　関園　７３番地１

株式会社　ジョイフルサービス 大分市　三川新町　１丁目１番４５号

有限会社　ダカール 大分市　大在浜2丁目 2番11号

Ｋ．Ｓ．Ｔ結び　株式会社 大分市　けやき台　１丁目２３００番地の３９

職業訓練法人　アンビシャス国際美容学校 大分市　市　５５１

合同会社　ｎａｎａｉｒo 大分市　八幡　２５－６

エレファントジャパン　株式会社 大分市　久土　２０８４番地の８

株式会社　ＳＨＩＮＳＥＩ設備工業 大分市　旦野原　１８８番地の４

株式会社　塗装工事佐藤組 大分市　三佐　１丁目１４番１８号



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　やすらぎ美装 大分市　二又町　１－１－６

株式会社　ＲｅＢｏｎｅ 大分市　横尾東町　４丁目１８番１４号

株式会社　ｉｍａｃｏｒｅ．Ｌａｂ 大分市　長浜町　２丁目１２－１０　昭栄ビル４０２－Ｄ

有限会社　大分建機 大分市　三佐一丁目１番１４号

有限会社　フアミリー損保サービス 大分市　羽田　６９－１

医療法人　ライフストリーム 大分市　六坊北町　６－７３－４

株式会社　ＤＩＣＴ 大分市　賀来　１２６９番地の１

有限会社　ヒューテック 大分市　萩原　二丁目１３番２４号

グローバルフューチャーレストランツ　株式会社 大分市　希望が丘　一丁目１０５５番地の３

株式会社　ルージュフィル　マジカルガーデン 大分市　中島西　１丁目８－４０

医療法人　川上歯科医院 大分市　上田町１組の２

株式会社　タクシステム 大分市　畑中　２丁目２番２８号

ケアバンク　株式会社 大分市　元町　５―２９

株式会社　新鮮マーケット 大分市　大分流通業務団地　２丁目２番２号

有限会社　フーディーズ 大分市　横尾　１３５１　昭和電工ドーム大分内　レストランドリーム

株式会社　大分県酪食肉公社 大分市　三佐　新港　２４０５―２

有限会社　生野瓦工業 大分市　大平　７５１
有限会社　中山建材店 大分市　向原　東　２－１－２８
株式会社　大分都市開発 大分市　金池南　１丁目９番１１号

株式会社　コレットラボ 大分市　寿町　８番１１号　ＧＲＣ・ｏｐｕｓ・ｋｏｔｏｂｕｋｉ１階

株式会社　叶羽 大分市　豊町　２丁目５－１

株式会社　九州ノブオカ 大分市　浜の市２丁目　３―９

合同会社　みらい学園 大分市　金池町　２丁目１４－２３　谷口ビル２Ｆ

株式会社　晃陽建設工業 大分市　片島　１２１５番地の２

中和国際　株式会社 大分市　錦町　１－１３－１９

有限会社　筒井造園土木 大分市　久原中央　２－８－２８

有限会社　二弘 大分市　乙津港町　１丁目３番２０号

株式会社　ノガミ住建 大分市　寺崎町　一丁目６番９号

有限会社　夢野菜おおざいファーム 大分市　青崎　１丁目１４番４６号

合同会社　ＵＰＣ 大分市　三川下　１－６－１２

川路工業　株式会社 大分市　大字　野津原　９１３番地

株式会社　ｍａｈａｌｏ 大分市　牧　３丁目３番１０号

株式会社　サトー冷暖 大分市　鴛野　８７７番地の２６

有限会社　トッツイー・カンパニー 大分市　都町　三丁目６番９号　日経ビル

藤森建設工業 大分市　萩原　１丁目２－３３　グリーンパークヨシハラ　５０５

有限会社　山崎工業所 大分市　荷揚町　６番１６号スカイメゾン外苑　３０３号

大分県警備業協同組合 大分市　千代町　４丁目３番２６号

株式会社　ＮＩＣＯｂｉｔ 大分市　南春日町　８－３

有限会社　ＪＵＮシステム工業 大分市　上宗方南　１－２－４８

有限会社　舞台裏制作所 大分市　新栄町　１７番６－４０１号

一般社団法人　大分県銀行協会 大分市　府内町　３－７－１６

株式会社　栄新工業 大分市　大字　本神崎　２７９番地の５５

株式会社　イマー 大分市　錦町　１－１－１

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支部 大分市　豊町　１丁目２番６号

株式会社　ＩＮＭ 大分市　中尾　１０５８－３カームタウン野田Β２４

ファミリーマート　大分光吉インター前店 大分市　大字　光吉　１１４０－１

有限会社　林工業 大分市　横尾東町　２丁目５番１号

有限会社　ライフメンテナンス 大分市　判田台北　１丁目７番１号

株式会社　丸翔工業 大分市　山津町　２丁目８番４号　シャロームＡ１０２

株式会社　スマートトータルサービス 大分市　六坊北町　７番３７号

有限会社　ＫＯＩＤＥ工業 大分市　上宗方　４６０番地の６

株式会社　佐藤塗工 大分市　徳島　１丁目１番１１号

株式会社　三ヶ尻電業社 大分市　新川町１丁目４番８号

株式会社　岩工技建 大分市　羽田　４６７番地の１



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　ＴＲＩ－ＡＣＥ

有限会社　岡村環境開発 大分市　坂ノ市　中央　３丁目３番５号

西産工業　株式会社 大分市　西大道　二丁目２番２７号

株式会社　石川建設工業 大分市　横塚　二丁目１番３７号

株式会社　高江工業 大分市　羽屋　４－３－２５－３０２号

ニノミヤ産業　株式会社 大分市　乙津港町　２丁目８番３７号

株式会社　スズキトムキャット 大分市　大字　中戸次　５１８７－１

社会福祉法人　白菊会 大分市　新川町　１丁目１２２８－１

地方卸売市場　株式会社　大分園芸花市場 大分市　大字金谷迫1114-1

大分県酒類卸　株式会社 大分市　碩田町3丁目1番41号

豊国建設　株式会社 大分市　城崎町　１－３－２８

株式会社　ミユの会 大分市　大字　寒田　字　矢羽田　２６５番地１

大分タクシー　株式会社 大分市　新川　２－８－６

豊州パイル　株式会社 大分市　大字　松岡　２０２０

吉野食品有限会社 大分市　吉野原２７８番地

株式会社　矢野設備設計 大分市　萩原 3-16-3

有限会社　存心会　よいこのくに保育園 大分市　光吉　１２０９番地

トヨミツ工業　株式会社 大分市　大字　竹中　字　大六　１１４６番地

ワコーエンジニアリング　株式会社 大分市　高松東 3丁目3番6号

ＭＫプランテック　株式会社 大分市　大字　三佐　９７９番地の１

ジャパングリッド　株式会社 大分市　小池原 125番地の1

株式会社　マネージメント保証 大分市　大州浜　一丁目４番３２号　ヤノビル２階

丸高産業運輸　株式会社 大分市　向原西　１－７－３９

株式会社　大分丸運 大分市　大字大在2番地

大分冷機　株式会社 大分市　片島8組4の2

大分市　弁天　３丁目３番１０号

サン・ステップ　株式会社 大分市　三佐　３丁目８番２４号

有限会社　高田設備 大分市　ふじが丘西　二丁目８番２４号

春日神社 大分市　勢家町　４－６－８７

株式会社　クオックス 大分市　府内町　１丁目６番３６号

有限会社　日隈ダクト工業 大分市　迫　３６３－１

ユナイテッドコア　株式会社 大分市　鶴崎　１２３―２

株式会社　アシスト建材産業 大分市　大字羽田　２２８番地の２

大分市　中央町１丁目５番９号　中央プラザビル　２Ｆ

株式会社　ＡＥトランスポート 大分市　高松　１丁目７番３６号

医療法人　あろは会　さゆりレディースクリニック 大分市　明野北　４丁目１番１号　山本ビル３Ｆ

Ｌｉｆｅ　ｉｓ　ｇｏｏｄ　株式会社 大分市　細　赤迫　１７１８－１

合同会社　未来のおと 大分市　常行　１５０

アサヒジェイテック　株式会社 大分市　下郡　１６０２番地の１

株式会社　ヒロセ 大分市　生石　三丁目２番２号　ヒロセビル２０７号

大分三菱自動車販売　株式会社 大分市　花園　二丁目６番１号

合同会社　グランツ建設 大分市　千歳　６８６番地の６

株式会社　桑野設計 大分市　宮崎　１３８５－１－２０５

ホーヨ運輸　有限会社 大分市　城原　２１５番地の４

合同会社　ＭＫＹ 大分市　岩田町　１丁目１２－１　三和コーポ２０３

大分市　上田町　３－３－４－１１０　チュリス古国府壱番館１Ｆ

合同会社　インテリアフェスタ 大分市　野津原　１５０５番地の１３

株式会社　保険プランニング大分 大分市　羽屋　四丁目１番６７号

有限会社　梅木工業 大分市　大字寒田232番地-18

新成ダイケン産業　株式会社 大分市　萩原　４－１３－２

株式会社　ＨΒ 大分市　王子町　８－５　三洋ＡＬビル　１０１

菱甲産業　株式会社 大分市　花津留　１―１２―３１

ひまわり　株式会社 大分市　花津留　１丁目１２番３１号

株式会社　エルアス 大分市　乙津港町　１丁目６番２１号



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　Ｔａｊｉｍａ 大分市　萩原　２丁目４番１号

株式会社　京栄工産 大分市　三川上　３丁目１番４号

株式会社　白石Ｍ＆Ｓ 大分市　森町　２３６－１

株式会社　大分建装設備 大分市　大字　庄ノ原　１７４３番地

株式会社　九州フードサービス 大分市　羽田　１０４９番地の４

後藤総合工業　株式会社 大分市　大字　竹中　２７３０

株式会社　Ｉ’ｓ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 大分市　大字　小池原　１１１２番地の１　ｂｅ・Ｌｉｖｅ　２０３

ウィズ　株式会社 大分市　宮崎　４１６番地　西日本土木大分本社ビル２Ｆ

合同会社　シンセイ 大分市　萩原　４丁目９番６５号

有限会社　新原商事 大分市　中尾　１４８９番地の１９

株式会社　ユニティウメダ 大分市　小野鶴南　１－５－１

株式会社　大分中青 大分市　豊海　四丁目１番１号

株式会社　大総 大分市　片島　２９９５番地の５

株式会社　アーネット 大分市　中島西　２丁目１番２号

ヒカリノ診療所 大分市　寒田　９４４番地３芝崎ビル　１階　１０１号

株式会社　中野車体 大分市　下郡山の手　１４番３３号

有限会社　双葉工業 大分市　藤生　３００４

社会福祉法人　八幡福祉会　やはたこども園 大分市　大字　生石　４４－４

株式会社　アイ・オー・システム 大分市　志生木　２３８０番地

株式会社　ゴルフガーデン・イーグル 大分市　大字　猪野　１４９３番地の１

株式会社　テラスバ 大分市　中島西　１丁目７番１４号

有限会社　博裕会 大分市　西大道　２丁目１番２０号

東九州ディーゼル　株式会社 大分市　萩原　１－１７－２５

溝口建測　株式会社 大分市　森　２２６－１１

有限会社　吉本工業 大分市　家島　１０９０番地の２

合同会社　ＬＩＮＫ 大分市　中戸次　６２８９番地の２

有限会社　ケンズ 大分市　西新地　２－１－２８

株式会社　ナコラボ 大分市　城崎町　一丁目５－６　甲斐歯科ビル３階

医療法人緩和会　いけべ医院 大分市　羽屋　三丁目４番８号

オリエント保険サービス　有限会社 大分市　向原西　２丁目６番２０号

株式会社　大分給食センター 大分市　大字　一の洲　３番地の６

九州化工　株式会社 大分市　乙津港町　２丁目　８番　２８号

株式会社　ジキシン 大分市　三佐　４－２６５

医療法人　健裕会　永冨脳神経外科病院 大分市　西大道　２丁目１番２０号

佐藤土木　株式会社 大分市　牧　１丁目１１番１５

株式会社　滝尾プラント 大分市　大字　下郡　４６６

有限会社　広瀬製作所 大分市　大洲浜　１－４－２９

山忠商店　株式会社 大分市　大字皆春　１５２０―１

ソフィア　株式会社 大分市　望みが丘　３４－１２

株式会社　黒田建商 大分市　小野鶴　１１５２―１

医療法人一信会　大分整形外科病院 大分市　岩田町1-1-41

株式会社　日栄 大分市　乙津町　８―８

有限会社　山村モータース 大分市　大字　羽田　９３４－２

有限会社　八徳進業 大分市　西大道　３丁目１番５３号

ＡＰＬＡＴＺ　合同会社 大分市　三川下　３丁目３番３９号

愛頼工業　株式会社 大分市　角子原　二丁目３番１４号

医療法人　芝蘭会　今村病院 大分市　大手町　３－２－２９

株式会社　アイテール 大分市　八幡　１９３３番地の４９

株式会社　田上工業 大分市　神崎　１４１１－１

医療法人　英知会 大分市　萩原　１丁目１９番３５号

有限会社　大在工業 大分市　王ノ瀬　２丁目４番１４号

弁護士法人　アゴラ 大分市　千代町　２丁目１番２３号

株式会社　ニック 大分市　日吉町　６番１１号

日本連合警備　株式会社 大分市　大字上宗方　字明川原　１２４―１

大分市　中島西 1丁目 3番 19号



機密性2

事業所名 所在地

株式会社　角山商店 大分市　生石　４―３―４

株式会社　成商 大分市　東原　２丁目１番１８号

株式会社　中條工業 大分市　三佐　４丁目７番１５号

クリエーション　株式会社 大分市　畑中　２－１－６　トヨナリ９８ビル１０２号

有限会社　大分保険業務センター 大分市　中津留　２丁目１－１２　玉田ビル　１０１

株式会社　電通建 大分市　下郡東　１丁目３番１７号

あそう在宅クリニック　麻生哲郎 大分市　大字　中戸次　５９２７－３　サンレークビル　２Ｆ

株式会社　ＡＲＵ 大分市　長浜町　２－２－４

久大化工機　株式会社 大分市　大字　三佐　１２７３－１

株式会社　大塚工業 大分市　三佐　２３８０番地

株式会社　丸山海産 大分市　弁天　２－７－１５

有限会社　輝剛 大分市　政所　１―１０―３６

有限会社　銭屋産業　（ラーメンとん太 大道店） 大分市　大道町　一丁目２２００－１

有限会社　日東機械工業 大分市　原川 3丁目 2-13

株式会社　高浜建装 大分市　西鶴崎　１－４－１６

株式会社　ＮＥＸＴＡ 大分市　明野東　二丁目３４番１０－２０３号

ティールファシリティーズ　株式会社 大分市　弁天　二丁目７番１号
ピュアハート　合同会社　放課後等デイサービスかがやき 大分市　大在北　４丁目８－３１

有限会社　東豊技建 大分市　中春日町　３番１３号

株式会社　ユタカ商工 大分市　新町　３－３７

株式会社　水江商店 大分市　生石　２丁目１番３４号

株式会社　坂之上設備 大分市　横塚　１丁目１４－１５

株式会社　栄工社 大分市　城崎町　２－４－３９

ＳＡＫＵＲＡ．ＥＣ　株式会社 大分市　下郡北　一丁目１２２番地


