
平成 30 年度 寄付協力法人 ※敬称略・順不同 

【大分市】    

大分県信用組合    大分三菱自動車販売（株）   極東印刷紙工（株） 

（株）大分放送    （有）まるみや     （株）実崎鉄工 

（医）至誠会 帆秋病院   （株）佐藤組エレクション   藤澤環境開発（株） 

利光建設工業（株）   大分興業（株）     大分ケーブルネットワーク（株） 

大分トヨタ自動車（株）   日精（株）大分工場    大分金子スポーツ振興（株） 

（医）明和会 佐藤病院   （株）明文堂印刷    フジケイ（株） 

鶴崎海陸運輸（株）   （株）大鐵     大分市医師会立アルメイダ病院 

パリアイワオ（株）   全国労働者共済生活協同組合連合会  玄同内科医院 

（医）親和会 衛藤病院   小野高速印刷（株）    （医）誠医会 松山医院 大分腎臓内科 

大分タクシー（株）   ジェイアール九州メンテナンス（株）大分支店 たかはし泌尿器科 

大分ビル管理（株）   東亜外業（株）大分営業所   しみず小児科 

（株）玉井木材センター   九州電気システム（株）    はさまクリニック 

株式会社 安部工務店   （社）大分県治山林道協会   丸尾眼科医院 

大光炉材（株）大分工場   日昭設備工業（株）    （医）明和会 大分ゆふみ病院 

大和工業（株）大分事業所  九州丸防設備（株）    お元気でクリニックこれいし 

九州建設コンサルタント（株）  大分エージェンシー（株）   医療法人仁真会真央クリニック 

野田電機工業（株）   丸三プラザ（株）    （医）博光会 塚川第一病院 

光伸ガス（株）    ゆうび（株）     織部内科クリニック 

（株）オーシー    社会福祉法人幸福会    府内耳鼻咽喉科 

大分運輸（株）    （株）ダイカン     循環器・内科 平田医院 

野津運送（株）    （株）西部通商     アルプス歯科医院 

（有）ニュープロパン   東洋技術（株）     黒川薬局 

（有）輔仁薬局    （株）ビッグ・ハンズ大分   泉比呂志税理士事務所 



 

（有）北斗建装    （有）八徳進業     （株）オルゴ 

岡本安功税理士事務所   （株）グリーンワールド    （有）フォーラム 

税理士法人 プロスパー   （有）緑化園     （株）藤興産 

安部晴夫司法書士・土地家屋調査士事務所 吉伴不動産（株）    （株）大分都市開発 

光国寺     （有）荒金商会     （有）第一設備設計事務所 

長光寺     （有）吉田食品     大成地所（有） 

長福寺     （有）えだ画廊     （有）別保自動車整備工場 

（株）村上農園    秋吉電気（株）     社会福祉法人 三愛会 

（株）古宮工業    （有）大分みどり販売    社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 

エレホン・化成工業（株）  公益社団法人 大分県薬剤師会   社会福祉法人 ハーモニー 

（有）大日広告    （株）ノブ     （有）グッドイン 

（有）古山乳業    （有）イマショー    （有）和泉 

（株）都造園土木   （有）ダイキョー    一般社団法人 大分県建設業協会 

（有）九州管通    （有）成正パーツ    社会福祉法人 暁雲福祉会 

（有）システム電建   （有）オーザイ首藤    （有）ドリームライン 

（株）イズミ電機   一般財団法人 大分県遺族会連合会  社会福祉法人 霊山会（玉光苑） 

（有）稲生建設    （有）福     社会福祉法人 新樹会 

孝洋電設（株）    吉村不動産（株）    （株）エクシト 

（株）明和ジオテック   赤帽大分県軽自動車運送 協同組合  社会福祉法人 夢・ひこうせん 

（株）木戸硝子    （有）七王建築設計事務所   大分県美容業生活衛生同業組合 

（株）マイカン    （医）社団 淵野会    公益社団法人 大分県栄養士会 

（有）川中建設    （有）功陽商事     社会福祉法人 森友会 

（有）江戸屋本店   （株）富士総合防災    （医）大健会 垣迫胃腸クリニック 

（有）エポック    （医）大場整形外科    （有）おおいたの保険グループ 



 

（有）ゴーアップ大分   【中津市】     【日田市】 

（株）あさがお     （医）杏林会 村上記念病院   （株）日田ビル管理センター 

     （株）中津急行     （資）末金製材所 

【別府市】    （有）ギフターインテリア   日田の宿 よろづや 

（株）安部組    （株）キヌガワ大分    （有）セイコー運輸 

（有）別府つげ工芸   （医）梶原病院     岳林寺 

（株）セスナ    松本技術コンサルタント（株）   （有）高村木材 

（株）別大興産    今治木工（株）     社会福祉法人 日田市しらゆり会  

（株）和田組    いずみの園     （株）東豊開発コンサルタント 

合資会社鬼山地獄   （医）真浄会 寺町クリニック   （株）おそうじバスターズひた 

（株）ツツミ技研   濱田会計事務所     社会福祉法人 紫雲福祉会 鳩友園 

飛田内科外科クリニック   （有）古梶組     （有）日田レンタリース 

松岡産婦人科医院   マルオ工業 （株）     

大分綜合会計事務所 別府本社  （有）村本工務店    【臼杵市】 

ベツデン （株）   （有）カワモト     （社）臼杵市医師会 

交永電気工事 （株）   （有）坪根商事     現代建設（株） 

（有）文化プロセス   社会福祉法人 下毛もみじ会   聖心会臼杵循環器内科 

（有）河野電気工事   医療法人 英然会 里見医院   とうぼ小児科医院 

血の池物産販売 （有）   藤吉産婦人科     （有）渡辺建築工房 

社会福祉法人 白鳳会         （有）伸栄電設 

（株）ＹｏｕＴｏ   【津久見市】     （有）ホテルあわづ 

（株）ビー・フロントサービス  （有）東豊造船所    （有）佐藤塗装工業 

     （株）鳥繁産業      

     一般社団法人 津久見市医師会 



 

【佐伯市】    【竹田市】     【宇佐市】 

（株）三浦造船所   （有）藤野屋商店    （株）九州フセラシ 

佐伯重工業（株）   道全内科     社会福祉法人宇水会 

大電工業（株）    農事組合法人 くじゅう高原牧場組合  医療法人 賛天会 

（医）明倫会 御手洗病院         大晃通信建設（株） 

佐伯生コンクリート（株）  【豊後高田市】     （株）高牟礼建設 

石田土木（株）    （株）菅組     （株）藤電設工業 

ミタライクリニック   （有）広域清掃社    末高実税理士事務所 

上尾皮膚科    （株）日興製作所    江西山長安寺 

水沼医院    野中医院     （株）アクトいちごファーム 

（医）養春堂 近藤医院   旅館梅乃屋     農事組合法人 かわしま 

古田歯科医院    高田メディカル （株）    九州河西 （株） 

（株）池田鉄骨工業   社会福祉法人 みづほ育成会   （株）朝日設計 

（有）高橋板金    （株）サンウェイ    社会福祉法人 宇佐市社会福祉協議会 

（株）協栄商会           

佐伯事務機 （株）   【杵築市】     【豊後大野市】 

医療法人 和敬会   東亜ストリング（株）大分工場   明王寺 

（株）軸丸    （株）阿南組     （株） 大野ストックマンサービス 

（有）佐伯ビルサービス   杵築オレンジ病院    （株） 共伸 

一般社団法人 佐伯市医師会  奈多八幡宮     （株）ごとう 

佐伯ポートサービス（有）  大神建設 （有）    （有） 大分ふくしネット 

     社会福祉法人 中央福祉会    

     （株）信越産業 

 



 

【由布市】    【日出町】 

（株）インタープリンツ   （有）岩尾商事 

（株）ヨーグルトン乳業   医療法人 久寿会 鈴木病院 

（有）幸野組    （株）エリア 

阿部建設（株）     愛宕神社 

（有）ホテル夢想園    

精巧エンジニアリング（株）  【九重町】 

（有）松尾緑地建設   小倉建設（株） 

（株）挾間物流サービス   （資）筋湯観光ホテル 九重悠々亭 

社会福祉法人 庄内厚生館  九重観光（株）やまなみ牧場 

社会福祉法人 若山会   （株）井原組 

社会福祉法人 聖愛保育園  （有）玖珠緑化建設 

（有）湯布院環境衛生サービスセンター  

社会福祉法人 寿永会   【玖珠町】 

     （株）久大電設 

【国東市】    コクエイ消毒 有限会社 

（株）秋田建設工業    

（有）中田水産     

末綱クリニック     

むさしこども園     

医療法人 鶴玲会    

社会福祉法人 国東清浄福祉会   

 

 


