
【大分市】

大分県信用組合 （株）カガシヤ    （株）ダイカン

（医）至誠会 帆秋病院 大分リース（株） 社団法人大分県トラック協会

大分トヨタ自動車（株） （株）佐藤組エレクション 東洋技術（株）

大分交通（株） 堤建設工業（株） （株）実崎鉄工

江藤酸素（株） 九州菱倉運輸（株） 藤澤環境開発（株）

（株）若竹園     大分興業（株） 平和扶桑テクノ（株）

（株）松田興業 （株）ナナモリ （株）東部開発

（株）古城 東九州電設（株） （株）北大

岩尾（株） （株）明文堂印刷 大分ケーブルネットワーク（株）

大分ビル管理（株） （株）大鐵 （株）高千穂工業

河野電気（株） （株）長嶋不動産鑑定事務所 ハウディ大分食品（株）

木村化工機（株）九州事業所 日本不動産管理（株）大分支社 （株）別大補償コンサルタント

（株）玉井木材センター 朝日工業（株） 玄同内科医院

株式会社 安部工務店 大分県椎茸農業協同組合 たかはし泌尿器科

大光炉材（株）大分工場 全国労働者共済生活協同組合連合会 アンジェリッククリニック浦田

大和工業（株）大分事業所 元町農事実行組合 はさまクリニック

九州建設コンサルタント（株） 東亜外業（株）大分営業所 愛育会　曽根崎産婦人科医院

大分共同火力（株） 新成建設（株） 山内循環器クリニック

野田電機工業（株） 大陽機材（株） 津田皮膚科クリニック

光伸ガス（株） （医）謙誠会 博愛診療所 医療法人仁真会真央クリニック

日本暖房鉄工（株） 日照港運（株） （医）博光会　塚川第一病院

（株）大宣 九州丸防設備（株） 河村クリニック

（医）大分記念病院 （株）安東建設 循環器・内科　平田医院

（株）石井工作研究所 社会福祉法人幸福会 生野歯科医院

令和元年度　寄付協力法人　※敬称略・順不同



アルプス歯科医院 （有）川中建設 長嶋補償コンサルタント（株）

（株）ざびえる本舗 （株）佐藤建築板金 （株）イマジン

公認会計士秦野晃郎事務所 （株）電操技研 （有）南大分土地

税理士法人　衛藤会計事務所 （有）イヅツ建商 （有）エポック

税理士法人　プロスパー （株）ビッグ・ハンズ大分 （医）大場整形外科

税理士法人　大分ビジコン （有）北斗建装 社会福祉法人　松山会　特別養護老人ホーム緑風苑

安部晴夫司法書士・土地家屋調査士事務所 （有）八徳進業 （有）大明

足達哲莞司法書士事務所 （有）長尾建設 （有）アスカプロジェクツ

長光寺 （有）アークオフィス 一般社団法人　大分県宅地建物取引業協会

長福寺 （株）巧神工業 （医）福邦会　モートン歯科クリニック

（有）藤栄 （株）大平酒店 （有）別保自動車整備工場

（株）古宮工業 イワオ事務機（株） 社会福祉法人　大分すみれ会

（有）大日広告 （有）荒金商会 社会福祉法人　三愛会

志村生コンクリート（株） （株）上野丘商会 （有）イマムラ設計

（株）都造園土木 公益社団法人　大分県薬剤師会 ホーヨ運輸（有）

（有）吉高硝子店 （有）イマショー ジェイリース（株）

（株）ミウラ緑化 （株）イトウ商店 （有）グッドイン

（有）システム電建 大分グラスロン（有） （有）和泉

（有）大智電設 （有）エヌ・フードサービス （有）ドリームライン

（有）毛利興業 （有）花巧房カズ 社会福祉法人　夢・ひこうせん

（有）建生建設工業 一般財団法人　大分県遺族会連合会 社会福祉法人　寿光福祉会

（有）福永電工 赤帽大分県軽自動車運送　協同組合 公益財団法人　大分県地域保健支援センター

（有）テックエノモト （有）七王建築設計事務所 （株）れんげ草

（有）三共エアテック （有）功陽商事 一般社団法人　大分県医師会

（有）ファン工業 （有）千豊 正晃㈱



（株）レイメイ藤井　大分支店 三建設備工業（株）九州支店 税理士法人中津中央会計事務所

鹿子嶋医院 濱田会計事務所

吉村内科循環器科クリニック 【別府市】 （株）阿部建設

医療法人　豊心会　阿南循環器内科クリニック （株）安部組 （有）カワモト

米満内科医院 （有）小野自動車工場 社会福祉法人　如水福祉会

えとう眼科 （医）博慈会 内田病院 坪根ビル

辛島内科・消化器内科 ㈱信和 中津ゆうび　（有）

藤島クリニック （株）別大興産 医療法人　英然会　里見医院

井上循環器内科クリニック 東はとタクシー（株） 特定非営利活動法人ぴいあ

国東整形外科 （株）ツツミ技研 （有）昭栄産業（明生不動産）

石田消化器IBDクリニック 飛田内科外科クリニック 医療法人　中尾循環器科内科クリニック

大塚眼科医院 （株）藤良建設 久持医院

蔭山眼科 （有）河野電気工事 宮田内科医院

金谷小児科医院 別府商工会議所

戸次あべクリニック 社会福祉法人　白鳳会 【日田市】

（株）大分銀行 原嶋内科医院 日田の宿　よろづや

（株）豊和銀行 岳林寺

山忠商店（株） 【中津市】 （有）道路施設

（株）メンテナンス ＤＩＣ九州ポリマ（株） （株）ＬＳ

（福）永生会 鬼怒川ゴム工業（株）大分車体部品生産部 社会福祉法人　日田市しらゆり会

学校法人　渕野学園　富士見が丘幼稚園 中津倉庫（株） （有）日田レンタリース

だいかく病院 第一印刷（株） 日田清掃　（有）

（株）プライム （医）梶原病院 （株）東豊開発コンサルタント

九州地区遊技業組合連合会 石川瓦（株） 日栄企業　（有）

日鉄物産株式会社大分支店 （医）真浄会　寺町クリニック （宗）高塚愛宕地蔵尊



【佐伯市】 一般社団法人　佐伯市医師会 【竹田市】

（株）三浦造船所 三浦造船協力事業協同組合 （社）豊和会　特別養護老人ホーム久住荘

（株）山忠 神崎鉄工株式会社 扇森稲荷神社

増永海運（株） 産科婦人科すがのウィメンズクリニック （有）大森開発

大和鉄工（株） 長崎船舶装備株式会社　佐伯営業所

興人ライフサイエンス （株）   【豊後高田市】

（株）下川薬局 【臼杵市】 （有）広域清掃社

大電工業（株） 一般社団法人　臼杵市医師会 （医）新生会 高田中央病院

永晃汽船（株） とうぼ小児科医院 高田メディカル　（株）

佐伯生コンクリート（株） （有）渡辺建築工房 医療法人　玄々堂

（福）長陽会 社会福祉法人　熊崎福祉会

ぶんご銘醸（株） 児玉循環器科・内科医院 【杵築市】

（株）愛商大分 東亜ストリング（株）大分工場

（株）ヨシダ 【津久見市】 （株）阿南組

石田土木（株） 大分海運（株） 杵築中央病院

上尾皮膚科 貝島化学工業（株） （有）かがやきえん

（株）マルミヤストア 龍南運送（株） （株）信越産業

伯洋商事（株） 徳脇工業（株） 社会福祉法人　中央福祉会

養賢寺 （有）東豊造船所 みやうちウィメンズクリニック

すがまこう業（有） 菅原工業（株） くまもとココロクリニック

（株）池田鉄骨工業 小代築炉工業（株）

（有）高橋板金 （有）吉本

佐伯鉄工業　協同組合

佐伯事務機　（株）

三浦商事　（株）



【宇佐市】 （有）さとう水産 【日出町】

（株）九州フセラシ 医療法人　慈愛会 愛宕神社

明治印刷（株） 社会福祉法人　護念福祉会

（医）起愛会 宇佐病院 （有）湯布院環境衛生サービスセンター 【九重町】

（医）立清会 宇佐リハビリ診療所 （有）ゆむた 八鹿酒造（株）

社会福祉法人宇水会 社会福祉法人　寿永会 （株）大東建設

庄部秀彦税理士事務所 （株）豊後木材市場 九重森林公園株式会社

江西山長安寺 足立クリニック 社会福祉法人大樹会

（株）アクトいちごファーム （株）九重緑化産業

農事組合法人　かわしま 【国東市】 （株）井原組

（株）朝日設計 くにさきエコシステム（株）

（有）丸義産業 （株）秋田建設工業 【玖珠町】

学校法人　泉学園 ヤンマー造船（株）大分事業部 合谷運輸（有）

（株）ユービック （株）久大電設

【豊後大野市】 医療法人　順心会 （有）河野工務店

（有）　三重クレーン むさしこども園 （有）玖珠水道

（有）　大分ふくしネット 社会福祉法人　国東清浄福祉会 一般社団法人　玖珠郡医師会

社会福祉法人　三和福祉会 （有）さとや葬儀社

【由布市】 大分空港給油施設　（株） 麻生消化器科内科

（株）ヨーグルトン乳業

阿部建設（株） 

（株）城東運輸

精巧エンジニアリング（株）

宮崎医院

旅館たつみ


