
【大分市】
大分県信用組合 （有）ニュープロパン （株）セキ土建

（医）至誠会 帆秋病院 鶴海運輸（株） 丸三プラザ（株）

利光建設工業（株） （株）石井工作研究所 （株）環境整備産業

江藤酸素（株） いづみ印刷（株） （福）幸福会

（医）明和会 佐藤病院 大分保証サービス（株） （株）ダイカン

（株）ヤノメガネ 大分リース（株） （株）カワノ

鶴崎海陸運輸（株） （有）まるみや 協和工業（株）

三和印刷出版（株） （株）ナナモリ 東洋技術（株）

（株）松田興業 （株）明文堂印刷 タナベ環境工学（株）

（医）恵愛会 大分中村病院 （株）ミウラ通信 極東印刷紙工（株）

大分タクシー（株） （株）大鐵 (学）府内学園

（株）利根建設 （医）三杏会 仁医会病院 日進メンテナンス（株）

大分ビル管理（株） 九鉄工業（株）　大分支店 新日本消防設備（株）

河野電気（株） （株）長嶋不動産鑑定事務所 フジケイ（株）

木村化工機（株）　九州事業所 全国労働者共済生活協同組合連合会 （株）別大補償コンサルタント

西日本コンサルタント（株） 大分スバル自動車（株） たかはし泌尿器科

（株）豊の国健康ランド 小野高速印刷（株） 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） （福）穂燈舎 愛育会　曽根崎産婦人科医院

大分共同火力（株） （株）梅豊社 （医）明和会　大分ゆふみ病院

大分図書（株） 大陽機材（株） 藤本整形外科医院

（株）大宣 （医）謙誠会 博愛診療所 お元気でクリニックこれいし

大分運輸（株） 大分県タクシーチケット事業協同組合 南原クリニック

（医）大分記念病院 九州丸防設備（株） （医）一淑会　麻生整形外科クリニック

令和２年度　寄付協力法人　※敬称略・順不同



（医）仁真会　真央クリニック 志村生コンクリート（株） （株）アトムス

（医）博光会　塚川第一病院 （株）都造園土木 （株）上野丘商会

府内耳鼻咽喉科 （有）吉高硝子店 （有）えだ画廊

神﨑循環器クリニック 玄武電設（株） 池松青果（有）

（医）英和会　おの英伸クリニック （株）イズミ電機 （公社）大分県薬剤師会

循環器・内科　平田医院 （有）大智電設 （有）イマショー

ハルヤマ歯科 （株）メイソン 大分グラスロン（有）

生野歯科医院 （有）サン工芸 （有）成正パーツ

成光堂薬局 （有）高南電設 グリーンサービス（株）

（株）輔仁薬局 （有）石樹工苑建設 豊光産業（株）

弁護士法人　アゴラ （有）ファン工業 赤帽大分県軽自動車運送協同組合

泉比呂志税理士事務所 （有）筒井造園土木 （有）七王建築設計事務所

税理士法人　衛藤会計事務所 （株）電操技研 （医）淵野会

税理士法人　プロスパー ティ・エイ設備（有） （有）功陽商事

税理士法人　大分ビジコン （株）ウエル 長嶋補償コンサルタント（株）

税理士法人　シーウェイブ （有）イヅツ建商 （福）長久会

司法書士渡邉寛二事務所 （株）ビッグ・ハンズ大分 （株）サンフォーレス

威徳寺 （有）北斗建装 （有）南大分土地

長光寺 （有）八徳進業 （有）エポック

法雲寺 大分サッシ（株） （株）大分国際貿易センター

（公社）大分県看護協会 （有）井原電機製作所 （福）松山会　特別養護老人ホーム緑風苑

（有）安東農園 ＭＡＸ設備（同） （有）大明

（株）古宮工業 吉伴（株） （一社）大分県宅地建物取引業協会

エレホン・化成工業（株） （有）藤川金物店 （有）第一設備設計事務所

（株）黒田建商 （有）荒金商会 （医）福邦会　モートン歯科クリニック



（有）スペースプラン （医）雄飛会　宇野内科医院 エコマテリアルジャパン（株）

（有）別保自動車整備工場 大分中学校・大分高等学校 たかはし住宅監理（株）

（福）大分すみれ会 吉村内科循環器科クリニック （株）タクシステム

（福）三愛会 （医）豊心会　阿南循環器内科クリニック 山志ヒロセ（株）

（福）城東保育園 嶋田循環器内科 ａｋｍ（株）

（福）大分県社会福祉協議会 三好内科・循環器科医院 ＭＦ企画（株）

（株）木村写真本館 よしどめ内科・神経内科クリニック （株）Ｃ・Ｗ・Ｅ

（有）イマムラ設計 石田消化器IBDクリニック （株）ソレイユ

（株）エス・ピー・サポート （学）道徳学園　のだ山幼稚園 インホープ（株）

（有）グッドイン 安部クリニック （株）サンライフクリエイト

（有）和泉 （医）孝萌会　伊東レディースクリニック コウセイ工業（株）

（一社）大分県建設業協会 大在こどもクリニック ＬＩＮＫｓＲＩＮＧ（株）

（有）ＴＮ保険ひろば 多田胃腸科医院 （株）アール・エフ

（有）ドリームライン ももぞの小児科クリニック 大分こうや不動産（株）

（福）大分福祉会 わだこどもクリニック （株）幸の会

（福）新樹会 高橋内科クリニック （有）せれくと

ＨＯＫＯ（株） ヤマモト工芸 （有）高城介護サービス

（医）大健会　垣迫胃腸クリニック 長浜自動車整備工場 八潮工業（有）

（有）おおいたの保険グループ ＤＡＮ設計室 （有）折原不動産鑑定事務所

（公財）大分県地域保健支援センター （株）ＲＥテクノ （有）ケイシヨウ資材

（株）れんげ草 リライフ不動産（株） ナイスエリア（有）

エヌティエス技研（株） （株）木楽舎あんどう住宅設計室 （有）丸萬産業

（一社）大分県医師会 塗装工事ＳＯＳＨＩＮ（株） （有）鶴亀フーズ

（株）あさがお （株）エイコウ技建 内田不動産（有）

（一社）大分東医師会 滝尾クレセント不動産（株） （有）ムラヤマ



大分市水処理事業協同組合 【別府市】 【中津市】
大分県食肉事業協同組合連合会 （株）安部組 （医）杏林会 村上記念病院

（医）きし歯科ファミリークリニック フジヨシ醤油（株） （株）中津急行

（一社）大分県歯科衛生士会 （株）別府魚市  地方卸売市場 中津中央青果（株）

（一社）Ｃａｎばす （医）博慈会 内田病院 鬼怒川ゴム工業（株）大分車体部品生産部

（一社）大分県安全運転管理協議会 （株）別大興産 中津倉庫（株）

（一財）大分県剣道連盟 （株）ツツミ技研 （株）本村商店

（福）洗心保育園 清瀬病院 （医）梶原病院

（福）なかよし 中島雄二税理士事務所 （株）豊国畜産

（福）守山会 （有）三光電機 今治木工（株）

（同）杏 （有）立建設 石川瓦（株）

（特非）大友氏顕彰会 別府工業（有） （株）松山商会

（同）訪問看護ステーションりぼん （有）渡辺土木 （医）真浄会　寺町クリニック

（特非）大分県難病・疾病団体協議会 （有）河野電気工事 （有）古梶組

（特非）グリーンインストラクターおおいた 今日新聞社 フォーユーホーム（株）

（特非）第三者評価機構 （有）スポーツフジワラ （有）村本工務店

ＮＰＯ法人　滝尾百穴クラブ （福）恵愛会 愛宕自動車工業（株）

かさき歯科 （株）ビー・フロントサービス （有）カワモト

しもやま内科・循環器内科クリニック （福）如水福祉会

（株）ＺＩＣ 野島機械サービス（株）

（有）秋吉タタミ店 （有）豊洋

（有）不動産リサーチ大分 （有）扇運輸

ＮＰＯ法人　さんきゅう （福）下毛もみじ会

（同）夢ソリューションズ （医）英然会　里見医院



（特非）ぴいあ 【佐伯市】 （株）水本水産

藤吉産婦人科 大電工業（株） （株）北斗

田中医院 （医）明倫会 御手洗病院 大地酒造（株）

ツインズ不動産 （有）安東工業所 （有）小野建設工業

（一社）がじゅまる保育園 佐伯生コンクリート（株） （一社）佐伯市歯科医師会

（福）長陽会

【日田市】 ミタライクリニック 【臼杵市】
（医）豊堂 岩尾整形外科病院 やつか眼科医院 （一社）臼杵市医師会

（医）社団 知心会 一ノ宮脳神経外科病院 （医）養春堂　近藤医院 （有）渡辺建築工房

（福）平成会 養賢寺 （株）ニッポウ商会　

（有）セイコー運輸 （有）村松水産 ヤマトストアー（株）

春陽会　河津内科呼吸器科 （株）池田鉄骨工業 （株）藤澤起重機製作所

岳林寺 （有）キヨタ冷設サービス 臼杵ケーブルネット（株）

（有）高村木材 （有）髙橋板金 （株）フジケン

日田地区生コンクリート協同組合 （株）協栄商会 （有）大翔実業

日田清掃（有） 佐伯事務機（株） （有）匹田硝子塗料店

（医）六和会　センテナリアン （医）和敬会 （福）海辺福祉会

大分県建設業協会日田支部 大分曳船（株）

ひた文機 （有）アサヒ産業 【津久見市】
なかよしサイクルショップ （有）柴田葬具店 （株）戸髙鉱業社

（有）スズキテント商会 （有）大洋開発 太陽化学工業（株）

（有）インテリアヨコタ （医）輝星会　産科婦人科すがのウィメンズクリニック 徳脇工業（株）

（有）東豊造船所

小代築炉工業（株）

（公財）戸髙育英会

中西建設工業（株）



【竹田市】 【杵築市】 【宇佐市】
（株）友岡建設 （有）福永セメント工業所 （株）末宗組

（株）森組     （株）杵築建設 （株）九州フセラシ

広域建設（有） （有）杵築自動車工業 （福）宇水会

竹田合同タクシー（株） （社）みのり村 （医）賛天会

社会医療法人社団　大久保病院 （株）阿南組 （株）藤電設工業

（株）藤野屋 長野歯科医院 宗像医院

扇森稲荷神社 （有）ハイヒット （株）アクトいちごファーム

豊音寺 （福）杵築・速見のぞみ会 農事組合法人　かわしま

農事組合法人　くじゅう高原牧場組合 小野医院 河西工業ジャパン（株）宇佐工場

（有）岡城環境 くりやまレディースクリニック （有）松永組

（有）古森浄化槽センター くまもとココロクリニック （株）朝日設計

（株）豊友運輸 （株）匠牧場 （有）丸義産業

荻西部土地改良区 豊漁丸水産（株） （福）宇佐市社会福祉協議会

（株）ほっとハウス （学）泉学園

【豊後高田市】 （有）サンクスエンジニアリング 玄々堂整形外科

（有）広域清掃社 （株）蒼新

（医）新生会 高田中央病院 ＮＰＯ法人虹のかけはし

（有）都甲産業 ＮＰＯ法人スポーツクラブグレートサラマンダー

高田メディカル（株） （特非）心の支援センター

（有）桑原モータース

（医）玄々堂

（株）九州ケミカル

（有）真玉薬品



【豊後大野市】 【由布市】 【国東市】
（有）首藤薬局　緒方店 （株）インタープリンツ （株）秋田建設工業

（有）育葉産業 （株）ヨーグルトン乳業 （医）二豊会 国見病院

（株）共伸 阿部建設（株） ヤンマー造船（株）大分事業部

（有）大分ふくしネット （有）ホテル夢想園 はるかぜ醫院

後藤耳鼻咽喉科医院 （医）相生会 ごとう医院 （社）安岐の郷　

（株）ハヤシ 精巧エンジニアリング（株） （株）ユービック

（株）大分食肉 （有）松尾緑地建設 （福）和順会　むさしこども園

（株）広伸 （有）ゆふいん道の駅 （福）くにさき福祉会

ニッサン製菓（有） （一財）仁心会 （福）三和福祉会

（公社）豊後大野法人会 （福）清風会 （医）薫メープル尽クリニック

農事組合法人　みたらい （有）湯布院環境衛生サービスセンター 大志土木工業（株）

市場のはいしゃさん （有）大分の空６３４

（一社）国東市医師会

農事組合法人　黒津之郷

（特非）ほたる

【姫島村】
海岸寺



【日出町】 【九重町】 【玖珠町】
清家石油（株） （株）大東建設 合谷運輸（有）

（有）うの福祉サービス （福）大樹会 （株）久大電設

愛宕神社 （株）井原組 奥村土木(株)

（有）新栄設備 マルヨシ建築 （有）玖珠水道

（有）川野工業所 （有）井原建販 くすエルピーガス協同組合

（医）玖寿会　高田病院

（一社）玖珠郡医師会

三池循環器科内科医院

九州南部化成（株）

（一社）くすみち


