
会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

梅ノ木天満社 氏子総代長 油布　悟 879-7882 大分市杉原536番地 595-1789

梅ノ木天満社 氏子総代 油布　隆一 879-7882 大分市杉原599 595-1261

梅ノ木天満社 氏子総代 三浦　郁 879-7882 大分市杉原473の１番地 595-1457

大分観光開発株式会社 代表取締役 津田　元英 879-7872 大分市月形1122番地 595-1084

西寒多神社 氏子総代会長 佐藤　光夫 870-1123 大分市寒田1644 569-4182

株式会社東急リゾートサービス 総支配人 上野　洋文 870-0277 大分市広内払川227番地の1 529-2311

早吸日女神社 宮司 小野　清次 879-2201 大分市佐賀関3329 575-0341

株式会社マリーンパレス 代表取締役社長 橋本　均 870-0802 大分市高崎山下海岸 534-1010

持永産業株式会社（白木ゴルフ場） 代表取締役社長 持永　英宏 870-0026 大分市金池町1-6-1 532-3991

霊山寺 代表役員 稙田  恵秀 870-1131 大分市岡川855番地 541-0162

２ 交通輸送関係

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

宇和島運輸株式会社 代表取締役社長 松岡　宏 796-0087 愛媛県八幡浜市沖新田1586番地 0894-23-2536

大分交通株式会社 代表取締役会長 幸重　綱二 870-0031 大分市新川西8組の3 532-5155

大分タクシー株式会社 代表取締役社長 工藤　哲弘 870-0016 大分市新川町2丁目8番6号 538-0022

大分第一交通株式会社 代表取締役社長 富松　隆雄 870-0017 大分市弁天町1丁目4番29号 536-1234

大分バス株式会社 代表取締役社長 城内　和敏 870-0026 大分市金池町2丁目12番1号 534-6161

大分みなとタクシー株式会社 代表取締役社長 下森　正也 870-0914 大分市日岡3丁目5番23号 558-7528

オーケーはとタクシー株式会社 代表取締役 梅野　雅子 870-0000 大分市三芳2025番地の1 543-2001

亀の井タクシー株式会社大分営業所 代表取締役 山口　巧 870-0145 大分市乙津町1番4号 503-1552

九州旅客鉄道株式会社大分支社 支社長 小林　宰 870-0831 大分市要町1番1号 536-1975

久大タクシー有限会社 代表取締役 大津留  崇 870-1152 大分市上宗方395番地の2 541-0055

国道九四フェリー株式会社　 取締役社長 原　史郎 879-2201 大分市佐賀関750番69 575-1020

株式会社シティタクシーホールディングス 代表取締役 漢　二美 870-0918 大分市原川2丁目3番4号 503-4311

全日本空輸株式会社大分支店 支店長 伊藤　勝弘 870-0029 大分市高砂町2-50　オアシスひろば21 535-1121

鶴海運輸株式会社 代表取締役社長 足立　龍二 870-0266 大分市大在2番地 592-0116

鶴崎海陸運輸株式会社 代表取締役社長 疋田　智昭 870-0108 大分市三佐1000番地 521-6111

トキワ運輸株式会社 代表取締役社長 水田　秀之 870-0000 大分市徳島1丁目8番27号 521-3232

日照港運株式会社 代表取締役 久保　豊重 879-2201 大分市佐賀関3479番地の1 575-0546

日豊タクシーグループ株式会社 代表取締役社長 福本  祐二 870-0127 大分市森町238番地の1 521-1309

日本マリン株式会社佐賀関支店 支店長 大森　晃 879-2201 大分市佐賀関966-15 575-0611

株式会社双葉タクシー　 代表取締役社長 松浦　栄太馨 870-0951 大分市大字下郡396 567-8910

株式会社フェリーさんふらわあ 大分支店長 渡邉　恒徳 870-0003 大分市生石5丁目3番1号 536-5500

ワーカーズコープタクシー有限会社 代表取締役 高野　修 870-0923 大分市高城西町2番9号 556-5050

１ 観光施設関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年8月現在

　　　　　会員名簿         



３ 宿泊施設

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

ア．スエヒロホテル 代表取締役支配人 古川　仁美 870-0157 大分市高城本町6番16号 558-3311

永昌館 上野　俊介 879-2201 大分市佐賀関2232番地の56 575-0326

エレホン・化成工業株式会社
（ビジネスホテル三川の湯）

代表取締役 一柳　峰行 870-0141 大分市三川新町1丁目2番23号 556-5100

アリストンホテル大分 総支配人 仲村　健継 870-0034 大分市都町2-1-7 534-8811

大分オアシスタワーホテル 代表取締役 美馬　幸成 870-0029 大分市高砂町2番48号 533-4411

株式会社大分センチュリーホテル　 代表取締役会長 薬真寺　克尚 870-0021 大分市府内町1丁目4番28号 536-2777

大分リーガルホテル 支配人 髙橋　大輔 870-0021 大分市府内町1-1-29 536-3000

株式会社カスタムハウス
（ホテルエリアワン大分）

支配人 田中　英雄 870-0021 大分市府内町3丁目3番7号 537-8878

有限会社工藤旅館
（ホテルクドウ大分）

代表取締役会長 工藤　ミヤ子 870-0026 大分市金池町1丁目11番6号 532-3981

株式会社グリーンホテル
大分グリーンリッチホテル大分駅前

フロント係長 田多　功二 870-0027 大分市末広町1-1-20 573-3333

コモドホテル　 代表取締役社長 長野　陽子 870-0026 大分市金池町1丁目2番1号 514-4000

ダイワロイネットホテル大分 支配人 木原　克彦 870-0046 大分市荷揚町2番3号 535-0022

塚野鉱泉旅館（山水荘） 代表取締役 後藤  幸蔵 870-1163 大分市廻栖野21番地 541-0008

ニューガイアコーポレーション株式会社 代表取締役 芦刈　裕子 810-0001 福岡市中央区天神三丁目10番30号 092-718-0193

東横イン大分駅前　 支配人 長田　寿和子 870-0026 大分市金池町2-2-5 534-1045

株式会社豊の国健康ランド 代表取締役 山内  啓嗣 870-0815 大分市南春日町12番5号 544-2020

ニューグロリア大分ホテル チーフ 高野　純司 870-0036 大分市寿町11-31 534-6421

ビジネスホテルインプラッツ城崎 代表者 中山　為雄 870-0022 大分市大手町3丁目6番1号 535-2223

ビジネスホテルＫＧ 代表取締役 久富　一代 870-0002 大分市浜の市2丁目2番1号 514-3778

プラザホテルプラスワン　 代表取締役 山本　幸美 870-0027 大分市末広町1丁目1番27号 536-2988

ベストウェスタンホテルフィーノ大分 フロントチーフ 後藤　裕一 870-0046 大分市荷揚町1-32 514-4055

ホテルフォルツァ大分 支配人 甲斐　香代 870-0035 大分市中央町1丁目5番18号 513-0018

ホテル法華クラブ大分　 総支配人 後藤　謙治 870-0034 大分市都町2丁目1番1号 532-1121

グリーンリッチホテル大分都町 支配人 大石　洋平 870-0034 大分市都町3丁目1番5号 535-2525

JR九州ホテルズ株式会社
JR九州ホテル　ブラッサム大分

支配人 河内　重之 870-0831 大分市要町1番14号 578-8719

株式会社ヤクシンプラス
（ホテルザーズ）

代表取締役社長 薬真寺　哲也 870-0034 大分市都町3丁目2番24号 535-1000

株式会社レンブラントホテル大分 取締役総支配人 久保　俊治 870-0816 大分市田室町9番20号 545-1040

４飲食店関係

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

味ふく 加嶋　剛二 870-0035 大分市中央町3-2-26 535-0123

吾妻 東　富貴夫 879-2201 大分市大字佐賀関2044-1 575-0288

あまべの郷関あじ関さば館 代表 佐藤　健一 879-2202 大分市大字白木949 575-2338

アンデス観光有限会社（壷中の天地） 代表取締役社長 甲斐　博文 870-0021 大分市府内町3-7-27 532-5555

株式会社インパクト 代表取締役 香川　直哉 870-0146 大分市大津町3丁目1-16 578-8788

美味しんぼあら川 荒川　治 870-0034 大分市都町2-6-7ツインタワービル1Ｆ 533-5030

ＪＲ九州フードサービス株式会社　驛亭 店長 清家　泰浩 870-0831 大分市要町1番40号 513-7080



大分エージェンシー株式会社
(シーフードレストランきらら)

代表取締役 髙倉　哲康 870-0171 大分市法勝台1丁目1番13号 574-0100

おばんざいさい家 店主 佐藤　カズヨ 870-0021 大分市府内町2-5-1平山ビル1Ｆ 536-3326

株式会社割烹さとう 代表取締役 佐藤  友信 870-0025 大分市顕徳町2丁目2番5号 534-7095

割烹にしおか 代表取締役 西岡　一雄 870-0034 大分市都町3丁目6番10号 536-2686

からあげたかだ屋 梅崎　美佳 870-0023 大分市長浜町1-9-6 576-7473

有限会社金なべ亭 森　今朝義 870-0136 大分市山津町2丁目5-18 551-5910

郷土料理処こつこつ庵 代表取締役 松本  宗三 870-0021 大分市府内町3丁目8番19号 537-8888

Ｃｒｉａｄｅｒａ 店主 大塚　弘之 870-0034 大分市都町1-1-5親和ビル3Ｆ 513-6510

広栄水産株式会社（海坊主よっちゃん） 代表取締役 秦　喜博 870-0035 大分市中央町1-4-22 537-2100

合同会社ＣＯＬＯＲ（府内わっぱ食堂） 代表社員 南　徳行 870-0005 大分市王子北町5-8フレスポ春日浦F棟－202 514-1888

木陰のﾘｽﾄﾗﾝﾃAdagio 代表 熊谷　雅彦 870-0918 大分市日吉町9-16 558-2724

活魚料理和香 後藤　真智子 870-0034 大分市都町2丁目6番9号 532-6688

有限会社サッテージャワ 代表取締役 中野　潤也 870-0021 大分市府内町3丁目3番13号 536-3515

株式会社ｔｈｅ ｇｒｏｕｎｄ ｎｏｉｓｅ
（ｔｈｅ ｂｒｉｄｇｅ）

代表取締役 裏　正亘 870-0035 大分市中央町3-3-19(旧フンドーキン倉庫） 532-6656

食事処さどや 代表 佐藤　祐司 870-0101 大分市中鶴崎2丁目5番21号 527-2707

有限会社ジェットコーポレーション
割烹dinig　桟敷坐

代表取締役 首藤　哲也 870-0883 大分市永興1555-1 543-4300

株式会社ショウアイ（にくの蔵焼肉銀山亭） 代表 今井　治 870-0034 大分市都町2丁目6番16号 534-4129

酔門 代表取締役 大江　一夫 870-0034 大分市都町2丁目3番5号 536-6262

ＳＴＡＮＤＢＡＲアリス 代表取締役 安藤　美治朗 870-0034 大分市都町3-2-35山下ビル1Ｆ 532-7324

スナック風花 古代　久子 870-0034 大分市都町3-6-6エンドービル1F 533-2988

有限会社関の瀬 代表取締役 野田　亜貴子 879-2115 大分市志生木2319番地の1 575-4141

関の漁場 工藤　栄治 879-2201 大分市佐賀関2016-4 575-0351

有限会社ソシエテユキ 代表取締役 幸　正己 870-0021 大分市府内町3-7-32グリーンヒル府内5番街101号 536-2024

高島有限会社（酒食・回） 代表取締役社長 甲斐　勝利 870-0035 大分市中央町3丁目4-13 532-3477

大納言 植木　小夜子 870-0021 大分市府内町2丁目2番1号 536-0769

有限会社大峰商事（いかや） 料理長 足立　光徳 870-0035 大分市中央町4丁目2番27号竹町西部ビル１F 540-5402

鉄板一家 代表 中島　建征 870-0856 大分市畑中851-1 560-0470

㈲トスカンパニー
（Ｂａｒ坐）

店長 清水　隆之 870-0021 大分市府内町3丁目7番33号 Bアパートメントビル3階 538-4177

鶏小舎 店主 一丸　謹一郎 870-0034 大分市都町3-6-6エンドービル1Ｆ 534-8304

有限会社ながお 代表取締役 長尾　淳子 870-0034 大分市都町3丁目5-23川辺ビル1Ｆ 536-0311

有限会社ななせ本舗からあげ秀ちゃん 代表 角　秀夫 870-1163 大分市廻栖野94-2番 588-8928

株式会社ヌーヴェル・キュイジィーヌ 代表取締役 髙橋　準市 870-0021 大分市府内町2丁目4-2２田中ビル2Ｆ 536-0700

二代目与一 店主 阿部　千恵子 870-0035 大分市中央町2丁目3番7号 532-4714

株式会社日本料理うを清 支配人 後藤　大吉 870-0033 大分市千代町4丁目3番8号 532-1722

株式会社八條
（泳ぎカワハギと冠地どり　五十六屋）

代表取締役 山本　浩之 870-0021 大分市府内町3丁目4-36 3階 547-7731

ＢａｒＣＡＳＫ 代表 佐藤　昭次郎 870-0034 大分市都町3丁目2-35山下ビル2Ｆ 534-2981

Ｂａｒ髙松 代表 髙松　弥寿彦 870-0034 大分市都町2丁目2-26 M'Smiyako102 536-5551

ＢＡＲ水田屋 水田　光 870-0034 大分市都町2丁目1-16赤ビル1Ｆ 534-5721



ＢａｒＷａｎａｋａ 和中　征秀 870-0034 大分市都町2-3-6東洋会館Ｂ1Ｆ 534-5636

ひぐらし茶屋　石畳 代表 首藤　誠治 870-1223 大分市今市2563番地の1 589-2677

有限会社ふく亭本店 代表取締役社長 甲斐　勝利 870-0034 大分市都町3丁目7番5号 537-0770

ふぐ八丁 友田  律美 870-0034 大分市都町2丁目4番11号 536-2987

ふぐ良グループ 代表取締役 小野　逸彦 870-0035 大分市中央町3丁目6番26号 537-7098

株式会社富春館 代表取締役 帆足　耕一郎 879-7761 大分市中戸次本町4381番地 597-0002

有限会社富士見水産 代表取締役 姫野　透 879-2201 大分市大字佐賀関幸の浦 575-4122

株式会社プランニング大分（ホルトガーデン） 代表取締役社長 入不二　茂隆 870-0043 大分市府内町3丁目8-8ハニカムぷらざ2F 538-9661

ぶれえめん 小野　恵喜雄 870-1214 大分市太田421-1 588-0990

有限会社ほり川 代表取締役 釘宮　紀之 870-0034 大分市都町3丁目5番5号 534-0725

有限会社萬吉商店
（酒房鶏処焼鳥萬吉）

代表取締役 遊佐　太一郎 870-0027 大分市末広町1丁目1番20号グリーンリッチホテル大分駅前Ｂ1Ｆ 532-1194

有限会社みのり
（生演奏と画廊ステーキレストランわか竹）

代表取締役 高橋　尚士 870-0272 大分市大字迫字新殿742 523-6700

ヤマトストアー株式会社
（豊後炭火焼肉山﨑）

取締役 山﨑　輝一 875-0052 臼杵市市浜595-1 0972-63-3223

有限会社山田や 代表取締役 山田　喜美代 870-0034 大分市都町3丁目1番26号 533-1777

よしだ会館 代表取締役社長 吉田　康子 879-2114 大分市大平23-1 576-0288

楽天食堂 代表 江藤　博文 870-0034 大分市都町3-4-7久野ビル1Ｆ 533-1237

料亭うなぎ菊乃家 代表 杉本　英三 870-0103 大分市東鶴崎2丁目4番21号 521-1188

若妻の店 赤星　陽子 870-1223 大分市大字今市2654-2 589-2570

有限会社航（カフェテラスあんとれ） 代表取締役 青木　巌 870-0035 大分市中央町2-2-22豊陽ビル1Ｆ 536-4208

５ 小売・卸売・製造

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

有限会社植木農園 常務取締役 植木　喜久生 870-0945 大分市津守2513番地の3 568-2898

株式会社大分からあげ 代表取締役 川邉　哲也 870-0952 大分市下郡北1丁目127番 569-7318

株式会社大野屋 代表取締役 笠置　晃生 870-0018 大分市豊海4丁目1番1号 533-3180

御菓子司くらや 代表取締役 高梨  光昭 870-0919 大分市新栄町1番18号 558-3177

御菓子司高橋水月堂 代表 高橋　幹雄 879-2201 大分市佐賀関3332-2 575-0161

株式会社オカモト 代表取締役 岡本　代一 879-2201 大分市佐賀関2269番地 575-0363

お多福 渡辺　英子 879-5506 由布市挾間町挾間622-1 583-3421

株式会社学食 代表取締役社長 雨川　利沖 870-0848 大分市賀来北2丁目13-3 549-0188

有限会社きつき 清原　紀男 870-0156 大分市高城新町2-9フレグランスＢ201 558-2886

株式会社菊家 代表取締役 齋藤　治雄 879-5516 由布市狭間町赤野向ノ山740番地 533-2222

有限会社九州食肉学問所 代表取締役社長 山崎  昌彦 870-0104 大分市中鶴崎1丁目6番8号 521-3355

クロメカンパニー株式会社 代表取締役 宮田　淳 870-0147 大分市小池原895-1 553-4778

悟喰う 代表 河野　龍馬 870-0165 大分市明野北3丁目14番8号 090-5381-4182

倉光酒造合名会社 社長 篠田　公明 870-0127 大分市森町825番地 521-2528

株式会社ざびえる本舗 代表取締役 太田　清利 870-0319 大分市大分流通業務団地1丁目3-11 524-2167

株式会社サンヨーコーヒー 代表取締役社長 小間喜　広通 874-0921 別府市富士見町6番30号 0977-22-5181

有限会社仕出しの連連 代表取締役 田中　克展 870-0044 大分市舞鶴町2丁目3番30号 534-3413



株式会社シーアール 代表取締役社長 岩坂　義幸 870-0945 大分市津守246番地の5 569-8161

修進建設有限会社 代表取締役 木元　修司 879-7874 大分市大字福良483番地 595-0302

ＪＲ九州リテール株式会社大分支店 支店長 三木　政勝 870-0027 大分市末広町1丁目4番21号 533-0151

有限会社全日食かつらぎ 代表取締役 葛城　幸一 870-0823 大分市東大道3丁目3番34号 543-6372

宗麟堂株式会社 代表取締役 北見　茂 870-0026 大分市金池町2丁目5-8 532-8782

高崎山売店事業協同組合 理事長 大野　恵子 870-0000 大分市大字神崎ウト3078番地の20 537-9294

有限会社デリカフーズ大塚 代表取締役社長 大塚　次生 870-0945 大分市津守1228番地の2 568-4729

株式会社トキハ 代表取締役社長 池辺　克城 870-0021 大分市府内町2丁目1番4号 538-1111

中野商店（あづまや） 代表 中野　亀雄 870-0938 大分市今津留2丁目2番9号 552-2169

長野通商株式会社 代表 長野　栄子 870-0018 大分市豊海4丁目1-1 533-3181

ニノミヤ物産株式会社大分支店 支店長 河野　清貴 879-5511 由布市挾間町古野546番地の3 586-3000

株式会社西日本技建　飲食事業部 代表取締役 仁田尾　淳 870-0952 大分市下郡北2丁目4番30号 554-8484

ノブヒロ企画 代表 谷川　信裕 870-0888 大分市大字三ヶ田町7組 090-2854-0624

ひぐらし茶屋 代表 吉野　正則 870-1223 大分市今市2563番地の1 589-2818

社会福祉法人新友会ひまわり畑 施設長 羽矢　一弘 879-7871 大分市大字辻1381-1 595-1711

有限会社フーディーズ 代表取締役 田中　晶美 870-0126 大分市横尾1351番地大銀ドーム内レストランドリーム 528-7706

ぶんご食品株式会社 代表取締役 衛藤　哲也 870-0017 大分市弁天2丁目2番33号 101 532-0208

有限会社豊後橘本舗 代表取締役 合澤　康就 870-0035 大分市中央町3丁目7-16 538-3880
（担）538-8575

南九州コカ・コーラボトリング株式会社大分東営業所 所長 青柳　勇司 870-1133 大分市皆春510番地 521-6154

株式会社桃太郎海苔 代表取締役社長 姫野  清高 870-0271 大分市角子原900番地 522-1234

株式会社八寿洋 後藤　康 870-0876 大分市庄の原2組の3 545-4477

株式会社ヤノメガネ 専務取締役 矢野　利幸 870-0035 大分市中央町2-8-19 536-5532

山本商店　 代表 山本　拓司 870-0879 大分市大字金谷迫103-2 560-0993

有限会社優大建設
(えんらく)

代表取締役 佐藤　香 870-0126 大分市大字横尾3583-3 503-6636

ユワキヤ醤油株式会社 代表取締役 門脇　正幸 879-7501 大分市大字竹中3336番地 597-0238

吉野食品有限会社（吉野とりめし保存会） 代表取締役 帆足　キヨ 879-7875 大分市吉野原278 595-0332

株式会社ライフステージ大分 代表取締役 森﨑　昌敏 870-0823 大分市東大道1丁目6番24号 543-1800

６温泉施設

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

有限会社アサヒ温泉 代表取締役 谷井　英久 870-0161 大分市明野東1-2-10 553-1126

あたみ温泉 榎本　末子 870-0027 大分市末広町1丁目3番4号 532-4324

王子温泉 渡邉　曻一 870-0006 大分市王子中町8番28号 532-8438

クリスタル温泉 梶原　イツ子 870-0927 大分市北下郡11-9 552-2070

株式会社創裕
（天然温泉ＳａｍａＳａｍａ）

支配人 姫内　雄史 870-0100 大分市大字勢家1137 514-3030

株式会社てんかい 代表取締役社長 木須　信浩 870-1121 大分市鴛野971-11 524-5070

７ 旅行社

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

株式会社大分航空トラベル　 代表取締役社長 熊倉　衛 870-0026 大分市金池町2丁目1-3　レインボービル3F 536-0101



株式会社オーシートラベル 代表取締役社長 後藤　哲憲 870-0027 大分市末広町2丁目3-28 534-0123

株式会社ＪＴＢ九州大分支店 支店長 渦古　隆 870-0026 大分市金池町1丁目1番17号 534-3504

東武トップツアーズ株式会社大分支店 支店長 岡本　直樹 870-0034 大分市都町1丁目1番19号　あいおいニッセイ同和損保大分ビル2階 538-1091

名鉄観光サービス株式会社大分支店 支店長 豊崎　淳雄 870-0035 大分市中央町1-1-5 534-7607

８ 企画・制作・広告・印刷

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

いづみ印刷株式会社 代表取締役 小野　健介 870-1117 大分市高江西1丁目4323番25 535-8655

有限会社イトダネーム 代表取締役 井戸田　剛 870-0031 大分市弁天1丁目4番33号 533-0153

株式会社イマジン 代表取締役 川畑　弥生 870-0047 大分市中島西1丁目4番16号ｱｿｼｴﾋﾞﾙ4F 534-4008

株式会社エイエフビイ 代表取締役 實﨑　佑一 870-0003 大分市生石4丁目1番20号 535-0678

有限会社エスワイ 代表取締役 横山　茂男 870-0267 大分市大字城原1851 560-1653

おおいたインフォメーションハウス株式会社 代表取締役 宮崎　和恵 870-0023 大分市長浜町2丁目12番3号 532-2287

株式会社大分出版印刷 代表取締役 山中　繁樹 870-0841 大分市六坊北町4485番地の1 546-0200

株式会社太田旗店 代表取締役会長 太田　光則 870-0021 大分市府内町1丁目2番33号 532-5511

小野高速印刷株式会社 代表取締役社長 小野　徹 870-0913 大分市松原町2丁目1-6 558-3444

春日印刷有限会社 代表取締役 伊藤　博雅 870-0031 大分市勢家町3-4-23 534-1221

株式会社cube 代表取締役 後藤　誠司 870-0045 大分市城崎町1丁目3番6号ＳＴ城崎2Ｆ 540-5607

株式会社コアラ 代表取締役 尾野　徹 870-0026 大分市金池町2丁目1-14ＴＩＰ大分駅前ビル3Ｆ 534-5696

株式会社コスモレンタル 代表取締役 二宮　康成 870-0138 大分市原川3丁目2番3号 556-1155

佐伯印刷株式会社 専務取締役 福田　健二 870-0844 大分市古国府1155番地の1 543-1211

東大分システム株式会社 常務取締役 近藤　弘之 879-2201 大分市大字佐賀関2268-1-1 575-2110

三恵印刷株式会社 代表取締役 高井　道晴 870-0951 大分市下郡3055番地の8 567-1155

株式会社双林社 代表取締役 姫野　宏道 870-0048 大分市碩田町2丁目2番13号 536-4111

株式会社大宣 代表取締役社長 朝倉　弘美 870-0037 大分市東春日町1番8号 538-0122

株式会社テイクファイブ 代表取締役会長 早瀬　康信 870-0006 大分市王子中町10番22号 537-2525

株式会社トラスト 代表取締役 伊坂　清英 870-0912 大分市原新町287番地 503-3000

株式会社ビジュアルプロ瞬 代表取締役社長 林　克人 879-2201 大分市佐賀関1153番地の4 575-2211

株式会社船木写真館 代表 船木　顕司 870-0101 大分市中鶴崎1丁目7番18号 527-2723

株式会社マイダスコミュニケーション 代表取締役社長 福田　健二 870-0844 大分市古国府1155番地の1 545-2677

ロックス・カンパニー 代表取締役 久保田　哲 870-0023 大分市長浜町2-12-4シンサントビル401 537-0177

９ 各種団体

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

大分県漁業協同組合佐賀関支店　 運営委員長 須川　直樹 879-2201 大分市佐賀関2016番地の4 575-0511

大分県社交飲食業生活衛生同業組合 理事長 佐藤　昭次郎 870-0818 大分市新春日町1-2-33ベルデイン新春日201号 544-6164

大分県自動車販売店協会　 会長 渡邊　教和 870-0906 大分市大津町3丁目4-13大分県交通会館1階 558-7782

大分市物産協会　 理事長 高梨  光昭 870-8504 大分市荷揚町2番31号(大分市役所商工労政課内) 537-5625

大分市ホテル旅館事業協同組合 組合長 三浦　義則 870-0021 大分市府内町1丁目4番28号 536-2777

鶴崎おどり保存会 会長 安部　泰史 870-0103 大分市東鶴崎1丁目2番3号 527-2111



特定非営利活動法人
福祉コミュニティＫＯＵＺＡＫＩ

理事長 髙橋　政行 879-2111 大分市大字本神崎860番地 576-0053

萬弘寺の市保存会 会長 高森　紀郎 870-0307 大分市坂ノ市南1-12-11 593-1170

１０ その他

会員名 役職 会員代表者 郵便番号 住所 電話番号

有限会社一信水工 代表取締役 辻生　チズ子 879-2201 大分市佐賀関2232番地 575-0800

株式会社いづみ商事 代表取締役 安部  俊平 870-0304 大分市久原757番地の8 592-3105

大分中央ホールディングス 代表取締役専務 有松　一郎 870-0025 大分市顕徳町1丁目13番17号 532-6323

照吉丸 渡辺　吉広 879-2201 大分市佐賀関2709-3 575-3010

株式会社セキ土建 代表取締役 嵯峨　雄二 879-2201 大分市佐賀関4の3341番地の4 575-1120

高島建設株式会社 取締役会長 上野　輝芳 879-2201 大分市佐賀関3068番地 575-0116

株式会社日栄佐賀関出張所 代表取締役社長 河上　徹治 879-2201 大分市佐賀関3021 575-2378

ニッポンレンタカー九州株式会社 代表取締役 春山　和彦 880-0902 宮崎市大淀4丁目5番12 0985-51-1863

株式会社ハズコーポレーション 代表取締役 挾間　清 870-0302 大分市坂ノ市中央4丁目7番28号 593-2122

有限会社姫野工務店 代表取締役 志賀　初音 879-2201 大分市佐賀関3054番地 575-0388

有限会社双葉工業 代表取締役 渡辺　保雄 879-2201 大分市佐賀関3004番地　 575-0314

株式会社生島煙火 代表取締役 生島　雄作 879-7306 豊後大野市犬飼町下津尾3811番地 578-0500

株式会社ＪＲ大分シティ 代表取締役社長 関　信介 870-8550 大分市要町1番14号 513-1174

株式会社ユニクロ アミュプラザおおいた店 店長 富岡　竜之介 870-0831 大分市要町1番14号アミュプラザおおいた3階 513-3900

１１ 個人会員

会員名 郵便番号 住所 電話番号

後藤　一裕 870-0907 大分市大津町1丁目7番9号 552-1637

塩手　公朗 870-0933 大分市花津留2丁目25-16 553-2571

下村　淳一 870-1203 大分市野津原1484番地の1 588-0706

松井　猛 870-0939 大分市中津留1丁目1-13

大分市議会議員 松木　大輔 870-0244 大分市須賀1丁目9番2号 522-3041

大分市議会議員 倉掛　賢裕 870-0948 大分市芳河原台6番1号 568-8137

大分市議会議員 田島　寛信 870-0954 大分市下郡中央2丁目1番38号 569-0230

大分市議会議員 二宮　博 879-2201 大分市大字佐賀関2028番地 575-3575

大分市議会議員 藤田　敬治 879-7763 大分市大字下戸次1487番地 597-1868

大分市議会議員 安部　剛祐 870-0870 大分市季の坂3丁目9番6号 513-7376

大分市議会議員 野尻　哲雄 870-1113 大分市大字中判田15番地の70 597-4568

大分市議会議員 永松　弘基 870-0127 大分市大字森町459番地の42花の木Ｃ-8 521-5925

大分市議会議長 板倉　永紀 870-0852 大分市田中町1組の2西C　三和コーポ南大分302 568-4310

大分市議会議員 足立　義弘 870-1155 大分市大字玉沢682番地の7 541-0001

大分市議会議員 仲道　俊寿 870-0133 大分市大字葛木614番地 521-4611

大分市議会議員 長田　教雄 870-0932 大分市東浜1丁目7番25号 552-1538

大分市議会議員 秦野　恭義 870-0021 大分市府内町2丁目6番6号はたのビル3Ｆ 538-1906

大分市議会議員 阿部　剛四郎 870-0325 大分市久原中央2丁目3番21号 524-2073



大分市議会議員 松本　充浩 870-0921 大分市萩原1丁目7番19-511号 553-5818

大分市議会議員 堀　嘉徳 870-0869 大分市国分新町10番7号 549-3638

大分市議会議員 福崎　智幸 870-0134 大分市大字猪野1262番地の8 521-9025

大分市議会議員 井手口　良一 870-0026 大分市金池町2-9-12金池開世ビル6Ｆ 533-9668

大分市議会議員 広次　忠彦 870-1104 大分市敷戸東町23番1号 568-8833

大分市議会議員 帆秋　誠悟 879-7764 大分市大字上戸次1189-4 595-0080

大分市議会議員 松下　清高 870-0872 大分市高崎3丁目2番7号 545-3438

大分市議会議員 宮邉　和弘 870-0829 大分市椎迫4の3組 544-0374

大分市議会議員 髙野　博幸 870-1145 大分市田尻南2丁目3番17号 586-1156

大分市議会議員 安東　房吉 870-1155 大分市大字玉沢103番地 541-2623

大分市議会議員 篠田　良行 870-1175 大分市富士見が丘西2丁目11番10号 542-1577

大分市議会議員 日小田　良二 870-0162 大分市明野高尾4丁目9番11号 551-2775

大分市議会議員 指原　健一 870-0317 大分市大字丹川1252番地 593-1148

大分市議会議員 堤　智通 870-0021 大分市府内町1丁目6番29号中央ビル401 538-2840

大分市議会議員
スカルリーパー・

エイジ
870-0035 大分市中央町2丁目3番10号二八堂ビル3F 536-6055

大分市議会議員 三浦　由紀 870-0917 大分市高松2丁目5番1号サンヒルズ高松302 553-0975

大分市議会議員 大石　祥一 870-0901 大分市西新地2丁目3番30号レジオン大洲802 556-7549

大分市議会議員 仲家　孝治 870-0274 大分市大字種具792番地の13 529-2380

大分市議会議員 荻本　正直 870-0108 大分市三佐2丁目7番16号 523-6160

大分市議会議員 徳丸　修 870-0127 大分市大字森町988番地の2 521-7479

大分市議会議員 河内　正直 870-0032 大分市住吉町2丁目4番8号 533-0762

大分市議会議員 高橋　弘巳 870-0106 大分市新川2丁目4番6号 535-1901

大分市議会議員 橋本　敬広 870-0816 大分市田室町9番73号 鈴木Ⅲ503号 547-9627

大分市議会議員 川邉　浩子 870-0126 大分市横尾3546番地の6 520-2876

大分市議会議員 国宗　浩 870-0263 大分市横田2丁目16-22　ユーミー翔302号 592-4684

大分市議会議員 泥谷　郁 870-0852 大分市田中町8組の6Ｃ 545-8468

大分市議会議員 佐藤　和彦 870-0934 大分市東津留1丁目７番7-602プラウドリィ大分 556-3188

大分市議会議員 今山　裕之 870-1126 大分市判田台北2丁目3番6号 597-5364


