
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　隆一 879-7882 大分市杉原599 595-0216

梅ノ木天満社 氏子総代 油布　和久 879-7882 大分市杉原955の2 595-1676

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

株式会社大分中央ゴルフ 代表取締役社長 緒方　正朋 870-1173 大分市大字横瀬字灰瀬戸3174番地3 588-1331

西寒多神社 代表宮司 安藤　慎介 870-1123 大分市寒田1644 569-4182

株式会社図面ソフト 代表取締役 井上　和仁 870-0805 大分市大字神崎231-2（上白木8組） 574-4930

株式会社東急リゾートサービス 総支配人 川原　邦彦 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　眞一郎 879-2201 大分市佐賀関3329 575-0341

株式会社豊後ゆめ農園 代表取締役 後藤　謙治 870-0933 大分市花津留2丁目23番23号 558-3210

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

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　正幸 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 早瀨　勇治 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 代表取締役会長 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 貞苅　路也 870-0831 大分市要町1番1号 532-4079

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 大坪　秀幸 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 安藤　亙 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 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

　　　　　会員名簿         

１ 観光施設関係



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　孝則 870-0141 大分市三川新町1丁目2番23号 556-5100

ホテル日航大分オアシスタワー 代表取締役 道井　美一 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

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　萌緒 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

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

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 古賀　博之 870-0831 大分市要町1番14号 578-8719

株式会社共立メンテナンス
ドーミーイン大分

総支配人 宮村　孝弘 870-0027 大分市末広町1-2-1 536-5489

ダイワロイネットホテル大分 支配人 梅野　威一郎 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

東横イン大分駅前　 支配人 實﨑　笑子 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

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

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　誠司 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

ホテルフォルツァ大分 支配人 平　知倫 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

ホテルマイステイズ大分 責任者 中原　教光 870-0046 大分市荷揚町1-32 514-4055

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 代表取締役 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

居酒屋いろり焼久乃 久野　泰弘 870-0027
大分市末広町2丁目3番7号
リーブル末広101

537-1225

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

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

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

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

529-6555



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

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

合同会社ぎんなん 代表社員 西﨑　公尚 870-0021 大分市府内町3丁目2番27-702号 537-3528

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

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

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

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

株式会社G&Sコーポレーション
（TiTO JUNGLE）

代表取締役 後藤　薫 870-0034 大分市都町3-5-4第一都町ファーストビル4F 536-7878

有限会社ジェットコーポレーション
割烹dining　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

スマイルワーク株式会社
（まる重・しげのや食堂）

代表 重光　利明 870-0852 大分市田中町9-2 574-6291

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

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

そらメシ 専務取締役 遠藤　悠介 870-0834 大分市上野丘西12番9号フロンティアビル1F 510-5441

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

株式会社大峰　いかや 代表取締役 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

株式会社大峰　浜翔 代表取締役 足立　光徳 870-0035
大分市中央町3丁目6-17
ヴェルデ中央1Ｆ

513-3933

鉄板一家 代表 中島　建征 870-0945 大分市大字津守446
090-

8413-1378

㈲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（クラブ三清） 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

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

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

Bar Wanaka 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 松尾　和行 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 一万田　直登 870-0936 大分市岩田町1丁目11番9号 556-6600

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

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

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

よしだ会館 代表取締役 小野　秀幸 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

和彩割烹おおがみ 佐藤　英之 870-0035 大分市中央町1-5-7一慶ビル2Ｆ 514-6622

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

株式会社ユニゾン（ラーメン暖暮） 代表取締役 片田　深雪 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央2丁目8-5 092-923-8109

和風グリル  たかをや、 代表 阿部　壽克 870-0035 大分市中央町1丁目5番26号 532-2369

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 代表取締役社長 笠置　泰文 870-0018 大分市豊海4丁目1番1号 533-3180

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

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

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

有限会社九州フェスティバルグループ 代表取締役 中山　匡文 873-0001 杵築市杵築765-9 0978-68-8234

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

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

コカ・コーラウエストベンディング株式
会社　大分東支店

支店長 高尾　知樹 870-0131 大分市皆春510番地 521-6154

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

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

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

高崎山売店事業協同組合 理事長 二宮　恭子 870-0000 大分市大字神崎ウト3078番地の20 537-9294

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

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

株式会社ドン・キホーテ
(光吉インター店）

店長 立石　光宏 870-1133 大分市宮崎258 557-0311

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

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

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



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

株式会社桃太郎海苔 代表取締役社長 姫野　靖之 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　政彦 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　秀樹 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 537-4901

東武トップツアーズ株式会社大分支店 支店長 遠藤　友誉 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

合同会社enTRUST 代表 石村　広樹 870-0844 大分市古国府952番地の1　三和コーポ22-710 090-8350-1460

おおいたインフォメーションハウス株式会社 代表取締役社長 北村　良太 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 870-0938 大分市今津留3丁目14番2号 507-0785

株式会社コアラ 会長 尾野　徹 870-0026
大分市金池町2丁目1-14
ＴＩＰ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

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

株式会社ゼンリン大分営業所 所長 吉本　聡 870-0021 大分市府内町３丁目４番２０号大分恒和ビル8Ｆ 534-0879

株式会社双林社 代表取締役 姫野　俊道 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

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

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 橋本　仁 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 870-0912 大分市原新町16-26 080-5264-5353

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

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

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

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ＪＲ大分シティ 代表取締役社長 津髙　守 870-8550 大分市要町1番14号 513-1174

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

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

１１ 個人会員

個人会員 後藤　一裕

個人会員 下村　淳一

個人会員 杉木　宏行

個人会員 服部　薫

大分市議会議員 穴見　憲昭

大分市議会議員 小野　仁志

大分市議会議員 松木　大輔

会　員　名



大分市議会議員 倉掛　賢裕

大分市議会議員 田島　寛信

大分市議会議員 二宮　博

大分市議会議員 藤田　敬治

大分市議会議員 安部　剛祐

大分市議会議員 野尻　哲雄

大分市議会議員 永松　弘基

大分市議会議員 板倉　永紀

大分市議会議員 足立　義弘

大分市議会議員 仲道　俊寿

大分市議会議員 長田　教雄

大分市議会議員 秦野　恭義

大分市議会議員 阿部　剛四郎

大分市議会議員 高松　大樹

大分市議会議員 松本　充浩

大分市議会議員 堀　嘉徳

大分市議会議員 井手口　良一

大分市議会議員 福間　健治

大分市議会議員 岩崎　貴博

大分市議会議員 斉藤　由美子

大分市議会議員 馬見塚　剛

大分市議会議員 甲斐　高之

大分市議会議員 帆秋　誠悟

大分市議会議員 松下　清高

大分市議会議員 宮邉　和弘

大分市議会議員 髙野　博幸

大分市議会議員 安東　房吉

大分市議会議員 日小田　良二

大分市議会議員
スカルリーパー・

エイジ

大分市議会議員 三浦　由紀

大分市議会議員 衛藤　延洋

大分市議会議員 大石　祥一

大分市議会議員 仲家　孝治

大分市議会議員 荻本　正直

大分市議会議員 高橋　弘巳

大分市議会議員 橋本　敬広

大分市議会議員 川邉　浩子

大分市議会議員 国宗　浩

大分市議会議員 泥谷　郁

大分市議会議員 佐藤　和彦

大分市議会議員 今山　裕之


	３１年度会員

