
共同募金共同募金共同募金共同募金ごごごご協力企業様一覧協力企業様一覧協力企業様一覧協力企業様一覧
白石電気商会（有） 中殿町 都テック（有） 大新田 飛鳥斎場 是則

ちかすな商店 萓津町 西方寺 中殿町 橋本自動車（有） 大新田 石川瓦(株） 是則

筑紫亭 枝町 近畿日本ツーリスト　中津旅行センター 中殿町 九州ケース（株） 大新田 （有）菊浪石油 是則

大分銀行（株）　福沢通支店 枝町 松屋酒店（有） 中殿町 九州富士機工（株） 大新田 あくたがわ 是則

前田歯科 江三竹町 山下技研工業(有) 中殿町 青木運輸倉庫（株） 大新田 有限会社島崎設備工業 是則

松田歯科 片端町 エリアプランニング(株) 中殿町 大洋印刷紙器（株） 大新田 やなぎやタクシー(有) 是則

姫野鐵工所（有） 片端町 清源法律事務所 中殿町 カラオケ喫茶こよみ 大新田 池部歯科医院 下池永

秋吉牛乳店 片端町 中津眼科 上宮永 九州ティ・エス（株） 大新田 モナーク興産（株） 下池永

高橋印刷所 片端町 内尾整形外科医院 上宮永 小泉歯科 大新田 （株）丸三燃料 下池永

重松写真館 片端町 医療法人　健清会 上宮永 昭和金属工業（株） 東浜 ベスト電器NEW中津店 下池永

金星湯 東堀端 社会福祉法人　健清会 上宮永 中津鋼管工業（株） 東浜 あっとほーむ玄々堂中津 下池永

松尾歯科 上博多町 (有)合林石油 上宮永 日本チュブラープロダクツ（株） 東浜 （有）サンティー 下池永

丹羽茶舗 京町 和知建材（株） 上宮永 東浜企業団地 東浜 (有)サガラ部品 下池永

若竹屋 京町 二反田醤油店 上宮永 前平テント 東浜 大分みらい信用金庫如水支店 下池永

（有）田中住宅 小祝 西耳鼻咽喉科医院 上宮永 田原商会 東浜 (株)サンレー 下池永

大木建築 小祝 （株）梶原組 上宮永 前田かまぼこ店 東浜 (有)松下モータース 下池永

外園精肉店 小祝 （株）冨部建設 上宮永 （株）九管通 万田 木下オートセンター 上如水

光専寺 小祝 （株）井上機工 上宮永 スーパー細川 万田 （有）中津損害保険 上如水

シャルレ 小祝上方町 大分合同新聞販売店 上宮永 おぐらや(有） 万田 永田建設 上如水

浜の輪フレンド 小祝港町 井上小児科医院 上宮永 津崎建具製作所 万田 井ノ口石油(有) 上如水

新名商店 小祝本町 ワタナベ薬局 上宮永 母屋 万田 オートプラザ東中津 上如水

朝市実行委員会 小祝港町 ホームガス山本（有） 下宮永 汽車ポッポ食堂 万田 （有）吉田商店 北原

松本硝子(有) 新魚町 木下歯科医院 下宮永 松山製パン 万田 角産業(有） 北原

西内科医院 新魚町 久恒ショップ（久恒　友吉） 下宮永 大分みらい信用金庫　鶴居支店 万田 （有）吉田建設 北原

吉岡クリーニング店 新魚町 山口薬品 下宮永 トップイン 万田 妙相寺　 福島

大和家具(有) 新魚町 薮田酒店 下宮永 （株）横山酒販 万田 長久寺 福島

クローズアップ・ソノヤ（株） 新博多町 井上造花 下宮永 日進コンサルタント(株） 万田 奥商店 福島

花かんばる 新博多町 （株）海幸漁具 下宮永 高野建設（株） 万田 （株）隆電設 福島

西日本シティ銀行（株）中津支店 新博多町 奥村商会 下宮永 鶴居郵便局 万田 （有）恵上商店 福島

中村木材 外馬場 たつみ硝子店 下宮永 (株)丸三燃料 万田 高鍋電機店 福島

中津魚市（株） 外馬場 中津栄町郵便局 下宮永 サクラクリニック 下万田 ウチノウ美容室 伊藤田

矢野小動物病院 殿町 中津太陽交通(株) 下宮永 たまき整骨院 高瀬 大江自動車 伊藤田

(有）出利葉商店 殿町 立正佼成会　中津教会 下宮永 成満寺 高瀬 家室フードセンター 伊藤田

丸善かまぼこ店 殿町 久持医院 丸山町 サクセスクリーンサービス 高瀬 中津運送（有） 伊藤田

権田会計事務所 殿町 荒尾歯科医院 丸山町 光州建設(株) 高瀬 （有）洞ノ上工機 伊藤田

でんき館ナカイ 殿町 明照寺 島田 日昇建設株式会社 高瀬 善隆寺 伊藤田

Yショップ　さかもと 殿町 細川歯科医院 島田 浄福寺 高瀬 友松産業 定留

南整形外科クリニック 殿町 株式会社　リーフ 島田 藤井工務店(有) 高瀬 スマイル・フレンド(有) 定留

長野装美堂　　 殿町 松尾法律事務所 島田 沖代薬局 永添 中村刃物製造修理販売 定留

中   津中   津中   津中   津

総額2,273,183円でした。御協力ありがとうございました。



邦楽研究会（磯貝社中） 殿町 第一交通(株)中津営業所 島田 はらおか歯科 永添 渡辺製作所（株）九州工場 定留

和田写真館 殿町 大堀脳神経クリニック 島田 正行寺 永添 セッコー（株） 定留

中津からあげ　からいち 古魚町 辛嶋歯科医院 島田 清水組事務所 永添 穐吉機材加工所 定留

サイクルスポーツ和光 古魚町 居酒屋　大将 新天神町 三光園 永添 前田内科医院 田尻

和田歯科医院 古魚町 清松内科医院 本町 新居商店（株） 永添 みどり商会(有) 田尻

金鶴 古魚町 瑠璃京 島田仲町 (有）新貝商店 永添 みどり保育園 田尻

進耳鼻いんこう科 古魚町 和知産業（株） 沖代町 円林寺 永添 DIC九州ポリマ-（株） 田尻

池田補聴器(株) 古魚町 （有）増矢桐箱 沖代町 いずみの園 永添 ヨロズ大分（株） 田尻

福沢通り郵便局 古魚町 川永歯科 沖代町 （株）大分サンド 永添 村本重機興（有） 田尻

屋成釣猟具店 古金谷 ヤノメガネ 沖代町 尾家車両 永添 まえだ(有) 田尻

中畑装飾（有） 古金谷 セントラルゴルフガーデン 沖代町 （株）ビーエス 永添 種村産業（株） 田尻

桃屋・甚兵衛 古金谷 池田生花店 沖代町 木戸耳鼻咽喉科クリニック 永添 (株)大和 田尻

中津中央青果（株） 古金谷 トキワ電気工事株式会社 沖代町 シオザキ(株) 永添 (有)ジャスト大分 田尻

松山商会（株） 古博多町 沖代保育園 沖代町 佐藤歯科 永添 中津急行（株） 田尻崎

野依建材店 諸町 からあげ大吉 沖代町 (株)西野物産 永添 共新電気（株） 田尻崎

村上記念病院 諸町 居酒屋　くいしん坊 沖代町 (株)R＆F 永添 (株)オモテ 田尻崎

（株）むろや 諸町 鳥谷デンタルクリニック 沖代町 徳成院 下永添 原商店（株） 田尻崎

渓月堂 桜町 共栄クリーニング 沖代町 オリーブ薬局 湯屋 三栄自動車工場(有) 田尻崎

割烹　やまだ 桜町 丸六住宅(株) 沖代町 賀来内科循環器科医院 湯屋 東栄工業所(有) 田尻崎

居酒屋　ながの 桜町 株式会社山国商会 沖代町 瑞泉寺 湯屋 矢野硝子店(有) 田尻崎

（株）共同折込 寺町 割烹　嘉乃 沖代町 フジクリーン工業（株） 湯屋 TOTOファインセラミックス(株) 田尻崎

寺町クリニック 寺町 菓子舗丸円堂 沖代町 (株)東納本店 湯屋 若山物産 諸田

（株）大賀建設 角木 大分県信用組合　中津支部 中央町 瑞福寺 相原 ガレージケイモード(有) 諸田

泉石材店 北堀川町 太平商会 中央町 ハートフル動物病院 相原 (有)イワシタ自動車 犬丸

金枝整骨院 北堀川町 （株）白石総合コンサルタント 中央町 梅紅園 相原 いすゞ自動車九州株式会社 犬丸

やなぎやクリーニング 北堀川町 中津モーター商会 中央町 いわみず歯科クリニック 相原 (有)日伸工作所 犬丸

春日家 北堀川町 医療法人　三光会 中央町 松浪モータース 相原 友和塗料（株）九州営業所 犬丸

渡辺商店 西蛎瀬 ナガノ（株） 中央町 ファミリーマート中津大貞店 大貞 (株)沖代建設工業 犬丸

中尾米穀酒店 西蛎瀬 ろうきん 中央町 割烹　たはら 大貞 (有)シンガイステンレス 犬丸

日本料理椿 西蛎瀬 （有）タケモト 中央町 大貞木材（株） 大貞 重松テント 犬丸

恵工房 西蛎瀬 （株）シャニコン九州 中央町 松喜家そば店 大貞 株式会社キヌガワ大分 犬丸

渡辺紙工 下小路町 ｗａｓｈ歯科 中央町 橋本茶舗 大貞 株式会社積水化成品九州 犬丸

飯沼酒店 新堀町 (有）フレンド・クサバ 中央町 セーヌ美容室 大貞 デルタ(株)大分工場 犬丸

扇城建具 東蛎瀬 （有）中島佛壇店 中央町 山上医院 大貞 (有)田中醤油店 犬丸

（株）くらや 東蛎瀬 酒井病院 中央町 徳永菓子店 大貞 トランスポート　エス（株） 犬丸

向野工務店 東蛎瀬 宮本整形外科 中央町 大貞八幡宮薦神社 大貞 (有)中尾石油 犬丸

広津燃料店 東蛎瀬 中津皮膚科 中央町 広沢歯科医院 大貞公園 オイレス工業株式会社 犬丸

武庵　花福 蛎瀬 英然会　里見医院 中央町 後藤板金工場 加来 鶴友産業（株）中津営業所 犬丸

イルカ薬局 蛎瀬 渡辺税理士事務所 中央町 岩丸菓子舗 加来 (株)CKK 犬丸

のまさ小児科 蛎瀬 福川税理士事務所 中央町 福岡クボタ(株）中津営業所 加来 小川工業(有） 今津

香楽 大江東 けいだクリニック 中央町 西部住宅(有) 加来 浄光寺 今津



光石油（株） 大江東 松下和生税理士事務所 中央町 マルト木材（株） 加来 西教寺 今津

ヲグラ商会 大江東 中央歯科医院 中央町 藤川笑楽園 加来 ビューティサロン　チコ 今津

（株）高野商店 大江東 (株)小南商店 中央町 長松住宅建材（株） 加来 ㊄鮮魚店 今津

（有）豊福商店 大江東 たまごキッチンママン 中央町 中尾循環器科内科クリニック 加来 川合商店 今津

溝江建設（株） 大江東 瀬口商店 金手 島田電子工業（有） 加来 ヒビキ美容院 今津

冨永鉄砲火薬店 船町 東洋療法整骨院 金手 メナード化粧品さわやか台代行店 加来 江口氷屋 今津

石井税務会計事務所 船町 （有）井上商会 牛神 高原ミネラル(株) 加来 久保産業(株） 今津

三光堂書店 船町 武蔵屋総本店 牛神 （有）　豊　洋 上池永 間地鮮魚店 今津

田中司法書士事務所 船町 （有）カンバシ電気 牛神 大分新生（株） 上池永 オカタ産業（株）九州工場 植野

大分県信用組合　福沢通り支店 船町 エトゥワール　ダルジャン 牛神 えびす釣具店 上池永 大成ロテック（株）大分営業所 植野

深邉司法書士事務所 塩町 宮田内科医院 牛神 ながの歯科 上池永 三信産業（株）中津営業所 植野

デリマートかなえだ 北門通り 和田胃腸科内科クリニック 牛神 真辺歯科医院 大悟法 古田薬局（有）植野店 植野

松本水産（株） 北門通り （有）日高商会 一ッ松 ゆうだ歯科クリニック 大悟法 田中医院 植野

月成クリーニング店 船場町 吉崎貸衣装店 一ッ松 円通寺 大悟法 空蔵寺 植野

今治木工（株） 新大塚 島田食品（株） 一ッ松 ファミリーマート中津大悟法店 大悟法 殿畑双葉堂（株） 植野

豊前建具（有） 新大塚 カートピアキクチ(株) 一ッ松 黒川石油店（有） 大悟法 九州大谷工業株式会社 植野

恩塚商会 大塚 （有）照善社 一ッ松 田長丸農機 大悟法 アイ建設工業（有） 鍋島

阿部電管工業（株） 大塚 中野教材店 一ッ松 大福屋鮮魚店 大悟法 オク美容室 鍋島

日吉旅館 鷹匠町 中野伸税理士事務所 一ッ松 ひまわり美容室 大悟法 (株)中津設備技研 鍋島

二豊不動産 鷹匠町 中津犬猫病院 一ッ松 大江電機（有） 大悟法 今津巨峰園　 鍋島

（有）　奥ラジオ商会 鷹匠町 （有）東和電機工業所 一ッ松 山田屋寿し 大悟法 (有)カワモト 鍋島

大分みらい信用金庫中津北支店 仲間町 （株）宇佐屋 一ッ松 JA大分中津事業部 大悟法 (株)旭 産業 鍋島

ブティックあお樹 仲間町 松坂屋 一ッ松 梶原サイクル 大悟法 池田産業（株） 鍋島

縄田内科 豊後町 木下外科医院 宮夫 大塚食品 大悟法 (株)中山運輸機工 鍋島

ハンダ電設工業 豊後町 川嶌整形外科病院 宮夫 （有）古梶組 大悟法 (株)ミツワ 鍋島

豊国畜産 豊後町 （有）深水自動車 宮夫 みどりストアー 大悟法 (株)青和木材 鍋島

なかつ荷札 豊後町 （有）三ツ和モータース 宮夫 カットサロン マツダ 大悟法 (株)ナカノ　北大バイパス店 野依

(有)友食 米町 大分トヨペット（株）中津営業所 宮夫 クゥプ　ティフ 中原 カワムラ電器（有） 野依

(株）内外美装 中殿町 ミスターマックス　中津店 宮夫 岩崎設備設計 中原 優真工業（株） 野依

末田幸司土地家屋調査士事務所 中殿町 卯呑や 宮夫 大貞病院 中原 中津カントリークラブ 野依

黒川理容店 中殿町 医療法人中津第一病院 宮夫 TOTOサニテクノ（株） 是則 弘栄産業（有） 野依

恩塚行政書士事務所 中殿町 重松電設 大新田 TOTOサニテクノ（株）安全協力会 是則 ダイエー建設補償コンサルタント（株） 野依

加来小児科 中殿町 （株）藤冨組 大新田



本耶馬渓本耶馬渓本耶馬渓本耶馬渓 山山山山　　　　　　　　国国国国

小田石油 臼木 八杖酒店 跡田 内山商店　郷の駅 大島 池田牛乳販売店 平小野

橋本産業 臼木 宇木フスマ内装店 跡田 (有)竹本農機商会 大島 草野発條 平小野

真坂郵便局 臼木 次郎長 跡田 ふるさと工房菜の花 大島 桑野工務店（有） 平小野

一期一会 臼木 松仁商会 跡田 西畑建設（株） 大島 (有)苅北林業 平小野

松尾重機 臼木 山野板金 跡田 中尾石油店 大野 和田畳製作所 中摩

インテリア　加々見 臼木 フードショップ川口屋 跡田 津民郵便局 大野 （有）野村 中摩

富士ジョイントオフィス（有） 臼木 万千百園 跡田 松葉建設（有） 柿坂 ナカマ建設 中摩

三光ファームライスセンター 臼木 明月荘 跡田 （有）玖珠生コン 柿坂 江島(有） 中摩

中一建設（有） 臼木 跡田簡易郵便局 跡田 福原組（株） 柿坂 熊谷重機(有） 守実

まつざきクリニック 臼木 羅漢寺観光株式会社　耶馬渓リフト 跡田 矢野電気工事店 柿坂 豊進土建（有） 守実

大友石材工業(株) 臼木 上津郵便局 折元 相良商店 宮園 寺坂理髪店 守実

さつき苑 土田 横井医院 落合 朝吹商店 宮園 美健コーポレーション(有）　耶馬溪工場 草本

松元整形外科 土田 荒巻商店 落合 (有)共栄自動車 宮園 山国工芸社 槻木

桑野建設（株） 森山 耶馬渓農機商会 曽木 中島酒店 山移 山口商店 宇曽

平山産業（株） 森山 ローソン本耶馬渓店 曽木 山移郵便局 山移 熊谷組（有） 小屋川

安田エンジニアリング（株） 森山 羅漢寺郵便局 曽木 耶馬溪製茶（有） 山移 木下鮮魚店 吉野

九州市光工業（株） 森山 食工房　美屋 曽木 田中モータース 山移

神栄テクノロジー（株)大分工場 森山 山川亭 曽木 窪田酒店 山移 一一一一　　　　　　　　般般般般

伸和建設(株） 成恒 中島石油店 曽木 とろろ乃湯 山移 大分県立工科短期大学

三光郵便局 成恒 茶店　平原 曽木 仕出し橋本屋 山移 ダイハツ九州株式会社

渡辺ライスセンター 成恒 伊東歯科医院 樋田 （有）小山組 山移 葵機械工業株式会社

小川コンクリート工業所(有) 佐知 大分銀行洞門支店 樋田 瀬戸間工務店 平田 大分県教育庁中津教育事務所

テクニカル中津（有） 佐知 耶馬渓郵便局 樋田 中西保険企画 平田 社会福祉法人下毛もみじ会　もみじ園

マキ美容室 佐知 守谷医院 樋田 教円寺 金吉 第４回みんなのふくしまつり実行委員会

ビックウッドイオン三光店 佐知 洞門の郷 樋田 光円寺 金吉 シャイニングボウズ

（株）キキメック 下深水 (有)西谷温泉 西谷 理容かわはら 金吉 社団法人ガールスカウト日本連盟大分県第19・35団

深秣郵便局 上秣 西谷郵便局 西谷 朝日建設(有) 戸原 中津土木事務所

倉迫パーツ（有） 上秣 東谷百姓さくら会 東谷 明星レストラン 戸原 大分教区中津組最勝講

橋本商店 諌山 東谷簡易郵便局 東谷 北村住建(有) 戸原

ホンダ繊維（株） 原口 野島林業 東谷 耶馬溪製作所(株) 戸原

屋形簡易郵便局 西屋形 台酒店 三尾母

やかた田舎の学校 東屋形 中尾木材店 三尾母

福田農園（有） 深耶馬

相良工業所 栃木

下郷郵便局 大島

川原建設（株） 樋山路

末広瓦工事店 川原口

VNT（有） 中畑

三三三三　　　　　　　　光光光光 耶耶耶耶　　　　馬馬馬馬　　　　溪溪溪溪


