
特 定 商 工 業 者 名 簿

令和３年度版

日 田 商 工 会 議 所



　　(有) ･･･････････････ 有限会社　　　　(同) ･･･････････････ 合同会社

　　(資) ･･･････････････ 合資会社　　　　(相) ･･･････････････ 相互会社

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ○  ･･･････････････ 当所会員

５．記載資料は、令和３年１１月現在の特定商工業者より登録された法定台帳又は旧名簿より
　　掲載したものですので、落丁・乱丁・誤記又は、その後の変更については、次回の作成に
　　正確を期するため、お手数ながら当所までご一報くださいますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※連絡先電話番号：0973-22-3184［日田商工会議所］

凡　　例

１．本特定商工業者名簿は、令和３年度当初特定商工業者（商工会議所法第７条によって資
　　本金３百万円以上の法人）を日本標準産業分類に基づき収録したものです。

２．商社の掲載は一箇所に限定したため業種別分類は主要と目される業種の所に掲載し、営業
　　品目も紙面の関係で必要なものだけにとどめました。

３．電話は代表番号又は主要番号のみ掲載しました。

４．略記号

　　(株) ･･･････････････ 株式会社　　　　(名) ･･･････････････ 合名会社



農林水産業

・農業 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････1 ・石工品製造業 ････････････････････････････････････････････････････････････････････8

・林業 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････1 ・金属製品製造業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････8

・水産養殖業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････1 ・一般機械器具製造業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････8

鉱業 ・電気機械器具製造業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････9

・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ･････････････････････････････････････････････････････1 ・その他の製造業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････9

建設業 電気業

・一般土木・土木建築工事業 ･････････････････････････････････････････････････････････1 ・電気業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････9

・造園工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････2 熱供給業

・舗装工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････3 ・熱供給業･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････9

・建築工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････3 運輸業

・型枠・とび工事業 ････････････････････････････････････････････････････････････････3 ・道路旅客運送業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････9

・鉄骨・鉄筋・コンクリート工事業 ･･･････････････････････････････････････････････････3 卸売業

・左官工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････3 ・機械器具卸売業(店頭販売含) ･･･････････････････････････････････････････････････････10

・屋根・板金・金物工事業 ･･･････････････････････････････････････････････････････････3 ・建築材料卸売業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････10

・塗装工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････4 ・農・畜・水産物卸売業 ･････････････････････････････････････････････････････････････10

・その他の職別工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････4 ・食品・飲料卸売業 ････････････････････････････････････････････････････････････････10

・電気工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････4 ・家具・建具・什器等卸売業 ･････････････････････････････････････････････････････････11

・電気通信・信号装置工事業 ･････････････････････････････････････････････････････････5 ・その他の卸売業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････11

・さく井・管工事業 ････････････････････････････････････････････････････････････････5 スーパー

・その他の設備工事業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････5 ・スーパーマーケット ･･････････････････････････････････････････････････････････････11

製造業・印刷業 小売業

・食料品製造業 ････････････････････････････････････････････････････････････････････5 ・各種商品小売業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････11

・酒類製造業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････6 ・寝具・織物・身の回り品小売業 ･････････････････････････････････････････････････････11

・繊維・染色業 ････････････････････････････････････････････････････････････････････6 ・食料品・飲料品等小売業 ･･･････････････････････････････････････････････････････････11

（有）櫻木総合建築 6 ・自動車・同関連部品等小売業 ･･･････････････････････････････････････････････････････12

・製材業・製材木製品製造業 ･････････････････････････････････････････････････････････6 ・日用品・生活雑貨･電化製品･家庭用機械器具小売業 12

・造作材・合板・建築用組立材料等製造業 ･････････････････････････････････････････････7 ・医薬品・化粧品小売業 ････････････････････････････････････････････････････････････13

・木履･工芸品･木製容器･その他の木製品製造業 ･････････････････････････････････････････7 ・燃料小売業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････13

・家具・建具・装備品製造業 ･････････････････････････････････････････････････････････7 ・書籍・雑誌・文具等小売業 ･････････････････････････････････････････････････････････13

・紙加工品製造業 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････8 ・スポーツ・がん具・楽器・娯楽用品小売業 ････････････････････････････････････････････13

・セメント・同製品製造業 ･･･････････････････････････････････････････････････････････8 ・時計・眼鏡・貴金属類小売業 ･･･････････････････････････････････････････････････････14
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商号又は名所 代表者名 所在地 電話 業種又は取扱品目
資本金
（万円）

会
員

農業

（有）うすき 薄木　幸雄
大字有田1282番地
の7

22-6378 和豚もち豚生産 1000 〇

（有）坂本牧場 坂本　孝一郎 三河町612 24-9854 生乳の生産、和牛素牛の生産 300

（株）ノート 村上　央倫  
5740-
9626

大葉の生産 300 〇

（有）本川牧場 本川　和幸 大字高瀬3898番地 22-1129 酪農、肉用牛の育成・肥育・販売 1000 〇

林業

（有）綾垣林業 綾垣　正 古金町1751-30 23-6018 林業 300 〇

（株）ＦＭＣ 諌山　啓輔 大字求来里176番地 24-3221
植林に関する事業及び木材伐採搬
出の請負業、山林の管理及び運営
他

830

（株）小野林業 小野　高司 大字高瀬325番地10 22-8690
植林に関する事業・木材伐採搬出
の請負業、山林の管理・運営　他

500

マルゲン（株） 渡邉　源二
大字東有田2579-19
ｳｯﾄﾞ･ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ内

23-7693
育林、木工製品製造販売、運輸事
業、機械修理・販売

70000 〇

マルマタ林業（株） 合原　眞知子 隈2丁目2番36号 22-2584 素材伐採、森林管理 3000 〇

採石業、砂・砂利・玉石
採取業

（有）梅木土砂 梅木　誠二 大字求来里846番地 22-6718
砂利採取販売、土木工事、とび、
土工事

500

（株）光岡砿業 川浪　龍哉 大字友田3725番地 22-6145
砂利、砕石、砂、不動産業、土地
販売

1000

一般土木・土木建築工事
業

（株）諌山工務所 伊藤　哲司 田島1丁目10番21号 22-6141 建築工事、土工工事 2000 〇

（株）江藤工務店 江藤　世紀男 大字渡里21番地3 22-3057 建築工事、リフォーム 3000 〇

（株）石井建設 石井　禮子 大字三和1963番地1 22-1975 土木工事業、とび・土工工事業 500 〇

（有）出野建設 出野　健次 大字三和212-1 22-3466 建設 800 〇

（有）大蔵重機 大藏　康介 吹上町9-23 24-1680 土木工事 300 〇

（有）小笠原組 小笠原　章
大字二串344番地の
1

24-2946 　 　 〇

（株）梶原興業 梶原　健一
大字北豆田1284番
地の1

23-5643
土木・舗装工事、とび土工・石工
事、しゅんせつ、水道・鋼構造物
工事

2000 〇

河津建設（株） 河津　龍治 三芳小渕町151番地 23-8173 建設、介護付有料老人ホーム 3200 〇

（株）川浪組 川浪　龍哉 大字友田3725番地 22-6145 土木工事、建築工事 3000 〇

小山フェンス（株） 小山　英世 上城内町914-3 24-5196
とび・土工・コンクリート工事、
フェンス、ガードレール、エクス
テリア工事

1000 〇

（株）坂田建設 坂田　光寿 大字日高37番地1 24-1687
一般住宅の設計・施工・リフォー
ム工事

300 〇

（有）櫻木総合建築 櫻木　弘三郎
大字庄手409番地の
1

22-3006 住宅設計・施工、不動産 300 〇

（有）笹倉工務店 笹倉　英樹 大字庄手370番地3 22-6313 建設 300 〇
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（有）佐藤産業 佐藤　孝治 大字西有田1177-2 22-2890
土木工事一式、とび・土工・コン
クリート工事・ほ装工事

800 〇

（株）サンダイヤプロ 髙村　智史 田島町758番地2 24-1360 コンクリート構造物切断工事 300 〇

（株）下徳産業 千原　和明
大字有田319番地の
12

23-0330
砂利、一般土木、運送業、とび土
木工事、産業廃棄物収集・運搬に
関する業務

2000 〇

新成建設（株）日田支店 川上　誠 丸の内町10番8号 22-0618 建設 8000

（有）末廣土木 平川　正明
石井町1丁目285番
地の1

23-9408 建設 300 〇

泰斗建設（株） 坂本　頼恵 大字庄手378-2 23-6212
土木、とび、土工、舗装工事業、
解体工事

3000 〇

大和建設（有） 林　勝夫 三芳小渕町16番地 24-4888 土木一式工事業 1000 〇

（有）髙瀬工業 髙瀬　哲也 大字小野452-1 24-9663 建設 300 〇

（有）高瀬工務店 高瀬　伸司 誠和町823-1 23-1122 建設 2500 〇

田中建設（株） 田中　常雄
大字高瀬728番地の
5

23-8185 建設、宅地建物取引業 2999 〇

（株）谷組 大関　朗 大字日高3040番地 22-7175 土木・建築工事、解体工事 3800 〇

（株）天領木 荒川　政勝 大字渡里1464番地 28-5090 総合建設業 300 〇

（株）中野組 中野　隆之 下井手町90番地1 23-6135 建築一式工事、不動産業 2000 〇

西技工業（株）日田営業
所

田代　義博 日高町2309番7 23-8015 水力発電設備管理、河川流量調査 2000

（株）日本テック 日隈　征二 大字花月236番地1 26-5001 とび・土工工事、法面工事 300 〇

（有）ヒグチ企画 樋口　末好
大字友田1112番地
の10

22-3743
土木・とび土工工事業、舗装、水
道管

2000 〇

日野建設（有） 日野　敏彦
大字求来里2097番
地の2

22-7530 建設 2000 〇

（有）松本土木 松本　清広 大字有田471番地 22-5068 土木 300 〇

（株）緑環境技術 畑中　勝利
田島本町1番5号ｲｴ
ﾛｰﾋﾞﾙ3階301号室

25-6202 土木、法面工事 1000 〇

（株）三花興業 梅田　貫三郎 大字花月1643-3 27-7303
砕石の製造販売、建設業土木一式
工事

300 〇

雅企画（有） 田中　テル子
大字高瀬722番地の
8

23-8186
土木工事一式、文化財調査に伴う
測量・製図・写真の撮影・その管
理と報告書作成

500 〇

造園工事業

（有）梅木緑化産業 梅木　文博 淡窓2丁目8番19号 22-4573 造園、エクステリア、外構工事 800 〇

（有）三陽緑化 松本　政義 大字有田654番地 23-3462 造園工事 500 〇

（株）実意園 河津　初男 田島1丁目9-2 28-5262 造園業 300 〇

（有）三隈造園 河津　進 大字石井498番地 23-2080
造園、とび土工工事、土木工事、
石工事

500 〇

（有）緑地管理事業団 長谷部　定雄 大字石井369番地8 23-1719 造園工事・管理 300 〇

舗装工事業
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豊中建設（株） 古賀　悦夫 大字高瀬8058番地1 22-7303
舗装工事、アスファルト合材の製
造販売

2000 〇

建築工事業

安養寺建設（有） 安養寺　哲矢 大字高瀬1548番地3 22-6050 大工工事、建築工事 300 〇

（有）イノウエ住宅 井上　利彦
大字友田1474番地
の2

23-8605 木造住宅新築・増改築 500 〇

（株）Ｗｏｏｄｙ Ｈｏ
ｍｅ

鍜治谷　章
大字求来里1553番
地1

23-3188
建設業、建設資材販売、宅建、不
動産販売・賃貸　等

550 〇

協和（株） 神　旬 大字三和139-4 24-1163
建築一式工事、リフォーム工事、
防水・塗装工事、耐震補強工事、
各種外壁・屋根工事

1200 〇

（株）坂本建築 坂本　譲司 大字大肥38番地3 28-2929 建築工事業、大工工事業 300 〇

（株）坂本設備 坂本　八重子 亀川町842番地の2 22-7365 建築工事、管工事、不動産業 1000 〇

（有）双美工務店 髙倉　英治
大字西有田264番地
の4

22-7423
木造一般住宅、宅地建物仲介・売
買、店舗工事

　 〇

木構造システム（株） 矢原　勇
大字東有田1178番
地13

24-3004 建築設計、木造建築加工、販売 2000 〇

（有）森山建設 森山　剛行 大字夜明174番地 27-2538 建築 300 〇

型枠・とび工事業

（株）タカセ・エンジニ
アリング

高瀬　雅史
大字竹田416番地の
9

24-2274
鋼構造物工事、とび・土工工事、
土木工事、

3000 〇

鉄骨・鉄筋・コンクリー
ト工事業

（有）梶原鉄筋 今村　昌幸 大字友田1801-1 24-4378 土木鉄筋工事、建築鉄筋工事 1000 〇

（株）中嶋工業 中嶋　厚 大字日高3023番地1 23-8007 型枠工事 1000 〇

（有）原鉄工所 原　英次郎 大字日高1057-5 24-4748
鉄骨建築、金物製作、ステンレス
加工

300 〇

（有）藤原鉄工 藤原　伸司 大字友田2110-7 23-1137 鋼構造物工事業 1300 〇

左官工事業

（株）原田左研 原田　進 大字石井372-3 28-8838 左官．石工事．屋根工 300 〇

屋根・板金・金物工事業

（有）宇野工業所 宇野　誠一 小迫町393-3 22-5253 新築、葺替、瓦工事施工 300 〇

（有）髙倉スレート工業 髙倉　頼利 大字三和2694番地1 24-9825 屋根・外装・板金工事 300 〇

三芳板金工業（有） 東雲　隆明 有田町1266-5 27-6045 板金工事、屋根工事 400 〇

（有）盛光板金工作所 梅野　勝宏 大字庄手473-1 23-3860 建築板金　屋根 300 〇

塗装工事業

（有）井上塗装 井上　金作
大字東有田2077番
地の1

24-8351
吹付工事、建築物塗装、木部・鉄
部工事、防水工事

300 〇

新和リファイン（株） 梶原　康輝 大字三和1760番地1 23-7979
一般塗装、防水、改修、改装、住
宅リフォーム、新築住宅、建物診
断

300 〇
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（株）美装カジワラ 梶原　悟史 誠和町828番地の3 24-2302 塗装工事 300 〇

その他の職別工事業

（株）アーテック 彌永　穂高 亀山町5-11 23-9083
コンクリート構造物補修・補強工
事等

3000 〇

（株）アイル日田営業所 　 大字友田3698-1 27-6510
仮設足場材の組立・解体・レンタ
ル、作業用リフトのレンタル

1000

（株）インテリア春 財津　紀子 大字渡里25番地の8 24-0566 室内装飾 1000 〇

（有）インテリアヨコタ 横田　光則 三本松新町1-16 22-6762
クロス、床材、カーテン、アコー
ディオンカーテン、別注家具類、
照明器具、ブラインド、カーペッ

　 〇

（有）グレー 原田　茂 石井町2丁目618番4 24-5890 室内装飾 800 〇

（有）内装工房三喜 千原　初美 本町7-11 22-6117
内装設計・施工・監理、建築・イ
ンテリアコンサルティング

300 〇

（株）日本シャッター産
業

吉光　幸夫
大字北豆田1733番
地の24

22-5066
シャッター、アルミサッシ他金属
製建具工事

1000 〇

（有）樋口防水 樋口　厚太郎 内河町101 24-6624 防水工事 300 〇

（有）日田文化シャッ
ター

財津　文夫 大字庄手598番地 22-4739
シャッター、アルミサッシ、ス
チールサッシ、システムキッチ
ン、バスルーム、エクステリア商

1000 〇

電気工事業

（有）アサヒ電機 山田　教明
大字求来里1749番
地1

24-7538 電気工事、消防施設工事 612 〇

（有）イケダ電機 活田　和幸 中本町5番33号 22-3966
電気器具・住宅機器・空調設備・
火災報知機・消防設備・電気工
事・防災総合保守点検・キャノン

500 〇

（株）エース電設 古川　克敏 亀山町4-15 24-0300 電気工事、消防施設工事 2000 〇

（有）巧建工業 本間　忠夫 大字渡里823-1 22-5212 電気・土木工事業 300 〇

ごとうでんき設備（株） 後藤　聡志 神来町538番地1 24-0778 電気工事 1000 〇

（有）佐藤電気商会 佐藤　誠 下井手町38番地の2 22-5543 一般家電、電気・水道工事 300 〇

（株）水明テクノス 杉野　恭市 清岸寺町1033-1 24-1601 電気工事、管工事、消防施設工事 4000 〇

（有）銭花通信工事 銭花　良之 刃連町29番地の5 22-3644
市町村防災行政無線設備工事、同
左設計・施工管理

300 〇

（株）大日電機 江藤　小織 大字高瀬1248番地2 22-3111
電気工事、空調設備工事、太陽光
発電設備工事

2000 〇

（株）千原電気工事 梶原　義一 本庄町4番20号 24-2273 電気工事、管工事、消防設備 2000 〇

（株）ひたでんき 森山　聡一朗 丸山1丁目3番15号 24-1144 電気工事、消防設備工事 300 〇

（株）ミカサ電工 金崎　覚 大字日高1530番地1 29-8446
電気工事業、電気通信工事業、空
調設備工事業、防犯設備工事業
他

500 〇

電気通信・信号装置工事
業

（有）オプテック 田中　大作 城内新町1648-6 27-6023 電気通信工事 300 〇

（有）シーエーティブイ
サービス

森山　裕二
大字日高1088番地
の11

24-5049 電気工事、電気通信工事 300 〇

（株）テクノライン 田中　竜樹
大字三和字栗ヶ坪
2629番地3

28-6966
電気機器の販売・設置工事・保
守・管理・電気通信工事の設計

300 〇
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（有）ファイバーテクノ
ス

諌山　建次 大字三和649の3 23-6485
電気通信工事、電話機・通信器材
販売・保守、電気工事

500 〇

さく井・管工事業

（有）三和水工 坂本　康行
大字北豆田833番地
の18

22-0503 管工事 300 〇

（株）水明 杉野　義光 清岸寺町1033-1 28-6061
管工事、空調設備工事、給排水衛
生設備工事、電気設備工事

2000 〇

（株）ハセベ水道 上原　秀之 大字渡里16番地5 22-3347 水道施設工事、消防施設工事 1000 〇

不二水道（株） 園田　匠 城町1丁目8番46号 22-6265 水道工事 2000 〇

その他の設備工事業

アイオイ企画（株） 中川　緑 大字有田341番地2 24-5446
法面保護工事、地すべり防止工
事、交通安全施設工事

1000

（株）アイシン 岩下　進 三芳小渕町133番地 22-5557
住宅設備工事、水廻りリフォー
ム、太陽光発電工事

500 〇

アイ・ティ・アサヒ
（株）日田支社

片田　佳代子 三本松2丁目2-16 24-6501
消防防災工事、警備業、ビル管理
及びビルメンテナンス、造園工事
業、飲食店営業

1000 〇

（有）加藤電工 加藤　初徳 隈2丁目1番18号 23-2188
消防施設管理、エアコン洗浄機製
造・販売

1230 〇

九州電工（株） 梶原　精二
大字有田319番地の
27

22-3316
電気工事、機械器具設置工事、電
気通信工事、消防施設工事、土木
工事、とび土木工事、鋼構造物工

2000 〇

（有）道路施設 金子　達之 大字日高1984-1 24-2105 交通安全施設業 300 〇

食料品製造業

（有）赤司日田羊羹本舗 赤司　裕昭 豆田町8番15号 22-2240 赤司の日田羊羮・和菓子製造販売 2000 〇

（有）伊藤食品 伊藤　正則 神来町454番地2 24-1093 高菜油炒め 600

（株）インパクト 中野　雄揮 下井手町49番地1 52-2334
醗酵食品の製造・卸売、再生可能
エネルギーに関連する商品の製
造・販売等、食品の企画・開発等

500 〇

（株）九州コクボ 酒井　東洋士
三ﾉ宮町2丁目1798
番地

24-9069 ロックアイス 1000 〇

きゅうぶつ（株） 伊藤　隆治
大字西有田274番地
の1

23-5155
凍結乾燥野菜、乾椎茸、乾椎茸入
札市場

1000 〇

（株）クマガエ 熊谷　隆政 新治町304番地 24-6123 こんにゃく 1000 〇

（有）蔵屋 宇野　昭史 大字高瀬11番地の1 22-2825 製麺、飲食 1000 〇

（有）重冨食品 重冨　剛史 亀川町843-3 22-4536 もやし 300 〇

信光物産（有） 安部　大樹 大字日高460番地2 28-5881 食品製造 500 〇

（株）末崎産業 末崎　文生 隈1丁目1番33号 22-5135 あん製造卸 1000 〇

（株）想夫恋 角　弘起
大字友田110番地の
5

23-9360 めん、食肉、焼そば原材料一式 4000 〇

（有）原食品研究所 原　湯香 大字夜明1446番地 27-2710
鶏めしの具、鶏の炭火焼、製造・
販売、鶏のからあげ

300 〇

（有）日田醤油 中山　英明 丸の内町2番1号 22-2456 みそ・醤油製造販売 300 〇

（株）日田製茶園 本川　努 刃連町804-2 24-2155 茶、健康茶、コーヒー 1095 〇
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マルマタしょう油（資） 合原　俊三 隈2丁目2番36号 22-2050
みそ、醤油、みそ加工品、醤油加
工品、その他調味料

1750 〇

名水美人ファクトリー
（株）日田工場

後藤　真司 大字夜明1497-1 27-2111 もやし、Ｍｉｘ野菜 　 〇

夜明の里カメミツ（株） 伊藤　勇人 大字友田3320-8 27-2021
健康食品（スッポン、蜂蜜）製造
販売、観光バス（全国）来社

1000 〇

（株）竜石 林田　チヨ子
大字友田3320番地
50

27-2973
温泉飲料水（２０L、１０L、２
L、５００ml）

1000 〇

酒類製造業

（株）井上酒造 井上　百合
大字大肥2220番地
の1

28-2211 清酒製造、麦焼酎製造、全酒類卸 4500 〇

老松酒造（株） 福村　康廣 大字大肥2912番地 28-2116
清酒、焼酎乙類、酒粕、飲料水、
ビールその他

4500 〇

サッポロビール（株）九
州日田工場

下田　智紀 大字高瀬6979 25-1111 ビール、ワイン、清涼飲料水 1000000 〇

三和酒類（株）日田蒸留
所

浦中　直也 大字西有田810-1 25-5600 焼酎 100000 〇

繊維・染色業

中山化成（有） 谷口　知幸
大字川下133番地の
6

24-5228
ウレタンフォーム加工、車輛用
シート縫製、寝具等

1000 〇

衣服・その他の繊維製品
製造業

（有）スズキテント商会 清水　邦彦 日高町1613-1 23-5578 テント 300 〇

（有）樋口製作所 樋口　乙彦 大字庄手912-2 23-6388 縫製 500 〇

製材業・製材木製品製造
業

（有）カナヤ 金谷　晃 二串町363 24-2168 製材業ならびに木材加工販売 500 〇

（有）カネサダ横尾木工
所

横尾　達也 大字庄手311番地 22-5001
杉加工板製造（杉、天井、壁、フ
ローリング、各種パネル）

500 〇

材摠木材（株） 小田　賢一朗 三の宮1丁目1302-1 22-6042 製材 4000 〇

（有）桜木製材所 櫻木　修二
石井町3丁目1124番
地の1

22-5039 製材 500 〇

（株）ＳＡＳＡＫＩ 佐々木　明彦
福岡県うきは市浮
羽町山北783-435

77-8121 製材、木製パレット加工・組立 800 〇

（株）佐藤製材所 佐藤　貴之 大字小野26番地1 26-5850 製材 1000 〇

（有）杉山製材所 杉山　太一郎
大字庄手984番地の
1

23-3313 製材 300 〇

瀬戸製材（株） 瀬戸　亨一郎 大字石井787 22-5105
建築材、造船材、梱包資材、土木
仮設材

3500 〇

（株）髙瀬文夫商店 髙瀬　加津男
大字東有田2735番
地の8

24-6220
蒲鉾板、護摩木、塔婆用板、突板
製日田杉のストロー・コップ

1000 〇

（有）髙村木材 髙村　真志 大字小野51の1 24-9249 加工板（床板、壁板他） 500 〇

（株）武内製材所 武内　隆夫 大字高瀬951番地1 23-6175
製材、木材加工販売、山林業、不
動産賃貸業

2000 〇

（株）日田十条 瀬戸　亨一郎 石井町3丁目777 22-3791
チップ・製材製品製造業、木質産
業廃棄物処分業

　 〇

（株）マルエイ 江藤　隆二 大字大肥2791-1 28-2923 建築用材、チップ 300 〇
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造作材・合板・建築用組
立材料等製造業

（有）オビエード 渡辺　光行 大字友田280 22-6655
銘木、床の間、テーブル、カウン
ター

1000 〇

（株）ユウキ木産 梶原　庸一 中釣町488 23-2663 建材、焼杉板、杉板モルダー加工 1000 〇

木履・工芸品・木製容
器・その他の木製品製造
業

（株）オオツカ 大塚　裕一 三芳小渕町138 22-3739 木製履物製造 5000 〇

（有）大内工芸 大内　良和
大字小迫1116番地
の2

24-6111 竹箸、竹製品 300 〇

（有）白石薄板工房 白石　弘喜 三本松2丁目2番5号 22-4621
薄板、文化折箱、まんじゅう下敷
皮、厚板、薄板舟皿

300

日本フォレスト（株） 森山　和浩
大字東有田2813番
地22

26-0750
木質バイオマス発電用燃料製造及
び供給

1000 〇

家具・建具・装備品製造
業

（有）アイエスティー 髙木　茂弘 大字十二町46番地1 24-1970 特注家具製造 300 〇

青栁インテリア（株） 青栁　有治 大字渡里48番地の2 23-0151
流し台、システム収納、机、椅
子、店舗什器

3000 〇

（株）朝日木工 小埜　澄夫 大字十二町659番地 22-7522
ソファ、こたつ・ダイニングテー
ブル

2000 〇

（有）坂本工芸 梅野　一昭
大字西有田711番地
の1

27-6088 家具製造 300

（株）新象 熊谷　徹
大字東有田2724番
地8

23-6138 ソファー、テーブル、特注家具 1000 〇

（有）タカセ・インテリ
アコーティング

石山　隆通 亀山町4-15 24-4137 ソファー製造 500 〇

ＢＬウレタン（株） 中村　広樹 大字三和671番地1 24-1175 家具用ウレタンフォーム加工品 500

（有）フジワラ椅子 藤原　洋介 大字二串721-2 24-6378 業務用椅子 500 〇

ベストリビング（株） 中村　広樹 大字東有田1160-7 24-6211 業務用・家庭用椅子 2032 〇

（有）マイ木工 梶原　勝宣 大字西有田546-1 22-7077 建具 500 〇

（有）松本木工 緒方　光晴
大字東有田3498番
地

23-7935
応接セット及びテーブルの製造・
販売

300 〇

（株）モブテック 武内　良則 大字花月606番地3 24-9281 別注家具製造業 300 〇

ヤハタ木工（有） 矢幡　幸治 玉川町38 22-3511 ソファー、事務用家具、住器家具 300 〇

紙加工品製造業

（有）小関麻袋商店 小関　元芳 大字東有田2675-6 23-3077 板紙、段ボール 450 〇

三隈工業（株） 宮﨑　信二 大字石井581-1 23-6191
段ボール、チップ、プラスチック
ダンボール、パレット（木質、
紙、樹脂）他、梱包資材、フェル

3000 〇

セメント・同製品製造業

光岡生コン（株） 川浪　龍哉 大字友田3725番地 24-3904
生コンクリート・コンクリート製
品等製造・販売

1000

陶磁器・セラミック関連
製品製造業
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日田精密（株） 小野　久雄 大字三和2690-1
26-
55600

セラミック加工 1000 〇

石工品製造業

（有）横尾石材 横尾　宏行 大字友田980番地 23-8324 石材彫刻 500 〇

（有）渡辺石彫工房 渡辺　隆美 南元町27-31 22-5667
美術工芸、現代彫刻、モニュメン
ト、墓石、建築石材、店舗デザイ
ン・設計

500 〇

金属製品製造業

（株）ＮＳワークス 嶋田　久嗣 大字日高2752番地 23-0088
自動車部品、建築金物の金属プレ
ス加工及び製造

300 〇

（株）財津製作所 財津　達也 大字花月1376番地 24-9035 自動車部品、農機具部品 1000 〇

（株）シンダイ大分工場 清瀧　進 大字朝日555-1 23-3219
自動車用シートフレームの部品加
工・アッシー、シートスプリン
グ、シートワイヤー製造

4500 〇

（株）田嶋製作所 田嶋　篤 大字小迫595-1 23-3697 金属製品 1000 〇

（株）中央スプリング製
作所

竹内　一晃 大字友田701番地1 22-3438 各種金属製品加工及び販売 1000 〇

一般機械器具製造業

（株）大分トナー工場 井上　祐一 大字花月183番地5 24-9887 リサイクルトナーの製造・販売 1000 〇

（株）九州エアーテック 岡見　要一郎 山田町626番3 22-1791
集塵装置設計・製作・施工・メン
テナンス一切、粉砕・圧送・空
調・ボイラー等の製造加工・販

1800 〇

（有）ハイテック北村 北村　治也 上諸留町1309-1 24-8011 機械製造販売 300 〇

古田除塵機（株） 古田　真一 藤山町378-1 24-9104 集塵機械製造販売 1000

電気機械器具製造業

ＳＷＳ西日本（株）大分
工場

佐久間　敦敬
大字石井字中の瀬
968-5

22-8500
ワイヤーハーネス、ワイヤーハー
ネスの製造、加工及び販売

39000 〇

その他の製造業

大分キヤノン（株）日田
事業所

松本　裕明
大字西有田1800番
地1

25-2111
一眼レフカメラ、EFレンズ他　製
造に必要な部品治工具等

8000 〇

（株）カクマル大分営業
所

櫟尾　慎一 大字渡里74-1 24-9782
測量、境界用標示板、基準点鋲、
水準点鋲、土地家屋調査士用品、
地籍調査用品、杭等

1000

（有）そのだ広告社 園田　大介 田島本町10番23号 22-6545 　 500 〇

トーヨーマクロ（同） 矢幡　保 玉川町38 22-4003
廃棄物処理機の製造販売、廃棄物
有効利用のための酵素・微生物資
材の製造販売　他

3500

電気業

（株）エフオン日田 小池　久士
大字東有田字新山
2813-10

22-2366
木質チップを燃料とする新エネル
ギー発電の運営及び電力供給事業

49500 〇

九州電力（株）日田営業
所

門松　孝治 玉川町586-1 22-6904 電気 23730000 〇

（株）グリーン発電大分 森山　和浩
大字東有田2813番
地22

28-5112 木質バイオマス発電 9700 〇

熱供給業

マルマタ地熱（株） 合原　幹知 隈2丁目2番36号 28-5486
地熱開発事業、再生可能エネル
ギー事業、労働者派遣及び技術者
派遣事業　他

1000
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道路旅客運送業

イサゴタクシー（株） 後藤　信寛 隈1丁目1番32号 22-3135 タクシー 1020 〇

（有）石井建設工業 石井　茂
大字三和1964番地
の2

22-1965 一般貨物自動車運送 500 〇

（株）ＮＢＳロジソル 河野　逸郎 南友田町910 23-8100 総合物流、倉庫、通関 9500 〇

梶原興業運輸（株） 梶原　健一
大字北豆田1284番
地の1

23-5643
一般貨物運送業、産業廃棄物収集
運搬業

2000 〇

キャリー（有） 瀬戸　亨一郎 大字石井777 22-6684 一般貨物運送業 1800 〇

（株）三配 繁松　健市 大字花月1077番地1 24-9123
第一種貨物利用運送事業、一般貨
物自動車運送業、貨物軽自動車運
送業　他

300

（株）鶴見物流 三浦　政人 大字石井793番地7 22-1425 貨物自動車運送業 1000 〇

光岡輸送（有） 川浪　孝男 大字友田3725番地 27-2030 一般貨物運送業 700

（有）天領エキスプレス 河津　康男
大字西有田800番地
1

28-7230 一般貨物自動車運送業 600 〇

はとタクシー（株） 足立　茂 大字三和69番地の9 23-5148 タクシー 1500 〇

日田バス（株） 湯地　雅夫 本町8番18号 23-3105
一般乗合旅客自動車運送事業、一
般貸切旅客自動車運送事業、自動
車整備事業、一般乗合旅客自動車

5000 〇

日田引越センター　九州
Ｋ運送日田（有）

押田　憲明 大字小山202-6 22-2961
引越、リサイクル品販売、家財等
引取処理業（一般、産業廃棄物収
集運搬）

300 〇

（有）藤山観光 後藤　成人 大字三和95番地1 23-9964 国内旅行、貸切バス事業 1000 〇

三浦運送（株） 湯浅　充伸
大字三和991番地の
2

24-2823
運送業、産業廃棄物収集運搬業、
不動産賃貸業

1000 〇

機械器具卸売業(店頭販
売含)

（有）エムアンドティ山
本

山本　友紀 竹田新町3番42号 24-1212 機械器具 400 〇

（有）ワタナベ産機 三笘　弥一郎
大字日高2501番地
の3

23-0147 木工機械、製材機械 400 〇

建築材料卸売業

岡部建材（株） 岡部　弘明 淡窓1丁目2-47 22-5058 建築材料 3000

（株）九州木材市場 田中　昇吾
大字三和2726番地
10

24-3625 国産材・原木市場 1000 〇

（有）Ｋ－ウッド 川村　伸生 中釣町423-3 23-5637 建築・木材製品 300 〇

斉藤木材産業（株） 齊藤　裕 大肥本町1638-1 28-2321 木材製品、合板、建材等 1000 〇

（有）ティワイ建材 石井　豊
田島本町2-1 田島
ﾋﾞﾙ2F 7号

24-5959
道路用コンクリート二次製品、大
型ブロック、コンクリート積ブ
ロック、Ｌ型擁壁、ジオウォール

360 〇

（株）ナカキュウ 永田　賢治
大字十二町560番地
の3

24-3011 電設資材 1000 〇

（株）ナンブ木材流通 武内　暁男
大字東有田2882番
地の10

22-4054 木材市場 4000 〇

日田木材市場（株） 足立　義成 大字堂尾32番地の1 24-5630 国産材、原木市売業 1500 〇

（株）マサキ 諌元　幹夫
南友田町985番地の
1

26-0311
建材・住宅機器等販売、一級建築
士事務所、建設業

2800 〇
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マルト木材（株） 佐藤　徳市 大字庄手893番地 24-4118 建築材 　 〇

（株）ロクロヤ 南　德明 亀山町5番15号 24-6968 管工事用資機材・住宅設備機器卸 1000 〇

農・畜・水産物卸売業

（株）アジア開発貿易 伊藤　裕二
大字求来里454番地
の2

23-1377 ごま高菜、らっきょう 1000 〇

北九福鳥（株）日田営業
所

宮本　英明 南友田町広瀬846-1 22-4265 食肉卸売業 1000

地方卸売市場　日田中央
青果水産（株）

末次　和久 大字友田1910番地1 27-6700
青果・水産物・花き類他、青果物
加工（カット等）及び加工品販売

3340 〇

食品・飲料卸売業

久留米ヤクルト販売
（株）日田営業所

徳永　浩二 田島2丁目93-1 22-7644 乳酸菌飲料 3339
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（万円）

会
員

コカ・コーラボトラーズ
ジャパン（株）日田支店

高尾　知樹
大字三和字日ﾉ本
2709-1

24-9121 飲料水 　 〇

（有）ナラハラ商店 楢原　士 上城内町1335-2 23-8405 食料品、業務用食品 500 〇

日田合同椎茸（株） 高木　保 大字高瀬85-2 22-3155 椎茸 1260 〇

（株）日田天領水 石井　嘉英 大字庄手647番地 22-7777 飲料水 1000

水谷直海商店（有） 水谷　洋 刃連町7番3号 22-6307
食料品製造・加工・販売、生鮮食
品・加工食品・冷食・椎茸・海産
物・農産物・乾物・飲料・酒類・

300 〇

（有）森菊商店 森　俊明 隈2丁目8番13号 22-2671 椎茸、他山産物 300 〇

家具・建具・什器等卸売
業

（株）アサヒ 小埜　澄夫 大字十二町659番地 23-5163 家具（応接セット、こたつ） 1000 〇

その他の卸売業

（有）梅原火薬店 梅原　俊行 大字日高2502番地3 22-3612 火薬、銃砲、猟用装弾 300 〇

（株）オーヤマ 大山　徳浩 上野町86番地 24-2713
紙、文具、包装資材、事務機器、
スチール製品、ＯＡ機器、介護用
品、別注シール、別注名入封筒

1000 〇

（株）河長 河村　長巳 大字三和391番地 24-5885 記念品、贈答品、旅館業務用品卸 1000 〇

（有）サン・グリーン 日髙　洋平 田島2丁目12-8 24-7566 山林苗、緑化木の生産販売 300 〇

（有）日田民芸 中野　哲也
大字十二町73番地
の6

22-8305 各種雑貨 300 〇

スーパーマーケット

（株）アタックスマート
アタックス日田店

野原　智之 大字三和字長迫740 25-5377
ディスカウントストア（食品中
心）

5000 〇

イオン九州（株）イオン
日田店

吉川　昌宏 南元町14番22号 24-6131
生鮮食品、一般食品、日用品、衣
料品

314500 〇

ダイレックス（株）　ダ
イレックス日田中央店

白石　夏樹
三本松2丁目7番33
号

27-6402 各種雑貨 336945

各種商品小売業

（有）ぱんやお 髙倉　育夫
大字渡里字水町
1487-1

23-7771 コンビニエンスストア 300 〇

寝具・織物・身の回り品
小売業

（株）オリンピア 石井　小太郎 中央1丁目3-1 24-5131 靴、履物、写真印刷企画 1000 〇

（株）三喜　サンキ日田
店

松田　清 日の出町59-1 27-6471 衣料品販売 48000

ヒサヤ（有） 大山　節子 若宮町1-61 24-1811
ファッションバッグ、婦人服、日
用雑貨、贈答品

300

（資）松美屋呉服店 梅木　昭生
三本松1丁目6番18
号

23-3171 呉服、寝具 3000 〇

食料品・飲料品等小売業
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（株）オオツカ 大塚　智 中央1丁目5-12 22-2470 酒類 5000 〇

（有）梶原米穀店 梶原　健太 中央1丁目4番2号 22-2811 米穀、プロパンガス 1000 〇

（株）元氣の駅 萩原　享司 大字庄手635番地1 25-5255
店舗運営、菓子・雑貨・食品・酒
類の企画・販売、ファーストフー
ド、菓子工房、パン工房の運営

1000 〇

（有）サン・だいご 吉水　早苗 淡窓2丁目3-25 22-4631 健康食品 300

（有）すぎのこ村ネット
ワーク

園田　興則 淡窓1丁目2-60 22-1192 すりごま、海産物、和紙工芸品 540 〇

（有）タイコー 新川　孝 大字庄手296-8 23-3335
酒販売、害虫駆除、グリーンリー
ス、不動産

300 〇

（有）日田ディナーサー
ビス（宅配・介護のあい
あい）

末　英樹 大字三和999-1 24-4667
惣菜･総菜宅配､介護保険･配食事
業､調理済夕食･治療食､日田･中津
市配食事業､あいあいｹｱｾﾝﾀｰ訪問

500 〇

（有）フルーツのひろせ 廣瀬　建治 三本松1丁目6-19 23-9077 青果、その他色々 300 〇

自動車・同関連部品等小
売業

大分スバル自動車（株）
日田店

日隈　史法 大字十二町553 23-5000 自動車、自動車販売修理業 6350

大分トヨペット（株）日
田店

河津　浩文 若宮町1番18号 22-7121 自動車、自動車整備業 10000 〇

大分日産自動車（株）日
田店

羽野　喜八 本町8番11号 22-4123 自動車小売・修理 6000

（有）カーステーション
エムアイ

伊藤　正人 下井手町15 22-0880 自動車 3000 〇

（株）九州マツダ 日田
店

田中　裕之 大字友田125 23-4194 自動車 5000

（有）サスケサービス 佐藤　洋介
大字大肥2781番地
の1

28-2665
新・中古車販売、軽貨物運送、自
動車リース

300

（株）スズキ自販大分ア
リーナ日田中央

松本　由美 南友田町1032-1 22-3106 自動車 6000

（有）大東自動車 大東　徹生 大字高瀬525番地3 23-2016
自動車販売・修理・板金塗装、自
動車保険

300 〇

トヨタカローラ大分
（株）日田店

吉田　郁一 若宮町416-2 22-7125 自動車 5000

（株）中野モータース 中野　貴文 田島本町3-6 22-6663
オートバイの販売・修理、オート
バイの部品・用品の売買　他

800 〇

日産プリンス大分販売
（株）日田店

高尾　賢作 大字友田1030-1 24-2332 自動車 9000 〇

ネッツトヨタ大分（株）
日田店

新原　年晴 若宮町419番地の1 23-1174 自動車 　

（有）日田オートガラス 梅山　康弘 三芳小渕町40番地 22-6331 自動車ガラス販売・修理 300 〇

（株）ライズ 石井　公人 大字高瀬210-1 23-8907
自動車用品販売・修理、自動車販
売（新車・中古車）

1000 〇

日用品・生活雑貨・電化
製品・家庭用機械器具小
売業

（株）イトウ 伊東　重信 大字友田1088-1 23-5101
リビングセット、ダイニングセッ
ト、特注家具、プロダクトデザイ
ン、商品企画、家具・インテリア

4250 〇

（有）猪熊畳店 猪熊　必勝
北友田2丁目1985番
地

22-4361 畳 300 〇

（株）エディオン日田店 尾畑　貴浩 大字友田802-3 26-0100
家電、エレクトロニクス製品販売
及びサービス工事

1190000

（株）ナフコ日田店 黒木　幸一
大字上野字ﾀﾞｲﾑ1-
16

22-2141 日用品、インテリア、家具 353252 〇
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（有）ノムラ電器 野村　裕司 銭渕町42-6 23-1785 電気器具販売・修理、空調 500

（株）ミズタ 水田　忠幸 豆田町13番1号 22-4167 土木建築用資材、家庭用金物類 1000 〇

医薬品・化粧品小売業

（有）きたご調剤薬局 北郷　太門 中央2丁目6番40号 24-6301 医薬品 1000 〇

（株）ココカラファイン
ヘルスケア

塚本　厚志 南元町1-2 22-8341
医薬品、日用品、健康食品、化粧
品、その他

5000

（株）シンリョウ薬品 阿南　良信 大字有田1562-1 23-8098 医薬品 1000 〇

（有）日田薬剤師会会営
薬局

小野　一行 大字三和659番地3 28-5547
医薬品、薬局の経営、それに附帯
する一切の業務

300

燃料小売業

（有）運事協 宮崎　和夫 大字友田78番地の4 23-6060 ガソリン・軽油販売 500 〇

（有）嶋津米穀プロパン 嶋津　裕章 豆田町13番7号 22-3371
米・プロパン・石油・住宅機器・
ガス器具販売

500 〇

清水住設（株） 清水　忠彦 大字日高1367番地1 23-0080
プロパンガス、厨房・流し台販
売、住宅設備機器

1000 〇

大英石油（株） 石井　庄次 大字十二町652-1 22-2177 石油 1000 〇

（有）宝屋プロパンガス 藤木　宣久 玉川3丁目1481-6 22-3640 プロパンガス 300 〇

（有）武内米穀プロパン
店

武内　和哉 本町2番14号 22-3319 プロパンガス、灯油、米 500 〇

（有）谷石油 大関　朗 大字日高3019の1 24-2664 石油 500 〇

（有）原田プロパン 原田　宏実 玉川町1-5 22-3648 プロパンガス 300 〇

（有）日高石油 日髙　雅之 上城内町1番22号 22-6624 石油 500 〇

日田九石販売（有） 髙倉　公博
大字石井1178番地
の6

22-6061 石油、新車・中古車販売 1980 〇

（有）日田プロパンガス
商会

佐治　修
大字十二町723番地
の8

22-0831
酸素ガス、アセチレンガス、ＬＰ
Ｇ

　 〇

（株）丸菱商会 梅野　崇 亀山町5-18 23-3175 プロパンガス 1000 〇

（株）やはたガス 矢羽田　豪
大字十二町字馬場
160番地2

23-9106 プロパンガス 　 〇

書籍・雑誌・文具等小売
業

（株）かがし屋日田店 笠原　典子 南友田町123-1 23-7636 文具、事務用品 4427 〇

スポーツ・がん具・楽
器・娯楽用品小売業

（有）石松人形店 石松　孝之 中央1丁目1番15号 22-5603
節句人形、玩具、盆提灯、羽子
板、破魔弓、ひな人形、五月人形

　 〇

サガラスポーツ（株） 相良　貢吉
三本松1丁目4番48
号

24-3663 スポーツ用品 1000 〇

（株）釣具のまつお 松尾　壽夫
大字庄手759番地の
1

22-3968 釣具、アウトドア用品 300 〇

（株）武道河北 河北　幸久
中央1丁目4-5奥谷
ﾋﾞﾙ1階

28-5728 武道具販売 　 〇
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商号又は名所 代表者名 所在地 電話 業種又は取扱品目
資本金
（万円）

会
員

時計・眼鏡・貴金属類小
売業

（株）一心堂 佐藤　孝昭 中央1丁目2番23号 22-3535 時計、宝石、貴金属 1000 〇

（有）さぬいコンタクト 讃井　浩喜 上城内町1番11号 23-7177 コンタクトレンズ 300 〇

生花・花卉小売業

（有）白石生花店 白石　章二 亀山町5番45号 22-2281 生花、鉢物 500 〇

他に分類されない小売業

（株）エムナ 水上　美雪
大字十二町204番地
7

28-6868 環境製品販売、消防設備点検 300 〇

（有）大安塗料 小池　将光 玉川町59の1 22-3075
塗料全般、塗装用機具、ワックス
類、刷毛、塗装用消耗品

300 〇

（有）古美術海雲学 三浦　邦盛 高瀬本町234-4 23-9012 古美術・骨董卸小売 500 〇

（有）こもれび工房 圓川　亮一郎 豆田町10番1号 24-3441 木製履物、木工品 300 〇

（株）ダイヤックス 宮永　多加志 本町2-9 22-7889 調味料、布地、雑貨 1000

（有）はし萬商店 平木　洋二 玉川町62番地8 22-4435
割箸、広告マッチ、食品包装資
材、業務用品卸、包装用品、食品
容器、事務用品、店舗用品

300 〇

（株）ヒノデ建機 中島　幸生
大字十二町551番地
の3

24-6156 建設資材等の販売 300 〇

（株）ホンカワ 本川　和幸 大字高瀬3898番地 22-6509
酪農用飼料の製造販売・輸入、産
業廃棄物の収集・運搬・処理

1000

（有）リミックス 永田　耕一 淡窓1丁目4-9 24-7887 男性・女性服、雑貨 300 〇

飲食業

（有）アシエート 田島　明 本町8番21号 22-1140 飲食店 300 〇

（有）いた屋 板谷　ケシノ 港町3番33号 22-1182 川魚 500 〇

（有）一番鶏 長尾　康規 中央2丁目3番22号 24-2703 とり料理 300 〇

（有）琴平 崔本　正義 琴平町1571-1 26-0022
そば、公衆浴場（露天風呂、家族
風呂）

300 〇

（有）五葉苑 浦塚　大学 財津町2635番地の4 24-3302 焼肉店 700 〇

（株）山海 東　光義
大字高瀬字手崎
1176番地の1

22-5582
レストラン、四季創作料理及びパ
ンケーキの販売

1000

（有）寿し金 梶原　盛雄 亀山町5番10号 22-5516 寿司 300 〇

（株）ダイヤモンドフー
ズ

手島　栄俊 大字十二町697-1 24-2911 焼肉店 1000 〇

（有）寶屋 佐々木　美徳 元町13番1号 24-4366 飲食店 500 〇

（有）戸山うなぎ 戸山　芳男 三芳小渕町1117-7 22-4451 飲食店 300 〇

（有）ファンタジスタ
Bar　ｉｆ

江田　毅寿 中本町6-7 22-1012 飲食店（バー、カフェ） 〇

三隈川観光開発（株） 梶原　孝史 若宮町1233-22 24-0420 川魚、川魚料理 1310 〇
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資本金
（万円）
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（有）ユーマッソたこ万
本店

杉森　修 隈2丁目8-5 22-4411 飲食店 300 〇

銀行

（株）大分銀行日田支店 由川　賢治 三本松1丁目1番2号 23-2101 銀行 1959843 〇

（株）大分銀行豆田支店 中野　哲朗 豆田町4番11号 22-2107 銀行 1959800 〇

（株）筑邦銀行日田支店 鬼丸　逸哉 本庄町1番8号 24-3171 銀行 800000 〇

（株）西日本シティ銀行
日田支店

河野　貴光
三本松1丁目12番1
号

23-3194 銀行 8570000 〇

（株）福岡銀行日田支店 金崎　正泰 中央1丁目3番22号 24-4111 銀行 10000000 〇

（株）豊和銀行日田支店 宮本　智 本町9番13号 22-5121 銀行 1240000 〇

保険業

朝日生命保険（相）日田
出張所

水民　英介 中央2丁目464-1 22-2949 保険 0

第一生命保険（株）日田
営業オフィス

山口　雄士 大字田島582-1
3782-
7002

保険 0

東京海上日動火災保険
（株）大分支店・中津支
社・日田事務所

佐藤　裕史 田島2丁目1-20-2F 24-3461 10190000 〇

フコク生命保険（相）日
田営業所

大賀　忠直 若宮町1番3号 24-4755 生命保険 0 〇

保険媒介代理・保険サー
ビス業

（株）Ｅ－サポート 石井　眞一 田島1丁目7-40 23-8811 損害保険・生命保険代理業 500 〇

（有）一ノ宮保険事務所 一ノ宮　勝己
田島1丁目7-5古城
ﾋﾞﾙ2F201

22-4183 生命保険、損害保険 300 〇

（株）原田保険事務所 原田　美奈子 三本松2丁目2番9号 24-5050 損害保険、生命保険 300 〇

（株）ほけん企画 武石　彰
田島2丁目5-6(大幸
ﾋﾞﾙ)

28-6830 生命保険、損害保険 300 〇

（株）松本保険サービス 松本　英利 東町3-66 22-5205 損害保険代理業、生命保険募集業 300 〇

不動産取引業

（株）伊藤不動産 伊藤　尚樹 玉川3丁目1459-1 22-4034
不動産売買・賃貸・管理、住宅建
築・リフォーム、木材販売

500 〇

（株）セントラル都市開
発

樋口　健一郎 中央1丁目1番24号 23-8115 不動産売買・賃貸、建築 1000

ハートピア（有） 坂本　亮一 中央2丁目2番1号 22-2234 不動産賃貸借・売買・仲介・管理 300 〇

（有）ファースト不動産
企画

田中　耕一
三本松1丁目12番40
号1F-Ⅱ

28-7576
土地の買取・分譲、中古住宅買取
リフォーム・リノベーション再販

300 〇

丸善（株） 三笘　康之 城町2丁目8番5号 23-3138 不動産 1000 〇

（有）明代不動産 中川　康介 田島本町2番36号 23-3388 不動産仲介、土地分譲、賃貸業 600 〇

不動産賃貸業

（有）グローバル 矢野　裕 大字竹田353番地8 23-5330
不動産賃貸・管理・保有・運用／
ビルメンテナンス／家具・インテ
リア販売／飲食店・コンビニ経営

300
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資本金
（万円）
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（有）サカモト 坂本　陽一 下井手町76 24-5555 不動産、音楽関係 300 〇

（有）スギ 杉　悠子 隈2丁目5番15号 22-3125
不動産所有・賃貸、淡水魚養殖・
販売

（株）大地不動産 原田　寿裕 竹田新町1番7号 24-7578
不動産の売買・賃貸・管理・仲
介、土地開発・宅地造成・分譲地
販売　他

300 〇

（株）ニッポープランニ
ング

十時　康裕 三本松2丁目1番5号 22-0508
不動産売買・仲介・賃貸・信託管
理、宅地造成、住宅建売販売

3000 〇

（有）原田ビル 原田　啓介 中央1丁目1番11号 24-5008 不動産 300

（有）日田カーサービス
センター

日髙　雅之 田島2丁目4-2 22-3646 土地、建物の賃貸業 300

日田中央ジーシー（株） 川浪　孝男 大字友田3725番地 24-6110 不動産賃貸物件 1000

（株）ＦＩＬＬ 松本　妃鶴 大字三和175-3 23-4818 不動産のリース、レンタル、賃貸 300

マルイ商事（有） 石井　眞一 田島1丁目7-40 23-8811 不動産 300 〇

不動産管理業

（有）梶原 梶原　弘之 隈1丁目2-32
926-
0971

不動産管理他 300

（有）紅屋 加藤　崇之 元町19番11号 23-1229
不動産賃貸・管理、文化サークル
事業

300 〇

リース・レンタル業

稲尾（株） 稲尾　哲哉 大字竹田401-1 24-0170 建設機材及び生活用品等リース業 1500 〇

（株）サニクリーン九州
日田営業所

後藤　和久
大字十二町167番地
1

23-4120
清掃用品（マット、モップ等）、
環境衛生用品（空気清浄機等）他

10000

（株）日田クレーン工業 吉野　克己
大字石井789番地の
10

24-0095 クレーンリース、運送、建設業 1120 〇

（有）日田レンタリース 阿部　浩
大字友田112番地の
5

22-5554 レンタリース 800

ホテル・旅館等宿泊施設

（株）アールホテルズ 藤井　久美子 元町17番3号 24-6000
ビジネスホテル、シティホテル、
宿泊、飲食業

4500 〇

（株）亀山亭ホテル 諌山　寿明 隈1丁目3番10号 23-2191 ホテル 300 〇

（資）グランドホテル三
隈

諫山　吉晴 隈1丁目3番19号 23-3000 ホテル 3900 〇

（有）サンホテル日田 財津　智彦 中央2丁目2-5 22-0303 ビジネスホテル 1000 〇

（有）陶遂園 藤井　博巳 上野町474-1 24-4122 宿泊、宴会 300 〇

（有）ひなの里　山陽館 麻生　雅憲 隈1丁目3番8号 22-2134
旅館業、飲食店業、不動産の賃貸
等

1000 〇

（株）萬屋 大石　明宣 隈1丁目3番12号 22-3138
宿泊、宴会、中食、土産品店、喫
茶、飲食

2500 〇

公衆浴場

（有）夜明薬湯温泉 福嶋　智巳
大字川下714番地の
3

27-2809 浴場 300

冠婚葬祭業
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あやめ会館（株） 後藤　成人 大字三和95番地1 28-6655 総合葬斎 1000 〇

他に分類されない個人
サービス業

（株）おそうじバスター
ズひた

加納　信男
大字十二町624番地
の22

26-0212 ホームメンテナンス 1000 〇

（有）河野不動産鑑定事
務所

河野　清 上城内町1番35号 23-7711 不動産の鑑定評価 300 〇

運動施設

（有）オーステン 東　保雄 日の出町27-11 22-8448
スイミングスクール、トレーニン
グルーム

3000 〇

西日本観光（株） 合原　眞知子 隈2丁目2番36号 23-5656 ボウリング場 3000 〇

（有）西乃山 梶原　聖
大字友田3320番地
の3

27-2811 ゴルフ練習場 620 〇

（株）日田ゴルフ場 佐藤　英治
大字西有田1900番
地

22-4111 ゴルフ場 1120 〇

遊戯場

（株）ジー・ピー・
エー・コーポレーション

木下　昭彦
大字友田字荻鶴
986-1

22-8888
遊技場、飲食業、ゲームセン
ター、温浴施設

1000 〇

（株）光会館 長野　次郎 中央2丁目1番23号 23-0157 パチンコ 1000 〇

自動車整備業

（有）カーサービスひの 日野　忠孝
大字友田111番地の
2

24-3700 自動車整備 500 〇

（有）カードクター・フ
カミ

平川　好美 大字友田10番地の1 23-6072 自動車整備 　 〇

（有）黒岩自動車 原田　信義 亀川町797-3 22-3477 自動車整備 300 〇

白手橋自動車（株） 梶原　靖彦 大字川下82番地の1 24-1500
各種新車・中古車販売、鈑金塗
装、レンタカー、リース業

1800 〇

日田ディーゼル自動車
（株）

石橋　章次郎
上城内町785番地の
2

24-6128
自動車整備、自動車販売、リサイ
クル部品販売

1600 〇

（有）松本自動車工場 松本　亮二 大字有田464番地1 23-6171
自動車販売・整備・鈑金塗装、車
検取次

300 〇

山西自動車（株） 西　久子 若宮町391-1 22-6151
自動車整備、各種新車・中古車販
売

1200 〇

その他の修理・整備業

（株）技建 矢羽田　裕二
大字花月字長田
1198-2

24-9852 建設機械修理、土木工事一式 1000 〇

（有）中島産業 中島　幸生 大字北豆田1282-1 24-5456 特類重機整備 500 〇

情報サービス業

（有）日栄通信システム 梶原　上智 亀山町4番4号 22-4978
情報通信機器販売（ナースコー
ル・ビジネスホン・防犯カメラ・
無線機器）、設備工事

600 〇

広告業

（株）地元新聞社 中西　浩
大字十二町624番地
の22

22-5324
求人情報、情報紙、ポスティン
グ、WEB制作

1000 〇

建物サービス業
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中央ビル管理（株） 末松　一成 大字友田1034-1 24-7363
建築物清掃業、一般廃棄物収集
業、建築物飲料水貯水槽清掃業

1350 〇

（有）日建クリーン 小江　恭充 有田町947-13 A-6 24-4876
清掃業(建物等)、一般廃棄物収集
運搬、設備管理、清掃用品販売、
電解水生成器販売、消毒

300

（株）日田ビル管理セン
ター

髙山　英彦
玉川3丁目624番地
の22

22-2525 ビル清掃 1000 〇

（有）日田ビル美装 新川　仁士 大字高瀬806-2 23-8304 清掃、廃棄物収集 300 〇

警備業

朝日警備保障（株）日田
支社

井　隆治 田島2丁目1-20 5F 24-6303
機械警備業務、常駐・交通誘導業
務、防災設備点検・カメラ設置、
警備全般

2000 〇

綜合警備保障（株）大分
支社日田営業所

西野　誠 田島2丁目4-1 2F 22-2076 警備全般 1867501

（株）にしけい 朝倉支
社 日田営業所

矢野　憲二郎
中央1丁目1番7号LD
ﾋﾞﾙ3F

24-0967 警備全般 7900

土木建築サービス業

（株）イーエイチ設計 深見　則男
大字南豆田475番地
の1

22-4237 建築設計 1000 〇

（有）イサモト土地企画
設計

諌本　源太 田島2丁目156番地1 24-3135 測量・土地開発設計 300 〇

大分技術開発（株） 佐藤　雅治 田島1丁目17番10号 22-3181 測量、建設コンサルタント 1000 〇

（株）ＫＡＫＵＤＯ 笠原　健彦 大字庄手803番地2 28-7773 設計及び施工 500 〇

（有）ＣＡＮ総合事務所 羽野　福美 田島本町6-23 24-5183 測量、土木設計 　 〇

九州測量（株） 手嶋　真一郎 下井手町21番地 23-4025 測量 1000 〇

九大測量設計（株） 髙倉　敏彦
大字日高3040番地
の4

24-6711 測量、設計 1000 〇

（有）総合測量コンサル
タント

髙倉　秀樹 上城内町7-65 26-0828
測量業、建設コンサルタント及び
補償コンサルタント他

300 〇

（有）測量企画センター 川島　真一 日の出町9番地の1 23-9133 測量、設計 500 〇

大日測量設計（株） 冷川　剛彦 中城町3番7号 23-3378
土木設計コンサルタント、補償コ
ンサルタント業、土木施工管理、
測量業、国土調査、水文観測

1000 〇

（株）東豊開発コンサル
タント

伊藤　良浩 吹上町10番25号 23-1289 測量、土木設計・監理・調査 1000 〇

（株）ヒグチ設計 樋口　健一郎 中央1丁目1番24号 23-8097
建築土木の設計管理・企画・コン
サルタント

1000

（有）藤原設計 藤原　秀樹 田島1丁目7番43号 建築設計 300 〇

（有）雄成測量 後藤　文夫 大字高瀬280-6 27-6037 測量 300 〇

（有）ランドマップ 長尾　隆 田島2丁目11番31号 22-3925 測量 300 〇

他に分類されないサービ
ス業

（有）いいだ動物病院 飯田　主税
大字北豆田1466番
地1

24-6014 大動物・小動物の診察 300 〇

（株）ウェブ 長野　幸子 中央2丁目1番23号 22-8910 業務請負、社員教育研修、飲食 1000

（有）Ｍ－ＰＲＯＪＥＣ
Ｔ

森山　孝一 大字石井631-2 22-3404
市況に関する調査・研究・情報提
供及びコンサルティング　他

300

- 18 -



商号又は名所 代表者名 所在地 電話 業種又は取扱品目
資本金
（万円）

会
員

（有）オガウチ経営サ
ポート

小ヶ内　聡行 中本町4-1 22-3448 保険代理店業 300

オガウチ濱田税理士法人 小ヶ内　聡行 中本町4-1 22-3448 税理士事務所 1900 〇

（有）久保産業 鑓水　真貴子 大字有田947-14 24-5004
建築物・各種施設清掃・管理、一
般廃棄物収集運搬、消防施設点
検、清掃用具販売

300

（株）髙橋 髙橋　祥三 淡窓1丁目2番33号 22-9898
経営に関する事業、整骨院の経
営、エステティックサロン等の経
営他

900

（株）羽衣 森　豊 若宮町3番34号 22-6049 紋書、湯のし、シミヌキ、京洗い 300 〇

（株）モリショウ 森山　和浩
大字東有田2813番
地22

26-0850 持株会社 1000 〇

歯科技工所

（有）リアルデンタルラ
ボ

谷本　理一
大字三和1436番地
の1

24-5756 歯科技工 300 〇

医療保険・同関連業

（有）みつばメディカル 膳所　久美子 本町8番32号 23-6095 医療保険、駐車場、店舗賃貸業 1000 〇

廃棄物処理業

（有）あやめコーポレー
ション

小野　孝博 大字有田947番地31 26-3300
事業系一般廃棄物・産業廃棄物・
粗大ゴミ収集

300 〇

（株）花月産廃 石井　努 大字三和1390番地3 22-1975 産業廃棄物処分業及び収集運搬業 300 〇

（有）西部開発 千原　成文
大字東有田2819番
地3

24-1388
産業廃棄物収集運搬及び処分、再
生ラン販売

300

中津ゆうび（有）日田支
店

髙司　洋志 松野町3970-13 27-7410 一般・産業廃棄物処理業 300 〇

日田産廃（有） 梶原　健一
大字北豆田1284番
地の1

23-5643
建設廃材、金属くず、再生砕石、
エコ頑固販売、産業廃棄物収集運
搬業

300 〇

平山産業（株） 崔　起成 大字堂尾125-2 24-6354 産業廃棄物、一般廃棄物 8000 〇

職業訓練施設

（株）日田自動車教習所 諌本　憲司 桃山町2441番地 22-6236 自動車学校 5000 〇

介護事業

（有）オアシス 日高　孝能 田島町735-3 22-0005
訪問介護・居宅介護支援等、障害
者・老人・児童福祉関連事業

300

（有）環彩 石松　博宣 大字日高1060-10 24-3777
福祉用具、レンタル、介護用品販
売

420

環世維（株） 石松　宜彦 田島本町2番13号 23-0125
介護関連事業、建設関連事業、宅
建

1000

グリーンホールディング
ス（株）

石井　賢治 大字庄手647番地 22-7777
地域通貨・ボランティア通貨に関
する事業・調査・研究

2036

（有）光洋 志谷　洋子 日の出町163 24-7748
居宅介護支援、訪問介護、身障者
居宅介護、児童居宅介護、障害福
祉サービス

300 〇

（株）シンシアリー 平川　加奈江 大字花月1407番地 27-7337
金属加工（障害者就労継続支援A
型、障害者就労継続支援B型、障
害者生活訓練、自立支援法に基づ

800 〇

ネピオ（株） 石松　ふさ子 日高町2757-3 26-0039
居宅介護支援、福祉用具貸与・販
売、住宅改修　他

1050

（株）マルモ 森山　紀美子 大字石井631番2 22-0607 介護施設、不動産賃貸業 2000 〇
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（株）湯味寿 小西　総一 大字三和825番3 26-0889 デイサービス 1120 〇
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