
８７０-８６７７ 梅林建設 (株),大分県,大分市,舞鶴町,１-４－３５

８７０-８６６０ ＮＨＫ 大分放送局,大分県,大分市,高砂町,２－３６

８７０-８５２４ 大分朝日放送 (株),大分県,大分市,新川西,１２

８７０-８５８８ 大分刑務所,大分県,大分市,大字畑中,３０３-

８７０-８５０３ 大分県 教育庁,大分県,大分市,府内町,３-１０－１

８７０-８５０２ 大分県 警察本部,大分県,大分市,大手町,３-１－１

８７０-８５６３ 大分県医師会,大分県,大分市,大字駄原, 1-９２

８７０-８５０１ 大分県庁,大分県,大分市,大手町,３-１－１

８７０-８５６０ 大分県立 大分西高等学校,大分県,大分市,新春日町,２-１－１

８７０-８５２５ 大分県立 爽風館高等学校,大分県,大分市,上野丘,１-１１番１４号

８７０-８５１１ 大分県立病院,大分県,大分市,大字豊饒,４７６

８７０-８５５５ 大分公共職業安定所 (ハローワーク大分）,大分県,大分市,都町,４-１－２０

８７０-８５０６ 大分市保健所,大分県,大分市,荷揚町,６番１号

８７０-８５０４ 大分市役所,大分県,大分市,荷揚町,２－３１

８７０-８５１０ 大分地方検察庁,大分県,大分市,荷揚町,７番５号

８７０-８５６４ 大分地方裁判所,大分県,大分市,荷揚町,７－１５

８７０-８５１３ 大分地方法務局,大分県,大分市,荷揚町,７番５号

８７０-８５３８ 大分トヨペット (株),大分県,大分市,王子南町,８－２１

８７０-８５２３ 大分保護観察所,大分県,大分市,荷揚町,７番５号

８７０-８６７６ (株) サン・ダイコー,大分県,大分市,西大道,２-３番２８号

８７０-８６０２ (株) アステム,大分県,大分市,西大道,二-３番８号

８７０-８５５８ (株) エフエム大分,大分県,大分市,府内町,３-８番８号

８７０-８６３６ (株) テレビ大分,大分県,大分市,,春日浦８４３－２５

８７０-８６８８ (株) トキハ (大分店）,大分県,大分市,府内町,２-１－４

８７０-８５３５ (株) マルショク,大分県,大分市,東春日町,１１－１３

８７０-８５４４ 社会保険診療報酬支払基金 大分支部,大分県,大分市,新川町,２-５番１７号

８７０-８５５０ ＪＲおおいたシティ,大分県,大分市,要町,１番１４号

８７０-８５７０ 全国健康保険協会 大分支部,大分県,大分市,金池南,１－５－１

８７０-８６３５ 全国農業協同組合連合会 大分県本部,大分県,大分市,大字古国府,１２２０

８７０-０３９８ ＴＯＴＯ (株) 大分工場,大分県,大分市,大字屋山,３００

８７０-８５６２ 東京海上日動火災保険 (株) 大分支店,大分県,大分市,荷揚町,３番６号

８７０-８５２１ 福岡入国管理局 大分出張所,大分県,大分市,荷揚町,７番５号

８７０-８５５１ 富士通 (株) 大分システムラボラトリ,大分県,大分市,東春日町,１７－５８

８７０-８５４１ フジボウファイバー (株) 大分工場,大分県,大分市,大字生石,９６１-

８７０-８５８５ ヤマキ (株),大分県,大分市,中島中央,３-４－１８

８７０-０１９３ (財） 西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター,大分県,大分市,高城南町,１１－７

８７０-０１９２ 医療法人 敬和会 大分岡病院,大分県,大分市,西鶴崎,３-７－１１

８７０-０１９８ 江藤酸素 (株),大分県,大分市,乙津町,１番１６号

８７０-０１９５ 王子製紙 (株） 大分工場,大分県,大分市,大字小中島,８７２－１

８７０-０１９７ (株) ジャパンセミコンダクター 大分事業所,大分県,大分市,大字松岡,３５００

８７０-０１８９ 昭和電工 (株) 大分事務所,大分県,大分市,大字中ノ洲,２

８７０-０１９４ 住友化学工業 (株) 大分工場,大分県,大分市,大字鶴崎,２２００

８７０-０１９６ 鶴崎海陸運輸 (株),大分県,大分市,大字三佐,１０００

８７０-０２９２ 大分キヤノン (株) 大分事業所,大分県,大分市,大字迫,５６４－１

８７０-０３９６ 旭化成クラレメディカル (株),大分県,大分市,大字里,2-１１

８７０-０３９２ 旭化成工業 (株) 大分工場,大分県,大分市,大字里,２６２０

８７０-０３９３ 大分県立 大分東高等学校,大分県,大分市,大字屋山,２００９

８７０-０３９５ (株) 三井Ｅ＆Ｓマシナリー 大分工場,大分県,大分市,大字日吉原,３-

８７０-０３９７ 日本文理大学,大分県,大分市,大字一木,１７２７－１６２

８７０-０４０１ 大分県運転免許センター,大分県,大分市,大字松岡,６６８７

８７０-０９９２ 日本製鉄 (株) 九州製鉄所大分地区,大分県,大分市,西ノ洲,一�
８７０-１１９５ 大分市医師会立 アルメイダ病院,大分県,大分市,大字宮崎,１５０９－２

８７０-１１９２ 大分大学,大分県,大分市,大字旦野原,７００

８７０-１１９８ (株) トキハ稙田店,大分県,大分市,大字玉沢,字楠本７５５－１

８７０-１２９２ 大分市役所 野津原支所,大分県,大分市,大字野津原,８００

８７０-８６３４ 大分県 信用農業協同組合連合会,大分県,大分市,舞鶴町,１-４－１５

８７０-８６１９ 大分県酒類卸 (株),大分県,大分市,碩田町,３-１－４１

８７０-８６８７ 大分県信用組合,大分県,大分市,中島西,２-４－１

８７０-８６０５ 大分合同新聞社,大分県,大分市,府内町,３-９－１５

８７０-８６４６ 大分信用金庫,大分県,大分市,大道町,３-４－４２

８７０-８６１６ 大分税務署,大分県,大分市,中島西,１-１－３２

８７０-８６６５ (株) オーシー,大分県,大分市,末広町,２-３－２８

８７０-８６０１ (株) 大分銀行,大分県,大分市,府内町,３-４－１

８７０-８６２７ (株) 大分銀行事務センター,大分県,大分市,城崎町,２-６－３１

８７０-８６２０ (株) 大分放送,大分県,大分市,今津留,３-１－１

８７０-８６１１ (株) 佐伯建設,大分県,大分市,中島西,３-５－１

８７０-８６８６ (株) 豊和銀行,大分県,大分市,王子中町,４－１０

８７０-８６５８ 学校法人 平松学園,大分県,大分市,千代町,２-４－４

８７４-８５８５ 大分県 厚生農業協同組合連合会,大分県,別府市,大字鶴見,４３３３

８７４-８６３９ 大分みらい信用金庫,大分県,別府市,駅前本町,１－３１
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８７４-８６６０ (株) 大分銀行 別府支店,大分県,別府市,末広町,１番３２号

８７４-８５５８ (株) トキハ 別府店,大分県,別府市,北浜,２-９－１

８７４-８６６６ (株) 西日本後楽園,大分県,別府市,大字東山,１２３-の１

８７４-８５０１ 学校法人 別府大学,大分県,別府市,大字北石垣,８２

８７４-８５６７ 学校法人 溝部学園,大分県,別府市,大字野田,７８-

８７４-８５３８ 国家公務員共済組合連合会 新別府病院,大分県,別府市,大字鶴見,３８９８-

８７４-８５５７ ＣＴＢメディア (株),大分県,別府市,堀田,７組－１

８７４-８６１１ 社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター,

８７４-８６１１ 大分県,別府市,鶴見,１０２６－１０

８７４-８５５５ 別府社会保険事務所,大分県,別府市,西野口町,２－４１

８７４-８５１１ 別府市役所,大分県,別府市,上野口町,１－１５

８７４-８５８８ 別府商工会議所,大分県,別府市,楠町,５－１７

８７４-８６８６ 別府税務署,大分県,別府市,光町,２２－２５

８７４-８６８８ べっぷ日出農業協同組合,大分県,別府市,鶴見,４５-の３

８７４-８５７７ 立命館アジア太平洋大学,大分県,別府市,,大字十文字原１番１号

８７１-８５２１ (株) 井筒屋 中津店,大分県,中津市,大字島田,１３４-の１

８７１-８６２９ (株) 大分銀行 中津支店,大分県,中津市,豊田町,２-１０

８７１-８６６６ (株) 中野産業機械,大分県,中津市,大字上如水,１８２５－１０

８７１-８５０２ 九州電力 中津営業所,大分県,中津市,中央町,１-２－５

８７１-８５７７ サンリブ中津,大分県,中津市,豊田町,９－１０

８７１-８５５５ ＴＯＴＯサニテクノ (株),大分県,中津市,大字是則,７００-

８７１-８６８６ 中津鋼管工業 (株),大分県,中津市,大字東浜,３３２

８７１-８６０９ 中津公共職業安定所,大分県,中津市,大字中殿,５５０-の２１

８７１-８５１０ 中津市商工会議所,大分県,中津市,殿町,１３８３－１

８７１-８５１１ 中津市民病院,大分県,中津市,大字下池永,１７３

８７１-８５０１ 中津市役所,大分県,中津市,豊田町,３－１４

８７１-８６４２ 中津税務署,大分県,中津市,大字中殿,５５０-の２０

８７１-８６８８ 八光産業 (株) 中津工場,大分県,中津市,大字是則,１１３６

８７１-０１９２ 中津市役所 三光支所,大分県,中津市,三光原口,６４４－７

８７１-０２９５ 中津市役所 本耶馬溪支所,大分県,中津市,本耶馬渓町曽木,１８００

８７１-０７９５ 中津市役所 山国支所,大分県,中津市,山国町守実,１３０-

８７７-８５０１ 中央発条工業 (株),大分県,日田市,大字十二町,５０３

８７７-８５５５ ニッポー物流サービス (株),大分県,日田市,大字友田,９１０

８７７-８６０１ 日田市役所,大分県,日田市,田島,２-６－１

８７７-８６８６ 日田商工会議所,大分県,日田市,三本松,２-２－１６

８７７-０２９６ 大分大山町農業協同組合,大分県,日田市,大山町西大山,３４８７

８７７-０３９３ 日田市役所 上津江振興局,大分県,日田市,上津江町川原,２７１０

８７７-０３９２ 日田市役所 中津江振興局,大分県,日田市,中津江村栃野,３５３

８７７-１２９２ 大分県 済生会 日田病院,大分県,日田市,大字三和,清水町６４３－７

８７９-４１９４ 九州電力 (株) 日田電力所,大分県,日田市,天瀬町女子畑,７０７－２

８７９-４２９２ 日田市役所 天瀬町振興局,大分県,日田市,天瀬町桜竹,６７１－２

８７６-８５８０ (株) 興人 佐伯工場,大分県,佐伯市,東浜,１－６

８７６-８５５５ 九州電力 (株) 佐伯営業所,大分県,佐伯市,蟹田,７－８

８７６-８５８５ 佐伯市役所,大分県,佐伯市,中村南町,１－１

８７６-８６６６ 佐伯信用金庫,大分県,佐伯市,中村東町,６－１０

８７６-８６０１ 佐伯税務署,大分県,佐伯市,蟹田,９－５

８７６-２４９２ 佐伯市 蒲江振興局,大分県,佐伯市,蒲江大字蒲江浦,３２８３

８７９-２６９２ 佐伯市 上浦振興局,大分県,佐伯市,上浦大字津井浦,１４００－３

８７５-８５０１ 臼杵市役所,大分県,臼杵市,大字臼杵, 1-７２

８７５-８６８６ 臼杵税務署,大分県,臼杵市,大字臼杵,２の１０７番６３７

８７５-８６１６ 富士甚醤油 (株),大分県,臼杵市,大字臼杵,５５１－２

８７５-８６１２ フンドーキン醤油 (株),大分県,臼杵市,大字臼杵,５０１

８７５-０２９２ 臼杵市役所 野津庁舎,大分県,臼杵市,野津町大字野津市,３２６－１

８７８-８５５５ 竹田市役所,大分県,竹田市,大字会々,１６５０

８７９-６１９２ 竹田市 荻支所,大分県,竹田市,荻町恵良原,１７７２-７

８７９-０６９２ 豊後高田市役所,大分県,豊後高田市,大字御玉,１１４

８７３-８５０１ 大分キヤノンマテリアル (株),大分県,杵築市,大字熊野,１－１１１

８７２-０５９２ 宇佐市役所 安心院支所,大分県,宇佐市,安心院町下毛,２１１５

８７９-０４９８ 宇佐 税務署,大分県,宇佐市,大字上田,１０５５－１

８７９-０４９２ 宇佐市役所,大分県,宇佐市,大字上田,１０３０

８７９-０４９５ 三和酒類 (株),大分県,宇佐市,大字山本, 1-３１

８７９-０４９３ パナソニックコミュニケーションズ (株) デバイスカンパニー大分,

８７９-０４９３ 大分県,宇佐市,大字上田,２１１１

８７９-６６９２ 豊後大野市民病院,大分県,豊後大野市,緒方町馬場,２７６-

８７９-７１９８ 豊後大野市役所,大分県,豊後大野市,三重町市場,１２２０

８７９-７１９２ 三重税務署,大分県,豊後大野市,三重町市場,１２２５-９

８７９-５１９８ (株) 亀の井別荘,大分県,由布市,湯布院町川上,２６３３

８７９-５１９７ (株) 玉の湯,大分県,由布市,湯布院町川上, 1-３１

８７９-５１９６ 有限会社 山水館,大分県,由布市,湯布院町川南,１０８－１

８７９-５１９３ 湯布院厚生年金病院,大分県,由布市,湯布院町川南,２５２



８７９-５１９２ 由布市役所 湯布院庁舎,大分県,由布市,湯布院町川上, 1-３８

８７９-５１９５ 陸上自衛隊 湯布院駐屯地,大分県,由布市,湯布院町川上,９４１

８７９-５４９８ 由布市役所 庄内庁舎,大分県,由布市,庄内町柿原,３０２

８７９-５５９３ 大分大学 医学部,大分県,由布市,挾間町医大ケ丘,１-１-

８７９-５５９５ 大分大学 医学部附属図書館,大分県,由布市,挾間町医大ケ丘,１-１-

８７９-５５９２ 由布市役所 挾間庁舎,大分県,由布市,挾間町向原,１２８－１

８７３-０２９３ 安岐総合支所,大分県,国東市,安岐町中園,１００

８７３-０２９２ 大分キヤノン (株),大分県,国東市,安岐町下原,７１０

８７３-０２９８ 国東市民病院,大分県,国東市,安岐町下原,１４５６

８７３-０４９８ 武蔵総合支所,大分県,国東市,武蔵町古市,６８４

８７９-１５９８ (株) ハーモニーランド,大分県,速見郡日出町,大字藤原,５９３３

８７９-１５９５ 日本テキサス・インスツルメンツ (株) 日出工場,

８７９-１５９５ 大分県,速見郡日出町,大字川崎,字高尾４２６０

８７９-１５９２ 日出町役場,大分県,速見郡日出町,,２９７４-の１

８７９-４６９２ 八鹿酒造 (株),大分県,玖珠郡九重町,大字右田,３３６４

８７９-４４９２ 玖珠町役場,大分県,玖珠郡玖珠町,大字帆足,２６８－５

８７９-４４９８ 陸上自衛隊玖珠駐屯地,大分県,玖珠郡玖珠町,大字帆足,２４９４




