
No,
採択
結果

管理番号
(10桁)

商工会 事業者 代表者

1 採択 2803440001 中津市しもげ マイカーセンターヨシトミ 代表　吉富　文博

2 採択 2803440002 中津市しもげ 理容テラサカ 代表　寺坂　公広

3 採択 2803440004 九重町 合資会社　日野商店 代表社員　日野　爾郎

4 採択 2803440005 由布市 株式会社　友象 代表取締役　岡崎　聡

5 採択 2803440006 杵築市 有限会社　阿部製作所 代表取締役　阿部　昌弘

6 採択 2803440007 杵築市 株式会社　正光堂時計店 代表取締役　内田　英克

7 採択 2803440010 日出町 総合広告ナガノ 代表　長野　晴行

8 採択 2803440011 日出町 えとう整骨院 江藤　公博

9 採択 2803440012 由布市 有限会社　住宅企画 佐藤　幸一

10 採択 2803440013 国東市 味処　はなぶさ 代表　平田　克見

11 採択 2803440016 国東市 DogBloom（国東ゴコク堂） 代表　松林　智宜

12 採択 2803440018 国東市 富来茶家 小田　まゆみ

13 採択 2803440020 国東市 株式会社　北川塗装 代表取締役　北川　満

14 採択 2803440022 宇佐両院 わたなべ豆腐店 代表　門前　雅之

15 採択 2803440025 九重町 株式会社　エバーシーズ 代表取締役　林　達朗

16 採択 2803440031 日出町 リベラフ 代表　阿部　総司

17 採択 2803440032 宇佐両院 株式会社ガリレオレーシング 代表取締役　松本　早苗

18 採択 2803440037 野津町 広瀬自動車 代表　広瀬　晃

19 採択 2803440041 九州アルプス スノーポット 安部　友寿

20 採択 2803440042 九州アルプス クロツィンゲン 眞田　久美子

21 採択 2803440043 九州アルプス 人形工房かじか 姫野　晃司

22 採択 2803440045 豊後大野市 有限会社　豊肥折込広告 取締役 渡邉和雄

23 採択 2803440047 日田地区 田代屋 代表　田代　信二

24 採択 2803440048 豊後大野市 清川産業株式会社 代表取締役　江藤 龍治

25 採択 2803440049 日田地区 竹尾時計店 代表　竹尾　浩享

26 採択 2803440051 日田地区 有限会社　サンビレッチ開発 代表取締役　藤原　亮

27 採択 2803440052 野津原町 コミュニティレストラン森のごはんや 代表　小野　信一

28 採択 2803440053 国東市 有限会社　あかねの郷・渓泉 代表取締役　伊美　啓二

29 採択 2803440054 国東市 くにさき六郷舎 代表　恒成　哲三郎

30 採択 2803440056 玖珠町 お食事処　富 代表　吉田　栄治

31 採択 2803440059 杵築市 木本仏壇店 代表　木本　武雄
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32 採択 2803440061 杵築市 大分水産有限会社 代表取締役　三股　茂樹

33 採択 2803440062 杵築市 きれい屋こうの 河野　國昭

34 採択 2803440064 杵築市 有限会社　福田林業 代表取締役　福田　明彦

35 採択 2803440065 佐伯市あまべ 清家自動車 代表　清家　勇人

36 採択 2803440067 佐伯市あまべ 有限会社　中宮商店 取締役 中宮　茂美

37 採択 2803440068 佐伯市あまべ インテリアクラフトきたざき 代表　北崎　松一

38 採択 2803440069 佐伯市あまべ Sweets　House　Miyabi 今泉　雅美

39 採択 2803440072 国東市 ナカシマメディカルシステムズ株式会社 代表取締役　中島　与志樹

40 採択 2803440078 中津市しもげ 有限会社　天雲龍 代表取締役　大江　龍馬

41 採択 2803440079 中津市しもげ キツツキ舎 代表　田代　淳子

42 採択 2803440080 中津市しもげ 耶馬の森 小畑　真司

43 採択 2803440083 九州アルプス 童心回帰農場・TAKETA株式会社 代表取締役　吉田　しのぶ

44 採択 2803440084 九州アルプス ニュー丸福 代表　渡邉幸二

45 採択 2803440088 九州アルプス 後藤豆腐店 後藤　達夫

46 採択 2803440089 玖珠町 玖珠観光株式会社 代表取締役　穴井　道博

47 採択 2803440090 玖珠町 中島酒舗 代表　中島　恒夫

48 採択 2803440091 杵築市 car paint K 代表　藤井　佳太

49 採択 2803440093 九重町 有限会社　青山 代表取締役　日野　武彦

50 採択 2803440094 杵築市 株式会社　松山堂 代表取締役　曽我　章弘

51 採択 2803440095 中津市しもげ きこりや株式会社 代表取締役　田代　和徳

52 採択 2803440096 中津市しもげ 耶馬渓観光開発株式会社 代表取締役 古園眞理

53 採択 2803440098 佐伯市番匠 株式会社　吉見施工 代表取締役　吉見　正二郎

54 採択 2803440101 玖珠町 滝石石油店 代表　瀧石　昭人

55 採択 2803440103 玖珠町 アナイ美容室 代表者　穴井　小鈴

56 採択 2803440104 玖珠町 有限会社　秋好電気工事 代表取締役　秋好　裕一

57 採択 2803440108 由布市 ゆふいんビール株式会社 代表取締役 東郷 和浩

58 採択 2803440109 由布市 名水ゆふの水Ⓡ 事業主・由川　善敬

59 採択 2803440110 豊後大野市 薬膳や　りん 代表　加藤　昌美

60 採択 2803440112 豊後大野市 レストランすえひろ 代表　髙橋政和

61 採択 2803440115 由布市 貸別荘　風の里 代表　気賀沢　直子

62 採択 2803440117 由布市 天然酵母パンの店アンジェ 綿貫　雅文

63 採択 2803440120 国東市 コーヒーハウス　ピットイン 代表　野田　るり子

64 採択 2803440121 国東市 ポールリカール 中野　善一朗

65 採択 2803440122 国東市 からあげ花ちゃん 代表　花木　展洋
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66 採択 2803440124 国東市 フレイザー九州 代表　野田　護

67 採択 2803440125 九州アルプス 有限会社　かじか庵 代表取締役　田嶋　邦夫

68 採択 2803440126 九州アルプス スマイル美容室 後藤　智恵子

69 採択 2803440129 杵築市 有限会社　高橋水産 代表取締役　髙橋　明人

70 採択 2803440130 杵築市 ヘアーハウスこうの 代表　河野　真

71 採択 2803440132 佐伯市あまべ 合同会社漁村女性グループめばる 代表社員　桑原　政子

72 採択 2803440134 佐伯市あまべ 有限会社　三宅水産 代表取締役　三宅　甚市

73 採択 2803440136 国東市 有限会社　志まる 代表取締役　志丸　忠雄

74 採択 2803440144 九州アルプス ショッピングあだち 代表　足達　伸之

75 採択 2803440146 九州アルプス しゃも料理　鶏家 代表　内那　義憲

76 採択 2803440147 九州アルプス たぬき八 代表　渡邉　英士

77 採択 2803440150 豊後大野市 手打ちそば ここね庵 事業主 河野成人

78 採択 2803440156 国東市 有限会社BGO 代表取締役　松原　善治

79 採択 2803440158 佐伯市あまべ しらす料理の豊洋丸 金田　真智子

80 採択 2803440159 中津市しもげ 火水風土 阿部　竜一

81 採択 2803440160 中津市しもげ 菓子処いわまる 岩丸　睦弘

82 採択 2803440163 佐伯市番匠 稗田茶園 代表  稗田　千公

83 採択 2803440165 玖珠町 旬菜cafeひだまり 代表　帆足 ひとみ

84 採択 2803440166 玖珠町 さすけ堂 清藤　聡子

85 採択 2803440167 玖珠町 コトノハ雑貨店 代表　大蔵　京子

86 採択 2803440169 玖珠町 有限会社　サンケン 代表取締役　藤原　雄二

87 採択 2803440171 杵築市 豊予農場 代表　石児　賢二

88 採択 2803440179 国東市 味ぶん 代表　山本　哲二

89 採択 2803440181 佐伯市あまべ ディープマリン 代表　安部　達也

90 採択 2803440182 杵築市 芳の芽 勝田　隆司

91 採択 2803440184 杵築市 パティスリー　ジーク 竜田　晃治

92 採択 2803440187 佐伯市あまべ 御料理民宿　三休 高橋　敏郎
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