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会社概要
商　　号 大分県米穀卸株式会社
代 表 者 代表取締役社長 阿部 晃一
創　　業 昭和26年３月17日
資 本 金 5,000万円
年　　商 26億円
社 員 数 90名
営業品目 米、乾麺、プロパンガス・オートガス・灯油、ガス器具・灯油

器具、住宅機器・家電製品、暖房機器・管材製品、機器
取付工事および配管工事、リフォーム、太陽光発電シス
テムの販売・施行

事業許可 米穀卸売事業 大分県第２号
液化石油ガス製造事業
液化石油ガス保安機関認定 大分県第44A0022RA号
液化石油ガス販売事業 大分県第44A0241号
主要食糧の仕入保管加工並びに販売
石油製品燃料およびこれに関係する一切の器具の仕
入販売並びに配管工事などに附随する一切の業務
家庭工事用施設それに附随する器具類の仕入れ・販売
一般ガス並びに簡易ガス事業 他
不動産の賃貸管理
上記に附随する一切の業務

取引銀行 大分銀行本店、西日本シティ銀行大分支店、三井住
友銀行

主要設備 搗精工場、大分市米穀低温倉庫 他
LPガス充填設備 大分市／20tストレージタンク１基

15tストレージタンク１基および充填設備
バルクローリー車１台

中津市／15t地下タンク１基および充填設備
10tタンク１基およびオート充填所設備

灯油設備 大分市／10㎘タンクおよびスタンド設備
中津市／20㎘タンクおよびスタンド設備
臼杵市／10㎘タンクおよびスタンド設備
佐伯市／20㎘タンクおよびスタンド設備
豊後大野市三重町／10㎘タンクおよびスタンド設備
豊後高田市/10㎘タンクおよびスタンド設備
別府市/10㎘タンクおよびスタンド設備

関連企業 有限会社大分米穀LPガスセンター［大分市］
長洲ガス有限会社（20tストレージタンク）［宇佐市］

主要取引企業 全農・集荷・キグナス液化瓦斯・JX日鉱日石エネルギー・
パロマ・リンナイ・ハーマン・パーパス・ノーリツ・中国工業・
矢崎エナジーシステム・アズビル金門・クリナップ・タカラ
スタンダード 他

会社沿革
昭和26年３月 食糧公団の解体で大分県米穀卸㈱設立

食糧庁契約で米穀卸業務開始
別府・大分・臼杵・佐伯・三重・中津・宇佐・高田 各営業所
設置

昭和31年１月 LPガス卸販売開始
昭和33年５月 LPガス直売および関連器具販売開始
昭和37年４月 玖珠営業所新設
昭和40年４月 大分市５号地LPガス充填所稼働開始
昭和44年10月 中津搗精工場設置 稼働開始
昭和45年５月 大分・臼杵・佐伯・三重・中津各営業所に灯油

貯蔵所開設
昭和51年９月 関連会社 長洲ガス㈲設立
昭和52年３月 本社搗精工場設置 稼働開始
昭和53年11月 本社ビル新築落成
昭和55年４月 関連会社㈲大分米穀LPガスセンター設立
昭和56年８月 中津営業所を支店に昇格
昭和63年８月 区画整理事業にともなう移転による

中津充填所新築竣工
平成13年２月 大分市豊海低温倉庫新設
平成14年４月 竹田営業所新設
平成23年４月 大分営業所を支店に昇格
平成23年10月 LPGバルクローリー3t車導入
平成23年12月 高田営業所に灯油貯蔵所開設
平成24年９月 別府営業所に灯油貯蔵所開設
平成26年11月 本社搗精工場機械設備更新
平成27年10月 本社搗精工場無洗米機械導入新設
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これからも、確かな品質を
皆様の食卓へ。

古来、日本の食文化を支え続けているお米。

大分県米穀卸株式会社は、多くのお客様に支えられ創業65周年を迎えます。

1951年の創業以来、高品質のお米を県下はもとより、

県外のお客様まで幅広くお届けしてまいりました。

「食への安全性」がより厳しく求められるようになった近年、

“お客様へ確かな商品を届ける”という想いは、創業当時から変わりません。

私たちの暮らしに身近なものだからこそ、大切にしていきたい。

大分県米穀卸株式会社は、これからも皆様の毎日の食卓に笑顔を届けていきます。
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安心・安全なおいしいお米の証

あさひ米
大分県米穀卸株式会社では、最新式の搗精工場の設備と徹底した品質管理により、
安心・安全な精米を安定供給しています。

取扱い品種［一例］

大分県米穀卸株式会社では

“三ツ星お米マイスター”が
お米を厳選・吟味しています。

私たちにおまかせください

“お米マイスター”とは

大分県産 ひのひかり 奥豊後産 ひのひかり 山香産 ひのひかり 大分県産 つや姫 玖珠産 ひとめぼれ 岩手県産 ひとめぼれ 新潟魚沼産 こしひかり

大分県米穀卸株式会社で生産された商品には、
全て「あさひ米」のロゴマークがパッケージに記載されています。
このロゴマークには、生産者の方々がまごころを込めて作ったお米を
消費者の皆様に安心しておいしく食べていただきたい、
私たちの生活と、古くから深く結びついているお米の
素晴らしさを伝え、米づくり文化を支えていきたい。
そんな願いが込められています。
このロゴマークが入ったお米は、「おいしいお米」の
証なのです。

多くのお客様にご満足いた
だけるよう、大分県内有名
産地を中心に、全国の良産
地から厳選した銘品などを
含め、自信をもっておすすめ
できる商品を豊富に取り揃
えています。

日本米穀小売商業組合連合会が主宰する、お米の博士号とも言え
る資格です。お米の特性、ブレンド特性、炊飯特性などを見極め、お
米の良さを消費者との対話を通じて伝えることができます。

大分県内のみならず、全国各地から集荷
されたお米は、当社ならではの厳しい作業
確認項目検査を経て「あさひ米」として出
荷されています。また、よりよい品質の商
品を作っていけるよう、日々搗精（精米）の
研究も重ねています。

高効率竪型精米機
バーチミル VTC025A

高精細光選別機
ピカ選GRAND ES-01AM

高品質小型無洗米機
テイスティホワイト ミニ NTWP05A

New２基
稼働

精米工程・設備

精米機精米機 光選別機光選別機 無洗米機無洗米機

張込・搗精工程 プレクリーナー ブレンド装置 石 抜 機 精 米 機
（2.5ｔ/ｈ：１基、小口0.6ｔ/ｈ：1基、計57馬力）

精選工程 シフター 色彩選別機 光選別機 金属検出機

包装工程 包 装 機
（全自動パッカー１～15㎏用：２基、単袋１～10kg用：１基、半自動１～15㎏用：２基）

無洗米加工工程 0.5ｔ/ｈ：１ライン
（光選別機含む）

品質
管理管 理

Qua l i t y  Con t r o l R i c e

お米

2015年10月より稼働
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大分県内全域に営業拠点を整備し、充実したネットワーク体制で着実に販売網を広げ、
県内外の多くのお客様のニーズに対応しています。

営業所一覧

大分県米穀卸株式会社［本社］
〒870-0927  大分市大字津留1999-4
TEL：097-569-0271（代表）
FAX：097-568-6979

ガス
事業事 業

Gas  Bus i n e s s

快適な暮らしへ役立つ
エネルギーをお届けします。
大分県米穀卸株式会社では、大分県内を中心に家庭向けLPガスの
小売販売・配送供給事業も展開しています。保安管理を第一に考え、緊急
時にも迅速に対応できるシステムを各営業所に整備し、お客様が安心し
て生活していただけるようサポートいたします。また、LPガス以外にも住宅
機器・家電製品の販売・取付など、暮らしのアドバイザーとしてお客様の
ライフスタイルにあった商品のご提案も行っています。

大分県下11の営業所に３ヵ所の充填所を完備し、県内全
域のお客様へLPガスを安定供給しています。自社で充填
所を設けることで、仕入れから販売まで一貫して行うことが
でき、より低価格で安全なLPガスの供給が可能となります。

大分充填所
〒870-0018 大分市豊海５丁目3-11

中津充填所
〒871-0031 中津市中殿町3丁目9番地6

宇佐充填所
〒872-0032 宇佐市大字江須賀1972

（長洲ガス）

LPガス充填所

福岡県

大分県

別府営業所

竹田営業所

玖珠営業所

三重営業所

臼杵営業所

高田営業所

大分支店

中津支店

本社

宇佐営業所

佐伯営業所

熊本県

宮崎県

大分支店
〒870-0018
大分市豊海5丁目3-11
TEL：097-534-0829
FAX：097-538-4778

別府営業所
〒874-0910
別府市石垣西8丁目3-21
TEL：0977-23-4052
FAX：0977-23-2888

高田営業所
〒879-0606
豊後高田市玉津2062-2
TEL：0978-24-4174
FAX：0978-24-4186

宇佐営業所
〒872-0032
宇佐市大字江須賀1972
TEL：0978-38-0152
FAX：0978-38-0510

中津支店
〒871-0025
中津市大字万田字上講315-1
TEL：0979-22-0760
        0979-22-0546
FAX：0979-22-4816
        0979-22-0595

玖珠営業所
〒879-4403
玖珠郡玖珠町大字帆足64-8
TEL：0973-72-0486
FAX：0973-72-0551

臼杵営業所
〒875-0052
臼杵市市浜山の手区4組
TEL：0972-62-3562
FAX：0972-62-3566

三重営業所
〒879-7111
豊後大野市三重町赤嶺968
TEL：0974-22-0542
FAX：0974-22-0651

竹田営業所
〒878-0024
竹田市玉来636番地2
TEL：0974-62-2845
FAX：0974-62-2869

佐伯営業所
〒876-0833
佐伯市池船町35番11号
TEL：0972-22-0774
FAX：0972-22-0785

化石エネルギー（石油・石炭・天然ガス・LPガス）
の中でも天然ガスとともにCO₂排出量が少なく、
燃 焼 時の排出ガスも極めてクリーンなエネル
ギーなので、地球温暖化対策の即戦力として期
待されています。

環境にやさしい1
各需要ごと個別に供給可能な「分散型エネル
ギー」なので、災害発生時にガスの供給が遮断
された場合も、個別に調査・点検を行うことで、都
市ガスや系統電力に比べて相対的に早く復旧
させることができます。

災害時に強い2
LPガスは、液体にすると体積が気体時の1/250
となるので、どこにでも運ぶことができます。この
ため、都市部や郊外だけでなく、離島や山間部
などの地方における重要なエネルギー源として、
幅広く利用されています。

持ち運びに便利3
安心・安全なクリーンエネルギー  LPガスの特徴

● LPガス20t貯槽 1基
● LPガス15t貯槽 1基
● バルクローリー3tタンク 1基

● LPガス15t貯槽（地下式） 1基
● LPガス10t貯槽（地下式） 1基

● LPガス20t貯槽 1基
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TEL：0978-24-4174
FAX：0978-24-4186

宇佐営業所
〒872-0032
宇佐市大字江須賀1972
TEL：0978-38-0152
FAX：0978-38-0510

中津支店
〒871-0025
中津市大字万田字上講315-1
TEL：0979-22-0546
FAX：0979-22-0595

玖珠営業所
〒879-4403
玖珠郡玖珠町大字帆足64-8
TEL：0973-72-0486
FAX：0973-72-0551

臼杵営業所
〒875-0052
臼杵市市浜山の手区4組
TEL：0972-62-3562
FAX：0972-62-3566

三重営業所
〒879-7111
豊後大野市三重町赤嶺968
TEL：0974-22-0542
FAX：0974-22-0651

佐伯営業所
〒876-0833
佐伯市池船町35番11号
TEL：0972-22-0774
FAX：0972-22-0785

化石エネルギー（石油・石炭・天然ガス・LPガス）
の中でも天然ガスとともにCO₂排出量が少なく、
燃焼時の排出ガスも極めてクリーンなエネル
ギーなので、地球温暖化対策の即戦力として期
待されています。

環境にやさしい1
各需要ごと個別に供給可能な「分散型エネル
ギー」なので、災害発生時にガスの供給が遮断
された場合も、個別に調査・点検を行うことで、都
市ガスや系統電力に比べて相対的に早く復旧
させることができます。

災害時に強い2
LPガスは、液体にすると体積が気体時の1/250
となるので、どこにでも運ぶことができます。この
ため、都市部や郊外だけでなく、離島や山間部
などの地方における重要なエネルギー源として、
幅広く利用されています。

持ち運びに便利3
安心・安全なクリーンエネルギー  LPガスの特徴

● LPガス20t貯槽 1基
● LPガス15t貯槽 1基
● バルクローリー3tタンク 1基

● LPガス15t貯槽（地下式） 1基
● LPガス10t貯槽（地下式） 1基

● LPガス20t貯槽 1基

中津充填所
〒871-0030
大分県中津市中殿町3丁目9－61
TEL：0979-22-0760
FAX：0979-22-4816

7



トキハ

大分県庁中
央
通
り

←至別府 至鶴崎
→

至明野→

←
至
別
府

滝尾橋

大
分
川

舞鶴橋

大分市役所

コンパル
ホール

大分駅

197

10
10 大分県米穀卸株式会社

大分県米穀卸株式会社
大分県米穀卸株式会社

〒870-0927  大分市大字津留1999-4
TEL：097-569-0271（代表）　FAX：097-568-6979
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会社概要
商　　号 大分県米穀卸株式会社
代 表 者 代表取締役社長　阿部 晃一
創　　業 昭和26年３月17日
資 本 金 5,000万円
年　　商 26億円
社 員 数 90名
営業品目 米、乾麺、プロパンガス・オートガス・灯油、ガス器具・灯油

器具、住宅機器・家電製品、暖房機器・管材製品、機器
取付工事および配管工事、リフォーム、太陽光発電シス
テムの販売・施行

事業許可 米穀卸売事業  大分県第２号
 液化石油ガス製造事業
 液化石油ガス保安機関認定  大分県第44A0022RA号
 液化石油ガス販売事業  大分県第44A0241号
 主要食糧の仕入保管加工並びに販売
 石油製品燃料およびこれに関係する一切の器具の仕

入販売並びに配管工事などに附随する一切の業務
 家庭工事用施設それに附随する器具類の仕入れ・販売
 一般ガス並びに簡易ガス事業  他
 不動産の賃貸管理
 上記に附随する一切の業務
取引銀行 大分銀行本店、西日本シティ銀行大分支店、三井住

友銀行
主要設備 搗精工場、大分市米穀低温倉庫  他
LPガス充填設備 大分市／20tストレージタンク１基
 　　　　15tストレージタンク１基および充填設備
 　　　　バルクローリー車１台
 中津市／15t地下タンク１基および充填設備
 　　　　10tタンク１基およびオート充填所設備
灯油設備 大分市／10㎘タンクおよびスタンド設備
 中津市／20㎘タンクおよびスタンド設備
 臼杵市／10㎘タンクおよびスタンド設備
 佐伯市／20㎘タンクおよびスタンド設備
 豊後大野市三重町／10㎘タンクおよびスタンド設備
 豊後高田市/10㎘タンクおよびスタンド設備
 別府市/10㎘タンクおよびスタンド設備
関連企業 有限会社大分米穀LPガスセンター［大分市］
 長洲ガス有限会社（20tストレージタンク）［宇佐市］
主要取引企業 全農・集荷・キグナス液化瓦斯・JX日鉱日石エネルギー・

パロマ・リンナイ・ハーマン・パーパス・ノーリツ・中国工業・
矢崎エナジーシステム・アズビル金門・クリナップ・タカラ
スタンダード  他

会社沿革
昭和26年３月　食糧公団の解体で大分県米穀卸㈱設立
 食糧庁契約で米穀卸業務開始
 別府・大分・臼杵・佐伯・三重・中津・宇佐・高田 各営業所

設置
昭和31年１月　LPガス卸販売開始
昭和33年５月　LPガス直売および関連器具販売開始
昭和37年４月　玖珠営業所新設
昭和40年４月　大分市５号地LPガス充填所稼働開始
昭和44年10月　中津搗精工場設置 稼働開始
昭和45年５月　大分・臼杵・佐伯・三重・中津各営業所に灯油
 貯蔵所開設
昭和51年９月　関連会社 長洲ガス㈲設立
昭和52年３月　本社搗精工場設置 稼働開始
昭和53年11月　本社ビル新築落成
昭和55年４月　関連会社㈲大分米穀LPガスセンター設立
昭和56年８月　中津営業所を支店に昇格
昭和63年８月　区画整理事業にともなう移転による
 中津充填所新築竣工
平成13年２月　大分市豊海低温倉庫新設
平成14年４月　竹田営業所新設
平成23年４月　大分営業所を支店に昇格
平成23年10月　LPGバルクローリー3t車導入
平成23年12月　高田営業所に灯油貯蔵所開設
平成24年９月　別府営業所に灯油貯蔵所開設
平成26年11月　本社搗精工場機械設備更新
平成27年10月　本社搗精工場無洗米機械導入新設

Corporate Prof ile




