必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

免許 を取得する際に必要な実技教習
クレーン運転実技教習

※クレーン運転士免許試験の実技試験免除のための実技

（一社）大分県労働基準協会

由布市挾間町三船 415－12

http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

移動式クレーン運転実技教習

tel:097-583-4686

※移動式クレーン運転士免許試験の実技試験免除のための実技

（一社）大分県労働基準協会

由布市挾間町三船 415－12

http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所
http://oitasangyou.com/

揚貨装置運転実技教習

〒879-5515

〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11
〒870-0905

tel:097-554-2246

※揚貨装置運転士免許試験の実技試験免除のための実技

現在、大分県内に登録している教習機関はありません

作業主任者 を選任する業務に必要な技能講習
木材加工用機械作業主任者技能講習
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、
携帯用のものを除く。)を 5 台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、
3 台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
林業・木材製造業労働災害防止協会

大分市大字古国府字内山 1337-20 大分県森林組合連合会内

大分県支部 http://www.rinsaibou.or.jp/

〒870-0844

tel:097-545-3530

プレス機械作業主任者技能講習
動力により駆動されるプレス機械を 5 台以上有する事業場において行う当該機械による作業
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

乾燥設備作業主任者技能講習
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備（熱源を用いて火薬類取締法第 2 条第１項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する
乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。
）のうち、危険物等に係る設備で、内容積が 1 ㎥以上のもの。
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの（その
最大消費量が、固体燃料にあっては毎時 10 ㎏以上、液体燃料にあっては毎時 10ℓ以上、気体燃料に
あっては毎時 1 ㎥以上であるものに限る。）又は熱源として電力を使用するもの（定格消費電力が
10kw 以上のものに限る。)。
由布市挾間町三船 415－12
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

〒879-5515

tel:097-583-4686

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

コンクリート破砕器作業主任者技能講習
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

現在、大分県内に登録している講習機関はありません

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業及び
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

（公財）森林ネットおおいた

tel:097-538-0745

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内

http://oita-mori.net/

〒870-0844

tel:097-546-3009

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法第 2 条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)
をいう。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく
行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止
するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

ずい道等の覆工作業主任者技能講習
ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリート
の打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成さ
れる仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリ
ートの打設をいう。)の作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等
のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。)の組立て又は解体の作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

足場の組立て等作業主任者技能講習
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが 5m 以上の構造の足場の組立て、
解体又は変更の作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

（一社）日本鳶工業連合会

大分県支部

http://www.nittobiren.or.jp/lecture.html

tel:097-538-0745

大分市下郡南 2 丁目 4－20
〒870-0955

㈱めの建設内

tel:097-569-4333

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが 5m 以上である
ものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

鋼橋架設等作業主任者技能講習
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが 5m 以上であるもの又は
当該上部構造のうち橋梁の支間が 30m 以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業

現在、大分県内に登録している講習機関はありません

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物(その高さが 5m 以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが 5m 以上であるもの又は当該上部構造
のうち橋梁の支間が 30m 以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業

現在、大分県内に登録している講習機関はありません

採石のための掘削作業主任者技能講習
掘削面の高さが 2m 以上となる採石法第 2 条に規定する岩石の採取のための掘削の作業

現在、大分県内に登録している講習機関はありません

はい作業主任者技能講習
高さが 2m 以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の
荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われ
るものを除く。)
（公財）森林ネットおおいた

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内

http://oita-mori.net/

〒870-0844

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 大分県支部

大分市向原西 1 丁目 1 番 27 号大分県トラック会館2階

http://www.ota.or.jp/rikusaibou/

〒870-0905

tel:097-546-3009

tel:097-556-7866

船内荷役作業主任者技能講習
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数 500t 未満の
船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)

現在、大分県内に登録している講習機関はありません

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
建築基準法施行令第 2 条第 1 項第 7 号に規定する軒の高さが 5m 以上の木造建築物の構造部材の
組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
第一種圧力容器のうち、化学設備に係るものの取扱いの作業
（一社）日本ボイラ協会 大分支部

大分市長浜町 3 丁目 15－19 大分商工会議所ビル3 階

http://nbaoita.o.oo7.jp/index.html

〒870-0023

tel:097-532-5749

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ （イ）に掲げる容器で、内容積が 5 ㎥以下のもの
ロ （ロ）から（ニ）までに掲げる容器で、内容積が 1 ㎥以下のもの
（イ）蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器
内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
（ロ）容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内
の圧力が大気圧を超えるもの
（ハ）容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、
容器内の圧力が大気圧を超えるもの
（ニ）
（イ）から（ハ）までに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその
内部に保有する容器
（一社）日本ボイラ協会 大分支部

大分市長浜町 3 丁目 15－19 大分商工会議所ビル3 階

http://nbaoita.o.oo7.jp/index.html

〒870-0023

tel:097-532-5749

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
特定化学物質を製造し、又は取扱う作業(試験研究のため取扱う作業等を除く。)及び四アルキル鉛
等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

鉛作業主任者技能講習
鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

有機溶剤作業主任者技能講習
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第
6 の 2 に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混
合物の重量の 5%を超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取扱う業務で、厚生労働省令で定め
るものに係る作業
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

石綿作業主任者技能講習
石綿若しくは石綿をその重量の 0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)
を取扱う作業(試験研究のため取扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業
建設業労働災害防止協会 大分県支部

大分市城崎町 3 丁目 3－41

http://www.kensaibo-oita.com/

〒870-0045

tel:097-538-0745

酸素欠乏危険作業主任者技能講習
第一種酸素欠乏危険作業（労働安全衛生法施行令別表第 6 で定める場所のうち、第二種酸素欠乏
危険作業の場所を除く）における作業

現在、大分県内に登録している講習機関はありません

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
第二種酸素欠乏危険作業（労働安全衛生法施行令別表第 6 で定める場所のうち、第 3 号の 3、第 9
号、第 12 号に掲げる場所）における作業
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

各種作業 に必要な技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が 1ｔ以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する道路上
を走行させる運転を除く。)の業務
（公財）森林ネットおおいた
http://oita-mori.net/
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内
〒870-0844

tel:097-546-3009

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11

http://oitasangyou.com/

〒870-0905

tel:097-554-2246

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

山口産業（株）亀の井自動車学校

別府市大字南立石 2042 番地の 1

http://www.kamenoi.co.jp/index.php

〒874－0839

tel:097-573-5955

tel:0977-26-1114

床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が 5t 以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
（一社）大分県労働基準協会

由布市挾間町三船 415－12

http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

〒879-5515

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

tel:097-583-4686

tel:097-573-5955

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

ガス溶接技能講習
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
（一社）大分県労働基準協会

由布市挾間町三船 415－12

http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

〒879-5515

大分県立佐伯高等技術専門校

佐伯市大字西浜 8-31

http://www.saiki-tc.ac.jp/

〒876-0822

大分県立大分高等技術専門校

大分市大字下宗方 1035-1

http://www.oita-tech.ac.jp/
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
大分支部 大分職業能力開発促進センター
http://www3.jeed.or.jp/oita/poly/

〒870-1141

tel:097-583-4686

tel:0972-22-0767

tel:097-542-3411

大分市皆春 1483－1
〒870-0131

tel:097-522-2171

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

tel:097-573-5955

フォークリフト運転技能講習
最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の
荷重をいう。)が 1t 以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
（公財）森林ネットおおいた
http://oita-mori.net/
（一社）大分県労働基準協会

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内
〒870-0844

tel:097-546-3009

由布市挾間町三船 415－12

http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

〒879-5515

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

山口産業（株）亀の井自動車学校

別府市大字南立石 2042 番地の 1

http://www.kamenoi.co.jp/index.php

〒874－0839

（一社）大分産業機械技能教習所
http://oitasangyou.com/

（有）杵築自動車工業 杵築自動車学校

tel:097-583-4686

tel:097-573-5955

tel:0977-26-1114

大分市向原西 1 丁目 5-11
〒870-0905

tel:097-554-2246

杵築市大字日野 2893 番地
〒873－0013

tel:0978-63-3911

ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができ
る最大の荷重をいう。)が 1ｔ以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行
させる運転を除く。)の業務
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所
http://oitasangyou.com/

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11
〒870-0905

tel:097-554-2246

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
機体重量が 3t 以上の整地・運搬・積込み用（ブル・ドーザー／モーター・グレーダー／トラクタ
ー・ショベル／スクレーパー 等）及び掘削用建設機械（パワー・ショベル／ドラグ・ショベル／
ドラグライン／クラムシェル 等）で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる
ものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
（公財）森林ネットおおいた
http://oita-mori.net/
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内
〒870-0844

tel:097-546-3009

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11

http://oitasangyou.com/

〒870-0905

tel:097-554-2246

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

tel:097-573-5955

車両系建設機械（解体用）運転技能講習
機体重量が 3ｔ以上の解体用建設機械（ブレーカー／鉄骨切断機／コンクリート圧砕機／解体用つ
かみ機 等）で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走
行させる運転を除く。)の業務
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11

http://oitasangyou.com/

〒870-0905

tel:097-554-2246

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

tel:097-573-5955

不整地運搬車運転技能講習
最大積載量が 1t 以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
（公財）森林ネットおおいた
http://oita-mori.net/
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内
〒870-0844

tel:097-546-3009

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11

http://oitasangyou.com/

〒870-0905

tel:097-554-2246

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

tel:097-573-5955

必要な資格等に漏れはありませんか？

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習
機体重量が 3t 以上の基礎工事用建設機械（くい打機／くい抜機／アース・ドリル／アース・オー
ガー／ペーパー・ドレーン・マシン 等）で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することが
できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
（一社）大分産業機械技能教習所
現在この講習は休止しています

大分市向原西 1 丁目 5-11
〒870-0905

tel:097-554-2246

高所作業車運転技能講習
作業床の高さが 10m 以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11

http://oitasangyou.com/

〒870-0905

tel:097-554-2246

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

tel:097-573-5955

玉掛け技能講習
制限荷重が 1t 以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデ
リックの玉掛けの業務
（公財）森林ネットおおいた
http://oita-mori.net/
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html
（一社）大分産業機械技能教習所

大分市大字古国府字内山 1337－15 大分県林業会館内
〒870-0844

tel:097-546-3009

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

大分市向原西 1 丁目 5-11

http://oitasangyou.com/

〒870-0905

tel:097-554-2246

キャタピラー九州（株）大分教習センター

大分市畑中 2 丁目 5 番 1 号

https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/branch/oita

〒870－0856

山口産業（株）亀の井自動車学校

別府市大字南立石 2042 番地の 1

http://www.kamenoi.co.jp/index.php

〒874－0839

tel:097-573-5955

tel:0977-26-1114

ボイラー取扱技能講習
ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第一種圧力容器の整備の業務
イ

胴の内径が 750 ㎜以下で、かつ、その長さが 1300 ㎜以下の蒸気ボイラー

ロ

伝熱面積が 3 ㎡以下の蒸気ボイラー

ハ

伝熱面積が 14 ㎡以下の温水ボイラー

ニ

伝熱面積が 30 ㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器
の内径が 400 ㎜以下で、かつ、その内容積が 0.4 ㎥以下のものに限る。)

（一社）日本ボイラ協会 大分支部

大分市長浜町 3 丁目 15－19 大分商工会議所ビル3 階

http://nbaoita.o.oo7.jp/index.html

〒870-0023

tel:097-532-5749

必要な資格等に漏れはありませんか？

安全衛生推進者等

大分労働局登録教習機関一覧 令和 2 年 10 月

その他の講習

安全衛生推進者養成講習
常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用し、次の業種に該当する事業場では安全衛生推進者を選任
する。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業
（一社）大分県労働基準協会
http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

由布市挾間町三船 415－12
〒879-5515

tel:097-583-4686

衛生推進者養成講習
常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用し、上記の業種以外の事業場では衛生推進者を選任する。
（一社）大分県労働基準協会

由布市挾間町三船 415－12

http://www.oita-roukikyo.or.jp/kousyu.html

〒879-5515

（一社）福岡経営者労働福祉協会

福岡県福岡市南区塩原 4 丁目 13-10

http://rohmu.com/

〒815-0032

tel:097-583-4686

tel:092-555-5822

ボイラー実技講習
（一社）日本ボイラ協会 大分支部

大分市長浜町 3 丁目 15－19 大分商工会議所ビル 3 階

http://nbaoita.o.oo7.jp/index.html

〒870-0023

tel:097-532-5749

