
区分 第1登録業種 第2登録業種 第3登録業種 登録番号 会社名 所在地

市内 図書 教材等 事務用品・OA等 854 ㈲江原誠意堂 岡山県津山市田町8-6

市内 図書 572 ㈱柿木書店 岡山県津山市本町2丁目20

市内 図書 教材等 事務用品・OA等 479 ㈲照文堂書店 岡山県津山市堺町4

市内 図書 56 津山ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ㈲ 岡山県津山市河辺1150-8

市内 印章 862 岸三省堂 岡山県津山市本町3丁目20

市内 印章 588 藤原印章堂 岡山県津山市南新座104

市内 事務用品・OA等 その他　物品 その他　役務 68 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 岡山支社 岡山第一営業部 岡山県津山市沼7-7

市内 事務用品・OA等 家具・内装・建具等 印章 470 ㈱ｱｻｸﾗﾄﾞｩ 岡山県津山市東一宮51-1

市内 事務用品・OA等 その他　物品 教材等 635 ｱｻﾋ通信ｼｽﾃﾑ㈱津山営業所 岡山県津山市昭和町2-88-1

市内 事務用品・OA等 情報・企画 636 ｱｽｸﾗﾎﾞ㈱ 岡山県津山市平福181-36

市内 事務用品・OA等 写真 家電 291 ㈲ｴﾌﾋﾞｸｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 岡山県津山市戸島634-13

市内 事務用品・OA等 情報・企画 296 ㈲satera 岡山県津山市北園町42-13

市内 事務用品・OA等 953 ｻﾄﾐ紙工㈱ 岡山県津山市中島238

市内 事務用品・OA等 日用品類 家電 756 ㈱高田紙店 岡山県津山市東新町25

市内 事務用品・OA等 印章 日用品類 421 ㈲椿紙店 岡山県津山市二階町31

市内 事務用品・OA等 印章 家電 266 ㈲ﾆﾁｴｲ事務機販売ｻｰﾋﾞｽ 岡山県津山市小田中117-5

市内 事務用品・OA等 家電 その他　物品 878 ㈱橋本通信工業 岡山県津山市池ヶ原867

市内 事務用品・OA等 教材等 家電 533 日笠商事㈱ 岡山県津山市戸島634-12

市内 事務用品・OA等 61 ㈲宝石おか 岡山県津山市京町73-1

市内 事務用品・OA等 薬品・衛生 印章 382 ㈱誠商社 岡山県津山市戸島634-19

市内 事務用品・OA等 その他　物品 773 村井紙器㈱ 岡山県津山市国分寺828-1

市内 事務用品・OA等 680 八木商事 岡山県津山市下横野139

市内 事務用品・OA等 情報・企画 調査・統計・計画 777 ㈱両備ｼｽﾃﾑｽﾞ 津山営業所 岡山県津山市戸島634-23

市内 印刷製本 その他　役務 372 ㈱NCPｻﾌﾟﾗｲ津山営業所 岡山県津山市横山1239-1

市内 印刷製本 860 かねしま印刷 岡山県津山市田町10

市内 印刷製本 情報・企画 333 ㈲弘文社 岡山県津山市川崎168

市内 印刷製本 576 ㈱廣陽本社 岡山県津山市田町22

市内 印刷製本 417 小林印刷 岡山県津山市一色8

市内 印刷製本 651 ㈱三勝 岡山県津山市高野山西2115-15
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市内 印刷製本 その他　役務 情報・企画 660 ㈱津山朝日新聞社 岡山県津山市田町13

市内 印刷製本 874 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ総合印刷㈱(事業所名:ﾃｸﾉｱｰﾂ津山) 岡山県津山市福田1533-1

市内 印刷製本 536 ㈱美成 岡山県津山市平福177-2

市内 印刷製本 587 福井印刷㈱ 岡山県津山市高野山西2115-18

市内 印刷製本 事務用品・OA等 印章 674 二葉 岡山県津山市中島412-5

市内 看板 735 ㈲ｵｸﾃﾞﾔｻｲﾝｸﾘｴｰﾄ津山営業所 岡山県津山市小田中2210-8

市内 看板 258 看板屋ｺｳﾓﾄ 岡山県津山市坪井下419-1

市内 看板 情報・企画 174 ㈱ｻｲﾝｱｰﾄ 岡山県津山市皿648-1

市内 看板 761 ㈱ﾄﾘｺﾞｴ 岡山県津山市西新町22

市内 看板 486 美創 岡山県津山市加茂町百々92

市内 看板 情報・企画 家具・内装・建具等 339 ㈱もりとう工芸津山営業所 岡山県津山市池ヶ原5-12

市内 教材等 衣料品等 看板 639 ㈲ｱﾘﾓﾄｽﾎﾟｰﾂ 岡山県津山市椿高下108-11

市内 教材等 その他　物品 その他　役務 645 ㈲がざい石はら 岡山県津山市沼87-21

市内 教材等 742 ㈲ｷﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 岡山県津山市東一宮46-9

市内 教材等 176 ㈲下山ﾐｼﾝ商会 岡山県津山市小田中1445-5

市内 教材等 衣料品等 その他　役務 480 ㈲ｽﾎﾟｰﾂ･ｼｮｯﾌﾟ･ﾑｻｼ津山支店 岡山県津山市福渡町17

市内 教材等 その他　物品 その他　役務 265 ㈲中国画材 岡山県津山市小原23-1

市内 教材等 リース・レンタル（OAは除く） 9 ㈱津山ﾃﾝﾄ 岡山県津山市一方8-1

市内 教材等 その他　物品 425 藤久㈱ｸﾗﾌﾄﾊｰﾄﾄｰｶｲ津山店 岡山県津山市院庄943

市内 教材等 事務用品・OA等 印章 63 松岡教材 岡山県津山市勝部1125

市内 教材等 薬品・衛生 事務用品・OA等 590 ㈲美作教材社津山営業所 岡山県津山市西吉田700-111

市内 教材等 薬品・衛生 家電 681 ㈱矢野教材社 岡山県津山市椿高下133-1

市内 教材等 その他　役務 594 ﾖｼﾀﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ㈱ 岡山県津山市沼858-1

市内 家電 722 赤堀電器 岡山県津山市上村234

市内 家電 空調設備 事務用品・OA等 474 ㈲ｴｺｰ 岡山県津山市小田中1308-14

市内 家電 事務用品・OA等 写真 475 ㈲岡部電器店 岡山県津山市川崎582

市内 家電 教材等 事務用品・OA等 751 ㈲ｼﾞｮｲ津山 岡山県津山市小原109

市内 家電 空調設備 その他　役務 581 ㈲出口電気商会 岡山県津山市安岡町98

市内 家電 空調設備 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 485 ㈲中塚電器 岡山県津山市河辺1035-5
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市内 日用品類 その他　物品 消防・防災（消防自動車は除く） 45 ㈱ｱｲﾘｽ skyGift 岡山県津山市元魚町53cocobuilding3F

市内 日用品類 事務用品・OA等 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 568 ㈱ｲﾘｴ 岡山県津山市川崎532-1

市内 日用品類 733 岡山食品容器㈱津山営業所 岡山県津山市国分寺27-1

市内 日用品類 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 516 ㈱岡山鈴鹿屋津山支店 岡山県津山市沼77-12

市内 日用品類 交通安全用具 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 658 ㈱ﾀﾑﾗ金物店 岡山県津山市川崎711

市内 日用品類 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 事務用品・OA等 334 樽井食品包装㈲ 岡山県津山市八出672-1

市内 日用品類 農林関連 資材・建材 584 ㈲波商店 岡山県津山市大手町4-13

市内 日用品類 事務用品・OA等 資材・建材 762 ㈱ﾅﾝﾊﾞﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 岡山県津山市材木町1328-25

市内 日用品類 事務用品・OA等 その他　物品 186 ㈲ひろはた 岡山県津山市川崎236-1

市内 日用品類 事務用品・OA等 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 591 ㈱ﾓﾀﾞﾝ･ﾌﾟﾛ津山店 岡山県津山市山北404-1

市内 器械・器具 薬品・衛生 教材等 164 ㈱大熊津山営業所 岡山県津山市中島233-7 A号

市内 交通安全用具 日用品類 資材・建材 46 ㈲ｱｻﾋ道路 岡山県津山市二宮104-2

市内 交通安全用具 資材・建材 その他　物品 297 ㈱三協商会津山営業所 岡山県津山市押入196-5

市内 交通安全用具 その他　物品 その他　役務 523 山陽ﾛｰﾄﾞ工業㈱ 岡山県津山市下高倉西1203-1

市内 交通安全用具 その他　物品 薬品・衛生 482 中四国ｿﾙﾄ㈱津山営業所 岡山県津山市津山口196-16

市内 交通安全用具 消防・防災（消防自動車は除く） 資材・建材 58 日交安全施設㈱ 岡山県津山市押入1219

市内 交通安全用具 資材・建材 766 ㈲ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 岡山県津山市中北上390-1

市内 交通安全用具 66 ㈱明和技建 岡山県津山市大田829-1

市内 衣料品等 看板 日用品類 727 ㈲池田被服工場 岡山県津山市川崎78

市内 衣料品等 741 ㈲ｶﾜﾄ 岡山県津山市二階町30-1

市内 衣料品等 看板 その他　物品 743 ｷｬﾝﾊﾟｽｼｮｯﾌﾟﾗﾋﾞｯﾄ 岡山県津山市川崎78-2

市内 衣料品等 179 ㈱つちや 岡山県津山市福力294-1

市内 衣料品等 日用品類 事務用品・OA等 994 ㈱天満屋津山店 岡山県津山市新魚町17

市内 衣料品等 969 ㈱ﾋﾛﾀ 岡山県津山市小原207-8

市内 衣料品等 薬品・衛生 消防・防災（消防自動車は除く） 884 ﾐﾄﾞﾘ安全岡山㈱津山営業所 岡山県津山市河辺1321

市内 衣料品等 その他　物品 農林関連 779 ㈲ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾂﾔﾏ 岡山県津山市津山口240-2

市内 写真 567 ㈲ｲｿﾀﾞ写真館 岡山県津山市日本原301-3

市内 写真 情報・企画 5 ㈱小林写真館 岡山県津山市小性町2-1

市内 写真 情報・企画 304 ﾄﾘﾄﾝｸﾘｴｲﾂ 岡山県津山市野介代153-1ｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞｰﾙⅡ106
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市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 367 ㈱青野石油店 岡山県津山市二宮598

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 空調設備 723 浅野産業㈱津山支店 岡山県津山市茅町85-5

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 160 ㈱ｱｻﾋﾒﾝﾃﾅﾝｽｱｻﾋ給油所 岡山県津山市桑下1408-9

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 食料品等 日用品類 637 (同)あば村 岡山県津山市阿波1220

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 日用品類 事務用品・OA等 47 有村産業㈱ 岡山県津山市中北下1327-6

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 162 ㈲安藤石油店 岡山県津山市三浦288-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 輸送機器 729 ㈱入木石油店ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ久米 岡山県津山市宮尾333-5

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 空調設備 その他　物品 369 ｲﾜﾀﾆ山陽㈱津山支店 岡山県津山市川崎1965-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 168 ㈲金森石油店 岡山県津山市津山口64

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 農林関連 262 山陽商事㈱津山出張所 岡山県津山市河辺1115-4

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 日用品類 家電 299 ㈱ｾｷｻﾝ 岡山県津山市林田町8-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 300 ｾｷｻﾝﾘﾃｰﾘﾝｸﾞ㈱ 岡山県津山市林田町8-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 その他　役務 家具・内装・建具等 301 綜合厨器㈱津山営業所 岡山県津山市山北363

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 衣料品等 家電 757 ﾀｶﾗ産業㈱ 岡山県津山市国分寺118-4

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 944 田中実業㈱津山営業所 岡山県津山市川崎1940

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 薬品・衛生 家電 967 ﾂﾁﾀﾞ産業㈱ 岡山県津山市一方335-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 空調設備 180 津山瓦斯㈱ 岡山県津山市林田町92

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 輸送機器 リース・レンタル（OAは除く） 303 東真産業㈱津山支店 岡山県津山市戸島636-14

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 輸送機器 古物・廃棄物 484 ㈱ﾅｶﾂｶ 岡山県津山市河辺1059-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 877 ㈱橋本石油店 岡山県津山市池ｹ原867-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 食料品等 農林関連 532 晴れの国岡山農業協同組合津山広域営農経済ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市横山128

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 輸送機器 537 ㈲ﾋﾗｲ石油 岡山県津山市上村60-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 日用品類 古物・廃棄物 538 ㈱福井廚房津山出張所 岡山県津山市山方2259

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 輸送機器 リース・レンタル（OAは除く） 769 ﾍﾟｶﾞｻｽ産業㈱ 岡山県津山市昭和町1丁目31

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 その他　役務 日用品類 62 ﾎｼｻﾞｷ中国㈱津山営業所 岡山県津山市小原109-4

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 家電 空調設備 65 ㈲三谷商店 岡山県津山市皿692-1

市内 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 輸送機器 775 弥生産業㈱ 岡山県津山市山北409-2

市内 資材・建材 古物・廃棄物 輸送機器 573 ㈱岡山環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 岡山県津山市一方330-1

市内 資材・建材 515 岡山県北生ｺﾝｸﾘｰﾄ協同組合 岡山県津山市高野山西2042-1
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市内 資材・建材 570 岡山ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱津山工場 岡山県津山市上村677-1

市内 資材・建材 476 ㈱小原建材店 岡山県津山市二宮1951

市内 資材・建材 交通安全用具 家具・内装・建具等 166 ㈱小原産業 岡山県津山市川崎641

市内 資材・建材 173 ㈱近藤組 岡山県津山市高野山西2225-2

市内 資材・建材 消防・防災（消防自動車は除く） 器械・器具 11 ㈱ﾅｶｼﾏ津山営業所 岡山県津山市高野本郷2493-1

市内 資材・建材 古物・廃棄物 57 ㈱中塚建設 岡山県津山市河辺2137-1

市内 資材・建材 器械・器具 881 福岡鋼業㈱ 岡山県津山市昭和町2-88-1

市内 資材・建材 268 ㈲松永建材店 岡山県津山市神戸67

市内 資材・建材 383 万協産業㈲ 岡山県津山市沼52-8

市内 資材・建材 古物・廃棄物 188 ㈲三谷建設 岡山県津山市総社1114-1

市内 情報・企画 日用品類 看板 566 ㈱ｱｲｼｰｴﾑ 岡山県津山市大手町6-5

市内 情報・企画 その他　役務 日用品類 413 ㈲ｱｵｲ祭典法要庵 津山東会館 岡山県津山市高野本郷1425-4

市内 情報・企画 事務用品・OA等 その他　役務 260 ㈱ｹｲｽﾞ津山営業所 岡山県津山市南町1丁目61南町ﾋﾞﾙ4F

市内 情報・企画 その他　役務 983 ㈱山陽新聞社津山支社 岡山県津山市山北470-1

市内 情報・企画 その他　役務 看板 652 ㈱山陽ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄ津山営業所 岡山県津山市北園町8-6

市内 情報・企画 その他　役務 578 ㈱ｿﾌｨｱ 岡山県津山市河原町29-3

市内 情報・企画 その他　物品 871 (特非)つやまｺﾐｭﾆﾃｨFM 岡山県津山市南新座34ｱﾘｺﾍﾞｰﾙ･しんざ202

市内 情報・企画 その他　役務 721 (株)ﾃﾚﾋﾞ津山 岡山県津山市小田中1308-9

市内 情報・企画 その他　役務 調査・統計・計画 267 ㈱ﾋﾞｻﾞﾋﾞ津山支社 岡山県津山市大手町6-8

市内 情報・企画 その他　役務 その他　物品 310 ㈱RELATION 岡山県津山市東一宮46-10

市内 情報・企画 311 ﾚﾌﾟﾀｲﾙ㈱ 岡山県津山市田町23

市内 情報・企画 542 ㈱ﾜｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 岡山県津山市鍛治町37

市内 輸送機器 473 安東自動車 岡山県津山市新野東195-4

市内 輸送機器 368 安藤ﾀｲﾔ商会 岡山県津山市田町79

市内 輸送機器 414 ㈲上畑ﾓｰﾀｰｽ 岡山県津山市加茂町百々97-3

市内 輸送機器 その他　物品 569 ㈱ｴｯｸｽﾗﾝﾄﾞ 岡山県津山市沼844-5

市内 輸送機器 その他　物品 734 岡山ﾀﾞｲﾊﾂ販売㈱津山店 岡山県津山市一方176-1

市内 輸送機器 2 岡山ﾄﾖﾀ自動車㈱東津山店 岡山県津山市押入505-2

市内 輸送機器 643 岡山ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱TOYOTOWN津山 岡山県津山市高野山西1906-2
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市内 輸送機器 856 岡山日産自動車㈱津山店 岡山県津山市高野本郷1268-1

市内 輸送機器 857 岡山日野自動車㈱津山支店 岡山県津山市津山口中通259

市内 輸送機器 416 岡山三菱ふそう自動車販売㈱津山支店 岡山県津山市高尾631

市内 輸送機器 リース・レンタル（OAは除く） 644 ㈲ｵｰﾄﾋﾟｱ岡山 岡山県津山市中村304-4

市内 輸送機器 571 ｶｰﾃｯｸ岡山㈱ 岡山県津山市杉宮839-1

市内 輸送機器 器械・器具 740 ㈱金辺商会津山営業所 岡山県津山市一方161-1

市内 輸送機器 647 ㈲北奥ﾀｲﾔ商会 岡山県津山市川崎103

市内 輸送機器 574 ㈲北自動車整備工場 岡山県津山市中北上1175-3

市内 輸送機器 520 ㈲久米車輌 岡山県津山市南方中1527-1

市内 輸送機器 521 久米ｽｽﾞｷ販売 岡山県津山市久米川南626

市内 輸送機器 477 ㈱ｹｰｴﾑｶｰｽﾞ 岡山県津山市加茂町塔中24-1

市内 輸送機器 その他　役務 その他　物品 748 ｺﾏﾂ美作㈱ 岡山県津山市高尾561-1

市内 輸送機器 古物・廃棄物 420 大和自動車㈲ 岡山県津山市高野本郷1313

市内 輸送機器 178 ㈲髙丸整備工場 岡山県津山市日本原153

市内 輸送機器 579 ㈲髙山ﾓｰﾀｰｽ 岡山県津山市上村59-5

市内 輸送機器 古物・廃棄物 656 ㈲竹内ﾓｰﾀｰｽ 岡山県津山市昭和町1丁目114

市内 輸送機器 657 ㈲只友自動車 岡山県津山市中村304-4

市内 輸送機器 その他　役務 その他　物品 378 津山重機工業㈱ 岡山県津山市下田邑2266-21

市内 輸送機器 531 ㈲西澤ﾀｲﾔ商会 岡山県津山市安岡町82

市内 輸送機器 306 西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中国㈱岡山整備ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市瓜生原637-1

市内 輸送機器 380 西日本三菱自動車販売㈱津山店 岡山県津山市国分寺26

市内 輸送機器 763 ㈱日産ｻﾃｨｵ岡山津山店 岡山県津山市津山口261

市内 輸送機器 879 ㈲半田自動車 岡山県津山市小原23-1

市内 輸送機器 309 ㈱ﾊﾞﾝﾊﾞﾗ自工 岡山県津山市茅町85

市内 輸送機器 535 東中国ｽｽﾞｷ自動車㈱津山営業所 岡山県津山市津山口303-1

市内 輸送機器 リース・レンタル（OAは除く） その他　役務 671 富士岡山運搬機㈱ 岡山県津山市津山口111-1

市内 輸送機器 その他　物品 882 ㈲ﾎﾝﾀﾞｳｨﾝｸﾞｶﾄﾞﾔ 岡山県津山市平福27-6

市内 輸送機器 678 美作ﾏﾂﾀﾞ自動車㈱ 岡山県津山市昭和町1-86

市内 輸送機器 古物・廃棄物 189 ㈲村上ﾓｰﾀｰｽ 岡山県津山市新野東1107
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市内 輸送機器 古物・廃棄物 774 ㈲ﾓｰﾀｰﾗﾝﾄﾞ多胡 岡山県津山市原241

市内 輸送機器 古物・廃棄物 その他　物品 592 ﾓﾄｷｬﾋﾞﾝｻｺ 岡山県津山市伏見町15

市内 輸送機器 541 山本自動車 岡山県津山市西中798-3

市内 食料品等 その他　物品 370 ㈲上原山城園 岡山県津山市新魚町17

市内 食料品等 日用品類 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 731 臼井茂松園茶舗 岡山県津山市本町3丁目12

市内 食料品等 737 ㈲秤屋 岡山県津山市新魚町62

市内 食料品等 646 ｶﾈﾀ青果㈱ 岡山県津山市津山口262

市内 食料品等 170 ㈲ｷｼﾔ食品 岡山県津山市加茂町桑原51

市内 食料品等 その他　物品 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 649 ㈲金泉園 岡山県津山市宮脇町1

市内 食料品等 293 ㈱くらや 岡山県津山市沼77-7

市内 食料品等 746 けんたくん津山店 岡山県津山市小原664-3

市内 食料品等 その他　物品 522 ㈲五月 岡山県津山市新野東1148-1

市内 食料品等 農林関連 263 勝北青空部会 岡山県津山市杉宮736-3

市内 食料品等 264 食肉石本商店 岡山県津山市横山579

市内 食料品等 867 ㈲ｼﾝﾌﾟﾛﾝ 岡山県津山市元魚町2-4

市内 食料品等 755 大丸商店 岡山県津山市西中610

市内 食料品等 662 津山ﾔｸﾙﾄ販売㈱ 岡山県津山市津山口125

市内 食料品等 663 ㈱つるや 岡山県津山市上村80

市内 食料品等 183 ㈲豊福鮮魚店 岡山県津山市日本原240

市内 食料品等 666 (福)日本原荘(特養)日本原荘 岡山県津山市新野東1797

市内 食料品等 424 ㈱半鐘屋 岡山県津山市伏見町23

市内 食料品等 534 ㈲日笠農産 岡山県津山市上田邑891

市内 食料品等 日用品類 その他　物品 767 ㈲ﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟﾏｴﾊﾞｼ 岡山県津山市加茂町中原33

市内 食料品等 日用品類 その他　物品 426 ㈲ほんごう 岡山県津山市日本原328

市内 食料品等 675 ㈲まつや食品 岡山県津山市鉄砲町134

市内 食料品等 日用品類 770 ㈱ﾏﾙｲ 岡山県津山市戸島893-15

市内 食料品等 772 美作食糧㈱ 岡山県津山市川崎112-1

市内 食料品等 67 森永北園ﾐﾙｸｾﾝﾀｰ 岡山県津山市北園町23-11

市内 農林関連 728 ㈱ヰｾｷ中四国津山営業所 岡山県津山市楢大字塩気444-3
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市内 農林関連 371 ㈱浮田造園 岡山県津山市河辺1159-1

市内 農林関連 648 北ﾁｪﾝｿｰｻｰﾋﾞｽ 岡山県津山市中北上752-1

市内 農林関連 659 ㈱中四国ｸﾎﾞﾀ津山東部営業所 岡山県津山市高野本郷1268-4

市内 農林関連 その他　物品 422 津山市森林組合 岡山県津山市沼596-1

市内 農林関連 483 ㈲土井花店 岡山県津山市大手町9-9

市内 農林関連 資材・建材 12 日植ｱｸﾞﾘ㈱津山支店 岡山県津山市高野山西742-1

市内 農林関連 器械・器具 消防・防災（消防自動車は除く） 764 ㈱ﾆｯﾁ津山営業所 岡山県津山市一方146

市内 農林関連 消防・防災（消防自動車は除く） その他　物品 308 早瀬工業㈱ 岡山県津山市川崎540

市内 農林関連 670 ㈲廣幡種苗園芸ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市小田中2204

市内 農林関連 その他　物品 427 ㈲元清水花店花ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 岡山県津山市林田117-2

市内 農林関連 古物・廃棄物 その他　物品 776 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱久米支店 岡山県津山市久米川南585

市内 薬品・衛生 教材等 器械・器具 725 ㈱ｱｼｽﾄ津山 岡山県津山市坪井町24

市内 薬品・衛生 資材・建材 1 ㈱池田薬局 岡山県津山市二宮81-2

市内 薬品・衛生 日用品類 48 井尾薬局 岡山県津山市伏見町27

市内 薬品・衛生 事務用品・OA等 その他　役務 163 ㈱ｴﾊﾞﾙｽ営業本部 津山支店 岡山県津山市一方222-1

市内 薬品・衛生 642 ㈲大手町薬局ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾚｵ 岡山県津山市沼841-4

市内 薬品・衛生 器械・器具 517 岡山薬品工業㈱津山出張所 岡山県津山市二宮81-2

市内 薬品・衛生 167 ㈲小原商事 岡山県津山市川崎1979-1

市内 薬品・衛生 教材等 736 (同)ｵﾌﾟﾃｨ 岡山県津山市北園町24-9

市内 薬品・衛生 資材・建材 373 ㈱梶村商会 岡山県津山市東新町44

市内 薬品・衛生 518 ㈲可児薬局かに薬局 岡山県津山市沼50-19

市内 薬品・衛生 家具・内装・建具等 その他　物品 864 ｺｰﾍﾞﾍﾞﾋﾞｰ㈱岡山支店 岡山県津山市上村381-9

市内 薬品・衛生 295 ㈲左子ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 岡山県津山市堀坂1077-1

市内 薬品・衛生 農林関連 52 山陽薬品㈱津山営業所 岡山県津山市皿619-1

市内 薬品・衛生 653 下山ﾗﾝﾄﾞﾘｰ 岡山県津山市京町7

市内 薬品・衛生 その他　物品 752 ㈱ｾｲｴﾙ津山営業所 岡山県津山市下田邑2266‐15

市内 薬品・衛生 753 ㈱ｾﾚｸﾄ岡山支店 岡山県津山市山方59-4

市内 薬品・衛生 580 ㈲竹本薬品商会 岡山県津山市小原61-8

市内 薬品・衛生 その他　物品 器械・器具 529 ㈱津山医研 岡山県津山市山北636-2
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市内 薬品・衛生 937 ㈱津山ｴﾑｱｲ 岡山県津山市西吉田8-28

市内 薬品・衛生 873 ﾃｨｰｴｽｱﾙﾌﾚｯｻ㈱津山支店 岡山県津山市河辺765-1

市内 薬品・衛生 875 西日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾘﾝｸ㈱津山営業所 岡山県津山市河辺717-1中村ﾋﾞﾙ204号

市内 薬品・衛生 その他　物品 教材等 668 ㈱服部薬局 岡山県津山市田町21-1

市内 薬品・衛生 器械・器具 540 ㈱ﾒﾃﾞｨｳｪﾙ 岡山県津山市野介代975-7

市内 消防・防災（消防自動車は除く） 259 久保消火器店 岡山県津山市山下69-66

市内 消防・防災（消防自動車は除く） 650 ㈱ｸﾗｽﾀｰ 岡山県津山市山下58-7

市内 消防・防災（消防自動車は除く） 524 (特非)じゃがいもの木 岡山県津山市小田中676-1

市内 消防・防災（消防自動車は除く） 10 津山日本消防機具㈱ 岡山県津山市椿高下41

市内 リース・レンタル（OAは除く） 175 三共ﾘｰｽ㈱津山営業所 岡山県津山市高野本郷1275

市内 リース・レンタル（OAは除く） 情報・企画 その他　物品 335 中国ﾃﾝﾄ㈲ 岡山県津山市横山11

市内 リース・レンタル（OAは除く） 379 津山ﾘｰｽ㈱ 岡山県津山市下田邑2266-21

市内 リース・レンタル（OAは除く） 582 ㈱ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ岡山津山駅前店 岡山県津山市南町1丁目94-1

市内 リース・レンタル（OAは除く） 日用品類 情報・企画 683 ㈱環光 岡山県津山市小原83-1

市内 古物・廃棄物 634 ｱｸﾃｨﾔﾏﾄ㈱ 大阪府門真市深田町27-2

市内 古物・廃棄物 その他　役務 471 ｱﾃﾅ㈱津山支店 岡山県津山市二宮1895

市内 古物・廃棄物 855 ㈱江見ﾘｻｲｸﾙ 岡山県津山市小田中1097

市内 古物・廃棄物 858 ㈲鶴山衛生ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市小原52-1

市内 古物・廃棄物 257 ㈱加藤商事 岡山県津山市横山345-2

市内 古物・廃棄物 3 ㈱ｶﾅｼﾏ 岡山県津山市皿618-1

市内 古物・廃棄物 172 ㈱ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ 岡山県津山市二宮1116-1

市内 古物・廃棄物 その他　役務 575 ㈲県北衛生ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市横山1247-5

市内 古物・廃棄物 754 全本金属興業㈱ 岡山県津山市瓜生原204-1

市内 古物・廃棄物 661 津山解体㈲ 岡山県津山市河辺1494

市内 古物・廃棄物 760 津山工業原料㈱ 岡山県津山市草加部1170-22

市内 古物・廃棄物 55 ㈲津山清美社 岡山県津山市高野本郷1683-1

市内 古物・廃棄物 667 ㈱廃棄物ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市二宮870

市内 古物・廃棄物 その他　役務 423 ㈱ﾊﾔｼ産業 岡山県津山市小田中1446-14

市内 古物・廃棄物 669 ㈱ﾋﾗﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岡山県津山市戸脇1112
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市内 古物・廃棄物 672 ㈱藤木商事 岡山県津山市宮部下1526

市内 古物・廃棄物 985 ㈱北部環境津山営業所 岡山県津山市国分寺126-11

市内 古物・廃棄物 269 ㈱丸岩産業 岡山県津山市神戸509-2

市内 旅行・運輸 638 有本観光ﾊﾞｽ㈱津山営業所 岡山県津山市南町1丁目102

市内 旅行・運輸 古物・廃棄物 165 岡山県貨物運送㈱津山主管支店 岡山県津山市一方15

市内 旅行・運輸 リース・レンタル（OAは除く） その他　物品 796 奥出屋運送㈱西日本物流ｾﾝﾀｰ 岡山県津山市くめ字団地50-70

市内 旅行・運輸 374 勝田交通㈱ 岡山県津山市上河原207-5

市内 旅行・運輸 4 加茂観光ﾊﾞｽ㈲ 岡山県津山市加茂町桑原280

市内 旅行・運輸 861 ㈱加茂ﾀｸｼｰ 岡山県津山市加茂町塔中57-3

市内 旅行・運輸 375 光永観光ﾊﾞｽ 岡山県津山市堀坂174-1

市内 旅行・運輸 749 ㈱ｻｶｲ引越ｾﾝﾀｰ岡山北支社 岡山県津山市河辺716-3

市内 旅行・運輸 866 ㈲真田運送 岡山県津山市一方32-14

市内 旅行・運輸 759 中鉄観光㈱ 岡山県津山市川崎143-1ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ川崎2階

市内 旅行・運輸 872 津山ﾂｰﾘｽﾄ㈱ 岡山県津山市志戸部673-3

市内 旅行・運輸 765 日本郵便㈱津山郵便局 岡山県津山市元魚町18

市内 旅行・運輸 その他　役務 59 ㈱のと香津山営業所 岡山県津山市高野山西2115-7

市内 旅行・運輸 輸送機器 警備 778 両備ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱両備ﾊﾞｽｶﾝﾊﾟﾆｰ津山事業本部 岡山県津山市津山口126-1

市内 警備 158 ㈱ｱｲｴｽ警備保障 岡山県津山市下高倉西1595-8

市内 警備 294 作陽警備保障㈱ 岡山県津山市志戸部714-1

市内 警備 その他　物品 薬品・衛生 654 ｾｺﾑ㈱津山支社 岡山県津山市小田中1443-4

市内 家具・内装・建具等 256 ｲﾝﾃﾘｱﾏﾂｵ 岡山県津山市川崎676-4

市内 家具・内装・建具等 415 ㈲上山畳内装 岡山県津山市二宮1961-1

市内 家具・内装・建具等 732 枝並硝子店 岡山県津山市二宮1934

市内 家具・内装・建具等 747 ㈲河本硝子店 岡山県津山市中島433-1

市内 家具・内装・建具等 消防・防災（消防自動車は除く） 保守等 984 三和ｼﾔｯﾀｰ工業㈱津山営業所 岡山県津山市院庄941-1

市内 家具・内装・建具等 事務用品・OA等 868 ㈱すえ木工 岡山県津山市八出244-1

市内 家具・内装・建具等 その他　物品 934 ㈲高橋工芸 岡山県津山市高野山西1612-2

市内 家具・内装・建具等 377 ㈲田中化建 岡山県津山市河面1129-3

市内 家具・内装・建具等 528 ㈱津山ｱﾙﾅ 岡山県津山市志戸部306-1
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市内 家具・内装・建具等 184 ㈲仲井畳工業 岡山県津山市堀坂533-3

市内 内装・家具・建具等 その他　物品 その他　役務 915 ㈲中村美創 岡山県津山市河辺717-1

市内 家具・内装・建具等 305 ㈱ﾅｶﾞﾚ 岡山県津山市下横野2202-10

市内 家具・内装・建具等 307 ㈱長谷川硝子店 岡山県津山市坪井町14

市内 家具・内装・建具等 その他　役務 586 平田畳店 岡山県津山市安井259-1

市内 家具・内装・建具等 教材等 看板 187 ㈲ﾌｧｲﾝｱｰﾄかわばた 岡山県津山市下野田387-1

市内 家具・内装・建具等 60 ㈲藤原創業 岡山県津山市京町4

市内 空調設備 建築営繕 家電 641 ㈱ｳﾁﾀﾞ 岡山県津山市林田町48

市内 空調設備 建築営繕 家電 171 ㈱櫛田電気 岡山県津山市平福595

市内 空調設備 消防・防災（消防自動車は除く） その他　役務 478 三要電熱工業㈱津山営業所 岡山県津山市津山口128-8

市内 空調設備 建築営繕 消防・防災（消防自動車は除く） 6 成好設備工業㈱ 岡山県津山市山北621-17

市内 空調設備 181 ㈲津山技研空調 岡山県津山市東一宮1233-3

市内 空調設備 家電 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 530 ㈲津山産業 岡山県津山市川崎1694

市内 空調設備 771 ㈱ﾐｶﾓｻｰﾋﾞｽ 岡山県津山市山北764-5

市内 空調設備 農林関連 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 676 美津吉商事㈱ 岡山県津山市一方194

市内 空調設備 器械・器具 消防・防災（消防自動車は除く） 593 ㈲山本ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 岡山県津山市国分寺992-7

市内 建築営繕 331 池上電気 岡山県津山市加茂町塔中24-2

市内 建築営繕 332 ㈲ｵｸﾞﾗ電工 岡山県津山市阿波1240-1

市内 建築営繕 744 清原総業㈱ 岡山県津山市小原186-12

市内 建築営繕 51 こんﾃｯｸ 岡山県津山市野介代493-16

市内 建築営繕 54 ㈱ｽﾍﾟｯｸ 岡山県津山市大田820-19

市内 建築営繕 その他　物品 870 ㈱TAKAKEN総合 岡山県津山市上紺屋町39-1

市内 建築営繕 182 統相全業 岡山県津山市志戸部711-11

市内 建築営繕 空調設備 警備 664 東宝ﾋﾞﾙ管理㈱津山営業所 岡山県津山市新魚町17ｱﾙﾈ･津山4F

市内 建築営繕 381 ㈲萩原住研 岡山県津山市小田中2218

市内 建築営繕 968 美北建設㈱ 岡山県津山市加茂町河井95-2

市内 建築営繕 その他　物品 13 ㈱福島鉄工所 岡山県津山市中北上1801-10

市内 建築営繕 家電 673 藤木電気工事 岡山県津山市中北下44-9

市内 建築営繕 家具・内装・建具等 資材・建材 589 ㈱真木 岡山県津山市川崎240-2
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市内 建築営繕 家具・内装・建具等 空調設備 962 ㈱ﾏﾂｼﾀ建工 岡山県津山市沼22-5

市内 建築営繕 家具・内装・建具等 その他　物品 883 水島建設 岡山県津山市久米川南5-3

市内 建築営繕 682 ㈲ﾜｲﾃｯｸ 岡山県津山市河面78-3

市内 保守等 建築営繕 家電 526 (一財)中国電気保安協会 津山営業所 岡山県津山市戸島634-34

市内 保守等 64 丸王電気管理事務所 岡山県津山市沼538-8

市内 調査・統計・計画 その他　役務 161 ｱｾｽ㈱ 岡山県津山市中北上1731-2

市内 調査・統計・計画 情報・企画 その他　役務 292 ㈱ｵｰｴｽｴｰ 岡山県津山市戸脇494-7

市内 調査・統計・計画 情報・企画 写真 53 ㈱ｼﾃﾞｨｯｸ 岡山県津山市新野東545

市内 調査・統計・計画 185 西日本環境測定㈱ 岡山県津山市押入572-1

市内 調査・統計・計画 情報・企画 図書 487 ㈱和田ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 岡山県津山市下高倉西549-63

市内 清掃・防虫駆除 その他　役務 472 ㈲ｱﾗｲｽ 岡山県津山市上村335-8

市内 清掃・防虫駆除 その他　役務 730 ヴｧｲﾝﾄﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 岡山県津山市上村335-8

市内 清掃・防虫駆除 49 ㈱おか 岡山県津山市上横野4156-5

市内 清掃・防虫駆除 消防・防災（消防自動車は除く） 空調設備 739 ㈱ｶﾞｯﾄ 岡山県津山市山北764-5

市内 清掃・防虫駆除 50 ㈱ｹｲｴｸｽ 岡山県津山市小原311-5

市内 清掃・防虫駆除 750 ㈲紫竹美装 岡山県津山市下田邑1456

市内 清掃・防虫駆除 376 ㈱ｾヴｨｱ 岡山県津山市横山377-6

市内 清掃・防虫駆除 869 ㈲総合美装 岡山県津山市上田邑1684-35

市内 清掃・防虫駆除 481 ㈲創示社 岡山県津山市小田中934-2

市内 清掃・防虫駆除 8 ㈱高橋ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工業 岡山県津山市押入566-1

市内 清掃・防虫駆除 655 ㈱ﾀｶﾔﾏ 岡山県津山市綾部457

市内 清掃・防虫駆除 336 津山ﾋﾞﾙ管理㈲ 岡山県津山市二宮2137-16

市内 清掃・防虫駆除 665 ㈲西村ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 岡山県津山市総社916-2

市内 清掃・防虫駆除 その他　役務 338 美作内外美装㈱ 岡山県津山市河辺1819

市内 清掃・防虫駆除 その他　役務 677 美作防疫ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈲ 岡山県津山市河面1168

市内 その他　物品 852 ㈲ｱﾝｼﾞｪ 岡山県津山市山北400-4

市内 その他　物品 853 ㈱江口電機津山営業所 岡山県津山市高野本郷2504-3

市内 その他　物品 その他　役務 資材・建材 859 勝浦工業 岡山県津山市久米川南2911

市内 その他　物品 298 志原刃物店 岡山県津山市志戸部352-6
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市内 その他　物品 577 ㈲創新 岡山県津山市小原207-9

市内 その他　物品 消防・防災（消防自動車は除く） 資材・建材 525 ㈱大東 岡山県津山市小原125-4

市内 その他　物品 527 ㈱千代延産業 岡山県津山市池ｹ原90-1

市内 その他　物品 資材・建材 876 日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱ 岡山県津山市高尾573-1

市内 その他　物品 337 ㈲ﾋﾗｲ 岡山県津山市横山386-8

市内 その他　物品 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 家具・内装・建具等 970 ㈲富士金物製作所 岡山県津山市上村363

市内 その他　物品 その他　役務 428 ㈲ﾛｯｸｾﾝﾀｰ津山 岡山県津山市大谷162-11

市内 その他　役務 255 ㈱ｱｰヴｧﾝﾏｴﾊﾗ 岡山県津山市横山387-7

市内 その他　役務 資材・建材 159 ㈱青山建設 岡山県津山市桑下1081-2

市内 その他　役務 その他　物品 建築営繕 724 ㈱ｱｻﾝﾃ 岡山県津山市小原78-1

市内 その他　役務 教材等 726 ㈲ｱﾑｽﾞ 岡山県津山市大田316

市内 その他　役務 640 ㈲安藤製作所 岡山県津山市皿505-4

市内 その他　役務 738 片田ﾀｲﾙ 岡山県津山市志戸部207-2

市内 その他　役務 169 ㈱河原緑建 岡山県津山市下田邑1069

市内 その他　役務 その他　物品 器械・器具 519 ㈱川本津山営業所 岡山県津山市上河原334-1

市内 その他　役務 745 ㈱久米ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 岡山県津山市桑下1680

市内 その他　役務 事務用品・OA等 その他　物品 863 ㈱ｺｺﾛｸﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 岡山県津山市勝部518-3

市内 その他　役務 その他　物品 古物・廃棄物 261 ㈲小松清掃社 岡山県津山市大田112-5

市内 その他　役務 その他　物品 古物・廃棄物 418 SAND LABO 岡山県津山市小田中960-10

市内 その他　役務 その他　物品 古物・廃棄物 419 ㈲勝央清掃勝北支店 岡山県津山市杉宮136

市内 その他　役務 977 人材ﾌﾟﾛｵﾌｨｽ㈱津山営業所 岡山県津山市押入503-1ｼｪﾙｸﾚｰﾙﾋﾞﾙ202

市内 その他　役務 その他　物品 古物・廃棄物 7 整理社Kawai 岡山県津山市山下18-252ﾋﾞﾙ山下2F

市内 その他　役務 177 ㈱大環 岡山県津山市東一宮73-1

市内 その他　役務 758 ㈲田口工業所 岡山県津山市高野本郷858

市内 その他　役務 302 ㈱中国環境開発ｴﾝｼﾞﾆｱ 岡山県津山市東一宮73-1

市内 その他　役務 資材・建材 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 583 ㈱中元金属 岡山県津山市下高倉東819-9

市内 その他　役務 その他　物品 空調設備 880 ㈱BEAGLE津山営業所 岡山県津山市勝部518-3

市内 その他　役務 585 ㈱Beｺﾑ 岡山県津山市高野本郷1272-5

市内 その他　役務 調査・統計・計画 その他　物品 14 ﾌｼﾞﾃｸﾉ㈲ 岡山県津山市田熊1786-3

13/14 (有効期限：令和5年6月30日)



区分 第1登録業種 第2登録業種 第3登録業種 登録番号 会社名 所在地

市内 その他　役務 情報・企画 教材等 768 ㈲ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵﾌｨｽｹｲﾂｳ 岡山県津山市八出1326-6

市内 その他　役務 539 ㈲雅水道設備 岡山県津山市加茂町行重1970

市内 その他　役務 その他　物品 資材・建材 679 森ｶﾞﾗｽ 岡山県津山市日本原491

市内 その他　役務 その他　物品 資材・建材 958 野屋開樹園 岡山県津山市日上1064

14/14 (有効期限：令和5年6月30日)


