
登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

163 ㈲岡山こどものとも社 岡山県岡山市中区中納言町6-30 図書 教材等

25 ㈱社会保険研究所 広島県広島市中区上八丁堀5-15 図書 日用品類

81 ㈱東京法規出版 東京都文京区本駒込2-29-22 図書 その他物品 その他役務

257 ㈱図書館流通センター 東京都文京区大塚3-1-1 図書 その他役務 教材等

335 日本文教出版㈱ 岡山県岡山市北区伊島町1-4-23 図書

91 ㈱文教社 香川県高松市本町6-22 図書 教材等

484 ㈱ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2-1-4 図書 情報・企画 日用品類

319 ㈱アイアットＯＥＣ 岡山県岡山市北区本町6-36 事務用品・OA等

105 ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 東京都港区虎ノ門1-2-6 事務用品・OA等

446 ㈱イートン 岡山県岡山市南区当新田443-1 事務用品・OA等

717 ㈱エス・シー・ラボ 岡山本社 岡山県岡山市北区芳賀5319-1 事務用品・OA等 その他物品 その他役務

852 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 中国支店 広島県広島市中区八丁堀16-11 事務用品・OA等 その他物品 薬品・衛生

243 ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 事務用品・OA等 情報・企画

718 ＮＥＣフィールディング㈱ 中国支社・岡山支店 岡山県岡山市北区新屋敷町1-1-18 事務用品・OA等 その他物品 その他役務

110 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 中国支社 広島県広島市南区比治山本町11-20 事務用品・OA等

405 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店 岡山県岡山市北区表町1-5-1 事務用品・OA等 情報・企画 調査・統計・計画

853 ㈱ＮＴＴドコモ 岡山支店 岡山県岡山市北区東古松1-11-20 事務用品・OA等 情報・企画 リース・レンタル

206 ＮＴＴファイナンス㈱ 中国支店 広島県広島市中区立町2-27 事務用品・OA等 その他役務 薬品・衛生

162 ㈱えむぼま 愛媛県松山市余戸中4-5-43 事務用品・OA等 情報・企画 その他役務

570 オカツウエレクトロニクス㈱ 岡山県岡山市北区今7-5-6 事務用品・OA等 その他役務

572 ＯＫＩクロステック㈱ 中国支社岡山支店 岡山県岡山市北区下中野324-101 事務用品・OA等 その他役務

451 協和テクノロジィズ㈱ 岡山事業所 岡山県岡山市北区駅元町31-2 事務用品・OA等 その他役務 情報・企画

863 クリエイティブリンク㈱ 岡山県岡山市北区平野765-19 事務用品・OA等 その他物品 その他役務

864 ＫＤＤＩ㈱ ｿﾘｭｰｼｮﾝ岡山支店 岡山県岡山市北区下石井2-2-5 事務用品・OA等 その他役務 情報・企画

247 Ｇａｔｅシステムズ㈱ 岡山県岡山市北区下中野708-107 事務用品・OA等 情報・企画 教材等

728 コトブキシーティング㈱ 中四国支店 広島県広島市中区紙屋町1-1-17 事務用品・OA等 その他物品 その他役務

23 コムパス㈱ 岡山県岡山市北区下中野1222-7 事務用品・OA等 その他物品 その他役務



登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

458 ㈱ジェクト 福山営業所 広島県福山市田尻町3450 事務用品・OA等 情報・企画

578 ㈱ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 事務用品・OA等 薬品・衛生 その他役務

583 ソリマチ㈱ 新潟県長岡市表町1-4-24 事務用品・OA等 情報・企画 その他役務

329 ㈱ソルコム 岡山支店 岡山県岡山市北区奥田南町8-38 事務用品・OA等 教材等 情報・企画

874 中国電設工業㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区神田町2-8-7 事務用品・OA等 その他役務 家電

370 デュプロ㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区上中野1-19-39 事務用品・OA等

417 東京センチュリー㈱ 東京都千代田区神田練塀町3 事務用品・OA等 リース・レンタル 薬品・衛生

127 トマトリース㈱ 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 事務用品・OA等 リース・レンタル 薬品・衛生

302 西日本電信電話㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区中山下2-1-90 事務用品・OA等 情報・企画 その他役務

744 ㈱ニック 福岡県大野城市川久保3-1-23 事務用品・OA等 情報・企画 その他物品

333 日通商事㈱広島支店 岡山営業センター 岡山県岡山市北区錦町1-1 事務用品・OA等 リース・レンタル エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

588 日本無線㈱ 中国支店 広島県広島市中区八丁堀7-2 事務用品・OA等 その他役務

421 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 中国社 広島県広島市中区八丁堀5-7 事務用品・OA等 情報・企画 教材等

594 日立キャピタル㈱ 東京都港区西新橋1-3-1 事務用品・OA等 薬品・衛生 リース・レンタル

336 ㈱日立国際電気 中国支店 広島県広島市東区光町1-10-19 事務用品・OA等 その他物品 その他役務

270 富士ゼロックス岡山㈱ 岡山県岡山市北区今4-14-26 事務用品・OA等

755 富士通㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区磨屋町10-12 事務用品・OA等 情報・企画

886 富士通リース㈱ 中国支店 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 事務用品・OA等 その他役務 薬品・衛生

477 ㈱藤山電気工学社 岡山県岡山市中区乙多見441-16 事務用品・OA等 その他役務

478 扶桑電通㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町10-12 事務用品・OA等 情報・企画 その他役務

887 ㈱フリーデン 岡山県岡山市南区妹尾3273-3 事務用品・OA等 情報・企画

889 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 東京都港区芝浦1-2-3 事務用品・OA等 リース・レンタル その他物品

187 三井住友ファイナンス＆リース㈱ 東京都千代田区丸の内1-3-2 事務用品・OA等 リース・レンタル 薬品・衛生

535 三菱電機クレジット㈱ 中国支店 広島県広島市中区鉄砲町10-12 事務用品・OA等 その他役務 リース・レンタル

36 ㈱ラインズオカヤマ 備前支店 岡山県備前市伊部1722-1 事務用品・OA等 情報・企画 その他役務

208 ㈱乙媛印刷社 岡山営業所 岡山県岡山市東区城東台東2-8-2 印刷製本 調査・統計・計画

119 ㈱現代けんこう出版 東京都墨田区両国1-12-8 印刷製本 図書 その他役務



登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

123 サンコー印刷㈱ 岡山県総社市駅南1-1-5 印刷製本 情報・企画 看板

413 山陽印刷㈱ 岡山県岡山市北区富吉3098-1 印刷製本

740 友野印刷㈱ 岡山県岡山市北区高柳西町1-23 印刷製本 図書 その他役務

723 ㈱キクテック 西日本事業所 岡山県岡山市北区津高265-1 看板 資材・建材 交通安全用具

296 ㈱グリーンクロス 岡山営業所 岡山県岡山市中区藤崎627-1 看板 衣料品等 交通安全用具

456 山陽マーク㈱ 広島県広島市西区楠木町1-2-5 看板

298 巣守金属工業㈱ 広島県広島市南区出島1-34-7 看板

415 ㈱チヂキ 岡山県岡山市南区藤田566-185 看板 衣料品等 事務用品・OA等

466 中国衛材㈱ 岡山県岡山市北区野田3-1-5 看板 薬品・衛生 日用品類

877 ㈱デンショク 岡山県岡山市中区桑野516-8 看板 家電 その他物品

128 ㈱ナカノ 大分県中津市大字野依702-1 看板

376 ㈱双葉店飾社 岡山県岡山市北区田中126-101 看板 その他役務 内装・家具

184 平和製罐㈱ 大阪府泉南市りんくう南浜3-17 看板

272 ㈱保安企画 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田4-12-17 看板 情報・企画 交通安全用具

377 ㈱マーク 岐阜県美濃加茂市森山町3-12-1 看板 その他物品 衣料品等

322 ㈱栄光スポーツ 岡山県岡山市北区大供1-3-7 教材等 衣料品等

323 ㈲太田教材社 岡山県久米郡美咲町原田602-1 教材等 その他役務 図書

730 さくら堂 岡山県岡山市北区内山下1-9-12 教材等

732 ㈱ジャクエツ 倉敷店 岡山県倉敷市中島2702 教材等

581 世界文化社販売㈱ 岡山県岡山市北区鹿田町1-5-6 教材等 図書

330 タカオ㈱ 広島県福山市御幸町中津原1787-1 教材等 その他役務 看板

584 ㈱中国心理診断センター 岡山県岡山市北区伊島町1-3-2 教材等 その他物品

256 東和電気工業㈱ 岡山県岡山市北区田益1695-1 教材等 家電 その他物品

473 ㈱ニシオカ 大阪府大阪市住吉区南住吉3-17-5 教材等 その他物品

264 ㈲長谷川楽器店 岡山県岡山市北区表町3-3-20 教材等 その他役務

672 ㈱プローバ 岡山県岡山市南区米倉42-1 教材等 事務用品・OA等 その他役務

276 ㈱山下体育社 岡山県岡山市北区平田117-109 教材等 薬品・衛生



登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

657 ㈱第一興商 岡山支店 岡山県岡山市北区西市851-3 家電 リース・レンタル

856 大阪和田化学工業㈱ 大阪府大阪市天王寺区上之宮町10-3 日用品類

90 平松エンタープライズ㈱ 岡山県倉敷市昭和1-2-22 日用品類 資材・建材

136 藤田興業㈱ 岡山県岡山市南区藤田679 日用品類 その他物品 その他役務

291 愛知時計電機㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市中区国府市場66-9 器械・器具 その他物品

355 ㈱エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高1-8-17 器械・器具 その他物品 その他役務

295 鎌長製衡㈱ 中・四国支店 香川県高松市牟礼町牟礼2246 器械・器具 その他物品 その他役務

121 ㈱金剛測機 岡山営業所 岡山県岡山市北区今6-11-7 器械・器具 その他物品 事務用品・OA等

455 ㈱山陽エンタープライズ 岡山県倉敷市日畑294 器械・器具 その他物品 その他役務

171 ㈱山陽計測 岡山県岡山市南区福吉町12-19 器械・器具 その他役務

460 新青山㈱ 岡山県岡山市北区兵団3-33 器械・器具 薬品・衛生 その他役務

471 東洋計器㈱ 関西西事務所 大阪府吹田市南金田1-8-8 器械・器具

761 ㈱三ツワフロンテック 岡山営業所 岡山県倉敷市老松町3-8-7 器械・器具

120 児島産業㈱ 岡山県倉敷市中島907 交通安全用具 その他物品

169 ㈱小山商会 岡山営業所 岡山県岡山市北区平田159-110 衣料品等

70 ㈱ジェイユウ 岡山県岡山市南区福富西1-5-6 衣料品等 消防・防災

72 昭和被服総業㈱ 岡山県岡山市東区西大寺中3-16-38 衣料品等 消防・防災

252 ㈱大和アパレル 岡山県岡山市北区西古松1-12-20 衣料品等 消防・防災

217 ㈱トーカイ 中国支店 岡山県岡山市東区九蟠800-1 衣料品等 内装・家具 その他役務

537 ㈲ルーツ 岡山県倉敷市茶屋町497-21 衣料品等

602 ワタキューセイモア㈱ 中国支店 岡山県岡山市南区浜野3-17-34 衣料品等 薬品・衛生 その他役務

57 ㈱アイホー 岡山営業所 岡山県岡山市北区上中野1-19-18 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 日用品類 衣料品等

112 エフビットコミュニケーションズ㈱ 京都府京都市南区東九条室町23 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

858 関西電力㈱ 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

860 北沢産業㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区今3-9-11 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

62 ㈲近畿調理機 兵庫県赤穂市古浜町83 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 日用品類

300 綜合厨器㈱ 岡山県岡山市南区新福2-11-5 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 その他役務 内装・家具



登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

736 タニコー㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区富田505-5 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

373 ㈱中西製作所 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田1-2-3 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

587 日本調理機㈱ 中国支店岡山営業所 岡山県岡山市北区下中野338-124 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

592 ㈱ＢＳＳ 岡山県岡山市東区上道北方728 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 空調設備

274 ミツウロコグリーンエネルギー㈱ 東京都中央区日本橋2-11-2 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

411 ㈱熊谷興産 岡山県岡山市北区青江5-22-34 資材・建材 交通安全用具 消防・防災

577 坂田砕石工業㈱ 岡山県津山市北園町30-19 資材・建材 古物・廃棄物

467 津山小野田レミコン㈱ 岡山県久米郡美咲町錦織2292 資材・建材

748 ニューロード㈱ 久米工場 岡山県久米郡美咲町錦織1932 資材・建材

56 ㈱ＲＳＫプロビジョン 岡山県岡山市北区内山下1-1-5 情報・企画 図書 調査・統計・計画

241 アトラス情報サービス㈱ 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6 情報・企画 事務用品・OA等 その他役務

848 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 中四国営業部 広島県広島市東区若草町12-1 情報・企画 事務用品・OA等 その他役務

720 ㈱ＮＪＳ 倉敷出張所 岡山県倉敷市阿知1-7-2 情報・企画 その他役務

641 ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱ 中国支店 広島県広島市中区基町6-77 情報・企画 事務用品・OA等 その他物品

59 ㈱エムティーアイ 東京都新宿区西新宿3-20-2 情報・企画

855 ㈱ＯＨＫエンタープライズ 岡山県岡山市北区学南町3-2-1 情報・企画 看板 写真

207 ㈱岡山情報処理センター 岡山県岡山市北区本町6-36 情報・企画 事務用品・OA等

644 ㈱オフィスダン 岡山県岡山市北区今2-18-22 情報・企画 看板 リース・レンタル

117 北日本コンピューターサービス㈱ 秋田県秋田市南通築地15-32 情報・企画 事務用品・OA等

646 ㈱ぎょうせい 中国支社 広島県広島市中区三川町2-10 情報・企画 図書 調査・統計・計画

165 京セラコミュニケーションシステム㈱ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 情報・企画 事務用品・OA等 その他役務

168 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3 情報・企画 事務用品・OA等

521 ㈱ココロクメディアデザイン 岡山県津山市勝部518-3 情報・企画 その他役務 その他物品

647 ㈱五星 岡山支店 岡山県岡山市北区錦町1-8 情報・企画 調査・統計・計画 その他役務

69 ㈱三水コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区野田屋町1-12-14 情報・企画

212 ㈱ジオプラン・ナムテック 東京都品川区上大崎3-1-1 情報・企画 その他役務 事務用品・OA等

733 ㈱シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24 情報・企画 事務用品・OA等 その他役務



登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

654 セーラー広告㈱ 倉敷支社 岡山県倉敷市白楽町249-5 情報・企画 看板

737 ＴＩＳ㈱ 産業公共事業本部 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 情報・企画 事務用品・OA等

28 ＴＳＰ太陽㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区中山下1-2-30 情報・企画 リース・レンタル 看板

468 ㈱ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758 情報・企画 事務用品・OA等

529 ㈱テレビせとうちクリエイト 岡山県岡山市北区柳町2-1-1 情報・企画 写真

659 ㈱デンソー 愛知県刈谷市昭和町1-1 情報・企画 事務用品・OA等 その他役務

660 ㈱電通西日本 岡山支社 岡山県岡山市北区磨屋町10-12 情報・企画

215 東京インタープレイ㈱ 東京都千代田区岩本町1-12-4 情報・企画

470 ㈱ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21 情報・企画 事務用品・OA等 図書

179 ㈱トスコ 岡山県岡山市南区西市116-13 情報・企画 事務用品・OA等

661 ㈱トータルデザインセンター 岡山県岡山市北区奥田本町15-20 情報・企画

180 凸版印刷㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 情報・企画 調査・統計・計画

218 ナイカイサービス㈱ コンピュータシステム部 岡山県岡山市北区今6-8-17 情報・企画 事務用品・OA等

259 長田広告㈱ 愛知県津島市東柳原町5-5-1 情報・企画 看板

303 日本電気㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 情報・企画 事務用品・OA等

746 日本アイ・ビー・エム㈱ 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 情報・企画 事務用品・OA等

668 ㈱日本インシーク 岡山営業所 岡山県岡山市南区浜野3-22-33 情報・企画 その他役務 調査・統計・計画

532 日本グリーンパックス㈱ 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 情報・企画

220 ㈱乃村工藝社 東京都港区台場2-3-4 情報・企画 看板

751 ㈱パスコ 岡山支店 岡山県岡山市北区本町2-5 情報・企画 調査・統計・計画 事務用品・OA等

267 ㈱ビーシーシー 岡山センター 岡山県笠岡市笠岡2148-2 情報・企画 その他役務 事務用品・OA等

32 ㈱日立システムズ 岡山支店 岡山県岡山市北区柳町2-1-1 情報・企画 事務用品・OA等

185 ㈱ホープ 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 情報・企画 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器 リース・レンタル

597 三谷コンピュータ㈱ 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7-1-13 情報・企画 事務用品・OA等

677 ㈱ライフイン 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23 情報・企画 その他役務 事務用品・OA等

601 ㈱ランネット 岡山県真庭市赤野409-7 情報・企画 教材等 事務用品・OA等

678 ㈱リクルートライフスタイル 東京都千代田区丸の内1-9-2 情報・企画 調査・統計・計画 その他役務



登録
番号
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712 ㈱両備システムズ　 津山営業所 岡山県津山市戸島634-23 情報・企画 事務用品・OA等 調査・統計・計画

381 ㈱リョービシステムサービス 岡山県岡山市南区豊成2-7-16 情報・企画 事務用品・OA等

403 ㈲岩谷ポンプ 鳥取県倉吉市越中町1740-8 輸送機器

408 岡山ダイハツ販売㈱ 法人営業部 岡山県岡山市北区野田2-1-38 輸送機器

116 ㈱岡山森田ポンプ 岡山県岡山市北区大供1-6-3 輸送機器 消防・防災 衣料品等

575 キンパイ商事㈱ 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 輸送機器 消防・防災 衣料品等

63 ㈱クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 輸送機器 資材・建材

129 長野ポンプ㈱ 大阪営業所 大阪府吹田市豊津町1-31 輸送機器 消防・防災 薬品・衛生

266 ㈱林田製作所 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田56-1 輸送機器

600 ㈱吉谷機械製作所 鳥取県鳥取市古海356-1 輸送機器 消防・防災

222 ㈱本多 岡山支店 岡山県岡山市北区平野765-1 食料品等 その他物品

424 ㈱誠屋 岡山県岡山市北区大内田717-3 食料品等

648 ㈱コメリ 新潟県新潟市南区清水4501-1 農林関連 日用品類 資材・建材

204 ㈲板谷 岡山県岡山市北区今3-24-10 薬品・衛生 その他役務

118 共和メンテナンス㈱ 東京都品川区西五反田7-25-19 薬品・衛生 その他役務

524 ㈱島津製作所 関西支社 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 薬品・衛生 器械・器具

73 神鋼環境メンテナンス㈱ 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21 薬品・衛生 その他役務

531 東西化学産業㈱ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 薬品・衛生

219 西本薬品㈱ 岡山県岡山市中区浜3-7-1 薬品・衛生 教材等 日用品類

132 ㈱ニック 大阪府豊中市名神口3-7-14 薬品・衛生 日用品類 リース・レンタル

35 ㈲森エージェンシー 岡山県岡山市南区当新田383-11 薬品・衛生 その他役務 その他物品

142 ㈱ワコーインターナショナル 岡山支店 岡山県岡山市中区浜3-10-36 薬品・衛生 教材等 その他物品

292 ㈱赤松 岡山県岡山市中区平井1113-6 消防・防災 輸送機器

582 ゼコー㈱ 岡山県倉敷市児島駅前1-76 消防・防災 輸送機器

655 ㈱セツビ 岡山県岡山市南区新保669-7 消防・防災 空調設備

31 能美防災㈱ 岡山支社 岡山県岡山市北区下中野328-113 消防・防災

87 ㈱橋本電気工業所 岡山県岡山市北区青江1-13-55 消防・防災 家電 その他役務



登録
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337 ㈱藤井ポンプ製作所 兵庫県姫路市白国2-13-1 消防・防災 輸送機器

378 ㈲真庭消防設備 岡山県真庭市下市瀬63 消防・防災

141 ワールドウォーターバッグ㈱ 大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23 消防・防災

857 オリエントハウス㈱ 神戸支店 兵庫県神戸市西区玉津町田中593-3 リース・レンタル

75 ㈱ＤＡＩ 岡山県岡山市中区平井1109-7 リース・レンタル その他役務 看板

872 大和リース㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区今6-20-13 リース・レンタル

332 ㈱デザインアーク 岡山支店 岡山県岡山市北区下中野360-101 リース・レンタル 事務用品・OA等 家電

125 東海リース㈱ 岡山支店 岡山県岡山市東区西大寺新地字新作383-12 リース・レンタル

881 日成ビルド工業㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 リース・レンタル

670 日立キャピタルオートリース㈱ 中四国支店 広島県広島市中区袋町5-25 リース・レンタル 古物・廃棄物

754 富士産業㈱ 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 リース・レンタル

58 ㈱イージーエス 愛媛県新居浜市新田町3-1-39 古物・廃棄物

107 ㈱ヴァイオス 和歌山県和歌山市西庄295-9 古物・廃棄物 その他役務

404 宇部興産㈱ 建設資材カンパニー資源リサイクル事業部 山口県宇部市大字小串1978-2 古物・廃棄物

161 ㈲エコ・ファーム勝央 岡山県勝田郡勝央町為本1470 古物・廃棄物

642 ㈱エルエス 岡山県岡山市東区豊田2-3 古物・廃棄物

358 ㈱オガワエコノス 広島県府中市高木町502-10 古物・廃棄物

325 ㈱カンガイ 岡山県倉敷市玉島柏島769-1 古物・廃棄物

60 ㈱カンサイ 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内460 古物・廃棄物 その他役務 薬品・衛生

861 グリーン環境㈱ 岡山県苫田郡鏡野町薪森原609 古物・廃棄物 その他役務

727 ㈱クリーンステージ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-30 古物・廃棄物

359 クリーン発酵㈱ 岡山県真庭市上水田7341 古物・廃棄物 農林関連

650 三光㈱ 鳥取県境港市昭和町5-17 古物・廃棄物

734 住吉工業㈱ 山口県下関市長府扇町1-23 古物・廃棄物

526 大栄環境㈱ 大阪府和泉市ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ2-3-28 古物・廃棄物 その他役務

527 ㈱タカハシ 大阪府大阪市城東区中浜2-11-11 古物・廃棄物

331 ㈱谷ファーム 岡山県勝田郡勝央町植月北961-1 古物・廃棄物 農林関連
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873 ㈱中空 岡山県岡山市北区中仙道2-16-31 古物・廃棄物

664 ㈱トクヤマ 資源リサイクル営業グループ 山口県周南市御影町1-1 古物・廃棄物

372 ㈱トクヤマロジスティクス 山口県周南市入船町7-18 古物・廃棄物

130 ㈱西日本アチューマットクリーン 岡山県岡山市中区藤原50-1 古物・廃棄物 その他役務

30 ㈱日本資源開発社 岡山県岡山市東区浦間1102 古物・廃棄物 農林関連

86 萩森物流㈱ 物流部 山口県宇部市大字東須恵ろ一・3926-5 古物・廃棄物

884 ㈱ＢＡＮ 岡山県苫田郡鏡野町沢田393 古物・廃棄物

221 平林金属㈱ 岡山県岡山市北区下中野347-104 古物・廃棄物

534 三重中央開発㈱ 三重県伊賀市予野字鉢屋4713 古物・廃棄物 その他役務

275 安田産業㈱ 岡山県岡山市南区三浜町1-1-18 古物・廃棄物

140 山口エコテック㈱ 山口県周南市晴海町7-46 古物・廃棄物

643 奥出屋運送㈱ 岡山県久米郡美咲町打穴中1030-1 旅行・運輸 リース・レンタル

667 日本通運㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区錦町1-1-704 旅行・運輸 その他役務 古物・廃棄物

85 日本総合サービス㈱ 広島支店 広島県広島市中区榎町2-15 旅行・運輸 その他役務

891 ヤマト運輸㈱ 津山法人営業支店 岡山県苫田郡鏡野町古川1072-5 旅行・運輸 その他役務

762 ㈱リョービツアーズ 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 旅行・運輸

724 近畿警備保障㈱ 岡山県岡山市南区米倉99-12 警備

367 綜合警備保障㈱ 岡山支社 岡山県岡山市北区磨屋町10-12 警備 消防・防災 薬品・衛生

725 クラブン㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区野田4-16-17 内装・家具 事務用品・OA等 家電

747 日本ファイリング㈱ 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場2-5-12 内装・家具

401 アクト設備㈱ 岡山県岡山市中区長岡468-1 空調設備

66 ㈱サン・アドバンス 岡山県倉敷市福井212-2 空調設備 消防・防災 その他役務

68 サンコー工業㈲ 岡山県岡山市中区平井5-8-30 空調設備 その他役務

173 ジョンソンコントロールズ㈱ 広島支店 広島県広島市中区中町7-22 空調設備

739 東芝キヤリア㈱ サービス営業部 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 空調設備

666 ㈱日建 岡山県岡山市南区新保666-7 空調設備 消防・防災 警備

183 日本電技㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区今2-10-1 空調設備
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262 昇テクノサービス㈲ 岡山県岡山市北区久米269 空調設備 その他物品 その他役務

892 ヤンマーエネルギーシステム㈱ 広島支店 広島県広島市佐伯区隅の浜3-1-31 空調設備 その他物品 その他役務

225 菱信工業㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市中区穝160-1 空調設備

249 山陽電子工業㈱ 岡山県岡山市中区長岡4-73 建築営繕 保守等 薬品・衛生

523 ㈱ジーエス・ユアサフィールディングス 岡山営業所 岡山県岡山市南区古新田1143-9 建築営繕 保守等

166 クマリフト㈱ 広島営業所 広島県広島市東区牛田本町1-10－24 保守等

363 山陽電気保全㈱ 岡山県岡山市中区下335-1 保守等

364 ㈲自動ドア工業 岡山県岡山市北区田原284 保守等

876 寺岡オートドア㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田2-2-13 保守等

663 東芝エレベータ㈱ 中国支社 広島県広島市中区大手町2-7-10 保守等

84 日本運搬機械㈱ 広島県福山市卸町15-16 保守等 その他物品

29 日本オーチス・エレベータ㈱ 中国支店 広島県広島市南区稲荷町4-1 保守等

268 ㈱日立ビルシステム 中国支社 広島県広島市中区八丁堀3-33 保守等 その他役務 家電

375 扶桑電機工業㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市南区新保655-9 保守等

536 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 中国支社 広島県広島市中区中町7-22 保守等 空調設備 家電

674 ㈱メレック 岡山県岡山市北区島田本町1-2-25 保守等 家電 教材等

190 ㈱リフテック 広島県呉市焼山東4-2-29 保守等 その他物品

203 朝日航洋㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田屋町2-6-22 調査・統計・計画 情報・企画 その他役務

514 アジア航測㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区東島田町1-3-5 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

19 アシスト㈱ 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

568 ㈱アテナ 島根県松江市内中原町226-3 調査・統計・計画 情報・企画

847 いであ㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区奉還町1-13-10 調査・統計・計画 その他役務 その他物品

515 ㈱ウエスコ 岡山支社 岡山県岡山市北区島田本町2-5-35 調査・統計・計画 事務用品・OA等 その他物品

516 ㈱エイト日本技術開発 中国支社 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 調査・統計・計画 情報・企画

640 ＡＳロカス㈱ 千葉県市原市五井3926-1 調査・統計・計画 情報・企画 その他役務

354 ㈱エクスラン・テクニカル・センター 岡山県岡山市東区金岡東町3-3-1 調査・統計・計画

109 ㈱エヌ・イーサポート 岡山支店 岡山県岡山市北区中井町2-1-8 調査・統計・計画
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244 エヌエス環境㈱ 中四国支店 岡山県岡山市南区豊成2-2-9 調査・統計・計画

406 ㈱エブリプラン 岡山営業所 岡山県岡山市北区伊福町3-2-9 調査・統計・計画 情報・企画 その他役務

449 応用地質㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市南区豊成2-2-9 調査・統計・計画 情報・企画 器械・器具

356 ㈱オオバ 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町9-30 調査・統計・計画 情報・企画 その他役務

114 (一財)岡山経済研究所 岡山県岡山市北区丸の内1-15-20 調査・統計・計画

357 (公財)岡山県環境保全事業団 岡山県岡山市南区内尾665-1 調査・統計・計画 その他役務

722 (公財)岡山県健康づくり財団 岡山県岡山市北区平田408-1 調査・統計・計画 健検診

409 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 岡山事務所 岡山県岡山市北区奉還町2-8-6 調査・統計・計画 情報・企画 リース・レンタル

519 ㈱かんこう 中国営業所 広島県広島市西区横川町3-8-10 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

64 ㈱グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場1-17-11 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

576 ㈱建設技術研究所 岡山事務所 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 調査・統計・計画 情報・企画 その他役務

360 国際航業㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区西古松西町5-6 調査・統計・計画 事務用品・OA等 その他物品

729 ㈱サーベイリサーチセンター 岡山事務所 岡山県岡山市北区大供2-1-1 調査・統計・計画 その他役務

652 ジェイエムシー㈱ 高知県高知市葛島4-3-30 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

579 写測エンジニアリング㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区今3-9-6 調査・統計・計画 情報・企画

459 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5 調査・統計・計画 情報・企画 その他役務

525 (一財)淳風会 岡山県岡山市北区万成東町3-1 調査・統計・計画 健検診

365 昭和㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区天神町1-7 調査・統計・計画 情報・企画

124 ㈱静環検査センター 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田3-11-48-101 調査・統計・計画 その他役務

870 ㈱瀬戸内航空写真 岡山県岡山市南区浦安南町673-1 調査・統計・計画

328 ㈱総合環境計画 岡山事務所 岡山県岡山市北区本町6-36 調査・統計・計画 情報・企画

368 中央復建コンサルタンツ㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区駅前町2-3-25 調査・統計・計画 情報・企画

253 中外テクノス㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区西古松237-126 調査・統計・計画 器械・器具 薬品・衛生

875 ㈱長大 岡山事務所 岡山県岡山市北区今3-19-10 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

530 ㈱東京商工リサーチ 岡山支店 岡山県岡山市北区下石井2-1-18 調査・統計・計画 その他役務 図書

80 東京テクニカル・サービス㈱ 千葉県浦安市今川4-12-38-1 調査・統計・計画

371 ㈱東洋技研 高知県高知市大津乙1902-4 調査・統計・計画 その他役務
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178 東和環境科学㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区奉還町1-13-10 調査・統計・計画 その他物品 その他役務

472 ㈱なんば技研 岡山県倉敷市玉島長尾214-1 調査・統計・計画

82 ㈱日建技術コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区春日町6-10 調査・統計・計画

83 ㈱日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央1-17-9 調査・統計・計画 情報・企画

419 ㈱日水コン 岡山事務所 岡山県岡山市北区学南町2-6-51 調査・統計・計画 その他役務

133 (一財)日本環境衛生センター 西日本支局 福岡県大野城市白木原3-5-11 調査・統計・計画 その他役務

182 ㈲日本交通流動リサーチ 岡山事務所 岡山県岡山市北区吉備津1157-18 調査・統計・計画 その他役務

669 ㈱日本総合科学 岡山支所 岡山県岡山市北区西長瀬261-105 調査・統計・計画

374 ㈱バイタルリード 島根県出雲市荻杼町274-2 調査・統計・計画 その他役務 情報・企画

750 パシフィックコンサルタンツ㈱ 岡山事務所 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 調査・統計・計画 情報・企画

596 ㈱兵庫分析センター 岡山営業所 岡山県倉敷市亀島1-33-37 調査・統計・計画 その他役務 その他物品

533 ㈱福山コンサルタント 岡山営業所 岡山県岡山市北区幸町6-17 調査・統計・計画 その他役務 リース・レンタル

481 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 大阪 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 調査・統計・計画

92 八千代エンジニヤリング㈱ 岡山事務所 岡山県岡山市北区駅前町2-5-24 調査・統計・計画

94 ランドブレイン㈱ 岡山事務所 岡山県岡山市中区住吉町2-4 調査・統計・計画

486 ㈱ワイズマンコンサルティング 岡山支店 岡山県岡山市北区幸町8-29 調査・統計・計画

846 イオンディライト㈱ 中四国支社岡山支店 岡山県岡山市北区下石井2-1-10 清掃・防虫駆除 空調設備 消防・防災

248 ㈱研美社 岡山県岡山市北区新屋敷町2-9-25 清掃・防虫駆除 その他役務

65 ㈱合人社計画研究所 広島県広島市中区袋町4-31 清掃・防虫駆除 建築営繕

362 ㈱サピックス 岡山県岡山市中区神下450 清掃・防虫駆除 警備 古物・廃棄物

24 ㈱サンヨー・フィル 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1575-1 清掃・防虫駆除 古物・廃棄物 その他物品

735 太平ビルサービス㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区蕃山町9-19 清掃・防虫駆除 保守等 警備

883 日本管財㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 清掃・防虫駆除 空調設備 警備

407 ㈱岡山医学検査センター 岡山県倉敷市笹沖468-5 健検診 調査・統計・計画 薬品・衛生

450 (医)岡山クリニック 岡山県倉敷市笹沖461-1 健検診

423 ㈱福山臨床検査センター 岡山支所 岡山県岡山市北区西古松西町3-10 健検診

599 (医)養寿会 岡山県岡山市北区本町6-36 健検診
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20 アズビル㈱ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ関西支社 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 その他物品 その他役務

106 アムズ㈱ 石川県金沢市西泉3-92 その他物品

402 石垣メンテナンス㈱ 中国支店 広島県広島市中区鉄砲町8-18 その他物品 その他役務 薬品・衛生

293 ㈱Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店 広島県広島市東区光町2-14-16 その他物品 その他役務 調査・統計・計画

321 ㈱内田洋行 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2 その他物品 その他役務 情報・企画

850 ㈱エクシング ｴﾘｱ営業部西日本ｴﾘｱ営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ岡山支店 岡山県岡山市北区野田3-19-17 その他物品 その他役務

719 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ 岡山ファシリティ技術事業所 岡山県岡山市中区原尾島3-1-3 その他物品

721 ＮＴＴ－ＡＴエムタック㈱ 東京都新宿区新宿2-13-12 その他物品 その他役務 事務用品・OA等

854 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 中国支店 広島県広島市中区東白島町14-15 その他物品 空調設備 家電

111 荏原実業㈱ 広島事務所 広島県広島市東区東蟹屋町15-3 その他物品 空調設備 薬品・衛生

571 岡山中央システムズ㈱ 岡山県岡山市北区磨屋町10-20 その他物品 その他役務 情報・企画

518 岡山電業㈱ 岡山県岡山市北区野田屋町1-8-13 その他物品 その他役務

115 岡山宮地弘商事㈱ 岡山県岡山市南区福成2-20-25 その他物品 空調設備 家電

324 川崎重工業㈱ 関西支社 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 その他物品

164 木原興業㈱ 岡山県岡山市北区田町1-4-15 その他物品

452 クボタ環境サービス㈱ 大阪支社 兵庫県尼崎市浜1-1-1 その他物品

726 ㈱クリタス 西日本支社 大阪府高槻市芥川町1-7-26 その他物品 器械・器具 薬品・衛生

326 グローリー㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区田中623-2 その他物品 事務用品・OA等

250 西戸崎興産㈱ 島根事業所 島根県江津市都野津町2308-12 その他物品 その他役務

122 ㈱佐藤管材工業 岡山県岡山市北区大内田830-2 その他物品

297 三機環境サービス㈱ 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30 その他物品 その他役務

731 三機工業㈱ 岡山出張所 岡山県岡山市北区中山下1-9-40 その他物品

651 ㈱ジーシーデイ 岡山県岡山市南区当新田373 その他物品 建築営繕 空調設備

653 新菱工業㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町10-20 その他物品 薬品・衛生

366 シンレキ工業㈱ 中国事業所 広島県三原市久井町下津11126-37 その他物品

251 水ｉｎｇエンジニアリング㈱ 西日本支店 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 その他物品 その他役務

26 ㈱セキュリティハウス 岡山県岡山市中区倉田296-13 その他物品 その他役務
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656 ソフトバンク㈱ 東京都港区東新橋1-9-1 その他物品 事務用品・OA等 情報・企画

27 大成機工㈱ 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2700 その他物品

414 ㈱拓和 広島支店 広島県広島市東区二葉の里1-4-18 その他物品 その他役務

465 田中機電工業㈱ 岡山県岡山市北区横井上1696-2 その他物品 その他役務

76 谷口商会㈱ 岡山県岡山市南区藤田338-31 その他物品 薬品・衛生 資材・建材

369 津高商事㈱ 岡山県岡山市北区津高367-1 その他物品 その他役務 エネルギー・厨房機器・食器類・暖房機器

79 ㈱電工社 岡山県岡山市北区高柳西町11-33 その他物品

214 東海鋼管㈱ 広島営業所 広島県広島市西区西観音町9-7 その他物品

418 ㈱トーケミ 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田2-4-1 その他物品 薬品・衛生 資材・建材

258 内海プラント㈱ 岡山県岡山市東区楢原542 その他物品 その他役務

665 ㈱長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町37 その他物品 その他役務 薬品・衛生

743 ㈱西原環境 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12 その他物品 その他役務 薬品・衛生

131 ニチレキ㈱ 岡山営業所 岡山県倉敷市南畝6-6-8 その他物品

134 日本原料㈱ 関西支店 大阪府大阪市中央区内本町1-3-5 その他物品 その他役務

420 ㈱日本サーモエナー 岡山営業所 岡山県岡山市南区新福1-10-29 その他物品 その他役務 薬品・衛生

422 阪神動力機械㈱ 大阪府大阪市此花区四貫島2-26-7 その他物品

885 ㈱日立産機システム 岡山ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 岡山県岡山市南区福成2-15-26 その他物品

753 日立造船㈱ 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89 その他物品 その他役務 薬品・衛生

269 平尾電機㈱ 岡山県岡山市北区今保61 その他物品 その他役務

304 ㈱富士ダイナミクス 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島2-9-15 その他物品 その他役務

338 フジテコム㈱ 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 その他物品 その他役務

271 富士電機㈱ 中国支社 広島県広島市中区銀山町14-18 その他物品 その他役務

759 前澤工業㈱ 中国支店 広島県広島市南区京橋町9-21 その他物品

273 ㈱松村電機製作所 関西支店 大阪府大阪市北区天満2-12-16 その他物品 その他役務

186 丸茂電機㈱ 広島営業所 広島県広島市中区銀山町1-11 その他物品

598 ミツワ電設㈱ 岡山県岡山市北区中原511-1 その他物品 その他役務

379 ㈱宮本工業所 富山県富山市奥田新町12-3 その他物品



登録
番号
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341 ㈱メディシン 広島県福山市野上町3-10-17 その他物品 薬品・衛生 農林関連

224 森平舞台機構㈱ 東京都台東区花川戸2-11-2 その他物品

675 安田㈱ 岡山支店 岡山県岡山市南区福成3-5-11 その他物品

188 ヤマハサウンドシステム㈱ 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島4-7-18 その他物品 その他役務

93 横河ソリューションサービス㈱ 関西支社 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 その他物品 その他役務

277 横山電気㈱ 岡山県岡山市中区小橋町1-5-13 その他物品 家電 消防・防災

279 渡辺機工㈱ 岡山県岡山市北区平和町1-6 その他物品 その他役務

240 ㈱アートコーポレーション 岡山県岡山市南区大福908-3 その他役務 古物・廃棄物

567 ㈱ＲＳＫサービス 岡山県岡山市北区丸の内2-1-10 その他役務 調査・統計・計画 教材等

845 ㈱アイ・エス・アール 兵庫県神戸市中央区古湊通1-2-15 その他役務

512 ㈱アイ・サポート 岡山県岡山市北区芳賀5320-2 その他役務 調査・統計・計画 情報・企画

513 ㈱アイ・ティー・シー 香川県高松市上林町309-1 その他役務 事務用品・OA等

714 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 その他役務 保守等

18 ㈱アクア美保 岡山県笠岡市入江382-1 その他役務 古物・廃棄物

715 浅野アタカ㈱ 広島支店 広島県広島市西区西観音町9-7 その他役務 薬品・衛生 その他物品

637 旭テクノプラント㈱ 岡山県倉敷市新田2403-1 その他役務 保守等

844 アースサポート㈱ 東京都渋谷区本町1-4-14 その他役務

638 アマノマネジメントサービス㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区北長瀬表町3-19-3 その他役務 その他物品

320 ㈱アルティアセントラル 愛知県名古屋市中区栄1-29-29 その他役務 教材等

639 ㈱インソース 中四国支社 広島県広島市中区八丁堀14-4 その他役務 健検診 情報・企画

447 ㈱インタラック西日本 福岡県北九州市小倉北区浅野2-17-38 その他役務

242 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 中・四国支店 愛媛県松山市一番町1-15-2 その他役務

108 ㈱ウォーターエージェンシー 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区三宅1-152 その他役務 薬品・衛生 その他物品

849 ㈱ウォーターテック 関西支店 大阪府大阪市西区新町2-20-6 その他役務 その他物品 薬品・衛生

716 ㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス 中国支店 広島県広島市東区光町1-10-19 その他役務 事務用品・OA等 その他物品

851 ㈱エスアールティー 岡山県岡山市北区三和1000-45 その他役務 古物・廃棄物

205 ㈱エステム 大阪営業所 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-15-23 その他役務 その他物品 薬品・衛生



登録
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448 ㈱ＮＴＴフィールドテクノ 中国支店岡山営業所 岡山県岡山市北区中山下2-1-90 その他役務 情報・企画 事務用品・OA等

21 ㈱エネルギア・コミュニケーションズ 広島県広島市中区大手町2-11-10 その他役務 事務用品・OA等 薬品・衛生

245 ㈱ＯＳＫヘルスプロモーション 岡山県岡山市北区絵図町1-50 その他役務 その他物品

113 （公社）大阪技術振興協会 大阪府大阪市西区靱本町1-8-4 その他役務

294 岡山機設㈱ 岡山県岡山市南区浜野4-5-4 その他役務 その他物品

517 (協組)岡山県不動産評価センター 岡山県岡山市北区野田屋町2-11-13-301 その他役務

246 ㈱岡山スポーツ会館 岡山県岡山市北区絵図町1-50 その他役務 その他物品

569 ㈱オービス 岡山県岡山市北区大内田675 その他役務 情報・企画 事務用品・OA等

573 オリジナル設計㈱ 岡山事務所 岡山県岡山市北区桑田町18-28 その他役務 その他物品

645 ㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16 その他役務 その他物品 事務用品・OA等

859 管清工業㈱ 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区国玉通2-8-5 その他役務

209 木浦税務不動産鑑定事務所 岡山県真庭市目木531 その他役務

410 ㈱ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540-12 その他役務 情報・企画 教材等

574 ㈱ぎじろくセンター 鳥取県米子市新開1-4-27 その他役務 その他物品

520 ㈱議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町1-23 その他役務 その他物品

61 極東サービス㈱ 大阪営業所 兵庫県尼崎市東灘波町5-9-1 その他役務 その他物品

22 倉敷ヤンマー㈱ 岡山県倉敷市玉島1274-1 その他役務 その他物品

862 ㈱グリーンハウス 東京都新宿区西新宿3-20-2 その他役務

167 ＫＳＳ㈱ 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2 その他役務 内装・家具

327 (特非)元気寿命を創造する会 岡山県岡山市北区平野912-1 その他役務 消防・防災

412 神戸綜合速記㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 その他役務 情報・企画 その他物品

453 ㈱コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明2-3-12 その他役務 その他物品

522 小山㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区富原3830-3 その他役務 衣料品等 消防・防災

361 ㈱五輪 富山県富山市奥田新町12-3 その他役務

649 ㈱サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13 その他役務 情報・企画

67 ㈱サンケン・エンジニアリング 大阪支店 大阪府吹田市芳野町2-8 その他役務 その他物品

454 三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 その他役務 その他物品



登録
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865 サンテクノサービス㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32 その他役務

170 ㈲サンテック 関西支店 兵庫県赤穂郡上郡町高山1302 その他役務

210 ㈱三豊 愛知県豊橋市西山町字西山328 その他役務

211 山陽施設工業㈱ 岡山県岡山市北区久米248-11 その他役務

866 ㈱ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿3-20-2 その他役務

457 ＪＦＥ条鋼㈱ 水島製造所 岡山県倉敷市水島川崎通1-5-2 その他役務

172 四国環境整備興業㈱ 愛媛県今治市国分1-1-18 その他役務 古物・廃棄物 薬品・衛生

213 四国機電産業㈱ 香川県高松市上福岡町768-15 その他役務 建築営繕 その他物品

867 島津システムソリューションズ㈱ 京都府京都市中京区西ﾉ京徳大寺町1 その他役務 その他物品

580 周南マリコム㈱ 山口県周南市入船町2-3 その他役務 その他物品

71 ㈱上智 中四国支店 香川県観音寺市古川町711-1 その他役務 情報・企画 事務用品・OA等

868 ㈱神鋼環境ソリューション 大阪支社 大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 その他役務 その他物品 薬品・衛生

174 ㈱水機テクノス 広島営業所 広島県広島市中区橋本町10-10 その他役務 その他物品 薬品・衛生

461 水ingAM㈱ 西日本支店 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 その他役務

869 ㈱スペースビジョン研究所 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 その他役務

74 ㈱西友環境 岡山県岡山市北区上中野2-12-5 その他役務 その他物品 薬品・衛生

299 ㈱正和 津山事業所 岡山県久米郡美咲町周佐字岩ノ上1377-4 その他役務 古物・廃棄物

871 (協組)総合技術士連合 大阪府大阪市北区西天満5-1-19 その他役務

462 第一環境㈱ 中・四国支店 岡山県岡山市北区下石井2-3-8 その他役務

463 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17 その他役務 図書

464 ㈱大和鉄工所 岡山県岡山市東区金岡西町1108-2 その他役務 その他物品

175 ㈱タカダ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200 その他役務

77 ㈱丹青社 東京都港区港南1-2-70 その他役務 その他物品 内装・家具

658 ㈱地域未来研究所 大阪府大阪市北区堂島1-5-17 その他役務 調査・統計・計画

78 ㈱中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保1116-7 その他役務 その他物品

176 ㈱帝国データバンク 岡山支店 岡山県岡山市北区野田屋町2-10-25 その他役務 図書

738 ㈱ＤＰＰヘルスパートナーズ 広島県広島市南区京橋町1-23 その他役務
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416 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田1-4-5 その他役務

254 ㈱データベース 関西支店 兵庫県神戸市中央区中山手通5-1-1 その他役務 薬品・衛生 その他物品

528 ㈱データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1-21-35 その他役務

585 東京反訳㈱ 大阪支店 大阪府大阪市北区南森町2-2-9 その他役務

126 東京法令出版㈱ 長野県長野市南千歳町1005 その他役務 図書 情報・企画

301 東芝インフラシステムズ㈱ 中国支社 広島県広島市中区鉄砲町7-18 その他役務 保守等 その他物品

878 東芝テックソリューションサービス㈱ 岡山サービスステーション 岡山県岡山市北区富田503-6 その他役務 その他物品

216 東洋化機㈱ 岡山県岡山市東区金岡東町2-8-35 その他役務 薬品・衛生

255 東洋産業㈱ 岡山県岡山市北区新屋敷町3-19-20 その他役務

177 ㈱東洋食品 東京都台東区東上野1-14-4 その他役務

469 ㈱トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3-23 その他役務

662 有限責任監査法人　トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 その他役務 調査・統計・計画

741 ㈱酉島製作所 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 その他役務 その他物品

879 ナカ重量㈱ 岡山県岡山市中区藤崎567-3 その他役務

260 西尾総合印刷㈱ 岡山県岡山市北区津高651 その他役務

742 ㈱ニシ・スポーツ 関西営業所 兵庫県尼崎市潮江1-3-28 その他役務 その他物品

880 西日本アレンジメント㈱ 岡山県倉敷市白楽町412-1 その他役務

181 ㈱日圧機販 岡山県岡山市南区藤田2213-2 その他役務 その他物品 事務用品・OA等

745 日清医療食品㈱ 関西支店 大阪府大阪市北区角田町8-1 その他役務 食料品等

882 ㈱日展 大阪府大阪市北区万歳町3-7 その他役務 看板 その他物品

334 ㈱日本管財環境サービス 大阪支店 兵庫県西宮市池田町9-7 その他役務 器械・器具 薬品・衛生

474 日本国民食㈱ 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 その他役務

586 日本水工設計㈱ 岡山事務所 岡山県岡山市北区中仙道56-104 その他役務

475 ㈱日本綜合経営協会 大阪府大阪市北区野崎町6-7 その他役務

261 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 岡山支店 岡山県岡山市中区赤坂台9-2 その他役務 調査・統計・計画 薬品・衛生

589 野村興産㈱ 関西営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋2-1-2 その他役務 古物・廃棄物

749 バイザー㈱ 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 その他役務 情報・企画
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135 ㈱博電舎 大阪府大阪市福島区海老江8-9-9 その他役務

263 ㈱橋田舞台設備 大阪府堺市美原区真福寺77-1 その他役務 内装・家具 その他物品

590 ㈲ハシノ工業 兵庫県神戸市北区藤原台南町2-19-1 その他役務

591 (税)長谷川会計 広島県広島市西区庚午中2-11-1 その他役務

265 八光海運㈱ 大阪府南河内郡河南町大字一須賀453-1 その他役務 古物・廃棄物

476 ㈱パティネレジャー 東京都豊島区巣鴨2-6-1 その他役務 その他物品

88 パナソニックＥＳエンジニアリング㈱ 中国・四国支店 広島県広島市中区中町7-1 その他役務 その他物品 空調設備

752 ㈱ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町2-2-1 その他役務

89 ㈱菱川グリーン 岡山県真庭市開田172-3 その他役務

593 備前グリーンエネルギー㈱ 岡山県備前市東片上39-6 その他役務 その他物品

595 ㈱日立製作所 中国支社 広島県広島市中区袋町5-25 その他役務 その他物品 情報・企画

671 富士ゼロックスシステムサービス㈱ 公共事業本部　関西支店 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-17 その他役務 事務用品・OA等

137 フジ地中情報㈱ 岡山支店 岡山県岡山市北区平田159-104 その他役務 情報・企画 調査・統計・計画

33 ㈲フレヴァン 岡山県総社市井尻野552-3 その他役務 古物・廃棄物

339 文化財調査コンサルタント㈱ 島根県松江市下東川津町131 その他役務

479 ㈱文化財保存計画協会 東京都千代田区一ﾂ橋2-5-5 その他役務

756 文化シヤッターサービス㈱ 中四国サービス支店 広島県広島市南区出島2-4-49 その他役務

138 ㈱ベネッセコーポレーション 営業本部 岡山県岡山市北区南方3-7-17 その他役務 教材等

757 ㈱ホスネット・ジャパン 岡山県岡山市北区今1-3-19 その他役務 薬品・衛生 事務用品・OA等

888 マイタウンサービス㈱ 福岡県福岡市南区玉川町9-12 その他役務

758 ㈱前川製作所 東京都江東区牡丹3-14-15 その他役務 空調設備 その他物品

480 柾木工業㈱ 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25 その他役務

760 ㈱三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉3-1-1 その他役務 調査・統計・計画

673 三菱電機システムサービス㈱ 中四国支社 広島県広島市南区大州4-3-26 その他役務 事務用品・OA等

340 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 西日本本部　中国支社 広島県広島市東区若草町9-7 その他役務 その他物品

305 ㈲明共商会 岡山県岡山市南区万倍171-4 その他役務 その他物品 薬品・衛生

890 ㈱明光 和歌山県海南市下津町下津3080-1 その他役務 古物・廃棄物



登録
番号

区分 会社名 所在地 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

34 ㈱明電エンジニアリング 岡山営業所 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 その他役務 資材・建材 その他物品

223 メタウォーター㈱ 岡山営業所 岡山県岡山市北区北長瀬表町3-1-12 その他役務 その他物品 薬品・衛生

139 ㈱メディアニジュウイチ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1000 その他役務

482 ㈱ヤマキ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7570-113 その他役務

189 ㈱ヤマモト 関西支店　 兵庫県神戸市灘区千旦通2-5-11 その他役務

380 山本舗材㈱ 岡山県倉敷市児島下の町3-14-46 その他役務 古物・廃棄物

483 ㈱ユニオンアルファ ﾀﾞｽｷﾝﾚﾝﾄｵｰﾙ岡山ｲﾍﾞﾝﾄｾﾝﾀｰ 岡山県岡山市南区大福13-1 その他役務 その他物品

676 ㈱四航コンサルタント 広島営業所 広島県広島市安佐南区東原1-16-5-305 その他役務 調査・統計・計画

485 ㈱リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合3-21-2 その他役務

278 レキオス・ウォーター㈱ 西日本事業本部 大阪府大阪市中央区南船場1-12-3 その他役務

893 ㈱レパスト 東京都中央区銀座7-13-8 その他役務

894 ㈱レンタルのニッケン 岡山営業所 岡山県岡山市中区平井6-11-15 その他役務 リース・レンタル その他物品


