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番号
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772 市内 ㈲江原誠意堂 岡山県津山市田町8-6 図書 教材等

779 市内 ㈱柿木書店 岡山県津山市本町2丁目20 図書

800 市内 ㈲照文堂書店 岡山県津山市堺町4 図書 教材等

51 市内 津山ブックセンター㈲ 岡山県津山市河辺1150-8 図書

491 市内 ㈲上髙印章堂 岡山県津山市中之町15 印章

147 市内 岸三省堂 岡山県津山市本町3丁目20 印章

507 市内 藤原印章堂 岡山県津山市南新座104 印章

228 市内 ㈱アサクラドゥ 岡山県津山市東一宮51-1 事務用品・OA等 内装・家具 リース・レンタル

191 市内 アスクラボ㈱ 岡山県津山市平福181-36 事務用品・OA等

544 市内 ㈲エフビクスパートナーズ 岡山県津山市戸島634-13 事務用品・OA等 情報・企画 家電

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

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

498 市内 ㈲椿紙店 岡山県津山市二階町31 事務用品・OA等 印章

395 市内 ㈲中島青雲堂 岡山県津山市東一宮76-4 事務用品・OA等

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

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

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

238 市内 ㈲宝石おか 岡山県津山市京町66 事務用品・OA等

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

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

565 市内 八木商事 岡山県津山市下横野139 事務用品・OA等

510 市内 リコージャパン㈱ 販売事業本部　岡山支社　岡山第一営業部 東京都港区芝3-8-2 事務用品・OA等 その他物品 その他役務

712 市内 ㈱両備システムズ　 津山営業所 岡山県岡山市南区豊成2-7-16 情報・企画 事務用品・OA等 調査・統計・計画

3 市内 ㈱ＮＣＰサプライ 津山営業所 岡山県岡山市北区島田本町2-5-35 印刷製本 その他役務

781 市内 ㈲片山印刷所 岡山県津山市新茅町8 印刷製本

782 市内 かねしま印刷 岡山県津山市田町10 印刷製本

614 市内 ㈲弘文社 岡山県津山市川崎168 印刷製本 情報・企画
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309 市内 ㈱廣陽本社 岡山県津山市田町22 印刷製本

283 市内 小林印刷 岡山県津山市一色8 印刷製本

496 市内 ㈱三勝 岡山県津山市高野山西2115-15 印刷製本 印章 情報・企画

233 市内 ㈱津山朝日新聞社 岡山県津山市田町13 印刷製本 その他役務 情報・企画

554 市内 デジタル総合印刷㈱ 大阪府大阪市東住吉区杭全2-10-1 印刷製本

558 市内 ㈱美成 岡山県津山市平福177-2 印刷製本

830 市内 福井印刷㈱ 岡山県津山市高野山西2115-18 印刷製本

237 市内 二葉 岡山県津山市中島412-5 印刷製本 情報・企画

609 市内 ㈲オクデヤサインクリエート 津山営業所 岡山県久米郡美咲町打穴中1030-1 看板

687 市内 看板屋コウモト 岡山県津山市坪井下419-1 看板

5 市内 ㈱サインアート 岡山県津山市皿648-1 看板 情報・企画

699 市内 ㈱トリゴエ 岡山県津山市西新町22 看板

53 市内 美創 岡山県津山市加茂町百々92 看板

633 市内 ㈱もりとう工芸 津山営業所 岡山県勝田郡勝央町黒坂40-2 看板 情報・企画 内装・家具

538 市内 アサヒ通信システム㈱ 津山営業所 岡山県岡山市南区泉田2-1-19 教材等 その他物品 事務用品・OA等

384 市内 ㈲アリモトスポーツ 岡山県津山市椿高下108-11 教材等 衣料品等
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

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

788 市内 ㈲キドスポーツ 岡山県津山市東一宮46-9 教材等

46 市内 ㈲下山ミシン商会 岡山県津山市小田中1445-5 教材等

284 市内 ㈲スポーツ・ショップ・ムサシ 津山支店 岡山県勝田郡勝央町勝間田755-6 教材等 衣料品等 その他役務

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

499 市内 ㈱津山テント 岡山県津山市一方8-1 教材等 リース・レンタル

630 市内 藤久㈱ クラフトハートトーカイ津山店 愛知県名古屋市名東区高社1-210 教材等 その他物品

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

444 市内 ㈲美作教材社 津山営業所 岡山県美作市朽木36-2 教材等 薬品・衛生 事務用品・OA等

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

160 市内 ヨシダミュージック㈱ 岡山県津山市沼858-1 教材等 その他役務
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306 市内 赤堀電器 岡山県津山市上村234 家電

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

385 市内 ㈲岡部電器店 岡山県津山市川崎582 家電 写真 教材等

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

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

820 市内 ㈲中塚電器 岡山県津山市河辺1035-5 家電 空調設備
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

604 市内 ㈱イリエ 岡山県津山市川崎532-1 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

774 市内 岡山食品容器㈱ 津山営業所 岡山県岡山市北区十日市西町1-11 日用品類

696 市内 ㈱タムラ金物店 岡山県津山市川崎711 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

346 市内 樽井食品包装㈲ 岡山県津山市八出672-1 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

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

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

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

839 市内 ㈱モダン・プロ 津山店 岡山県倉敷市笹沖1055-1 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

195 市内 ㈱大熊 津山営業所 岡山県岡山市南区大福378-1 器械・器具 薬品・衛生 教材等

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

689 市内 ㈱三協商会 津山営業所 鳥取県鳥取市南吉方1-47 交通安全用具 資材・建材 その他物品

690 市内 山陽ロード工業㈱ 岡山県津山市下高倉西1203-1 交通安全用具 その他物品 その他役務

100 市内 中四国ソルト㈱ 津山営業所 岡山県岡山市北区十日市西町4-24 交通安全用具 その他物品 薬品・衛生

14 市内 日交安全施設㈱ 岡山県津山市押入1219 交通安全用具 消防・防災 その他役務

439 市内 ㈲バックアップ 岡山県津山市中北上390-1 交通安全用具 資材・建材

289 市内 ㈱明和技建 岡山県津山市大田829-1 交通安全用具

784 市内 ㈲カワト 岡山県津山市二階町30-1 衣料品等

789 市内 キャンパスショップラビット 岡山県津山市志戸部700-9 衣料品等 看板 教材等

50 市内 ㈱つちや 岡山県津山市福力294-1 衣料品等 消防・防災

837 市内 ミドリ安全岡山㈱ 津山営業所 岡山県岡山市北区西古松605-4 衣料品等 薬品・衛生 消防・防災

511 市内 ㈲ワークショップツヤマ 岡山県津山市津山口240-2 衣料品等 交通安全用具 看板
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680 市内 ㈲イソダ写真館 岡山県津山市日本原301-3 写真

615 市内 ㈱小林写真館 岡山県津山市小性町2-1 写真 情報・企画

425 市内 ㈱青野石油店 岡山県津山市二宮598
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

229 市内 浅野産業㈱ 津山支店 岡山県岡山市北区南中央町12-16
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 空調設備

900 市内 ㈱アサヒメンテナンス アサヒ給油所 岡山県久米郡美咲町北3462-1
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

539 市内 (同)あば村 岡山県津山市阿波1220
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 食料品等 事務用品・OA等

37 市内 有村産業㈱ 岡山県津山市中北下1327-6
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

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

489 市内 ㈱入木石油店 セルフステーション久米 岡山県苫田郡鏡野町小座937
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 輸送機器

605 市内 イワタニ山陽㈱ 津山支店 広島県広島市安芸区中野1-7-2
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 空調設備

775 市内 ㈱岡山鈴鹿屋 津山支店 岡山県岡山市北区久米333-2
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 日用品類 看板

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

785 市内 ㈱キゾウ 岡山県津山市本町3丁目20
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

151 市内 山陽商事㈱ 津山出張所 兵庫県伊丹市伊丹3-6-22
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 農林関連

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

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

300 市内 綜合厨器㈱ 津山営業所 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

619 市内 タカラ産業㈱ 岡山県津山市国分寺118-4
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 その他役務 衣料品等

810 市内 田中実業㈱ 津山営業所 岡山県新見市正田270
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

347 市内 ツチダ産業㈱ 岡山県津山市一方335-1
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 薬品・衛生 家電

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

438 市内 東真産業㈱ 津山支店 岡山県真庭市勝山805
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

819 市内 ㈱ナカツカ 岡山県津山市河辺1059-1
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 輸送機器

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

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

831 市内 ㈱福井廚房 津山出張所 岡山県岡山市南区西市263-1
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 日用品類 衣料品等

708 市内 ペガサス産業㈱ 岡山県津山市昭和町1丁目31
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器
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397 市内 ホシザキ中国㈱ 津山営業所 広島県広島市中区土橋町1-13
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 食料品等 日用品類

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

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

487 市内 ㈲青瀬建材 岡山県津山市久米川南2148-1 資材・建材

543 市内 ㈲上山畳内装 岡山県津山市二宮1961-1 資材・建材 内装・家具

194 市内 枝並硝子店 岡山県津山市二宮1934 資材・建材

685 市内 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 資材・建材

545 市内 岡山コンクリート工業㈱ 津山工場 岡山県岡山市東区藤井288-1 資材・建材

426 市内 ㈱小原建材店 岡山県津山市二宮1951 資材・建材

145 市内 ㈱小原産業 岡山県津山市川崎641 資材・建材

611 市内 ㈱加藤興業 岡山県津山市押入929-34 資材・建材 古物・廃棄物 輸送機器

792 市内 ㈲河本硝子店 岡山県津山市中島433-1 資材・建材

793 市内 河本工業 岡山県津山市下野田285-3 資材・建材 内装・家具

44 市内 ㈱近藤組 岡山県津山市高野山西2225-2 資材・建材

7 市内 三和シヤッター工業㈱ 津山営業所 東京都板橋区新河岸2-3-5 資材・建材 消防・防災 保守等

99 市内 ㈲田中化建 岡山県津山市河面1129-3 資材・建材

433 市内 ㈱津山アルナ 岡山県津山市志戸部306-1 資材・建材

627 市内 ㈲仲井畳工業 岡山県津山市堀坂533-3 資材・建材

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

349 市内 ㈱長谷川硝子店 岡山県津山市坪井町14 資材・建材

829 市内 平田畳店 岡山県津山市安井259-1 資材・建材 日用品類 内装・家具

103 市内 ㈲松永建材店 岡山県津山市神戸67 資材・建材 消防・防災 教材等

239 市内 万協産業㈲ 岡山県津山市沼52-8 資材・建材

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

840 市内 森ガラス 岡山県津山市日本原491 資材・建材

226 市内 ㈱アイシーエム 岡山県津山市大手町6-5 情報・企画 看板 図書

227 市内 ㈲アオイ祭典 法要庵　津山東会館 岡山県岡山市南区福富中1-1-7 情報・企画 その他役務 日用品類



登録
番号

区分 会社名 委任先名 所在地（本社） 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

4 市内 ㈱ケイズ 津山営業所 鳥取県米子市両三柳2864-16 情報・企画 事務用品・OA等 その他役務

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

813 市内 (特非)つやまコミュニティＦＭ 岡山県津山市南新座34 情報・企画 家電

156 市内 ㈱ビザビ 津山支社 岡山県岡山市北区内山下1-3-1 情報・企画 その他役務 調査・統計・計画

635 市内 レプタイル㈱ 岡山県津山市田町23 情報・企画

713 市内 ㈱和田デザイン事務所 岡山県津山市下高倉西549-63 情報・企画

842 市内 ㈱ワードシステム 岡山県津山市鍛治町37 情報・企画

541 市内 安東自動車 岡山県津山市新野東195-4 輸送機器

2 市内 安藤タイヤ商会 岡山県津山市田町79 輸送機器

193 市内 ㈲上畑モータース 岡山県津山市加茂町百々97-3 輸送機器

682 市内 ㈱エックスランド 岡山県津山市沼844-5 輸送機器 古物・廃棄物 その他役務

307 市内 岡山トヨタ自動車㈱ 東津山店 岡山県岡山市北区大供3-2-12 輸送機器

607 市内 岡山トヨペット㈱ ＴＷＩＮ ＴＥＮＴ津山 岡山県岡山市南区古新田1233-2 輸送機器

776 市内 岡山日産自動車㈱ 津山店 岡山県岡山市中区高屋161 輸送機器

196 市内 岡山日野自動車㈱ 津山支店 岡山県岡山市北区久米166-1 輸送機器

386 市内 岡山三菱ふそう自動車販売㈱ 津山支店 岡山県岡山市中区兼基27-1 輸送機器

773 市内 ㈲オートピア岡山 岡山県津山市中村304-4 輸送機器 古物・廃棄物

686 市内 カーテック岡山㈱ 岡山県津山市杉宮839-1 輸送機器 古物・廃棄物

427 市内 ㈱金辺商会 津山営業所 岡山県岡山市北区大供2-3-10 輸送機器

429 市内 ㈱加茂自動車整備工場 岡山県津山市加茂町塔中115-4 輸送機器

786 市内 ㈲北奥タイヤ商会 岡山県津山市川崎103 輸送機器

389 市内 ㈲北自動車整備工場 岡山県津山市中北上1175-3 輸送機器 古物・廃棄物

546 市内 ㈲久米車輌 岡山県津山市南方中1527-1 輸送機器 古物・廃棄物

613 市内 久米スズキ販売 岡山県津山市久米川南626 輸送機器 古物・廃棄物

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

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

618 市内 ㈲髙丸整備工場 岡山県津山市日本原153 輸送機器



登録
番号

区分 会社名 委任先名 所在地（本社） 第１登録業種 第２登録業種 第３登録業種

695 市内 ㈲髙山モータース 岡山県津山市上村59-5 輸送機器

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

809 市内 ㈲只友自動車 岡山県津山市中村304-4 輸送機器

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

818 市内 トヨタエルアンドエフ岡山㈱ 津山営業所 岡山県岡山市北区久米160 輸送機器 その他役務 その他物品

910 市内 ㈲西澤タイヤ商会 岡山県津山市安岡町82 輸送機器

700 市内 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ 岡山整備センター 広島県広島市西区西観音町2-1 輸送機器

701 市内 西日本三菱自動車販売㈱ 津山店 大阪府大阪市淀川区新高１-4-10 輸送機器

821 市内 ㈱日産サティオ岡山 津山店 岡山県岡山市北区西長瀬1203-6 輸送機器

827 市内 ㈲半田自動車 岡山県津山市小原23-1 輸送機器

705 市内 ㈱バンバラ自工 岡山県津山市茅町85 輸送機器 古物・廃棄物

101 市内 東中国スズキ自動車㈱ 津山営業所 岡山県倉敷市沖8-1 輸送機器

628 市内 富士岡山運搬機㈱ 岡山県津山市津山口111-1 輸送機器 リース・レンタル その他役務

398 市内 ㈲ホンダウィングカドヤ 岡山県津山市平福27-6 輸送機器 その他物品

838 市内 美作マツダ自動車㈱ 岡山県津山市昭和町1丁目86 輸送機器 リース・レンタル

54 市内 ㈲村上モータース 岡山県津山市新野東1107 輸送機器 古物・廃棄物

290 市内 ㈲モーターランド多胡 岡山県津山市原241 輸送機器 古物・廃棄物

564 市内 モトキャビンサコ 岡山県津山市伏見町15 輸送機器 古物・廃棄物 その他物品

634 市内 山本自動車 岡山県津山市西中798-3 輸送機器 古物・廃棄物

542 市内 ㈲上原山城園 岡山県津山市新魚町17 食料品等 その他物品

770 市内 臼井茂松園茶舗 岡山県津山市本町3丁目12 食料品等

780 市内 ㈲秤屋 岡山県津山市新魚町62 食料品等

495 市内 カネタ青果㈱ 岡山県津山市津山口262 食料品等

148 市内 ㈲キシヤ食品 岡山県津山市加茂町桑原51 食料品等

612 市内 ㈲金泉園 岡山県津山市宮脇町1 食料品等

431 市内 ㈱くらや 岡山県津山市沼77-7 食料品等

790 市内 けんたくん津山店 岡山県津山市小原664-3 食料品等
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344 市内 ㈲五月 岡山県津山市新野東1148-1 食料品等

617 市内 勝北青空部会 岡山県津山市杉宮736-3 食料品等 農林関連

198 市内 食肉石本商店 岡山県津山市横山579 食料品等 日用品類 その他物品

550 市内 ㈲シンプロン 岡山県津山市元魚町2-4 食料品等

551 市内 すみれ会　配食サービス 岡山県津山市宮部下326-6 食料品等

313 市内 大丸商店 岡山県津山市西中610 食料品等

816 市内 津山ヤクルト販売㈱ 岡山県津山市津山口125 食料品等

437 市内 ㈱つるや 岡山県津山市上村80 食料品等

52 市内 ㈲豊福鮮魚店 岡山県津山市日本原240 食料品等

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

15 市内 ㈱半鐘屋 岡山県津山市伏見町23 食料品等

236 市内 ㈲日笠農産 岡山県津山市上田邑891 食料品等

506 市内 ㈲ファミリーショップマエバシ 岡山県津山市加茂町中原33 食料品等 日用品類

441 市内 ㈲ほんごう 岡山県津山市日本原328 食料品等 その他物品

104 市内 ㈲まつや食品 岡山県津山市鉄砲町134 食料品等

834 市内 ㈱マルイ 岡山県津山市戸島893-15 食料品等 日用品類

508 市内 美作食糧㈱ 岡山県津山市川崎112-1 食料品等

55 市内 森永北園ミルクセンター 岡山県津山市北園町23-11 食料品等

768 市内 ㈱ヰセキ中四国 津山営業所 広島県東広島市西条町御薗宇727-2 農林関連

39 市内 ㈱浮田造園 岡山県津山市河辺1159-1 農林関連

787 市内 北チェンソーサービス 岡山県津山市中北上752-1 農林関連 その他物品

622 市内 ㈱中四国クボタ 岡山営業部 岡山県岡山市東区宍甘275 農林関連

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

815 市内 晴れの国岡山農業協同組合 津山広域営農経済センター 岡山県倉敷市玉島八島1510-1 農林関連
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器 食料品等

625 市内 ㈲土井花店 岡山県津山市大手町9-9 農林関連

703 市内 日植アグリ㈱ 津山支店 岡山県岡山市北区大内田769-1 農林関連 薬品・衛生 その他物品

704 市内 ㈱ニッチ 津山営業所 岡山県真庭市開田182 農林関連 消防・防災 教材等
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826 市内 早瀬工業㈱ 岡山県津山市川崎540 農林関連 消防・防災 交通安全用具

559 市内 ㈲廣幡種苗園芸センター 岡山県津山市小田中2204 農林関連

707 市内 福岡鋼業㈱ 岡山県津山市井口2-11 農林関連 器械・器具 日用品類

445 市内 ㈲元清水花店 花プレゼント 岡山県美作市栄町34 農林関連

711 市内 ヤンマーアグリジャパン㈱ 久米支店 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 農林関連

765 市内 ㈱アシスト津山 岡山県津山市坪井町24 薬品・衛生 教材等

192 市内 ㈱池田薬局 岡山県津山市二宮81-2 薬品・衛生 教材等

38 市内 井尾薬局 岡山県津山市伏見町27 薬品・衛生

40 市内 ㈱エバルス 営業本部　津山支店 広島県広島市南区大州五丁目2-10 薬品・衛生 事務用品・OA等 その他役務

608 市内 岡山薬品工業㈱ 津山出張所 岡山県岡山市北区中原551 薬品・衛生 器械・器具

146 市内 ㈲小原商事 岡山県津山市川崎1979-1 薬品・衛生

778 市内 (同)オプティ 岡山県津山市北園町24-9 薬品・衛生 教材等

343 市内 ㈱梶村商会 岡山県津山市東新町44 薬品・衛生 資材・建材

97 市内 ㈲可児薬局 かに薬局 岡山県勝田郡勝央町勝間田712 薬品・衛生

688 市内 コーベベビー㈱ 岡山支店 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2-19-21 薬品・衛生 内装・家具 リース・レンタル

232 市内 ㈲左子クリーニング 岡山県津山市堀坂1077-1 薬品・衛生

152 市内 山陽薬品㈱ 津山営業所 岡山県岡山市北区延友454 薬品・衛生 農林関連

693 市内 下山ランドリー 岡山県津山市京町7 薬品・衛生

48 市内 ㈱セイエル 津山営業所 広島県広島市西区商工センター5-1-1 薬品・衛生 事務用品・OA等 衣料品等

345 市内 ㈱セレクト 岡山支店 大阪府枚方市長尾家具町2-8-9 薬品・衛生

808 市内 ㈲竹本薬品商会 岡山県津山市小原61-8 薬品・衛生

812 市内 ㈱津山医研 岡山県津山市山北636-2 薬品・衛生 その他物品 器械・器具

817 市内 ティーエスアルフレッサ㈱ 津山支店 広島県広島市西区商工センター1-2-19 薬品・衛生

500 市内 西日本メディカルリンク㈱ 津山営業所 岡山県岡山市南区西市114-2 薬品・衛生

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

832 市内 藤本ランドリー 岡山県津山市加茂町塔中99-6 薬品・衛生

709 市内 松本クリーニング店 岡山県津山市草加部782-2 薬品・衛生
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352 市内 ㈱メディウェル 岡山県津山市野介代975-7 薬品・衛生 器械・器具

391 市内 久保消火器店 岡山県津山市山下69-66 消防・防災

149 市内 ㈱クラスター 岡山県津山市山下58-7 消防・防災

11 市内 津山日本消防機具㈱ 岡山県津山市椿高下41 消防・防災

201 市内 ㈱ナカシマ 津山営業所 兵庫県姫路市阿保甲878 消防・防災 空調設備
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

795 市内 ㈱サニクリーン山陽 津山営業所 岡山県岡山市東区宍甘272-3 リース・レンタル 衣料品等 事務用品・OA等

796 市内 三共リース㈱ 津山営業所 岡山県岡山市北区青江4-5-15 リース・レンタル

552 市内 中国テント㈲ 岡山県津山市横山11 リース・レンタル その他物品 その他役務

436 市内 津山リース㈱ 岡山県津山市下田邑2266-21 リース・レンタル

626 市内 ㈱トヨタレンタリース岡山 津山駅前店 岡山県岡山市北区厚生町1-3-19 リース・レンタル

698 市内 ㈱トヨタレンタリース新岡山 津山カーリース営業部 岡山県岡山市北区西古松1-36-25 リース・レンタル

843 市内 ㈱環光 岡山県津山市小原83-1 リース・レンタル

488 市内 アクティヤマト㈱ 大阪府門真市深田町27-2 古物・廃棄物

383 市内 アテナ㈱ 津山支店 岡山県岡山市南区大福721 古物・廃棄物 その他役務

771 市内 エコ商事㈱ 岡山県津山市神戸553-4 古物・廃棄物

683 市内 ㈱江見リサイクル 岡山県津山市小田中1097 古物・廃棄物

494 市内 ㈲鶴山衛生センター 岡山県津山市小原52-1 古物・廃棄物

308 市内 ㈱カナシマ 岡山県津山市皿618-1 古物・廃棄物

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

801 市内 末沢商店 岡山県津山市川崎820 古物・廃棄物

802 市内 全本金属興業㈱ 岡山県津山市瓜生原204-1 古物・廃棄物

623 市内 津山解体㈲ 岡山県津山市河辺1494 古物・廃棄物

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

316 市内 ㈲津山清美社 岡山県津山市高野本郷1683-1 古物・廃棄物

502 市内 ㈱廃棄物センター 岡山県津山市二宮870 古物・廃棄物

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

828 市内 ㈱ヒラタコーポレーション 岡山県津山市戸脇1112 古物・廃棄物
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560 市内 ㈱藤木商事 岡山県津山市宮部下1526 古物・廃棄物

833 市内 ㈱北部環境 津山営業所 岡山県美作市入田430-1 古物・廃棄物

835 市内 ㈱丸岩産業 岡山県津山市神戸509-2 古物・廃棄物

603 市内 有本観光バス㈱ 津山営業所 岡山県久米郡美咲町錦織1163 旅行・運輸

96 市内 岡山県貨物運送㈱ 津山主管支店 岡山県岡山市北区清心町4-31 旅行・運輸 古物・廃棄物

281 市内 勝田交通㈱ 岡山県津山市上河原207-5 旅行・運輸

42 市内 加茂観光バス㈲ 岡山県津山市加茂町桑原280 旅行・運輸

783 市内 ㈱加茂タクシー 岡山県津山市加茂町塔中57-3 旅行・運輸

791 市内 光永観光バス 岡山県津山市堀坂174-1 旅行・運輸

616 市内 ㈲真田運送 岡山県津山市一方32-14 旅行・運輸 その他役務

811 市内 中鉄観光㈱ 岡山県津山市川崎143-1 旅行・運輸

814 市内 津山ツーリスト㈱ 岡山県津山市志戸部673-3 旅行・運輸

822 市内 ㈱のと香 津山営業所 岡山県美作市小野2382-5 旅行・運輸

841 市内 両備ホールディングス㈱ 両備津山ｶﾝﾊﾟﾆｰ津山観光ｾﾝﾀｰ 岡山県岡山市東区西大寺上1-1-50 旅行・運輸 輸送機器 警備

764 市内 ㈱アイエス警備保障 岡山県津山市下高倉西1595-8 警備

6 市内 作陽警備保障㈱ 岡山県津山市志戸部714-1 警備

694 市内 セコム㈱ 津山支社 東京都渋谷区神宮前1-5-1 警備 その他物品 薬品・衛生

490 市内 インテリア宝城 岡山県津山市大谷395-6 内装・家具

769 市内 インテリアマツオ 岡山県津山市川崎676-4 内装・家具

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

286 市内 ㈱ナガレ 岡山県津山市下横野2202-10 内装・家具 資材・建材

102 市内 ㈲藤原創業 岡山県津山市京町4 内装・家具 建築営繕

681 市内 ㈱ウチダ 岡山県津山市林田町48 空調設備 建築営繕 家電

390 市内 ㈱櫛田電気 岡山県津山市平福595 空調設備 建築営繕 家電

45 市内 三要電熱工業㈱ 津山営業所 岡山県岡山市中区平井6-11-24 空調設備 消防・防災 その他役務

9 市内 成好設備工業㈱ 岡山県津山市山北621-17 空調設備 建築営繕 消防・防災

394 市内 ㈲津山技研空調 岡山県津山市東一宮1233-3 空調設備
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624 市内 ㈲津山産業 岡山県津山市川崎1694 空調設備 家電
エネルギー・厨房機器・食器
類・暖房機器

563 市内 ㈱ミカモサービス 岡山県津山市山北764-5 空調設備

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

400 市内 ㈲山本メンテナンス 岡山県津山市国分寺992-7 空調設備

382 市内 ㈲あおやぎ住宅 岡山県津山市加茂町青栁882 建築営繕 資材・建材

231 市内 池上電気 岡山県津山市加茂町塔中24-2 建築営繕

777 市内 ㈲オグラ電工 岡山県津山市阿波1240-1 建築営繕

430 市内 清原総業㈱ 岡山県津山市小原186-12 建築営繕 内装・家具

13 市内 ＫＯＵＫＥＮホールディングス㈱ 岡山県津山市二宮1911-1 建築営繕 資材・建材 内装・家具

197 市内 こんテック 岡山県津山市野介代493-16 建築営繕

47 市内 ㈱スペック 岡山県津山市大田820-19 建築営繕

234 市内 津山営繕 岡山県津山市中北下934 建築営繕

155 市内 統相全業 岡山県津山市志戸部711-11 建築営繕

933 市内 ㈲萩原住研 岡山県津山市小田中2218 建築営繕

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

629 市内 藤木電気工事 岡山県津山市中北下44-9 建築営繕 家電

561 市内 ㈱真木 岡山県津山市川崎240-2 建築営繕 資材・建材 内装・家具

836 市内 水島建設 岡山県津山市久米川南5-3 建築営繕

636 市内 ㈲ワイテック 岡山県津山市河面78-3 建築営繕

697 市内 (一財)中国電気保安協会　 津山営業所 広島県広島市東区二葉の里3-5-7 保守等 建築営繕 家電

442 市内 丸王電気管理事務所 岡山県津山市沼538-8 保守等

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

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

153 市内 ㈱シディック 岡山県津山市新野東545 調査・統計・計画 情報・企画 写真

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

932 市内 アースプランニング 岡山県津山市野介代250-10 清掃・防虫駆除

540 市内 ㈲アライス 岡山県津山市上村335-8 清掃・防虫駆除 その他役務
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144 市内 ㈱おか 岡山県津山市上横野4156-5 清掃・防虫駆除

610 市内 ㈱ガット 岡山県津山市山北764-5 清掃・防虫駆除 消防・防災 家電

98 市内 ㈱ケイエクス 岡山県津山市小原311-5 清掃・防虫駆除 消防・防災

691 市内 ㈲紫竹美装 岡山県津山市下田邑1456 清掃・防虫駆除

199 市内 ㈱セヴィア 岡山県津山市横山377-6 清掃・防虫駆除

803 市内 ㈲総合美装 岡山県津山市上田邑1684-35 清掃・防虫駆除

804 市内 ㈲創示社 岡山県津山市小田中934-2 清掃・防虫駆除

10 市内 ㈱高橋ポンプ設備工業 岡山県津山市押入566-1 清掃・防虫駆除

432 市内 ㈱タカヤマ 岡山県津山市綾部457 清掃・防虫駆除

285 市内 津山ビル管理㈲ 岡山県津山市小田中1972-54 清掃・防虫駆除

702 市内 ㈲西村ビルサービス 岡山県津山市総社916-2 清掃・防虫駆除

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

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

767 市内 ㈲アンジェ 岡山県津山市山北400-4 その他物品

492 市内 ㈱江口電機 津山営業所 岡山県倉敷市中島1361-1 その他物品

684 市内 大島プロセス工芸 岡山県津山市椿高下2 その他物品 看板

41 市内 勝浦工業 岡山県津山市久米川南2911 その他物品 その他役務

547 市内 ㈱栄家 岡山県津山市小原151-8 その他物品

692 市内 志原刃物店 岡山県津山市志戸部352-6 その他物品

8 市内 末田ふすま工芸㈱ 岡山県津山市河辺572-2 その他物品

805 市内 ㈲創新 岡山県津山市小原207-9 その他物品

200 市内 ㈱大東 岡山県津山市院庄615-6 その他物品 消防・防災 資材・建材

556 市内 日本フィールドシステム㈱ 岡山県津山市高尾573-1 その他物品 資材・建材

440 市内 ㈲ファインアートかわばた 岡山県津山市下野田387-1 その他物品 情報・企画 看板

631 市内 富士パレット㈱ 岡山県津山市津山口111-1 その他物品 農林関連

907 市内 美作園芸㈲ 岡山県津山市西吉田643-1 その他物品

566 市内 ㈲ロックセンター津山 岡山県津山市大谷162-11 その他物品 その他役務
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763 市内 ㈱アーヴァンマエハラ 岡山県津山市横山387-7 その他役務

143 市内 ㈱青山建設 岡山県津山市桑下1081-2 その他役務

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

766 市内 ㈲アムズ 岡山県津山市大田316 その他役務 教材等

342 市内 大塚造園 岡山県津山市加茂町小中原120-3 その他役務

920 市内 ㈱河原緑建 岡山県津山市下田邑1069 その他役務

388 市内 ㈱川本 津山営業所 岡山県岡山市北区芳賀5320-1 その他役務 その他物品

392 市内 ㈱久米カントリークラブ 岡山県津山市桑下1680 その他役務

282 市内 ㈱グリーンベルト 岡山県津山市二宮1116-1 その他役務 古物・廃棄物

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

548 市内 ㈲重松鉄工所 岡山県津山市宮部下1906 その他役務

797 市内 ㈲志田工房 岡山県津山市加茂町原口1025 その他役務

549 市内 ㈲勝央清掃 勝北支店 岡山県勝田郡勝央町岡24-3 その他役務 その他物品 古物・廃棄物

154 市内 ㈱大環 岡山県津山市東一宮73-1 その他役務

620 市内 ㈲田口工業所 岡山県津山市高野本郷858 その他役務

49 市内 ㈱中国環境開発エンジニア 岡山県津山市東一宮73-1 その他役務

823 市内 ㈱パソナ岡山 津山営業所 岡山県岡山市北区駅元町1-6 その他役務

505 市内 ㈱ＢＥＡＧＬＥ 津山営業所 岡山県久米郡美咲町吉ケ原996 その他役務 その他物品 事務用品・OA等

557 市内 ㈱Ｂｅコム 岡山県津山市高野本郷1272-5 その他役務

350 市内 ㈲ヒライ 岡山県津山市横山386-8 その他役務

157 市内 フジテクノ㈲ 岡山県津山市田熊1786-3 その他役務 調査・統計・計画 その他物品

632 市内 ㈲プランニングオフィスケイツウ 岡山県津山市八出1326-6 その他役務 情報・企画

159 市内 ㈲雅水道設備 岡山県津山市加茂町行重1970 その他役務


