
令和５・令和６年度

番号 会社名 本社住所 委任先名

奈義町物品役務指名願有資格者名簿

1 一般社団法人　なぎポスト 岡山県勝田郡奈義町豊沢２９９番地１１

2 一般社団法人　那岐の茶の間 岡山県勝田郡奈義町中島東464番地1

3 松岡教材株式会社 岡山県津山市勝部1112番地2

4 株式会社研美社 岡山県岡山市北区新屋敷町２丁目２番２０号

5 四国環境整備興業株式会社 愛媛県今治市国分１丁目１番１８号

6 有限会社日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２

7 株式会社中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保１１１６番地の７

8 岡山電業株式会社 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目８番13号

9 株式会社ケイズ 鳥取県米子市両三柳2864番地16 株式会社ケイズ　岡山支店

10 株式会社ＴＣＥ 兵庫県伊丹市北伊丹七丁目９０番地２

11 株式会社データホライゾン 広島県広島市西区草津新町１丁目２１番３５号

12 日交安全施設株式会社 岡山県津山市押入１２１９番地

13 株式会社議事録発行センター 岡山県岡山市北区高柳西町1番23号

14 タニコー株式会社 東京都品川区戸越1丁目7番20号 タニコー株式会社　岡山営業所

15 株式会社ビザビ 岡山県岡山市北区内山下１－３－１ 株式会社ビザビ　津山支社

16 株式会社ＲＳＫプロビジョン 岡山県岡山市北区内山下1丁目1番5号

17 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 沖電気工業株式会社 中国支社

18 株式会社ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 株式会社ウォーターエージェンシー　姫路オペレーションセンター

19 ＯＥＣ株式会社 岡山県岡山市北区本町６番３６号

20 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市南通築地15番32号

21 ホシザキ中国株式会社 広島県広島市中区土橋町1番13号 ホシザキ中国株式会社　津山営業所

22 株式会社ケイエクス 岡山県津山市小原３１１番地の５ 株式会社ケイエクス　奈義営業所

23 株式会社ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２

24 株式会社　金谷 岡山県美作市明見９番地１

25 株式会社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番地５　西京極駅前ビル６階

26 株式会社ヤマゼン 三重県伊賀市治田字枒ノ木２４４１番地の１

27 トマトリース株式会社 岡山県岡山市北区中山下１丁目９番1号

28 興和産業株式会社 岡山県岡山市北区横井上１５３２番地の１

29 株式会社ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町2丁目５番35号 株式会社ウエスコ　岡山支社

30 岡山県学校生活協同組合 岡山県岡山市中区西川原255番地

31 リコージャパン株式会社 東京都港区芝3-8-2　登記上（東京都大田区中馬込1-3-6） リコージャパン株式会社　マーケティング本部　岡山支社　岡山第一営業部

32 バイザー株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

33 東洋ポンプ株式会社 岡山県岡山市北区今保570番地

34 株式会社エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町３丁目１番２１号 株式会社エイト日本技術開発　中国支社

35 株式会社赤尾 大阪府大阪市西区新町四丁目１３番１号 株式会社赤尾　大阪営業部

36 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 大阪府大阪市北区大深町３番１号 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　岡山ビジネス営業部

37 愛知時計電機株式会社 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目2番70号 愛知時計電機株式会社　岡山営業所

38 応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社　岡山営業所

39 横山電気株式会社 岡山県岡山市中区小橋町一丁目5番13号

40 株式会社保安企画 岐阜県羽島市舟橋町本町五丁目32番地 株式会社保安企画　岡山営業所

41 有限会社三谷商店 岡山県津山市皿692番地の1

42 株式会社津山テント 岡山県津山市一方８番地の１

43 株式会社双葉店飾社 岡山県岡山市北区田中126番地の101

44 株式会社三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島６丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント　岡山事務所

45 ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川1丁目6番23号

46 株式会社岡山医学検査センター 岡山県倉敷市笹沖468番地の5

47 株式会社前田サービス岡山 岡山県岡山市南区藤田５６４番地の１６３

48 税理士法人　長谷川会計 広島県広島市西区庚午中二丁目11番1号
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49 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　中国支社

50 株式会社公会計サポートセンター 広島県広島市西区庚午中二丁目11番1号 株式会社公会計サポートセンター　岡山営業所

51 株式会社大和速記情報センター 東京都港区新橋5丁目13番1号 株式会社大和速記情報センター　関西営業所

52 株式会社ベネッセコーポレーション 岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号 株式会社ベネッセコーポレーション　小中学校事業部

53 株式会社キャンサースキャン 東京都品川区西五反田1丁目3番8号

54 大栄環境株式会社 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

55 株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

56 三重中央開発株式会社 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

57 株式会社フソウメンテック 香川県高松市郷東町792番地105

58 ツチダ産業株式会社 岡山県津山市一方335番地の１

59 備前グリーンエネルギー株式会社 岡山県備前市東片上39番6

60 一般財団法人岡山経済研究所 岡山県岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号

61 有限会社インフォメーション・ネット 香川県さぬき市志度５００６番地６３

62 Ｇａｔｅシステムズ株式会社 岡山県岡山市北区下中野７０８番地の１０７

63 株式会社　津山医研 岡山県津山市山北636番地の2

64 株式会社あい設計 広島県広島市東区上大須賀町10番16号 株式会社あい設計　岡山支社

65 株式会社オガワエコノス 広島県府中市高木町502番地の10

66 ミラ株式会社 徳島県徳島市川内町平石住吉209番5

67 東和環境科学株式会社 広島県広島市中区舟入町６番５号 東和環境科学株式会社　岡山営業所

68 株式会社トクスイ 徳島県徳島市川内町沖島84番地

69 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保三丁目1番23号

70 株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 株式会社日立システムズ　岡山支店

71 株式会社アイ・サポート 岡山県岡山市北区芳賀5320番地2

72 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 大和リース株式会社　岡山支店

73 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 東京都港区港南一丁目２番７０号 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　中国支店

74 株式会社シディック 岡山県津山市新野東５４５番地

75 友野印刷株式会社 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号

76 株式会社ぎょうせい 東京都江東区新木場1丁目18番11号 株式会社ぎょうせい　中国支社

77 矢切薬品株式会社 岡山県岡山市南区妹尾3273番地の3

78 株式会社インタラック西日本 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目17番38号

79 株式会社東洋技研 高知県高知市大津乙１９０２番地４

80 株式会社松村電機製作所 東京都文京区根津2丁目12番1号 株式会社松村電機製作所　関西支店

81 パナソニックコネクト株式会社 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 パナソニックコネクト株式会社　現場ソリューションカンパニー西日本社

82 株式会社フジマック 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 株式会社フジマック　岡山営業所

83 日清医療食品株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 日清医療食品株式会社　関西支店

84 株式会社なんば技研 岡山県倉敷市玉島長尾２１４番地の１ 株式会社なんば技研　津山支社

85 管清工業株式会社 東京都世田谷区上用賀1丁目7番3号 管清工業株式会社　大阪支店

86 株式会社三社ソリューションサービス 大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目14番3号

87 株式会社藤山電気工学社 岡山県岡山市中区乙多見４４１番地１６

88 株式会社ＲＳＫサービス 岡山県岡山市北区丸の内２丁目１番１０号

89 中国衛材株式会社 岡山県岡山市北区野田３丁目１番５号

90 フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 フジ地中情報株式会社　岡山支店

91 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東京都港区東新橋一丁目9番2号 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　西日本支店

92 有限会社プランニングオフィスケイツウ 岡山県津山市横山24番地1

93 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 東京都江東区豊洲三丁目3番9号 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社　中国支社

94 西日本環境測定株式会社 岡山県津山市押入572番地の1

95 岡山機設株式会社 岡山県岡山市南区浜野四丁目5番4号

96 株式会社アルティアセントラル 愛知県名古屋市中区栄一丁目29番29号
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97 株式会社日本総合科学 広島県福山市箕島町南丘３９９番地４６ 株式会社日本総合科学　岡山支所

98 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

99 社会福祉法人鵜足津福祉会 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁５３番地１１ 社会福祉法人鵜足津福祉会　高瀬荘

100 ＡＬＳＯＫ岡山株式会社 岡山県岡山市北区磨屋町10番20号

101 有限会社ファインアートかわばた 岡山県津山市下野田387番地1

102 株式会社ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地1 ACROSS8階

103 クリーン発酵株式会社 岡山県真庭市上水田7341番地

104 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　岡山支店

105 有限会社　美作教材社 岡山県美作市朽木36番地2

106 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 綜合警備保障株式会社　岡山支社

107 三共リース株式会社 岡山県岡山市北区青江4丁目5番15号 三共リース株式会社　津山営業所

108 株式会社アスカクリエート 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番5 株式会社アスカクリエート　岡山支店

109 西本薬品株式会社 岡山県岡山市中区浜3丁目7番1号

110 日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷三丁目１５番８号 日本調理機株式会社　中四国支店　岡山営業所

111 株式会社日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央1丁目17番9号

112 株式会社Ｅ．ＳＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧＧＲＯＵＰ 広島県広島市中区大手町３丁目２番１９号パーソンライフビル２Ｆ 株式会社 E.S CONSULTING GROUP 岡山支社

113 株式会社ジツタ中国 広島県広島市中区富士見町16番2号 株式会社ジツタ中国　岡山店

114 山陽ロード工業株式会社 岡山県津山市下高倉西１２０３番地の１

115 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都文京区後楽二丁目6番1号 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　岡山営業所

116 株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番14号 株式会社日本インシーク　岡山営業所

117 株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目１２番８号

118 一般社団法人日本家族計画協会 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４－１４

119 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１５番８２号 西日本電信電話株式会社　岡山支店

120 株式会社オーヤラツクス 東京都千代田区麴町1丁目6番地2 株式会社オーヤラツクス　岡山営業所

121 有限会社スポーツ・ショップ・ムサシ 岡山県勝田郡勝央町勝間田７５５番地の６ 有限会社スポーツ・ショップ・ムサシ奈義支店

122 ジェイエムシー株式会社 高知県高知市葛島四丁目３番３０号

123 株式会社児島技研 岡山県倉敷市児島田の口７丁目１番２０号

124 能美防災株式会社 東京都千代田区九段南４丁目７番３号 能美防災株式会社　岡山支社

125 株式会社バイタルリード 島根県出雲市荻杼町２７４番地２

126 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝４丁目１３－３ＰＭＯ田町東１０Ｆ 葉隠勇進株式会社　関西支店

127 株式会社イシウラ 岡山県勝田郡勝央町黒土５４４番地

128 株式会社環境科学設計 岡山県倉敷市玉島阿賀崎２７７５番地の３

129 株式会社ソフィア 岡山県津山市河原町29番地3

130 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１丁目２番１０号 ランドブレイン株式会社　岡山事務所

131 日本会計コンサルティング株式会社 東京都港区東新橋一丁目5番2号

132 株式会社山陽メディアネット 岡山県岡山市北区新屋敷町1丁目1番18号　山陽新聞新屋敷町ビル1階

133 株式会社ソルコム 広島県広島市中区南千田東町２番３２号 株式会社ソルコム　岡山支店

134 株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 株式会社日立ビルシステム　中国支社

135 関西遊具株式會社 岡山県真庭市上河内２１０２番地

136 株式会社チヂキ 岡山県岡山市南区藤田５６６番地の１８５

137 株式会社明日葉 東京都港区芝４丁目１３－３ＰＭＯ田町東１０Ｆ

138 株式会社五星 香川県三豊市高瀬町下勝間670番地の1 株式会社五星　岡山支店

139 有限会社板谷 岡山県岡山市北区今3丁目24番10号

140 株式会社Ｂｅコム 岡山県津山市高野本郷１２７２番地５

141 株式会社橋本電気工業所 岡山県岡山市北区青江１丁目１３番５５号

142 株式会社マルコ 岡山県岡山市南区新保１１４２番地１

143 藤田興業株式会社 岡山県岡山市南区藤田６７９番地

144 グローリー株式会社 兵庫県姫路市下手野１丁目３番１号 グローリー株式会社　岡山営業所
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145 アセス株式会社 岡山県津山市中北上１７３１番地の２

146 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区東上野五丁目24番8号 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　西日本本部　中国支社

147 株式会社ＨＥＲ 兵庫県加西市網引町2001番地39

148 株式会社サピックス 岡山県岡山市中区神下４５０番地

149 田中機電工業株式会社 岡山県岡山市北区横井上１６９６番地の２

150 高井医療器株式会社 兵庫県揖保郡太子町佐用岡471番地1

151 株式会社日圧機販 岡山県岡山市南区藤田２２１３番地の２

152 株式会社ラインズオカヤマ 岡山県備前市伊部１７２２番地１ 株式会社ラインズオカヤマ美作営業所

153 晴れの国岡山農業協同組合 岡山県倉敷市玉島八島1510番地1 晴れの国岡山農業協同組合　勝英統括本部

154 水ｉｎｇ株式会社 東京都港区東新橋一丁目9番2号 水ｉｎｇ株式会社　西日本支店

155 株式会社アイシーエム 岡山県津山市大手町６番地の５

156 ミザック株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目4番16号アクア堂島ＮＢＦタワー１７階

157 ＡＳロカス株式会社 千葉県千葉市中央区中央港1丁目22番7号

158 有限会社　太田教材社 岡山県久米郡美咲町原田602番地1

159 日本エクスラン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号 日本エクスラン工業株式会社 環境エンジニアリング事業部

160 株式会社アクアテック 岐阜県安八郡神戸町神戸1741番地2 株式会社アクアテック　関西営業所

161 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北３丁目１６番１０号 日成ビルド工業株式会社　岡山支店

162 株式会社東和テクノロジー 広島県広島市中区広瀬北町3番11号 株式会社東和テクノロジー岡山営業所

163 扶桑電通株式会社 東京都中央区築地五丁目4番18号 扶桑電通株式会社　岡山営業所

164 株式会社都村製作所 香川県仲多度郡琴平町榎井590番地

165 株式会社日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 株式会社日建技術コンサルタント　岡山事務所

166 株式会社廣陽本社 岡山県津山市田町22番地

167 株式会社吉谷機械製作所 鳥取県鳥取市古海356番地1

168 中国電設工業株式会社 広島県広島市中区千田町三丁目10番5号 中国電設工業株式会社　岡山支店

169 フジテクノ有限会社 岡山県津山市田熊1786番地の3

170 株式会社もりとう工芸 岡山県勝田郡勝央町黒坂４０番地２

171 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社　岡山支店

172 株式会社グリーンベルト 岡山県津山市二宮1116番地1

173 下電造園土木株式会社 岡山県岡山市南区藤田561番地の8

174 奈義町森林組合 岡山県勝田郡奈義町豊沢３０３番地

175 公益財団法人岡山県健康づくり財団 岡山県岡山市北区平田４０８番地ー１

176 綜合厨器株式会社 岡山県岡山市南区新福2丁目11番5号

177 アズビル株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 アズビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー　関西支社

178 アジア航測株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号　新宿グリーンタワービル アジア航測株式会社　岡山営業所

179 株式会社山陽新聞事業社 岡山県岡山市北区柳町二丁目1番1号

180 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 広島県広島市中区大手町二丁目11番10号

181 エヌエス環境株式会社 東京都港区芝公園一丁目２番９号 エヌエス環境株式会社　中四国支店

182 三光株式会社 鳥取県境港市昭和町5番地17

183 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 東京都港区東新橋一丁目５番２号 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　岡山支社

184 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 パシフィックコンサルタンツ株式会社　岡山事務所

185 株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号

186 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 日本電気株式会社　岡山支店

187 株式会社櫛田電気 岡山県津山市平福595番地

188 株式会社ＧＰＭＯ 香川県高松市木太町3396番地11 株式会社ＧＰＭＯ　岡山事務所

189 スポーツスピリット株式会社 岡山県岡山市北区大元上町１３番５号（B）

190 xID株式会社 東京都千代田区永田町二丁目14番3号

191 株式会社岡山システムサービス 岡山県岡山市東区西大寺新地２２０番１

192 株式会社山陽セフティ 岡山県岡山市北区西長瀬１２０６番地7

4 / 8 ページ



令和５・令和６年度

番号 会社名 本社住所 委任先名

奈義町物品役務指名願有資格者名簿

193 ナカ重量株式会社 岡山県岡山市中区藤崎５６７番地３

194 株式会社オーエスエー 岡山県津山市戸脇494番地の7

195 株式会社谷ファーム 岡山県勝田郡勝央町植月北961番地1

196 株式会社合人社計画研究所 広島県広島市中区袋町4番31号

197 美作内外美装株式会社 岡山県津山市河辺1819番地

198 株式会社のと香 岡山県美作市小野2382番地5

199 株式会社アイ・ティー・シー 香川県高松市上林町３０９番地１

200 三菱自動車ファイナンス株式会社 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 三菱自動車ファイナンス株式会社　法人業務部

201 国際航業株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 国際航業株式会社　岡山営業所

202 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０番地 株式会社静環検査センター　岡山営業所

203 株式会社アイアットＯＥＣ 岡山県岡山市北区本町６番３６号

204 有限会社ハシノ工業 兵庫県神戸市北区藤原台南町２丁目１９番１号

205 オカツウエレクトロニクス株式会社 岡山県岡山市北区今７丁目５番６号

206 福永システム合同会社 岡山県勝田郡奈義町広岡692番地

207 ミツワ電設株式会社 岡山県岡山市北区中原５１１番地の１

208 三要電熱工業株式会社 岡山県岡山市中区平井６丁目１１番２４号

209 渡辺機工株式会社 岡山県岡山市北区磨屋町１番６号

210 株式会社津山朝日新聞社 岡山県津山市田町１３番地

211 株式会社オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 株式会社オオバ　岡山営業所

212 いであ株式会社 東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号 いであ株式会社　岡山営業所

213 株式会社　橋本通信工業 岡山県津山市池ケ原867番地

214 大成機工株式会社 大阪府大阪市北区梅田１丁目１番３－２７００号

215 株式会社グラファー 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目5番8号

216 株式会社ナカシマ 兵庫県姫路市阿保甲８７８番地 株式会社ナカシマ　津山営業所

217 富士岡山運搬機株式会社 岡山県津山市津山口１１１番地の１

218 安田株式会社 岐阜県岐阜市鶴田町３丁目２４番地 安田株式会社　岡山支店

219 株式会社岡山スポーツ会館 岡山県岡山市北区絵図町1番50号

220 株式会社メレック 岡山県岡山市北区島田本町１丁目２番２５号

221 タカオ株式会社 広島県福山市御幸町大字中津原1787番地の1

222 日本無線株式会社 東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１号 日本無線株式会社　中国支社

223 株式会社エス技建 福岡県福岡市博多区住吉四丁目２７番３号－２０２

224 株式会社パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ　岡山支店

225 ジャトー株式会社 大阪府大阪市北区末広町1番22号

226 株式会社川本 岡山県岡山市北区芳賀５３２０番地の１

227 株式会社福井廚房 岡山県岡山市南区西市263番地の1

228 有限会社イマダ 岡山県美作市栄町４５番地 有限会社イマダ

229 山陽印刷株式会社 岡山県岡山市北区新屋敷町一丁目1番18号

230 株式会社ＧＩＫＥＮ 岡山県倉敷市西阿知町１４７番地１７

231 株式会社オービス 広島県福山市松永町六丁目10番1号 株式会社オービス　岡山営業所

232 株式会社プローバ 岡山県岡山市南区米倉４２番地の１

233 一般社団法人奈義しごとえん 岡山県勝田郡奈義町滝本１５８８番地２

234 株式会社サン・アドバンス 岡山県倉敷市福井２１２番地の２

235 株式会社コトブキ 東京都港区浜松町1丁目14番5号 株式会社コトブキ　中四国支店

236 株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号

237 株式会社岡山森田ポンプ 岡山県岡山市北区大供1丁目6番3号

238 株式会社メディウェル 岡山県津山市野介代975番地の7

239 ワーキングクローズ美作 岡山県美作市吉１５９－１

240 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社　中国支社
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241 株式会社明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 株式会社明電エンジニアリング　岡山営業所

242 株式会社ガット 岡山県津山市山北７６４番地５

243 株式会社ニッチ 岡山県真庭市開田１８２番地 株式会社ニッチ　津山営業所

244 神戸綜合速記株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号

245 寺岡オートドア株式会社 東京都大田区千鳥3丁目19番3号 寺岡オートドア株式会社　岡山営業所

246 株式会社トヨタレンタリース岡山 岡山県岡山市南区新保651番地3

247 ゼコー株式会社 岡山県倉敷市児島駅前１丁目７６番

248 日笠商事株式会社 岡山県津山市戸島６３４番地の１２

249 北沢産業株式会社 東京都渋谷区東二丁目23番10号 北沢産業株式会社　岡山営業所

250 備商株式会社 岡山県岡山市南区福成２丁目１９番６号

251 株式会社いざなぎ創林 岡山県勝田郡奈義町高円1573番地1

252 一般社団法人名技ドットコム 岡山県勝田郡奈義町行方244番地2

253 津高商事株式会社 岡山県岡山市北区吉宗652番地

254 株式会社長大 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２０番４号 株式会社長大　岡山事務所

255 デュプロ株式会社 大阪府大阪市北区東天満１丁目１１番１９号 デュプロ株式会社　岡山支店

256 株式会社日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 株式会社日本管財環境サービス中国支店

257 株式会社ナカノ 大分県中津市大字野依７０２番地の１ 株式会社ナカノ　選挙事業部岡山営業所

258 美津吉商事株式会社 岡山県津山市一方194番地

259 株式会社エブリプラン 島根県松江市北陵町46番地6 株式会社エブリプラン岡山営業所

260 株式会社アサクラドゥ 岡山県津山市東一宮５１番地の１

261 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都港区港南二丁目１５番３号 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　中国支店

262 有限会社フレヴァン 岡山県総社市井尻野552番地3

263 成好設備工業株式会社 岡山県津山市山北621番地の17

264 津山ビル管理有限会社 岡山県津山市二宮２１３７番地１６

265 株式会社サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 株式会社サーベイリサーチセンター　岡山事務所

266 株式会社富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長三丁目3番17号 株式会社富士通ゼネラル　中四国情報通信ネットワーク営業部

267 株式会社泉平 兵庫県姫路市白浜町甲841番地47 株式会社泉平　岡山支店

268 株式会社ヰセキ中四国 広島県東広島市西条町御薗宇727番地2 株式会社 ヰセキ中四国 津山営業所

269 有限会社エコ・ファーム勝央 岡山県勝田郡勝央町為本1470番地

270 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目6番35号

271 株式会社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

272 株式会社河原緑建 岡山県津山市下田邑１０６９番地

273 中国電力株式会社 広島県広島市中区小町４番３３号 中国電力株式会社　岡山統括セールスセンター

274 第一法規株式会社 東京都港区南青山二丁目11番17号

275 株式会社ナカヤ 岡山県勝田郡奈義町馬桑２９６番地

276 株式会社ルークシステム 岡山県岡山市中区八幡東町15番13号

277 株式会社サンメディカル 岡山県倉敷市中庄２３５２番地６

278 株式会社ナック 岡山県岡山市北区芳賀5322番地

279 クリエイティブリンク株式会社 岡山県岡山市北区平野７６５番地１９

280 株式会社本多 広島県福山市明神町２丁目１１番１８号 株式会社本多　岡山支店

281 ティーエスアルフレッサ株式会社 広島県広島市西区商工センター１丁目２番１９号 ティーエスアルフレッサ株式会社　津山支店

282 株式会社エスプール 東京都千代田区外神田一丁目18番13号

283 株式会社鳥取県情報センター 鳥取県鳥取市寺町50番地

284 一般社団法人ビジット奈義 岡山県勝田郡奈義町豊沢314番地

285 旭テクノプラント株式会社 岡山県倉敷市新田2403番地の1

286 ボクトデザイン 岡山県勝田郡奈義町豊沢186-2セゾン奈義A

287 津山日本消防機具株式会社 岡山県津山市椿高下41番地

288 西日本法規出版株式会社 岡山県岡山市北区高柳西町1番23号
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289 コムパス株式会社 岡山県岡山市北区下中野１２２２番地７

290 メツキン産業株式会社 岡山県岡山市東区西大寺射越３６５番地の７

291 コニカミノルタパブリテック株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

292 株式会社中国四国博報堂 広島県広島市中区大手町３丁目７番５号 株式会社中国四国博報堂　岡山支社

293 株式会社　デンショク 岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８

294 アトラクティブ大永株式会社 岡山県岡山市北区柳町２丁目４番１８号

295 株式会社中西製作所 大阪府大阪市生野区巽南５丁目４番１４号 株式会社中西製作所　岡山営業所

296 石川電制株式会社 岡山県勝田郡勝央町岡１０番地の１０

297 株式会社日立ソリューションズ西日本 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 株式会社日立ソリューションズ西日本

298 株式會社カンガイ 岡山県倉敷市玉島柏島769番の1地

299 株式会社ＳＷＩＴＣＨＷＯＲＫＳ 岡山県岡山市北区本町6番30号第一セントラルビル2号館7階

300 株式会社明和技建 岡山県津山市大田８２９番地の１

301 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 株式会社ＮＴＴドコモ　中国支社　岡山支店

302 株式会社フジイポンプ 岡山県岡山市北区今５丁目１３番３６号

303 株式会社ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1番1号 株式会社ゼンリン　岡山営業所

304 株式会社ニッコク 東京都港区六本木六丁目１７番１号 株式会社ニッコク　広島支店

305 株式会社オービス 岡山県岡山市北区大内田６７５番地

306 都築電気株式会社 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 都築電気株式会社　大阪オフィス

307 公益財団法人岡山県学校給食会 岡山県岡山市南区浦安本町５９番地の４

308 岡山県貨物運送株式会社 岡山県岡山市北区清心町４番３１号 岡山県貨物運送株式会社　勝英支店

309 富士フイルムシステムサービス株式会社 東京都板橋区坂下1丁目19番1号 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部関西支店

310 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町1丁目4番地24

311 日進測量株式会社 岡山県岡山市中区清水３６６番地の２

312 森安建設株式会社 岡山県勝田郡奈義町柿４番地の１

313 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区桜丘5丁目48番16号 株式会社水機テクノス　広島営業所

314 コマツ美作株式会社 岡山県津山市高尾561の1

315 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 東京都港区赤坂５丁目３番１号 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ　関西支社

316 株式会社大和アパレル 岡山県岡山市北区西古松一丁目12番20号

317 総合気象計画株式会社 東京都千代田区神田錦町3丁目17番

318 株式会社ＢＥＡＧＬＥ 岡山県久米郡美咲町吉ケ原９９６番地

319 株式会社セヴィア 岡山県津山市横山377番地の6

320 株式会社木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号

321 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 東京都大田区山王一丁目3番5号

322 株式会社和田デザイン事務所 岡山県津山市下高倉西５４９番地６３

323 ネットクリエイツ株式会社 岡山県岡山市中区浜６０４－３トラスト井上ビル

324 マスプロ電工（株） 愛知県日進市浅田町上納80番地 マスプロ電工株式会社　岡山営業所

325 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 株式会社ＪＥＣＣ

326 昭和株式会社 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社　岡山営業所

327 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都港区三田１丁目４番２８号 ＮＥＣフィールディング株式会社　岡山支店

328 ＦＬＣＳ株式会社 東京都千代田区神田練塀町3番地 ＦＬＣＳ株式会社　中国支店

329 タカラ産業株式会社 岡山県津山市国分寺１１８番地の４

330 表示灯株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 表示灯株式会社　広島支店

331 クラブン株式会社 岡山県倉敷市笹沖４１０番地の５ クラブン株式会社　岡山支店

332 株式会社ガバメイツ 愛媛県松山市三番町四丁目9番地5

333 株式会社中四国クボタ 岡山県岡山市東区宍甘２７５番地 株式会社中四国クボタ　勝英営業所

334 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番１６号

335 三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号

336 株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地 株式会社ジャクエツ　倉敷店
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337 ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町２６番１号　セルリアンタワー

338 株式会社ユイテック 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田二丁目43番地の2

339 協和テクノロジィズ株式会社 大阪府大阪市北区中崎1丁目2番23号 協和テクノロジィズ株式会社　岡山事業所

340 株式会社エスアールティー 岡山県岡山市北区伊島町２丁目２０番２３号アメニティ伊島

341 税理士法人森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町456番地　第2森田ビル4階

342 株式会社シーズ総合政策研究所 島根県松江市菅田町180番地

343 株式会社エスオーエムクリエイション 岡山県津山市池ケ原５９７番地

344 株式会社ムサシ 東京都中央区銀座8丁目20番36号 株式会社ムサシ　岡山営業所

345 株式会社ココロクメディアデザイン 岡山県津山市勝部５１８番地３

346 株式会社三勝 岡山県津山市高野山西2115番地の15

347 有限会社カーフレッシュＢｅｎ 岡山県勝田郡奈義町広岡１１３２番地の２
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