
1/27

真庭市　入札参加資格者名簿

物品　令和4・5年度 ※令和４年12月１日現在

商号又は名称 営業所名称 所在地 受理番号

有限会社三和石油店 岡山県真庭市山田１９６４－１ 2

有限会社植田石油（廃業） 岡山県真庭市下呰部２８４－３番地 3

山陽薬品株式会社 岡山市北区延友４５４ 5

有限会社　桜井たんす本店 真庭市久世２６３９ 6

綜合厨器株式会社 岡山市南区新福２丁目１１番５号 7

光本モータース 岡山県真庭市目木１８２９－３ 9

クリアスポーツ株式会社 岡山県真庭市下方５８５－３ 10

株式会社柴田工務店 岡山県真庭市蒜山中福田７５９ 11

株式会社　蒜山興業 岡山県真庭市蒜山下徳山２６３－１ 12

有限会社かんだ 岡山県真庭市蒜山中福田２０６－３ 15

内海プラント株式会社 岡山県岡山市東区楢原５１０番地 16

日清医療食品株式会社 関西支店 大阪府大阪市北区角田町８番１号　大阪梅田ツインタワーズ・ノース２１階 17

光栄広告社 岡山県真庭市富尾１３−１ 22

備北電気工事有限会社 岡山県真庭市下呰部３８５ 23

扶桑産業　株式会社 岡山県岡山市北区津島福居１−４−３ 24

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 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１５２番地 28

新田写真館 真庭市下呰部２７７－１０ 31

岡山県学校生活協同組合 岡山市中区西川原２５５番地 32

田中ガラス株式会社 兵庫県宝塚市安倉西２丁目４番２３号 33

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 34

株式会社イートン 岡山県岡山市南区妹尾３２７３番地３ 36

株式会社サンリーク 広島営業所 広島県広島市中区上幟町１０番１２－５０１号 37

池田電業　株式会社 岡山県岡山市北区下伊福１丁目２番７号 40

日立造船中国工事株式会社 広島県尾道市東御所町１１番９号　ＪＡ尾道市駅前ビル 41

株式会社　中国パラテックス 岡山市南区新保１１１６−７ 42

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 43

有限会社エコライフ商友 岡山県真庭市惣８４ー７ 44

岡山県学校用品株式会社 岡山市中区西川原２５５番地 45

有限会社　細井 岡山県真庭市落合垂水６２８ 46
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東芝インフラシステムズ株式会社 中国支社 広島県広島市中区鉄砲町７番１８号 47

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６－２３ 48

三広工業株式会社 大阪府八尾市太田新町６丁目２６番地 49

巣守金属工業株式会社 広島県広島市南区出島一丁目３４番７号 50

ＯＥＣ　株式会社 岡山県岡山市北区本町６番３６号 52

株式会社ラインズオカヤマ 備前支店 岡山県備前市伊部１７２２－１ 53

株式会社アイ・サポート 岡山市北区芳賀５３２０番地２ 54

株式会社　上智 中四国支店 香川県観音寺市古川町７１１番地１ 55

株式会社　日圧機販 岡山県岡山市南区藤田２２１３−２ 56

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 58

日交安全施設　株式会社 岡山県津山市押入１２１９番地 59

有限会社　田淵電気工業所 岡山県真庭市惣７１ 60

有限会社　高井文研堂 岡山県真庭市久世２６１９番地１ 61

有限会社　勝山ホンダ販売 真庭市　横部　５６‐１ 62

有限会社　吉田自動車 岡山県真庭市下呰部２７９ 63

石垣メンテナンス株式会社 中国支店 広島市中区鉄砲町８番１８号 64

株式会社　中西製作所 岡山営業所 岡山市北区野田１－２－３ 65

梶岡建設　株式会社 岡山県真庭市上市瀬１６６番地 67

真庭木材事業協同組合 岡山県真庭市三田１３１ 70

有限会社　フタワカ電気工事 岡山県真庭市蒜山下福田２６３ 71

美作食糧株式会社 岡山県津山市川崎１１２－１ 72

有限会社　藤堂商会 岡山県真庭市西原３２０－４ 73

公益財団法人　真庭エスパス文化振興財団 岡山県真庭市鍋屋１７番地１ 76

日本電技株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区富田５３１番地１ 78

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 80

株式会社アドム 愛知県津島市愛宕町４－４－１ 82

スポーツスピリット株式会社 岡山市北区大元上町１３－５（Ｂ） 83

朝日航洋株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区下石井２丁目３番８号 84

有限会社森エージェンシー 岡山県岡山市南区当新田３８３－１１ 85
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㈱大原鉄工所 新潟県長岡市城岡２丁目８番１号 87

有限会社下山ミシン商会 津山市小田中１４４５－５ 91

ヤマハサウンドシステム株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目７番１８号 92

株式会社　大熊 岡山市南区大福３７８番地の１ 93

丸茂電機株式会社 広島営業所 広島県広島市中区銀山町１－１１　ｗＯＫＯ稲荷大橋ビル 94

株式会社東京法規出版 東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 95

谷口商会株式会社 岡山県岡山市南区藤田３３８番地の３１ 97

菱冷環境エンジニアリング株式会社 千葉県市川市塩浜３丁目１２番地 100

株式会社フソウメンテック 香川県高松市郷東町７９２番地１０５ 101

応用地質株式会社　 岡山営業所 岡山県岡山市南区豊成二丁目２番９号 102

株式会社ニック 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号 104

株式会社鳥取県情報センター 鳥取県鳥取市寺町５０番地 105

住友重機械エンバイロメント　株式会社 広島支店 広島県広島市南区稲荷町４番１号 108

極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番４５号 109

シンフォニアエンジニアリング株式会社 兵庫営業所 兵庫県加古川市加古川町平野２０３－１　山本第一ビル４０３号 110

西尾総合印刷株式会社 岡山市北区津高６５１ 112

株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 113

ホシザキ中国株式会社 高梁営業所 岡山県高梁市横町１０３２ 117

平林金属株式会社 岡山市北区下中野３４７番地１０４ 119

ピツニーボウズジャパン株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３　大阪国際ビルディング１４階 120

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 広島県広島市西区南観音５丁目１１番１２号 121

東和環境科学　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区奉還町１丁目１３番１０号 123

赤田電器 岡山県真庭市下呰部５９１番地 124

株式会社　松原商店 岡山県岡山市南区郡２９９６番地 129

日本調理機株式会社 中国支店　岡山営業所 岡山県岡山市北区下中野３３８－１２４ 130

ＡＬＳＯＫ岡山株式会社 岡山県岡山市北区磨屋町１０番２０号 132

有限会社名和香美堂 岡山県真庭市落合垂水４３３ 134

株式会社　西部水道機器製作所 山口県下関市椋野町二丁目１６番１５号 135

株式会社山陽セフティ 岡山市北区西長瀬１２０６番地７ 136
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株式会社　ジェクト 福山営業所 広島県福山市沖野上町４丁目２０－２６池田ビル１階 137

アサヒ道路施設株式会社 岡山県岡山市中区倉田３８０番地 138

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 岡山事業所 岡山県岡山市中区原尾島３－１－３　カネボウベルビュー２Ｆ 140

辻造園 岡山県真庭市久見１９ 142

株式会社　櫛田電気 岡山県津山市平福５９５ 144

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区下中野３６４－１０８ 148

株式会社アイシーエム 岡山県津山市大手町６番地５ 149

さんもく工業株式会社 真庭営業所 岡山県真庭市中１７３ 151

株式会社パスコ 岡山支店 岡山市北区本町２番５号 152

岡本石油店 真庭市上河内２０３１ 155

株式会社オカムラ 岡山支店 岡山市北区本町２－５　ちゅうぎん駅前ビル６Ｆ 157

丸山石油 岡山県真庭市蒜山上長田４８９－２ 158

有限会社ファインアートかわばた 岡山県津山市下野田３８７－１ 160

株式会社津山テント 岡山県津山市一方　８番地の１ 161

平松エンタープライズ株式会社 岡山県倉敷市昭和一丁目２番２２号 162

株式会社巴商会 岡山営業所 岡山県岡山市南区西市５１７－２ 163

株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国１－１２－８ 164

株式会社ＮＣＰサプライ 津山事業所 岡山県津山市横山１２３９－１ 166

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 167

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 170

有限会社　武田電器商会 岡山県真庭市久世２６６８番地の２４ 173

株式会社　佐藤管材工業 岡山県岡山市北区大内田８３０番地の２ 174

真庭印刷工業　株式会社 岡山県真庭市多田５０７−１ 175

第一東洋株式会社 真庭営業所 岡山県真庭市下市瀬５６７－５ 176

亀井デザイン企画 岡山県真庭市久世２９２４ 178

株式会社　吉田組 真庭営業所 岡山県真庭市惣３１番１号 179

株式会社　オービス　 岡山営業所 岡山県岡山市東区沼１２９５ 184

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 営業本部　西日本支店 岡山県倉敷市水島川崎通１ 186

メタウォーター株式会社 岡山営業所 岡山市北区北長瀬表町三丁目１番１２号 187
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キングラン中四国株式会社 岡山市南区福浜町１番３４号 189

株式会社苅野 福岡県宮若市磯光１１３４番地２ 190

シンレキ工業株式会社 中国事業所 広島県三原市久井町下津１１１２６番３７ 191

株式会社阪神計器製作所 西宮支店 兵庫県西宮市中島町９番１０号 192

株式会社ムサシ 中四国支店 広島県広島市中区本川町２丁目６番１１号 193

西日本電信電話株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中山下２丁目１番９０号 194

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 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ 195

新青山株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区西市１１４番地８ 196

有限会社トミヤ楽器店 鳥取県倉吉市宮川町１８５番地２４ 197

有限会社　美浦防災 岡山県瀬戸内市長船町服部１４９８ 198

キンパイ商事株式会社 大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号　ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 199

株式会社ケイズ 岡山支店 岡山県岡山市北区駅元町１５－１　リットシティビル７Ｆ 200

国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 201

株式会社アイ・ティー・シー 香川県高松市上林町３０９番地１ 203

綜合警備保障株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区下石井２ー１０－１２杜の街グレースオフィススクエア３Ｆ 204

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 広島県広島市南区比治山本町１１番２０号 205

株式会社　芝岡 岡山市北区今８丁目２番５号 206

株式会社　バイタルリード 島根県出雲市荻杼町２７４番地２ 207

株式会社　島津製作所 関西支社 大阪市北区芝田１丁目１番４号　阪急ターミナルビル 208

株式会社トーケミ 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田２－４－１　シティセンタービル２階 209

岡山電業　株式会社 岡山市北区野田屋町１丁目８番１３号 210

株式会社　五星 岡山支店 岡山県岡山市北区下伊福西町７番地３２ー１１７ 211

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 西日本支店 大阪市淀川区西中島７丁目１番５号　辰野新大阪ビル 212

有限会社　三和電気工事 岡山県真庭市勝山１４３９ 215

有限会社　平池石油店 岡山県真庭市美甘４１５３－５ 216

株式会社　菱川グリーン 岡山県真庭市開田１７２−３ 218

株式会社帝国データバンク 岡山支店 岡山県岡山市北区野田屋町２－１０－２５ 221

有限会社アリモトスポーツ 岡山県津山市椿高下１０８－１１ 222

有限会社ボディーショップ森脇 岡山県真庭市鍋屋１８５－１ 224
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湯原菱油株式会社 真庭市禾津５５番地１ 225

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３４ 227

三谷コンピュータ株式会社 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 228

フクダ電子岡山販売株式会社 岡山営業所 岡山市北区下中野７１５－１０３ 231

有限会社近畿調理機 兵庫県赤穂市古浜町８３番地 232

株式会社ソルコム 岡山支店 岡山市北区奥田南町８－３８ 233

荏原環境プラント株式会社 西日本支店 大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号 234

株式会社カナシマ 岡山県津山市皿６１８−１ 235

株式会社日立国際電気 中国支店 広島県広島市東区光町一丁目１０番１９号 236

富士通Ｊａｐａｎ株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区磨屋町１０番１２号 238

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 240

株式会社サンコーマテリアル 栃木県矢板市片岡２０６６番地２ 242

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 大阪市北区大深町３番１号 243

株式会社ワコー商事 神奈川県藤沢市善行７－３－５ 244

沖電気工業株式会社 中国支社 広島市中区鉄砲町８番１８号 245

株式会社　ウエスコ 岡山支社 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５ 246

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 広島市東区若草町９番７号 248

山本印刷株式会社 鳥取県倉吉市広栄町９７１番地２１ 249

株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２−３−４ 250

株式会社　廣陽本社 岡山県津山市田町２２ 251

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 252

フジテクノ　有限会社 岡山県津山市田熊１７８６−３ 253

株式会社ウォーターテック 広島営業所 広島市東区二葉の里１丁目１番７２号 254

株式会社神鋼環境ソリューション 神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 255

水野商事株式会社 鳥取県鳥取市吉方町二丁目４５１ 256

株式会社　橋本通信工業 岡山県津山市池ヶ原８６７番地 257

東京書籍株式会社 中国支社 広島県広島市南区　段原南１－３－５３　広島イーストビル 258

コマツ美作株式会社 岡山県津山市高尾５６１－１ 260

有限会社　真庭舗装 岡山県真庭市一色１２７－２ 261
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有限会社　　オオタ電業 岡山県真庭市本郷２０５３−９ 262

株式会社　道満モータース 岡山県真庭市下市瀬１２１２ 263

株式会社進ボデーショップ 岡山県真庭市蒜山上長田５２８ 264

株式会社　中央ジオマチックス 広島営業所 広島県広島市中区千田町１－８－３ 265

株式会社スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 266

株式会社クリタス 西日本支社 大阪府高槻市芥川町一丁目７番２６号 267

株式会社　水機テクノス　 広島営業所 広島県広島市中区橋本町１０番１０号 268

株式会社　ぎょうせい 中国支社 広島県広島市中区三川町２番１０号　愛媛ビル・広島５階 269

メッキン産業株式会社 岡山県岡山市東区西大寺射越３６５－７ 270

東西化学産業株式会社 神戸営業所 神戸市中央区東川崎町１－３－３ 271

株式会社　デンショク 岡山県岡山市中区桑野５１６番地の８ 272

株式会社　明電舎 関西支社 大阪市中央区瓦町４－２－１４ 273

株式会社　宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２番３号 274

蒜山運送株式会社 岡山県真庭市蒜山下長田１８４８番地 275

株式会社　佐田建美 岡山県真庭市中７０５ 277

山陽電子工業　株式会社 岡山県岡山市中区長岡４－７３ 279

株式会社小山商会 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目２番７５号 281

有限会社　村田建設 岡山県真庭市下方１３２５‐１ 282

有限会社　よこや商店 岡山県真庭市落合垂水２５６ 284

株式会社　ガット 岡山県津山市山北７６４−５ 285

キッチンハウスさかい 岡山県真庭市久世２６３８ 286

有限会社植木材木店 岡山県真庭市蒜山下福田３８０ 288

明幸自動車 真庭市下呰部８ 290

松尾工業株式会社 岡山県真庭市赤野６３５－１ 292

伊丹産業株式会社 美川営業所 岡山県真庭市栗原８９３番地１ 293

有限会社　山本メンテナンス 岡山県津山市国分寺９９２－７ 294

森本時計店 岡山県真庭市勝山２６４−１ 295

デュプロ株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区上中野１丁目１９番３９号 297

松岡教材株式会社 岡山県津山市勝部１１１２―２番地 298
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植木林業サービス 岡山県真庭市蒜山下福田４０６ 299

株式会社　津山医研 岡山県津山市山北６３６－２ 300

ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 301

株式会社　武藤本店 岡山県真庭市久世２６１８ 302

株式会社　少年写真新聞社 東京都千代田区九段南４丁目７番１６号 304

桃太郎商事株式会社 岡山県久米郡美咲町原田１９３３番地５ 305

安田産業　株式会社 岡山県岡山市南区三浜町１−１−１８ 308

第一法規株式会社 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 309

日立造船株式会社 大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 310

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２ 313

株式会社　日建 岡山県岡山市南区新保６６６番７ 314

株式会社データベース 関西支店 兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目１－１ 315

株式会社　前田サービス岡山 岡山県岡山市南区藤田５６４−１６３ 319

ジョンソンコントロールズ株式会社 広島支店 広島県広島市中区中町７－２２　住友生命平和大通りビル 320

虹技　株式会社 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４−１ 326

山乗建設株式会社 岡山県真庭市蒜山上福田４６６−１ 328

竹井商店 岡山県真庭市勝山１２３番地 329

株式会社ナガワ 岡山営業所 岡山県岡山市中区江並１１７－８ 330

株式会社アイアットＯＥＣ 岡山県岡山市北区本町６番３６号 332

有限会社　真庭消防設備 岡山県真庭市下市瀬６３ 334

横河ソリューションサービス株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号 335

岡山沢井薬品株式会社 岡山県岡山市中区八幡１４８－１ 336

株式会社二鶴堂 岡山県新見市新見８８５ 337

坂元硝子店 真庭市勝山２６１ 338

株式会社石村電器 岡山県真庭市久世２８２ 339

株式会社ＲＳＫサービス 岡山県岡山市北区丸の内２－１－１０ 340

備商株式会社 岡山市南区福成２－１９－６ 341

第一環境株式会社 中・四国支店 岡山市北区下石井二丁目３番８号　 343

近畿工業株式会社 大阪市北区東天満２丁目６番５号 344
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株式会社ナカシマ 津山営業所 岡山県津山市高野本郷２４９３－１ 345

中国防災工業株式会社 岡山県苫田郡鏡野町土居２４９－１ 346

株式会社　松村電機製作所 関西支店 大阪府大阪市北区天満２丁目１２－１６ 350

網干産業株式会社 兵庫県姫路市大津区吉美６６１番地 351

谷口建設　株式会社 岡山県真庭市落合垂水４９ 355

有限会社栗栖金物店 岡山県真庭市江川８４２−１ 356

株式会社十字屋 岡山県真庭市西河内６９６－４３ 357

真庭環境衛生管理株式会社 岡山県真庭市西河内６９６－４３ 358

株式会社モダン・プロ 津山店 岡山県津山市山北４０４－１ 359

有限会社　ひろはた 岡山県津山市川崎２３６－１ 362

情報機器サービス株式会社 岡山県岡山市北区大安寺南町１丁目７番２０号 363

株式会社谷本組 岡山県真庭市上水田２４１５ 364

株式会社西友環境 岡山県岡山市北区上中野２丁目１２－５ 366

サンアド株式会社 岡山県倉敷市八王寺町１８１―１ 367

三要電熱工業株式会社 岡山市中区平井６丁目１１番２４号 368

日進測量株式会社 岡山県岡山市中区清水３６６－２ 369

株式会社ビーシーシー 岡山センター 岡山県笠岡市笠岡２１４８番地の２ 371

藤田興業株式会社 岡山県岡山市南区藤田６７９ 373

株式会社貝阿弥紙商店 岡山県岡山市北区御津高津１２０番地の３２ 381

株式会社　保安企画 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田４丁目１２番１７号 382

株式会社藤山電気工学社 岡山県岡山市中区乙多見４４１－１６ 383

株式会社ゼンリン 岡山営業所 岡山県岡山市北区下中野３２３－１１１ 384

ミツワ電設　株式会社 岡山市北区中原５１１−１ 385

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 386

パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社 中国・四国支店 広島県広島市中区中町７番１号 387

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１ 389

マエダ金物　株式会社 岡山県真庭市中２０９ 392

株式会社日進機械 岡山支店 岡山県岡山市南区泉田２丁目１番８号 393

株式会社オーヤラックス　 岡山営業所 岡山県岡山市中区原尾島１－１－２７ 395
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西本薬品株式会社 岡山市中区浜三丁目７番１号 396

中四国ソルト株式会社 津山営業所 岡山県津山市津山口１９６－１６ 398

有限会社ガスタ松原 岡山県真庭市久世２３９８−７ 400

勝美システムズ株式会社 岡山県真庭市蒜山下福田４６２ 401

一般財団法人中国電気保安協会 津山営業所 岡山県津山市戸島６３４－３４ 402

株式会社　川本 岡山市北区芳賀５３２０番地の１ 403

古林畳店 岡山県真庭市上水田１０８５ 404

株式会社　トラストワーク 岡山県真庭市上市瀬２１８－１ 405

有限会社　中芝モータース 岡山県真庭市月田７９６３−８ 406

長尾石油株式会社 岡山県真庭市勝山８１９ 407

中山石灰工業株式会社 岡山県真庭市宮地２２５２ 408

島津システムソリューションズ株式会社 大阪支店 大阪市北区芝田１丁目１番４号　阪急ターミナルビル１４Ｆ 410

有限会社　板谷 岡山県岡山市北区今３－２４－１０ 411

森田電器 岡山県真庭市蒜山下和１４２３番地１ 414

ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区柳町１－１－１ 415

渡辺機工株式会社 岡山市北区磨屋町１番６号 416

有限会社　影山建設 岡山県真庭市月田１９９０ 417

株式会社　東京商工リサーチ 岡山支店 岡山市北区下石井二丁目１番１８号　ＯＧＷ岡山下石井ビル 418

株式会社　ＮＴＴドコモ 中国支社　岡山支店 岡山県岡山市北区東古松一丁目１１番２０号 419

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 岡山支店 岡山市北区今３－１９－１０ 421

有限会社　環境産業 岡山県岡山市中区雄町１８２‐９ 422

成好設備工業　株式会社 岡山県津山市山北６２１番地の１７ 424

タカオ　株式会社 広島県福山市御幸町中津原１７８７番地の１ 426

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 岡山支店 岡山県岡山市北区表町１丁目５番１号 428

国際航業　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区本町３番地１３号　イートピア岡山本町ビル 430

日本無線　株式会社 中国支社 広島県広島市中区八丁堀７番２号 431

株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号　新宿三井ビルディング 432

株式会社エフエスユニマネジメント 東京都港区芝浦３－４－１ 433

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 435



11/27

真庭市　入札参加資格者名簿

物品　令和4・5年度 ※令和４年12月１日現在

商号又は名称 営業所名称 所在地 受理番号

神鋼環境メンテナンス　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 436

株式会社シンニチロ 水島事業所 岡山県倉敷市松江３丁目２番２１号 437

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７５５－６ 438

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 439

株式会社ナンバホームセンター 落合店 岡山県真庭市中３９２－３ 440

大成機工　株式会社 大阪府大阪市北区梅田１ー１ー３ー２７００ 442

株式会社オービス 岡山市北区大内田６７５番地 443

サンコー工業有限会社 岡山市中区平井５丁目８番３０号 446

株式会社クラスター 岡山県津山市山下５８−７ 447

西戸崎興産　株式会社 島根事業所 島根県江津市都野津町２３０８－１２ 448

株式会社コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島１－１４－１８ 449

株式会社熊谷興産 岡山県岡山市北区青江５－２２－３４ 450

いであ　株式会社 岡山営業所 岡山市北区中山下一丁目１０番１０号 451

カジノン　株式会社 岡山県岡山市北区番町一丁目１１番２５号 452

扶桑電機工業株式会社　 岡山営業所 岡山県岡山市南区新保６５５番地９ 453

西日本メディカルリンク株式会社 岡山県岡山市南区西市１１４番地２ 454

中外テクノス株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区西古松２３７－１２６　松本ビル３階 455

島津メディカルシステムズ株式会社 中四国支店　岡山営業所 岡山市北区今八丁目１５番１６号 456

株式会社隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区南青山２－２４－８ 457

株式会社　誠屋 株式会社　誠屋 岡山県岡山市北区大内田７１７－３ 459

株式会社タブチ 岡山県真庭市古見１８３５－１ 460

有限会社　苦田商店 岡山県真庭市　久世２９０７ 461

植田建設有限会社 岡山県真庭市藤森７８９ 462

有限会社トライ企画 岡山県真庭市多田５１ー２１ 463

有限会社松尾水道 岡山県真庭市勝山８９４ 464

株式会社あんしんサポート 福岡県福岡市城南区飯倉１－６－２５ 465

株式会社ホンダカーズ津山 真庭店 岡山県真庭市富尾２３５－１ 467

有限会社石井建材店 岡山県真庭市上水田２８５５−１ 471

まるみ商事株式会社 岡山県真庭市栗原１４４３−２ 472
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株式会社大東 落合営業所 岡山県真庭市平松９３－１ 473

株式会社ランネット 岡山県真庭市赤野４０９－７ 474

有限会社　カネサダ設備 岡山県真庭市月田２０１５−１ 475

社会福祉法人　旭川荘 旭川荘真庭地域センター 岡山県真庭市湯原温泉４４２－１ 476

有限会社　前田金物店 岡山県真庭市惣２５４－３ 477

山縣電機工業株式会社 岡山県真庭市鹿田１４６－１ 478

中田エンヂニアリング 岡山県真庭市月田６７９９−４ 479

株式会社ユアサ薬局 岡山県真庭市開田３２４ 481

昭和株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区天神町１番７号 482

有限会社　中村電気設備 岡山県真庭市蒜山下和１４０９ 483

オートセンター株式会社 岡山県真庭市落合垂水１０６４－９ 485

有限会社トヨタ 真庭市宮地１２４３ 486

北房タイヤセンター株式会社 岡山県真庭市山田１７１９ 487

有限会社　小谷石油店 岡山県真庭市蒜山下長田２０１２番地 488

有限会社　福永モ－タ－ス 岡山県真庭市久世２９４０－１ 491

一般社団法人　真庭観光局 真庭市勝山６５４ 492

瀬戸農機　株式会社 岡山県真庭市山田１６３８ 493

有限会社　クボタオート 岡山県真庭市禾津５４－１ 494

田中実業株式会社 真庭営業所 岡山県真庭市勝山７７９ 495

真庭三栄株式会社 岡山県真庭市福田２８２−１ 496

株式会社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番２３号 497

古林石油店 岡山県　真庭市　下呰部　２４３－８ 498

ＯＫＩクロステック株式会社 中国支社　岡山支店 岡山市北区下中野３２４番１０１ 499

株式会社橋本電気工業所 岡山市北区青江一丁目１３番５５号 500

日本電気　株式会社 岡山支店 岡山市北区下石井二丁目２番５号 501

株式会社エバルス 営業本部　津山支店 津山市一方２２２－１ 502

小林薬局有限会社 鳥取県倉吉市明治町１０３２－６ 503

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 508

株式会社山下体育社 岡山市北区平田１１７－１０９ 509
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中国電設工業株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区神田町二丁目８番７号 510

山陽印刷株式会社 岡山県岡山市北区新屋敷町１－１－１８ 511

アジア航測　株式会社 岡山営業所 岡山市北区東島田町一丁目３番５号 512

山陽ロード工業株式会社 岡山県津山市下高倉西１２０３－１ 513

株式会社　日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町１丁目３４番地 515

株式会社　Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店 広島県広島市東区光町二丁目１４－１６ 516

日本カルミック株式会社 東京都千代田区九段南１−５−１０ 517

長野ポンプ株式会社 大阪営業所 大阪府吹田市豊津町１－３１由武ビル５階Ｃ号室 519

株式会社マルコ 岡山県岡山市南区新保１１４２番地１ 520

県北外装株式会社 岡山県真庭市田羽根７２６－５ 521

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２４－１ 523

株式会社　セキュリティハウス 岡山県岡山市中区倉田２９６−１３ 524

マニワ事務機 岡山県真庭市台金屋２８９－１ 526

津山ブックセンター有限会社 真庭店 岡山県真庭市惣１５１－１ 527

株式会社岡山ホンムラ 真庭営業所 岡山県真庭市下市瀬５６６－４ 528

有限会社　中谷自動車 岡山県真庭市蒜山下和１４１９－１ 529

有限会社　中川建材 岡山県真庭市上市瀬５２−９ 530

有限会社　古瀬工務店 岡山県真庭市月田７４４９－２ 532

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 534

ジャトー株式会社 中国営業所 広島県広島市西区天満町９番１号 535

今井印刷株式会社 鳥取県米子市富益町８番地 536

協和テクノロジィズ株式会社 岡山事業所 岡山市北区駅元町３１－２ 538

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 541

日笠商事株式会社 真庭営業所 岡山県真庭市富尾５４－１ 542

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 中国支社 広島県広島市西区三篠北町１９－２７　イケダビル４階 543

田中機電工業　株式会社 岡山市北区横井上１６９６番地の２ 544

ニチレキ株式会社 岡山営業所 岡山県倉敷市南畝６－６－８ 545

クラブン　株式会社 岡山県倉敷市笹沖４１０−５ 547

日新電機株式会社 中国支店 広島市中区中町７番２３号 549
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株式会社東光高岳 関西支社 大阪府大阪市北区堂島２－４－２７ 550

（株）森田鉄工所 広島営業所 広島県広島市東区光町２丁目９番２４号 552

全本金属興業株式会社 岡山県津山市瓜生原２０４番地の１ 554

株式会社明和技建 岡山県津山市大田８２９－１ 556

ＪＦＥ環境テクノロジー株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１ 557

株式会社　メレック 岡山県岡山市北区島田本町一丁目２番２５号 558

株式会社ジャクエツ 倉敷店 倉敷市中島２７０２ 559

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２０－２３ 560

扶桑電通株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町３番１０号 562

株式会社プローバ 岡山市南区米倉４２－１ 564

クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 565

岡山宮地弘商事株式会社 岡山市南区福成２－２０－２５ 566

株式会社コトブキ 中四国支店 広島県広島市中区本川町二丁目１番１３号　和光パレス２１　１Ｆ 567

有限会社　石坂モータース 蒜山店 岡山県真庭市蒜山下長田９５４－２１ 569

蒜山塩釜養魚センター 真庭市蒜山下福田２７－４ 570

上田建設株式会社 岡山県真庭市上水田６７１０−１ 571

ワイテック工業　株式会社 岡山県真庭市上水田３１３０ー１ 572

有限会社　大倉電器店 岡山県真庭市美甘４０２０−８ 573

有限会社古谷木材 岡山県真庭市富尾２７２番地４ 575

楢木建材　有限会社 岡山県真庭市久世１９８０番地１ 576

美作マツダ自動車株式会社 久世支店 真庭市久世２１８３－２ 577

池田商事株式会社 岡山県真庭市蒜山上長田４９０－６ 578

株式会社　三協商建 岡山県真庭市勝山１２６ 579

池田農機　株式会社 岡山県真庭市下市瀬１２７０−３ 580

有限会社東郷商会 岡山県真庭市蒜山中福田２８０−１ 583

株式会社　乙媛印刷社 岡山営業所 岡山県岡山市東区城東台東２－８－２ 584

富岡印刷株式会社 岡山県真庭市勝山２６４番地 585

合同会社インタラクションガレージ 岡山県真庭市蒜山下和１４４９－１ 586

タカラ産業株式会社 岡山県津山市国分寺１１８ー４ 589
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株式会社ＭＡＩＡ 東京都港区六本木１ー４ー５ 590

株式会社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１４－１５ 592

岡谷精立工業株式会社 東京都足立区千住緑町１－１８－１ 595

株式会社日立製作所 中国支社 広島市中区袋町５番２５号 596

キヤノンメディカルファイナンス株式会社 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 598

株式会社　ニッコク 広島支店 広島県広島市西区東観音町６－９－１０２ 599

大和リース　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 600

フジテコム株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３－１８ 601

株式会社丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町３番１号 602

浅野アタカ株式会社 広島支店 広島県広島市西区西観音町９番７号 605

株式会社　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一丁目１番１号 607

株式会社　レンタルのニッケン 岡山営業所 岡山県岡山市中区平井６－１１－１５ 609

日本ケーブル株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１８番１７号 610

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 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番４１号 611

株式会社イーセル 広島県広島市西区井口五丁目６番４号 612

コーベベビー株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２−１９−２１ 616

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 618

日本ソフト開発株式会社 滋賀県米原市米原西２３番地 619

株式会社選挙設備関西 大阪府茨木市南春日丘７丁目２番９号 620

株式会社地域環境計画 中四国支社 広島県福山市三之丸町９－１６ 622

ワタキューセイモア　株式会社 中国支店 岡山市南区浜野３丁目１７－３４お 623

メディアインターナショナル株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３　はかた近代ビル２Ｆ 624

株式会社ぎじろくセンター 鳥取県米子市新開一丁目４番２７号 626

株式会社　カワニシ 岡山支店 岡山県岡山市北区今１－４－３１ 627

日本原料　株式会社 関西支店 大阪市中央区内本町１丁目３－５ 628

株式会社岡山トヨタシステムサービス ソリューション事業部 岡山市北区大供三丁目２番１２号 630

オルガノプラントサービス株式会社 関西事業所 大阪府吹田市江の木町１－６ 631

株式会社　西原環境 関西支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番１７号 632

安田株式会社 岡山支店 岡山市南区福成３丁目５番１１号 633



16/27

真庭市　入札参加資格者名簿

物品　令和4・5年度 ※令和４年12月１日現在

商号又は名称 営業所名称 所在地 受理番号

株式会社チヂキ 岡山市南区藤田５６６−１８５ 634

株式会社岡崎製作所 西日本営業部　岡山支店 岡山県岡山市北区中山下１丁目２番３号 635

北沢産業株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区今３ー９ー１１ 639

日本コムテック株式会社 東京支店 東京都千代田区内神田２丁目１２番１２号北川ビル 640

株式会社田中衡機工業所 新潟県三条市福島新田丙２３１８番地１ 641

株式会社シフト 岡山県岡山市南区福吉町３－２２ 642

特定非営利活動法人ブックスタート 東京都新宿区新小川町５−１９　角田ビル３階 643

株式会社　双葉店飾社 岡山県岡山市北区田中１２６番地の１０１ 644

有限会社みかもストアー 岡山県真庭市蒜山上長田４４８－５ 646

津山ヤクルト販売株式会社 岡山県津山市津山口１２５番地 648

株式会社サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目３番１５号 649

有限会社　太田教材社 岡山県久米郡美咲町原田６０２－１ 650

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 652

山陽エースライン工業（株） 岡山県岡山市南区藤田３９４－２４ 653

コムパス株式会社 岡山県岡山市北区下中野１２２２番地７ 654

有限会社協栄調査測量設計事務所 愛媛喜多郡内子町城廻５６１番地１ 655

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 658

株式会社　メディウェル 岡山県津山市野介代９７５−７ 661

クリエイティブリンク株式会社 岡山県岡山市北区平野７６５－１９ 662

株式会社泉平 岡山支店 岡山県岡山市北区大内田８２８番地２ 664

津山重機工業株式会社 岡山県津山市下田邑２２６６番地の２１ 666

株式会社小西興発 香川県三豊市豊中町上高野７２９番地 675

有限会社オリエンタル物産 岡山県岡山市南区豊成３－１８－９ 676

株式会社キクテック 西日本営業所 岡山県岡山市北区津高２６５番地１ 677

極東サービス株式会社 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町５丁目９番１号 679

ジェイエムシー　株式会社 高知市葛島四丁目３番３０号 680

株式会社福井廚房 岡山県岡山市南区西市２６３－１ 681

小山株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区富原３８３０番地３ 684

株式会社日弁特殊工業 奈良県生駒市北田原町１０６７－２６ 686
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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１５－２０ 687

中西工業株式会社 大阪府吹田市高城町２番１号 688

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 大阪市北区中崎西２ー４ー１２梅田センタービル２６階 689

美津吉商事株式会社 真庭営業所 真庭市開田１８２－１ 690

金剛株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区下石井１－１－１７　アクロスキューブビル２階 691

有限会社関西エンジニアリング 兵庫県尼崎市田能６－６－３３ 693

ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町１丁目４番地２４ 694

株式会社タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田２丁１９１番地１ 695

株式会社　三輝 大阪府大阪市北区同心一丁目１０番１２号 696

谷奥モータース 岡山県真庭市勝山８８ 698

飛鳥ホンダ株式会社 栗原店 岡山県真庭市栗原６０９－１ 699

東海図版株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区郡２７６－２ 701

株式会社　神戸商店 岡山県真庭市日名１７ 702

グリッチ合同会社 岡山県真庭市久世２５９１ 703

原　商店 岡山県真庭市美甘４１３６－１ 704

株式会社　ヤマサキ 岡山県真庭市久世２３５８−２０ 706

有限会社　川崎住建 岡山県真庭市久世９−１ 707

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５９７ 708

有限会社　原建設工業所 岡山県真庭市美甘４１３６ー１ 709

株式会社はこらぼ 岡山県真庭市勝山６２０番地５ 711

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 広島支店 広島市佐伯区隅の浜３丁目１番３１号 712

藤原モータース 岡山県真庭市勝山１２８ 713

富士通ネットワークソリューションズ株式会社 中国事業所 広島県広島市中区紙屋町一丁目２番２２号 714

株式会社エイチケイ商会 真庭市久世２５１２－１２ 715

岡山トヨタ自動車株式会社 特販部 岡山市北区大供３－２－１２ 716

有限会社　真庭自動車整備工場 岡山県真庭市惣１２７－５ 717

赤木医科器械株式会社 倉敷市五日市６３－４ 719

有限会社コナン 真庭市勝山１２７５ 721

クリーン発酵株式会社 岡山県真庭市上水田７３４１番地 723
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有限会社　利久教材 岡山県真庭市久世２２５０番地 724

株式会社西日本ジェネリック 岡山市北区田中１５３―１０１ 725

株式会社データホライゾン 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号　広島ミクシス・ビル 727

株式会社　えむぼま 愛媛県松山市余戸中４丁目５番４３号 728

計測システム株式会社 岡山営業所 岡山県倉敷市平田３５５－４ 729

興和産業株式会社 岡山県岡山市北区横井上１５３２－１ 730

昇テクノサービス　有限会社 岡山県岡山市北区久米２６９ 731

グローリー株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区田中６２３－２ 732

凸版印刷株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区中山下１丁目９番４０号 735

株式会社　キムラ 広島県呉市広多賀谷３−４−９ 740

ゼコー株式会社 岡山県倉敷市児島駅前１丁目７６番 743

フクダライフテック中国株式会社 津山営業所 岡山県津山市院庄７９８－３ 744

福井より子商店 岡山県真庭市惣１２６ 749

株式会社　スター 三重県亀山市関が丘５２１番１１７号 750

株式会社ジュウチク 岡山県岡山市北区今保９９番地３ 752

愛知時計電機株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市中区国府市場６６番地９ 753

矢切薬品株式会社 岡山県岡山市南区妹尾３２７３−３ 754

株式会社ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号日東九段ビル６階 756

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１０７ 758

株式会社日立ソリューションズ西日本 第２営業所本部 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 759

株式会社ナック 岡山県岡山市北区芳賀５３２２ 760

能美防災株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区下中野３２８−１１３ 764

蒜山酪農農業協同組合 岡山県真庭市蒜山中福田９５８番地 765

有限会社　富永ふとん店 岡山県真庭市　久世２５０３番の２地 768

株式会社アサクラドゥ 岡山県津山市東一宮５１－１ 770

株式会社日立システムズ 岡山支店 岡山市北区柳町２－１－１ 772

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４ 773

株式会社オガワエコノス 広島県府中市高木町５０２－１０ 774

株式会社コクマイ電器 岡山県真庭市久世２７７７ 776
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坂根電設 岡山県真庭市久世２７１５ 777

山口商店 岡山県真庭市種８３８－５ 778

ヨシダミュージック株式会社 津山市沼８５８－１ 779

東真産業株式会社 真庭市勝山８０５ 780

京橋関屋琴三絃店 岡山県岡山市北区京橋町８－２５ 781

株式会社　ジェイユウ 岡山県岡山市南区福富西一丁目５番６号 782

友野印刷株式会社 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 783

有限会社寿園 岡山県真庭市若代２３０２番地の２ 784

野崎モータース 岡山県真庭市勝山２７２ 785

有限会社落合自動車整備工場 岡山県真庭市向津矢４６６－１ 786

株式会社議事録発行センター 岡山市北区高柳西町１番２３号 787

一般社団法人　コミュニティデザイン 岡山県真庭市久世２３７４番地３ 788

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 中国支社 広島県広島市中区中町７番２２号 789

株式会社大和速記情報センター 関西営業所 大阪市中央区道修町１－７－１ 790

株式会社セレクト 大阪府枚方市長尾家具町２丁目８－９ 791

福寿商店 岡山県真庭市本庄９６３番３号 793

コンテンツ株式会社 岡山県岡山市北区上中野二丁目２７番２号 794

芦田青果店 真庭市落合垂水７２ 795

小寺石油株式会社 岡山県真庭市落合垂水５０９ 796

高山産業株式会社 久世支店 岡山県真庭市久世７９－１１ 798

ＬＩＱＵＯＲ＆ＦＯＯＤ　おおた 真庭市関７６０－２ 799

ＮＥＣフィールディング株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区新屋敷町１－１－１８ 800

株式会社　サピックス 岡山県岡山市中区神下４５０番地 802

真庭森林組合 岡山県真庭市勝山１８８４番地５ 803

株式会社ビザビ 岡山市北区内山下１－３－１ 805

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 岡山県岡山市北区中山下２－１－９０ 806

特定非営利活動法人　真庭いきいき会 岡山県真庭市宮地１６２１ 809

有限会社　大前商店 岡山県真庭市勝山１９８ 810

株式会社　フジイポンプ（旧） 岡山市北区今５丁目１３－３６ 811
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フジ地中情報株式会社 岡山支店 岡山市北区平田１５９番地の１０４ 813

寺岡オートドア株式会社 岡山営業所 岡山市北区野田２－２－１３ 814

株式会社　大下商店 岡山県真庭市大庭５９９ 815

株式会社日本管財環境サービス 中国支店 山口県山口市小郡高砂町２番７号 817

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 818

行安水道 岡山県真庭市美甘３９７０番地 819

勝山サービスセンター 真庭市月田７４１８－１ 820

清水豆腐店 岡山県真庭市久世２８１９ 821

株式会社　オーク 岡山県真庭市下市瀬４７番地の４ 823

東洋ポンプ株式会社 岡山県岡山市北区今保５７０ 825

高千穂商事株式会社 東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５ 827

有限会社　カヨースポーツ 加賀郡吉備中央町上竹２０９１ 828

株式会社ＲＥＬＡＴＩＯＮ 岡山県津山市東一宮４６番地１０ 829

株式会社ジチタイアド 福岡県福岡市中央区薬院１丁目１４番５号　ＭＧ薬院ビル 830

有限会社　大住商店 岡山県真庭市久世２４９９－７ 832

社会福祉法人慶光会 ワークスひるぜん製麺屋三座 岡山県真庭市蒜山上長田２３００－１ 833

セントラル石油　株式会社 真庭市久世２９１７－１ 834

コダニデンキ 岡山県真庭市若代１８８－１１ 835

有限会社テシマ電器商会 岡山県真庭市湯原温泉４４７−７ 839

ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ 岡山県真庭市多田５２０－１３ 842

株式会社光成衡機 広島県福山市箕沖町４５番２ 844

頭應食料品店 岡山県真庭市月田６７７２ 845

真庭システム協議会 岡山県真庭市三田１３１ 846

有限会社金光モータース 岡山県真庭市美甘４１２８−１ 847

ＯＮＥＡＵＴＯ 岡山県真庭市富尾２３２－１ 848

株式会社ライフギアプロジェクト 岡山県真庭市月田７８８８番地１ 849

有限会社藤森モータース 岡山県真庭市栗原８６９番地の１ 850

作陽印刷工業株式会社 岡山県真庭市落合垂水２３７ 851

宮田松月堂 真庭市上水田２９２４ 852
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株式会社村松木工所 岡山県真庭市惣１３１－２ 854

株式会社ナカガワ 岡山県真庭市久世２６２０ 855

有限会社松原商会 岡山県真庭市久世２５８５番地 858

有限会社井藤モータース 岡山県真庭市蒜山上長田４０６ 859

光陽コンクリート工業株式会社 岡山県真庭市下中津井１５５０ 860

鎌長製衡株式会社 中・四国支店 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６ 861

株式会社　サンヨー・フィル 岡山県倉敷市玉島阿賀崎１５７５番地の１ 862

金平鉄鋼株式会社 岡山県備前市東片上２５０４番地の６ 863

株式会社サン・アドバンス 倉敷市福井２１２番地２ 865

ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸一丁目７番１号 866

南真自動車工業株式会社 岡山県真庭市久世２５１４－８ 867

有限会社　真庭鉄工 真庭市横部２１－５ 868

株式会社　本多 岡山支店 岡山市北区平野７６５－１ 869

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 871

株式会社ニッチ 岡山県真庭市開田１８２番地 872

有限会社　大戸企画 岡山県真庭市高屋１２０ 874

株式会社　ミツイ 岡山県真庭市開田６１４番地 875

合資会社プロテオーバ 岡山県倉敷市福江４０５－４ 876

有限会社　カーオート林 岡山県真庭市栗原７３１−１ 877

株式会社電通西日本 岡山支社 岡山市北区磨屋町１０－１２ 879

平尾電機　株式会社 岡山市北区今保　６１ 880

株式会社セイエル 津山営業所 岡山県津山市下田邑２２６６－１５ 881

有限会社　松岡鶏肉店 岡山県真庭市久世２６４３ 882

株式会社イー・アール・ジャパン 広島県福山市箕沖町１０６番５ 883

村上食料品店 真庭市久世２８９ 884

キヤノンメディカルシステムズ株式会社　 岡山支店 岡山県都窪郡早島町矢尾８４３ 886

相互建材株式会社 岡山県真庭市惣２５７番地２ 888

井田精肉店 岡山県真庭市久世２９４２－２ 890

有限会社　宮田鮮魚店 岡山県真庭市三田１１５番地の１ 891
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池田教材有限会社 岡山県真庭市上水田２７２５－４ 892

太田精肉店 岡山県真庭市下中津井４６３ 893

株式会社岡山スポーツ会館 岡山県岡山市北区絵図町１－５０ 894

株式会社　吉谷機械製作所 鳥取県鳥取市古海３５６番地１ 895

岡山日産自動車株式会社 岡山県岡山市中区高屋１６１番地 897

セーラー広告株式会社 倉敷支社 岡山県倉敷市白楽町２４９番地の５ 898

一般社団法人　岡山中央総合情報公社 岡山県久米郡美咲町原田３１０８－２ 899

津山小野田レミコン株式会社 岡山県久米郡中央町　錦織２２９２ 900

美藤食肉店 岡山県真庭市上水田　６７３３ 901

有限会社フローリストみつおか 岡山県真庭市目木１４８９－１ 903

株式会社赤木商店 建材部 岡山県真庭市三田５０－１ 904

株式会社　岡北サービス 岡山県真庭市若代４３ 905

株式会社真庭石油 真庭市中４２８ 906

有限会社　清瀬商店 岡山県真庭市蒜山上長田４８２ 907

かげや鮮魚店 真庭市関１４８６ 910

萬屋 岡山県真庭市下呰部　２７５ 911

フードショップ　タカヤ 岡山県真庭市三田５３−３ 912

有限会社　大美石油店 岡山県真庭市下湯原１８１－１ 913

肉のいしだ 岡山県真庭市目木５１９ 914

福島商店 真庭市福田１２５ 915

森田醤油醸造元 真庭市栗原６０２－１ 916

有限会社　スーパーヒルセン 岡山県真庭市蒜山中福田２９５−９ 917

有限会社井藤レンタカー 岡山県真庭市蒜山上長田４０６－３ 918

とみはらお茶プロジェクト 岡山県真庭市若代２３０３ 919

真庭・食べる薬草振興協議会 岡山県真庭市若代３４１番１号 920

株式会社　カネカ 岡山県津山市小原２８５－４ 922

株式会社　リクルート 東京都千代田区丸の内１丁目９番２号 923

丸硝株式会社 岐阜県大垣市荒尾町６７４番地 924

新興弁栓株式会社 大阪府大阪市西区新町３丁目１３番４号 925



23/27

真庭市　入札参加資格者名簿

物品　令和4・5年度 ※令和４年12月１日現在

商号又は名称 営業所名称 所在地 受理番号

株式会社　創和 東京都江戸川区篠崎町３－３３ー８ 926

浅野産業株式会社 真庭事業所 岡山県真庭市中原２０２－１４ 927

丸尾酒舗 岡山県真庭市湯原温泉４５５－１７ 929

大宝石油産業株式会社 岡山県真庭市落合垂水５０２番地 931

成田食品 岡山県真庭市宮地２０２ 934

一般社団法人　はにわの森 真庭市蒜山別所１７１－１ 937

有限会社　久本精肉店 真庭市湯原温泉１１１ 938

片山美松堂 真庭市勝山３１６ 939

ヤンマーアグリジャパン株式会社 真庭支店 岡山県真庭市開田３０６－１ 940

建設業　池田屋組 岡山県真庭市蒜山西芽部１４３１ 941

池田書店有限会社 岡山県真庭市蒜山中福田２３６ 942

真庭市書店組合 真庭市蒜山中福田２３６ 943

社会福祉法人　秋桜会 岡山県真庭市五名５７４番地１ 945

特定非営利活動法人　灯心会 スカイハート灯 岡山県真庭市若代２８８７－１ 946

今尾自動車整備工場 岡山県真庭市久世２９３－１ 949

中国電力株式会社 販売事業本部 広島県広島市中区小町４番３３号 951

株式會社　カンガイ 岡山県倉敷市玉島柏島７６９番の１地 952

竹森鐵工株式会社 兵庫県朝来市和田山町土田２８５ 953

株式会社　リプロ 岡山県岡山市南区中畦１１８６番地 955

アトラス情報サービス株式会社 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 957

株式会社ＢＥＡＧＬＥ 岡山県久米郡美咲町吉ヶ原９９６ 958

株式会社岡山ランドリー 岡山県岡山市北区表町１－６－１５ 959

（株）ココロクメディアデザイン 岡山県津山市勝部５１８ー３ 960

津田商店 岡山県真庭市月田６８０８ 961

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 大阪府大阪市西区土佐堀２丁目２番１７号 962

ティーエスアルフレッサ株式会社 津山支店 岡山県津山市河辺７６５番１ 963

三菱電機株式会社 中国支社 広島県広島市中区中町７番３２号 964

アイリスオーヤマ株式会社 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－１ 966

株式会社　建美 倉敷市中庄１６８８－１７ 967
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吉備商事株式会社 岡山県岡山市北区平野５３０ー１ 968

有限会社　中田石油店 岡山県苫田郡鏡野町富東谷４３４－１ 969

株式会社　ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四丁目六番地 970

有限会社　片場商店 岡山県真庭市下呰部２４４２－１ 971

岡山三菱ふそう自動車販売株式会社 津山支店 岡山県津山市高尾６３１ 973

杉本食料品店 真庭市西原２６７－７ 974

株式会社タイヤ館真庭 岡山県真庭市富尾５１－３ 976

池田ストアー 真庭市古見１８２６－３ 978

池奥鮮魚食料品店 真庭市宮地１２１２ 980

相互自動車株式会社 岡山県真庭市富尾１７ 981

津田商店 岡山県真庭市上水田６４６７ 982

株式会社　トーカイ 中国支店 岡山県岡山市東区九蟠８００番地１ 984

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 985

晴れの国岡山農業協同組合 真庭広域営農経済センター 岡山県真庭市落合垂水１０６４番地１号 986

コマツカスタマーサポート株式会社 中国カンパニー新見営業所 岡山県新見市正田５１５－５ 987

奥出屋運送株式会社 岡山県久米郡美咲町打穴中１０３０－１ 988

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 岡山支店 岡山県岡山市中区赤坂台９番２号 989

東洋計器株式会社 中国支店 広島県広島市西区南観音３丁目５番２号 990

株式会社こっこー 広島県呉市広多賀谷１丁目９－３０ 991

有限会社侘助 岡山県真庭市蒜山中福田２６８ 993

岡山薬品工業株式会社 岡山市北区中原５５１番地 994

株式会社両備システムズ 真庭営業所 岡山県真庭市中２６２　ウィング２１落合 995

クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 大阪営業所 大阪府吹田市豊津町１２－１４ 996

株式会社日本サポートサービス 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地　駿河台フジヴュービル 997

株式会社前川製作所 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 1000

株式会社ジツタ中国 岡山店 岡山県岡山市北区今８丁目３－３５ 1002

一般社団法人日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地保健会館新館 1003

株式会社　兵庫分析センター 岡山営業所 岡山県倉敷市亀島１丁目３３ー３７ 1005

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 1006
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タニコー株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区富田５０５－５ 1007

中村モータース 岡山県真庭市落合垂水２２８ 1008

富士岡山運搬機株式会社 岡山県津山市津山口１１１―１ 1009

株式会社大和アパレル 岡山市北区西古松一丁目１２番２０号 1010

合同会社ウーラ 岡山県真庭市若代３４１ー１ 1011

ひだかや　株式会社 岡山県倉敷市西富井１０７６ 1012

株式会社　沼本産業 岡山県倉敷市亀島１丁目３９番６号 1015

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 1017

株式会社　加賀商会 岡山県岡山市南区浦安本町６５番１４ 1018

ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 1019

株式会社　栄光スポーツ 岡山県岡山市北区西大寺１丁目３番７号 1022

株式会社　サンキ 津山支店 津山市小原７番地－１ 1023

ワイズ公共データシステム株式会社 長野県長野市田町２１２０－１ 1025

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 1026

コスモエネルギーソリューションズ株式会社 東京都中央区日本橋浜町三丁目３番２号 1029

ｇａｎｔｓｕ．ｆｉｔ．ｂｏｄｙ 岡山県真庭市惣１８４－２　高島屋ハイツ２０１号 1030

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 1032

有限会社吉備こどものとも社 岡山県岡山市南区山田４９－１ 1034

日通リース＆ファイナンス株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区錦町１－１ 1036

株式会社備前の夢 岡山県備前市東片上２３０　商工会館３階 1039

坂田砕石工業株式会社 岡山県津山市北園町３１番地９号 1040

上田整備 岡山県真庭市若代４５－７ 1041

株式会社　日立ビルシステム 中国支社 広島県広島市中区八丁堀３番３３号 1044

佐子自動車 岡山県真庭市蒜山西茅部３３８－１ 1045

津高商事株式会社 岡山県岡山市北区吉宗６５２番地 1046

有限会社　セノオ電器 岡山県真庭市上市瀬１７８－７ 1047

関西遊具株式会社 岡山県真庭市上河内２１０２番地 1048

株式会社旭石油店 岡山県久米郡美咲町西川９５１－５ 1049

株式会社道満石油店 岡山県真庭市西原７０番地４ 1051
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株式会社　三謳 岡山県真庭市月田５５３８番地 1052

株式会社杉本設備 岡山県真庭市栗原３９９番地 1053

有限会社インテリアセンターフクシマ 岡山県真庭市開田４７４番地 1054

株式会社河部モータース 真庭市宮地１４５９番地１ 1055

清水自動車工業 岡山県真庭市上水田６６９５－１ 1056

有限会社向井林業 岡山県真庭市美甘３１５７番地１ 1057

有限会社藤本モータース 岡山県真庭市富尾４－８ 1058

東洋管工株式会社 岡山県岡山市中区平井１１１３－８ 1059

有限会社イーエル岡山 岡山県岡山市北区建部町桜７５８番地 1063

株式会社シバタ林業 岡山県真庭市若代畝６ 1064

倉敷ヤンマー株式会社 岡山県倉敷市玉島１２７４番地の１ 1065

有限会社伊藤写真館 岡山県真庭市落合垂水４５６ 1067

石原海産 岡山県真庭市古見１７４２ 1069

株式会社ケー・イー・エス 香川県高松市牟礼町牟礼２２５１番地１ 1073

ヒルゼンスポーツ 岡山県真庭市蒜山中福田３６３－７ 1074

株式会社真庭運創研 岡山県真庭市勝山６２０－５　真庭市地域産業振興センター 1075

株式会社オークスコーポレーション 岡山県岡山市南区豊浜町９番２４号 1076

株式会社ファインデックス 東京都千代田区大手町一丁目７番２号 1078

株式会社ＢＳＳ 岡山県岡山市東区上道北方７２８ 1080

ジェイフィルム株式会社 東京都千代田区東神田２ー５ー１５ 1081

日本光電工業株式会社 中国支店 広島県広島市西区楠木町三丁目１５番８号 1082

有限会社　志賀電気工事 岡山県真庭市蒜山下見１０２１ 1084

有限会社ケアサポートふくしま 真庭市開田４７４ 1087

牧山モータース 岡山県真庭市上水田３００７ 1089

Ｒｏｃｋｗｅｌｌ　Ｊａｐａｎ 岡山市北区楢津６８１ー２９ 1093

株式会社ココロの保健室 真庭事務局 岡山県真庭市台金屋３９５番地９ 1094

石田解体 岡山県真庭市落合垂水５０４ 1099

坂手修三デザイン事務所 岡山県真庭市西原３１－２ 1101

関西創美社 岡山県真庭市西原３１－２ 1102
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株式会社ヰセキ中四国 津山営業所 岡山県津山市楢大字塩気４４４－３ 1103

株式会社セントラルユニ 大阪支社 大阪府吹田市江の木町２７番１５号 1108

株式会社社会保険研究所 広島県広島市中区上八丁堀５番１５号 1113

株式会社イマイ 岡山県高梁市中原町１５４２番地の１ 1117

株式会社ＴＣＥ 兵庫県伊丹市北伊丹七丁目９０番地２ 1118

株式会社　藤井ポンプ製作所 真庭支店 岡山県真庭市下市瀬６３ 1120

日本システムケア株式会社 東京都品川区東品川二丁目３番１２号 1121

株式会社サンケン・エンジニアリング 大阪支店 大阪府吹田市芳野町２番８号 1122

ペガサス産業株式会社 落合インター給油所 真庭市下市瀬１２１５－３ 1125

日本ビルコン株式会社 中四国支社 広島県広島市東区二葉の里２丁目５番１６号 1131

株式会社中空 岡山県岡山市北区中仙道２－１６－３１ 1133

一般社団法人真庭ＧａｄｇｅｔＣｒｅａｔｉｏｎｓ 岡山県真庭市木山１１３８ 1134


