
令和4年3月9日公表
【岡山県426件】 (市区町村別・五十音順)

認定法人名 市区町村 業種

株式会社アース・ゲイン 岡山市 建設業

アール空調システムズ株式会社 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社アイアットOEC 岡山市 情報通信業

株式会社アイム・コラボレーション 岡山市 建設業

株式会社アイム・コラボレーション岡山 岡山市 建設業

有限会社秋永保険事務所 岡山市 保険業

株式会社アクアリンク 岡山市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社浅越製作所 岡山市 製造業

株式会社Assist 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社飛鳥 岡山市 学習支援業

株式会社荒木組 岡山市 建設業

株式会社アラタス 岡山市 保険業

株式会社アリオンシステム 岡山市 情報通信業

株式会社ありがとうファーム 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社AN 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

イーエフ物流株式会社 岡山市 運輸業

株式会社イールドインテリアプロダクツ 岡山市 建設業

株式会社いんでいら 岡山市 飲食サービス業

株式会社WILL BE 岡山市 製造業

株式会社ウエザイ 岡山市 建設業

ウエブクリエイティブ株式会社 岡山市 情報通信業

ウェブティ株式会社 岡山市 情報通信業

株式会社栄光スポーツ 岡山市 小売業

エクセルパック・カバヤ株式会社 岡山市 製造業

株式会社エステートセイワ 岡山市 建設業
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株式会社MS企画 岡山市 製造業

株式会社ＭＧＨ 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

エルピーガス販売株式会社 岡山市 電気・ガス・熱供給・水道業

オーエム産業株式会社 岡山市 製造業

株式会社大熊 岡山市 卸売業

大森商事株式会社 岡山市 不動産業

オカセイ株式会社 岡山市 小売業

オカネツ工業株式会社 岡山市 製造業

岡山ガス株式会社 岡山市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社岡山ガラステクノ 岡山市 建設業

公益財団法人岡山県環境保全事業団 岡山市 公法人、特殊法人（地方公共団体、独立行政法人、公共組
合、公団、公社、事業団 等）

岡山交通株式会社 岡山市 運輸業

岡山コンクリート工業株式会社 岡山市 製造業

株式会社岡山システムサービス 岡山市 情報通信業

一般社団法人岡山就労支援センター 岡山市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

岡山商工会議所 岡山市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

岡山スイキュウ株式会社 岡山市 運輸業

岡山電気軌道株式会社 岡山市 運輸業

株式会社岡山木材市場 岡山市 卸売業

株式会社岡山輸送サービス 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社岡山ランドリー 岡山市 生活関連サービス業

岡山両備タクシー株式会社 岡山市 運輸業

株式会社岡山臨港 岡山市 運輸業

岡山臨港倉庫運輸株式会社 岡山市 運輸業

株式会社奥野組 岡山市 建設業

株式会社小倉組 岡山市 建設業

小田象製粉株式会社 岡山市 製造業

株式会社カートップ 岡山市 小売業



GAINAロジスティクス株式会社 岡山市 運輸業

カジノン株式会社 岡山市 建設業

株式会社アムズユニティー 岡山市 情報通信業

株式会社ウェルネスプラス 岡山市 福祉

株式会社衛生センター 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社岡山スポーツ会館 岡山市 娯楽業

株式会社クレスコ 岡山市 製造業

株式会社トーカイパネル 岡山市 製造業

株式会社トータルホーム 岡山市 建設業

株式会社ＢＳＳ 岡山市 建設業

菅公学生服株式会社 岡山市 製造業

株式会社神田建設 岡山市 建設業

株式会社木村商会 岡山市 卸売業

株式会社クリーンエース 岡山市 生活関連サービス業

クローバーズ保険事務所株式会社 岡山市 保険業

株式会社幸学 岡山市 建設業

合田産業株式会社 岡山市 小売業

国際両備フェリー株式会社 岡山市 運輸業

コクヨ山陽四国販売株式会社 岡山市 卸売業

小橋工業株式会社 岡山市 製造業

株式会社小橋工務店 岡山市 建設業

コバシ倉庫株式会社 岡山市 その他

KOBASHI　HOLDINGS株式会社 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

KOBASHI　ROBOTICS株式会社 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社コラボハウス 岡山市 建設業

株式会社コンケン 岡山市 建設業

桜田工業株式会社 岡山市 製造業

株式会社佐藤運送店 岡山市 運輸業



株式会社サンキョウ－エンビックス 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社山陽設計 岡山市 専門・技術サービス業

三洋東中国特機システム株式会社 岡山市 建設業

株式会社３６５エステート 岡山市 専門・技術サービス業

シーアール物流株式会社 岡山市 運輸業

株式会社Ｇ＆Ｓ 岡山市 飲食サービス業

株式会社GNN 岡山市 情報通信業

シーユーピー株式会社 岡山市 製造業

株式会社システムエンタープライズ 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社システムタイズ 岡山市 情報通信業

株式会社システムヨシイ 岡山市 情報通信業

株式会社シティライト 岡山市 小売業

柴坂電機株式会社 岡山市 卸売業

下電造園土木株式会社 岡山市 建設業

株式会社ジャパン・ネットワークシステムズ 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ジャパンアイディアホーム 岡山市 建設業

株式会社城西設計 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社親幸産業 岡山市 運輸業

シンニチロ建工株式会社 岡山市 建設業

セイワ株式会社 岡山市 卸売業

株式会社千田組 岡山市 建設業

株式会社セントラル 岡山市 保険業

株式会社セントラルフーズ 岡山市 飲食サービス業

有限会社大創コーポレーション 岡山市 建設業

大平建設株式会社 岡山市 建設業

ダイヤ工業株式会社 岡山市 製造業

太陽高速輸送株式会社 岡山市 運輸業

大和酸素株式会社 岡山市 卸売業



株式会社タカ建築 岡山市 建設業

株式会社滝沢塗装工業 岡山市 建設業

谷川保険事務所株式会社 岡山市 保険業

田村砕石工業株式会社 岡山市 採石業

中国建設工業株式会社 岡山市 建設業

中国糧飼輸送株式会社 岡山市 運輸業

株式会社中四国コニック 岡山市 小売業

つばめガス株式会社 岡山市 小売業

株式会社ティーエス自動車 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ティーエス物流 岡山市 運輸業

株式会社ＤＢ　Ｓｔｕｄｉｏ 岡山市 情報通信業

株式会社トーキョー・リョービ 岡山市 保険業

株式会社徳山電機製作所 岡山市 製造業

トリツ機工株式会社 岡山市 卸売業

有限会社トリニティ・コンサルタンツ 岡山市 保険業

内外インキ中国販売株式会社 岡山市 卸売業

内海産業株式会社 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社内外プロセス 岡山市 製造業

ナガオ株式会社 岡山市 製造業

有限会社成平建設 岡山市 建設業

株式会社西日本アチューマットクリーン 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社日圧機販 岡山市 建設業

株式会社ニッカリ 岡山市 製造業

株式会社日建 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

日本インフラマネジメント株式会社 岡山市 専門・技術サービス業

有限会社野口運輸商事 岡山市 運輸業

有限会社延原工業 岡山市 建設業

有限会社ノブハラ保険オフィス 岡山市 保険業



税理士法人パートナーズ 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社パオワオ 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社パオワオ２号 岡山市 専門・技術サービス業

株式会社長谷川組 岡山市 建設業

服部興業株式会社 岡山市 卸売業

株式会社服部パーキング 岡山市 不動産業

ビジネスセンター岡山株式会社 岡山市 情報通信業

備商株式会社 岡山市 卸売業

株式会社Ｂｉｚサポ 岡山市 保険業

株式会社日々 岡山市 飲食サービス業

備福電気通信建設有限会社 岡山市 建設業

平林金属株式会社 岡山市 製造業

株式会社飛竜 岡山市 製造業

株式会社ファーストエイド 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社福岡運送 岡山市 運輸業

株式会社福森鉄工所 岡山市 製造業

藤クリーン株式会社 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

富士倉庫株式会社 岡山市 運輸業

株式会社冨士麵ず工房 岡山市 卸売業

双葉車輌株式会社 岡山市 小売業

医療法人社団プライムケア岡山 岡山市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社プレコハウス 岡山市 小売業

株式会社ヘルシーホーム 岡山市 建設業

株式会社ホンダボディサービス岡山 岡山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社マッシュルームソフト 岡山市 情報通信業

株式会社まつもとコーポレーション 岡山市 建設業

株式会社マティクスリテールサービス 岡山市 小売業

株式会社丸政荷役 岡山市 運輸業



株式会社マルワ電化 岡山市 小売業

有限会社三谷工業 岡山市 建設業

株式会社三星商会 岡山市 卸売業

株式会社村上興業 岡山市 建設業

株式会社メレック 岡山市 建設業

株式会社森下商事 岡山市 運輸業

株式会社ヤマシタ 岡山市 製造業

株式会社山下産業 岡山市 建設業

有限会社ヤマスイ物流 岡山市 運輸業

有限会社ヤマナオート 岡山市 小売業

株式会社ヤマネモータース 岡山市 小売業

有限会社山本水産輸送 岡山市 運輸業

有限会社やまもと総合保険事務所 岡山市 保険業

友晃産業株式会社 岡山市 製造業

有限会社ユーサン 岡山市 保険業

横山石油株式会社 岡山市 卸売業

株式会社吉延物流 岡山市 運輸業

株式会社LIFE 岡山市 保険業

ライフメイト株式会社 岡山市 保険業

株式会社リスクコンサルタント岡山 岡山市 保険業

株式会社両備エネシス 岡山市 卸売業

両備住宅株式会社 岡山市 建設業

公益財団法人両備文化振興財団 岡山市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社両備ヘルシーケア 岡山市 福祉

株式会社両備リソラ 岡山市 卸売業

株式会社リョービツアーズ 岡山市 生活関連サービス業

株式会社WORK SMILE LABO 岡山市 専門・技術サービス業

和研ハーディ株式会社 岡山市 卸売業



株式会社わたなべ生鮮館 岡山市 小売業

ideal株式会社 倉敷市 医療

アイルエンジニアリング株式会社 倉敷市 建設業

株式会社アクアコーポレーション 倉敷市 建設業

浅口タクシー株式会社 倉敷市 運輸業

旭交通株式会社 倉敷市 運輸業

旭テクノプラント株式会社 倉敷市 建設業

有限会社井上開発工業 倉敷市 建設業

有限会社ウイルパワー 倉敷市 小売業

内田工業株式会社 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

Ａ.Ｉ有限会社 倉敷市 保険業

エビスコーティング株式会社 倉敷市 製造業

有限会社岡田自動車整備工場 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

岡山輸送株式会社 倉敷市 運輸業

小河原塗装株式会社 倉敷市 建設業

香川産業株式会社 倉敷市 建設業

株式会社片山工務店 倉敷市 建設業

有限会社片山保険事務所 倉敷市 保険業

株式会社カザケン 倉敷市 建設業

株式会社人栄 倉敷市 小売業

株式会社高谷建設 倉敷市 建設業

株式会社並松商会 倉敷市 その他

株式会社丸五 倉敷市 製造業

株式会社宮仲工業 倉敷市 建設業

カモ井加工紙株式会社 倉敷市 製造業

関西プラスチック工業株式会社 倉敷市 建設業

関西防水工業株式会社 倉敷市 建設業

株式会社菊池保険サービス 倉敷市 保険業



共進運輸倉庫株式会社 倉敷市 運輸業

協成工業株式会社 倉敷市 建設業

株式会社倉敷ケーブルテレビ 倉敷市 その他

倉敷商工会議所 倉敷市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

倉敷ボーリング機工株式会社 倉敷市 製造業

倉敷保険システムサービス株式会社 倉敷市 保険業

倉敷レーザー株式会社 倉敷市 製造業

株式会社クラビズ 倉敷市 専門・技術サービス業

クラブン株式会社 倉敷市 卸売業

有限会社ケアポート倉敷 倉敷市 福祉

児島商工会議所 倉敷市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

児島繊維原料協同組合 倉敷市 生活関連サービス業

コトセン株式会社 倉敷市 製造業

小橋金属株式会社 倉敷市 製造業

株式会社小林朱雲堂 倉敷市 小売業

有限会社近藤鉄工所 倉敷市 製造業

株式会社坂口損保 倉敷市 保険業

ササベ印刷株式会社 倉敷市 製造業

株式会社サンアート 倉敷市 製造業

三愛オブリガス中国株式会社 倉敷市 卸売業

三恭電設株式会社 倉敷市 建設業

株式会社ＳＵＮ　ＧＬＯＷ 倉敷市 福祉

三東工業株式会社 倉敷市 製造業

株式会社三備保険事務所 倉敷市 保険業

三備ホンダ販売株式会社 倉敷市 小売業

株式会社山陽化成 倉敷市 製造業

株式会社三洋サービス 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社サンワプライニング 倉敷市 保険業



株式会社スタイルプロダクツ 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社大一フロントエッジ 倉敷市 建設業

有限会社田中製作所 倉敷市 製造業

玉島商工会議所 倉敷市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

玉島包装株式会社 倉敷市 製造業

中国三愛ガスサプライ株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社テックサポート 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社東洋工務店 倉敷市 建設業

富田ケアセンター有限会社 倉敷市 福祉

とら醤油株式会社 倉敷市 製造業

株式会社ドルフィン・エイド 倉敷市 福祉

中谷興運株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社ナテック 倉敷市 製造業

有限会社南栄工業 倉敷市 製造業

有限会社南野製作所 倉敷市 製造業

株式会社西建設 倉敷市 建設業

株式会社西日本ニチアス 倉敷市 製造業

日本ケミカル機器株式会社 倉敷市 製造業

野村交通株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社ハートアンドハンド 倉敷市 福祉

株式会社林家 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ひのき住宅 倉敷市 建設業

フォーシーズン株式会社 倉敷市 不動産業

株式会社藤川商会 倉敷市 小売業

藤森運輸株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社フルカワ商事 倉敷市 サービス業（他に分類されないもの）

プログレス株式会社 倉敷市 その他

松正工機株式会社 倉敷市 建設業



丸五シーエス工業株式会社 倉敷市 製造業

ミスギ工業株式会社 倉敷市 建設業

水島信用金庫 倉敷市 金融業

水島通船株式会社 倉敷市 運輸業

水島臨海通運株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社ミチオショップ 倉敷市 小売業

光矢工業株式会社 倉敷市 建設業

株式会社みやび総設 倉敷市 建設業

目黒建設株式会社 倉敷市 建設業

ＭＯＭＯそうごう保険株式会社 倉敷市 保険業

株式会社モリ・フロッキー 倉敷市 製造業

守永運輸株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社やまと 倉敷市 飲食サービス業

有限会社小田川運送 倉敷市 運輸業

有限会社ライフパートナー 倉敷市 保険業

ラブネットサービス株式会社 倉敷市 福祉

株式会社refine 倉敷市 福祉

有限会社竜王鈑金 倉敷市 専門・技術サービス業

菱水産業株式会社 倉敷市 運輸業

株式会社Ｙ２ＮＥＴ 倉敷市 保険業

有限会社脇本電気工事 倉敷市 建設業

ＯＮＥ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ株式会社 倉敷市 保険業

株式会社中国電業舎 倉敷市 建設業

株式会社アーヴァンマエハラ 津山市 保険業

社会福祉法人愛和会 津山市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社青野石油店 津山市 小売業

株式会社アサヒコーポレーション 津山市 建設業

オーエヌ工業株式会社 津山市 製造業



鶴山運送株式会社 津山市 運輸業

株式会社アークコンサルタント 津山市 専門・技術サービス業

株式会社エアフォルク 津山市 製造業

株式会社北園調剤薬局 津山市 医療

岸陸送株式会社 津山市 運輸業

株式会社近藤組 津山市 建設業

山陽熱工業株式会社 津山市 製造業

繁屋運送株式会社 津山市 運輸業

有限会社真成運輸 津山市 運輸業

株式会社すえ木工 津山市 製造業

株式会社セキサン 津山市 小売業

高倉建設有限会社 津山市 建設業

津山商工会議所 津山市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

津山信用金庫 津山市 金融業

津山調剤薬局株式会社 津山市 小売業

津山ビル管理有限会社 津山市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人津山福祉会 津山市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社津山銘木 津山市 製造業

株式会社テレビ津山 津山市 情報通信業

株式会社ナンバ 津山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ナンバホームセンター 津山市 小売業

仁木鉄工株式会社 津山市 製造業

株式会社Beコム 津山市 建設業

東建設有限会社 津山市 建設業

富士岡山運搬機株式会社 津山市 専門・技術サービス業

富士パレット株式会社 津山市 製造業

株式会社ホンダカーズ津山 津山市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社峰南運輸 津山市 運輸業



株式会社ワードシステム 津山市 情報通信業

株式会社わかば保険センター 津山市 保険業

株式会社アール・ケア 玉野市 福祉

株式会社大川会計 玉野市 専門・技術サービス業

株式会社掛谷建設 玉野市 建設業

金田コーポレーション株式会社 玉野市 製造業

有限会社三協鋲螺 玉野市 小売業

株式会社タカオ 玉野市 運輸業

玉野商工会議所 玉野市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社ハート＆クリエーション 玉野市 福祉

有限会社Fit 玉野市 保険業

天野産業株式会社 笠岡市 建設業

笠岡通運株式会社 笠岡市 運輸業

小堀建設株式会社 笠岡市 建設業

さかもと保険株式会社 笠岡市 金融業

株式会社シシドモータース 笠岡市 小売業

株式会社テイクモーターズ 笠岡市 小売業

株式会社ＢＰサービスタバヤシ 笠岡市 サービス業（他に分類されないもの）

井原商工会議所 井原市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

井原精機株式会社 井原市 製造業

片山工業株式会社 井原市 製造業

佐藤損保株式会社 井原市 保険業

シーピー化成株式会社 井原市 製造業

株式会社生興運送 井原市 運輸業

大興産業株式会社 井原市 製造業

有限会社寺岡成型所 井原市 製造業

中島硝子工業株式会社 井原市 製造業

株式会社報国電設 井原市 建設業



アキテックラボ株式会社 総社市 製造業

株式会社エイゼン社 総社市 建設業

株式会社岡本工業所 総社市 建設業

株式会社クレファクト 総社市 製造業

サンコー印刷株式会社 総社市 製造業

株式会社サンユウトータルサービス 総社市 保険業

総社商工会議所 総社市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

タイメック株式会社 総社市 製造業

土井建設株式会社 総社市 建設業

三乗工業株式会社 総社市 製造業

高梁商工会議所 高梁市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

備北信用金庫 高梁市 金融業

井倉運輸株式会社 新見市 運輸業

医療法人社団淳和会　長谷川紀念病院 新見市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社戸川木材 新見市 林業

新見商工会議所 新見市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

瀬戸内観光汽船株式会社 備前市 運輸業

鷹取醤油株式会社 備前市 製造業

備前商工会議所 備前市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社フジックス 備前市 製造業

株式会社星合 備前市 卸売業

東備バス株式会社 瀬戸内市 運輸業

株式会社赤磐開発 赤磐市 建設業

株式会社イチマルホーム 赤磐市 建設業

株式会社ＮＴＮ赤磐製作所 赤磐市 製造業

オーニット株式会社 赤磐市 製造業

社会福祉法人旭水会 赤磐市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社上栄瓦産業 赤磐市 建設業



備前化成株式会社 赤磐市 製造業

医療法人睦会 赤磐市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

有限会社景山精密 赤磐市 製造業

大和コアファクトリー株式会社 赤磐市 製造業

株式会社三木工務店 真庭市 建設業

株式会社三謳 真庭市 林業

有限会社杉本建材 真庭市 建設業

株式会社アースクレア 美作市 専門・技術サービス業

有限会社アイビー産業 美作市 生活関連サービス業

株式会社板坂林業 美作市 林業

岡山検査有限会社 美作市 製造業

株式会社アイダメカシステム 美作市 製造業

株式会社長岡工業 美作市 建設業

株式会社コクリ 美作市 小売業

株式会社中央運輸 美作市 運輸業

株式会社タイシン 浅口市 建設業

株式会社岡山和気ヤクルト工場 和気町 製造業

株式会社早島クリーンセンター 早島町 サービス業（他に分類されないもの）

塩田工業株式会社 里庄町 その他

有限会社あさひ印刷所 矢掛町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社亀田建設 矢掛町 建設業

有限会社原田建設工業 矢掛町 建設業

備中ガス株式会社 矢掛町 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社マサテック 矢掛町 製造業

矢掛放送株式会社 矢掛町 情報通信業

株式会社アイ・エス 鏡野町 製造業

池田精工株式会社 鏡野町 製造業

株式会社廣林 鏡野町 林業



株式会社エステック 勝央町 製造業

佐藤建設株式会社 勝央町 建設業

株式会社山陽工作所 奈義町 製造業

有限会社瀬戸内興商 久米南町 サービス業（他に分類されないもの）

旭木材株式会社 美咲町 建設業

久米郡商工会 美咲町 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

中央防災工業株式会社 美咲町 建設業

株式会社カヨーメカニカル 吉備中央町 製造業

パナソニック吉備株式会社 吉備中央町 製造業


