
赤帽岡山県軽自動車運送協同組合

理事長 大　西　竜　市
〒701-0202　岡山市南区山田1055-4

☎（086）281－4600
℻（086）281－4300

倉敷再生資源事業協同組合

理事長 伊　藤　繁　雄
〒710-0803　倉敷市中島1395　㈱田中商会内

☎（086）465－3050
℻（086）465－3051

岡山県総合流通センター卸協同組合

理事長 山　本 　　勉
http://www.optic.or.jp/ryutuu/

〒701-0165　岡山市北区大内田714番地1
☎（086）292－5551
℻（086）292－5552

E-mail：ryutuu@optic.or.jp

岡山県電器商業組合

理事長 秋　田　　博
〒700-0927　岡山市北区西古松2丁目12番20号

☎（086）241－5121
℻（086）241－8277

岡山青果卸売協同組合

理事長 吉　田　和　弘
〒702-8052　岡山市南区市場一丁目1番地

☎（086）265－2500
℻（086）265－2501

岡山県インテリア事業協同組合

理事長 高　田　修　造
http://www.interia.sakura.ne.jp/

〒700-0977　岡山市北区問屋町17-101　西文明堂ビル2Ｆ
☎（086）243－7550　℻（086）243－7570

協同組合備前長船印刷製本センター

代表理事 岩　坪　誠次郎
〒703-8208　岡山市中区今在家197番地の１

☎（086）275－6600
℻（086）275－6666
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玉原鉄工業協同組合

理事長 大　熊　力　三
https://sites.google.com/site/tamaharatekkyo/

〒706-0014　玉野市玉原3-2-3
☎（0863）31－2573　℻（0863）31－1335

協同組合倉敷市環境保全協会

代表理事 金　本　　護

〒710-0038　倉敷市新田2322番地の８
☎（086）422－7371
℻（086）421－5427

岡山県石油商業協同組合

理事長 小　出　総太郎
〒700-0972　岡山市北区上中野一丁目19番48号

☎（086）246－2040
℻（086）246－2151

岡山県鋳造工業協同組合

理事長 藤　原　愼　二
〒700-0955　岡山市南区万倍78-4

☎（086）250－3163
℻（086）250－3183

岡山県農業機械商業協同組合

理事長 杉　山　光　昭
〒702-8021　岡山市南区福田195番地の3

☎（086）263－1471
℻（086）263－4877

テックス国際交流協同組合

代表理事 山　下　和　也
〒704-8191　岡山市東区西大寺中野110番地の3

☎（086）942－3975
℻（086）942－0179

テクノメイト協同組合

代表理事 華　山　和　彦
〒704-8191　岡山市東区西大寺中野105番地

☎（086）943－2106
  ℻（050）1128－1098

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

丸五技術開発協同組合

代表理事 藤　木　達　夫
〒710-0846　倉敷市上富井58番地

☎（086）422－2155
℻（086）427－8585

協同組合 岡山県備前焼陶友会

理事長 木　村　宏　造
http://touyuukai.jp

〒705-0001　備前市伊部1657-7
☎（0869）64－1001　℻（0869）64－1002

岡山市中央卸売青果協同組合

代表理事 半　田　雄　三
〒702-8052　岡山市南区市場1丁目１番地

☎（086）265－2335
℻（086）265－2336

協同組合浦田工業センター

代表理事 篠　原　克　之
〒712-8031　倉敷市福田町浦田525番地

☎（086）426－1564
℻（086）426－1564

岡山県クレーン建設業協同組合

代表理事 山　田　泰　二

〒712-8012　倉敷市連島一丁目15番10号
☎（086）446－1502
℻（086）446－1504

奉還町商店街振興組合

理事長 岸　　卓　志

〒700-0026　岡山市北区奉還町2-14-7
☎（086）252－1491
℻（086）252－1491

岡山県生コンクリート販売協同組合

代表理事 𠮷　田　俊　雄
http://www.onhk.or.jp

〒700-0943　岡山市南区新福1丁目21番36号
☎（086）902－0013
℻（086）902－0015

代表理事 矢　部　昌　人
〒700-0941　岡山市北区青江一丁目22番33号
☎（086）234－8100  ℻（086）234－8383

岡山県運送事業協同組合連合会
岡山県高速運輸事業協同組合

クロスポイント物流・社会との共生

〈勝央事務所〉
　　　〒709-4316　勝田郡勝央町勝間田528番地の1
　　　☎（0868）38－2068  ℻（0868）38－3425
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玉原鉄工業協同組合

理事長 大　熊　力　三
https://sites.google.com/site/tamaharatekkyo/

〒706-0014　玉野市玉原3-2-3
☎（0863）31－2573　℻（0863）31－1335

協同組合倉敷市環境保全協会

代表理事 金　本　　護

〒710-0038　倉敷市新田2322番地の８
☎（086）422－7371
℻（086）421－5427

岡山県石油商業協同組合

理事長 小　出　総太郎
〒700-0972　岡山市北区上中野一丁目19番48号

☎（086）246－2040
℻（086）246－2151

岡山県鋳造工業協同組合

理事長 藤　原　愼　二
〒700-0955　岡山市南区万倍78-4

☎（086）250－3163
℻（086）250－3183

岡山県農業機械商業協同組合

理事長 杉　山　光　昭
〒702-8021　岡山市南区福田195番地の3

☎（086）263－1471
℻（086）263－4877

テックス国際交流協同組合

代表理事 山　下　和　也
〒704-8191　岡山市東区西大寺中野110番地の3

☎（086）942－3975
℻（086）942－0179

テクノメイト協同組合

代表理事 華　山　和　彦
〒704-8191　岡山市東区西大寺中野105番地

☎（086）943－2106
  ℻（050）1128－1098

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

丸五技術開発協同組合

代表理事 藤　木　達　夫
〒710-0846　倉敷市上富井58番地

☎（086）422－2155
℻（086）427－8585

協同組合 岡山県備前焼陶友会

理事長 木　村　宏　造
http://touyuukai.jp

〒705-0001　備前市伊部1657-7
☎（0869）64－1001　℻（0869）64－1002

岡山市中央卸売青果協同組合

代表理事 半　田　雄　三
〒702-8052　岡山市南区市場1丁目１番地

☎（086）265－2335
℻（086）265－2336

協同組合浦田工業センター

代表理事 篠　原　克　之
〒712-8031　倉敷市福田町浦田525番地

☎（086）426－1564
℻（086）426－1564

岡山県クレーン建設業協同組合

代表理事 山　田　泰　二

〒712-8012　倉敷市連島一丁目15番10号
☎（086）446－1502
℻（086）446－1504

奉還町商店街振興組合

理事長 岸　　卓　志

〒700-0026　岡山市北区奉還町2-14-7
☎（086）252－1491
℻（086）252－1491

岡山県生コンクリート販売協同組合

代表理事 𠮷　田　俊　雄
http://www.onhk.or.jp

〒700-0943　岡山市南区新福1丁目21番36号
☎（086）902－0013
℻（086）902－0015

代表理事 矢　部　昌　人
〒700-0941　岡山市北区青江一丁目22番33号
☎（086）234－8100  ℻（086）234－8383

岡山県運送事業協同組合連合会
岡山県高速運輸事業協同組合

クロスポイント物流・社会との共生

〈勝央事務所〉
　　　〒709-4316　勝田郡勝央町勝間田528番地の1
　　　☎（0868）38－2068  ℻（0868）38－3425



暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

協同組合KRC

代表理事 藤　井　鉄　郎
http://www.krc.or.jp

〒701-1145　岡山市北区横井上42番地の1
☎（086）294－9111　℻（086）294－9222

岡山県浄化槽施工協同組合

理事長 武　村　良　夫
〒700-0921　岡山市北区東古松5-5-23（岡山管工事会館内）

☎（086）232－8357
℻（086）223－5630

岡山鮮魚事業協同組合

理事長 渡　辺　行　吉
〒702-8052　岡山市南区市場一丁目１番地

☎（086）262－2481
℻（086）265－2011

協同組合岡山鉄工センター

理事長 湯　浅　信　夫
http://www.omia.or.jp/

〒701-0145　岡山市北区今保103番地
☎（086）241－5961　℻（086）241－1701

山陽アンビシャス協同組合

代表理事 山　本　芳　栄
〒710-0048　倉敷市福島776-8

☎（086）422－0101
℻（086）422－0102

下記以外にも多数、宿泊・日帰りプランがございます。パンフレットをご請求ください。

インターネット・ケータイで各出発日の3週間前までにご予約の方

観光庁長官登録旅行業第1414号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員

インターネット・ケータイ早割
夏のビッグプラン夏のビッグプラン～スーパー謝恩2016～～スーパー謝恩2016～

運賃、宿泊料

2016年

プランNo. 065 長野県/1泊2日 フレンズポイント バスガイド同行55PT

爽やかな風を浴びて！
南信州人気スポットと乗務員お勧めの宿
南木曽温泉ホテル木曽路1泊2日

爽やかな風を浴びて！
南信州人気スポットと乗務員お勧めの宿
南木曽温泉ホテル木曽路1泊2日

23,800円～30,800円23,800円～30,800円
◆旅行代金（おとな・お一人様）

●こども料金は4,000円引 ●4～5名一室 大人23,800円 ●3名一室 大人24,800円 ●2名一室 大人26,800円

◆旅行代金（おとな・お一人様）

●こども料金は4,000円引 ●4～5名一室 大人23,800円 ●3名一室 大人24,800円 ●2名一室 大人26,800円

23,900円～29,900円23,900円～29,900円◆旅行代金（おとな・お一人様）◆旅行代金（おとな・お一人様）

●こども料金は3,000円引 ●4名一室 大人23,900円 ●3名一室 大人24,900円 ●2名一室 大人25,900円●こども料金は3,000円引 ●4名一室 大人23,900円 ●3名一室 大人24,900円 ●2名一室 大人25,900円

8月
9月

◆旅行出発日／　印出発…1，000円増 　印出発…2，000円増 　印出発…4，000円増 

◆出発地・コース
A両備バス倉敷6:15-岡山市営駅南Ⓟ7:00-岡山専用Ⓟ7:20-山陽専用Ⓟ7:40-
B玉島6:00-岡山市営駅南Ⓟ7:00-岡山専用Ⓟ7:20-山陽専用Ⓟ7:40-
C真庭専用Ⓟ6:40-高速津山Ⓟ7:20-美作8:00-
●1日目/食事：昼食・夕食・酒1本・露天風呂 【宿泊】ホテル木曽路
各地-亀山（昼食）-杵原学校-馬籠宿（おやきと手やきせんべい食べ歩き）-南木曽温泉（夕食・泊）1木曽温泉7:00頃
●2日目/食事：朝食・昼食（木曽路ふるさと御膳）

プランNo. 066 石川県/1泊2日 フレンズポイント バスガイド同行55PT

爽快！！ 大自然を体感“白山白川郷ホワイトロード”と
伝承一千三百年粟津温泉法師に泊まる2日間
爽快！！ 大自然を体感“白山白川郷ホワイトロード”と
伝承一千三百年粟津温泉法師に泊まる2日間

8月
9月

◆旅行出発日／　印出発…2，000円増 　印出発…4，000円増

◆出発地・コース

3 ㈬A・18 ㈭A・21 ㈰A・23 ㈫A・26 ㈮C・27 ㈯A・29 ㈪B
5 ㈪A・9 ㈮A・14 ㈬C・18 ㈰A・24 ㈯B・26 ㈪A・28 ㈬A

A両備バス倉敷6:30-岡山市営駅南Ⓟ7:15-岡山専用Ⓟ7:35-山陽専用Ⓟ7:55-
B玉島6:15-岡山市営駅南Ⓟ7:15-岡山専用Ⓟ7:35-山陽専用Ⓟ7:55-
C高速津山Ⓟ7:20-美作8:00-
●1日目/食事：昼食（両備バスオリジナル福井ご当地セット）・夕食・露天風呂 【宿泊】粟津温泉法師
各地-福井（昼食）-那谷寺（特別法話・特別拝観）-粟津温泉（夕食・泊）16:00頃
●2日目/食事：朝食・昼食（清流せいろ蒸し御膳）
ホテル8:00-（白山白川郷ホワイトロード・ふくべの大滝）-白川郷-美濃（昼食）-日本土鈴館-岡山市営駅南Ⓟ前
19：50頃（高速津山Ⓟ19：50）-各地

苗木城跡

大浴場

馬籠苗木城跡

大浴場

馬籠

夕食例（イメージ）夕食例（イメージ）

夕食例（イメージ）夕食例（イメージ）

露天風呂

那谷寺庭園那谷寺庭園

17 ㈬B・18 ㈭C・24 ㈬A・26 ㈮A・28 ㈰A・31 ㈬B
2㈮A・3㈯A・8 ㈭C・12 ㈪A・16 ㈮B・22 ㈭A・27 ㈫A・30 ㈮A

別格本山『那谷寺』別格本山『那谷寺』
特別法話＆特別拝観特別法話＆特別拝観

赤沢自然休養林は、
森林浴発祥の地として人
気のスポット。かつて木曽
谷で活躍していた鉄道車
両をそのままに檜の森を

走っています。

赤沢森林鉄道

機関限定で石川県と岐阜県
（世界遺産の白川郷）を結ぶ
唯一の有料山岳道路。
全長33.3㎞で所要時間は
約1時間。標高は600m～

1，450m。

白山白川郷
ホワイトロード

19 18
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ホテル8:20-森林鉄道記念館駅（赤沢森林鉄道：トロッコ列車）-桃介橋-中津川（昼食）-天空の城・苗木城跡-岡山市営駅南Ⓟ前20:40頃（高速津山Ⓟ20:40頃）-各地

協同組合岡山市環境整備協会

代表理事 八　田　富　夫

〒703-8282　岡山市中区平井1096番地
☎（086）276－1515
℻（086）276－1541

協同組合テクノパーク総社

理事長 多々野　勝　志
〒719-1121　総社市赤浜550番地

☎（0866）94－1090
℻（0866）94－1089

岡山県自動車整備商工組合

理事長 梶　谷　俊　介
http://www.okaseishou.com/

〒701-1133　岡山市北区富吉5301-8
☎（086）259－3030
℻（086）286－9800

あなたの軽自動車にお好きなナンバープレートを藤田団地事業協同組合

理事長 佐　藤　和　利

〒701-0221　岡山市南区藤田564番地166
☎（086）296－0020
℻（086）296－0021

岡山県南生コンクリート協同組合

代表理事 近　堂　紘　史

〒700-0943　岡山市南区新福1丁目21番36号
☎（086）263－5561
℻（086）264－7271



暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

協同組合KRC

代表理事 藤　井　鉄　郎
http://www.krc.or.jp

〒701-1145　岡山市北区横井上42番地の1
☎（086）294－9111　℻（086）294－9222

岡山県浄化槽施工協同組合

理事長 武　村　良　夫
〒700-0921　岡山市北区東古松5-5-23（岡山管工事会館内）

☎（086）232－8357
℻（086）223－5630

岡山鮮魚事業協同組合

理事長 渡　辺　行　吉
〒702-8052　岡山市南区市場一丁目１番地

☎（086）262－2481
℻（086）265－2011

協同組合岡山鉄工センター

理事長 湯　浅　信　夫
http://www.omia.or.jp/

〒701-0145　岡山市北区今保103番地
☎（086）241－5961　℻（086）241－1701

山陽アンビシャス協同組合

代表理事 山　本　芳　栄
〒710-0048　倉敷市福島776-8

☎（086）422－0101
℻（086）422－0102

下記以外にも多数、宿泊・日帰りプランがございます。パンフレットをご請求ください。

インターネット・ケータイで各出発日の3週間前までにご予約の方

観光庁長官登録旅行業第1414号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員

インターネット・ケータイ早割
夏のビッグプラン夏のビッグプラン～スーパー謝恩2016～～スーパー謝恩2016～

運賃、宿泊料

2016年

プランNo. 065 長野県/1泊2日 フレンズポイント バスガイド同行55PT

爽やかな風を浴びて！
南信州人気スポットと乗務員お勧めの宿
南木曽温泉ホテル木曽路1泊2日

爽やかな風を浴びて！
南信州人気スポットと乗務員お勧めの宿
南木曽温泉ホテル木曽路1泊2日

23,800円～30,800円23,800円～30,800円
◆旅行代金（おとな・お一人様）

●こども料金は4,000円引 ●4～5名一室 大人23,800円 ●3名一室 大人24,800円 ●2名一室 大人26,800円

◆旅行代金（おとな・お一人様）

●こども料金は4,000円引 ●4～5名一室 大人23,800円 ●3名一室 大人24,800円 ●2名一室 大人26,800円

23,900円～29,900円23,900円～29,900円◆旅行代金（おとな・お一人様）◆旅行代金（おとな・お一人様）

●こども料金は3,000円引 ●4名一室 大人23,900円 ●3名一室 大人24,900円 ●2名一室 大人25,900円●こども料金は3,000円引 ●4名一室 大人23,900円 ●3名一室 大人24,900円 ●2名一室 大人25,900円

8月
9月

◆旅行出発日／　印出発…1，000円増 　印出発…2，000円増 　印出発…4，000円増 

◆出発地・コース
A両備バス倉敷6:15-岡山市営駅南Ⓟ7:00-岡山専用Ⓟ7:20-山陽専用Ⓟ7:40-
B玉島6:00-岡山市営駅南Ⓟ7:00-岡山専用Ⓟ7:20-山陽専用Ⓟ7:40-
C真庭専用Ⓟ6:40-高速津山Ⓟ7:20-美作8:00-
●1日目/食事：昼食・夕食・酒1本・露天風呂 【宿泊】ホテル木曽路
各地-亀山（昼食）-杵原学校-馬籠宿（おやきと手やきせんべい食べ歩き）-南木曽温泉（夕食・泊）1木曽温泉7:00頃
●2日目/食事：朝食・昼食（木曽路ふるさと御膳）

プランNo. 066 石川県/1泊2日 フレンズポイント バスガイド同行55PT

爽快！！ 大自然を体感“白山白川郷ホワイトロード”と
伝承一千三百年粟津温泉法師に泊まる2日間
爽快！！ 大自然を体感“白山白川郷ホワイトロード”と
伝承一千三百年粟津温泉法師に泊まる2日間

8月
9月

◆旅行出発日／　印出発…2，000円増 　印出発…4，000円増

◆出発地・コース

3 ㈬A・18 ㈭A・21 ㈰A・23 ㈫A・26 ㈮C・27 ㈯A・29 ㈪B
5 ㈪A・9 ㈮A・14 ㈬C・18 ㈰A・24 ㈯B・26 ㈪A・28 ㈬A

A両備バス倉敷6:30-岡山市営駅南Ⓟ7:15-岡山専用Ⓟ7:35-山陽専用Ⓟ7:55-
B玉島6:15-岡山市営駅南Ⓟ7:15-岡山専用Ⓟ7:35-山陽専用Ⓟ7:55-
C高速津山Ⓟ7:20-美作8:00-
●1日目/食事：昼食（両備バスオリジナル福井ご当地セット）・夕食・露天風呂 【宿泊】粟津温泉法師
各地-福井（昼食）-那谷寺（特別法話・特別拝観）-粟津温泉（夕食・泊）16:00頃
●2日目/食事：朝食・昼食（清流せいろ蒸し御膳）
ホテル8:00-（白山白川郷ホワイトロード・ふくべの大滝）-白川郷-美濃（昼食）-日本土鈴館-岡山市営駅南Ⓟ前
19：50頃（高速津山Ⓟ19：50）-各地

苗木城跡

大浴場

馬籠苗木城跡

大浴場

馬籠

夕食例（イメージ）夕食例（イメージ）

夕食例（イメージ）夕食例（イメージ）

露天風呂

那谷寺庭園那谷寺庭園

17 ㈬B・18 ㈭C・24 ㈬A・26 ㈮A・28 ㈰A・31 ㈬B
2㈮A・3㈯A・8 ㈭C・12 ㈪A・16 ㈮B・22 ㈭A・27 ㈫A・30 ㈮A

別格本山『那谷寺』別格本山『那谷寺』
特別法話＆特別拝観特別法話＆特別拝観

赤沢自然休養林は、
森林浴発祥の地として人
気のスポット。かつて木曽
谷で活躍していた鉄道車
両をそのままに檜の森を

走っています。

赤沢森林鉄道

機関限定で石川県と岐阜県
（世界遺産の白川郷）を結ぶ
唯一の有料山岳道路。
全長33.3㎞で所要時間は
約1時間。標高は600m～

1，450m。

白山白川郷
ホワイトロード
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ホテル8:20-森林鉄道記念館駅（赤沢森林鉄道：トロッコ列車）-桃介橋-中津川（昼食）-天空の城・苗木城跡-岡山市営駅南Ⓟ前20:40頃（高速津山Ⓟ20:40頃）-各地

協同組合岡山市環境整備協会

代表理事 八　田　富　夫

〒703-8282　岡山市中区平井1096番地
☎（086）276－1515
℻（086）276－1541

協同組合テクノパーク総社

理事長 多々野　勝　志
〒719-1121　総社市赤浜550番地

☎（0866）94－1090
℻（0866）94－1089

岡山県自動車整備商工組合

理事長 梶　谷　俊　介
http://www.okaseishou.com/

〒701-1133　岡山市北区富吉5301-8
☎（086）259－3030
℻（086）286－9800

あなたの軽自動車にお好きなナンバープレートを藤田団地事業協同組合

理事長 佐　藤　和　利

〒701-0221　岡山市南区藤田564番地166
☎（086）296－0020
℻（086）296－0021

岡山県南生コンクリート協同組合

代表理事 近　堂　紘　史

〒700-0943　岡山市南区新福1丁目21番36号
☎（086）263－5561
℻（086）264－7271



岡山県砕石協同組合

代表理事 田　村　啓　二
〒701-1152　岡山市北区津高628番6

☎（086）255－1020
℻（086）255－1266

岡山県産業廃棄物処理業協同組合

理事長 室　山　宣　英
〒701-1152　岡山市北区津高628-6

☎（086）254－9383
℻（086）254－8766

岡山県オートバイ事業協同組合

代表理事 槌　田　基　造
〒700-0867　岡山市北区岡町13-22

☎（086）225－0769
℻（086）225－4945

岡山県電気工事工業組合

理事長 清　原　三　郎
青年部会会長 木　多　俊　博
〒700-0942　岡山市南区豊成1丁目9番9‒3号

☎（086）261－0900
℻（086）261－9410

岡山市管工設備協同組合

理事長 髙　橋　　肇
〒700-0921　岡山市北区東古松5丁目5番23号

☎（086）222－4311
℻（086）222－7479

企業組合岡山県中高年事業団

理事長 片　山　　紘
〒700-0051　岡山市北区下伊福上町10-17

☎（086）214－3588
℻（086）214－3588

協同組合岡山県管事業協会

理事長 髙　橋　　肇
〒700-0921　岡山市北区東古松5丁目5番23号

☎（086）222－4311
℻（086）222－7479

岡山県急便業協同組合

代表理事 藤　井　徹　也
〒700-0952　岡山市北区平田173-109

☎（086）243－0885
℻（086）241－6862
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代表理事 安　東　　讓
〒708-1211　津山市原31番地の2

☎（0868）36－6016　℻（0868）36－6382

勝北建設業協会協同組合
勝北上下水道協同組合

岡山県療術業協同組合

理事長 片　岡　終　郎
〒700-0083　岡山市北区津島新野二丁目2番8号

☎（086）253－1231
℻（086）253－1351

岡山県印刷関連産業協議会

会　長 大　塚　泰　文
（岡山県印刷工業組合理事長）

副会長 大　谷　　　博
（岡山県製本工業組合理事長）

副会長 土　師　健　嗣
（ジャグラ岡山県支部支部長）

岡山県中古自動車販売商工組合

代表理事 塩　尻　卓　士
http://www.juokayama.or.jp

〒701-0206　岡山市南区箕島3443‒1
☎（086）281－3300　℻（086）281－4318

岡山民医連事業協同組合
民医連医療・介護・福祉を支える

〒700-0054　岡山市北区下伊福西町1-53
☎（086）214－3833　℻（086）214－3822

事　務　局

〒680-0833　鳥取市末広温泉町251　1階
☎（0857）88－0717　℻（0857）26－1230

鳥取出張所

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

岡山県貯水槽管理事業協同組合

理事長 松　田　秀　男
〒703-8282　岡山市中区平井1097

☎（086）276－4489
℻（086）276－8376

協同組合ウイングバレイ

理事長 晝　田　眞　三
〒710-1201　総社市久代1408番地の6

☎（0866）96－1888
℻（0866）96－2040

岡山県酒造協同組合

理事長 利　守　忠　義
〒703-8205　岡山市中区中井1丁目18-14

☎（086）207－2820
℻（086）207－2840

協同組合岡山機工センター

理事長 前　嶋　伸　昭
http://www.optic.or.jp/kikou/

〒702-8022　岡山市南区福成二丁目18番10号
☎（086）263－0063　℻（086）265－1866

岡山県環境整備事業協同組合

理事長 乘　藤　愼　吾
〒701-0202　岡山市南区山田291-2

☎（086）282－6455
℻（086）282－6685

協同組合グローブ
林　佐和子代表理事

■熊本支所　　　■福岡支所　　　■鹿児島支所
■北九州出張所　■鳥取出張所　　■関東出張所　

〒720-0067 広島県福山市西町二丁目5番6号2階
TEL.084‒922‒8202  FAX.084‒926‒0546
   URL    http://hyperpc.jp/

福山本部

岡山県設備コンサルタント協同組合

理事長 山　口　利　美
http://www.eccs227.sakura.ne.jp/index.html
〒700-0033　岡山市北区島田本町1丁目6番34号
☎（086）898－3015　℻（086）898－3016

理事長 荒　木　康　尊
http://www.cyclenet-okayama.com

〒700-0921　岡山市北区東古松3丁目12番10号
☎（086）226－3013　℻（086）226－3014

岡山県自転車・原付防犯登録会
岡山県自転車軽自動車商協同組合

津山西工業協同組合

代表理事 杉　本　譲　二
〒708-0015　津山市神戸158番1

☎（0868）28－8600
℻（0868）28－4376

岡山県新規需要米生麺協同組合

代表理事 長　﨑　信　行
〒705-0132　備前市三石1番地

☎（0869）62－0317
℻（0869）62－0317

 http://www.vis-a-vis.co.jp/bunka/
〒700-0824　岡山市北区内山下1-3-1

☎（086）225-8181　℻（086）801-2288

協同組合岡山情報文化研究所

前　坂　 匡　紀理事長

岡山県共済協同組合

理事長 晝　田　眞　三
http://okayama-kyousai.or.jp/

〒700-0817　岡山市北区弓之町4-19-301
☎（086）222－6648　℻（086）222－6649



岡山県砕石協同組合

代表理事 田　村　啓　二
〒701-1152　岡山市北区津高628番6

☎（086）255－1020
℻（086）255－1266

岡山県産業廃棄物処理業協同組合

理事長 室　山　宣　英
〒701-1152　岡山市北区津高628-6

☎（086）254－9383
℻（086）254－8766

岡山県オートバイ事業協同組合

代表理事 槌　田　基　造
〒700-0867　岡山市北区岡町13-22

☎（086）225－0769
℻（086）225－4945

岡山県電気工事工業組合

理事長 清　原　三　郎
青年部会会長 木　多　俊　博
〒700-0942　岡山市南区豊成1丁目9番9‒3号

☎（086）261－0900
℻（086）261－9410

岡山市管工設備協同組合

理事長 髙　橋　　肇
〒700-0921　岡山市北区東古松5丁目5番23号

☎（086）222－4311
℻（086）222－7479

企業組合岡山県中高年事業団

理事長 片　山　　紘
〒700-0051　岡山市北区下伊福上町10-17

☎（086）214－3588
℻（086）214－3588

協同組合岡山県管事業協会

理事長 髙　橋　　肇
〒700-0921　岡山市北区東古松5丁目5番23号

☎（086）222－4311
℻（086）222－7479

岡山県急便業協同組合

代表理事 藤　井　徹　也
〒700-0952　岡山市北区平田173-109

☎（086）243－0885
℻（086）241－6862
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代表理事 安　東　　讓
〒708-1211　津山市原31番地の2

☎（0868）36－6016　℻（0868）36－6382

勝北建設業協会協同組合
勝北上下水道協同組合

岡山県療術業協同組合

理事長 片　岡　終　郎
〒700-0083　岡山市北区津島新野二丁目2番8号

☎（086）253－1231
℻（086）253－1351

岡山県印刷関連産業協議会

会　長 大　塚　泰　文
（岡山県印刷工業組合理事長）

副会長 大　谷　　　博
（岡山県製本工業組合理事長）

副会長 土　師　健　嗣
（ジャグラ岡山県支部支部長）

岡山県中古自動車販売商工組合

代表理事 塩　尻　卓　士
http://www.juokayama.or.jp

〒701-0206　岡山市南区箕島3443‒1
☎（086）281－3300　℻（086）281－4318

岡山民医連事業協同組合
民医連医療・介護・福祉を支える

〒700-0054　岡山市北区下伊福西町1-53
☎（086）214－3833　℻（086）214－3822

事　務　局

〒680-0833　鳥取市末広温泉町251　1階
☎（0857）88－0717　℻（0857）26－1230

鳥取出張所

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

岡山県貯水槽管理事業協同組合

理事長 松　田　秀　男
〒703-8282　岡山市中区平井1097

☎（086）276－4489
℻（086）276－8376

協同組合ウイングバレイ

理事長 晝　田　眞　三
〒710-1201　総社市久代1408番地の6

☎（0866）96－1888
℻（0866）96－2040

岡山県酒造協同組合

理事長 利　守　忠　義
〒703-8205　岡山市中区中井1丁目18-14

☎（086）207－2820
℻（086）207－2840

協同組合岡山機工センター

理事長 前　嶋　伸　昭
http://www.optic.or.jp/kikou/

〒702-8022　岡山市南区福成二丁目18番10号
☎（086）263－0063　℻（086）265－1866
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理事長 乘　藤　愼　吾
〒701-0202　岡山市南区山田291-2

☎（086）282－6455
℻（086）282－6685

協同組合グローブ
林　佐和子代表理事

■熊本支所　　　■福岡支所　　　■鹿児島支所
■北九州出張所　■鳥取出張所　　■関東出張所　

〒720-0067 広島県福山市西町二丁目5番6号2階
TEL.084‒922‒8202  FAX.084‒926‒0546
   URL    http://hyperpc.jp/

福山本部

岡山県設備コンサルタント協同組合

理事長 山　口　利　美
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代表理事 長　﨑　信　行
〒705-0132　備前市三石1番地

☎（0869）62－0317
℻（0869）62－0317

 http://www.vis-a-vis.co.jp/bunka/
〒700-0824　岡山市北区内山下1-3-1

☎（086）225-8181　℻（086）801-2288

協同組合岡山情報文化研究所

前　坂　 匡　紀理事長

岡山県共済協同組合

理事長 晝　田　眞　三
http://okayama-kyousai.or.jp/

〒700-0817　岡山市北区弓之町4-19-301
☎（086）222－6648　℻（086）222－6649
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富士火災海上保険株式会社

岡山支店長 山　本　　勉
〒700-0837　岡山市北区南中央町2-11富士火災岡山ビル

☎（086）231－1214
℻（086）234－2774

社会保険労務士事務所 あきた労務管理事務所

社会保険労務士 穐　田　恒　雄
〒700-0956　岡山市南区当新田475‒5

☎（086）242－5233
℻（086）242－5234

岡山県住宅リフォーム協同組合

代表理事 柄　﨑　一　三
http://www.meisyou-club.or.jp/

〒700-0971　岡山市北区野田２丁目４‒１
☎（086）242－5335　℻（086）242－1005　

OPL開発協同組合

代表理事 横　田　史　朗

〒710-0812　倉敷市北浜町8-22
☎（086）422－5000
℻（086）422－4939

暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す

一般社団法人システムエンジニアリング岡山（SEO）

会長 前　坂　匡　紀
〒701-1221　岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山3Ｆ）

☎（086）286－9653　℻（086）286－9674
http://www.optic.or.jp/seo/seo.html

岡山県信用保証協会岡山県信用保証協会
〒700-8732　岡山市北区野田 2-12-23

平成28年4月新設
岡山経営安定アシスト事業
無料で専門家の経営指導を受けることが出来ます。
《対象となる方》
・ 保証制度を利用されていて、条件変更を実施している中小企業者の方
・ 保証制度を利用されていて、条件変更は実施していないものの、業績の
  低迷や悪化など資金繰りに支障をきたす恐れがある中小企業者の方
・ 創業保証制度を利用されている方及び利用希望者の方
詳細につきましては、当協会へお気軽にお問い合わせ下さい。
　　お問い合わせ先　経営支援部  TEL（086）243-1124

　　

岡山産業技術協同組合
経済産業省・農林水産省・国土交通省 認可
無料職業紹介所 ISO登録審査機関

理事長

世界に広がる人材ネットワーク

宮　本　誠　一
事務局 〒703-8266 岡山市中区湊296-3

☎（086）274－2572（代）　℻（086）274－6622

株式会社藤原製作所

代表取締役 藤　原　源　三
〒715-0023　岡山県井原市大江町3683-1

☎（0866）67－0270
℻（0866）67－2944

(協)岡山エコシステムは
誇れるまち岡山の明日のために
組合力で環境を守ります。

環境先進都市 岡山

協同組合  岡山エコシステム
津 高 清 掃 ㈲
㈲ み さ お
キ ョ ク ト ウ ㈲
㈲ 吉 備 オ カ ヤ マ

岡山県

岡山　よろず で検索！！

無料経営相談
中小企業・小規模事業者のための

〒701-1221　
岡山市北区芳賀5301  テクノサポート岡山１Ｆ 
TEL086-286-9667　FAX086-286-9679

16th
http://www.chiroro.co.jp/

ベトナム進出時のホームページ立上げや
メールのご利用など、幅広くご支援いたします。

「めっき」のチカラが未来を変える

～お客様の想いを形に～
フリーアクセスフロア、福祉機器商品等の製造、販売

TEL 086-241-3201   WEB http://www.oms.co.jp/

TEL 0866-94-1100   WEB http://www.omrex.co.jp/
取締役最高顧問　難 波　正　  義
代表取締役社長　難 波　圭 太 郎
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