
赤帽岡山県軽自動車運送協同組合

理事長 大　西　竜　市
http://okayama.akabou.jp

〒701-0202　岡山市南区山田1055-4
☎（086）281－4600　℻（086）281－4300

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

協同組合倉敷環境システム

理事長 金　本　　護
〒712-8052　倉敷市松江4丁目2番10号

☎（086）456－5374
℻（086）456－5321
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新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます

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

岡山県パン協同組合

理事長 妹　尾　光　雄

〒700-0927　岡山市北区西古松2丁目9番7号
☎（086）243－7701
℻（086）243－7702

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

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

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

岡山県自動車電装品整備商工組合

理事長 井　上　　寛
http://www.odg.or.jp

〒700-0941　岡山市南区青江6‒6‒13
☎（086）265－0177　℻（086）265－0121

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

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

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

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

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

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

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
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新年あけましておめでとうございます

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

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

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番地の8
☎（086）422－0101
℻（086）422－0102

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
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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

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

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

岡山県生コンクリート工業組合

代表理事 中　村　堯　夫
http://www.okayamakouso.or.jp

〒700-0943　岡山市南区新福1丁目21番36号
☎（086）264－6375　℻（086）263－8909

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

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

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

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
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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

労働保険事務組合　協同組合岡山県労務協会

代表理事 石　川　恭　司
〒700-0034　岡山市北区高柳東町13-77

☎（086）254－7771
℻（086）254－8607

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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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

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

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

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

ISO9001 認証登録

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

岡山水産物仲卸協同組合

代表理事 岡　本　明　晴
〒702-8052　岡山市南区市場一丁目1番地

☎（086）265－3181
℻（086）265－3181

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

〒716-0062　高梁市落合町近似4-1
☎（0866）22-1818
℻（0866）22-1822

高梁広域環境協同組合

高　畠　光　則代表理事

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

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

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

テクノメイト協同組合

代表理事 華　山　和　彦
〒704-8173　岡山市東区可知五丁目150番地3

☎（086）943－2106
 ℻（086）206－7768

テックス国際交流協同組合

代表理事 山　下　和　也
〒704-8173　岡山市東区可知五丁目151番地3

☎（086）942－3975
℻（086）942－0179

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

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

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

岡山県織物構造改善工業組合

理事長 片　山　雄之助
〒700-0818　岡山市北区蕃山町4番5号

☎（086）225－2458
℻（086）225－8558

協同組合落合ショッピングセンター

代表理事 伊　藤　忠　司
〒719-3144　真庭市落合垂水628番地

☎（0867）52－2441
℻（0867）52－4064

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

労働保険事務組合　協同組合岡山県労務協会

代表理事 石　川　恭　司
〒700-0034　岡山市北区高柳東町13-77

☎（086）254－7771
℻（086）254－8607

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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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

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

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

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

ISO9001 認証登録
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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

(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

岡山県醤油工業協同組合

理事長 岡　本　研　吾
〒703-8203　岡山市中区国府市場1-1

☎（086）275－1158
℻（086）275－1159

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

下津井電鉄株式会社

代表取締役社長 永　山　久　人
〒700-0923　岡山市北区大元駅前3-61

☎（086）233－8811
℻（086）233－0083

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丁目 12番 23号
TEL : 086-243-1122  FAX : 086-244-3896

ガンバル中小企業者の可能性を
力強くアシストします！

株式会社近畿日本ツーリスト中国四国　岡山支店

支店長 桜　田　武　司
〒700-0907　岡山市北区下石井2-1-3 2F

☎（086）224－4444
℻（086）224－3425

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

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

特定監理団体

無料職業紹介所　外国人技能実習生受入機関

理事長 宮 本　誠 一

〒703-8266 岡山市中区湊296番地の3
TEL.086-274-2572 FAX.086-274-6622

http://okayamasangyogijutsu.com/

世界に拡がる人材ネットワーク

岡山市水産物塩干卸売協同組合

理事長 大　倉　八　郎
〒702-8052　岡山市南区市場1丁目1番地

☎（086）265－2727
℻（086）265－2728

新見生コン協同組合

代表理事 田　中　俊　介
〒718-0005　岡山県新見市上市8番地1

☎（0867）72－2900
℻（0867）72－8180

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

笠岡信用組合

理事長 山　本　國　春
http://www.kasaoka.shinkumi.jp

〒714-0081　笠岡市笠岡2388番地の40
☎（0865）62－3100
℻（0865）63－5506
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〒700-0837　岡山市北区南中央町2-11富士火災岡山ビル
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℻（086）234－2774

社会保険労務士事務所 あきた労務管理事務所
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〒700-0956　岡山市南区当新田475‒5
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世界に拡がる人材ネットワーク
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