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101 岡山東

http://www.active-complete.co.jp/
（有）アクティヴ・コンプリート

代表取締役 宇治郷 宏行

703-8258 岡山市中区西川原86-1

086-273-3330

086-273-3040

○

102 岡山東

http://www.asahipretec.com/
アサヒプリテック（株）岡山営業所

所長

岩田 篤志

704-8193 岡山市東区金岡西町1157-1

086-948-4170

086-948-4182

○

石原 彰二

704-8193 岡山市東区金岡西町801-1

086-942-5151

086-942-1595

○

103 岡山東

（株）石原工務店

代表取締役社長

104 岡山東

（株）一輝

代表取締役 京極 隆俊

701-4264 瀬戸内市長船町土師1435-1

0869-26-9775

0869-26-9776

○

支店長

高木 重幸

704-8195 岡山市東区西大寺金岡1364-1

086-948-2033

086-948-4832

○

伊原 壮一郎

704-8117 岡山市東区西大寺南2-3-41

086-942-2343

086-942-2343

○

105 岡山東

http://www.ichimiya.co.jp/tran/
一宮運輸（株）岡山支店

106 岡山東

伊原和彦商店

代表者

107 岡山東

牛窓港湾運輸（株）

代表取締役 田中 三春

701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4959-2

0869-34-4978

0869-34-4155

○

108 岡山東

（株）エコ・クリエイト

代表取締役 坪江 紀幸

709-0625 岡山市東区上道北方452

086-278-5090

086-278-5091

○

○

109 岡山東

http://www.ns-nissin-group.co.jp/ns/
エヌエス日進（株）

代表取締役 長﨑 伸彦

703-8265 岡山市中区倉田393-1

086-276-8000

086-276-0808

○

110 岡山東

http://www.area-creation.co.jp/
（株）エリア・クリエイション

代表取締役 佐藤 照美

703-8282 岡山市中区平井6-3-8

086-270-0303

086-271-1133

○

代表取締役 頼 礼

703-8266 岡山市中区湊1363-18

086-274-5739

086-274-0582

○

代表取締役 岡崎 晃

701-4271 瀬戸内市長船町長船1224-1

0869-66-8511

0869-66-0105

○

○
○

111 岡山東
112 岡山東

（有）岡一総業
https://okazakis.co.jp/
岡崎車輌部品（株）

113 岡山東

（有）岡山クリーン

代表取締役 玉井 茂松

703-8213 岡山市東区藤井178-7

086-279-4200

086-279-6775

○

114 岡山東

（株）カネモト

代表取締役 金本 健次

703-8265 岡山市中区倉田381-5

086-276-6210

086-297-8522

○

115 岡山東

岸野商店

代表者

704-8163 岡山市東区升田385-9

086-948-2191

086-948-2138

○

116 岡山東

（株）岸本組

代表取締役 岸本 博幸

704-8193 岡山市東区金岡西町335-8

086-943-1441

086-943-1446

○

117 岡山東

（株）共栄

代表取締役 大中 拓也

709-0633 岡山市東区西平島248-1

086-297-9090

086-297-9050

○

118 岡山東

（株）旭東道路

代表取締役 前田 紘美

704-8165 岡山市東区政津547-1

086-948-2780

086-948-2988

○

119 岡山東

（有）桑野産業

代表取締役 藤原 宗近

702-8002 岡山市中区桑野189-2

086-277-8872

086-277-8872

○

120 岡山東

黒田運輸（有）

代表取締役 黒田 杉江

701-4264 瀬戸内市長船町土師1047

0869-26-2192

0869-26-2273

○

121 岡山東

http://www.kenbisosha.co.jp/
（株）建美装社

代表取締役 小橋 賢之

702-8005 岡山市中区江崎724-5

086-277-1112

086-276-3336

○

岸野 健一

○

122 岡山東

（有）西大寺環境施設管理センター

代表取締役 中山 稔之

704-8191 岡山市東区西大寺中野777-1

086-943-3583

086-942-6368

○

123 岡山東

（株）サピックス

代表取締役 浅原 康幸

701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜4910

0869-34-9822

0869-34-9833

○

代表取締役 磯﨑 慎一

703-8266 岡山市中区湊338-19

086-200-2600

086-200-2601

○

代表取締役 黒本 明雄

700-0853 岡山市南区豊浜町10-52

086-264-2177

086-264-2178

○

○

702-8003 岡山市中区藤崎146-6

086-948-9226

086-948-9235

○

○

703-8258 岡山市中区西川原1-51-1

086-272-0037

086-271-2003

○

128 岡山東

（有）ジーテック
代表取締役 伊永 雅一
（株）ジェイアール西日本マルニック
所長
持田 昇
ス
神戸支店岡山営業所
http://www.kinoshita-gp.com/shinokayama-kaihatsu.html
新岡山開発（株）
代表取締役 塚原 義人

703-8271 岡山市中区円山150

086-277-5577

086-276-2266

○

129 岡山東

http://www.kinoshita-gp.com/shinokayama-rikuun.html
新岡山陸運（株）
代表取締役 木下 聖士

702-8005 岡山市中区江崎746-3

086-276-1111

086-276-2266

○

124 岡山東
125 岡山東
126 岡山東
127 岡山東

http://www.sunorient.com/
（株）サンオリエント
三洋金属（株）

130 岡山東

（有）振興建設

代表取締役 中村 浩

701-4264 瀬戸内市長船町土師425-1

0869-26-4509

0869-26-4510

○

131 岡山東

（株）セイトク工業

代表取締役 稲田 健一

701-4301 瀬戸内市牛窓町長浜3971

0869-34-4377

0869-34-4322

○

○

132 岡山東

http://www.japan-crest.co.jp/
日本クレスト（株）

代表取締役 岡澤 和耶

704-8164 岡山市東区光津1227-4

086-948-0001

086-948-0002

○

133 岡山東

http://www.naikai-industry.com/
内海産業（株）

代表取締役 松本 俊成

704-8195 岡山市東区西大寺金岡1330-5

086-948-2137

086-948-4767

○

代表取締役 中 俊介

703-8580 岡山市中区倉富340-18

086-277-4140

086-276-5567

○

代表取締役 中 俊介

702-8006 岡山市中区藤崎567-3

086-276-6900

086-276-6929

○

代表取締役 西本 智亨

709-0635 岡山市東区草ケ部1171-1

086-297-0985

086-297-0986

○

○

代表取締役 林 大悟

709-0607 岡山市東区浦間1102

086-297-2228

086-297-2314

○

○

134 岡山東
135 岡山東

ナカウン（株）
https://www.powerful-naka10.com/
ナカ重量（株）

136 岡山東

（株）ニシテック

137 岡山東

http://www.nihonshigen.co.jp/
（株）日本資源開発社

138 岡山東

（株）野崎運輸機工

代表取締役 野崎 文夫

704-8194 岡山市東区金岡東町2-14-33

086-942-3381

086-943-7927

○

139 岡山東

野崎産業（株）

代表取締役 野崎 剛正

704-8194 岡山市東区金岡東町2-14-33

086-942-3651

086-943-7927

○

140 岡山東

（株）長浜土木

代表取締役 北浦 謙

701-4301 瀬戸内市牛窓町牛窓5-1

0869-34-4971

0869-34-4441

○

141 岡山東

備前鋼業（有）

代表取締役 藤井 研一

701-4214 瀬戸内市邑久町本庄812-2

0869-24-1592

0869-24-1574

○

142 岡山東

（株）ヒライ技研建設

代表取締役 平井 久男

703-8282 岡山市中区平井1224-25

086-276-3971

086-276-7784

○

143 岡山東

（有）ひらき商店

代表取締役 高畑 井治

704-8181 岡山市東区浅越184-17

086-943-0633

086-942-6972

○

144 岡山東

（有）広江木材

代表取締役 廣江 良行

702-8002 岡山市中区桑野129-5

086-276-4558

086-276-4655

○

145 岡山東

（有）藤田商店

代表取締役 藤田 晃二

703-8286 岡山市中区旭東町2-10-15

086-273-0003

086-273-1114

○

- 1/15 -

○

○
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146 岡山東

（有）宝成建設

代表取締役 成本 一夫

704-8152 岡山市東区宝伝3677

086-947-1811

086-947-1911

○

147 岡山東

（株）前田組

代表取締役 前田 美知敏

704-8191 岡山市東区西大寺中野700-7

086-943-7650

086-943-2811

○

○

148 岡山東

（株）陸海環境

代表取締役 時實 典子

701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄188-1

0869-22-2355

0869-24-1155

○

○

149 岡山東

（株）村上興業

代表取締役 村上 孝次

709-0621 岡山市東区沼1268-1

086-267-0680

086-267-0681

○

150 岡山東

明和建設（株）

代表取締役 黒田 正義

709-0631 岡山市東区東平島1397

086-297-3737

086-297-4722

○

○

151 岡山東

（有）モリワキ商事

代表取締役 森脇 公治

701-4271 瀬戸内市長船町長船957-5

0869-66-6200

0869-66-8536

○

○

152 岡山東

（有）吉村工業

代表取締役 吉村 政倫

701-4302 瀬戸内市牛窓町牛窓2642

0869-34-2342

0869-34-2432

○

153 岡山東

（株）頼

代表取締役 頼 昌

704-8162 岡山市東区豊田615-10

086-948-5106

086-948-5101

○

154 岡山東

（有）リサイクルセンター平島

代表取締役 筒井 邦典

709-0631 岡山市東区東平島27-1

086-206-1235

086-206-3311

○

- 2/15 -

○
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201 岡山西

（株）アーキテクト京橋

代表取締役 伊加 昌明

700-0841 岡山市南区浜野3-19-21

086-201-4337

086-262-8266

○

202 岡山西

（株）アーダ

代表取締役 蓬莱 かすみ

703-8232 岡山市中区関458-6

086-208-3310

086-208-3312

○

代表取締役 金丸 政計

701-0204 岡山市南区大福908-3

086-282-3777

086-282-3999

○

203 岡山西

https://www.art-086-282-3777.jp/
（株）アートコーポレーション

○

204 岡山西

朝日エンタープライズ（株）

代表取締役 荒木 洋一

702-8037 岡山市南区千鳥町27-4

086-262-6333

086-262-6655

○

205 岡山西

アトラクティブ大永（株）

代表取締役 小川 昌作

700-0904 岡山市北区柳町2-4-18

086-231-0266

086-231-5118

○

206 岡山西

（株）アライエンス岡山

代表取締役 内海 紀之

702-8013 岡山市南区飽浦217-1

086-267-9550

086-267-9552

○

207 岡山西

（株）アルス工業

代表取締役 内海 光徳

700-0912 岡山市大供表町7-1

086-222-2225

086-222-2228

○

208 岡山西

泉建設（株）

代表取締役 泉 正昭

702-8013 岡山市南区飽浦126

086-267-5333

086-267-5334

○

209 岡山西

（有）井上設備

代表取締役 井上 實

702-8024 岡山市南区浦安南町584-3

086-263-8745

086-263-8464

○

代表取締役 金山 昇司

701-0221 岡山市南区藤田1438-10

086-250-7800

086-250-7888

○

○
○

210 岡山西

http://www.intex-kk.com/company/about
（株）インテックス

211 岡山西

（有）宇野自工

代表取締役 今井 勇一

703-8264 岡山市中区倉富440

086-276-5005

086-276-5010

○

212 岡山西

http://www.eiko-techno.co.jp/
栄光テクノ（株）

代表取締役 堀川 英治

700-0943 岡山市南区新福2-7-20

086-265-1234

086-265-7722

○
○

○

213 岡山西

（株）エクステリア１０１

代表取締役 岩井 勉

700-0925 岡山市北区大元上町7-18

086-242-1013

086-245-4101

214 岡山西

エコシステム岡山（株）

代表取締役 氏原 尚

702-8506 岡山市南区海岸通1-3-1

086-262-9020

086-264-0271

215 岡山西

（株）ecoプロジェクト

代表取締役 松多 広樹

701-0221 岡山市南区藤田890-6

086-296-0706

086-296-0708

○

216 岡山西

（有）大賀鈞商店

代表取締役 大賀 香

700-0862 岡山市北区清輝本町1-8

086-222-2826

086-222-3026

○

217 岡山西

（株）岡清組

代表取締役 藤井 武士

700-0866 岡山市北区岡南町2-5-7

086-233-7230

086-226-0113

○

○

218 岡山西

岡山汽水工業（有）

代表取締役 渡邊 隆

700-0811 岡山市北区番町1-4-13

086-223-3146

086-223-3147

○

○

219 岡山西

岡山高圧洗浄（株）

代表取締役 佐伯 孝之

701-0221

086-264-7266

086-264-7263

○

220 岡山西

http://www.dowa-eco.co.jp/OKK/
岡山砿油（株）

代表取締役 同前 伸一

702-8045 岡山市南区海岸通2-6-13

086-264-6866

086-264-6867

○

○

221 岡山西

http://www.katakyu.co.jp/
（有）片岡久工務店

代表取締役 片岡 重治

702-8033 岡山市南区福富東2-17-13

086-263-2010

086-263-2468

○

○

代表取締役 今村 明煕

700-0803 岡山市北区北方1丁目10-20

086-233-5886

086-233-5887

○

代表取締役 妹尾 和幸

701-0221 岡山市南区藤田73

086-296-2418

086-296-6610

○

代表取締役 大北 佳信

702-8055 岡山市南区築港緑町3-13-22

086-264-1962

086-264-1971

○

代表取締役 河野 成人

702-8014 岡山市南区宮浦2794

086-267-3079

086-267-1550

○

222 岡山西
223 岡山西
224 岡山西
225 岡山西

（有）旭誠開発
http://kounan-okayama.jp/
（株）ＫＯＵＮＡＮ
（有）岡南美研
http://www.kounandai.co.jp/
（有）光南台土建

岡山市北区表町2-4-16
ノーブルシティ城下通り803号

○

226 岡山西

（株）幸学

代表取締役 北澤 佐年

702-8048 岡山市南区阿津308

086-269-9600

086-269-9700

○

227 岡山西

（有）コウノ産業

代表取締役 河野 美香

700-0845 岡山市南区浜野2-10-9

086-263-6121

086-944-1464

○

228 岡山西

児島興業（有）

代表取締役 風間 彰

702-8016 岡山市南区小串3432

086-269-2001

086-267-2085

○

○

229 岡山西

http://gomi.tv/
護美飼糧（株）

代表取締役 児島 道浩

701-0221 岡山市南区藤田2348-6

086-296-5300

086-296-5304

○

○

230 岡山西

（有）ごみゼロ

取締役

702-8004 岡山市中区江並331-99

086-200-1001

0863-66-5181

○

231 岡山西

（有）笹建材

代表取締役 笹 浩二

702-8033 岡山市南区福富東2-16-6

086-262-1875

086-265-4520

○

232 岡山西

（有）山陽テクノ

代表取締役 大原 実

701-0204 岡山市南区大福31-1

086-209-0355

086-209-0356

○

○

233 岡山西

新明産業（株）岡山支店

支店長

奥長 義章

701-0221 岡山市南区藤田2111

086-296-3587

086-296-4808

○

○

234 岡山西

（有）新生産業

取締役

猪原 美和

702-8048 岡山市南区福吉町24-6

086-265-0616

086-265-0601

○

235 岡山西

（株）タカショウ

代表取締役 髙嶋 俊和

702-8026 岡山市南区浦安本町32-6

086-259-3477

086-259-3478

○

代表取締役 大越 秀樹

706-0001 玉野市田井3-31-1

0863-31-1321

0863-32-3321

○

236 岡山西

http://daisanunyu.co.jp/
大三運輸（株）

坂本 正美

237 岡山西

大新物産（株）

代表取締役 大羅 章成

710-0842 倉敷市吉岡407-1

086-426-8090

086-422-9886

○

238 岡山西

（有）ダイテツ商会

代表取締役 山木 良奈

700-0961 岡山市北区北長瀬本町7-12

086-251-2678

086-251-2677

○

239 岡山西

玉川商店

代表者

704-8165 岡山市東区政津974-1

086-948-4384

086-948-4374

○

240 岡山西

（株）中国住宅工業

代表取締役 奥村 奈巳

701-0131 岡山市北区花尻みどり町5-107

086-255-9000

086-255-9003

○

241 岡山西

中国精油（株）環境事業部
ＪＦＥ倉敷事業所

代表取締役 樋口 克彦

712-8074 倉敷市水島川崎通1丁目

086-447-4787

086-447-4785

○

代表取締役 坪井 規嘉

702-8042 岡山市南区洲崎1-7-7

086-264-1611

086-263-9551

○

242 岡山西

http://ww31.tiki.ne.jp/~tsubokin/
（有）坪井金属

玉川 昭二

243 岡山西

（株）テクノ開発

代表取締役 木田 憲治

702-8031 岡山市南区福富西1-3-31

086-902-1235

086-201-0283

○

244 岡山西

（有）トシ海建設

代表取締役 小嵐 静海

702-8016 岡山市南区小串1139-6

086-269-2031

086-269-2667

○

245 岡山西

（株）トムコ

代表取締役 森元 健二

700-0011 岡山市北区学南町1丁目15-17

086-233-0057

086-233-0056

○
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246 岡山西

トラスト・クリーン（株）

代表取締役 室山 宣英

700-0941 岡山市北区青江4-22-20

086-259-5588

086-259-5577

○

247 岡山西

西日本設備管理（株）

代表取締役 鬼山 昌典

700-0944 岡山市南区泉田5-10-35

086-241-5525

086-246-0259

○

248 岡山西

http://www.nntk.co.jp/
西日本建物管理（株）

代表取締役 林 茂樹

700-0824 岡山市北区内山下2-11-18

086-232-0844

086-232-0983

○

249 岡山西

http://www.westmax.jp/index.html
（株）西日本マックス

代表取締役 松田 次歳

702-8011 岡山市南区郡3000

086-267-9955

086-267-9977

○

250 岡山西

日本通運（株）岡山支店

支店長

大西 恭司

700-0902 岡山市北区錦町1-1-704

086-224-0989

086-224-8796

○

251 岡山西

彦崎通運（株）

代表取締役 山本 孝一

700-0866 岡山市北区岡南町2-3-1

086-222-1747

086-225-0135

○

○

252 岡山西

https://www.hirakin.co.jp/
平林金属（株）

代表取締役 平林 実

700-0973 岡山市北区下中野347-104

086-246-0011

086-246-1100

○

○

253 岡山西

http://kk-fuji-clean.jp/
藤クリーン（株）

代表取締役 松田 一寿

702-8026 岡山市南区浦安本町133-2

086-264-8775

086-264-8797

○

○

254 岡山西

（株）フミタ組

代表取締役 文田 相律

702-8011 岡山市南区郡1272-4

086-267-2507

086-267-3111

○

255 岡山西

（株）堀川建設

代表取締役 堀川 富士子

701-0215 岡山市南区西畦190-4

086-428-1122

086-429-2211

○

256 岡山西

（有）丸栄土壌消毒

代表取締役 荒木 敏行

702-8002 岡山市中区桑野480-22

086-276-4617

086-276-4620

○

257 岡山西

（有）ミゾグチ

代表取締役 溝口 弘彦

701-0221 岡山市南区藤田564-153

086-296-6998

086-296-7621

○

258 岡山西

（株）光岡組

代表取締役 光岡 政勝

700-0942 岡山市南区豊成1丁目1-13

086-224-5305

086-223-2510

○

代表取締役 三村 浩一

700-0942 岡山市南区豊成1-8-8

086-263-3231

086-263-3233

○

代表取締役 六車 強

702-8048 岡山市南区福吉町31-30

086-264-5833

086-264-5834

○

代表取締役 駒津 慎

700-0941 岡山市北区青江1-20-26

086-225-3946

086-232-0827

○

259 岡山西
260 岡山西
261 岡山西

http://www.mimura.co.jp/
（株）ミムラ
（株）六車興業
http://www.meiwa-paper.co.jp/
明和製紙原料（株）

262 岡山西

（株）蓬莱組

代表取締役 蓬莱 富孝

700-0944 岡山市南区泉田3-7-20-1

086-265-5671

086-264-5463

○

263 岡山西

（株）ヤスクニ

代表取締役 竹内 秀光

701-0141 岡山市北区白石東新町14-102

086-253-1888

086-253-2488

○

264 岡山西

安田産業（株）

代表取締役会長

702-8036 岡山市南区三浜町1-1-18

086-263-3061

086-263-3029

○

265 岡山西

（株）ヤタニ

代表取締役 八谷 徹之

702-8012 岡山市南区北浦982-4

086-267-2520

086-267-2716

○

266 岡山西

http://yokotashouten.info/
横田商店

代表者

700-0942 岡山市南区豊成1-7-14

086-262-0015

086-264-5625

○

267 岡山西

（株）リペア

702-8002 岡山市中区桑野480-10

086-276-1488

086-276-4121

○

安田 猛男

横田 雅史

代表取締役 植田 慎一郎

- 4/15 -

○

○

○

○

一般社団法人岡山県産業廃棄物協会 会員名簿
no

支部

ホーム
ページ

氏名

代表者役職

代表者名

〒

住所

令和元年6月11日現在
TEL

FAX

収集運搬 中間処理 最終処分

301 岡山中央

（有）旭川環境

代表取締役 甲元 平

709-3143 岡山市北区建部町宮地518-1

086-722-0256

086-722-0293

○

302 岡山中央

（有）新井建設

代表取締役 新井 英二

706-0021 玉野市和田3丁目12-7

0863-81-7358

0863-81-0477

○

303 岡山中央

（有）アワイクリーン

代表取締役 渡辺 伸二

701-1461 岡山市北区粟井2214

086-295-2852

086-295-0809

○

304 岡山中央

（株）イヅミ

代表取締役 泉 辰己

709-1213 岡山市南区彦崎2133

086-362-3414

086-362-3893

○

305 岡山中央

（有）烏城

代表取締役 杉野 裕司

701-0206 岡山市南区箕島574-2

086-239-7030

086-239-7031

○

306 岡山中央

栄吉海運（株）

代表取締役 伏原 直

706-0027 玉野市田井6-1-3

0863-33-8111

0863-33-8112

○

307 岡山中央

（有）江草水道工業所

代表取締役 杉本 光弘

704-8172 岡山市東区大多羅町174-2

086-943-6060

086-943-6061

○

308 岡山中央

（有）大倉土木

代表取締役 大倉 康作

701-0204 岡山市南区大福384

086-282-2456

086-281-2937

○

309 岡山中央

（株）オーガニック

代表取締役 井上 優

709-2341

0867-34-1622

0867-34-0976

○

○

310 岡山中央

岡山アスコン（株）

代表取締役 萬谷 敦敏

701-0206 岡山市南区箕島2597

086-282-9977

086-282-9987

○

○

311 岡山中央

（有）岡山下水開発

代表取締役 甲本 雅春

701-1341 岡山市北区吉備津1302-2

086-287-6722

086-287-2563

○

312 岡山中央

（有）岡山清掃

代表取締役 惣市 卓久

701-0202 岡山市南区山田1072

086-281-0890

086-281-1060

○

313 岡山中央 http://www.kc-tsk3150.co.jp/
（株）環境クリーン

代表取締役 田中 正人

701-1224

086-286-3020

086-286-3021

314 岡山中央 http://www.osakada.co.jp/
（株）小坂田建設

代表取締役 小坂田 英明

709-3112 岡山市北区建部町川口1417

086-722-0257

086-722-1210

○

315 岡山中央

小野建設（株）

代表取締役 小野 勝己

701-1205 岡山市北区佐山1364-3

086-284-7161

086-284-6854

○

316 岡山中央

（有）小畠商店

代表取締役 小畠 裕

651-2124

078-201-9922

078-201-9922

○

317 岡山中央

（株）開敷

代表取締役 佐藤 彰弘

701-0205 岡山市南区妹尾3729-4

086-282-7700

086-282-7711

○

318 岡山中央

（有）技建産業

代表取締役 根木 健二

701-1223 岡山市北区大窪577-1

086-284-9229

086-284-9900

○

319 岡山中央

（有）キンダイ建設

代表取締役 大森 洋一

701-0205 岡山市南区妹尾1841

086-282-9907

086-282-9908

○

320 岡山中央 http://www.kibigroup.com/
（有）吉美

代表取締役 石原 恵一

701-0165 岡山市北区大内田1367-1

086-293-1052

086-292-2020

○

321 岡山中央 http://www.kibigroup.com/
（有）吉備環境設備

代表取締役 石原 慎祐

701-0165 岡山市北区大内田1367-1

086-293-0524

086-293-0860

○

322 岡山中央 http://www.knb-okayama.co.jp/
（株）ケイ・エヌ・ビー

代表取締役 西岡 喜良

701-0214 岡山市南区曽根19-3

086-298-1100

086-298-1101

○

323 岡山中央

代表取締役 奥山 秀敏

700-0986 岡山市北区新屋敷町2-2-20

086-243-1585

086-243-1868

○

324 岡山中央 http://www.kokyo.com/
公協産業（株）

代表取締役 小川 大志

709-0626 岡山市東区中尾126-4

086-278-9770

086-278-9772

○

325 岡山中央

興和総業（株）

代表取締役 大西 利行

706-0014 玉野市玉原3-20-1

0863-32-3777

0863-32-5036

○

326 岡山中央

（有）小寺建材

代表取締役 小寺 智也

701-0211 岡山市南区東畦397

086-282-1522

086-282-6522

○

327 岡山中央

佐藤工業（株）

代表取締役 佐藤 雅浩

701-0205 岡山市南区妹尾1358

086-282-0054

086-282-5038

○

328 岡山中央

（株）製紙原料佐藤商店

代表取締役 佐藤 貴博

701-0204 岡山市南区大福633

086-282-5332

086-281-3010

○

329 岡山中央

三興（株）

代表取締役 小泉 千弘

706-0153 玉野市滝1418

086-477-7118

086-447-3555

○

330 岡山中央

サンビルド（株）岡山事業所

代表取締役 齋藤 章太

701-1601 岡山市北区掛畑1596-1

086-299-0860

086-299-0870

331 岡山中央

（株）サンヨー装備

代表取締役 楠 昌道

701-0203 岡山市南区古新田393-18

086-282-6155

086-282-6171

○

332 岡山中央 https://www.hatsuriya.jp/
（株）正栄組

代表取締役 楢村 伴睦

701-2151 岡山市北区金山寺4-1

086-228-4180

086-228-3410

○

333 岡山中央

（株）勢昌興運

代表取締役 山下 真一

706-0304 玉野市番田1025

0863-66-5755

0863-66-5766

○

334 岡山中央

（株）関本建設

代表取締役 山水 勲

706-0132 玉野市用吉1750

0863-71-0458

0863-71-0700

○

335 岡山中央 http://sekiwakensetsu.com/
積和建設中国（株）岡山支店

支店長

701-0304 都窪郡早島町早島4962-38

086-480-1600

086-480-1900

○

336 岡山中央 http://www.seno-sangyo.co.jp/
妹尾産業（有）

代表取締役 畑 貞夫

701-0206 岡山市南区箕島1306-26

086-282-0521

086-282-0647

○

337 岡山中央

総興運輸倉庫（株）

代表取締役 山田 耕裕

706-0014 玉野市玉原3-11-2

0863-31-1778

0863-31-1782

○

338 岡山中央

（株）相和建設

代表取締役 光森 敏文

701-1153 岡山市北区富原518-1

086-253-1000

086-255-0000

○

339 岡山中央

（有）造田組

代表取締役 造田 修

706-0223 玉野市八浜町波知25-4

0863-51-1558

0863-51-2359

○

340 岡山中央

（株）大総

代表取締役 三宅 邦博

706-0151 玉野市長尾1206

0863-71-6677

0863-71-6688

○

341 岡山中央

（有）タカノリ産業

代表取締役 岩田 栄治

701-1462 岡山市北区大井2851

086-295-0889

086-295-1183

○

342 岡山中央

（有）大保建設

代表取締役 三村 廣彦

700-0944 岡山市南区曽根19-3

086-230-6377

086-298-1101

○

343 岡山中央

（株）タケモト土木

代表取締役 竹本 義人

701-1145 岡山市北区横井上507-60

086-294-2538

086-294-5728

○

344 岡山中央 http://tamagumi.jp/
（株）玉組

代表取締役 木津 忠士

706-0014 玉野市玉原3-7-3

0863-21-3255

0863-21-3299

○

345 岡山中央 http://tamatai.com/
タマタイ産業（株）

代表取締役 大塚 雅司

700-0935 岡山市北区神田町2-1-25

086-224-3291

086-223-6354

○

（株）研美社

多田 正治

加賀郡吉備中央町上加茂
1791-1

岡山市北区長野字鳴谷山5177

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤
和1788-24
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○

346 岡山中央

田村砕石工業（株）

代表取締役 田村 啓二

709-2107 岡山市北区御津矢原285-2

086-724-0715

086-724-1433

347 岡山中央

（有）トータルプランニング三心

代表取締役 三宅 富紀子

701-0161 岡山市北区川入1099-22

086-292-0123

086-293-5678

○

348 岡山中央

長和建設工業（株）

代表取締役 長谷川 真一

701-1352 岡山市北区小山533-1

086-287-5505

086-287-5425

○

349 岡山中央

（株）デベロップ岡山

代表取締役 田口 睦青

701-0213 岡山市南区中畦1118-3

086-298-3125

086-298-2927

○

350 岡山中央

（有）テルケンコンプリート

代表取締役 照井 智和

701-2142 岡山市北区玉柏782-6

086-228-2270

086-228-2580

○

351 岡山中央

（有）中田商店

代表取締役 中田 義一

701-0141 岡山市北区白石東新町3-118

086-252-1922

086-256-0428

○

○

352 岡山中央 http://nakanokaihatu21.co.jp/
中野開発（株）

代表取締役 中野 貞治

701-2142 岡山市北区玉柏75

086-229-2316

086-229-3175

○

○

353 岡山中央 http://www.e-nac.co.jp/
（株）西日本アチューマットクリーン

代表取締役社長

703-8245 岡山市中区藤原50-1

086-272-8042

086-271-1050

○

○

354 岡山中央

ニッポウ興産（株）岡山事業所

統括本部長 藤崎 幸喜

701-0304 都窪郡早島町早島720

086-483-2336

086-480-1145

○

○

355 岡山中央

迫川清掃（有）

代表取締役 神戸 正義

709-1204 岡山市南区西高崎62

086-362-3828

086-362-3841

○

356 岡山中央

（有）ハノウ

代表取締役 羽納 健

704-8162 岡山市東区豊田36-3

086-948-5122

086-948-5118

○

357 岡山中央

（株）藤工務店

代表取締役 藤田 孝次

706-0223 玉野市八浜町波和119-1

0863-51-2447

0863-51-2433

○

358 岡山中央

（株）正岡

代表取締役 伊東 和彦

706-0315 玉野市後閑1515

0863-41-2887

0863-41-2552

○

359 岡山中央 http://www.materialbank.co.jp/
マテリアルバンク（株）

代表取締役 矢吹 史郎

701-0165 岡山市北区大内田1310

086-250-0071

086-250-0072

○

360 岡山中央

（有）御津衛生センター

代表取締役 甲元 政利

709-2121 岡山市北区御津宇垣1762-2

086-724-1184

086-724-4347

○

361 岡山中央

三和興産（株）

代表取締役 重本 真司

701-1134 岡山市北区三和1553

086-294-2201

086-294-5405

○

362 岡山中央

ミノル産業（有）

代表取締役 利川 稔

706-0151 玉野市長尾739

0863-71-1345

0863-71-3883

○

363 岡山中央

（株）横川建設

代表取締役 杉山 晴信

709-3113

岡山市北区建部町下神目
1263-1

086-722-0757

086-722-2275

○

代表取締役 横山 淳平

678-0232 兵庫県赤穂市中広1370-1

0791-43-5328

0791-43-6568

○

364 岡山中央 http://www.yst21.co.jp/
（株）横山サポートテック

藏本 悟
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401 東備

アサヒ炉材（株）

代表取締役 谷本 総一

705-0131 備前市野谷50

0869-62-0774

0869-62-2070

○

402 東備

（株）井上商事

代表取締役 井上 正昭

709-0221 備前市吉永町金谷192-9

0869-62-1822

0869-62-1797

○

403 東備

エスク岡山（株）

代表取締役 北村 猛

701-2204 赤磐市山手46

086-957-2118

08695-7-2796

○

404 東備

遠藤建設（株）

代表取締役 遠藤 吉人

709-0514 和気郡和気町佐伯60-1

0869-88-1523

0869-88-0471

○

405 東備

（有）大中工業

代表取締役 大中 昭夫

709-0855 岡山市東区瀬戸町沖372-4

086-952-9010

086-952-9030

○

406 東備

（株）金田組

代表取締役 金田 敏郎

670-0841 兵庫県姫路市城東町63

0792-88-5380

0792-24-0053

○

407 東備

金平鉄鋼（株）

代表取締役 金平 仁

705-0022 備前市東片上2504-6

0869-64-3755

0869-63-3456

○

408 東備

（株）カワダ建設

代表取締役 川田 晴康

709-0802 赤磐市桜が丘西2丁目7-15

086-958-3530

050-3737-3437

○

409 東備

河本金属（有）

代表取締役 河本 金也

709-0224 備前市吉永町吉永中637

0869-84-3120

0869-84-2072

○

410 東備

キョクトウ（有）

代表取締役 寺尾 邦弘

709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸646

086-952-0384

086-952-1977

○

代表取締役 寺尾 俊郎

705-0022 備前市東片上50-1

0869-64-3333

0869-64-3336

○

411 東備

https://kowan.co.jp/
コーワン（株）

412 東備

（株）桜商事運輸

代表取締役 立石 亨

709-0802 赤磐市桜が丘西1丁目28-13

086-955-9515

086-955-9516

○

413 東備

（株）山陽精油所

代表取締役 林田 吉雄

705-0001 備前市伊部997

0869-64-2759

0869-63-2672

○

414 東備

昭和開発（株）

代表取締役 久山 洋子

705-0003 備前市大内454-1

0869-66-7006

0869-66-9798

○

415 東備

（有）豊田建運

代表取締役 豊田 眞爾

709-0704 赤磐市沢原1552

086-995-0001

086-995-2222

○

416 東備

https://www.hinase-gr.com/
日生運輸（株）

代表取締役 伊賀 資耕

705-0033 備前市伊里中588-1

0869-67-2111

0869-67-3323

○

417 東備

（有）日生環境

代表取締役 松本 守一

701-3202 備前市日生町寒河282-22

0869-74-0314

418 東備

藤原運送（株）

代表取締役

705-0033 備前市穂浪1589-2

0869-67-0121

0869-67-0123

○

419 東備

（有）藤本組

代表取締役 藤本 秀郎

709-0822 赤磐市岩田89-1

086-955-2387

086-955-2227

○

420 東備

（有）福起園土木

代表取締役 竹入 利計

709-0721 赤磐市桜が丘東5-5-210

086-995-1356

086-995-2458

○

421 東備

横山商事（株）

代表取締役 横山 忠彦

701-3202 備前市日生町寒河2559

0869-72-1301

0869-72-1305

○

422 東備

http://www.hoaisangyo.com/
芳愛産業

代表者

709-0824 赤磐市穂崎699

086-229-9119

086-229-9000

○

藤原 辰一・藤原 淳一

小林 芳宜

○

423 東備

（有）和気環境サービス

代表取締役 松本 公子

709-0421 和気郡和気町日室139

0869-93-0473

0869-93-1556

○

424 東備

（有）彌組運輸

代表取締役 森岡 栄一

709-0862 岡山市東区瀬戸町笹岡1279-3

086-952-0800

086-952-3266

○
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501 倉敷

（株）ＡＳＨ

代表取締役 難波 勇介

719-1162 総社市岡谷250-2

0866-90-0013

0866-90-0003

○

502 倉敷

朝倉龍水園

代表

710-0065 倉敷市宮前89-5

086-426-8899

086-426-8016

○

503 倉敷

アーバンロード開発工業（有）

代表取締役 西川 富代子

710-1102 倉敷市茶屋町早沖1570-1

086-436-8866

086-436-8877

○

504 倉敷

泉興産（株）

代表取締役 岩部 慎也

720-0824 広島県福山市多治米町5-8-5

0849-53-2400

0849-53-2444

○

505 倉敷

伊藤化学（株）

代表取締役 中川 洋子

713-8125 倉敷市玉島勇崎1100-3

086-528-2952

086-528-3040

○

506 倉敷

（株）エイチ

代表取締役 小野 裕太

719-1102 総社市東阿曽1990

0866-99-8808

0866-99-8811

○

朝倉 立一

○

506 倉敷

http://www.okayamasankou.co.jp/
岡山産興（株）

代表取締役 木村 節夫

710-0803 倉敷市中島2407-119

086-465-4852

086-465-8771

○

○

507 倉敷

http://www.kangai.co.jp/
（株）カンガイ

代表取締役 甲谷 禎浩

713-8123 倉敷市玉島柏島769-1

086-526-2121

086-522-2195

○

○

508 倉敷

吉備開発工事（株）

代表取締役 坪井 のり子

719-1142 総社市秦3325-1

0866-95-0040

0866-95-0041

○

509 倉敷

http://www.kurakan.co.jp/
（株）クラカン

代表取締役 高橋 ゆうこ

710-0042 倉敷市二日市322-3

086-422-1000

086-422-1582

○

510 倉敷

http://www.kurashiki-kigyo.co.jp/
倉敷企業合資会社

代表社員

710-0842 倉敷市吉岡293-1

086-424-6429

086-421-9190

○

511 倉敷

（有）倉敷ケミカル

代表取締役 原 政徳

712-8074 倉敷市水島川崎通1-7

086-448-7121

086-448-7121

○

512 倉敷

協同組合倉敷市環境保全協会

代表理事

710-0038 倉敷市新田2322-8

086-422-7371

086-421-5427

○

岡本 靖磨呂

岡井 智之

513 倉敷

http://clean-air.co.jp/
クリーンエア（株）

代表取締役 枚田 智行

710-0837 倉敷市沖新町61-6 2F

086-486-1369

086-486-1396

○

514 倉敷

http://www.kenbi-bm.co.jp/
（株）建美

代表取締役 幡司 則夫

710-0016 倉敷市中庄1688-17

086-463-1271

086-462-8090

○

515 倉敷

（有）幸福設備工業

代表取締役 佐野 修

710-0261 倉敷市船穂町船穂936-3

086-552-3161

086-552-3163

○

516 倉敷

（有）興美

代表取締役 洲崎 節治

710-0024 倉敷市亀山769-2

086-420-2275

086-420-2276

○

所長

710-0803 倉敷市中島1224-1

086-466-6601

086-466-6602

○

710-0815 倉敷市日吉町497-1

086-425-2727

086-422-5906

○

712-8051 倉敷市中畝1-7-23

086-455-8132

086-455-8299

○

517 倉敷
518 倉敷

http://www.cocco-at.jp/
（株）こっこー岡山営業所
（有）酒津建設

芳信 和稔

代表取締役 布川 琢一

http://www.sankyu.co.jp/
山九（株）

岡山支店支店長

520 倉敷

http://www.sanyobigyo.jp/
山陽美業（株）

代表取締役 室山 晃一

710-0826 倉敷市老松町2-13-30

086-434-3500

086-422-1331

○

521 倉敷

http://www.y-21gp.com/sanyo-fil/
（株）サンヨー・フィル

代表取締役 山田 英基

713-8121 倉敷市玉島阿賀崎1575-1

086-522-2572

086-522-2518

○

522 倉敷

Ｊ＆Ｔ環境（株）倉敷営業所

所長

佐藤 敦

086-447-0081

086-447-0082

○

523 倉敷

http://www.jfe-esc.co.jp/
ＪＦＥ環境サービス（株）倉敷事業所

所長

中田 真人

712-8006 倉敷市連島町鶴新田2177-1
倉敷市水島川崎通1-14-1 JFE
712-8074 スチール㈱西日本製鉄所倉敷
地区構内
712-8074 倉敷市水島川崎通1-5-2

086-447-4892

086-440-2110

○

086-447-4266

086-447-4225

○

代表取締役 三原 昌守

710-0024 倉敷市亀山708-4

0868-428-4439

086-428-9166

○

代表取締役 高谷 啓治

710-0038 倉敷市新田2785-1

086-425-7567

086-425-5532

○

代表取締役 中塚 小織

713-8121 倉敷市玉島阿賀崎2471-1

086-525-8900

086-525-8988

○

代表取締役 佐藤 俊昭

710-0035 倉敷市黒石113-15

086-435-0109

086-435-0119

ＪＦＥ条鋼（株）

525 倉敷

（有）シーエフ三圭

526 倉敷
527 倉敷
528 倉敷

http://takatani.jp/
（株）ショウダイ
（株）シンコーポレーション
http://www.seikitokyu.co.jp/
世紀東急工業（株）

原田 実

○

○

529 倉敷

（株）総社クリーンメンテナンス

代表取締役 大久保 中

719-1155 総社市小寺1941

0866-93-8548

086-454-2361

○

530 倉敷

（有）総社清掃

代表取締役 川田 和市

719-1155 総社市小寺1953

0866-92-2127

0866-94-1203

○

531 倉敷

総美総業（有）

代表取締役 川上 智嗣

719-1111 総社市長良321

0866-93-0538

0866-93-2444

○

533 倉敷

（株）タカラカンキョウ舎

代表取締役 藤田 一

710-0253 倉敷市新倉敷駅前4丁目63-2

086-525-7518

086-525-7588

○

534 倉敷

（有）第一砂利

取締役営業部長

710-0801 倉敷市酒津相生阪1052

086-552-2065

086-552-2070

○

535 倉敷

（株）たけうち

代表取締役 木山 健太

719-1142 総社市秦328

0866-94-3322

0866-94-3340

○

536 倉敷

（株）田中商会

代表取締役 室山 敏彦

710-0803 倉敷市中島1395

086-465-3050

086-465-3051

○

○

537 倉敷

（有）田中善昭商店

代表取締役 田中 善昭

710-0051 倉敷市幸町11-36

086-422-7878

086-422-7880

○

○

538 倉敷

（有）立龍美掃

代表取締役 木村 登志男

710-0006 倉敷市祐安916-1

086-422-8897

086-434-0475

○

○

539 倉敷

（株）中備産業

代表取締役 眞田 里志

712-8051 倉敷市中畝7丁目10-15

086-455-0001

086-455-0400

○

森永 彰

540 倉敷

http://www.chuo-kensetsu.co.jp/
中央建設（株）

代表取締役 岡本 靖磨呂

710-0842 倉敷市吉岡293-1

086-424-6429

086-421-9190

○

541 倉敷

http://www.tsuboi-gumi.co.jp/
（株）坪井組

代表取締役 坪井 一明

710-0024 倉敷市亀山519-1

086-428-5988

086-428-6136

○

542 倉敷

http://www.toyo-kenko.co.jp/
東洋建設工業（株）

代表取締役 眞野 吉行

710-0016 倉敷市中庄3558-1

086-463-0007

086-463-0008

○

543 倉敷

http://www.toyo-syoji.co.jp/
（株）トーヨー商事

代表取締役 岡本 靖磨呂

710-0842 倉敷市吉岡293-1

086-424-6429

086-421-9190

○

544 倉敷

（有）中栄産業

代表取締役 中村 正人

710-0065 倉敷市宮前372

086-424-0381

086-424-0381

○

545 倉敷

http://namimatsu.jp/
（株）並松商会

代表取締役 並松 知幸

713-8103 倉敷市玉島乙島8256-81

086-526-8333

086-526-8334

○

- 8/15 -

○

○

519 倉敷

524 倉敷

田辺 敏裕

○

○

○

○

○
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546 倉敷

（株）ニシムラ

代表取締役 村田 真

710-0834 倉敷市笹沖616-17

086-434-6221

086-425-3691

○

547 倉敷

（株）早島クリーンセンター

代表取締役 藤井 隆司

701-0304 都窪郡早島町大字早島1999-1

086-483-0298

086-482-2182

○

548 倉敷

（有）クライム

代表取締役 藤田 昭裕

701-0105 倉敷市矢部勝2110-5

086-462-7515

086-463-1288

○

○

549 倉敷

http://www.bics.co.jp/
（株）美建ビルサービス

代表取締役 小林 建雄

710-0016 倉敷市中庄2248-4

086-463-1351

086-463-1779

○

○

550 倉敷

http://furukawas.co.jp/
（株）フルカワ商事

代表取締役 古川 悦生

710-0835 倉敷市四十瀬343-3

086-424-8020

086-427-3699

○

○

551 倉敷

（株）ホゼン

代表取締役 森岡 輝行

710-0824 倉敷市白楽町456-3

086-425-6439

086-425-6438

○

552 倉敷

http://www.marusan003.com/
（有）丸三清掃

代表取締役 三宅 順一

713-8101 倉敷市玉島上成1022

086-526-2844

086-526-4288

○

553 倉敷

（有）三宅解体

代表取締役 三宅 正一

713-8101 倉敷市玉島上成1168

086-526-7826

086-526-7760

○

554 倉敷

https://www.m-ecoworks.net/
水島エコワークス（株）

712-8074 倉敷市水島川崎通1-14-5

086-447-3255

086-447-3257

555 倉敷

メイワ産業（株）

代表取締役 池宗 耕平

710-0035 倉敷市黒石184-4

086-426-7333

086-426-8300

○

556 倉敷

（株）ユキケン

代表取締役 岡本 幸雄

713-8103 倉敷市玉島乙島5586

086-526-8385

086-526-8285

○

558 倉敷

吉田建材（株）

代表取締役 吉田 茂

710-1313 倉敷市真備町川辺2965-1

086-698-8888

086-698-6868

○

○

559 倉敷

（有）吉田実業

代表取締役 吉田 信彦

719-1122 総社市下林字高山1042-3

0866-93-7535

0866-93-7528

○

○

560 倉敷

（有）渡辺清掃

代表取締役 渡辺 正

719-1156 総社市門田310-1

0866-92-3137

0866-92-3137

○

代表取締役社長

藤井 和夫

- 9/15 -

○
○

○
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601 倉敷南

（株）アクアコーポレーション

代表取締役 西山 太一郎

711-0911 倉敷市児島小川6-1-10

086-474-0015

086-472-4969

○

602 倉敷南

（株）飛鳥

代表取締役 瀧上 昇

711-0907 倉敷市児島上の町3-4-15

086-470-0006

086-470-0016

○

代表取締役 内田 航

712-8052 倉敷市松江3-2-46

086-456-5888

086-456-4552

○

603 倉敷南

http://www.uchida-ind.co.jp/
内田工業（株）

604 倉敷南

岡本リサイクル産業（有）

代表取締役 岡本 典幸

712-8004 倉敷市水島南亀島町14-13

086-446-2365

086-446-2360

○

605 倉敷南

岡山エイケン工業（株）

代表取締役 平 進

712-8012 倉敷市連島4-2-13

086-448-6268

086-440-4833

○

606 倉敷南

（有）兼田商店

代表取締役 兼田 澤

711-0906 倉敷市児島下の町9-12-オ12

086-474-5900

086-473-3882

○

607 倉敷南

協栄産業（株）

代表取締役 宮本 眞

761-3110 香川県香川郡直島町4054

087-892-3257

087-892-3270

○

608 倉敷南

（株）エアコン

代表取締役 江口 春男

712-8014 倉敷市連島中央5-3-38

086-444-2310

086-446-5530

○

代表取締役 吉田 栄一

711-0907 倉敷市児島上の町1-9-67

086-472-1828

086-473-2117

○

609 倉敷南

http://nik-kankyo.co.jp/
ＮＩＫ環境（株）

610 倉敷南

エヌ・ケイ・ジー（株）

代表取締役 中塚 信二

712-8014 倉敷市連島中央1丁目5-2

086-446-2323

086-446-2033

○

611 倉敷南

（有）児島陸送

代表取締役 宮本 憲一

711-0911 倉敷市児島小川9-6-16

086-472-3752

086-451-8118

○

612 倉敷南

児松建設（株）

代表取締役 三宅 啓二

711-0935 倉敷市児島宇野津1520

086-475-0007

086-475-1489

○

613 倉敷南

三成興業（株）

代表取締役 渡邉 勝繁

712-8071 倉敷市水島海岸通2-1-26

086-448-1930

086-448-1936

○

614 倉敷南

（株）庄司建設

代表取締役 庄司 昭彦

712-8011 倉敷市連島町連島2128-3

086-465-3497

086-465-3498

○

615 倉敷南

（株）瀬戸内興建

代表取締役 籔野 敬貴

713-8103 倉敷市玉島乙島49-29

0863-33-3535

0863-33-3538

○

616 倉敷南

（株）瀬戸ゼネラルサービス

代表取締役 羽藤 雄一

711-0934 倉敷市児島塩生2767-24

086-475-1340

086-475-1370

○

代表取締役 大山 茂

712-8003 倉敷市水島明神町5-48

086-476-0010

086-448-2410

○

代表取締役 和田 憲明

712-8051 倉敷市中畝6-5-7

086-456-2871

086-456-5960

○

617 倉敷南
618 倉敷南

http://www.centralservicejp.com/
セントラルサービス（株）
（株）大和総業

619 倉敷南

http://takatani.jp/
（株）タカタニ

代表取締役 高谷 玲子

711-0914 倉敷市児島味野城1-1589

086-473-7880

086-473-7885

○

620 倉敷南

http://takatani.jp/
（株）高谷建設

代表取締役 高谷 耕治

711-0936 倉敷市児島柳田町2326-4

086-473-3624

086-472-6273

○

621 倉敷南

http://www.t-mitsuke.co.jp/company.html
（株）テクノ見附

代表取締役 納所 義夫

712-8044 倉敷市東塚6-9-45

086-455-8051

086-456-1981

○

622 倉敷南

http://www.touyoukomuten.co.jp/
（株）東洋工務店

代表取締役 沖 章史

712-8061 倉敷市神田2-7-45

086-444-7518

086-444-4934

○

623 倉敷南

東洋砕石工業（株）

代表取締役 田村 陽久

700-0952 岡山市北区平田102-108

086-244-5657

086-244-5659

http://nakaichi.net/
（有）ナカイチ

代表取締役 中山 一将

712-8011 倉敷市連島町連島142-137

086-448-6242

086-448-0939

○

625 倉敷南

http://www.nakatani-grp.com/
中谷エネテック（株）水島本社

専務取締役 佐藤 富美雄

712-8072 倉敷市水島中通3-3-4

086-448-3208

086-448-3207

○

626 倉敷南

（株）中原工務店

代表取締役 中原 義明

710-0145 倉敷市福江1200-8

086-485-1818

086-485-1825

○

627 倉敷南

ＮＥＸＴ ＷＯＲＫＳ（株）

代表取締役 新谷 清志

710-0145 倉敷市福江1183

086-486-5156

086-486-5167

○

628 倉敷南

http://bcind.co.jp/index.html
（株）ビーシー工業

代表取締役 富本 敬三

712-8051 倉敷市中畝9-12-37

086-456-3421

086-456-5843

○

629 倉敷南

http://www.fukuei-sangyou.jp/
福栄産業（株）福栄物流センター

代表取締役 田中 正

712-8055 倉敷市南畝7-1-33

086-456-7777

086-456-1422

○

630 倉敷南

http://www.maedaroad.co.jp/
前田道路（株）倉敷合材工場

工場長

712-8015 倉敷市連島町矢柄丸尾5371

086-448-3151

086-448-3152

712-8055 倉敷市南畝6-6-5

086-456-2882

086-456-2894

○

086-444-4057

086-444-7614

○

（株）丸中

代表取締役 黒瀬 聡

632 倉敷南

（株）ミズレック倉敷支店

支店長

633 倉敷南

（株）山内工業

代表取締役 山内 勇

712-8051 倉敷市中畝3-12-37

086-456-9733

0876-456-9735

○

634 倉敷南

山本舗材（株）

代表取締役 山本 堅司

711-0906 倉敷市児島下の町3-14-46

086-473-1173

086-473-1183

○

635 倉敷南

（有）陸正開発

代表取締役 大熊 正嗣

712-8012 倉敷市連島1丁目17-19

086-444-1127

086-444-7225

○

636 倉敷南

（有）ルームクリーン岡山

代表取締役 田中 整

712-8051 倉敷市中畝8-4-17

086-455-8039

086-455-8006

○

- 10/15 -

○

○

○

631 倉敷南

佐々木 一二郎 712-8074 倉敷市水島川崎通1

○

○

624 倉敷南

橋本 尚幸

○
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代表取締役 三好 員弘

714-1215 小田郡矢掛町中170

0866-82-3031

0866-82-3400

○

代表取締役 中村 美保子

714-0041 笠岡市入江382-1

0865-67-3555

0865-67-5468

○

702 井笠

http://www.aquamiho.co.jp/
（株）アクア美保

703 井笠

（有）あらかん

代表取締役 新井 年雄

715-0023 井原市大江町3482-2

0866-67-3166

0866-67-3166

○

704 井笠

（株）一力興業

代表取締役 坂本 竜太

714-0101 浅口市寄島町12155-143

0865-54-4500

0865-54-3812

○

705 井笠

（株）井上重機工業

代表取締役 妹尾 頼雄

714-0071 笠岡市東大戸3518-1

0865-63-5653

0865-63-6280

○

706 井笠

http://www.ibarakankyo.com/
（株）井原環境保全

代表取締役 田邊 拓人

715-0023 井原市大江町1323-1

0866-67-2332

0866-67-2796

○

707 井笠

井原運輸（株）

代表取締役 小玉 剛彰

715-0006 井原市西江原町1934-8

0866-62-2106

0866-62-2220

○

708 井笠

井原砕石（株）

代表取締役 志多木 勝俊

715-0006 井原市西江原町1931-7

0866-72-0260

0866-72-0896

709 井笠

（有）おがわ商店

代表取締役 小川 卓史

714-0081 笠岡市笠岡1507

0865-63-2094

0865-63-2099

○

710 井笠

笠岡運送事業協同組合

代表理事

714-0081 笠岡市笠岡5597-1

0865-62-5221

0865-62-3615

○

711 井笠

カミシマ技研（株）

代表取締役 新田 清剛

714-0044 笠岡市神島字銅山532

0865-67-1946

0865-67-3095

712 井笠

（株）神掃社

代表取締役 藤原 俊二

714-0062 笠岡市茂平字苫無1381-66

0865-66-4433

0865-66-4661

○

713 井笠

共和産業（株）

代表取締役 陶守 一寿

719-0232 浅口市鴨方町本庄398-1

0865-44-1200

0865-44-1201

○

714 井笠

（株）クリーンサービス・イバラ

代表取締役 乘藤 昭範

715-0017 井原市下稲木町1762-2

0866-67-1721

0866-67-1724

○

715 井笠

（株）弘栄興業

代表取締役 髙木 弘則

714-0007 笠岡市山口1319-2

0865-65-3580

0865-65-3582

○

716 井笠

（株）コウケン

代表取締役 高田 英志

714-0055 笠岡市生江坂946

0865-75-0211

0865-75-0212

○

717 井笠

坂川建設鉱業（株）

代表取締役 坂川 晃一

714-1405 井原市美星町宇戸1055

0866-87-2626

0866-87-2627

○

大津谷 雅一

○

○

718 井笠

http://sanohshozanen.com/
（株）佐能松山園

代表取締役 松本 孝之

715-0022 井原市下出部町513-2

0866-62-0885

0866-62-7232

○

719 井笠

http://shitaki.co.jp/
（株）志多木組

代表取締役 志多木 勝俊

715-0006 井原市西江原町1931

0866-62-2000

0866-62-6112

○

720 井笠

（株）タナカ

代表取締役 田中 茂光

719-0251 浅口市鴨方町六条院西1287-1

0865-44-4433

0865-44-0537

○

721 井笠

（株）ティー・エイ・エコ・システム

代表取締役 宮本 德浩

714-0092 笠岡市富岡475-20

0865-63-1710

0865-63-1711

○

722 井笠

（株）ツツイ

代表取締役 筒井 康雅

719-0302 浅口郡里庄町大字新庄1732-1

0865-64-5545

0865-64-4850

○

723 井笠

（株）日住

代表取締役社長

719-0254 浅口市鴨方町六条院東509

0865-44-7888

0865-44-6513

○

724 井笠

花建工業（有）

代表取締役 花岡 誠

715-0024 井原市高屋町3-25-8

0866-67-3220

0866-67-3228

○

725 井笠

（有）藤充建設工業

代表取締役 藤原 三和子

715-0019 井原市井原町3557-29

0866-62-0712

0866-62-0302

○

084-941-3630

084-941-3659

○

0866-72-0700

0866-72-0771

○

084-951-1254

084-952-0482

○

髙橋 克実

広島県福山市東手城町1-3035

726 井笠

http://www.matsuura-rc.co.jp/
（株）松浦組

代表取締役 松浦 嚴紀

721-0962

727 井笠

丸福運輸（株）

代表取締役 谷口 武徳

714-2101 井原市芳井町梶江637

728 井笠

三谷建設（株）

代表取締役 三谷 哲也

720-0843

729 井笠

妙見開発（有）

代表取締役 知光 晋芳

714-0066 笠岡市茂平1372-9

0865-66-2450

0865-66-4710

○

730 井笠

（株）三好組

代表取締役 三好 員弘

714-1215 小田郡矢掛町中170

0866-82-0522

0866-82-2646

○

731 井笠

矢掛美環産業（株）

代表取締役 髙岡 祐子

714-1215 小田郡矢掛町中47-1

0866-82-3200

0866-83-3368

○

広島県福山市赤坂町大字赤坂
1647-1
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○

○

○

○

○
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○

801 備北

落合砕石（株）

代表取締役 清原 博

716-1401 真庭市五名1288

0866-52-2058

0866-52-2155

802 備北

環境管理（有）

代表取締役 田枝 雅子

718-0005 新見市上市1518

0867-72-8670

0867-72-8671

○

803 備北

興成開発（株）

代表取締役 谷本 照道

716-0321 高梁市備中町東油野1225

0866-45-2255

0866-45-2256

○

804 備北

髙下興業（株）

代表取締役 高下 勝良

718-0015 新見市石蟹788-1

0867-76-1048

0867-76-1399

○

805 備北

（株）三美産業

代表取締役 妹尾 芳訓

716-0203 高梁市川上町三沢4342-2

0866-48-2878

0866-48-2879

○

718-0003 新見市高尾2304-1

0867-72-5415

0867-72-1780

○

○
○

806 備北

http://sanyokirei.com/
山陽環境開発（株）

代表取締役社長

岩元 達也

807 備北

http://www.3453.jp/index.html
山陽興産（株）

代表取締役 大本 修身

716-0045 高梁市中原町1542-6

0866-22-1035

0866-23-1326

○

808 備北

清水商会（有）

代表取締役 清水 一秀

718-0306 阿哲郡哲多町矢戸699-12

0867-96-2133

0867-96-2885

○

809 備北

（有）住野商店

代表取締役 三木 康弘

674-0051

078-938-3377

078-936-9993

○

810 備北

http://www.sugioka-kk.co.jp/
杉岡建設（株）

代表取締役 杉岡 裕男

718-0011 新見市新見368-4

0867-72-0615

0867-72-7043

○

○

811 備北

鈴木工業（株）

代表取締役 鈴木 香

719-2551 新見市井倉125-1

0867-75-2106

0867-75-2936

○

○

812 備北

（有）千崎建設

代表取締役 千崎 一郎

716-1321 高梁市有漢町有漢5264-4

0866-57-3236

0866-57-3237

○

813 備北

西田商店

代表者

716-0111 高梁市成羽町大字下原465

0866-42-2121

0866-42-2121

○

0866-56-8988

0866-56-8987

○

○

西田 恒子

兵庫県明石市大久保町大窪
1372-1

加賀郡吉備中央町吉川212862

814 備北

http://www.wjo.biz/index.html
西日本オーガニック（株）

代表取締役 小林 廣士

716-1241

815 備北

http://www.nipponyuuki.co.jp/
日本有機（株）

代表取締役 吉井 忠

700-0941 岡山市北区桑田町5-3

086-222-1350

086-226-5270

○

○

816 備北

ニューロード（株）

代表取締役 藤森 伸広

719-2122 高梁市高倉町田井1880

0866-26-1181

0866-26-1210

○

○

817 備北

野田コンストラクション（株）

代表取締役 野田 一彦

716-0062 高梁市落合町近似30-1

0866-22-4615

0866-22-5060

○

○

818 備北

備北興業（株）

代表取締役 本多 聰裕

716-0002 高梁市津川町今津335

0866-22-1225

0866-22-0636

○

819 備北

（株）平松運輸

代表取締役 平松 敬史

716-0207 高梁市川上町仁賀627

0866-48-3588

0866-48-3261

○

820 備北

（株）本多組

代表取締役 本多 茂

716-0062 高梁市落合町近似285-1

0866-22-3248

0866-22-0633

○

821 備北

（有）水野産業

代表取締役 水野 博信

722-0215

0848-48-2760

0848-48-0552

○

822 備北

宮田運送（株）

代表取締役 宮田 茂敏

719-2551 新見市井倉236-1

0867-75-2216

0867-75-2638

○

823 備北

宮本工業（株）

代表取締役 宮本 邦之

718-0017 新見市西方4157

0867-72-0732

0867-72-0603

○

824 備北

山一工業（株）

代表取締役 森下 茂成

718-0003 新見市高尾2482-4

0867-72-1108

0867-72-4855

○

825 備北

（株）ゆめフク・ホーム

代表取締役 福本 浩治

716-0007 高梁市奥万田町3715

0866-22-4311

0866-22-4388

○

代表取締役 山本 美智夫

716-1411 真庭市上水田3130-1

0866-52-2888

0866-52-3170

○

826 備北

http://www.yamamotosetubi.info/
ワイテック工業（株）

広島県尾道市美ノ郷町三成
151-2

- 12/15 -

一般社団法人岡山県産業廃棄物協会 会員名簿
no

支部

912 津山
901 津山

ホーム
ページ

氏名
（株）大林土木

http://www.lcivy.co.jp/
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代表取締役 大林 修二

708-0011 津山市上田邑1989-3

0868-28-5628

0868-28-5632

○

代表取締役 西山 京子

707-0046 美作市三倉田572-1

0868-72-1677

0868-72-5762

○

708-0006 津山市小田中2065-1

0868-28-5840

0868-28-5860

073-444-2050

073-445-2800

○

902 津山

（株）アグリクリーンサービス

代表取締役 大上 勝義

903 津山

浅川組運輸（株）

大浦倉庫輸送課

904 津山

（有）アルミック徳原

代表取締役 徳原 高宏

677-0025 兵庫県西脇市大野150-1

0795-23-8853

0795-23-6272

○

905 津山

（株）イーストワン

代表取締役 下谷 憲佑

708-0006 津山市小田中2193-1

0868-22-0779

0868-22-0783

○

906 津山

因幡環境整備（株）

代表取締役 國岡 稔

689-1212 鳥取県鳥取市用瀬美成323-1

0858-87-6668

0858-87-6665

○

907 津山

岩藤建設運輸（株）

代表取締役 岩江 孝理

707-0433 美作市立石98-1

0868-78-2887

0868-78-2905

○

908 津山

エアーポート企業（株）

代表取締役 澤村 正良

563-0034 大阪府池田市空港2-368

0727-71-0338

0727-71-0337

○

708-1523 久米郡美咲町吉ヶ原1125

0868-62-1346

0868-62-1345

708-1523 久米郡美咲町吉ヶ原1048-2

0868-62-1573

0868-62-1340

○

911 津山

代表取締役 寺門 洋
西日本環境
エコシステムジャパン（株）岡山営業
http://www.ecosystem-japan.jp/
安井 宣之
物流セン
所
ター長
（株）エヌコーポレーション
代表取締役 西本 直樹

708-0804 津山市勝部157-17

0868-35-2412

0868-35-2413

○

913 津山

http://okasho.jp/
（株）岡勝

代表取締役 佐藤 照恵

708-0851 津山市新田193-4

0868-26-4422

0868-26-4483

○

914 津山

http://www.o-econos.com/
（株）オガワエコノス岡山工場

工場長

709-4321 勝田郡勝央町太平台89-8

0868-38-0530

0868-38-0531

○

909 津山
910 津山

川口 臨

http://www.dowa-eco.co.jp/ESY/
エコシステム山陽（株）

辻 茂

641-0062

和歌山県和歌山市雑賀崎泊り
新開2008-1

○

○

○

915 津山

小澤製油化学（有）

代表取締役 小澤 勝徳

708-0015 津山市神戸167

0868-28-0607

0868-28-4121

○

916 津山

（有）鶴山衛生センター

代表取締役 松本 茂行

708-0001 津山市小原52-1

0868-22-2300

0868-23-5381

○

○

917 津山

（株）加藤興業

代表取締役 加藤 久明

708-1126 津山市押入929-34

0868-22-5632

0868-22-2524

○

○

918 津山

（有）久米産業

代表取締役 有本 英輔

708-1534 久米郡美咲町藤原468-7

0868-62-2275

0868-62-2177

○

919 津山

http://greenbelt.co.jp/
（株）グリーンベルト

代表取締役 畝岡 昭一

708-0013 津山市二宮1116-1

0868-28-9111

0868-28-9333

○

920 津山

（有）クリーン湯ノ内

代表取締役 川本 満博

678-0239 兵庫県赤穂市加里屋1254-1

07914-5-1838

07914-5-3255

○

921 津山

（有）県北衛生センター

代表取締役 津本 修一

708-0862 津山市横山1247-5

0868-22-7851

0868-32-1488

○

922 津山

（株）佐藤砕石

代表取締役 佐藤 宣義

709-4316 勝田郡勝央町勝間田225-5

0868-38-4168

0868-38-4169

○

923 津山

坂田建設（株）

代表取締役 坂田 憲治

708-0845 津山市日上155

0868-26-1554

0868-26-1731

○

924 津山

坂田砕石工業（株）

代表取締役 近堂 申洋

709-3632 久米郡久米南町山手645

086-728-2811

086-728-2460

○

925 津山

作東土木運送（株）

代表取締役 井上 誓己

709-4234 美作市江見448-1

0868-75-1155

0868-75-1154

○

926 津山

（株）五月工建

代表取締役 髙山 尚明

708-0001 津山市小原127

0868-25-1839

0868-25-1933

○

927 津山

山陰丸和林業（株）勝山事業所

代表取締役 北岡 幸一

717-0005 真庭市横部329-4

0867-44-2495

0867-44-2494

○

○

代表取締役 池田 輝文

708-0013 津山市二宮1511

0868-28-9366

0868-28-9369

○

○

928 津山

http://www.jpyuukabutu.com/
（株）ジェイピー有価物回収

929 津山

勝栄建設（株）

代表取締役 坂田 陸子

707-0025 美作市栄町4-4

0868-72-0115

0868-72-5205

○

930 津山

（有）勝央清掃

代表取締役 正影 節子

709-4311 勝田郡勝央町岡24-3

0868-38-2271

0868-38-2806

○

931 津山

http://www.shirataki-bio.co.jp/
（株）白滝有機産業

代表取締役 吉井 忠

701-1221 岡山市北区芳賀5316

086-286-9035

086-286-9036

○

932 津山

http://shin-oka.co.jp/
（株）新岡山工業

代表取締役 田口 芳美

702-8053 岡山市南区築港栄町10-7

086-264-6703

086-264-6003

○

933 津山

末沢建設（株）

代表取締役 末澤 由博

708-1126 津山市押入1219-7

0868-26-1173

0868-26-1172

○

934 津山

（有）スギサワテック

代表取締役 杉本 光穂

708-0842 津山市河辺字岡田98-17

0868-21-7720

0868-21-7721

○

935 津山

（有）杉本運輸

代表取締役 杉本 公雄

708-0861 津山市八出858-1

0868-23-4158

0868-23-4158

○

936 津山

杉山砕石工業（株）

代表取締役 岡田 隆二

709-3626 久米郡久米南町上神目929

086-722-0202

086-722-0433

○

工場長

709-4621 津山市神代1866

0868-57-2759

0868-57-9277

937 津山

http://www.taiseirotec.co.jp/
大成ロテック（株）津山合材工場

前井 俊雄

○

○

○

○

○
○

938 津山

竹藤建設（株）

代表取締役 竹藤 健太郎

719-3201 真庭市久世2920-12

0867-42-1110

0867-42-5027

○

939 津山

（有）中央廃棄物処理センター

代表取締役 松本 龍二

708-0861 津山市八出602-3

0868-24-5355

0868-24-5355

○

940 津山

中国防災工業（株）

代表取締役 原田 明彦

708-0317 苫田郡鏡野町土居249-1

0868-54-0136

0868-54-3332

○

941 津山

（株）ツヤマ殖産

代表取締役 近藤 俊憲

717-0511 津山市材木町68-32

0868-22-9165

0868-24-2789

○

○

○

○

942 津山

http://www.seibisya.com/
（有）津山清美社

代表取締役 北 翔仁

708-1125 津山市高野本郷1683-1

0868-26-4661

0868-26-4324

943 津山

http://touyouryokuchi.co.jp/
東洋緑地（株）

代表取締役 中島 清隆

708-0884 津山市一方12

0868-23-5512

0868-24-6338

944 津山

巴建設（株）

代表取締役 吉田 和子

708-0842 津山市河辺1150-1

0868-26-1463

0868-26-1867

○

945 津山

（株）中西工業所

代表取締役 柴田 義弘

708-0366 苫田郡鏡野町馬場772

0868-54-0063

0868-54-3982

○
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946 津山

（有）永礼産業

代表取締役 永禮 清志

708-0825 津山市志戸部658-3

0868-24-1081

0868-24-1080

○

947 津山

楢木建材（有）

代表取締役 楢木 毅

719-3201 真庭市久世1980-1

0867-42-5155

0867-42-5156

○

948 津山

（株）廃棄物センター

代表取締役 河原 淳

708-0013 津山市二宮870

0868-28-2051

0868-28-2148

○

○

949 津山

（有）フクイクリーン

代表取締役 福井 太郎

707-0024 美作市楢原下145

0868-72-1119

0868-73-0455

○

○

950 津山

真庭環境衛生管理（株）

代表取締役 牧 一穂

719-3145 真庭市西河内696-43

0867-52-8077

0867-52-4100

○

○

951 津山

（有）真庭環境クリエート

代表取締役 赤木 敏浩

717-0023 真庭市江川846

0867-44-6878

0867-44-3465

952 津山

（有）三谷建設

代表取締役 三谷 守昭

708-0007 津山市総社1114-1

0868-22-8607

0868-23-7587

○

953 津山

宮本建設（株）

代表取締役 宮本 将臣

709-4303 勝田郡勝央町豊久田126-1

0868-38-4543

0868-38-2211

○

954 津山

（株）ヤマサキ

代表取締役 山崎 卓治

719-3201 真庭市久世2358-20

0867-42-5878

0867-42-6839

○

708-1523 久米郡美咲町吉ヶ原393-2

0868-62-1500

0868-62-1473

○

709-3723 久米郡美咲町境50-4

0868-68-0034

0868-68-0725

○

955 津山
956 津山

http://www.yuac1500.com/company/company.html
（株）ユアック
代表取締役 赤本 裕
リサイクルセンター（株）

代表取締役 大天 広正
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岡山市北区表町1-5-1
シンフォニービル11F

令和元年6月11日現在
TEL

FAX

086-225-2159

086-231-1734

1001 賛助

アイサワ工業（株）

代表取締役 逢澤 寛人

700-0822

1002 賛助

（公財）岡山県環境保全事業団
水島管理事務所

理事長

712-8074 倉敷市水島川崎通1-18

086-440-0666

086-444-2933

1003 賛助

（株）岡山医学検査センター

代表取締役 矢吹 数男

710-0834 倉敷市笹沖468-5

086-422-8873

086-427-2311

坂井 俊英

1004 賛助

http://www.zeno.jp/
ゼノー工具（株）

代表取締役 岸本 芳明

700-0853 岡山市南区豊浜町10-32

086-263-5445

086-265-0451

1005 賛助

http://shigeto.jp/app-def/S-102/wp/
（株）重藤組

代表取締役 重藤 武士

702-8022 岡山市南区福成3-6-22

086-263-8811

086-263-7776

704-8510 岡山市東区金岡東町3-3-1

086-942-9840

086-942-9850

721-0956 広島県福山市箕沖町45-2

084-953-8839

084-953-8793

1006 賛助
1007 賛助

日本エクスラン工業（株）西大寺工場 工場長
http://www.mitsunari.co.jp/
（株）光成衡機

小原 則行

代表取締役 光成 寿恭
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