
協 賛 広 告 明治大学校友会岡山県支部 交流会を応援しています！

（昭和44年法学部卒）

本　社
新見市金谷９７７－１
TEL 0867-72-1343　FAX 0867-72-8853

岡山営業所
岡山市北区今８丁目２－２８
TEL 086-246-1710　FAX 086-246-1708

HP: nikakudo,co.jp

大西  洋
株式会社  二 鶴 堂

岡山県岡山市北区東古松2丁目10-53
TEL 086-231-2321

TEL 086-224-7333

代表取締役会長 梶川  政文

東和タクシー株式会社

タイガース岡山

（昭和38年経営学部卒）

TEL （0865）63-5325㈹
FAX （0865）63-4869

〒714-0098
岡山県笠岡市11番町11-63

代表取締役 大嶋  元義

JA全農指定

株式会社 大島製作販売所

（昭和42年農学部卒）

美容・訪問美容・着付・貸衣裳・写真スタジオ完備

TEL 0866-82-1891
矢掛町小林189-2

佐藤  征夫

有限会社

チヨタ企画

（昭和42年工学部卒） （昭和44年商学部卒）

〒713-8111 倉敷市玉島服部字弥高3788-1
TEL （086）525-2522（本部）
URL http://mihonosono-sumikura.jp/
E-mail:sumikura@movie.ocn.ne.jp

理事長  総括施設長  岡  良夫

社会福祉法人三 穂の園
住倉グループ

別府俊昌
（昭和44年経営学部卒） 稲田  健三

（昭和46年商学部卒）

一 般社団法人
北前船 拡 大機 構　参 与

小川  健
（昭和47年経営学部卒） 代表取締役

平松 和幸
（昭和48年法学部卒）

健康で豊かな生活を♪

にて販売中！

〒703-8264 岡山市中区倉富171-1
Tel.086-230-0901

ブルーエナジー株式会社

浅原  康幸代表取締役会長

〒703-8225 岡山市中区神下450番地　TEL.086-279-0001

（昭和47年商学部卒）

（昭和49年農学部卒）

代表取締役  難波  文章

〒454-0921
名古屋市中川区中郷1-228 KS’グリーンホームズ202
TEL 090-1560-1800
E-mail:nbsnamba@docomo.ne.jp

株式会社ナンバ・ビジネスサポート

【本社】 岡山県備前市日生町寒河2559
TEL （0869）72-1301～4　FAX （0869）72-1305
【赤穂営業所】 兵庫県赤穂市福浦2687

代 表取 締 役 社 長  横 山  忠彦

（一般 貨物 運 送事 業）

横 山商 事 株 式会社

（昭和52年経営学部卒）

〒708-0013
岡山県津山市二宮598
TEL 0868-28-0205  FAX 0868-28-0207

本社 取締役相談役  青野  善雄

株式会社  青野石油店

（昭和53年商学部卒）

E-mail:aono@cure.ocn.ne.jp

取締役会長 村上  均
（昭和49年工学部卒）

〒700-0972
岡山県岡山市北区野田五丁目18-7

山陽村上モーター株式会社
www.sanyo-murakami.co.jp

〒702-8044
岡山県岡山市南区福島3丁目14-13
電話：フリーダイヤル0120-1954-63

代表取締役社長 芝田  正剛

芝田運輸株式会社

（昭和52年政経学部卒）

shibataunyu.com

岡山南部センター

砂田治男
（昭和36年商学部卒）

〒700-0811
岡山県岡山市北区番町1丁目1番6号
新番町ビル4F
www.hide-kawada.com

（昭和45年法学部卒）
（元日本弁護士連合会副会長）

弁 護 士

河田 大本 寺山
共同法律事務所

河田  英正

TEL/086-231-2885　FAX/086-231-2886

〒713-8122 ⁄倉敷市玉島中央町1-24-1
　　　TEL ⁄ 086-522-2970（代）
　　　FAX ⁄ 086-525-2977

代 表取 締 役  南田  昌巳

有限会社  南 田 精 肉店

（昭和36年商学部卒）



協 賛 広 告 明治大学校友会岡山県支部 交流会を応援しています！
〒701-2223
岡山県赤磐市東窪田422-1
TEL／FAX 086-957-3922
（携）090-3374-2808

代表取締役 金谷  文則

株式会社 ゴールドバレー

（昭和53年農学部卒）

E-mail:f_goldvalley@yahoo.co.jp

代表取締役 尾崎  博志
（昭和55年商学部卒）

〒701-0151
岡山県岡山市北区平野978

株式会社ボブソンホールディングス
HP http://www.bobson.co.jp/
SHOP http://www.bobson.jp/

一意奮闘

〒719-1154
岡山県総社市井尻野100番地

https://www.minori-kogyo.co.jp

代表取締役社長 眞田  達也

（昭和59年経営学部卒）

〒700-0022
岡山県岡山市北区岩田町4-46

代表取締役 難波  克仁

株式会社 難波機械工具店

（昭和60年文学部卒）

TEL 086-224-4281　FAX 086-222-8222
E-mail:kk-nanba@po1.oninet.ne.jp
URL https://www.namba1949.co.jp

（本社）〒700-0845岡山県岡山市南区浜野2-1-35 オフィスゼット内
TEL086-264-1271　お気軽にお問い合わせください

代表取締役社長 白神  久志
（昭和61年文学部卒）

国宝文化財虫菌害防除管理
衛生害虫・不快害虫駆除管理
しろあり駆除予防施工

HACCAP・異物混入対策管理施工
ドバト飛来防止システム施工管理
小動物被害に対する捕獲施工白神環境衛生消毒 検索

（メインオフィス）〒710-0142岡山県倉敷市林2177

人ありきの理念と共に倉敷から世界へ

代表取締役 吉川  青良

株式会社キッカワ

www.ksgroup.co.jp
株式会社アクシア

kurashiki.keizai.biz
倉敷経済新聞

（昭和60年農学部卒）

TEL 086-263-3061

〒702-8036
岡山県岡山市南区三浜町一丁目1-18

製鋼原料・非鉄金属原料・総合解体工事・産業廃棄物処理

代表取締役社長 安田  猛

安田産 業 株 式会社

（平成14年商学部卒）

〒702-8052  岡山市南区市場1-1
岡山市中央卸売市場
TEL 086-265-3711（代）
FAX 086-264-8736

明治大学体育会競走部
紫交会 岡山県支部長

代表取締役

大倉  幸也

（昭和62年文学部卒）

株式会社

（平成7年理学部卒）

〒701-0153
岡山市北区庭瀬218番地7 ベルメゾン庭瀬 101号室
TEL.086-250-6061   FAX.086-250-6062
E-mail :yuichiro3110@tkcnf.or.jp

齊藤雄一郎税理士事務所
有限会社齊藤会計事務所

取締役 吉本 賢二

Challenge! the Industry

〒703-8245
岡山県岡山市中区藤原60

https://koeido.co.jp/

（昭和63年政経学部卒）

株 式 会社

代表取締役社長 武田  浩一

廣榮堂

西原  才雄

（昭和62年商学部卒）

岡山市北区柳町2-3-15
TEL 086-222-3060

（昭和54年文学部卒）

協賛広告へのご協力、誠にありがとうございました！

片山淑雄
事務局長

（昭和49年文学部卒）

グループホーム

邑久幸ホーム

〒701-4221  岡山県瀬戸内市邑久町尾張94-1

TEL 0869-24-1776　FAX 0869-24-1777
http://www.okushiawase-home.co.jp/

「認知症ケア」の高齢者施設です

株式会社 邑久幸ホーム

春名文人 （平成7年経営学部卒）
代 表 取 締 役
中小企業診断士

荒木 久美代
（昭和53年政経学部経済学科卒）

（平成5年大学院文学研究科 日本文学専攻 博士前期課程修了）

弓之町法律事務所
岡山市北区弓之町2－15  弓之町シティセンタービル4階402号

山陽学園大学  総合人間学部
岡山市中区平井1－14－1 

（平成7年法学部卒）

佐藤 雅代

今村 恵美子

明治大学校友会岡山県支部

女子会有志

教 授

弁護士

会社役員

博士（文学）

石井 杏奈
（平成16年文学部文学科卒）

勤務先
公益財団法人岡山市公園協会

嶋田 千裕
（平成17年農学部卒）

岡山大学文明動態研究所
研究事務補助員

丸尾 千紘
（平成25年文学部文学科卒）

地元自治体勤務

毎年、懇親会を開催しています！
みなさん！ ご参加ください！！

令和・平成の会
（平成10年政経学部卒）
小山 壱也会長

明治大学
岡山県父母会

金谷文則

「第８回東京六大学ゴルフコンペｉｎ岡山」が、９月２４日（土）に岡山カントリークラブ桃の郷
コースで開催されます。６回目の優勝目指して校友の皆さんの参加をお待ちしております！

明治大学校友会岡山県支部
ゴルフ同好会幹事　 （昭和57年政経学部卒）（昭和53年農学部卒）

中尾　公

（平成23年商学部卒）

永 山　久 一 朗
Kyuichiro  Nagayama

代表取締役 専務


