C O M PA N Y P R O F I L E

オカヤ マの産 業と物 産を海 外 へ
海 外 の 物 産 を オ カ ヤ マ へ ――
The industries and the products of Okayama to the foreign countries!
The products from abroad countries to Okayama!
岡山県貿易促進協力機関

The Means of Trade Promotion for Okayama Prefecture

●岡山県庁

●Okayama Prefecture Govt.

●（公社）岡山県観光連盟

●Okayama Prefectural Tourism Federation

●岡山商工会議所

●The Okayama Chamber of Commerce & Industry

●( 株 ) 岡山県通商センター

●Okayama Prefecture Trade Center Co., Ltd.

株式会社岡山県通商センター
住所

〒700-0825

岡山市北区田町 1 丁目 3 番 37 号

電話

（086）
224-5956
（代）

FAX

（086）
225-7018

E-mail Add

jotc@bronze.ocn.ne.jp

Address

3-37 1 chome Tamachi Kita-ku Okayama-city 700-0825,Japan

Phones

+81-86-224-5956

Fax

+81-86-225-7018

E-mai Add

jotc@bronze.ocn.ne.jp

株式会社岡山県通商センター
w w w.jotc.c o.jp

半世紀の経験と実績を基に、ご協力させて頂きます。

1. アパレル輸入・国内仕入れ
2. 海外への拡販・海外調達

[会社概要]

を検討

●アパレル商品を仕入れたい

を検討

●製品を輸出したい

●製品を輸入したい

●海外へ工場を進出したい

アパレルメーカー業務

貿易業務

●アパレル専門スタッフによるきめ細かい対応！

●貿易代行業務の請負 ●貿易コンサルタント業務

●素材・デザインの提案、仕様書作成等あらゆるニーズにお応えいたします。

●御社の貿易部としてのきめ細やかな輸出入取引

●中国・東南アジア各地の提携工場による高水準の生産から納品管理まで、
●流通経路の短縮による低コスト、短納期を実現！

株式会社

所在地

〒700-0825

（株）ジャパンロジスティックス

ヤンマーアグリ（株）

（株）佐藤安商店

日本植生（株）

(086)224-5956( 代 )

Phones

+81-86-224-5956

FAX

(086)225-7018

Fax

+81-86-225-7018

E-mail Add

jotc@bronze.ocn.ne.jp

E-mail Add

jotc@bronze.ocn.ne.jp

Web site

http://www.jotc.co.jp/

Web site

http://www.jotc.co.jp/

役員

代表取締役

Board of Directors

Hideyoshi Yamamoto,President

山本英義

役

春木賢治（社外）

Kenji Haruki,Director

締

役

山本慶太郎（社外）

Keitaro Yamamoto,Director

●御社の貿易部設立のお手伝い

監

査

役

和田義昭

Yoshiaki Wada,Auditor

●貿易代行手数料に関しては、取引の内容、金額及び継続性を考慮し、

監

査

役

若林孝子

Takako Wakabayashi,Auditor

設立年月日

昭和 44 年 4 月

Establishment

April,1969

資本金

授権資本

Capital

\180,000,000 authorized

18,000 万円

払込資本金
主要取引銀行

（株）山陽クリエイティブ

（株）浅越製作所

（株）スズキ麺工

（株）カバヤ食品

梶谷食品（株）

共和機械（株）

秋冬商品

\75,000,000 paid-up
Banks

The Chugoku Bank,Ltd.,Head office

百十四銀行岡山支店

The Hyakujushi Bank,Ltd.,Okayama Branch

トマト銀行本店

The Tomato Bank,Ltd.,Head office.

広島銀行岡山支店

The Hiroshima Bank,Ltd.,Okayama Office

商工中金岡山支店

The Shoko Chukin Bank Okayama Branch

山陰合同銀行岡山支店

The San-in Godo Bank,Ltd.,Okayama Branch

伊予銀行岡山支店

The Iyo Bank,Ltd.,Okayama Branch

[ T H E BUSI N ESS LI N ES ]
〈メンズ、レディース スポーツカジュアルウェアー各種〉
・裏メッシュウインドブレーカー（ジャンパー・パンツ） ・T シャツ、ロング・ハーフパンツ、ジャージ類等

APPAREL Dept.

Sports Casual Wear (suit, jacket, pants, vest …..etc.)

〈メンズ、レディース ホーム・リラクシングウェアー各種〉
・各種生地スウェット、イージー、ハーフパンツ（しじら・楊柳・シーチング・サッカー等）

○Wire

Import
TRADE Dept.

〈メンズ、レディース ホーム・リラクシングウェアー各種〉
・ニット裏起毛トレーナー・パンツ

Export

その他、幅広い商品の ODM・OEM 生産をお客様のニーズに応じで承っております。

輸入

○土木・建設・防獣用溶接金網メーカー向けワイヤーロッド ○アパレル商品 ○雨傘 ○農業・園芸用器具 ○建設・園芸用資材

輸出

○農業・園芸用機械

○製麺機ほか各種機械

○自社ビルの２F 〜５F にて、賃貸マンション（１LDK

12 戸）事業

○その他、岡山県下にてマンション・アパートの賃貸事業

& Gardening machine
accessory
○Noodle making machine & plant
○ Other machinery
○Apparel

REAL ESTATE Dept.

○Real

Member of relative organization

●The Okayama Chamber of Commerce & Industry
●Okayama Prefecture Trade and Industry Promotion Association
●Japan External Trade Organization
●Okayama Emproyers’ Association
●Rotary Club of Okayamajo

貿易部
○アパレル用付属品

Rod for weldment wire mesh
products
○Umbrella & sundry goods
○Agricultural & Gardening tool, equipment
○Building & Gardening materials
○Apparel

○Agricultural

〈ワーキング用防寒ウェアー〉
・裏フリース、中綿防寒服（ジャンパー・パンツ）

不動産事業部

7,500 万円

中国銀行本店

〈メンズ、レディース スポーツカジュアル・防寒ウェアー各種〉
・裏トリコットウィンドブレーカー（ジャンパー・パンツ） ・裏フリース・中綿防寒服（ジャンパー・パンツ） ・ニット裏起毛トレーナー・パンツ

アパレル部

700-0825,Japan

締

[ 取 扱商品]
春夏商品

3-37 1 chome Tamachi Kita-ku Okayama-city

取

１２戸）事業

萩原（株）

Address

電話

[ 大 口 株 主 ] （ 順 不 同）
ナカシマホールディングス（株）

OKAYAMA PREFECTURE TRADE CENTER CO.,LTD.

取

その都度ご相談させていただきます。

（株）丸五

Name

Yoshinobu Mikamo,Director

●その他、岡山県下にて、マンション・アパート賃貸事業

（株）滝沢鉄工所

岡山県通商センター

常務取締役 美甘義信

不動産賃貸業務
●自社ビルの２Ｆ〜５Ｆにて、賃貸マンション（１ＬＤＫ

会社の商号

岡山市北区田町 1 丁目 3 番 37 号

[業務内容]

トータルにサポートいたします。

[ OU T LI N E OF COM PA N Y ]

estate business (For rent)

