
1 千葉市中央区 千葉信用金庫

2 千葉市中央区 東京電力パワーグリッド（株）千葉総支社

3 千葉市中央区 福井電機(株)

4 千葉市中央区 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱首都圏エリア千葉地区本部

5 千葉市中央区 千葉県千葉土木事務所

6 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部捜査第一課

7 千葉市中央区 千葉トヨタ自動車㈱　　　　

8 千葉市中央区 （株）関電工東関東営業本部千葉支店

9 千葉市中央区 千葉県総務部管財課

10 千葉市中央区 千葉県千葉中央警察署

11 千葉市中央区 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）千葉中央支店

12 千葉市中央区 （株）堀江商店　　　　

13 千葉市中央区 日産プリンス千葉販売㈱

14 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部捜査第三課

15 千葉市中央区 千葉日産自動車㈱　

16 千葉市中央区 （株）千葉銀行　　　　

17 千葉市中央区 千葉市財政局

18 千葉市中央区 ダイハツ千葉販売㈱

19 千葉市中央区 興栄燃料㈱

20 千葉市中央区 千葉県警察本部警備部公安第一課

21 千葉市中央区 ㈱橘千葉支店　　　

22 千葉市中央区 (株)文化堂

23 千葉市中央区 三井住友信託銀行(株)千葉支店兼千葉駅前支店

24 千葉市中央区 千葉海運産業㈱　　　

25 千葉市中央区 (株)そごう・西武そごう千葉店

26 千葉市中央区 千葉県警察本部交通部交通機動隊

27 千葉市中央区 ㈱丸徳

28 千葉市中央区 千葉県漁業協同組合連合会本所

29 千葉市中央区 東鉄工業（株）千葉支店

30 千葉市中央区 ㈱山半

31 千葉市中央区 ㈱精美堂　　　　

32 千葉市中央区 千葉市環境局

33 千葉市中央区 千葉県警察本部交通部交通総務課

・順次掲載しておりますので、掲載が遅れる場合があります。
・安全運転管理者や当ホームページへの掲載に関するお問い合わせはこちら。

千葉県警察本部交通部交通総務課
　　　　電話　０４３－２０１－０１１０　（内線５０５２）

・安全運転管理者を選任している自動車運転代行業の事業所については、「認定自動車運転代行業者一覧」

　のページに掲載しています。

　　　　トップ　＞　申請・届出　＞　交通関係手続き　＞　自動車運転代行業　＞　認定自動車運転代行業者一覧

〈掲載場所〉

・下表は、県警ホームページへの掲載に了承をいただいた事業所のみを掲載しています。

安　全　運　転　管　理　者　等　選　任　事　業　所　一　覧　表

・令和５年４月３０日現在の安全運転管理者等選任事業所数
　　　安全運転管理者 　１６，８５５人　（１６，８５５事業所）
　　　副安全運転管理者　３，０７８人

事業所の所在地 名称



34 千葉市中央区 三菱ＵＦＪ信託銀行(株)千葉支店

35 千葉市中央区 千葉県農業共済組合

36 千葉市中央区 千葉県企業局千葉工業用水道事務所

37 千葉市中央区 千葉県土地開発公社

38 千葉市中央区 千葉県酒類販売（株）

39 千葉市中央区 （株）飴安商店

40 千葉市中央区 千葉県警察本部警備部外事課

41 千葉市中央区 フジセイコー（株）千葉支店

42 千葉市中央区 (株)ＪＴＢ千葉支店

43 千葉市中央区 東陽電気工事㈱

44 千葉市中央区 千葉県警察本部地域部自動車警ら隊　　

45 千葉市中央区 アサヒビール（株）

46 千葉市中央区 ㈱伊藤水道

47 千葉市中央区 千葉市市民局

48 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部装備課

49 千葉市中央区 一般財団法人千葉県まちづくり公社

50 千葉市中央区 中央労働金庫千葉支店

51 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部機動捜査隊

52 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部鑑識課

53 千葉市中央区 （株）商工組合中央金庫千葉支店

54 千葉市中央区 学校法人九重幼稚園

55 千葉市中央区 学校法人山百合学園山百合幼稚園

56 千葉市中央区 ㈱雄電社東関東支店

57 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課

58 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部広報県民課

59 千葉市中央区 千葉市中央消防署臨港出張所

60 千葉市中央区 千葉市中央消防署

61 千葉市中央区 千葉県警察本部交通部交通規制課

62 千葉市中央区 スイス通信システム（株）

63 千葉市中央区 白井興業㈱

64 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課

65 千葉市中央区 花王グループカスタマーマーケティング（株）千葉オフィス

66 千葉市中央区 カンペ商事（株）千葉営業所

67 千葉市中央区 ニチハ（株）千葉営業所

68 千葉市中央区 芝工業（株）

69 千葉市中央区 財務省関東財務局千葉財務事務所

70 千葉市中央区 新井工業（株）

71 千葉市中央区 千葉県赤十字血液センター千葉港事業所

72 千葉市中央区 千葉県警察本部警備部公安第二課

73 千葉市中央区 日本赤十字社千葉県支部

74 千葉市中央区 日新自動車部品（株）

75 千葉市中央区 日本郵便(株)千葉中央郵便局

76 千葉市中央区 (株)清水土木

77 千葉市中央区 千葉県住宅供給公社

78 千葉市中央区 （株）京葉銀行

79 千葉市中央区 ㈱開周堂

80 千葉市中央区 全労済千葉推進本部

81 千葉市中央区 太三機工（株）千葉営業所　　　

82 千葉市中央区 ㈱千葉測器



83 千葉市中央区 一般社団法人千葉衛生福祉協会

84 千葉市中央区 医療法人学而会木村病院

85 千葉市中央区 ㈲田原海事

86 千葉市中央区 渡辺パイプ(株)千葉中央サービスセンター

87 千葉市中央区 ＥＭオノエ（株）千葉事業所

88 千葉市中央区 中央港荷役（株）

89 千葉市中央区 日幸建設（株）

90 千葉市中央区 千葉日産自動車㈱都町店

91 千葉市中央区 ㈱ダイトーコーポレーシヨン千葉支店

92 千葉市中央区 千葉県千葉港湾事務所

93 千葉市中央区 ＡＧＣ硝子建材㈱千葉支店

94 千葉市中央区 帝都典禮㈱千葉支社

95 千葉市中央区 アルフレッサ（株）千葉中央事業所

96 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部生活経済課

97 千葉市中央区 （株）ジャックス千葉支店

98 千葉市中央区 大成建設（株）千葉支店

99 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉（株）都町店

100 千葉市中央区 サントリー(株)千葉支社

101 千葉市中央区 アットホーム（株）千葉営業所

102 千葉市中央区 千葉市中央・美浜環境事業所

103 千葉市中央区 千葉市都市局

104 千葉市中央区 千葉市保健福祉局

105 千葉市中央区 千葉市建設局下水道企画部

106 千葉市中央区 関東管区警察局千葉県情報通信部

107 千葉市中央区 東電タウンプランニング(株)千葉総支社

108 千葉市中央区 （株）全日警千葉支社

109 千葉市中央区 一般財団法人千葉県環境財団

110 千葉市中央区 財団法人千葉県薬剤師会検査センター

111 千葉市中央区 （株）内藤商店

112 千葉市中央区 トヨタカローラ千葉（株）蘇我店

113 千葉市中央区 鈴木測量㈱

114 千葉市中央区 （株）サニクリーン東京千葉営業所

115 千葉市中央区 東日本旅客鉄道(株)千葉支社千葉電力技術センター

116 千葉市中央区 （株）扇港電機千葉中央営業所

117 千葉市中央区 ホーチキ(株)千葉支社

118 千葉市中央区 島津サイエンス東日本㈱千葉支店

119 千葉市中央区 郡リース㈱千葉支店

120 千葉市中央区 丸三証券（株）千葉支店

121 千葉市中央区 ㈱第一興商千葉支店

122 千葉市中央区 大鵬薬品工業（株）千葉支店

123 千葉市中央区 京葉事務器㈱　

124 千葉市中央区 ツバコー東関東㈱

125 千葉市中央区 （株）トーホープラス

126 千葉市中央区 林造園土木（株）

127 千葉市中央区 あいおいニッセイ同和損害保険(株)

128 千葉市中央区 協和キリン（株）千葉営業所

129 千葉市中央区 ㈱テムズ千葉営業所

130 千葉市中央区 千葉県教育委員会

131 千葉市中央区 あすか製薬（株）東日本第２統括部千葉営業所



132 千葉市中央区 宮川電気通信工業(株)

133 千葉市中央区 ㈱堀江商店千葉営業所

134 千葉市中央区 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング千葉支店

135 千葉市中央区 栗原工業（株）東関東支社

136 千葉市中央区 千葉県市町村職員共済組合

137 千葉市中央区 （株）ロッテ東京圏統括支店千葉支店

138 千葉市中央区 千葉市建設局

139 千葉市中央区 ニューロング（株）千葉営業所

140 千葉市中央区 ㈱佐藤機械

141 千葉市中央区 千葉県信用保証協会

142 千葉市中央区 浅田化成㈱

143 千葉市中央区 三和シヤッター工業（株）

144 千葉市中央区 ㈱日本旅行千葉支店

145 千葉市中央区 ㈱志学書店

146 千葉市中央区 千葉ビル・メンテナンス㈱

147 千葉市中央区 千葉スリーボンド(株)

148 千葉市中央区 ㈱ニチベイ千葉営業所

149 千葉市中央区 袖ヶ浦興業（株）

150 千葉市中央区 新総建設㈱   

151 千葉市中央区 太平ビルサービス㈱千葉支店

152 千葉市中央区 ハナ信用組合千葉支店

153 千葉市中央区 （株）アサンテ千葉営業所

154 千葉市中央区 （株）ムトウ千葉支店

155 千葉市中央区 （有）千葉中央会計事務所

156 千葉市中央区 ㈱千葉住宅サービス社

157 千葉市中央区 千葉電材機工㈱

158 千葉市中央区 伊藤仁塗装㈱

159 千葉市中央区 千葉市中央区役所（地域振興課）

160 千葉市中央区 (株)千葉銀行本店営業部

161 千葉市中央区 大塚製薬（株）千葉支店

162 千葉市中央区 荏原実業(株)東関東支社

163 千葉市中央区 （株）帝国データバンク千葉支店

164 千葉市中央区 野村證券㈱千葉支店

165 千葉市中央区 ㈱ジュエルはま

166 千葉市中央区 ㈱ファミリー

167 千葉市中央区 ㈱テラオカ千葉営業所

168 千葉市中央区 富士水質管理（株）千葉営業所

169 千葉市中央区 千葉県警察本部警備部公安第三課

170 千葉市中央区 （株）ＵＳＥＮ千葉支店　

171 千葉市中央区 千葉県警察本部警備部警備課

172 千葉市中央区 東方地所（株）

173 千葉市中央区 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会

174 千葉市中央区 戸田建設（株）千葉支店

175 千葉市中央区 ＰＦＵ　ＩＴサービス（株）

176 千葉市中央区 ㈱丸鈴

177 千葉市中央区 ㈱江東微生物研究所千葉支所

178 千葉市中央区 ㈱ミロク情報サービス千葉支社

179 千葉市中央区 日本道路（株）千葉営業所

180 千葉市中央区 近畿日本ツーリスト(株)千葉支店



181 千葉市中央区 東日本旅客鉄道㈱千葉信号通信設備技術センター

182 千葉市中央区 日産プリンス千葉販売(株)末広店

183 千葉市中央区 （株）玉川電機

184 千葉市中央区 大成ロテック（株）東関東支社

185 千葉市中央区 モデン工業㈱

186 千葉市中央区 千葉倉庫（株）

187 千葉市中央区 ワイビーサービス㈱

188 千葉市中央区 サッポロビール㈱

189 千葉市中央区 ㈱エス・アイ・シー

190 千葉市中央区 一般財団法人柏戸記念財団

191 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉（株）末広店

192 千葉市中央区 協和ビル管理㈱

193 千葉市中央区 日本機動警備システム（株）

194 千葉市中央区 柳川鉄鋼（株）

195 千葉市中央区 千葉港運倉庫㈱千葉港営業所

196 千葉市中央区 ユニバース㈱

197 千葉市中央区 ㈱中村会計事務所

198 千葉市中央区 (株)平和千葉営業所

199 千葉市中央区 相模運輸倉庫㈱

200 千葉市中央区 Ｅ&Ｅシステム㈱

201 千葉市中央区 （株）ヤマト千葉支店

202 千葉市中央区 東方エージェンシー（株）千葉営業所

203 千葉市中央区 リコージャパン(株)千葉事業所

204 千葉市中央区 ㈲ダスキン上総　

205 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部国際捜査課

206 千葉市中央区 学校法人院内学園院内幼稚園

207 千葉市中央区 （株）イノメディックス千葉営業所

208 千葉市中央区 ㈱ちばとち

209 千葉市中央区 ナブコシステム（株）東関東支店

210 千葉市中央区 NTTインフラネット㈱千葉支店

211 千葉市中央区 千葉市消防局

212 千葉市中央区 石渡工業(株)

213 千葉市中央区 ＮＴＴアノードエナジー(株)東日本事業本部東関東支店エンジニアリングサービス部千葉担当

214 千葉市中央区 ㈱アイデム千葉営業所

215 千葉市中央区 ㈱千葉銀行中央支店

216 千葉市中央区 水ingエンジニアリング(株)東関東営業所

217 千葉市中央区 東日本旅客鉄道（株）千葉支社

218 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部刑事総務課

219 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部少年課

220 千葉市中央区 （株）オカムラ　　

221 千葉市中央区 （株）千葉ケイテクノ

222 千葉市中央区 東京サラヤ（株）東京支店千葉営業所

223 千葉市中央区 アズビル（株）ビルシステムカンパニー東関東支店

224 千葉市中央区 千葉税関支署

225 千葉市中央区 ㈱ライフランド

226 千葉市中央区 サンメディックス（株）千葉営業所　

227 千葉市中央区 江戸川商事（株）

228 千葉市中央区 ＪＲ東日本メカトロニクス（株）千葉支店

229 千葉市中央区 千葉県警察本部警務部警務課



230 千葉市中央区 ㈲田中設備水道

231 千葉市中央区 (株)ブルボン千葉出張所

232 千葉市中央区 (株)タケエイ

233 千葉市中央区 （株）セノン千葉支社

234 千葉市中央区 ＹＫＫ ＡＰ（株）ビル東京支社千葉支店

235 千葉市中央区 全国共済農業協同組合連合会千葉県本部

236 千葉市中央区 関東農政局千葉県拠点本千葉町庁舎

237 千葉市中央区 ㈱誉     

238 千葉市中央区 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱千葉支店

239 千葉市中央区 東日本電気エンジニアリング（株）千葉支社

240 千葉市中央区 東日本電気エンジニアリング（株）千葉信号通信サービスセンター

241 千葉市中央区 （株）日立ハイテクフィールディング千葉サービスセンタ

242 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉（株）

243 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉（株）登戸店　

244 千葉市中央区 ショーボンド建設（株）千葉支店

245 千葉市中央区 (株)スリーエス

246 千葉市中央区 （株）千葉信興

247 千葉市中央区 (株)木曽路千葉店

248 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪対策課

249 千葉市中央区 （株）オリエントコーポレーション千葉管理センター

250 千葉市中央区 千葉みらい農業協同組合

251 千葉市中央区 あいおいニッセイ同和損害保険(株)千葉自動車営業部営業第一課

252 千葉市中央区 日総工産（株）千葉営業所

253 千葉市中央区 千葉海上保安部

254 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部風俗保安課　　　

255 千葉市中央区 千葉県警察本部交通部交通捜査課

256 千葉市中央区 （株）京葉銀行本町支店

257 千葉市中央区 千葉日産自動車(株)中央店

258 千葉市中央区 エクシオグループ（株）NWE本部千葉NWEC

259 千葉市中央区 社会福祉法人友和会介護老人福祉施設ピアポート千壽苑

260 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉（株）稲荷町店

261 千葉市中央区 ＪＦＥ物流（株）東日本事業所

262 千葉市中央区 ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所

263 千葉市中央区 学校法人千葉明徳学園

264 千葉市中央区 一般財団法人千葉市交通安全協会千葉第一自動車教習所

265 千葉市中央区 千葉三菱自動車販売㈱

266 千葉市中央区 ㈱ミズレック千葉事業所　　

267 千葉市中央区 ＪＦＥプラントエンジ(株)東日本事業所

268 千葉市中央区 京葉臨海鉄道㈱

269 千葉市中央区 ㈱コヤマ

270 千葉市中央区 (株)ヤマサキ千葉営業所

271 千葉市中央区 （株）千葉マツダそが店

272 千葉市中央区 ㈱ホシノ千葉営業所

273 千葉市中央区 （株）あいはら関東支社千葉事業所

274 千葉市中央区 ㈱木村建設

275 千葉市中央区 ㈲アンザイ商会

276 千葉市中央区 小林クリエイト(株)首都圏第二営業部千葉営業課

277 千葉市中央区 東海海運㈱千葉支店

278 千葉市中央区 ㈱御國工業



279 千葉市中央区 防災技術センター㈱

280 千葉市中央区 ㈱後藤工業

281 千葉市中央区 千葉トヨペット㈱松ヶ丘店

282 千葉市中央区 独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院

283 千葉市中央区 一般社団法人日本海事検定協会千葉事業所

284 千葉市中央区 ㈱伊藤工務店

285 千葉市中央区 ㈱ケンコー

286 千葉市中央区 共和建設㈱蘇我支店

287 千葉市中央区 総栄建設㈱

288 千葉市中央区 品川リフラクトリーズ（株）千葉事業所

289 千葉市中央区 (株)富士家クラシオ

290 千葉市中央区 ＪＦＥミネラル㈱千葉製造所

291 千葉市中央区 （株）メガテック千葉事業所

292 千葉市中央区 渡辺技研工業（株）

293 千葉市中央区 ㈱カラカマ工務店

294 千葉市中央区 ㈱北原防災

295 千葉市中央区 ㈱清水商会

296 千葉市中央区 ㈱富士食品千葉支店

297 千葉市中央区 ㈱松樹工業　　　

298 千葉市中央区 ㈱ジュウキJFE事業部

299 千葉市中央区 ＪＦＥシビル（株）千葉事業所

300 千葉市中央区 大和千葉製罐（株）　　

301 千葉市中央区 ㈲馬場工業所

302 千葉市中央区 (株)センエー中央支店

303 千葉市中央区 淑徳大学

304 千葉市中央区 ㈱日産サティオ千葉千葉南店

305 千葉市中央区 スタミナフード（株）

306 千葉市中央区 （株）丸菱       　　　

307 千葉市中央区 千葉アロー㈱

308 千葉市中央区 ㈱創和測量

309 千葉市中央区 ㈱東葉製作所

310 千葉市中央区 松ケ丘幼稚園

311 千葉市中央区 JFE東日本ジーエス(株)

312 千葉市中央区 ㈱関根組

313 千葉市中央区 ㈱azuhata

314 千葉市中央区 工建設（株）

315 千葉市中央区 ＪＦＥテクノリサーチ㈱

316 千葉市中央区 (株)ＪＥＲＡ千葉火力発電所

317 千葉市中央区 日産緑化（株）千葉支店

318 千葉市中央区 （株）テクノ菱和東関東支店

319 千葉市中央区 （有）明和電設

320 千葉市中央区 千葉市建設局下水道管理部南部浄化センター

321 千葉市中央区 松原建設㈱千葉営業所

322 千葉市中央区 日東工業㈱

323 千葉市中央区 ㈲ケー・ケー・エス商会

324 千葉市中央区 (株)ホンダカーズ千葉Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ浜野

325 千葉市中央区 松原建設㈱

326 千葉市中央区 ㈱鍋島組　　　　

327 千葉市中央区 ㈱シュテルン千葉



328 千葉市中央区 ㈱セイコー電設

329 千葉市中央区 （株）大隅工業

330 千葉市中央区 （株）集賛舎

331 千葉市中央区 竹田理化工業（株）千葉支店

332 千葉市中央区 介護老人保健施設純恵の郷

333 千葉市中央区 ㈱富士薬品千葉営業所

334 千葉市中央区 (株)ユニマットライフ千葉営業所

335 千葉市中央区 (株)ネクセライズ千葉・五井事業所

336 千葉市中央区 ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場

337 千葉市中央区 千葉県警察本部交通部交通指導課

338 千葉市中央区 （株）京葉銀行蘇我支店

339 千葉市中央区 (株)宮崎興業   

340 千葉市中央区 千年杉建設㈱

341 千葉市中央区 東テク電工（株）

342 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

343 千葉市中央区 東方エージェンシー（株）本社

344 千葉市中央区 東海産業㈱千葉支店

345 千葉市中央区 (株)ムサシ東関東支店    

346 千葉市中央区 ニチレキ（株）千葉営業所

347 千葉市中央区 日清医療食品(株)東関東支店

348 千葉市中央区 社会福祉法人徳和会特別養護老人ホームあかいの郷

349 千葉市中央区 中央計装㈱千葉営業所

350 千葉市中央区 ＪＦＥアドバンテック(株)東日本事業所

351 千葉市中央区 カメイ（株）千葉支店

352 千葉市中央区 ㈱ウッドワン千葉営業所

353 千葉市中央区 富士港運（株）千葉営業所　　　

354 千葉市中央区 (株)ＪＦＥ設計千葉事業所

355 千葉市中央区 （株）ティップネス蘇我

356 千葉市中央区 千葉市再資源化事業協同組合

357 千葉市中央区 (株)西原環境千葉営業所

358 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部総務課

359 千葉市中央区 (株)ソラスト千葉支社

360 千葉市中央区 ㈱ジャストケア憩ヘルパーステーション

361 千葉市中央区 ＪＦＥ鋼板総合サービス(株)

362 千葉市中央区 新日本空調(株)関東支店

363 千葉市中央区 （株）ホンダカーズ千葉蘇我店

364 千葉市中央区 積水ハウスリフォーム(株)千葉営業所

365 千葉市中央区 東京ガスライフバル千葉（株）都町事業所

366 千葉市中央区 (株)タワーライン・ソリューション千葉事業所

367 千葉市中央区 ニチイケアセンターはまの

368 千葉市中央区 千葉県環境生活部廃棄物指導課

369 千葉市中央区 千葉県警察本部地域部地域課

370 千葉市中央区 ㈱栗原医療器械店千葉営業所

371 千葉市中央区 日本テクノ㈱千葉サービスセンター

372 千葉市中央区 ㈱地域新聞社千葉支社

373 千葉市中央区 日本テクノ(株)千葉支店千葉営業所

374 千葉市中央区 ミドリ安全㈱千葉支店

375 千葉市中央区 一般財団法人千葉県まちづくり公社青葉の森公園管理事務所

376 千葉市中央区 （株）関電工東関東営業本部千葉支店千葉内線営業所



377 千葉市中央区 孝和建商㈱

378 千葉市中央区 三陽メディア（株）千葉営業所

379 千葉市中央区 ㈱千葉興業銀行千葉支店

380 千葉市中央区 東光石油㈱

381 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部生活安全総務課

382 千葉市中央区 (株)寺岡精工千葉営業所

383 千葉市中央区 (株)エクシング千葉支店

384 千葉市中央区 東海澱粉(株)千葉営業所

385 千葉市中央区 千葉総合リース(株)

386 千葉市中央区 ＪＦＥプラントエンジ(株)東日本支店

387 千葉市中央区 (株)チップ興業千葉リサイクルセンター

388 千葉市中央区 コモタ(株)千葉営業所

389 千葉市中央区 ちば興銀カードサービス(株)保証事業本部

390 千葉市中央区 ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)タイヤサービス千葉南店

391 千葉市中央区 ＴＯＴＯエムテック(株)千葉支店

392 千葉市中央区 大成温調（株）東関東支店

393 千葉市中央区 (株)池田理化千葉支店

394 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部人身安全対策課

395 千葉市中央区 特殊電極(株)千葉営業所

396 千葉市中央区 水戸証券(株)千葉支店

397 千葉市中央区 アイティーアイ（株）千葉支店

398 千葉市中央区 （株）ローソン千葉南支店

399 千葉市中央区 関東電子(株)

400 千葉市中央区 中央労働金庫千葉県本部

401 千葉市中央区 千葉県厚生農業協同組合連合会

402 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

403 千葉市中央区 （株）アルビオン千葉支店

404 千葉市中央区 みらい工房

405 千葉市中央区 (株)フレスコ

406 千葉市中央区 （株）西原商会関東千葉営業所

407 千葉市中央区 （株）シーケル

408 千葉市中央区 千葉県警察本部警務部教養課

409 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部捜査第二課

410 千葉市中央区 （株）ハウスメイトワークス千葉ベース

411 千葉市中央区 （株）千葉銀行業務集中部

412 千葉市中央区 アクサ生命保険（株）千葉支社

413 千葉市中央区 （株）メガテック本社

414 千葉市中央区 （株）鈴木シャッター東京メンテナンス支店千葉営業所

415 千葉市中央区 一建設（株）住宅展示場千葉中央店

416 千葉市中央区 （株）京葉ビルサービス

417 千葉市中央区 千葉トヨペット（株）レクサス千葉中央

418 千葉市中央区 農林中央金庫千葉支店

419 千葉市中央区 日特建設（株）千葉営業所

420 千葉市中央区 さかいリハ訪問看護ステーション・千葉蘇我支所

421 千葉市中央区 勝又自動車(株)

422 千葉市中央区 三井住友海上火災保険(株)千葉埼玉損害サポート部

423 千葉市中央区 東武トップツアーズ(株)千葉支店

424 千葉市中央区 損害保険ジャパン（株）千葉支店

425 千葉市中央区 渡辺パイプ(株)千葉電工サービスセンター



426 千葉市中央区 (株)テクノウェイ千葉保全センター

427 千葉市中央区 学校法人大巌寺学園大巌寺幼稚園

428 千葉市中央区 (株)レント千葉営業所

429 千葉市中央区 (株)ジューテック千葉営業所

430 千葉市中央区 千葉県警察本部生活安全部生活安全捜査隊

431 千葉市中央区 （株）ジェイファスト市原工事事業所

432 千葉市中央区 タイムズサービス(株)千葉中央営業所

433 千葉市中央区 オーデリック(株)千葉営業所

434 千葉市中央区 轟産業(株)千葉営業所

435 千葉市中央区 ジェフユナイテッド（株）

436 千葉市中央区 ㈱ホンダカーズ千葉本社

437 千葉市中央区 東京海上日動火災保険(株)千葉支店

438 千葉市中央区 (株)みすず千葉店

439 千葉市中央区 (株)ＮＨＫテクノロジーズ千葉事業所

440 千葉市中央区 (株)東葉テクノ

441 千葉市中央区 (株)三洋販売

442 千葉市中央区 大林道路(株)鹿島道路(株)共同企業体千葉りんかいアスコン

443 千葉市中央区 一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院

444 千葉市中央区 (株)前澤エンジニアリングサービス千葉営業所

445 千葉市中央区 綜合警備保障（株）千葉中央待機所

446 千葉市中央区 （株）スガテック関東支店千葉事業所

447 千葉市中央区 (株)東通

448 千葉市中央区 山喜興業(株)

449 千葉市中央区 (株)西原ネオ東関東支店

450 千葉市中央区 (株)ホンダカーズ千葉浜野店

451 千葉市中央区 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・はまの

452 千葉市中央区 日本リーテック（株）千葉連動更新課

453 千葉市中央区 （株）京葉銀行千葉みなと本部

454 千葉市中央区 （株）クマヒラ千葉支店

455 千葉市中央区 （株）交通建設千葉支店

456 千葉市中央区 （株）マック千葉中央営業所

457 千葉市中央区 みらい工房だいち

458 千葉市中央区 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

459 千葉市中央区 （株）テオリアハウスクリニック千葉営業所

460 千葉市中央区 古谷乳業（株）

461 千葉市中央区 （株）ダイフク千葉カスタマーステーション

462 千葉市中央区 千葉県警察本部刑事部科学捜査研究所

463 千葉市中央区 東京冷機工業（株）

464 千葉市中央区 社会福祉法人九曜会こころふる浜野

465 千葉市中央区 化工建設(株)千葉営業所

466 千葉市中央区 （株）ジオプラン

467 千葉市中央区 日本食研(株)千葉支店

468 千葉市中央区 理研計器(株)千葉営業所

469 千葉市中央区 鴻池運輸(株)千葉支店千葉成品営業所

470 千葉市中央区 大和リース(株)千葉支店

471 千葉市中央区 MS千葉埼玉（株）千葉支店

472 千葉市中央区 （株）日本ライフデザイン　ナナーラ蘇我ケアセンター

473 千葉市中央区 （株）大塚製薬工場千葉支店

474 千葉市中央区 （株）日新千葉支店



475 千葉市中央区 白井企画(株)

476 千葉市中央区 三本珈琲(株)千葉支店

477 千葉市中央区 (株)ライクス千葉営業所

478 千葉市中央区 社会福祉法人淑徳福祉会

479 千葉市中央区 ラーフル(株)

480 千葉市中央区 (株)エムアイエス

481 千葉市中央区 (株)レンタルのニッケン千葉支店

482 千葉市中央区 (株)テクノウェイ千葉事業部千葉営業所

483 千葉市中央区 (株)オーティーエス

484 千葉市中央区 （株）セキュリティワン

485 千葉市中央区 世紀東急工業（株）千葉営業所

486 千葉市中央区 太平電業（株）ＪＦＥ千葉事業所

487 千葉市中央区 杉本商事(株)千葉営業所

488 千葉市中央区 東京海上日動あんしん生命保険(株)千葉生保支社

489 千葉市中央区 （株）ヤックスケアサービス

490 千葉市中央区 日本生命保険相互会社千葉支社

491 千葉市中央区 （株）デンソーソリューション千葉支店

492 千葉市中央区 エス・イー・シーエレベーター（株）千葉港営業所

493 千葉市中央区 タクトホーム（株）千葉店

494 千葉市中央区 フルハシＥＰＯ（株）

495 千葉市中央区 三晃金属工業（株）千葉営業所

496 千葉市中央区 （株）クレックス

497 千葉市中央区 東京セキスイファミエス（株）千葉支店

498 千葉市中央区 （株）北葉エンジニアリング

499 千葉市中央区 東海工機(株)ＪＦＥ事業所

500 千葉市中央区 （株）富士見地所

501 千葉市中央区 未来工業（株）千葉営業所

502 千葉市中央区 興和（株）

503 千葉市中央区 医療法人社団明生会三橋病院

504 千葉市中央区 （株）富士工業

505 千葉市中央区 セントラルフィットネスクラブ２４蘇我

506 千葉市中央区 （株）ニチイ学館ニチイケアセンター松ヶ丘

507 千葉市中央区 日本ドライメンテナンス(株)

508 千葉市中央区 新生ビルテクノ（株）千葉支店

509 千葉市中央区 日栄興業(株)

510 千葉市中央区 東京ガスパイプネットワーク（株）千葉導管ネットワークセンター

511 千葉市中央区 サントリービバレッジソリューション（株）千葉中央支店

512 千葉市中央区 鴻池運輸(株)千葉支店千葉製鋼営業所

513 千葉市中央区 (有)千葉ビデオサービス

514 千葉市中央区 保証協会債権回収(株)千葉営業所

515 千葉市中央区 東建コーポレーション(株)千葉中央支店

516 千葉市中央区 三井不動産リアルティ（株）

517 千葉市中央区 (株)東京海上日動パートナーズTOKIO千葉支店

518 千葉市中央区 三井住友建設(株)JFEプラント工事作業所

519 千葉市中央区 杉田建設(株)

520 千葉市中央区 (株)三ツワフロンテック千葉営業所

521 千葉市中央区 ウチダエスコ（株）千葉営業所

522 千葉市中央区 （株）スズキ自販千葉アリーナ末広

523 千葉市中央区 フクシマガリレイ（株）千葉支店



524 千葉市中央区 （株）京葉銀カード

525 千葉市中央区 東日本電気エンジニアリング（株）千葉電力サービスセンター

526 千葉市中央区 （株）みずほ銀行千葉法人部

527 千葉市中央区 日産部品千葉販売(株)千葉南支店

528 千葉市中央区 (株)タカギ千葉営業所

529 千葉市中央区 セカイエ千葉１(株)千葉営業所

530 千葉市中央区 (株)テクノルーフ

531 千葉市中央区 ラヴィータカサ青葉の森

532 千葉市中央区 トヨタL&F千葉（株）本社

533 千葉市中央区 （株）テレコム千葉支店

534 千葉市中央区 ナスラック（株）千葉営業所

535 千葉市中央区 ナスラック（株）千葉営業所

536 千葉市中央区 協同組合千葉市管工事業協会

537 千葉市中央区 (株)　一倖

538 千葉市中央区 竹本税務会計事務所

539 千葉市中央区 ＡＬＳＯＫ介護(株)かたくり千葉中央

540 千葉市中央区 北辰建設工業(株)

541 千葉市中央区 （株）アクアプラント

542 千葉市中央区 丸栄コンクリート工業（株）千葉営業所

543 千葉市中央区 千葉トヨペット（株）レクサスCPO千葉中央

544 千葉市中央区 ヤックス訪問看護ステーション千葉

545 千葉市中央区 (有)美津葉電設

546 千葉市中央区 (株)エラン千葉支店

547 千葉市中央区 フジセイコー(株)本社

548 千葉市中央区 夢のまち訪問看護リハビリステーション蘇我

549 千葉市中央区 社会福祉法人千葉アフターケア協会

550 千葉市中央区 菊水化学工業(株)千葉住宅営業部

551 千葉市中央区 (株)内藤ハウス千葉営業所

552 千葉市中央区 (株)ミズレッック

553 千葉市中央区 (株)JFEメカテクノ

554 千葉市中央区 (株)住野事務所

555 千葉市中央区 (株)東葉ビルメン

556 千葉市中央区 やさしい手浜野訪問介護事業所

557 千葉市中央区 (株)ミヤマ

558 千葉市中央区 (株)ホットスタッフ千葉

559 千葉市中央区 (株)建築資料研究社千葉支店

560 千葉市中央区 社会福祉法人萩会

561 千葉市中央区 イエローハット千葉都町店

562 千葉市中央区 (株)イエローハット関東支店

563 千葉市中央区 ヤマト・スタッフ・サプライ(株)千葉支店

564 千葉市中央区 (株)博全社クリスタ千葉

565 千葉市中央区 (株)かんぽ生命保険千葉中央郵便局かんぽサービス部

566 千葉市中央区 公益社団法人千葉市シルバー人材センター

567 千葉市中央区 (株)秋山総合

568 千葉市中央区 CSネットワーク(株)千葉支店

569 千葉市中央区 (株)ループケア

570 千葉市中央区 東京信用警備保障(株)千葉営業所

571 千葉市中央区 千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課

572 千葉市中央区 文化シャッターサービス(株)



573 千葉市中央区 ヴェオリア・ジェネッツ(株)千葉中央営業所

574 千葉市中央区 東鉄工業(株)千葉支店総武工事所

575 千葉市中央区 (株)AVANTIA千葉営業所

576 千葉市中央区 ヤマト電機(株)千葉営業所

577 千葉市中央区 田島ルーフィング(株)千葉営業所

578 千葉市中央区 (株)レカムサービス

579 千葉市中央区 ミナモト通信(株)千葉営業所

580 千葉市中央区 (株)千葉測器旭町営業所

581 千葉市中央区 (株)西原屋

582 千葉市中央区 千葉県県土整備部営繕課

583 千葉市中央区 (株)エイジェック千葉オフィス

584 千葉市中央区 岩井コスモ証券(株)千葉プラザ

585 千葉市中央区 Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ(株)千葉支店

586 千葉市中央区 千葉県精神保健福祉センター

587 千葉市中央区 千葉県県土整備部施設改修課

588 千葉市中央区 藤本電業(株)千葉事務所

589 千葉市中央区 （株）ワンダー関東千葉営業所

590 千葉市中央区 王子斎藤紙業（株）千葉営業所

591 千葉市中央区 （株）アカギ東関東営業所

592 千葉市中央区 千葉市医師会立訪問看護ステーション

593 千葉市中央区 関東自動車共済協同組合千葉県支部

594 千葉市中央区 北日本物産（株）千葉営業所

595 千葉市中央区 千葉県出納局

596 千葉市中央区 三信通信（株）

597 千葉市中央区 清水建設(株)JFEスチール構内（建築）作業所

598 千葉市中央区 千葉窯業(株)本部

599 千葉市中央区 (株)スワット

600 千葉市中央区 千葉県環境生活部くらし安全推進課

601 千葉市中央区 千葉県農林水産部農地・農村振興課

602 千葉市中央区 千葉県農林水産部担い手支援課

603 千葉市中央区 千葉県県土整備部建築指導課

604 千葉市中央区 千葉県生実学校

605 千葉市中央区 千葉県監査委員事務局監査課

606 千葉市中央区 千葉県監査委員事務局調整課

607 千葉市中央区 空間情報サービス（株）

608 千葉市中央区 千葉県衛生研究所

609 千葉市中央区 （株）モリケン

610 千葉市中央区 千葉県商工労働部観光誘致促進課

611 千葉市中央区 千葉県商工労働部経済政策課

612 千葉市中央区 千葉県総務部市町村課

613 千葉市中央区 Ａｕｄｉ千葉中央

614 千葉市中央区 （株）ダンテック

615 千葉市中央区 千葉県県土整備部都市整備局住宅課

616 千葉市中央区 千葉県県土整備部技術管理課

617 千葉市中央区 千葉県商工労働部産業人材課

618 千葉市中央区 アイ・エム・アイ(株)千葉CS

619 千葉市中央区 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

620 千葉市中央区 グランメイト(株)

621 千葉市中央区 三谷商事(株)千葉支店



622 千葉市中央区 千葉市中央保健福祉センター

623 千葉市中央区 三機工業(株)千葉支店

624 千葉市中央区 千葉県中央県税事務所

625 千葉市中央区 （株）シューエイ商行

626 千葉市中央区 （株）シミズ・ビルライフケア千葉支店

627 千葉市中央区 （株）ガモウ千葉支店

628 千葉市中央区 学校法人中村学園

629 千葉市中央区 千葉県総務部資産経営課

630 千葉市中央区 （株）丸芝東関東支店

631 千葉市中央区 千葉県総合企画部政策企画課

632 千葉市中央区 千葉県農林水産部安全農業推進課

633 千葉市中央区 千葉県農林水産部水産局漁港課

634 千葉市中央区 昌信電機工事(株)

635 千葉市中央区 千葉県立中央図書館

636 千葉市中央区 競技スポーツ振興課

637 千葉市中央区 千葉県総合企画部空港地域振興課

638 千葉市中央区 千葉県環境生活部県民生活課

639 千葉市中央区 （有）内外建装

640 千葉市中央区 藤井産業(株)千葉支店

641 千葉市中央区 税理士法人坂本会計

642 千葉市中央区 千葉県総合企画部水政課

643 千葉市中央区 千葉県立仁戸名特別支援学校

644 千葉市中央区 (株)小島工業建設東千葉事務所

645 千葉市中央区 千葉メディカルセンター訪問看護ステーション

646 千葉市中央区 千葉県警察本部会計課

647 千葉市中央区 千葉県警察本部警務部監察官室

648 千葉市中央区 千葉県警察本部警務部厚生課

649 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部情報管理課

650 千葉市中央区 千葉県警察本部鉄道警察隊

651 千葉市中央区 千葉県警察本部地域部地域課水上警察隊

652 千葉市中央区 （株）友電社

653 千葉市中央区 千葉県総合企画部統計課

654 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部留置管理課

655 千葉市中央区 千葉県警察本部警務部教養課分庁舎

656 千葉市中央区 千葉県警察本部地域部通信指令課

657 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部装備課機動装備センター

658 千葉市中央区 千葉県環境生活部スポーツ・文化局生涯スポーツ振興課

659 千葉市中央区 (株)ＲＥＧＡＴＥ千葉事業所

660 千葉市中央区 千葉県病院局経営管理課　

661 千葉市中央区 (株)ワイズ保険センター

662 千葉市中央区 ブリヂストン化工品ジャパン(株)千葉営業課

663 千葉市中央区 (有)田近建設

664 千葉市中央区 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課

665 千葉市中央区 三愛設備(株)

666 千葉市中央区 千葉県教育庁教育振興部教職員課

667 千葉市中央区 千葉県警察本部総務部広報県民課

668 千葉市中央区 （株）ジ・アース

669 千葉市中央区 千葉県総合企画部報道広報課

670 千葉市中央区 千葉県健康づくり支援課



671 千葉市緑区 千葉県千葉南警察署

672 千葉市緑区 （株）袖ヶ浦カンツリー倶楽部袖ヶ浦コース

673 千葉市緑区 ㈱ヤマセ建材

674 千葉市緑区 日本郵便(株)千葉緑郵便局

675 千葉市緑区 千葉グリーンセールス㈱

676 千葉市緑区 ㈱サタケ商事

677 千葉市緑区 聖母マリア幼稚園

678 千葉市緑区 千葉市緑消防署

679 千葉市緑区 千代田重機工事㈱千葉支店

680 千葉市緑区 土気中央幼稚園　　　　

681 千葉市緑区 学校法人鏡戸学園鏡戸幼稚園　　

682 千葉市緑区 近藤自動車㈱

683 千葉市緑区 千秋電気㈱

684 千葉市緑区 信和リース(株)

685 千葉市緑区 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団

686 千葉市緑区 菱葉重機㈱

687 千葉市緑区 千葉みらい農業協同組合土気支店

688 千葉市緑区 ㈱栄和紙器

689 千葉市緑区 千葉県立農業大学校機械化研修科

690 千葉市緑区 サンアルミ建材㈱

691 千葉市緑区 三交自動車㈱

692 千葉市緑区 ㈲福田商店

693 千葉市緑区 建設局土木部緑土木事務所

694 千葉市緑区 生活協同組合コープみらいコープデリ千葉南センター

695 千葉市緑区 千葉スバル(株)誉田店

696 千葉市緑区 水道事業事務所

697 千葉市緑区 ㈲グリーンライフ

698 千葉市緑区 若葉・緑環境事業所

699 千葉市緑区 学校法人畠山学園認定こども園白梅幼稚園

700 千葉市緑区 ㈱イースタンドライビングスクール

701 千葉市緑区 明正工業㈱

702 千葉市緑区 ヤマカ建材工業㈱千葉工場

703 千葉市緑区 ㈱東急セブンハンドレッドクラブ

704 千葉市緑区 ㈱ワールド緑化

705 千葉市緑区 千葉市緑区役所　　　　

706 千葉市緑区 ㈲平誠社

707 千葉市緑区 ㈲カンダ事務機

708 千葉市緑区 千葉トヨタ自動車（株）土気あすみが丘店

709 千葉市緑区 ちばぎんコンピューターサービス㈱おゆみ野事業所

710 千葉市緑区 (株)保健科学東日本千葉営業所

711 千葉市緑区 一般財団法人日本海事協会

712 千葉市緑区 小池酸素工業㈱機械生産部

713 千葉市緑区 ㈱ワカマツ

714 千葉市緑区 ㈱双葉工業

715 千葉市緑区 （株）ヴェルディ

716 千葉市緑区 ダスキン鎌取支店

717 千葉市緑区 千葉県農林総合研究センター

718 千葉市緑区 障害者支援施設鎌取晴山苑

719 千葉市緑区 ㈱日東



720 千葉市緑区 千葉市消防学校

721 千葉市緑区 生活協同組合パルシステム千葉千葉センター

722 千葉市緑区 東京パワーテクノロジー(株)分析センター

723 千葉市緑区 ㈱加藤緑花土木　　　　

724 千葉市緑区 洋廣産業㈱

725 千葉市緑区 ㈱豊成建設興業

726 千葉市緑区 ㈱やねしん

727 千葉市緑区 ㈱水上工業所

728 千葉市緑区 医療法人社団総和会介護老人保健施設総和苑

729 千葉市緑区 ㈱裕星グループ　

730 千葉市緑区 （株）ホンダカーズ千葉おゆみ野店

731 千葉市緑区 千葉県千葉農業事務所

732 千葉市緑区 東建コ－ポレ－ション（株）千葉支店

733 千葉市緑区 社会福祉法人うぐいす会ケアハウス誉田園

734 千葉市緑区 社会福祉法人うぐいす会特別養護老人ホーム誉田園

735 千葉市緑区 ㈲不動興業高田事業所

736 千葉市緑区 （株）ルネサンススポーツクラブルネサンス土気あすみが丘

737 千葉市緑区 ㈱豊和企画

738 千葉市緑区 社会福祉法人穏寿会

739 千葉市緑区 ㈱ヤマヨ商事

740 千葉市緑区 ㈱エヌ・イ－

741 千葉市緑区 社会福祉法人友和会特別養護老人ホーム千寿苑

742 千葉市緑区 セコム（株）千葉南支社

743 千葉市緑区 ネッツトヨタ千葉（株）土気あすみが丘店

744 千葉市緑区 ネッツトヨタ千葉（株）古市場店

745 千葉市緑区 社会福祉法人紫雲会特別養護老人ホームけやき園

746 千葉市緑区 医療法人社団紫雲会介護老人保健施設ケアセンターけやき園

747 千葉市緑区 （有）コサカ商会

748 千葉市緑区 学校法人宇野学園おゆみ野南幼稚園

749 千葉市緑区 医療法人社団豊心会中野内科クリニック

750 千葉市緑区 医療法人社団淳英会介護老人保健施設おゆみの

751 千葉市緑区 （株）ダイショク

752 千葉市緑区 フタバホーベル㈱

753 千葉市緑区 （株）環境管理センター北関東技術センター千葉オフィス

754 千葉市緑区 日清紡ケミカル（株）土気事業所

755 千葉市緑区 大東防災㈱

756 千葉市緑区 ㈱大丸通商

757 千葉市緑区 医療法人社団紫雲会千葉南病院

758 千葉市緑区 千葉日産自動車(株)鎌取店

759 千葉市緑区 ニチイケアセンター鎌取

760 千葉市緑区 社会福祉法人心友会しいのみ園

761 千葉市緑区 パトナ（株）

762 千葉市緑区 ヴィルモランみかど（株）

763 千葉市緑区 ㈲釜屋燃料店あすみが丘店

764 千葉市緑区 (株)千葉興業銀行土気南支店

765 千葉市緑区 社会福祉法人清輝会

766 千葉市緑区 (株)タバタ

767 千葉市緑区 ケアウェル安心(株)ケアウェル千葉店

768 千葉市緑区 鎌取ケアコミュニティそよ風



769 千葉市緑区 （株）ヤマシタ千葉緑営業所

770 千葉市緑区 （有）四季コーポレーション

771 千葉市緑区 (株)シスコムネット

772 千葉市緑区 ㈱中野園

773 千葉市緑区 医療法人社団淳英会おゆみの中央病院附属在宅クリニック

774 千葉市緑区 (有)星野工務店

775 千葉市緑区 社会福祉法人うぐいす会デイサービスセンターはなみずき

776 千葉市緑区 セルプ・ガーデンハウス

777 千葉市緑区 (株)福井技巧サービス

778 千葉市緑区 ＪＳＳスイミングスクールおゆみ野

779 千葉市緑区 (有)拓進建装

780 千葉市緑区 社会福祉法人常盤会

781 千葉市緑区 千葉トヨペット（株）土気店

782 千葉市緑区 医療法人社団淳英会おゆみの中央病院

783 千葉市緑区 千葉日産自動車（株）土気あすみが丘店

784 千葉市緑区 （株）東京ＢＫ足場千葉サービスセンター

785 千葉市緑区 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・緑区

786 千葉市緑区 （株）ホンダカーズ千葉鎌取店

787 千葉市緑区 中林建設（株）千葉営業所

788 千葉市緑区 日産プリンス千葉販売(株)土気店

789 千葉市緑区 アビタシオン千葉

790 千葉市緑区 ミライフ（株）千葉店

791 千葉市緑区 ダイハツ千葉販売（株）おゆみ野駅前店

792 千葉市緑区 （株）イノベイションオブメディカルサービス

793 千葉市緑区 千葉県教科書販売（株）

794 千葉市緑区 (株)プラチナサービス

795 千葉市緑区 日進化成(株)千葉営業所

796 千葉市緑区 なごみの陽訪問看護ステーション

797 千葉市緑区 医療法人社団明生会昭和の森クリニック

798 千葉市緑区 社会福祉法人うぐいす会からは～い

799 千葉市緑区 緑保健福祉センター

800 千葉市緑区 緑公園緑地事務所

801 千葉市緑区 協立基礎(株)

802 千葉市緑区 西ノ宮（株）

803 千葉市緑区 (株)吉野機械製作所

804 千葉市緑区 (有)仲信工業

805 千葉市緑区 (有)ひえだ商事

806 千葉市緑区 千葉みらい農業協同組合みどり野支店

807 千葉市緑区 ふる里学舎あすみが丘

808 千葉市緑区 大樹興業（株）

809 千葉市緑区 （株）東急Re・デザイン

810 千葉市緑区 (有)ふるさと建設

811 千葉市緑区 (株)高栄建設

812 千葉市緑区 (株)千葉銀行鎌取支店

813 千葉市緑区 （有）相和不動産

814 千葉市緑区 （有）中元工業

815 千葉市緑区 藤旺建設（株）

816 千葉市緑区 （株）井澤興業

817 千葉市緑区 （株）オスミックアグリ千葉



818 千葉市緑区 三共建設（株）

819 千葉市緑区 土気訪問看護ステーション

820 千葉市緑区 ＣＰＳ機電(株)

821 千葉市緑区 (株)カマタ土気工場

822 千葉市緑区 (有)日暮水道

823 千葉市緑区 (株)ダイイチ千葉営業所

824 千葉市緑区 特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム

825 千葉市緑区 北園電業(株)

826 千葉市緑区 (株)ナナミ

827 千葉市緑区 特別養護老人ホーム緑苑

828 千葉市緑区 医療法人社団賢仁会

829 千葉市緑区 （株）ミツウロコヴェッセル東千葉店

830 千葉市緑区 千葉県中央障害者相談センター

831 千葉市緑区 (株)柘植工業

832 千葉市緑区 グラウンドシステム(株)

833 千葉市緑区 中部紙工(株)関東工場

834 千葉市緑区 （有）アートシャッター

835 千葉市緑区 (株)千葉滌化る

836 千葉市緑区 （株）千友工業

837 千葉市緑区 （株）千葉フットサービス

838 千葉市緑区 （有）千代不動産

839 千葉市緑区 千葉県企業局誉田給水場

840 千葉市緑区 （有）大裕土建

841 千葉市緑区 地域密着型ケアセンターかえで

842 千葉市緑区 （株）コイケテックメンテ本部

843 千葉市緑区 （株）アイ・テック

844 千葉市緑区 （株）トータルプロテクト

845 千葉市緑区 コスモ警備（株）

846 千葉市緑区 （有）あすみ電気

847 千葉市緑区 Ｈａｎａムツミ福祉用具

848 千葉市緑区 千葉県農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所水稲温暖化対策研究室

849 千葉市緑区 一守建設(株)

850 千葉市緑区 エスエス空調（有）

851 千葉市緑区 障害者高等技術専門校

852 千葉市緑区 (株)浩和建設

853 千葉市緑区 (有)帝建工業

854 千葉市緑区 訪問看護ステーショングリーン

855 千葉市緑区 （有）わかな造園

856 千葉市緑区 ガーデンセブン

857 千葉市緑区 東洋建設(株)関東建築支店ピースデリ千葉市誉田食品工場新築工事

858 千葉市緑区 (株)三共消毒千葉東支店

859 千葉市緑区 (株)エスユーピー

860 千葉市緑区 博友工業(株)

861 千葉市緑区 シーデーシー情報システム(株)緑営業所

862 千葉市緑区 (株)ドットライン夢のまち訪問看護リハビリステーション土気

863 千葉市若葉区 陸上自衛隊高射学校

864 千葉市若葉区 (株)ケーヨー　　　　

865 千葉市若葉区 岩渕薬品(株)千葉営業所

866 千葉市若葉区 一般財団法人千葉県自動車練習所

867 千葉市若葉区 アスカ自動車工業（株）



868 千葉市若葉区 (株)千葉中央自動車学校

869 千葉市若葉区 星商㈱ 

870 千葉市若葉区 ㈱クワザワ千葉事業所

871 千葉市若葉区 千葉トヨタ自動車㈱加曽利店

872 千葉市若葉区 (株)京葉カントリークラブ

873 千葉市若葉区 東京電力パワーグリッド(株)千葉総支社桜木事務所

874 千葉市若葉区 小山（株）千葉営業所

875 千葉市若葉区 石田重機㈱

876 千葉市若葉区 （株）袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース

877 千葉市若葉区 東京ちん味食品㈱

878 千葉市若葉区 ㈱はせべ

879 千葉市若葉区 石井開運(株)

880 千葉市若葉区 学校法人鎌田学園やまびこ幼稚園

881 千葉市若葉区 千葉刑務所

882 千葉市若葉区 千葉トヨペット㈱小倉店

883 千葉市若葉区 都賀スポーツセンター㈱

884 千葉市若葉区 ㈱ユアサ電子

885 千葉市若葉区 大西総業（株）

886 千葉市若葉区 (有)吉村工業所　　　

887 千葉市若葉区 三洋科学（株）

888 千葉市若葉区 ㈲田中建商千葉工場

889 千葉市若葉区 京葉段ボール工業㈱

890 千葉市若葉区 三球電機㈱千葉支店

891 千葉市若葉区 東和道路（株）

892 千葉市若葉区 ㈱牧野工務店

893 千葉市若葉区 ㈲中村建機

894 千葉市若葉区 千葉市若葉消防署

895 千葉市若葉区 ㈱進　栄

896 千葉市若葉区 ㈱ナミキ

897 千葉市若葉区 東洋産業(株)

898 千葉市若葉区 積水ハウス建設関東(株)

899 千葉市若葉区 京葉管材㈱

900 千葉市若葉区 東洋メンテ工業（株）

901 千葉市若葉区 ㈱永光自動車工業

902 千葉市若葉区 (株)パロマ東関東支店千葉営業所

903 千葉市若葉区 生活協同組合コープみらいコープデリ中央センター

904 千葉市若葉区 総武造園土木（株）

905 千葉市若葉区 京成建設(株)千葉工事部

906 千葉市若葉区 千葉県千葉東警察署

907 千葉市若葉区 ケイズ京葉（株）

908 千葉市若葉区 ㈱山下建設　　　

909 千葉市若葉区 ㈲石井鈑金工業

910 千葉市若葉区 ㈲第一建装

911 千葉市若葉区 ㈲吉川自動車工業

912 千葉市若葉区 ㈱アサンテ

913 千葉市若葉区 千葉日産自動車㈱桜木町店

914 千葉市若葉区 ㈱日本造園土木

915 千葉市若葉区 ㈱安西製作所

916 千葉市若葉区 ㈱三樹園緑化

917 千葉市若葉区 沖田躯体工事(株)

918 千葉市若葉区 ㈲千葉建装



919 千葉市若葉区 日測㈱

920 千葉市若葉区 ㈱水巧設備工業

921 千葉市若葉区 ㈱ダイトク

922 千葉市若葉区 千葉市農政センター農業経営支援課

923 千葉市若葉区 千葉市立養護学校

924 千葉市若葉区 千葉市動物公園

925 千葉市若葉区 三栄コンクリート㈱千葉工場

926 千葉市若葉区 千葉三菱自動車販売（株）千葉東店

927 千葉市若葉区 千葉市若葉区役所

928 千葉市若葉区 新和式典㈱

929 千葉市若葉区 ㈲ケーエムフーズ

930 千葉市若葉区 泉学園千城東幼稚園

931 千葉市若葉区 ＪＦＥエンジニアリング(株)ガス導管建設部千葉事業所

932 千葉市若葉区 千葉トヨペット(株)大宮店

933 千葉市若葉区 福田道路（株）千葉営業所

934 千葉市若葉区 ㈱丸　藤

935 千葉市若葉区 ㈲志賀産業

936 千葉市若葉区 学校法人宍倉学園みつわ台幼稚園

937 千葉市若葉区 (株)首都圏メディカル千葉営業所

938 千葉市若葉区 ㈱野口食品千葉営業所

939 千葉市若葉区 学校法人金剛学園桜林高等学校

940 千葉市若葉区 （株）西船企業

941 千葉市若葉区 かしの木建設㈱

942 千葉市若葉区 富士システム防災㈱

943 千葉市若葉区 ㈲桜木燃料

944 千葉市若葉区 千葉光の村授産園

945 千葉市若葉区 オリオン電気工事㈱

946 千葉市若葉区 学校法人桐葉学園加曽利幼稚園

947 千葉市若葉区 特別養護老人ホームちば美香苑

948 千葉市若葉区 (株)アイキョーホーム

949 千葉市若葉区 社会福祉法人清和園特別養護老人ホームセイワ若松

950 千葉市若葉区 (株)ホギメディカル千葉営業所

951 千葉市若葉区 日本メガケア㈱東関東支店

952 千葉市若葉区 ㈱瀬戸商会

953 千葉市若葉区 ㈲五光自動車

954 千葉市若葉区 君塚鉄筋㈱

955 千葉市若葉区 （株）富士電設工業

956 千葉市若葉区 ㈱大英設備

957 千葉市若葉区 ㈱エイ・エフ・エイ

958 千葉市若葉区 （株）フィニッシャーリース

959 千葉市若葉区 三井住建道路（株）関東支店東関東営業所

960 千葉市若葉区 ㈱ウッドストック

961 千葉市若葉区 シーアンドエー(株)

962 千葉市若葉区 へいわ幼稚園

963 千葉市若葉区 伊藤電業㈱

964 千葉市若葉区 社会福祉法人三育ライフシャローム若葉

965 千葉市若葉区 ㈱備建

966 千葉市若葉区 学校法人森島学園

967 千葉市若葉区 協和企業㈱

968 千葉市若葉区 社会福祉法人あしたば中野学園

969 千葉市若葉区 介護老人保健施設はつらつリハビリセンター



970 千葉市若葉区 ㈱光陽オート

971 千葉市若葉区 ㈱サン・ガード

972 千葉市若葉区 （株）ジャパンファーム千葉事業部

973 千葉市若葉区 積和建設東関東㈱ランドテック事業部千葉事務所

974 千葉市若葉区 芳賀鉄筋工業㈲

975 千葉市若葉区 ㈱共同土木

976 千葉市若葉区 中央会計租税法事務所

977 千葉市若葉区 ㈲小川建材店

978 千葉市若葉区 ジャパン建材㈱千葉営業所　　　

979 千葉市若葉区 （株）ライフランド京葉仕出しセンター高品キッチン

980 千葉市若葉区 (株)千葉興業銀行小倉台支店

981 千葉市若葉区 社会福祉法人孝明会

982 千葉市若葉区 ㈱千都鉄筋

983 千葉市若葉区 千都グリーン工業㈱

984 千葉市若葉区 ㈱なとり千葉営業所

985 千葉市若葉区 ㈱万城食品千葉営業所

986 千葉市若葉区 特別養護老人ホーム清和園

987 千葉市若葉区 ㈲サンショウ

988 千葉市若葉区 オネストクリーンサービス㈱

989 千葉市若葉区 藤海ビルサービス㈱

990 千葉市若葉区 ㈱山　盛

991 千葉市若葉区 日本自動ドア(株)千葉営業所

992 千葉市若葉区 （株）五常

993 千葉市若葉区 社会福祉法人高砂会特別養護老人ホーム中野園

994 千葉市若葉区 光工商㈱

995 千葉市若葉区 社会福祉法人九曜会たかね園　　

996 千葉市若葉区 （株）日本サーモエナー千葉支店

997 千葉市若葉区 （株）川本製作所千葉営業所

998 千葉市若葉区 ㈱奥　山

999 千葉市若葉区 （有）前橋園

1000 千葉市若葉区 ㈲鎗建興業

1001 千葉市若葉区 （株）サンテクノ

1002 千葉市若葉区 (株)大幹

1003 千葉市若葉区 （株）千葉環境ビジネス

1004 千葉市若葉区 ㈲トレジャーズファーム

1005 千葉市若葉区 （株）明翔工業

1006 千葉市若葉区 ㈲タバタ

1007 千葉市若葉区 フルテック（株）千葉支店

1008 千葉市若葉区 社会福祉法人あさひの丘知的障害者通所授産施設あさひの丘

1009 千葉市若葉区 ㈲高齢者介護センター

1010 千葉市若葉区 エムケー精工㈱東関東支店

1011 千葉市若葉区 千葉県ヤクルト販売（株）千葉支社

1012 千葉市若葉区 ネッツトヨタ千葉(株)ユーコム貝塚店

1013 千葉市若葉区 積水ハウス(株)東関東カスタマーズセンター

1014 千葉市若葉区 クリーンスペース(株)

1015 千葉市若葉区 (株)忠伸

1016 千葉市若葉区 （有）エフ・シー・ユー

1017 千葉市若葉区 （株）ＬＳＩメディエンス千葉営業所

1018 千葉市若葉区 (株)千葉銀行千城台支店

1019 千葉市若葉区 (株)山善千葉支店

1020 千葉市若葉区 (株)ベストサポート



1021 千葉市若葉区 吉田工業(株)

1022 千葉市若葉区 (有)三和商事

1023 千葉市若葉区 (有)富樫工業

1024 千葉市若葉区 フジクリーン工業(株)千葉営業所

1025 千葉市若葉区 若葉泉の里

1026 千葉市若葉区 第一サッシ工業（株）

1027 千葉市若葉区 （株）堀越土木

1028 千葉市若葉区 千城土木工業（株）

1029 千葉市若葉区 （株）千葉建設工業

1030 千葉市若葉区 五稜建設（株）

1031 千葉市若葉区 （株）ビーアイテック

1032 千葉市若葉区 ヒカリアート（株）

1033 千葉市若葉区 （株）初芝

1034 千葉市若葉区 昱（株）千葉支店

1035 千葉市若葉区 日産プリンス千葉販売㈱桜木店

1036 千葉市若葉区 (株)エル・ティーエフ千葉埼玉支店

1037 千葉市若葉区 医療法人社団クレドさとうクリニック

1038 千葉市若葉区 （有）拓伸

1039 千葉市若葉区 東洋シャッター(株)千葉営業所

1040 千葉市若葉区 軽費老人ホームはつらつの里

1041 千葉市若葉区 (有)大武電設

1042 千葉市若葉区 (株)三田工業

1043 千葉市若葉区 グリーン・エコ（株）

1044 千葉市若葉区 （株）ノリコーポレーション

1045 千葉市若葉区 (株)トミオ

1046 千葉市若葉区 かずさ總建（株）

1047 千葉市若葉区 （株）ブロード千葉支店

1048 千葉市若葉区 （株）クレックス千葉営業所

1049 千葉市若葉区 (有)塚田建設

1050 千葉市若葉区 訪問看護ステーションかがやき

1051 千葉市若葉区 介護老人保健施設秀眉園

1052 千葉市若葉区 デイサービスのどか

1053 千葉市若葉区 日本電設工業（株）鉄道統括本部千葉支社

1054 千葉市若葉区 日本電設工業（株）東関東支店

1055 千葉市若葉区 （有）季織苑

1056 千葉市若葉区 訪問看護ステーションあすか

1057 千葉市若葉区 エス工業（株）

1058 千葉市若葉区 若葉公園緑地事務所

1059 千葉市若葉区 若葉区保健福祉センター

1060 千葉市若葉区 赤福金属（株）源町店

1061 千葉市若葉区 セイスイ工業（株）

1062 千葉市若葉区 ポラリスデイサービスセンター桜木

1063 千葉市若葉区 (株)アイ．ティー．エイ．システム

1064 千葉市若葉区 (有)岡村商事

1065 千葉市若葉区 千葉みらい農業協同組合千葉東部営農センター

1066 千葉市若葉区 （株）廣商

1067 千葉市若葉区 （株）シンエイ金物

1068 千葉市若葉区 （株）剛翔

1069 千葉市若葉区 日本クラスター（株）

1070 千葉市若葉区 細谷工業（株）千葉営業所

1071 千葉市若葉区 (有)共栄



1072 千葉市若葉区 ヤックスデイサービス千城台

1073 千葉市若葉区 学校法人瀧澤学園

1074 千葉市若葉区 (株)ドットライン夢のまち訪問看護リハビリステーション都賀

1075 千葉市若葉区 (株)やさしい手都賀訪問介護事業所

1076 千葉市若葉区 東京レンタル（株）千葉営業所

1077 千葉市若葉区 カネマル工業(株)

1078 千葉市若葉区 三和工業(株)

1079 千葉市若葉区 太田プレス(株)本社工場

1080 千葉市若葉区 (有)西川塗装店

1081 千葉市若葉区 (株)ＤＥＮＲＩＣＨＥ

1082 千葉市若葉区 (株)千葉緑化サービス

1083 千葉市若葉区 (株)トラスト

1084 千葉市若葉区 神和建設（株）

1085 千葉市若葉区 （株）共栄環境サービス

1086 千葉市若葉区 （株）トーワテック

1087 千葉市若葉区 （株）創建

1088 千葉市若葉区 千葉県産業支援技術研究所

1089 千葉市若葉区 (株)クガテクニカル興業

1090 千葉市若葉区 (株)メイク

1091 千葉市若葉区 (有)タケイ

1092 千葉市若葉区 (株)シンコー

1093 千葉市若葉区 （有）和喜多

1094 千葉市若葉区 (株)船橋保険事務所

1095 千葉市若葉区 ヘルシー・スポーツ建設(株)

1096 千葉市若葉区 (株)シシクラ

1097 千葉市若葉区 （株）ロハスエコセンター

1098 千葉市若葉区 千葉県立桜が丘特別支援学校

1099 千葉市若葉区 特別養護老人ホームバウムあすみの丘

1100 千葉市若葉区 和陽園

1101 千葉市若葉区 グランド産業(株)千葉事業所

1102 千葉市若葉区 訪問看護ステーション加曽利

1103 千葉市若葉区 (有)トータル

1104 千葉市若葉区 サン冷機工業(株)

1105 千葉市若葉区 千葉トヨタ自動車（株）アレス若松店

1106 千葉市若葉区 (株)文珠堂

1107 千葉市若葉区 Ａ．Ｂ．Ｆ(株)

1108 千葉市若葉区 （株）桂精機製作所京葉支店

1109 千葉市若葉区 （有）小堀商会

1110 千葉市若葉区 (有)サンスイ

1111 千葉市花見川区 シュガーハート花見川訪問看護ステーション

1112 千葉市花見川区 (株)日警保安

1113 千葉市花見川区 （株）樹舗装本店

1114 千葉市花見川区 万仁土地（株）千葉支店

1115 千葉市花見川区 京葉文具㈱

1116 千葉市花見川区 (株)神栄工業

1117 千葉市花見川区 (株)戸村建設

1118 千葉市花見川区 (株)伸和住宅

1119 千葉市花見川区 （株）不動産ＳＨＯＰナカジツ千葉・花見川店

1120 千葉市花見川区 タイガー（株）東京支店

1121 千葉市花見川区 (有)エー・シー・エフ

1122 千葉市花見川区 学校法人慶泉学園曉幼稚園



1123 千葉市花見川区 ニチイケアセンターはなぞの

1124 千葉市花見川区 千葉みらい農業協同組合千葉西部営農センター

1125 千葉市花見川区 千葉みらい農業協同組合幕張支店

1126 千葉市花見川区 （有）今井自動車

1127 千葉市花見川区 千葉西税務署

1128 千葉市花見川区 学校法人荻原学園スガハラ幼稚園

1129 千葉市花見川区 松磯工産㈱

1130 千葉市花見川区 上松工業（株）

1131 千葉市花見川区 千葉トヨタ自動車（株）幕張店

1132 千葉市花見川区 オーウェル㈱千葉営業所

1133 千葉市花見川区 （株）トベ千葉営業所

1134 千葉市花見川区 Ａｕｄｉ幕張

1135 千葉市花見川区 丸金印刷(株)

1136 千葉市花見川区 ㈲黒子商事   

1137 千葉市花見川区 （株）ヤマダデンキ家電住まいる館YAMADA幕張店

1138 千葉市花見川区 サニーライフ幕張デイサービス

1139 千葉市花見川区 社会福祉法人愛寿会

1140 千葉市花見川区 トヨタカローラ千葉㈱幕張店

1141 千葉市花見川区 千葉日産自動車（株）幕張店

1142 千葉市花見川区 (株)ルネサンススポーツクラブ＆スパ　ルネサンス幕張

1143 千葉市花見川区 幕張小型自動車整備工場

1144 千葉市花見川区 さざれ幼稚園

1145 千葉市花見川区 まくはり訪問看護ステーション

1146 千葉市花見川区 （株）翠松堂BTL

1147 千葉市花見川区 綜合警備保障（株）千葉支社幕張営業所

1148 千葉市花見川区 千葉県企業局

1149 千葉市花見川区 千葉県企業局工業用水部施設設備課

1150 千葉市花見川区 千葉県企業局水道部浄水課

1151 千葉市花見川区 千葉県企業局県水お客様センター

1152 千葉市花見川区 （株）ヤナセ東京千葉営業本部幕張支店

1153 千葉市花見川区 （株）スズキ自販千葉

1154 千葉市花見川区 千葉トヨタ自動車(株)レクサス幕張

1155 千葉市花見川区 千葉スバル（株）幕張店

1156 千葉市花見川区 ㈱オーシマ

1157 千葉市花見川区 （株）福祉協同サービス千葉営業所

1158 千葉市花見川区 住友不動産（株）新築そっくりさん事業本部幕張営業所

1159 千葉市花見川区 (株)千葉銀行幕張支店

1160 千葉市花見川区 ㈲笠間商事

1161 千葉市花見川区 ㈱香取

1162 千葉市花見川区 一建設（株）千葉営業所

1163 千葉市花見川区 (株)ファミリーライフサービス千葉営業所

1164 千葉市花見川区 大光電機(株)千葉営業所

1165 千葉市花見川区 スターツＣＡＭ(株)千葉営業部

1166 千葉市花見川区 (株)シー・エス・ランバー幕張事業所

1167 千葉市花見川区 (株)千葉銀行幕張本郷支店

1168 千葉市花見川区 ㈱ＩＨＩ回転機械エンジニアリング東京事業所千葉営業所

1169 千葉市花見川区 (株)メフォス千葉事業部

1170 千葉市花見川区 (有)大野電器商会

1171 千葉市花見川区 ＡＬＳＯＫ千葉（株）

1172 千葉市花見川区 (株)ヤグチ千葉営業所

1173 千葉市花見川区 訪問看護ステーションデューン幕張



1174 千葉市花見川区 （株）ライト建設

1175 千葉市花見川区 マテリクス（株）千葉支店

1176 千葉市花見川区 藤友(株)

1177 千葉市花見川区 ㈱ジャクパ千葉支部

1178 千葉市花見川区 (株)シノダ千葉店

1179 千葉市花見川区 (株)雅セレモニー幕張本郷ホール

1180 千葉市花見川区 (株)クレオ東関東事業所

1181 千葉市花見川区 ニッタン（株）東関東支社

1182 千葉市花見川区 リリカラ(株)千葉営業所

1183 千葉市花見川区 サンエス警備保障(株)本社幕張支社

1184 千葉市花見川区 (有)本郷住設

1185 千葉市花見川区 みかど造園㈱

1186 千葉市花見川区 （株）イヤサカ千葉営業所

1187 千葉市花見川区 (株)石勝エクステリア千葉支店

1188 千葉市花見川区 GrowthShip（株）

1189 千葉市花見川区 野里電気工業㈱千葉営業所

1190 千葉市花見川区 (株)橋爪電気工事

1191 千葉市花見川区 大新東(株)千葉営業所

1192 千葉市花見川区 ㈱新千葉電設　　　　

1193 千葉市花見川区 Ｌａｍｐｕｓ(株)えるさぽ訪問看護ステーション

1194 千葉市花見川区 (株)さくら塗建

1195 千葉市花見川区 日本郵便（株）花見川郵便局

1196 千葉市花見川区 さつきが丘幼稚園

1197 千葉市花見川区 （株）ニチイ学館ニチイケアセンターさつきが丘

1198 千葉市花見川区 ウォータースタンド（株）千葉支店

1199 千葉市花見川区 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）首都圏エリア千葉地区本部千葉北営業所

1200 千葉市花見川区 月星商事㈱千葉支店

1201 千葉市花見川区 （株）アイ・メデックス

1202 千葉市花見川区 (株)オートコミュニケーションズオニキス八千代店

1203 千葉市花見川区 東邦レミコン㈱千葉工場

1204 千葉市花見川区 ㈱プロテクト

1205 千葉市花見川区 学校法人広田学園こてはし台幼稚園

1206 千葉市花見川区 ケーヨーレンタル（株）

1207 千葉市花見川区 秀和産業（株）

1208 千葉市花見川区 学校法人さくら学園花見川幼稚園

1209 千葉市花見川区 社会福祉法人晴山会介護老人保健施設晴山苑

1210 千葉市花見川区 千葉市花見川・稲毛公園緑地事務所

1211 千葉市花見川区 ㈲アクアスポーツクラブ

1212 千葉市花見川区 学校法人石渡学園千葉しらゆり幼稚園

1213 千葉市花見川区 大同電工（株）

1214 千葉市花見川区 (株)サンコーステップ

1215 千葉市花見川区 都葉設備㈱

1216 千葉市花見川区 ナショナル・ベンデイング㈱千葉営業所

1217 千葉市花見川区 ㈱アベルコ千葉中央支店

1218 千葉市花見川区 （株）千田エレベーターサービス

1219 千葉市花見川区 大栄産業㈱

1220 千葉市花見川区 (株)アスト

1221 千葉市花見川区 千葉県中央家畜保健衛生所

1222 千葉市花見川区 ㈲みすみ自動車整備工場

1223 千葉市花見川区 東和興産(株)東関東支社

1224 千葉市花見川区 千葉市花見川区役所



1225 千葉市花見川区 花見川区保健福祉センター

1226 千葉市花見川区 大裕工業(株)

1227 千葉市花見川区 エクシーズ（株）千葉営業所

1228 千葉市花見川区 ㈲舞　花   

1229 千葉市花見川区 小林設備工業㈱

1230 千葉市花見川区 (株)高萩重機関東事業所

1231 千葉市花見川区 ㈱組山総業

1232 千葉市花見川区 （株）シェフミートチグサ

1233 千葉市花見川区 （株）ステップアップ

1234 千葉市花見川区 フェンス工業㈱

1235 千葉市花見川区 （株）スマイルテクノ

1236 千葉市花見川区 (株)京都スペーサー千葉北営業所

1237 千葉市花見川区 大蔵物産㈱

1238 千葉市花見川区 アルケア(株)千葉工場

1239 千葉市花見川区 和信産業㈱

1240 千葉市花見川区 ㈱千葉度量衡工業所

1241 千葉市花見川区 (株)丸菱バイオエンジ千葉工場

1242 千葉市花見川区 北創工業㈱

1243 千葉市花見川区 (有)フジテクノ

1244 千葉市花見川区 （株）新潟建設工業

1245 千葉市花見川区 （株）エスプールプラスちば花見川ファーム

1246 千葉市花見川区 新日本建販（株）千葉リースセンター

1247 千葉市花見川区 社会福祉法人煌徳会特別養護老人ホーム一倫荘

1248 千葉市花見川区 （株）地商土木千葉北営業所

1249 千葉市花見川区 (株)マリン精工

1250 千葉市花見川区 ネッツトヨタ千葉(株)畑町店

1251 千葉市花見川区 （有）植草美装工業

1252 千葉市花見川区 千葉トヨタ自動車(株)畑町店

1253 千葉市花見川区 高喜建設㈱千葉営業所

1254 千葉市花見川区 （有）稲毛リビングサービス

1255 千葉市花見川区 三洋建設（株）

1256 千葉市花見川区 ㈱渡邉重機

1257 千葉市花見川区 (有)髙良コーキ

1258 千葉市花見川区 （株）新雄興業

1259 千葉市花見川区 （株）共進

1260 千葉市花見川区 協進建設㈱

1261 千葉市花見川区 信徳寺あさひ幼稚園

1262 千葉市花見川区 三和機材（株）千葉工場

1263 千葉市花見川区 ＳＥＭＩＴＥＣ株式会社

1264 千葉市花見川区 （株）ユアサデンキ

1265 千葉市花見川区 千葉トヨペット（株）花見川店

1266 千葉市花見川区 花見川訪問看護ステーション

1267 千葉市花見川区 ㈱アサヒ理化製作所

1268 千葉市花見川区 （有）ビックロード

1269 千葉市花見川区 （株）新建設千葉支店

1270 千葉市花見川区 千葉ハナワ産商(有)

1271 千葉市花見川区 鷹ノ台ドライビングスクール㈱

1272 千葉市花見川区 東海住宅（株）千葉建築部

1273 千葉市花見川区 千葉県企業局柏井浄水場

1274 千葉市花見川区 畑町ケアセンターそよ風

1275 千葉市花見川区 （株）大七住建



1276 千葉市花見川区 ヤックスデイサービスセンター新検見川

1277 千葉市花見川区 ㈲太田重機

1278 千葉市花見川区 （株）シダーあおぞらの里花見川デイサービスセンター

1279 千葉市花見川区 (株)ライフネット千葉センター

1280 千葉市花見川区 （株）岡田電気工事

1281 千葉市花見川区 (株)与志建設

1282 千葉市花見川区 （株）クランベック

1283 千葉市花見川区 ㈱明電エンジニアリング電子装置部

1284 千葉市花見川区 (株)山治紙業千葉営業所

1285 千葉市花見川区 (株)モーリレーザ千葉工場

1286 千葉市花見川区 中央日化サービス㈱

1287 千葉市花見川区 生活協同組合コープみらいコープデリ千葉北センター

1288 千葉市花見川区 ㈱近藤商会

1289 千葉市花見川区 （株）アキ商事

1290 千葉市花見川区 千葉みらい農業協同組合犢橋支店

1291 千葉市花見川区 (株)小泉東関東千葉北営業所

1292 千葉市花見川区 ネッツトヨタ東都(株)こてはし店

1293 千葉市花見川区 スカイネットワーク（株）

1294 千葉市花見川区 ㈱川島屋パン事業部

1295 千葉市花見川区 北葉企業㈱

1296 千葉市花見川区 （株）川島屋明治千葉宅配センター

1297 千葉市花見川区 医療法人社団鳳雄会介護老人保健施設ほうゆう苑

1298 千葉市稲毛区 ミューテクノ（株）千葉営業所

1299 千葉市稲毛区 千葉森林管理事務所

1300 千葉市稲毛区 学校法人小林学園稲毛幼稚園

1301 千葉市稲毛区 （株）稲毛自動車教習所

1302 千葉市稲毛区 特別養護老人ホームいなげ一倫荘

1303 千葉市稲毛区 三井不動産リアルティ（株）稲毛センター

1304 千葉市稲毛区 （株）千葉銀行稲毛支店

1305 千葉市稲毛区 (株)ＭＳＫ

1306 千葉市稲毛区 （株）創将

1307 千葉市稲毛区 （株）峰製作所東京工事支店

1308 千葉市稲毛区 （有）第一通信システム

1309 千葉市稲毛区 プレア稲毛ホール

1310 千葉市稲毛区 (株)千葉興業銀行稲毛支店

1311 千葉市稲毛区 （株）千葉銀行稲毛東口支店

1312 千葉市稲毛区 公益情報システム（株）

1313 千葉市稲毛区 （株）Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ建築部事務所

1314 千葉市稲毛区 メディキット（株）千葉営業所

1315 千葉市稲毛区 千葉県こどもと親のサポートセンター

1316 千葉市稲毛区 安全自動車（株）千葉営業所

1317 千葉市稲毛区 ルミナスの和訪問看護ステーション

1318 千葉市稲毛区 UCC上島珈琲（株）関東支社千葉支店

1319 千葉市稲毛区 ㈱海宝稲毛インターナショナルスイミングスクール

1320 千葉市稲毛区 （有）京葉アメニティー京葉宅配センター稲毛店

1321 千葉市稲毛区 ネッツトヨタ千葉㈱小仲台店

1322 千葉市稲毛区 アットホームサービス(株)

1323 千葉市稲毛区 (有)総武測量

1324 千葉市稲毛区 ＩＨＩ運搬機械（株）千葉サービスセンター

1325 千葉市稲毛区 (株)ちばしんビジネスサービス

1326 千葉市稲毛区 （株）リエイシニア町内会稲毛園生



1327 千葉市稲毛区 （株）ジョイフル本田千葉店

1328 千葉市稲毛区 千葉トヨタ自動車㈱穴川店

1329 千葉市稲毛区 千葉トヨタ自動車（株）レクサス穴川

1330 千葉市稲毛区 （株）ホンダカーズ千葉穴川店　

1331 千葉市稲毛区 日産プリンス千葉販売(株)日産アプリーテ千葉店

1332 千葉市稲毛区 ダイハツ千葉販売㈱千葉天台店

1333 千葉市稲毛区 千葉トヨペット（株）長沼店

1334 千葉市稲毛区 ㈱アート設備建設

1335 千葉市稲毛区 （株）スズキ自販千葉アリーナ穴川インター

1336 千葉市稲毛区 エスケアステーション千葉稲毛

1337 千葉市稲毛区 あやめ台幼稚園

1338 千葉市稲毛区 (株)プレア

1339 千葉市稲毛区 （株）タクト

1340 千葉市稲毛区 （株）新千葉ホームテック

1341 千葉市稲毛区 ライフケアタカサ千葉支店

1342 千葉市稲毛区 花見川・稲毛環境事業所

1343 千葉市稲毛区 花見川・稲毛土木事務所

1344 千葉市稲毛区 学校法人 千葉敬愛学園

1345 千葉市稲毛区 (株)エンバイオ・エンジニアリング千葉支店

1346 千葉市稲毛区 大州建設工業(株)

1347 千葉市稲毛区 東芝テック（株）東関東支店

1348 千葉市稲毛区 東芝テックソリューションサービス（株）東関東支店

1349 千葉市稲毛区 （株）ハートフラワー千葉営業所

1350 千葉市稲毛区 いなげケアセンターそよ風

1351 千葉市稲毛区 ㈱美濃忠

1352 千葉市稲毛区 千葉市稲毛区役所

1353 千葉市稲毛区 千葉市稲毛消防署

1354 千葉市稲毛区 稲毛区保健福祉センター

1355 千葉市稲毛区 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

1356 千葉市稲毛区 (株)黒田電気商会

1357 千葉市稲毛区 自衛隊千葉地方協力本部

1358 千葉市稲毛区 (有)千城管工

1359 千葉市稲毛区 千葉市立第二養護学校

1360 千葉市稲毛区 学校法人千葉経済学園

1361 千葉市稲毛区 富士電機ＩＴソリューション㈱千葉支店

1362 千葉市稲毛区 関東農政局千葉県拠点轟町庁舎

1363 千葉市稲毛区 特別養護老人ホームとどろき一倫荘

1364 千葉市稲毛区 ㈱センエー

1365 千葉市稲毛区 滝口電気工業㈱

1366 千葉市稲毛区 （株）ミライト・ワン千葉土木技術センタ

1367 千葉市稲毛区 （株）千葉寺岡　　　　　

1368 千葉市稲毛区 千葉造園土木㈱

1369 千葉市稲毛区 ヤックスデイサービス作草部

1370 千葉市稲毛区 千葉県計量検定所

1371 千葉市稲毛区 ㈲石毛自動車工業

1372 千葉市稲毛区 社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・さくさべ

1373 千葉市稲毛区 森川産業㈱

1374 千葉市稲毛区 ㈱伊藤園千葉支店

1375 千葉市稲毛区 生活クラブ風の村福祉用具事業部

1376 千葉市稲毛区 秋田建設工業（株）

1377 千葉市稲毛区 ㈱ダイリン



1378 千葉市稲毛区 (株)ココシェアリング

1379 千葉市稲毛区 ㈱環境サービス

1380 千葉市稲毛区 医療法人社団翠明会山王病院

1381 千葉市稲毛区 ㈱油圧テック

1382 千葉市稲毛区 大蔵屋商事(株)千葉営業所

1383 千葉市稲毛区 共同ガス（株）

1384 千葉市稲毛区 ㈱京葉園　　　

1385 千葉市稲毛区 ㈱羽　衣

1386 千葉市稲毛区 キングランメディケア（株）

1387 千葉市稲毛区 （株）三協リール

1388 千葉市稲毛区 大有建設(株)千葉営業所

1389 千葉市稲毛区 （株）星医療酸器千葉支店

1390 千葉市稲毛区 スーパーオートバックス千葉長沼店

1391 千葉市稲毛区 (株)ヨシケイ千葉千葉北事業部

1392 千葉市稲毛区 タカラスタンダード（株）千葉支店

1393 千葉市稲毛区 三立機械工業㈱

1394 千葉市稲毛区 ㈱日本パーカーライジング広島工場千葉支店

1395 千葉市稲毛区 (株)オタフク

1396 千葉市稲毛区 ㈱栄製作所

1397 千葉市稲毛区 伊丹塗料㈱千葉営業所

1398 千葉市稲毛区 第一カッター興業㈱千葉営業所

1399 千葉市稲毛区 株木建設工業㈱

1400 千葉市稲毛区 山王住設㈱

1401 千葉市稲毛区 日本環境開発（株）

1402 千葉市稲毛区 セーフティ・サポート（株）

1403 千葉市稲毛区 ㈱柴田組　　

1404 千葉市稲毛区 （株）昭永電設

1405 千葉市稲毛区 エスケー化研㈱千葉営業所

1406 千葉市稲毛区 ダスキン小深支店

1407 千葉市稲毛区 (株)シバタ千葉営業所

1408 千葉市稲毛区 福井サービス工業(株)

1409 千葉市稲毛区 （株）京葉施設管理センター

1410 千葉市稲毛区 ㈱東商会

1411 千葉市稲毛区 (株)ヨドハン千葉営業所

1412 千葉市稲毛区 千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊

1413 千葉市稲毛区 （株）ネクスコ東日本エンジニアリング千葉道路事務所

1414 千葉市稲毛区 千葉県千葉北警察署

1415 千葉市稲毛区 澁澤倉庫(株)広域営業部京葉配送営業所

1416 千葉市稲毛区 （株）サムシング千葉中央支店

1417 千葉市稲毛区 日本競馬飼糧㈱

1418 千葉市稲毛区 ㈱三共千葉センター

1419 千葉市稲毛区 特別養護老人ホームソレイユ千葉北

1420 千葉市稲毛区 （株）シー・エス・ホーム

1421 千葉市稲毛区 （株）なのはなハウジング

1422 千葉市稲毛区 スマート(株)千葉営業所

1423 千葉市稲毛区 千葉県中古自動車販売商工組合

1424 千葉市稲毛区 （株）シンコーハイウェイサービス

1425 千葉市稲毛区 むつみ産業(株)環境事業部

1426 千葉市稲毛区 （株）昇和産業

1427 千葉市稲毛区 ㈱昇和建設

1428 千葉市稲毛区 日本防護柵工事（株）



1429 千葉市稲毛区 上信重機工業(株)

1430 千葉市稲毛区 二葉空調㈱

1431 千葉市稲毛区 (株)ＮＩＰＰＯ千葉出張所

1432 千葉市稲毛区 ㈱千　建

1433 千葉市稲毛区 （株）シルバーとっぷ

1434 千葉市稲毛区 (株)美濃忠長沼原物流センター

1435 千葉市稲毛区 ENEOSグローブエナジー（株）稲毛営業所

1436 千葉市稲毛区 KGKサービス(株)千葉営業所

1437 千葉市稲毛区 カザミゴム㈱

1438 千葉市稲毛区 文化シャッター(株)住建千葉営業所

1439 千葉市稲毛区 ワコーズホーム㈱

1440 千葉市稲毛区 （株）ヤマシタ千葉稲毛営業所

1441 千葉市稲毛区 千葉スバル(株)長沼店

1442 千葉市稲毛区 住友重機械工業(株)千葉製造所

1443 千葉市稲毛区 平和防災㈱

1444 千葉市稲毛区 介護老人福祉施設ハピネス稲毛

1445 千葉市稲毛区 千葉県警察本部警備部第二機動隊

1446 千葉市稲毛区 千葉県警察本部警備部警備課稲毛分室

1447 千葉市稲毛区 ㈱根本精機

1448 千葉市稲毛区 （株）ヨコヤマ東部支店

1449 千葉市稲毛区 関東日本フード（株）東関東事業部京葉営業部

1450 千葉市稲毛区 OCTエンジニアリング(株)

1451 千葉市稲毛区 フランスベッド（株）メディカル千葉営業所

1452 千葉市稲毛区 癒しのデイサービス稲毛

1453 千葉市稲毛区 東京自動車興業(株)千葉店

1454 千葉市稲毛区 （有）リクライム千葉営業所

1455 千葉市稲毛区 大陽日酸(株)京葉支店

1456 千葉市稲毛区 特定非営利活動法人ひだまり

1457 千葉市稲毛区 鬼怒川ゴム工業（株）

1458 千葉市稲毛区 マリンフーズ(株)千葉事業所

1459 千葉市稲毛区 ㈱千葉マツダ長沼店

1460 千葉市稲毛区 大木自動車㈱

1461 千葉市稲毛区 (株)千葉マツダ

1462 千葉市稲毛区 二宮産業㈱

1463 千葉市稲毛区 (株)ミツウロコヴェッセル東関東支店

1464 千葉市稲毛区 生活協同組合パルシステム千葉稲毛センター

1465 千葉市稲毛区 岳南建設(株)千葉事務所

1466 千葉市稲毛区 （株）カナモト千葉中央営業所

1467 千葉市稲毛区 東電通アクセス（株）千葉センタ

1468 千葉市稲毛区 (株)スマートコミュニティ

1469 千葉市稲毛区 ㈱ユヤマ千葉営業所

1470 千葉市稲毛区 千葉少年鑑別所

1471 千葉市稲毛区 学校法人聖メリー学園小ばと幼稚園

1472 千葉市稲毛区 ㈱とよくに化学工業

1473 千葉市稲毛区 ㈱シンドウ環境センター

1474 千葉市稲毛区 大和設備工業㈱

1475 千葉市稲毛区 （株）河田商会

1476 千葉市稲毛区 新興自動車㈱

1477 千葉市稲毛区 （株）システムテクニカ

1478 千葉市稲毛区 千葉県産業支援技術研究所生産技術室及び材料技術室

1479 千葉市稲毛区 千葉県警察本部生活安全部少年課本部少年センター



1480 千葉市稲毛区 リハプライド稲毛

1481 千葉市稲毛区 東通産業(株)千葉支店

1482 千葉市稲毛区 (株)ファミリーマート市原営業所

1483 千葉市稲毛区 京葉銀行みどり台支店

1484 千葉市稲毛区 ㈲武一青果     

1485 千葉市稲毛区 ニチイケアセンター西千葉

1486 千葉市稲毛区 さかいリハ訪問看護ステーション千葉

1487 千葉市稲毛区 高率電設㈱

1488 千葉市稲毛区 新千葉産業㈱

1489 千葉市稲毛区 日本ハムマーケティング（株）千葉チェーンストア課

1490 千葉市稲毛区 前田道路（株）千葉合材工場

1491 千葉市稲毛区 サンライズ（株）

1492 千葉市稲毛区 エア・ウォーター東日本㈱千葉支店千葉営業所

1493 千葉市稲毛区 ㈱フジ給食

1494 千葉市稲毛区 日本通運(株)千葉航空営業部

1495 千葉市稲毛区 ㈱ＮＩＰＰＯ・日本道路・東京舗装工業共同企業体千葉アスコン

1496 千葉市稲毛区 東洋アルミニウム（株）千葉製造所

1497 千葉市稲毛区 KBS(株)千葉北BPセンター

1498 千葉市稲毛区 伸和建工㈱

1499 千葉市稲毛区 ロイヤルホームセンター（株）千葉北店

1500 千葉市美浜区 山形屋商事（株）ホテルスプリングス幕張

1501 千葉市美浜区 セコム㈱幕張支社

1502 千葉市美浜区 （株）ザ・マンハッタン

1503 千葉市美浜区 (株)リハテン

1504 千葉市美浜区 社会福祉法人春陽会ディアフレンズ美浜

1505 千葉市美浜区 社会福祉法人清和園セイワ美浜介護老人福祉施設

1506 千葉市美浜区 ㈱タオ・エンタープライズ

1507 千葉市美浜区 千葉県救急医療センター

1508 千葉市美浜区 磯辺白百合幼稚園

1509 千葉市美浜区 杉崎陸送㈲

1510 千葉市美浜区 タニコー㈱千葉営業所

1511 千葉市美浜区 （株）ヤナセプレストオート千葉支店

1512 千葉市美浜区 千葉県環境研究センター稲毛地区

1513 千葉市美浜区 千葉トヨペツト(株)

1514 千葉市美浜区 千葉トヨペット（株）中央店

1515 千葉市美浜区 日本空調サービス（株）千葉営業所

1516 千葉市美浜区 特別養護老人ホームアルマ美浜

1517 千葉市美浜区 東京電力パワーグリッド（株）千葉通信ネットワークセンター

1518 千葉市美浜区 綜合警備保障(株)千葉支社

1519 千葉市美浜区 千葉市保健所

1520 千葉市美浜区 トヨタカローラ千葉（株）本社

1521 千葉市美浜区 トヨタカローラ千葉（株）幸町店

1522 千葉市美浜区 東京ガスライフバル千葉（株）

1523 千葉市美浜区 千葉トヨペット(株)幸町店

1524 千葉市美浜区 （株）千葉興業銀行

1525 千葉市美浜区 社会福祉法人兼愛会しょうじゅ美浜

1526 千葉市美浜区 学校法人千葉白菊学園千葉白菊幼稚園

1527 千葉市美浜区 ㈱マルトミ

1528 千葉市美浜区 あすか交通(株)

1529 千葉市美浜区 ㈱川島屋乳品事業部

1530 千葉市美浜区 (株)長府製作所千葉営業所



1531 千葉市美浜区 （株）ＮＴＴ東日本－南関東

1532 千葉市美浜区 古川学園あいりす幼稚園

1533 千葉市美浜区 （株）竹中ガス工事千葉支所

1534 千葉市美浜区 シーデーシー情報システム(株)美浜営業所

1535 千葉市美浜区 千葉女子専門学校附属聖こども園

1536 千葉市美浜区 マツダ中販㈱東日本営業部

1537 千葉市美浜区 特別養護老人ホームみはま苑

1538 千葉市美浜区 公益財団法人千葉市防災普及公社

1539 千葉市美浜区 学校法人能勢学園高浜幼稚園

1540 千葉市美浜区 ㈱千葉大栄青果　　　

1541 千葉市美浜区 学校法人 杉森学園めぐみ幼稚園

1542 千葉市美浜区 千葉市美浜消防署高浜出張所

1543 千葉市美浜区 千葉市療育センター

1544 千葉市美浜区 千葉市中央・美浜公園緑地事務所

1545 千葉市美浜区 千葉県立保健医療大学幕張キャンパス

1546 千葉市美浜区 千葉県総合教育センター

1547 千葉市美浜区 ネッツトヨタ東都(株)ベイ幕張店

1548 千葉市美浜区 東葛工業（株）

1549 千葉市美浜区 東日本高速道路（株）千葉工事事務所千葉北工事地区三和建設コンサルタンツ（株）

1550 千葉市美浜区 （株）ネクスコ東日本トラスティ千葉工事出張所

1551 千葉市美浜区 （株）ネクスコ東日本エンジニアリング千葉道路事務所千葉外環事業所

1552 千葉市美浜区 大成エンジニアリング(株)

1553 千葉市美浜区 千葉県企業局水質センター

1554 千葉市美浜区 並木木材㈱

1555 千葉市美浜区 千葉エンジニアリング（株）新港機材センター

1556 千葉市美浜区 ㈱近代社千葉工場

1557 千葉市美浜区 大有（株）

1558 千葉市美浜区 東横ＩＮＮ千葉幕張

1559 千葉市美浜区 日本埠頭倉庫㈱千葉事業所

1560 千葉市美浜区 (株)茂木商会千葉営業所

1561 千葉市美浜区 京葉工管㈱

1562 千葉市美浜区 （株）クオーレ千葉支店

1563 千葉市美浜区 セコム㈱千葉統轄支社

1564 千葉市美浜区 セコム損害保険(株)東関東支店

1565 千葉市美浜区 日本カレット㈱千葉事業所

1566 千葉市美浜区 セコム（株）東関東本部

1567 千葉市美浜区 千葉県自動車整備商工組合

1568 千葉市美浜区 ダイハツ千葉販売（株）千葉新港店

1569 千葉市美浜区 千葉日産自動車㈱ポートリオン新港

1570 千葉市美浜区 ロイヤルホームセンター（株）千葉みなと店

1571 千葉市美浜区 マツダ部品千葉販売（株）

1572 千葉市美浜区 (株)千葉マツダオートボディーアートファクトリー

1573 千葉市美浜区 千葉スバル（株）

1574 千葉市美浜区 千葉スバル（株）新港店

1575 千葉市美浜区 千葉トヨタ自動車（株）みはま店

1576 千葉市美浜区 日産部品千葉販売（株）本社

1577 千葉市美浜区 千葉ユニキャリア販売(株)

1578 千葉市美浜区 勝又自動車学校

1579 千葉市美浜区 トヨタカローラ千葉(株)新港MC

1580 千葉市美浜区 ㈱千葉プラスチックス

1581 千葉市美浜区 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局



1582 千葉市美浜区 （株）オランダ家

1583 千葉市美浜区 一般社団法人千葉県トラック協会

1584 千葉市美浜区 千葉自工整備(株)

1585 千葉市美浜区 五十嵐工業（株）

1586 千葉市美浜区 ＵＤトラックス(株)千葉カスタマーセンター

1587 千葉市美浜区 山崎製パン(株)千葉工場

1588 千葉市美浜区 千葉宇部コンクリート工業㈱

1589 千葉市美浜区 ㈱白洋舎リネンサプライ千葉事業所

1590 千葉市美浜区 （株）カンドー 千葉営業所

1591 千葉市美浜区 （株）白洋舎京葉支店

1592 千葉市美浜区 （株）モリタエコノス千葉支店

1593 千葉市美浜区 メカトロン（株）

1594 千葉市美浜区 日本瓦斯(株)東関東支店・千葉工場

1595 千葉市美浜区 上田（株）千葉営業所

1596 千葉市美浜区 北三㈱千葉センター

1597 千葉市美浜区 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社

1598 千葉市美浜区 （株）宮本工業

1599 千葉市美浜区 コマツレンタル(株)美浜機械センタ

1600 千葉市美浜区 成田空港給油施設（株）千葉事業所

1601 千葉市美浜区 成田国際空港(株)千葉港頭事務所

1602 千葉市美浜区 千葉県土地改良事業団体連合会

1603 千葉市美浜区 ㈱ネオテック

1604 千葉市美浜区 (株)博全社

1605 千葉市美浜区 いすゞ自動車首都圏（株）千葉支店

1606 千葉市美浜区 日米礦油（株）東日本支店

1607 千葉市美浜区 山崎製パン(株)デイリーヤマザキ事業統括本部千葉エリア

1608 千葉市美浜区 (株)フロンティア千葉営業所

1609 千葉市美浜区 (株)関電工東関東営業本部千葉支店千葉営業所

1610 千葉市美浜区 (株)千葉パワーテクノ千葉営業所

1611 千葉市美浜区 マツダロジスティクス(株)東日本事業部千葉センター

1612 千葉市美浜区 トヨタカローラ千葉（株）営業本部

1613 千葉市美浜区 トヨタカローラ千葉（株）テクノ新港

1614 千葉市美浜区 公益財団法人千葉県学校給食会

1615 千葉市美浜区 （株）新井商店千葉営業所

1616 千葉市美浜区 千葉市建設局下水道施設部中央浄化センター

1617 千葉市美浜区 ヴェオリア・ジェネッツ（株）

1618 千葉市美浜区 ネッツトヨタ千葉㈱ネッツタウン新港

1619 千葉市美浜区 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）

1620 千葉市美浜区 （株）JAエネルギー千葉

1621 千葉市美浜区 雪印種苗（株）東京本社

1622 千葉市美浜区 (株)日本アクセス東関東支店

1623 千葉市美浜区 稲垣商事㈱千葉営業所

1624 千葉市美浜区 ㈱サンミックス

1625 千葉市美浜区 千葉石油(株)千葉支店　　　

1626 千葉市美浜区 生活協同組合コープみらいコープデリ千葉海浜センター

1627 千葉市美浜区 (株)江澤建材

1628 千葉市美浜区 日誠港運（株）

1629 千葉市美浜区 丸宇住宅資材（株）

1630 千葉市美浜区 (株)アイベック千葉営業所

1631 千葉市美浜区 日信商事（株）千葉営業所

1632 千葉市美浜区 ㈱サンキコーポレーション



1633 千葉市美浜区 千葉県千葉西警察署

1634 千葉市美浜区 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

1635 千葉市美浜区 社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会でい・まさご弐番館

1636 千葉市美浜区 介護老人福祉施設コスタリゾン千壽苑

1637 千葉市美浜区 （株）千都建築設計事務所

1638 千葉市美浜区 日本郵便（株）美浜郵便局

1639 千葉市美浜区 千葉県千葉西県税事務所

1640 千葉市美浜区 千葉市美浜区役所

1641 千葉市美浜区 千葉市美浜区保健福祉センター

1642 千葉市美浜区 千葉市美浜消防署

1643 千葉市美浜区 池田建設工業(株)

1644 千葉市美浜区 千葉県企業局千葉水道事務所千葉西支所

1645 千葉市美浜区 リハビリスタジオてぃーだ真砂

1646 千葉市美浜区 ひばり幼稚園

1647 千葉市美浜区 千葉市美浜消防署打瀬出張所

1648 千葉市美浜区 学研ココファン幕張ベイタウン

1649 千葉市美浜区 医療法人社団誠仁会みはま病院

1650 千葉市美浜区 三井不動産リアルティ（株）幕張ベイタウンセンター

1651 千葉市美浜区 ちばぎんリース（株）

1652 千葉市美浜区 ちばぎんコンピューターサービス（株）幕張本社

1653 千葉市美浜区 (株)キッツ

1654 千葉市美浜区 ㈱タカヨシ

1655 千葉市美浜区 住友林業（株）住宅事業本部千葉支店

1656 千葉市美浜区 千葉県企業局土地管理部

1657 千葉市美浜区 アボットメディカルジャパン合同会社

1658 千葉市美浜区 ノボノルディスクファーマ（株）千葉オフィス

1659 千葉市美浜区 (株)ＮＴＴ東日本－南関東千葉事業部

1660 千葉市美浜区 日本カーソリューションズ(株)千葉支店

1661 千葉市美浜区 沢井製薬(株)千葉営業所

1662 千葉市美浜区 DSデンタルスタジオ(株)

1663 千葉市美浜区 高砂熱学工業（株）東京本店千葉営業所

1664 千葉市美浜区 デンタルサポート（株）

1665 千葉市美浜区 (株)ファミリーマート千葉・茨城リージョン船橋営業所

1666 千葉市美浜区 (株)ファミリーマート千葉・茨城リージョン成田営業所

1667 千葉市美浜区 （株）ファミリーマート千葉・茨城リージョン習志野営業所

1668 千葉市美浜区 （株）ファミリーマート千葉・茨城リージョン九十九里営業所

1669 千葉市美浜区 (株)ファミリーマート千葉・茨城リージョン市川営業所

1670 千葉市美浜区 AJEX(株)千葉営業所

1671 千葉市美浜区 杏林製薬（株）首都圏支店千葉第四営業所

1672 千葉市美浜区 旭化成ファーマ(株)医薬千葉支店

1673 千葉市美浜区 日本メックス(株)首都圏北部統括支店千葉支店

1674 千葉市美浜区 (株)ノーリツ東関東支店

1675 千葉市美浜区 日本通運(株)千葉支店

1676 千葉市美浜区 日本電技(株)千葉支店

1677 千葉市美浜区 オリックス（株）千葉支店　　　　

1678 千葉市美浜区 (株)ファミリーマート千葉・茨城リージョン

1679 千葉市美浜区 日本特殊炉材（株）関東支社

1680 千葉市美浜区 （株）ファミリーマート千葉・茨城リージョン開発グループ

1681 千葉市美浜区 日本総合住生活（株）千葉支店

1682 千葉市美浜区 旭化成ホームズ(株)千葉茨城オーナーサービス部

1683 千葉市美浜区 旭化成ホームズ(株)京葉支店



1684 千葉市美浜区 旭化成ホームズ(株)千葉支店

1685 千葉市美浜区 旭化成ホームズ(株)千葉茨城営業本部技術部

1686 千葉市美浜区 旭化成ホームズ(株)千葉茨城総合支店

1687 千葉市美浜区 千葉県企業局土地管理部資産管理課

1688 千葉市美浜区 千葉県企業局土地管理部土地分譲課

1689 千葉市美浜区 東日本電信電話(株)千葉事業部

1690 千葉市美浜区 （株）ＮＴＴ東日本－南関東

1691 千葉市美浜区 日比谷総合設備（株）

1692 千葉市美浜区 （株）タカサ海浜幕張支社

1693 千葉市美浜区 ダイダン（株）千葉支店

1694 千葉市美浜区 ニプロ(株)千葉支店

1695 千葉市美浜区 積水ハウス（株）千葉シャーメゾン支店

1696 千葉市美浜区 キヤノンシステムアンドサポート（株）幕張事業所

1697 千葉市美浜区 東急グリーンシステム（株）千葉事業所

1698 千葉市美浜区 シャープファイナンス㈱千葉支店

1699 千葉市美浜区 千葉県ビルメンテナンス協同組合幕張メッセ事業所

1700 千葉市美浜区 (株)ベイエフエム

1701 千葉市美浜区 （株）ＵＲコミュニティ千葉住まいセンター

1702 千葉市美浜区 東芝インフラシステムズ（株）東関東支店

1703 千葉市美浜区 (株)日産フィナンシャルサービス首都圏営業部

1704 千葉市美浜区 東京海上日動火災保険(株)東関東損害サービス部

1705 千葉市美浜区 Meiji Seikaファルマ(株)千葉第一営業所

1706 千葉市美浜区 日本メドトロニック（株）東関東支店

1707 千葉市美浜区 リコージャパン(株)首都圏事業本部千葉支社

1708 千葉市美浜区 （株）イトーキ東関東支店

1709 千葉市美浜区 キヤノンメディカルシステムズ（株）千葉支店・千葉サービスセンタ

1710 千葉市美浜区 東京セキスイハイム(株)千葉支店

1711 千葉市美浜区 第一三共（株）千葉・埼玉支店

1712 千葉市美浜区 日本臓器製薬（株）千葉営業所

1713 千葉市美浜区 プレミア（株）東東京支店

1714 千葉市美浜区 テルモ(株)東関東支店

1715 千葉市美浜区 ㈱トヨタユーゼック

1716 千葉市美浜区 凸版印刷(株)情報コミュニケーション事業本部千葉営業所

1717 千葉市美浜区 住友不動産(株)新築そっくりさん事業本部千葉エリア

1718 千葉市美浜区 ＭＳＤ(株)千葉事務所

1719 千葉市美浜区 積水ホームテクノ東関東事務所

1720 千葉市美浜区 ケイアイスター不動産（株）海浜幕張営業所

1721 千葉市美浜区 (株)シダー関東本部

1722 千葉市美浜区 市町村職員中央研修所

1723 千葉市美浜区 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

1724 千葉市美浜区 千葉県警察本部交通部運転免許本部運転教育課

1725 千葉市美浜区 公益財団法人千葉県交通安全協会

1726 千葉市美浜区 千葉県警察本部交通部運転免許本部執行課

1727 千葉市美浜区 千葉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課

1728 千葉市美浜区 （有）三奈工芸

1729 千葉市美浜区 (株)ジェーティービータイヤ

1730 千葉市美浜区 ロジスネクスト東京（株）習志野支店

1731 千葉市美浜区 （株）アンビション

1732 千葉市美浜区 千葉県精神科医療センター

1733 千葉市美浜区 ヴェオリア・ジェネッツ・公営事業・イシガキ・センエー特定委託業務共同企業体

1734 千葉市美浜区 千葉県警察本部警備部第一機動隊



1735 千葉市美浜区 マセラティ幕張

1736 千葉市美浜区 東邦オート㈱

1737 千葉市美浜区 ㈱市原組

1738 千葉市美浜区 (株)シー・アイ・シー船橋営業所

1739 旭市 ニチイケアセンター旭中央

1740 旭市 わだち

1741 旭市 (有)アドラップ

1742 旭市 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院

1743 旭市 ㈲鏑木自動車整備工場

1744 旭市 ㈲しまだ

1745 旭市 ヤクルト旭センター

1746 旭市 旭市消防本部

1747 旭市 ㈱マンザイ自動車

1748 旭市 社会福祉法人旭福祉会特別養護老人ホームやすらぎ園

1749 旭市 千葉県旭警察署

1750 旭市 朋和産業(株)干潟工場

1751 旭市 旭県税事務所

1752 旭市 千葉県海匝地域振興事務所

1753 旭市 ダイハツ千葉販売（株）旭店

1754 旭市 ㈲アサヒオートパーツ

1755 旭市 日産プリンス千葉販売（株）旭店

1756 旭市 ミライフ(株)旭店

1757 旭市 (株)エムズ・アシスト

1758 旭市 (株)ハウジング重兵衛旭・東総店

1759 旭市 ㈱スズケン旭支店

1760 旭市 鈴木商工㈱　　　

1761 旭市 (有)カワカ

1762 旭市 ㈱ホンダカーズ東総旭１２６号店

1763 旭市 ㈱小松屋種苗

1764 旭市 ㈲旭モータース

1765 旭市 旭市役所

1766 旭市 森管工㈱

1767 旭市 佐藤設備工業

1768 旭市 阿部建設(株)機材倉庫

1769 旭市 ㈲小倉電機工業

1770 旭市 ㈱東建

1771 旭市 阿部建設㈱

1772 旭市 （株）ホンダカーズ東総Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ旭

1773 旭市 ㈱加藤設備

1774 旭市 旭中継施設

1775 旭市 総武ガス（株）

1776 旭市 (株)アサショウ

1777 旭市 藤英建設㈱

1778 旭市 学校法人旭鈴木学園

1779 旭市 ㈱山口電気商会

1780 旭市 ㈱大門商店

1781 旭市 千葉県立旭農業高等学校

1782 旭市 (株)千葉興業銀行旭支店

1783 旭市 日本郵便(株)旭郵便局



1784 旭市 ちばみどり農業協同組合

1785 旭市 （株）徳英興業

1786 旭市 医療法人黒潮会介護老人保健施設すこやかリハビリケアセンター

1787 旭市 （株）千葉銀行旭支店

1788 旭市 ㈱ヒロロク

1789 旭市 学校法人旭学園旭幼稚園

1790 旭市 (有)椎名洋ラン園

1791 旭市 (株)イハシ

1792 旭市 （株）電洋社銚子営業所

1793 旭市 日本郵便(株)飯岡郵便局

1794 旭市 社会福祉法人旭市社会福祉協議会

1795 旭市 海匝漁業協同組合

1796 旭市 (株)ミツウロコヴェッセル旭店

1797 旭市 (株)加瀬造園

1798 旭市 介護サービスみぎわ

1799 旭市 (有)旭クリーンサービス

1800 旭市 千葉県干潟土地改良区

1801 旭市 東洋自動車教習所

1802 旭市 千葉県旭高等技術専門校

1803 旭市 ㈱千葉県食肉公社

1804 旭市 ヤクルト干潟センター

1805 旭市 ㈱旭住宅

1806 旭市 フジセイコー(株)東総営業所

1807 旭市 ＪＡちばみどりケアセンター

1808 旭市 ㈱アスコ旭営業所

1809 旭市 岩渕薬品（株）旭営業所

1810 旭市 ㈲越川建材

1811 旭市 明智鉄工建設(株)

1812 旭市 (有)海上シート美装

1813 旭市 (株)ＪＧＦ

1814 旭市 千葉県農業共済組合海匝支所

1815 旭市 鈴木ガラス(株)

1816 旭市 学校法人浪川学園

1817 旭市 ㈲名内造花店

1818 旭市 日本郵便㈱海上郵便局

1819 旭市 島田建設㈱

1820 旭市 銚子信用金庫海上支店

1821 旭市 海上アルファー工房

1822 旭市 ㈲野口商店

1823 旭市 遠藤建設（株）

1824 旭市 江ヶ崎アルファー工房

1825 旭市 ㈲加瀬自動車

1826 旭市 三和電業㈱

1827 旭市 千葉県農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所東総野菜研究室

1828 旭市 （株）ＴＯＫＡＩ旭支店

1829 旭市 浪川ガス㈱

1830 旭市 希望塾

1831 旭市 (有)伊藤電工

1832 旭市 ㈱長谷川　　



1833 旭市 スズキメタル(株)

1834 旭市 (株)ヨシケン企画

1835 旭市 ヤクルト飯岡センター

1836 旭市 ㈱向清商店三川営業所

1837 旭市 社会福祉法人東風会特別養護老人ホーム東風荘

1838 旭市 特定非営利活動法人ふくろう

1839 旭市 恵天堂特別養護老人ホーム

1840 旭市 ㈱桃李園

1841 旭市 ㈱海上中央自動車教習所

1842 旭市 アイ・ティー・エスファーム(株)関東事業所

1843 旭市 (株)三森電業

1844 旭市 ちばみどり農業協同組合海上中央支店

1845 旭市 やすらぎ園第二デイサービスセンター

1846 旭市 こおり木材（株）

1847 旭市 ㈲伊藤製麺所

1848 旭市 (株)あづまや

1849 旭市 (有)旭総業

1850 旭市 (株)加瀬米穀

1851 旭市 (有)山源商事

1852 旭市 ㈲松大鋼業

1853 旭市 医療法人京友会京友会病院

1854 旭市 (株)丸文鉄工所

1855 旭市 茨城農資(株)旭営業所

1856 旭市 亀の井ホテル九十九里

1857 旭市 (有)飯田組

1858 旭市 清和建設㈱

1859 旭市 (株)ティー・エス・ティー旭工場

1860 旭市 ちばみどり農業協同組合ひかた支店

1861 旭市 (株)髙木工業

1862 旭市 ㈱スズキ自販千葉旭営業所

1863 旭市 (株)ひだまり

1864 旭市 (株)マルニトータルサービス

1865 旭市 ㈲小島自動車整備工場

1866 旭市 （有）グレイスケア癒し処いこい

1867 旭市 山仙丸漁業

1868 旭市 （有）鈴木安太郎商店

1869 旭市 ㈱天成磯なぎ荘

1870 旭市 高山重機工業㈲

1871 旭市 ㈲佐藤電設

1872 旭市 （有）旭家政婦紹介所

1873 旭市 （株）成井通信

1874 旭市 髙木土木㈲

1875 旭市 千葉日産自動車(株)旭店

1876 旭市 （有）グレイスケア癒し処おはな

1877 旭市 ㈱千葉マツダ旭店　　　　

1878 旭市 千葉県教育庁北総教育事務所海匝分室

1879 旭市 （有）川島組

1880 旭市 ㈱守部電気商会

1881 旭市 ネッツトヨタ東都㈱旭店



1882 旭市 （有）鈴木浅雄商店

1883 旭市 東総食肉衛生検査所

1884 旭市 旭市役所上下水道課

1885 旭市 （有）成和電設

1886 旭市 ㈱サトルネス工機

1887 旭市 ㈱入野土木

1888 旭市 小久保土木

1889 旭市 ワイズリハ旭

1890 旭市 大一屋商店

1891 旭市 幸喜

1892 旭市 （株）ピグレッツ

1893 旭市 社会福祉法人ロザリオの聖母会

1894 旭市 ランド資材(株)

1895 旭市 伊藤ポンプ

1896 旭市 (有)マンザイ自動車

1897 旭市 東総工業㈱

1898 旭市 ㈲鏑木自動車

1899 我孫子市 学校法人光学園つくしの幼稚園

1900 我孫子市 （株）ハシモト我孫子支店

1901 我孫子市 特別養護老人ホームアクイール

1902 我孫子市 あびこ測量㈱

1903 我孫子市 （有）イマージュシルバーホームサンライズ

1904 我孫子市 (有)二宮不動産

1905 我孫子市 (株)アビコセレモア

1906 我孫子市 ㈲渋谷総合設備

1907 我孫子市 (株)町田製作所

1908 我孫子市 イーアス我孫子

1909 我孫子市 一般財団法人電力中央研究所我孫子地区

1910 我孫子市 （株）セレス我孫子事業室　　　　

1911 我孫子市 我孫子市水道局

1912 我孫子市 我孫子市教育委員会

1913 我孫子市 昱(株)技術本部施設管理部施設管理第二課我孫子施設

1914 我孫子市 我孫子市消防本部

1915 我孫子市 我孫子市役所

1916 我孫子市 小池起業㈱

1917 我孫子市 野口(株)介護ショップハーティケア我孫子店

1918 我孫子市 津川興業㈱

1919 我孫子市 我孫子二階堂高等学校

1920 我孫子市 学校法人二階堂学園二階堂幼稚園

1921 我孫子市 千葉県立我孫子高等技術専門校

1922 我孫子市 障害福祉サービス事業所みずき

1923 我孫子市 大木建材工業㈱

1924 我孫子市 我孫子市役所保健センター

1925 我孫子市 ツクイあびこ湖北台

1926 我孫子市 （株）エース商会

1927 我孫子市 (有)土佐商事

1928 我孫子市 ネッツトヨタ東都㈱天王台店

1929 我孫子市 (株)ＭＫＡ我孫子自動車教習所

1930 我孫子市 （有）マキ工具

1931 我孫子市 医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院

1932 我孫子市 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・我孫子



1933 我孫子市 ㈱大山清運

1934 我孫子市 介護老人保健施設葵の園・我孫子西

1935 我孫子市 社会福祉法人真和会特別養護老人ホームあおいの里我孫子

1936 我孫子市 スカイロード（有）

1937 我孫子市 千葉県我孫子警察署

1938 我孫子市 千葉県警察本部総務部留置管理課松戸分室

1939 我孫子市 (株)ハート保険コンサルティング

1940 我孫子市 一條電気工業(株)

1941 我孫子市 (株)エヌケイエス本社

1942 我孫子市 千葉銀行天王台支店

1943 我孫子市 (株)ホンダカーズ千葉天王台店

1944 我孫子市 豊四季訪問看護ステーションサテライト我孫子わかくさ

1945 我孫子市 世紀東急工業（株）東関東支店東葛営業所

1946 我孫子市 千葉トヨタ自動車(株)我孫子店

1947 我孫子市 ネッツトヨタ千葉(株)我孫子店

1948 我孫子市 日産プリンス千葉販売(株)我孫子店

1949 我孫子市 菅原興業㈱千葉営業所

1950 我孫子市 トリオマネジメント(株)

1951 我孫子市 立沢建設㈱

1952 我孫子市 日産プリンス千葉販売(株)我孫子寿店

1953 我孫子市 (株)ホンダカーズ柏我孫子寿店

1954 我孫子市 千葉スバル(株)我孫子店

1955 我孫子市 千葉日産自動車（株）我孫子店

1956 我孫子市 我孫子市役所あらき園

1957 我孫子市 千葉県立我孫子特別支援学校

1958 我孫子市 特別養護老人ホームけやきの里

1959 我孫子市 東我孫子カントリークラブ

1960 我孫子市 海野建設㈱

1961 我孫子市 大東瓦斯工業㈱我孫子営業所

1962 我孫子市 (株)サンデン工業

1963 我孫子市 （有）島田電機

1964 我孫子市 芝原工業㈱

1965 我孫子市 我孫子市役所クリーンセンター

1966 我孫子市 東葛中部地区総合開発事務組合立みどり園

1967 我孫子市 公益社団法人我孫子市シルバー人材センター

1968 我孫子市 医療法人財団明理会我孫子ロイヤルケアセンター

1969 我孫子市 社会福祉法人栄興会特別養護老人ホーム和楽園

1970 我孫子市 湖北白ばら幼稚園

1971 我孫子市 高島電気工業㈱

1972 我孫子市 上村建設工業㈱

1973 我孫子市 （株）フレアス我孫子事業所

1974 我孫子市 (株)ユニテックドア

1975 我孫子市 （株）Hafenミナトスポーツクラブ

1976 我孫子市 （株）スズキ自販千葉アリーナ我孫子

1977 我孫子市 日本郵便（株）我孫子郵便局

1978 我孫子市 千葉トヨペット(株)我孫子店

1979 我孫子市 宅配クック１２３北総店

1980 我孫子市 ㈱宮内建材

1981 我孫子市 中央学院高等学校

1982 我孫子市 NPO法人我孫子ビークルサービス

1983 我孫子市 生活支援ホームパレット



1984 我孫子市 ＮＥＣファシリティーズ（株）北関東ＦＭ事業部

1985 我孫子市 社会福祉法人瑞邦会特別養護老人ホーム久遠苑

1986 我孫子市 (株)ジェイエイライフ・千葉東葛営業所

1987 我孫子市 学校法人和田学園わだ幼稚園

1988 我孫子市 社会福祉法人アコモード　特別養護老人ホームアコモード

1989 我孫子市 我孫子市廃棄物処理協業組合

1990 我孫子市 ㈲山田建築

1991 我孫子市 東日本旅客鉄道（株）東京支社我孫子保線技術センター

1992 我孫子市 博正建設㈱

1993 我孫子市 （株）千葉銀行我孫子支店　

1994 我孫子市 （有）我孫子設備

1995 いすみ市 （株）目羅組

1996 いすみ市 千葉県立夷隅特別支援学校

1997 いすみ市 国保国吉病院組合

1998 いすみ市 ㈱南総メンテナンス

1999 いすみ市 松本設備工業㈲

2000 いすみ市 いすみ農業協同組合　　　

2001 いすみ市 ㈲田丸土建

2002 いすみ市 平建設㈱

2003 いすみ市 ㈱平野建設興業

2004 いすみ市 ㈲平野木材

2005 いすみ市 (有)ポッポの丘

2006 いすみ市 (有)松本家具製作所

2007 いすみ市 社会福祉法人つばさあかね園

2008 いすみ市 東京メンテナンス

2009 いすみ市 ヤックスデイサービス大原

2010 いすみ市 ㈱大原自動車教習所

2011 いすみ市 いすみクリーンセンター

2012 いすみ市 日宝化学㈱千町工場

2013 いすみ市 桜・ハウジング（株）

2014 いすみ市 社会福祉法人徳寿会特別養護老人ホームシルバーガーデン

2015 いすみ市 （株）新田野ファーム

2016 いすみ市 アサヒヤ設備(株)

2017 いすみ市 いすみ市夷隅公民館

2018 いすみ市 ㈱丸昇建設

2019 いすみ市 外房サービス㈲

2020 いすみ市 (有)野村土建

2021 いすみ市 社会福祉法人チルドレンスパラダイス児童養護施設子山ホーム

2022 いすみ市 ㈱慶興総建

2023 いすみ市 ㈱岩瀬商店

2024 いすみ市 大宗工務店

2025 いすみ市 (株)ニチイ学館ニチイケアセンターおおはら

2026 いすみ市 関東緑化(株)

2027 いすみ市 夷隅郡市広域市町村圏事務組合大原消防署

2028 いすみ市 ジャパンスイミングスクール大原

2029 いすみ市 (株)電洋社大原営業所

2030 いすみ市 いすみ市役所大原庁舎

2031 いすみ市 千葉県農業共済組合わかしお支所夷隅センター

2032 いすみ市 ㈲夷隅長生臨床検査センター



2033 いすみ市 井上測量設計㈱

2034 いすみ市 銚子信用金庫大原支店

2035 いすみ市 ㈲上総塗料

2036 いすみ市 いすみ市大原文化センター

2037 いすみ市 矢野林材㈱

2038 いすみ市 鶴岡食品（株）

2039 いすみ市 千葉県いすみ警察署

2040 いすみ市 (株)アングルゆかり大原

2041 いすみ市 ㈱市原工務店

2042 いすみ市 日本郵便（株）大原郵便局

2043 いすみ市 （株）山商

2044 いすみ市 (有)ユウアイ

2045 いすみ市 （株）なのはな

2046 いすみ市 ㈲大原鈑金

2047 いすみ市 （株）オオイワ縫製

2048 いすみ市 日産プリンス千葉販売（株）大原店

2049 いすみ市 （株）スズキ自販京葉スズキアリーナ大原

2050 いすみ市 ネッツトヨタ千葉（株）大原店

2051 いすみ市 社会福祉法人槇の里いすみ学園

2052 いすみ市 夷隅環境衛生組合

2053 いすみ市 池田建設㈱

2054 いすみ市 (有)増田ライスファーム

2055 いすみ市 社会福祉法人土穂会ピア宮敷

2056 いすみ市 (有)井上管工

2057 いすみ市 ㈲金剛建設

2058 いすみ市 (株)ミヤケエコプランニング

2059 いすみ市 ㈲ところ建業

2060 いすみ市 社会福祉法人愛恵会

2061 いすみ市 （有）齋藤石材

2062 いすみ市 日本郵便（株）岬郵便局

2063 いすみ市 太東自動車販売㈱

2064 いすみ市 （株）小安商店

2065 いすみ市 日本郵便（株）太東郵便局

2066 いすみ市 ㈲キミヅカ

2067 いすみ市 (株)大和工務店

2068 いすみ市 社会福祉法人いすみ市社会福祉協議会

2069 いすみ市 九十九里ヴィラそとぼう

2070 いすみ市 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール岬

2071 いすみ市 日本郵便(株)いすみ郵便局

2072 いすみ市 (株)新清ハイツ

2073 いすみ市 千葉県農業共済組合東部家畜診療所夷隅出張所

2074 市川市 サンアイパック㈱市川事業所

2075 市川市 ㈱松丸商店

2076 市川市 文化シャッターサービス(株)市川サービスステーション

2077 市川市 （有）M南工業

2078 市川市 アサヒ設備（株）

2079 市川市 (株)ヨシケイ千葉市川事業部

2080 市川市 ㈱日冷設備

2081 市川市 山岩安野商会



2082 市川市 （株）関東機工

2083 市川市 医療法人社団嵐川

2084 市川市 大和住宅（株）

2085 市川市 フジセイコー(株)市川営業所

2086 市川市 ㈱タジマ建設

2087 市川市 インポートカーズ(株)Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ市川

2088 市川市 千葉県立現代産業科学館

2089 市川市 癒しの市川おにだか館

2090 市川市 ニッケつどい市川

2091 市川市 （株）ヤナセ市川支店

2092 市川市 ダイハツ千葉販売（株）市川店　

2093 市川市 ㈱杉沢建設

2094 市川市 京葉ガスエナジーソリューション（株）

2095 市川市 京葉ガスカスタマーサービス(株)お客さまサービスセンター市川

2096 市川市 千葉県市川警察署

2097 市川市 (株)市川フラワーオークションジャパン

2098 市川市 ネッツトヨタ千葉（株）市川インター店

2099 市川市 千葉スバル(株)市川店

2100 市川市 千葉トヨペット㈱市川店

2101 市川市 千葉日産自動車（株）市川店

2102 市川市 （株）ホンダベルノ市川市川鬼高店

2103 市川市 宮久保幼稚園

2104 市川市 （株）地商土木原木営業所

2105 市川市 (有)下建重機産業

2106 市川市 (株)モトーレン・グランツ市川支店

2107 市川市 (株)フクダ

2108 市川市 千葉県立市川特別支援学校

2109 市川市 クラウン機工㈱

2110 市川市 医療法人社団寿光会介護老人保健施設サンセール市川

2111 市川市 (株)第一建商

2112 市川市 ㈲守屋建設興業

2113 市川市 (株)Ａ・Ｑコーポレーション関東支店

2114 市川市 エネクスフリート㈱東日本支店

2115 市川市 飯塚建設㈱

2116 市川市 ㈱伊藤園市川支店

2117 市川市 日野興業（株）本社

2118 市川市 名糖運輸（株）原木営業所

2119 市川市 ㈱金子水道工務店

2120 市川市 (株)チップ興業市川作業所

2121 市川市 （株）第一工業

2122 市川市 社会福祉法人市川会特別養護老人ホームホワイト市川

2123 市川市 (株)ディーワークス

2124 市川市 黒井産業(株)市川中央自動車教習所

2125 市川市 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール市川

2126 市川市 (株)アレクシード

2127 市川市 産業振興（株）関東原料部

2128 市川市 (株)オートバックスセブン関東事業部

2129 市川市 （株）オートバックスセブン流通企画部

2130 市川市 富士港運㈱市川営業所



2131 市川市 （株）クボタ市川工場

2132 市川市 （株）淀川製鋼所市川工場

2133 市川市 日鉄鋼板（株）東日本製造所（市川地区）

2134 市川市 吉野内科神経内科医院

2135 市川市 ㈲鈴木モータース

2136 市川市 三晃自動車㈱

2137 市川市 国際医療福祉大学市川病院

2138 市川市 ㈱秋元

2139 市川市 ㈲本田設備工業所   

2140 市川市 ＫＲＤ（株）

2141 市川市 （株）Creativeマルシマ

2142 市川市 市川市農業協同組合国分支店

2143 市川市 ㈱荒井水道工務店

2144 市川市 (株)東急Ｒｅ・デザイン

2145 市川市 （株）千葉興業銀行市川支店

2146 市川市 (株)デベロップ

2147 市川市 (株)京葉銀行市川支店

2148 市川市 ㈱千葉銀行市川支店

2149 市川市 三井住友信託銀行(株)市川支店

2150 市川市 山崎製パン（株）デイリーヤマザキ事業統括本部

2151 市川市 （株）ＤＡＩＳＨＵ

2152 市川市 タクトホーム㈱市川店

2153 市川市 （株）パスカルメディカ

2154 市川市 (株)大信保険事務所

2155 市川市 (株)アービック　

2156 市川市 セコム（株）市川支社

2157 市川市 京葉産業（株）

2158 市川市 京葉瓦斯（株）

2159 市川市 (株)常陽リビング社京葉支社

2160 市川市 ㈱電洋社

2161 市川市 ㈱明治クッカー

2162 市川市 千代田管財㈱

2163 市川市 大成建設ハウジング（株）千葉支店

2164 市川市 ㈱中野工務店

2165 市川市 竹中工業㈱

2166 市川市 若宮幼稚園

2167 市川市 クリーンスパ市川

2168 市川市 （株）大新興業市川資材センター

2169 市川市 (株)ホンダカーズ西千葉市川西店

2170 市川市 （株）電洋社京葉営業所

2171 市川市 ㈱藤信建業

2172 市川市 学校法人ばすてとなかやま共立幼稚園

2173 市川市 (株)ヴィサージュクリエーション

2174 市川市 塚本建材(株)

2175 市川市 ㈱大城組本社

2176 市川市 エスケイ電子工業（株）

2177 市川市 ㈲大久保建材店

2178 市川市 ㈲田口自動車販売

2179 市川市 学校法人ねごや学園曽谷幼稚園



2180 市川市 高橋スポーツ振興㈱曽谷セントラルスイムクラブ

2181 市川市 (株)北本組

2182 市川市 つばさ訪問看護ステーション

2183 市川市 （株）東京配電サービス

2184 市川市 ㈱旭機工

2185 市川市 ㈱陽光社

2186 市川市 （株）五葉エンジニアリング

2187 市川市 中村石材㈱

2188 市川市 学校法人奥野木学園大町不二幼稚園

2189 市川市 (株)新清興業

2190 市川市 社会福祉法人松涛会特別養護老人ホーム太陽と緑の家

2191 市川市 生活協同組合コープみらいコープデリ市川センター

2192 市川市 コバヤシダクト(株)

2193 市川市 訪問看護ステーションきらきら

2194 市川市 さかいリハ訪問看護ステーション・西船橋市川大野

2195 市川市 トヨタカローラ千葉㈱大野店

2196 市川市 (有)明治デリカ市川センター

2197 市川市 (株)誠圧送

2198 市川市 板橋建材㈱

2199 市川市 市川市農業協同組合大柏支店

2200 市川市 （株）岩佐石材工業

2201 市川市 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・市川

2202 市川市 （株）アクアガード

2203 市川市 ㈱千葉石材

2204 市川市 (株)メモリアルアートの大野屋東関東支店

2205 市川市 土谷ゴム化成(株)

2206 市川市 (株)グルメタイム

2207 市川市 赤堀工業㈱

2208 市川市 ポラリスデイサービスセンター市川大和田

2209 市川市 （株）八幡管工

2210 市川市 (株)市川オートグラス

2211 市川市 セントケア市川大和田

2212 市川市 (有)鳴海タイヤ商会

2213 市川市 (有)栗山造園土木

2214 市川市 (株)国府台自動車センター

2215 市川市 国府台文化幼稚園

2216 市川市 (有)新輝建設

2217 市川市 (株)山口プレスセンター

2218 市川市 生活クラブ生活協同組合ベイセンター

2219 市川市 西部電機（株）東京サービスセンタ

2220 市川市 京葉運搬機㈱

2221 市川市 (株)島宮本社

2222 市川市 千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊市川分駐隊

2223 市川市 （株）たつみ

2224 市川市 (株)共伸製作所

2225 市川市 一般社団法人日本自動車連盟千葉支部市川基地

2226 市川市 （株）日興社市川

2227 市川市 ㈱萬国市川事業所

2228 市川市 (株)ゴトウ



2229 市川市 建装工業（株）京葉第一支店

2230 市川市 三和シヤッター工業(株)市川統括営業所

2231 市川市 日産プリンス千葉販売（株）市川店

2232 市川市 ㈲鈴喜屋建材

2233 市川市 丸八木材（株）

2234 市川市 ㈱マジマ生コン

2235 市川市 東京冷化機工業(株)

2236 市川市 栗原自動車㈱

2237 市川市 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）市川営業所

2238 市川市 （株）ソーキ関東機材・技術センター

2239 市川市 （株）ソーケン製作所

2240 市川市 （株）高谷環境再生センター

2241 市川市 市川市農業協同組合原木中山支店

2242 市川市 樫原建設㈱

2243 市川市 (株)ミヤウチ

2244 市川市 学校法人市川東学院三愛幼稚園

2245 市川市 メック(株)

2246 市川市 林自動車工業(株)

2247 市川市 (株)大和

2248 市川市 （株）ＬＡＮＴＥＣ

2249 市川市 社会福祉法人市川市社会福祉協議会

2250 市川市 ネッツトヨタ東都㈱市川店

2251 市川市 中央労働金庫市川支店

2252 市川市 高周波精密㈱

2253 市川市 三井物産グローバルロジスティクス（株）東関東支店東浜アパレル流通センター

2254 市川市 ㈱タナカ技研工業

2255 市川市 ネッツトヨタ千葉(株)市川大野店

2256 市川市 （株）セノバ

2257 市川市 渡辺パイプ（株）市川北SC

2258 市川市 渡辺パイプ（株）市川北電工

2259 市川市 渚石材(株)

2260 市川市 (株)ヒロ・エンジニアリング営業所

2261 市川市 千葉県企業局葛南工業用水道事務所

2262 市川市 京葉瓦斯(株)リビング営業部

2263 市川市 千葉ロードサービス㈱

2264 市川市 ㈱コマツ　　　

2265 市川市 （株）アプラス千葉支店

2266 市川市 （株）大崎コンピュータエンヂニアリング市川支店

2267 市川市 日本パムコ(株)

2268 市川市 （株）オープンハウス本八幡営業センター

2269 市川市 千葉県市川健康福祉センター

2270 市川市 グランドライン（株）

2271 市川市 （株）セイルアップ・ジャパン

2272 市川市 （株）ミカミメカニック

2273 市川市 ㈱小島市川車庫

2274 市川市 （株）タケミ企画

2275 市川市 シーホネンス（株）東京支店

2276 市川市 神鋼物流（株）

2277 市川市 国際サービスシステム（株）クローラ工場



2278 市川市 （株）ハーテック・ミワ東日本事業部

2279 市川市 京葉ガスリキッド（株）市川支店

2280 市川市 （株）ケミカル工事東日本事業所

2281 市川市 ＳＧモータース（株）東京店

2282 市川市 ＳＯＭＰＯケア市川大野訪問介護

2283 市川市 (有)フォーピープル

2284 市川市 武内建設㈱

2285 市川市 ユウワ建設（株）

2286 市川市 ㈱荒井造園土木

2287 市川市 (株)みのり建設

2288 市川市 市川市農業協同組合市川経済センター

2289 市川市 （株）エスプールプラス市川ファーム

2290 市川市 社会福祉法人一路会

2291 市川市 社会福祉法人慶美会柏井デイサービス

2292 市川市 医療法人社団緑友会介護老人保健施設らいおんハート

2293 市川市 特別養護老人ホームレガーレ市川

2294 市川市 特別養護老人ホームナーシングホーム市川

2295 市川市 (株)小林種苗本店

2296 市川市 久保塗装（株）

2297 市川市 (株)ワールドファミリー千葉営業所

2298 市川市 (株)みぞぐち商会

2299 市川市 （認定）特定非営利活動法人生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会

2300 市川市 (株)京成ストア

2301 市川市 ㈱千葉銀行本八幡支店

2302 市川市 (株)アーキセプト

2303 市川市 (株)千葉興業銀行八幡支店

2304 市川市 日本郵便㈱市川郵便局

2305 市川市 桐井電設工業(株)送電事業部

2306 市川市 ㈲清信工業

2307 市川市 医療法人社団哺育会介護老人保健施設ハートケア市川

2308 市川市 (有)津田建装

2309 市川市 （有）グリーンフォエバー

2310 市川市 (株)中川組

2311 市川市 (有)吉岡商事

2312 市川市 市川市農業協同組合

2313 市川市 医療法人静和会介護老人保健施設サンシルバー市川

2314 市川市 湯浅建設㈱

2315 市川市 学校法人築葉根学園

2316 市川市 ㈱林屋市川営業所

2317 市川市 日栄商事(株)

2318 市川市 新日本設備㈱

2319 市川市 （株）グリーンアース

2320 市川市 （有）京葉バイク便　　

2321 市川市 古村建設㈱

2322 市川市 （株）小林義肢装具製作所

2323 市川市 百合台ヘルパーステーション

2324 市川市 ㈱クニハル

2325 市川市 ポラリスデイサービスセンター本北方

2326 市川市 （株）日本住宅管理サービス

2327 市川市 (株)東京ベイサービス



2328 市川市 ㈱三東

2329 市川市 (株)市川ビルサービス

2330 市川市 東洋圧送㈱

2331 市川市 今建工業㈱

2332 市川市 福田建設㈱

2333 市川市 ㈲横山金属

2334 市川市 市川南郵便局

2335 市川市 三友エンジニヤリング㈱

2336 市川市 東日本イワタニガス（株）

2337 市川市 (有)吉田自工塩浜工場

2338 市川市 エスアールエス（株）プロマックス事業部市川営業所

2339 市川市 千葉県行徳警察署

2340 市川市 メルセデスベンツ浦安センター

2341 市川市 千葉トヨペット㈱塩浜店

2342 市川市 トヨタカローラ千葉(株)塩浜店

2343 市川市 菱冷環境エンジニアリング(株)

2344 市川市 行徳紙工（株）塩浜営業所

2345 市川市 内宮運輸機工（株）車両部

2346 市川市 エムオー工事（株）市川営業所

2347 市川市 生活協同組合コープみらいコープデリ浦安行徳センター

2348 市川市 リソースガイア(株)市川塩浜営業所

2349 市川市 高橋商事㈱

2350 市川市 ㈱ホンダベルノ市川塩浜店

2351 市川市 学校法人近藤学園塩浜幼稚園

2352 市川市 (株)エークイック

2353 市川市 ㈱レント市川営業所

2354 市川市 （株）すいぱと

2355 市川市 グッドウッド二輪商会㈱

2356 市川市 ㈱備後屋

2357 市川市 医療法人社団新友会新南行徳クリニック

2358 市川市 サンキ設備工業㈱

2359 市川市 (株)ナンセイ千葉支店

2360 市川市 ㈱山田茂商店

2361 市川市 ㈱フクシン　　　

2362 市川市 らいおんハートことばのデイサービス行徳

2363 市川市 セントケア市川

2364 市川市 (株)シーエス

2365 市川市 (株)エフドアーズ　らいおんハート訪問看護リハビリステーション行徳

2366 市川市 らいおんハート遊びリテーション児童デイ行徳

2367 市川市 ㈱千葉銀行行徳支店

2368 市川市 ㈱東和ハウジング

2369 市川市 (株)三輪

2370 市川市 坂本工業㈱

2371 市川市 ＯＢＭ（株）

2372 市川市 工営建設㈱

2373 市川市 千葉県企業局市川水道事務所葛南支所

2374 市川市 日本システムバンク(株)東京本社

2375 市川市 藤田金属㈱

2376 市川市 ㈱サンドテクノ

2377 市川市 興亜硝子(株)市川工場

2378 市川市 徳田工業(株)　　　



2379 市川市 (有)前田電設

2380 市川市 セントラルスポーツ研究所

2381 市川市 (株)イメージディバイス

2382 市川市 (有)石電工

2383 市川市 日産プリンス千葉販売（株）浦安店

2384 市川市 (株)正光社　京葉営業所

2385 市川市 ㈱マルヤマ商事

2386 市川市 （株）明光企画

2387 市川市 医療法人社団御波会面野医院

2388 市川市 ㈱菅原建設

2389 市川市 (株)千葉銀行南行徳支店

2390 市川市 ㈱ティップネス南行徳店

2391 市川市 ミドリ安全千葉西（株）

2392 市川市 向井建設(株)

2393 市川市 いずみ認定こども園

2394 市川市 （株）不動産SHOPナカジツ市川・浦安店

2395 市川市 (有)ケイエイチ・リサイクル

2396 市川市 イカリ消毒㈱市川営業所

2397 市川市 （株）ＬＥＡＤ

2398 市川市 巧栄(有)

2399 市川市 市川市農業協同組合妙典支店

2400 市川市 （株）テイエルブイ東京CESセンター

2401 市川市 一般財団法人関東電気保安協会千葉事業本部市川事業所

2402 市川市 （株）サンライズグリーン

2403 市川市 （株）三栄建築設計メルディア市川

2404 市川市 岸本工業(株)

2405 市川市 山中産業(株)東京事業所

2406 市川市 千葉県江戸川下水道事務所

2407 市川市 元気クラブ行徳

2408 市川市 新基測量㈱

2409 市川市 ㈲中台製作所

2410 市川市 セレン学園

2411 市川市 港商運輸（株）行徳車庫

2412 市川市 扶和メタル(株)市川支店

2413 市川市 （株）越智運送店

2414 市川市 ㈱タニヒラ

2415 市川市 (株)オアシス

2416 市川市 協同重車輌㈱

2417 市川市 キムラ工業(株)千葉支店

2418 市川市 福八興業(有)

2419 市川市 医療法人財団明理会行徳総合病院

2420 市川市 市川市役所行徳支所

2421 市川市 ㈱植木組東京支店京葉作業所

2422 市川市 （株）トラバース

2423 市川市 (株)トラバースエンジニアリング

2424 市川市 アイシンピークス（株）千葉営業所

2425 市川市 成伸ファーネス㈱　　　

2426 市川市 ㈱瀧澤興業

2427 市川市 ㈱ウダガワ設備

2428 市川市 フランスベッド（株）メディカル市川営業所



2429 市原市 ブリヂストンタイヤサービス東日本（株）バンダグ・リトレッド千葉ファクトリー

2430 市原市 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング

2431 市原市 （株）笹原工務店

2432 市原市 (有)アーバンエクステリア

2433 市原市 ㈲釜屋燃料店千葉中央サービスショップ

2434 市原市 （有）内田美装

2435 市原市 （株）はせでん

2436 市原市 学校法人宇野学園千原台まきぞの幼稚園

2437 市原市 （有）シバタ工業

2438 市原市 ㈱前川製作所千葉営業所

2439 市原市 市原刑務所

2440 市原市 (株)アイワ企画工事

2441 市原市 医療法人社団平山医院ケアセンターさざんか

2442 市原市 医療法人社団直樹会磯ケ谷病院

2443 市原市 ㈱浜野ゴルフクラブ

2444 市原市 ㈲市津工業所

2445 市原市 泉水建材㈱

2446 市原市 千葉県農業共済組合けいよう支所

2447 市原市 ㈱ナンソーテック

2448 市原市 岩崎学校給食共同調理場

2449 市原市 (株)ワキタ市原営業所

2450 市原市 ㈲有明興産

2451 市原市 (株)白井製作所

2452 市原市 （株）東和工業

2453 市原市 ㈱レンタルのニッケン千葉営業所

2454 市原市 日本非破壊検査（株）千葉営業所

2455 市原市 アスク・サンシンエンジニアリング㈱千葉営業所　

2456 市原市 いづみ自動車㈱

2457 市原市 伊勢久㈱千葉営業所

2458 市原市 （株）大一商会

2459 市原市 （株）本山製作所関東営業所

2460 市原市 （株）アラキ総産

2461 市原市 千葉県環境研究センター市原地区

2462 市原市 ＣＳネットワーク(株)市原支店

2463 市原市 (株)ユニマットリタイアメント・コミュニティ市原ケアセンターそよ風

2464 市原市 学校法人沢学園あすなろ幼稚園

2465 市原市 （株）ＶＯＮＤＳ市原

2466 市原市 京葉緑化工事(株)

2467 市原市 NK架設(株)

2468 市原市 千葉県消防学校

2469 市原市 社会福祉法人ききょう会吉沢学園

2470 市原市 保田産業（株）

2471 市原市 千葉県ヤクルト販売(株)房総支社

2472 市原市 （株）千葉銀行牛久支店

2473 市原市 イワタニ関東㈱千葉南営業所

2474 市原市 ㈱佐久間工務店

2475 市原市 ㈱津田屋

2476 市原市 長崎興業（株）

2477 市原市 千葉県立市原高等学校



2478 市原市 （有）ジェイド

2479 市原市 南総学校給食共同調理場

2480 市原市 千葉県市原警察署南総幹部交番

2481 市原市 医療法人社団髙原会

2482 市原市 大竹工業㈱

2483 市原市 （株）タカサ市原サービスセンター

2484 市原市 シーエスジャパン（株）

2485 市原市 大宮重機産業㈱

2486 市原市 （株）千葉コベックス

2487 市原市 アヅマホールディングス（株）

2488 市原市 有明興業(株)市原工場

2489 市原市 富士興業㈱東日本事業部

2490 市原市 (株)新三興鋼管

2491 市原市 朝日工業㈱千葉事業所

2492 市原市 サンワ工事(株)

2493 市原市 （有）瀧プラント工事

2494 市原市 社会福祉法人加茂つくし会特別養護老人ホーム高滝神明の里

2495 市原市 ネッツトヨタ千葉(株)市原平成通店

2496 市原市 渡辺パイプ㈱市原サービスセンター

2497 市原市 (有)光管工

2498 市原市 丸池企業㈱

2499 市原市 市原自動車センター㈱

2500 市原市 東日本海洋建設㈱         

2501 市原市 スペースケア市原営業所

2502 市原市 ㈲和幸商会

2503 市原市 市原第一学校給食共同調理場

2504 市原市 建信工業（株）

2505 市原市 （株）安藤興業

2506 市原市 (株)ホンダカーズ木更津姉崎店

2507 市原市 姉崎学校給食共同調理場

2508 市原市 加茂ゴルフ倶楽部

2509 市原市 田原鉄筋工業㈱関東支店

2510 市原市 共立化成㈱

2511 市原市 ㈱近藤農工舎

2512 市原市 東京電機産業（株）

2513 市原市 生活協同組合コープみらいコープデリ市原センター

2514 市原市 （株）アコーディアＡＨ３８かずさカントリークラブ

2515 市原市 （株）愛和建工

2516 市原市 つくし防災(株)

2517 市原市 (株)タカサ　タカサケアサポート市原

2518 市原市 (株)オカモト

2519 市原市 弘建設備(株)

2520 市原市 ㈱まつした

2521 市原市 （株）デシジョン

2522 市原市 (株)市原市農協サービス資産管理センター

2523 市原市 （株）ＡＩＫＩ

2524 市原市 (株)エムテック

2525 市原市 （株）ＮＴＴ東日本－南関東

2526 市原市 市原市五井消防署



2527 市原市 千葉県千葉農業事務所

2528 市原市 五井グランドホテル

2529 市原市 第一プラント設備（株）

2530 市原市 ㈱マルコウ中村組

2531 市原市 房総警備保障(株)

2532 市原市 川岸産業㈱

2533 市原市 三島光産㈱化工事業本部千葉事業

2534 市原市 川岸自動車（株）

2535 市原市 東京グラスロン㈱千葉事業所

2536 市原市 （有）矢島興産

2537 市原市 宮原建工㈱市原支店

2538 市原市 (株)玉前工業

2539 市原市 学校法人ひまわり幼稚園

2540 市原市 (有)BFサービス

2541 市原市 市原興業(株)

2542 市原市 ㈱ダイニッセイ

2543 市原市 (株)安部彦市原営業所

2544 市原市 五井自動車工業㈱

2545 市原市 ㈱鈴木商館　

2546 市原市 三和エナジー(株)

2547 市原市 ㈲三和保温工業所

2548 市原市 平田工業㈱

2549 市原市 医療法人鎗田病院

2550 市原市 建装工業㈱市原営業所

2551 市原市 金本鉄工(株)千葉事業所

2552 市原市 （株）ＮＩＳＨＩ－ＫＥＮ

2553 市原市 みどり産業(株)本社

2554 市原市 市原市資源回収協同組合

2555 市原市 広島和光(株)千葉営業所

2556 市原市 日本インシュレーション㈱千葉営業所

2557 市原市 コスモペトロサービス(株)

2558 市原市 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所

2559 市原市 ㈱協立製作所

2560 市原市 ㈱元栄組

2561 市原市 (株)木内計測千葉事業所

2562 市原市 千葉鋼材（株）

2563 市原市 東亜ディーケーケー（株）

2564 市原市 市原警備保障（株）本社

2565 市原市 (株)Ｏｋｉプラント

2566 市原市 (株)オフィスコーポレーション千葉営業所

2567 市原市 フランスベッド(株)メディカル市原営業所

2568 市原市 （株）ガスパル市原販売所

2569 市原市 ウルマエイト㈱

2570 市原市 中央労働金庫市原支店

2571 市原市 （株）千葉興業銀行五井支店

2572 市原市 (株)千葉銀行五井支店

2573 市原市 久松フーズ(株)

2574 市原市 (株)十一設研

2575 市原市 (株)博全社クリスタ五井



2576 市原市 (株)ナカニシ管工

2577 市原市 学校法人大和学園やまと幼稚園

2578 市原市 千葉県市原健康福祉センター

2579 市原市 ニチイケアセンター五井

2580 市原市 ㈱タカサ

2581 市原市 リコージャパン（株）市原営業所

2582 市原市 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス五井

2583 市原市 佐藤商業(株)

2584 市原市 東京電力パワーグリッド（株）千葉建設センター

2585 市原市 ㈲第一京葉興業

2586 市原市 ㈱ユニペン

2587 市原市 ㈱新栄エンジニア

2588 市原市 鈴木治作（株）千葉営業所

2589 市原市 三陽メディア（株）市原営業所

2590 市原市 帝人エンジニアリング（株）市原事務所

2591 市原市 ＫＨネオケム（株）千葉工場

2592 市原市 日本曹達（株）千葉工場

2593 市原市 (株)レゾナック五井事業所

2594 市原市 丸善石油化学（株）千葉工場

2595 市原市 (株)ザ・トーカイ市原支店

2596 市原市 UBEエラストマー（株）千葉工場

2597 市原市 五月興産㈱

2598 市原市 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング市原支店

2599 市原市 大崎システック（株）

2600 市原市 太平電業（株）京葉出張所

2601 市原市 (株)アクアテック市原事業所

2602 市原市 (株)ジョイフル本田市原店

2603 市原市 マエダ工業（株）

2604 市原市 大同工業㈱

2605 市原市 （株）ヨシケイ千葉市原事業部

2606 市原市 学校法人三育学院三育学院大学付属光風台三育小学校

2607 市原市 （有）新井トラスト

2608 市原市 千葉スバル(株)市原店

2609 市原市 ダイハツ千葉販売（株）市原店

2610 市原市 大東建託(株)千葉南支店

2611 市原市 千葉日産自動車(株)市原店

2612 市原市 日東エネルギー（株）市原営業所

2613 市原市 ㈲大網管工

2614 市原市 市原市中央消防署

2615 市原市 市原市消防局

2616 市原市 （株）大和

2617 市原市 市原市農業協同組合

2618 市原市 学校法人泉水学園国分寺台幼稚園

2619 市原市 (株フジワラ機工

2620 市原市 （株）加来工業

2621 市原市 (株)やます

2622 市原市 (株)ナカダイ

2623 市原市 ㈲浜田屋商店

2624 市原市 ネッツトヨタ千葉(株)市原国分寺台店



2625 市原市 千葉県畜産総合研究センター市原乳牛研究所

2626 市原市 ㈱鶴商メンテナンス工業

2627 市原市 東亜外業(株)姉崎出張所

2628 市原市 (有)関東検査サービス

2629 市原市 日鉄環境（株）君津建設部京葉事業所市原作業所

2630 市原市 東海工機(株)

2631 市原市 新千葉建設㈱

2632 市原市 （株）オーバル千葉営業所

2633 市原市 北深電設（株）

2634 市原市 (有)大島工業

2635 市原市 中外テクノス㈱ 

2636 市原市 （株）エスプールプラス市原ファーム

2637 市原市 社会福祉法人佑啓会ふる里学舎

2638 市原市 鈴木管工㈱

2639 市原市 （株）ホンダカーズ千葉市原市役所通り店

2640 市原市 山白産業㈱

2641 市原市 (株)雄大工業本店

2642 市原市 市原市農業協同組合経済部

2643 市原市 日本郵便（株）市原南郵便局

2644 市原市 (株)ＧＦＳ三和の里

2645 市原市 市原中央ケアセンターそよ風

2646 市原市 宮田塗装工業（株）

2647 市原市 (株)湯沢電工

2648 市原市 ㈱ハーバー

2649 市原市 高山総業㈱

2650 市原市 （有）佐々木工業

2651 市原市 （有）野崎工業

2652 市原市 アイビス（株）

2653 市原市 ㈱エムケー

2654 市原市 （株）エス・ランバー

2655 市原市 ㈲アカネ電気工事

2656 市原市 （株）嘉﨑電設工業

2657 市原市 ㈲川内工務店

2658 市原市 ㈱クレックス市原営業所

2659 市原市 （株）ケイ・コムレード

2660 市原市 ヤックスデイサービスセンター姉崎

2661 市原市 ㈲永晃建設

2662 市原市 社会福祉法人地域福祉の会

2663 市原市 ㈱森田建設

2664 市原市 小倉工業㈱

2665 市原市 学校法人斎藤学園青葉台幼稚園

2666 市原市 帝京大学ちば総合医療センター

2667 市原市 ㈱小池海苔店

2668 市原市 日本郵便㈱姉崎郵便局

2669 市原市 (株)ひらい建築部

2670 市原市 三鬼産業(株)

2671 市原市 アサヒ工業(株)千葉支店

2672 市原市 東亜非破壊検査㈱千葉営業所

2673 市原市 懐石料理淡粋



2674 市原市 市原起業㈱

2675 市原市 ウツエバルブサービス（株）東京事業所

2676 市原市 ㈲岩井田工務店

2677 市原市 横河ソリューションサービス㈱千葉支店

2678 市原市 (株)アオキ

2679 市原市 山九(株)メンテナンス技術部

2680 市原市 親栄電気工事㈱千葉支店

2681 市原市 （株）ＮＩＰＰＯ千葉南出張所

2682 市原市 シンヨー（株）千葉支店

2683 市原市 株式会社レント姉ヶ崎営業所

2684 市原市 (株)ベイテック

2685 市原市 （株）きんでん東関東支社市原営業所

2686 市原市 千葉日産自動車(株)姉崎店

2687 市原市 千葉トヨタ自動車㈱姉崎店

2688 市原市 一宮運輸(株)関東支社

2689 市原市 山九(株)千葉支店機工第２グループ

2690 市原市 田渕海運(株)千葉支所

2691 市原市 泉テクノ（株）

2692 市原市 出光興産（株）千葉事業所

2693 市原市 ㈱前田製作所千葉工場

2694 市原市 市原カーカレヂ（株）

2695 市原市 ㈱ダイトーコーポレーション千葉支店市原事業所

2696 市原市 （株）ＪＥＲＡ姉崎火力発電所

2697 市原市 (株)ナガタ

2698 市原市 市原市姉崎消防署

2699 市原市 住友化学㈱千葉工場

2700 市原市 千葉三立梱包運輸㈱市原事業所

2701 市原市 日本板硝子(株)千葉事業所

2702 市原市 東海自工㈱

2703 市原市 矢上工業㈱

2704 市原市 ㈲会津

2705 市原市 ツクイ市原姉ヶ崎

2706 市原市 千代田工商(株)千葉事業所

2707 市原市 出光エンジニアリング(株)東日本支店千葉工事事務所

2708 市原市 ダイハツ千葉販売(株)姉崎店

2709 市原市 サンキュウビジネスサービス(株)千葉事業所

2710 市原市 アズビル（株）

2711 市原市 （株）千葉銀行姉崎支店

2712 市原市 ㈱日産サティオ千葉市原店

2713 市原市 社会福祉法人しいの木会シーモック

2714 市原市 (株)オンフェイス

2715 市原市 はくちょう保育園

2716 市原市 学校法人柳川学院柳光幼稚園

2717 市原市 (株)富士コンストラクション

2718 市原市 片山ナルコ（株）千葉営業所

2719 市原市 豊和工業㈱

2720 市原市 高洲建設(株)

2721 市原市 ㈱岩田興業

2722 市原市 (株)進栄工業



2723 市原市 市原市市津消防署

2724 市原市 みかど化工（株）

2725 市原市 ㈱辰巳自動車教習所

2726 市原市 社会福祉法人清流会特別養護老人ホーム清流園

2727 市原市 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース

2728 市原市 ㈲日神機工　　

2729 市原市 (株)信和工業

2730 市原市 いすゞ自動車エンジン販売(株)

2731 市原市 （株）市原環境サービス

2732 市原市 鹿島台幼稚園

2733 市原市 坂口工業（株）

2734 市原市 （株）南総カントリークラブ　　

2735 市原市 市原市農業協同組合葬祭部

2736 市原市 鈴木商事㈱

2737 市原市 キングフィールズゴルフクラブ

2738 市原市 社会福祉法人三和会特別養護老人ホームあじさい苑

2739 市原市 特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑

2740 市原市 市原市農業協同組合共済部

2741 市原市 （有）ナウエルエンジニアリング

2742 市原市 千葉トヨタ自動車（株）アレス市原店

2743 市原市 ビナンエンジニアリング㈱

2744 市原市 医療法人社団ゆうあい会

2745 市原市 千葉トヨタ自動車㈱国分寺店

2746 市原市 （有）中山土建

2747 市原市 (株)エイコー社

2748 市原市 ㈱京葉ネジ

2749 市原市 (株)ＮＩＰＰＯ館山道市原管内舗装補修工事事務所

2750 市原市 市原企業(株)

2751 市原市 ㈲常陽機設

2752 市原市 ㈲市原タイヤ商会

2753 市原市 （株）シーエックスアール千葉事業所

2754 市原市 トヨタカローラ千葉(株)姉崎店

2755 市原市 （株）山口電気機械工務所千葉支店

2756 市原市 ニチアス㈱千葉支店

2757 市原市 コニタ(株)

2758 市原市 社会福祉法人コスモス会特別養護老人ホーム青柳園

2759 市原市 (株)藤友工業所

2760 市原市 （株）大真

2761 市原市 ㈲東久

2762 市原市 玄海電設工業(株)

2763 市原市 (株)尾﨑工業

2764 市原市 ツルヤマテクノス㈱

2765 市原市 共栄プラント㈱

2766 市原市 （株）カンナ

2767 市原市 （株）ナレッジワーカー

2768 市原市 弘進リトレッド(株)千葉営業所

2769 市原市 ㈱椎津工業             

2770 市原市 協友工業㈱

2771 市原市 (有)エスユーカンパニー



2772 市原市 池田工業（株）

2773 市原市 ㈲小茶自動車

2774 市原市 生塩工業㈱

2775 市原市 ㈱三好鉄工所関東事業所

2776 市原市 サンネット物流(株)

2777 市原市 千葉旭工業㈱

2778 市原市 （株）ユウコウ

2779 市原市 エム・ケー高圧（株）千葉事業所

2780 市原市 ＪＦＥプロジェクトワン(株)

2781 市原市 大阪国際石油精製(株)千葉製油所

2782 市原市 新日本熱学（株）千葉事業所

2783 市原市 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）首都圏エリア千葉地区本部市原営業所

2784 市原市 千葉トヨペット（株）姉崎店

2785 市原市 (有)小泉工業所作業所

2786 市原市 東レ(株)千葉工場

2787 市原市 三井化学（株）市原工場

2788 市原市 (株)リプラス

2789 市原市 (株)三井化学オペレーションサービス市原事業所

2790 市原市 一般財団法人新日本検定協会千葉事業所

2791 市原市 千種興産石油販売(株)千種SS

2792 市原市 麻薙興産(株)

2793 市原市 ㈱三和製作所

2794 市原市 (株)千葉パブリックゴルフコース

2795 市原市 (株)エルピオ市原営業所

2796 市原市 三和プロジェクト（株）

2797 市原市 ㈱山水

2798 市原市 ㈱松崎建業

2799 市原市 （有）料理かもせん

2800 市原市 （株）川上商事

2801 市原市 ㈱カナザワ

2802 市原市 ㈱上野工業所

2803 市原市 社会福祉法人クローバー会クローバー学園

2804 市原市 （有）鮎川工業

2805 市原市 東日本高速道路(株)関東支社市原管理事務所

2806 市原市 高速道路トールテクロノジー㈱市原テクノショップ

2807 市原市 (株)ネクスコ・メンテナンス関東市原事業所

2808 市原市 （株）ネクスコ東日本エンジニアリング市原道路事務所

2809 市原市 (株)ネクスコ・トール関東市原事業部

2810 市原市 千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊市原分駐隊

2811 市原市 ㈱源氏山ゴルフ倶楽部

2812 市原市 ㈲金杉重機

2813 市原市 市原マリア・インマクラダ幼稚園

2814 市原市 (株)冨士土建

2815 市原市 梅野総業㈱

2816 市原市 石井興業㈲

2817 市原市 立野クラシックゴルフ倶楽部

2818 市原市 光風庵



2819 市原市 ザ　セイントナイン東京

2820 市原市 食事処北海

2821 市原市 ㈲田川農機

2822 市原市 介護老人保健施設メディケア５１

2823 市原市 伯東(株)千葉営業所

2824 市原市 ネッツトヨタ千葉(株)姉崎店

2825 市原市 好喜創建㈲

2826 市原市 学校法人黎明学園姉ケ崎幼稚園

2827 市原市 (有)川崎興業

2828 市原市 学校法人藤谷学園市原ふじ幼稚園

2829 市原市 医療法人社団健老会

2830 市原市 社会福祉法人クローバー会第２クローバー学園

2831 市原市 特別養護老人ホームグランモア和光苑

2832 市原市 生活協同組合コープみらいコープデリ姉崎センター

2833 市原市 マリン産業（株）

2834 市原市 林工業(株)

2835 市原市 社会福祉法人鶴心会

2836 市原市 千葉県立鶴舞看護専門学校

2837 市原市 千葉県循環器病センター

2838 市原市 千葉県農業共済組合中央家畜診療所

2839 市原市 ＰＧＭ南市原ゴルフクラブ

2840 市原市 ㈲嶋興業

2841 市原市 市原中央高等学校

2842 市原市 ㈱佐川材木店

2843 市原市 (株)山道工業

2844 市原市 （株）シマノ

2845 市原市 (有)池浦工業

2846 市原市 ㈲山崎瓦店　

2847 市原市 (株)東栄住宅市原営業所

2848 市原市 (株)エバラデンキ

2849 市原市 (有)オートベルジャパン

2850 市原市 (株)千葉興業銀行国分寺台支店

2851 市原市 （有）紀和興業

2852 市原市 ㈲五味商店

2853 市原市 日本瓦斯㈱東関東支店市原営業所

2854 市原市 ㈲ハイドロクリーン

2855 市原市 新日本植産（株）

2856 市原市 ホッカイ工業㈱

2857 市原市 大藤工業㈱

2858 市原市 千葉県立市原特別支援学校

2859 市原市 東海大学付属市原望洋高等学校

2860 市原市 旭日自動車整備工業㈱

2861 市原市 (株)オアシス

2862 市原市 朝日管工㈱

2863 市原市 能満幼稚園

2864 市原市 （株）宮井企業

2865 市原市 (株)中西工業



2866 市原市 介護老人保健施設杏の里

2867 市原市 (有)京葉ジェット

2868 市原市 三和総業（有）

2869 市原市 巧工機(株)市原営業所

2870 市原市 ㈱小原組

2871 市原市 (株)やさしい手京葉

2872 市原市 （株）佼和テクノス

2873 市原市 ㈲龍成警備　

2874 市原市 髙山造園土木㈱

2875 市原市 (株)協立メンテナンス市原機材センター

2876 市原市 社会福祉法人市原福祉会特別養護老人ホームふるさと苑

2877 市原市 ㈱メイナン

2878 市原市 山十道路㈱

2879 市原市 ㈱市原京急カントリークラブ

2880 市原市 （有）武田工業

2881 市原市 ㈲カーリフォームハヤシ

2882 市原市 南総環境㈱

2883 市原市 (有)山本建材

2884 市原市 医療法人社団緑祐会介護老人保健施設梅香苑

2885 市原市 学校法人史大学園・志髙幼稚園

2886 市原市 共栄熱工㈱

2887 市原市 (株)ジョイフル本田市原店リフォーム館

2888 市原市 ㈱伊藤園市原支店

2889 市原市 木村商事㈱千葉営業所

2890 市原市 大同興産㈱

2891 市原市 （有）石田整美堂

2892 市原市 （株）ツカサコーポレーション市原支店

2893 市原市 日本郵便（株）市原郵便局

2894 市原市 (株)かんぽ生命保険市原郵便局かんぽサービス部（千葉支店）

2895 市原市 新日本非破壊検査(株)関東支社

2896 市原市 （有）豊島商事

2897 市原市 (株)淺川組千葉営業所

2898 市原市 新日本総合警備(株)

2899 市原市 (有)小泉工業

2900 市原市 （株）とみなが

2901 市原市 ㈱千葉銀行八幡支店

2902 市原市 学校法人市原学園心花幼稚園

2903 市原市 (有)アイマックス

2904 市原市 ＴｒｕｓｔＬｉｎｋＪａｐａｎ(株)

2905 市原市 市原市八幡消防署

2906 市原市 (株)砂田商事

2907 市原市 （有）共成建設

2908 市原市 ㈱交通建設千葉支店千葉工事所

2909 市原市 前田道路(株)市原営業所

2910 市原市 (株)NHファシリティーズ千葉事業所

2911 市原市 日東エフシー（株）千葉支店

2912 市原市 ＤＩＣ（株）千葉工場



2913 市原市 千葉トヨペット㈱市原店

2914 市原市 千葉県市原警察署

2915 市原市 市原土木事務所

2916 市原市 日本建設工業（株）千葉事業所

2917 市原市 (株)ブレイング

2918 市原市 (株)八楠八幡埠頭事業所

2919 市原市 ネッツトヨタ千葉（株）市原八幡店

2920 市原市 日産プリンス千葉販売（株）市原店

2921 市原市 宮地エンジニアリング（株）

2922 市原市 豊橋飼料（株）千葉工場

2923 市原市 小池酸素工業㈱千葉支店

2924 市原市 (株)加藤製作所関東サービスセンター

2925 市原市 赤星工業（株）

2926 市原市 柏商事㈱

2927 市原市 ホンダカーズ南千葉市原八幡店

2928 市原市 富士電機（株）千葉工場

2929 市原市 日本リファイン（株）千葉工場

2930 市原市 京葉ブランキング工業㈱

2931 市原市 西尾レントオール（株）関東プラントセンター

2932 市原市 千葉港運倉庫(株)

2933 市原市 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)

2934 市原市 千葉港運倉庫（株）クリーニング事業部

2935 市原市 佐久間サービス工業(有)

2936 市原市 八代工業（株）

2937 市原市 産機工業(株)

2938 市原市 ベイ・プラント(株)

2939 市原市 大崎電設㈱

2940 市原市 （株）大八創

2941 市原市 荒金商事㈱

2942 市原市 千葉トヨタ自動車(株)市原八幡店

2943 市原市 明正工業（株）京葉事業所

2944 市原市 （有）芝原建設

2945 市原市 日本フイツシヤ(株)千葉営業所

2946 市原市 （株）東セン貿

2947 市原市 ㈱丸大産業

2948 市原市 ㈱髙畠

2949 市原市 千葉県森林組合北部支所

2950 市原市 ㈱進藤商会

2951 市原市 局部熱処理(株)関東営業所

2952 市原市 (株)新成工業福増機材センター

2953 市原市 学校法人三和学園

2954 市原市 千葉県企業局福増浄水場

2955 市原市 朝生林業㈱

2956 市原市 (株)市原水道センター

2957 市原市 社会福祉法人清風会

2958 市原市 千葉県立市原高等技術専門校

2959 市原市 ㈱エイチ・ジェイ米原ゴルフ倶楽部　

2960 市原市 市原市南総消防署



2961 市原市 ㈱市原ゴルフ倶楽部

2962 市原市 (有)エイツ

2963 市原市 仕出し料理中むら屋

2964 市原市 杉田建材㈱

2965 市原市 社会福祉法人昭和村

2966 市原市 宗教法人宝積寺玉泉幼稚園

2967 市原市 （株）本間工務店

2968 市原市 学校法人黎明学園第二姉ヶ崎幼稚園

2969 市原市 千葉県高滝ダム管理事務所

2970 市原市 日本郵便（株）高滝郵便局

2971 市原市 マグナ通信工業㈱京葉工事事務所

2972 印西市 日栄インテック（株）

2973 印西市 日栄インテック（株）製造本部物流統括関東物流センター

2974 印西市 北総鉄道（株）技術部車両課

2975 印西市 ㈲岩城造園土木

2976 印西市 社会福祉法人六親会

2977 印西市 印西市役所本埜支所

2978 印西市 大晃建設（株）

2979 印西市 第進産業㈱

2980 印西市 (株)北総フォレスト

2981 印西市 ㈲酢﨑工務店

2982 印西市 泉開発産業(株)泉カントリー倶楽部

2983 印西市 ㈱ヒラカワ

2984 印西市 ㈱タイトウ

2985 印西市 ㈱田久保造園土木

2986 印西市 千葉トヨペット㈱千葉ニュータウン店

2987 印西市 トヨタカローラ千葉(株)千葉ニュータウン店

2988 印西市 千葉日産自動車(株)千葉ニュータウン店

2989 印西市 （株）千葉マツダ千葉ニュータウン店

2990 印西市 （株）スズキ自販千葉アリーナ千葉ニュータウン

2991 印西市 ダイハツ千葉販売(株)千葉ニュータウン店

2992 印西市 ネッツトヨタ千葉(株)千葉ニュータウン店

2993 印西市 (株)仲組

2994 印西市 ㈲岩崎造園

2995 印西市 （株）富士薬品印西営業所

2996 印西市 (株)東洋食品印西中央センター

2997 印西市 (株)タハラ

2998 印西市 (株)千葉パワーテクノ成田工事事務所

2999 印西市 （有）五十嵐電気商会

3000 印西市 社会福祉法人秋桜会デイサービス秋桜

3001 印西市 （株）関東甲信クボタ印西営業所

3002 印西市 ㈲小林工業　　　　

3003 印西市 カズサスポーツ(株)セブンスイミングクラブ牧の里

3004 印西市 (株)花王

3005 印西市 中央防蝕工業(株)千葉支店

3006 印西市 (株)シブヤ・マシナリー

3007 印西市 彌榮精機(株)

3008 印西市 (株)テクノ千葉支店

3009 印西市 昌和建設(株)



3010 印西市 北総自動車学校

3011 印西市 市川学園西の原幼稚園

3012 印西市 千葉トヨタ自動車㈱千葉ニュータウン店

3013 印西市 西印旛農業協同組合

3014 印西市 （株）OCHIAI印西物流センター

3015 印西市 栄産業㈱

3016 印西市 (株)カインズカインズホーム千葉ニュータウン店

3017 印西市 生活協同組合コープみらいコープデリ印西センター

3018 印西市 ㈲岩井植木

3019 印西市 ㈱小幡工務店

3020 印西市 医療法人社団雅厚生会千葉新都市ラーバンクリニック

3021 印西市 医療法人社団誠徹会千葉北総内科クリニック

3022 印西市 （株）明正建設

3023 印西市 こじかＫＩＤＳクラブ

3024 印西市 （株）岡本鉄筋

3025 印西市 総武カントリークラブ

3026 印西市 第一環境(株)印西営業所

3027 印西市 千葉県ヤクルト販売(株)ヤクルト千葉ニュータウンセンター

3028 印西市 社会福祉法人印旛福祉会いんば学舎陣屋

3029 印西市 （公社）印西市シルバー人材センター

3030 印西市 社会福祉法人七色の翼

3031 印西市 (株)ダイサン千葉ＳＣ

3032 印西市 社会福祉法人印旛福祉会いんば学舎草深

3033 印西市 特別養護老人ホーム印旛晴山苑

3034 印西市 印西市役所

3035 印西市 印西中央自動車学校(株)

3036 印西市 (株)えびはら

3037 印西市 千葉県印西警察署

3038 印西市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

3039 印西市 中沢工業㈱

3040 印西市 ㈱アジア開発興業

3041 印西市 アイエスジー（株）印西営業所

3042 印西市 北総石油(株)

3043 印西市 ㈱千葉銀行印西支店

3044 印西市 習志野カントリークラブ

3045 印西市 ㈲嶺久庵

3046 印西市 印西地区環境整備事業組合

3047 印西市 印西地区消防組合印西西消防署

3048 印西市 ㈱千葉ニュータウンセンター

3049 印西市 （株）石塚設備

3050 印西市 社会福祉法人印西市社会福祉協議会

3051 印西市 日本郵便（株）印西郵便局

3052 印西市 東京進学ゼミナール千葉ニュータウン教室

3053 印西市 （株）長門建設

3054 印西市 印西市役所印旛支所

3055 印西市 謙成（株）

3056 印西市 (株)木下モーター

3057 印西市 ㈱秋桜

3058 印西市 ヤックスデイ印旛日本医大駅前



3059 印西市 （有）石井興業

3060 印西市 平岡自然公園管理企業（株）

3061 印西市 千葉県立印旛特別支援学校

3062 印西市 イエローハット千葉ニュータウン店

3063 印西市 （株）ジョイフル本田千葉ニュータウン店

3064 印西市 印西地区消防組合消防本部

3065 印西市 (株)東洋食品印西市牧の原学校給食センター　

3066 印西市 医療法人平成博愛会印西総合病院

3067 印西市 彦山精機（株）

3068 印西市 日本通信紙（株）印西BPOセンター

3069 印西市 ナリコーセレモニー印西牧の原ホール

3070 印西市 ㈱印旛共進

3071 印西市 ㈱石田食品

3072 印西市 印西ひかりこども園

3073 印西市 トヨタカローラ千葉（株）木下店

3074 印西市 千葉トヨタ自動車㈱木下店

3075 印西市 関東農政局手賀沼農地防災事業所

3076 印西市 京葉ガスリキッド(株)千葉支社印西支店

3077 印西市 千葉県企業局北総浄水場

3078 印西市 社会福祉法人印西地区福祉会特別養護老人ホームみどり荘

3079 印西市 ㈲エビハラ自動車

3080 浦安市 (株)宝珠造園土木

3081 浦安市 東京鉄製㈱

3082 浦安市 碓井鋼材(株)本社

3083 浦安市 西村鋼業（株）

3084 浦安市 ㈱長谷川パイプ商会

3085 浦安市 本間鋼業（株）浦安加工センター

3086 浦安市 ㈱スノウチ

3087 浦安市 関根床用鋼板㈱　　　

3088 浦安市 清水鋼鐵（株）

3089 浦安市 日鉄物産関東コイルセンター(株)

3090 浦安市 西尾レントオール(株)配管機器東京営業所

3091 浦安市 東亜グラウト工業（株）浦安技術センター

3092 浦安市 ㈱スズヤス浦安支店

3093 浦安市 （株）技研施工東京本社

3094 浦安市 (株)京和

3095 浦安市 ニシオワークサポート(株)浦安営業所

3096 浦安市 渋谷教育学園浦安幼稚園

3097 浦安市 Ｋｉｄｓ Ｄｕｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ新浦安

3098 浦安市 医療法人社団城東桐和会タムス浦安病院

3099 浦安市 浦安市特別養護老人ホームおよび浦安せいれいの里

3100 浦安市 三井物産グローバルロジスティクス（株）関東中央支店舞浜流通センター

3101 浦安市 （株）花輪

3102 浦安市 東京中央木材市場㈱

3103 浦安市 スパ&ホテル舞浜ユーラシア

3104 浦安市 ㈱カネコ　　　

3105 浦安市 武部産業(株)

3106 浦安市 (株)三誠商會

3107 浦安市 (株)カナモト浦安営業所



3108 浦安市 （株）東宝映像美術千葉支店制作部

3109 浦安市 ㈱インスメタル

3110 浦安市 青山特殊鋼㈱浦安センター

3111 浦安市 トルク（株）東京支店

3112 浦安市 藤田商事（株）

3113 浦安市 サコス(株)特需営業部

3114 浦安市 ㈱キヨシゲ

3115 浦安市 サコス(株)市川営業所

3116 浦安市 (株)ＮＩＴＴＡＩ　ＴＳＣ

3117 浦安市 森定興商（株）東京支店

3118 浦安市 （株）佐渡島南関東営業所

3119 浦安市 濱田重工（株）君津支店舞浜営業所

3120 浦安市 野口興産（株）東関東支店

3121 浦安市 （株）東真トリニティー

3122 浦安市 社会福祉法人千楽

3123 浦安市 (有)山崎

3124 浦安市 東海大学付属浦安高等学校・中等部

3125 浦安市 こどものじかん保育園

3126 浦安市 ツクイ浦安東野　

3127 浦安市 ㈱ワイズマート

3128 浦安市 ㈱野田屋水道部

3129 浦安市 一建設(株)浦安営業所

3130 浦安市 ㈲鈴木設備工業

3131 浦安市 坂田自動車浦安工場

3132 浦安市 介護付有料老人ホーム浦安エデンの園

3133 浦安市 聖徳大学附属浦安幼稚園

3134 浦安市 セントラルウェルネスクラブ新浦安

3135 浦安市 千葉銀行新浦安支店

3136 浦安市 エムエム建材販売（株）浦安支店

3137 浦安市 ㈱リエイ

3138 浦安市 パナソニック防災システムズ（株）東京支社舞浜営業所

3139 浦安市 (株)道路建設コンサルタント浦安技術所

3140 浦安市 （株）フジデン

3141 浦安市 エヌビーエスエンジニアリング(株)

3142 浦安市 浦安市役所

3143 浦安市 浦安市消防本部

3144 浦安市 公益社団法人浦安市シルバー人材センター

3145 浦安市 （株）長福

3146 浦安市 千葉トヨペット（株）トヨタＺＡＰ店

3147 浦安市 重機運輸機工㈲　

3148 浦安市 ㈱宇田川土建

3149 浦安市 合資会社吉野商店

3150 浦安市 東松メンテナンス㈱

3151 浦安市 （株）オリエンタルランドOLC新浦安オフィス

3152 浦安市 千葉県浦安警察署     

3153 浦安市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

3154 浦安市 京葉銀行浦安富岡支店

3155 浦安市 ポラリスデイサービスセンター浦安富岡

3156 浦安市 神光工業(株)浦安工事事務所



3157 浦安市 駿河機工(株)

3158 浦安市 ㈱ウラタ

3159 浦安市 ㈲見山土木

3160 浦安市 癒しのデイサービス浦安ふじみ

3161 浦安市 トラストサービス(株)

3162 浦安市 (株)和希

3163 浦安市 (株)新日本空調サービス東京千葉営業所

3164 浦安市 (株)モトーレン・グランツ浦安支店

3165 浦安市 和協自動車整備工場

3166 浦安市 （株）テスコム

3167 浦安市 （株）オリエンタルランド

3168 浦安市 ㈱舞浜コーポレーション

3169 浦安市 三井不動産ファシリティーズ(株)ファシリティーマネジメント二部舞浜事業室

3170 浦安市 （株）ホテルオークラ東京ベイ

3171 浦安市 (株)京葉銀行浦安支店

3172 浦安市 丸正商事㈱

3173 浦安市 （株）オープンハウス浦安センター

3174 浦安市 ㈱ダイニチ　　　

3175 浦安市 ㈱千葉銀行浦安支店

3176 浦安市 ネッツトヨタ千葉(株)浦安駅前店

3177 浦安市 （株）千葉興業銀行浦安支店

3178 浦安市 トーヨーウレタン（株）

3179 浦安市 東部重工業（株）

3180 浦安市 ㈱秀栄

3181 浦安市 ㈱ケミコート

3182 浦安市 千葉日産自動車（株）浦安店

3183 浦安市 千葉スバル（株）浦安店

3184 浦安市 千葉トヨタ自動車㈱浦安やなぎ通り店

3185 浦安市 トレンディインフォメーション（株）

3186 浦安市 （株）伊豆造園土木

3187 浦安市 日産プリンス千葉販売（株）浦安さくら通り店

3188 浦安市 （株）浦安防災

3189 浦安市 (有)三友

3190 浦安市 ㈱サマヨ

3191 浦安市 ㈱浦安架設

3192 浦安市 市川市農業協同組合浦安支店

3193 浦安市 タカハシデンキ（株）

3194 浦安市 社会福祉法人なゆた

3195 大網白里市 ㈱朝日工業

3196 大網白里市 (株)千葉興業銀行大網支店

3197 大網白里市 エムトラスト(株)

3198 大網白里市 ㈱鈴木工務店

3199 大網白里市 ブレス（株）

3200 大網白里市 おおあみ緑の里

3201 大網白里市 ヤックスデイサービスセンター大網

3202 大網白里市 特別養護老人ホーム季美の森

3203 大網白里市 学校法人秋山学園季美の森幼稚園

3204 大網白里市 （株）東急リゾーツ＆ステイ(株)季美の森ゴルフ倶楽部

3205 大網白里市 （株）石勝グリーンメンテナンス季美の森事業所



3206 大網白里市 京葉緑化工事(株)ヌーヴェルゴルフ倶楽部事業部

3207 大網白里市 （株）ヌーヴェルゴルフ倶楽部

3208 大網白里市 （株）ゆめや

3209 大網白里市 大網木の花幼稚園

3210 大網白里市 (有)ミヤコ建施

3211 大網白里市 千葉県立大網白里特別支援学校

3212 大網白里市 鈴木土建（株）

3213 大網白里市 ㈲セーワ住設

3214 大網白里市 (有)甲斐浄化槽サービス

3215 大網白里市 ＡＧＣ（株）大網白里鉱業所

3216 大網白里市 民宿旅館山中荘

3217 大網白里市 （株）京和建設

3218 大網白里市 きだ在宅クリニック

3219 大網白里市 紫宝会クロス・スピリット

3220 大網白里市 ㈱綿文商店

3221 大網白里市 大網白里市役所

3222 大網白里市 日本郵便（株）大網郵便局

3223 大網白里市 セントケア千葉(株)セントケア訪問看護ステーション大網

3224 大網白里市 (株)ＷＡＴＡＳＥＮ

3225 大網白里市 (株)大井建設工業

3226 大網白里市 パステック(株)

3227 大網白里市 社会福祉法人翡翠会

3228 大網白里市 秋葉会計事務所

3229 大網白里市 ㈱つくも

3230 大網白里市 山武青い鳥工房

3231 大網白里市 特定非営利活動法人葵の森

3232 大網白里市 泰成緑栄(株)

3233 大網白里市 ㈲斉藤石材興業

3234 大網白里市 ㈱丸二工務店

3235 大網白里市 ㈱タイヨースポーツセンター

3236 大網白里市 ㈲十枝組

3237 大網白里市 宴会魚八

3238 大網白里市 マリン・ハウス

3239 大網白里市 (有)藤井商店

3240 大網白里市 ㈱翔和緑花建設

3241 大網白里市 医療法人社団恵晃会デイケアしらさと

3242 大網白里市 社会福祉法人北斗特別養護老人ホーム杜の街

3243 大網白里市 山武郡市広域行政組合南消防署

3244 大網白里市 住宅型有料老人ホームプラセル九十九里

3245 大網白里市 (有)井澤総業

3246 大網白里市 ㈱加藤岡昌弘商店

3247 大網白里市 伊勢化学工業（株）

3248 大網白里市 フィデス(株)大網支店

3249 大網白里市 特定非営利活動法人大網お助け隊

3250 大網白里市 (株)ＯＮ

3251 柏市 ㈱フジマック柏営業所

3252 柏市 （株）ハンデックス柏営業所

3253 柏市 （株）木曽路柏店

3254 柏市 柏税務署



3255 柏市 千葉県柏県税事務所

3256 柏市 一建設(株)柏営業所

3257 柏市 (有)佐々光工業

3258 柏市 (株)日本ドライ介護用品のスマイル柏営業所

3259 柏市 学校法人すみれ学園すみれ幼稚園

3260 柏市 社会福祉法人望陽会

3261 柏市 (株)藤工業

3262 柏市 (株)二葉科学

3263 柏市 （株）ホンダカーズ柏

3264 柏市 イビデングリーンテック（株）関東営業所

3265 柏市 ㈲東葉産業

3266 柏市 東葉警備保障(株)

3267 柏市 羽田タートルサービス(株)柏営業所

3268 柏市 ＯＫＩクロステック(株)柏サービスセンター

3269 柏市 柏甲羅本店

3270 柏市 内山硝子㈱柏営業所

3271 柏市 ㈱フウサワ部品

3272 柏市 学校法人柏芳学園豊四季幼稚園

3273 柏市 （有）吉田商事豊四季スイミング

3274 柏市 （有）エスシーフロアー工業

3275 柏市 （株）グランシア

3276 柏市 星商㈱ダスキン京葉柏支店

3277 柏市 （株）あじかん柏営業所

3278 柏市 たへい訪問看護ステーション

3279 柏市 社会福祉法人青葉会生活工房こだま

3280 柏市 アーバンプロテクト（株）

3281 柏市 (株)千葉銀行花野井支店

3282 柏市 昭和電機(株)東日本テクニカルセンター

3283 柏市 三国産業商会㈲

3284 柏市 ㈲ヒガキオートサービス

3285 柏市 (株)ヨコヤマ柏支店

3286 柏市 公益財団法人吉田記念テニス研修センター

3287 柏市 ㈱浅野板金

3288 柏市 (株)エスブロック柏本社第１工事部

3289 柏市 (株)エスブロック柏本社第２工事部

3290 柏市 (株)エスブロック柏本社第３工事部

3291 柏市 千葉県ヤクルト販売(株)ヤクルト沼南センター

3292 柏市 柏設備工業㈲

3293 柏市 冨士電設工業㈱

3294 柏市 千葉トヨペット(株)レクサス柏

3295 柏市 フォルクスワーゲン南柏

3296 柏市 ㈱日暮設備工業

3297 柏市 （有）丸番材木店

3298 柏市 ㈱アオキオートサービス

3299 柏市 （株）渡辺電気工業

3300 柏市 柏市消防局東部消防署逆井分署

3301 柏市 ニチイケアセンター逆井

3302 柏市 ㈱後藤電設

3303 柏市 ヤマト電機（株）柏営業所



3304 柏市 （株）マイクロバブル・ジャパン柏工場

3305 柏市 ㈱シモウサダスキン逆井支店

3306 柏市 いちか訪問看護ステーション

3307 柏市 ㈱稲葉製作所柏工場

3308 柏市 (株)つかさエンジニアリング

3309 柏市 日本電設工業㈱中央学園

3310 柏市 一般財団法人柏市みどりの基金

3311 柏市 学校法人日本体育大学日本体育大学柏高等学校

3312 柏市 （株）ネンキ千葉営業所

3313 柏市 （株）勉強堂

3314 柏市 社会福祉法人敬愛会

3315 柏市 社会福祉法人かたくり会あすか園

3316 柏市 川岸工業(株)千葉第一工場

3317 柏市 (株)エネサンス関東柏事業所

3318 柏市 (株)相馬

3319 柏市 藤井産業(株)柏営業所

3320 柏市 （株）フッカクローム

3321 柏市 柏製氷冷蔵(株)

3322 柏市 ㈱丸昭建材

3323 柏市 (株)遠藤製作所

3324 柏市 武田紙器㈱

3325 柏市 信濃建設工業㈱柏支社

3326 柏市 （株）シンク・ラボラトリー

3327 柏市 昱(株)施設管理第二課柏施設

3328 柏市 ㈱根本商事

3329 柏市 (株)東京木材相互市場相互柏センター

3330 柏市 (株)ぎんカフェグループ

3331 柏市 太田建設（株）

3332 柏市 日本設備管理㈱

3333 柏市 オリエンタルモーター（株）柏事業所

3334 柏市 （株）アトックス東京営業所

3335 柏市 トーヨーベンディング(株)千葉営業所

3336 柏市 ヴィスポ９９スポーツクラブ

3337 柏市 ちば東葛農業協同組合

3338 柏市 社会福祉法人青葉会地域生活支援拠点あおば

3339 柏市 ㈱吉野建材

3340 柏市 千葉県動物愛護センター東葛飾支所

3341 柏市 社会福祉法人かたくり会美南園

3342 柏市 ㈱二和機材　　　

3343 柏市 (株)アールドライバーズ西北柏南自動車教習所

3344 柏市 ㈱イトウ

3345 柏市 合同会社ほほえみほほえみ訪問介護事業所

3346 柏市 (株)オートアシスト

3347 柏市 ケアプランときわ

3348 柏市 (株)千葉銀行南柏支店

3349 柏市 （株）インテリア柏

3350 柏市 伊藤ハム米久プラント（株）柏工場

3351 柏市 認定こども園とみせ幼稚園

3352 柏市 （株）薬研社柏営業所



3353 柏市 千葉県柏児童相談所

3354 柏市 (株)ライフキーパー

3355 柏市 直誠工業（株）

3356 柏市 公益財団法人柏市医療公社北柏デイサービスセンター

3357 柏市 ちば東□農業協同組合富勢支店

3358 柏市 ＮＰＯ法人福祉サービスかしわ市民の会

3359 柏市 (株)ツクイ豊四季

3360 柏市 千葉県手賀沼下水道事務所

3361 柏市 リハビリデイサービス柏

3362 柏市 青山建設（株）

3363 柏市 日進建設㈱

3364 柏市 千葉建設工業㈱

3365 柏市 こすもす訪問看護ステーション

3366 柏市 柏市消防局旭町消防署

3367 柏市 （株）シービーエス

3368 柏市 中村オートパーツ(株)柏営業所

3369 柏市 ナショナル・ベンディング㈱柏営業所

3370 柏市 セコム(株)柏の葉営業所

3371 柏市 （株）ヒラタ千葉営業所

3372 柏市 千葉県柏区画整理事務所

3373 柏市 ケイアイスター不動産(株)柏の葉営業所

3374 柏市 香陵住販(株)柏の葉キャンパス支店

3375 柏市 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉

3376 柏市 リコージャパン(株)千葉支社

3377 柏市 イエローハット柏若柴店

3378 柏市 (株)ヤナセ柏支店

3379 柏市 Ｔｕｒｉｎｇ(株)

3380 柏市 アルヒ（株）柏の葉分室

3381 柏市 (株)ジャパンメインテナンス

3382 柏市 ネッツトヨタ千葉(株)ユーコム柏若柴店

3383 柏市 生活協同組合パルシステム千葉柏センター

3384 柏市 ㈱片野測量設計

3385 柏市 日産プリンス千葉販売（株）柏店

3386 柏市 千葉トヨペット（株）北柏店

3387 柏市 ㈱レンタルのニッケン柏営業所

3388 柏市 （株）スズキ自販千葉アリーナ柏若柴

3389 柏市 （株）ニチエイ・カーマックス柏本店

3390 柏市 防災技術センター㈱柏支店

3391 柏市 （株）アクタス細田観光

3392 柏市 東京シティ青果(株)千葉支社柏市場

3393 柏市 ㈱鵜澤工業

3394 柏市 柏ビル管理(株)

3395 柏市 （株）ｉｍａｙａｍａ

3396 柏市 社会福祉法人清泉会特別養護老人ホーム アネシス

3397 柏市 (株)伊賀屋営業本部

3398 柏市 南柏訪問看護ステーション

3399 柏市 社会福祉法人美野里会

3400 柏市 ㈱昭和物産

3401 柏市 (株)岩田印刷



3402 柏市 ㈱青木電気工事

3403 柏市 城山電機(株)　　

3404 柏市 パウダーテック㈱

3405 柏市 柏市消防局旭町消防署西原分署

3406 柏市 航空システム通信隊システム管理群中央通信

3407 柏市 青和園

3408 柏市 特別養護老人ホームひかり隣保館

3409 柏市 アドバンテック日成㈱

3410 柏市 （株）アールズファクトリー

3411 柏市 （株）池嶋

3412 柏市 大村紙業(株)千葉事業部

3413 柏市 学校法人東□学園柏さくら幼稚園

3414 柏市 (株)ヨコハマタイヤジャパン千葉カンパニー柏営業所

3415 柏市 (株)スペースケア柏営業所

3416 柏市 ㈱川和柏配送センター

3417 柏市 東旺電設（株）東葛営業所

3418 柏市 三協フロンテア（株）柏営業所

3419 柏市 ネッツトヨタ千葉(株)北柏店

3420 柏市 津田産業（株）東京支店

3421 柏市 (株)トーヨータイヤジャパン柏営業所

3422 柏市 ㈱加藤園緑化建設

3423 柏市 学校法人柏こばと学園

3424 柏市 (株)ハウジング重兵衛柏ショールーム店

3425 柏市 住友ナコフォークリフト販売（株）首都圏支店柏営業所

3426 柏市 イトウオートモビール㈱

3427 柏市 (株)東京エネシスエネルギー・産業本部産業ソリューション部千葉工事事務所

3428 柏市 (株)八洋柏営業所

3429 柏市 ダイハツ千葉販売（株）柏店

3430 柏市 (株)ナカタニ東関東出張所・ＴＳセンター

3431 柏市 昭和ホールディングス㈱

3432 柏市 日本アレックス(株)

3433 柏市 柏市再生資源事業協業組合

3434 柏市 グローバルキッズパーク柏の葉店

3435 柏市 (株)バックス・アドバンス

3436 柏市 岡本硝子㈱本社

3437 柏市 (株)芳松園

3438 柏市 (株)アーネストウイング

3439 柏市 (株)二葉科学柏

3440 柏市 生活クラブ生活協同組合柏センター

3441 柏市 (株)岡村関東物流センター

3442 柏市 浅野機材㈱柏事業所

3443 柏市 豊四季光風園

3444 柏市 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社柏店

3445 柏市 (株)クリーンシステム関東支店

3446 柏市 アール・ループ(株)

3447 柏市 山本産業㈱

3448 柏市 西尾レントオール㈱柏営業所

3449 柏市 社会福祉法人青葉会WITH US多機能型事業所

3450 柏市 （株）日立プラントコンストラクション柏事業所



3451 柏市 ㈱ながつま

3452 柏市 介護老人保健施設葵の園・柏たなか

3453 柏市 森川産業（株）東関東支店

3454 柏市 日本メガケア(株)柏営業所

3455 柏市 医療法人社団葵会柏たなか病院

3456 柏市 ケアパートナー柏

3457 柏市 (株)リンクサポート柏営業所

3458 柏市 ㈱大山清運

3459 柏市 千葉県柏警察署　　　

3460 柏市 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・柏

3461 柏市 社会福祉法人真和会四季の里

3462 柏市 （有）和光商事

3463 柏市 （株）ＡＳＫオートサービス柏

3464 柏市 特定非営利活動法人ホリデー

3465 柏市 (株)アシスト

3466 柏市 学校法人柏学園松葉幼稚園

3467 柏市 ニチイケアセンター北柏

3468 柏市 柏市消防局

3469 柏市 柏市消防局西部消防署

3470 柏市 ㈱トクシキ

3471 柏市 ㈱木村屋総本店柏工場

3472 柏市 ヨシザワＬＡ㈱

3473 柏市 富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング(株)

3474 柏市 ヘルシーフード(株)柏支店

3475 柏市 (株)日立物流首都圏オリエント営業所CS出張所

3476 柏市 三協フロンテア㈱

3477 柏市 柏プラネット柏市廃棄物処理業協業組合

3478 柏市 (株)ニチイ学館ニチイケアセンター柏

3479 柏市 千葉スバル（株）南柏店

3480 柏市 （株）イノメディックス柏営業所

3481 柏市 学校法人誠泉学園柏陽幼稚園

3482 柏市 （有）エイト・テック

3483 柏市 丸和電機(株)

3484 柏市 千葉日産自動車(株)日産カーパレス柏店

3485 柏市 日産プリンス千葉販売（株）日産カーパレス柏店

3486 柏市 千葉スバル(株)柏の葉店

3487 柏市 (株)アームス共立保険コンサル

3488 柏市 ケアサポートけやきの木

3489 柏市 学校法人鏑木学園にしはら幼稚園

3490 柏市 （株）林間柏営業所

3491 柏市 パナソニック電材ソリューションズ（株）柏営業所

3492 柏市 ㈱東京自働機械製作所柏工場

3493 柏市 医療法人社団柏水会初石病院

3494 柏市 介護老人保健施設ケアホーム初石

3495 柏市 （株）鏑木自動車

3496 柏市 (株)ユウマペイント

3497 柏市 柏市上下水道局

3498 柏市 （株）アイビーソリューション

3499 柏市 千葉県立手賀の丘青少年自然の家



3500 柏市 (株)ＮＴＴ東日本ー南関東千葉事業部東葛営業支店

3501 柏市 (株)アステック千葉営業所

3502 柏市 （株）エグチ

3503 柏市 柏市消防局西部消防署たなか分署

3504 柏市 （株）エコアース柏事業所

3505 柏市 ダンロップタイヤ中央（株）タイヤランド柏

3506 柏市 (株)メイク柏支店

3507 柏市 ㈱万代

3508 柏市 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう柏支店

3509 柏市 (有)石塚土建

3510 柏市 （株）石渡工務店柏資材センター

3511 柏市 (有)メタリス

3512 柏市 柏市環境部北部クリーンセンター

3513 柏市 学校法人初穂学園ますお幼稚園

3514 柏市 コスモ石油販売(株)東関東カンパニーS＆CCS新柏

3515 柏市 ㈲畑野商店

3516 柏市 美里ゴルフ㈱

3517 柏市 ニッカウヰスキー(株)柏工場

3518 柏市 樹楽屋㈱

3519 柏市 ちば東葛農業協同組合土支店

3520 柏市 (有)神谷管工

3521 柏市 (株)向日葵

3522 柏市 日東エネルギー(株)柏営業所

3523 柏市 ㈱日宣

3524 柏市 ㈱オオイ千葉営業所

3525 柏市 ㈱正光社柏営業所

3526 柏市 福田建設(株)

3527 柏市 東和パーツ（株）

3528 柏市 学校法人二松学舎二松学舎大学

3529 柏市 医療法人社団葵会千葉・柏リハビリテーション病院

3530 柏市 千葉・柏リハビリテーション学院

3531 柏市 タマホーム（株）柏支店

3532 柏市 セフテック(株)千葉営業所

3533 柏市 特別養護老人ホームあおいの里・柏

3534 柏市 (株)ゲンキの平和堂

3535 柏市 都機工㈱柏支店

3536 柏市 ロイヤルホームセンター(株)柏店

3537 柏市 市川市農業協同組合田中支店

3538 柏市 市川市農業協同組合資産管理部田中資産管理センター

3539 柏市 グレインマシナリー関東(株)柏本社

3540 柏市 柏の葉訪問看護ステーション

3541 柏市 (株)フジカワ

3542 柏市 学校法人喜染学園田中幼稚園

3543 柏市 三協フロンテア(株)MSキャンパス

3544 柏市 入吉吉田工業（株）

3545 柏市 王子斎藤紙業(株)柏営業所

3546 柏市 （株）ネクスコ東日本エンジニアリング谷和原道路事務所柏駐在

3547 柏市 (株)ネクスコ・メンテナンス関東谷和原事業所

3548 柏市 (株)アベルコ千葉支店



3549 柏市 （株）吉田東光柏営業所

3550 柏市 (株)大倉千葉支店

3551 柏市 日本通信エンジニアリングサービス（株）柏センター

3552 柏市 ニューロング柏㈱

3553 柏市 学校法人渡来学園大津ヶ丘幼稚園

3554 柏市 京葉管理事業（株）

3555 柏市 柏市消防局沼南消防署

3556 柏市 沼南育成園

3557 柏市 桐友学園

3558 柏市 千葉トヨペット㈱沼南店

3559 柏市 学校法人幸陽学園風早幼稚園

3560 柏市 (株)G-7ミートテラバヤシアンデス食品事業部

3561 柏市 ヤマトオートワークス（株）柏工場

3562 柏市 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)柏営業所

3563 柏市 (株)斎藤英次商店柏沼南営業所

3564 柏市 柏木工機(株)柏物流センター

3565 柏市 （株）藤原溶接

3566 柏市 柏市教育委員会

3567 柏市 柏市沼南支所

3568 柏市 (株)千葉銀行柏支店

3569 柏市 (株)千葉銀行柏ローンプラザ

3570 柏市 (株)飯田産業千葉施工管理部

3571 柏市 学校法人柏学園柏幼稚園

3572 柏市 (株)京二千葉営業所

3573 柏市 柏市消防局東部消防署

3574 柏市 (株)京葉銀行柏支店

3575 柏市 東急リバブル(株)柏センター

3576 柏市 大和証券㈱柏支店

3577 柏市 東京セキスイファミエス（株）ザ・シーズン柏店

3578 柏市 (株)帝国データバンク柏支店

3579 柏市 （株）住居時間柏支店

3580 柏市 柏訪問リハビリ看護ステーション

3581 柏市 柏中原ケアセンターそよ風

3582 柏市 社会福祉法人かたくり会柏市立朋生園

3583 柏市 東海ケミー(株)東葛営業所

3584 柏市 メールセンター(株)

3585 柏市 特別養護老人ホームマーガレットヒル

3586 柏市 ツクイ柏塚崎デイサービス

3587 柏市 (株)ハートフラワー柏営業所

3588 柏市 ㈲飯島建材

3589 柏市 中央日化サービス(株)柏営業所

3590 柏市 (株)小泉東関東柏営業所

3591 柏市 ちば東□農業協同組合風早支店

3592 柏市 丸東水道石材㈲

3593 柏市 学校法人ホザナ学園　

3594 柏市 ㈲田中工務店

3595 柏市 （株）日松建設

3596 柏市 協和警備保障㈱柏営業所

3597 柏市 タイムズサービス(株)東日本事業本部千葉支店船橋エリア柏チーム



3598 柏市 日本郵便(株)柏郵便局

3599 柏市 (株)かんぽ生命保険柏支店柏郵便局かんぽサービス部

3600 柏市 柏商工会議所

3601 柏市 学校法人草土学園柏みどりこども園

3602 柏市 ツクイ南柏

3603 柏市 ㈱柏葉

3604 柏市 ㈱花谷建設

3605 柏市 海上自衛隊下総航空基地

3606 柏市 海上自衛隊第３術科学校

3607 柏市 トーテツ(株)

3608 柏市 （有）藤ケ谷電気設備

3609 柏市 (株)ミナミ

3610 柏市 （株）メスコ

3611 柏市 RECINO

3612 柏市 巽建設(株)

3613 柏市 野島建設㈱

3614 柏市 ㈲畠山建材工業

3615 柏市 (株)エスプールプラス柏ファーム

3616 柏市 日昇鋼業㈱柏営業所

3617 柏市 テンドール物流（株）

3618 柏市 ㈱荒木工務店

3619 柏市 （株）ＨＭリサイクル

3620 柏市 永和産業㈱沼南工場

3621 柏市 生活協同組合コープみらいコープデリ柏南センター

3622 柏市 (株)アンテックゆかり柏デイサービスセンター

3623 柏市 さわやか柏館

3624 柏市 かしわ翔裕園

3625 柏市 医療法人社団碧水会南増尾クリニック

3626 柏市 松金建設㈱

3627 柏市 ㈱瑞穂鋼建

3628 柏市 学校法人百合園学園百合園幼稚園

3629 柏市 オートギャラリーケーエス

3630 柏市 （有）岡吉造園

3631 柏市 (有)ＶｉＶｉｔ美装

3632 柏市 柏市南部クリーンセンター

3633 柏市 京葉銀行南柏支店

3634 柏市 サンエス警備保障（株）柏支社

3635 柏市 永岡建設工業㈱

3636 柏市 広島建設（株）南柏ショールーム

3637 柏市 ちばぎんリース(株)常磐駐在

3638 柏市 社会福祉法人柏光会柏保育園

3639 柏市 Ｋ－ｓｔｙｌｅ．Ｊａｐａｎ(株)

3640 柏市 みずほ信託銀行（株）柏支店

3641 柏市 (株)千葉興業銀行柏支店

3642 柏市 ㈱成島組

3643 柏市 日産プリンス千葉販売（株）柏プラザ店

3644 柏市 千葉県警察本部交通部交通機動隊柏分駐隊

3645 柏市 千葉日産自動車㈱柏Ｒ１６号店

3646 柏市 千葉県ヤクルト販売（株）柏支社



3647 柏市 野村證券㈱柏支店

3648 柏市 (株)オープンハウス柏営業センター

3649 柏市 損保ジャパンパートナーズ（株）東葛支店

3650 柏市 京葉瓦斯（株）緊急保安センター東葛グループ

3651 柏市 京葉ガスカスタマーサービス（株）業務部お客さまサービスセンター柏

3652 柏市 （株）セレモハート柏迎賓館

3653 柏市 千葉県農林水産部東葛飾農業事務所分庁舎

3654 柏市 (株)カントー柏営業所

3655 柏市 (株)建築資料研究社柏支店

3656 柏市 （株）FPパートナー柏支社

3657 柏市 日本ビルコン(株)柏サービスセンター

3658 柏市 ㈲タイガ自動車

3659 柏市 （株）ツヅキ

3660 柏市 ハーブランド訪問看護ステーション

3661 柏市 会田電業(株)

3662 柏市 （株）桧家住宅千葉工事部

3663 柏市 (株)桧家リフォーミング千葉支店

3664 柏市 ＩＴＳ(株)

3665 柏市 (株)かんぽ生命保険柏支店

3666 柏市 三井住友信託銀行(株)柏支店

3667 柏市 共栄火災海上保険(株)東関東支店千葉西支社

3668 柏市 日本テクノ(株)柏営業所

3669 柏市 東京海上日動火災保険（株）柏支社

3670 柏市 （株）東京海上日動パートナーズTOKIO京葉支店柏支社

3671 柏市 （株）京葉銀行柏ローンプラザ

3672 柏市 柏市役所資産管理課

3673 柏市 柏市役所福祉総務課

3674 柏市 柏市役所道路総務課

3675 柏市 社会福祉法人柏市社会福祉協議会

3676 柏市 柏市ボランティアセンター

3677 柏市 ㈱アーバンプランテック

3678 柏市 千葉県警察本部生活安全部少年課東葛地区少年センター

3679 柏市 訪問介護ステーションこみせん

3680 柏市 (株)斎藤英次商店

3681 柏市 キヤノンメディカルシステムズ（株）柏営業所

3682 柏市 ㈱助川工務店

3683 柏市 (株)サンエイテック

3684 柏市 千葉県柏土木事務所

3685 柏市 ㈱ミツワ堂

3686 柏市 (株)電洋社東葛営業所

3687 柏市 千葉フード(株)

3688 柏市 岩渕薬品㈱柏営業所

3689 柏市 （株）ギケン   

3690 柏市 ナベプロセス(株)東京支社

3691 柏市 髙瀬物産㈱柏支店

3692 柏市 (株)ＳＨＵＥＩ

3693 柏市 SEC（株）

3694 柏市 一般財団法人千葉県まちづくり公社公園管理グループ柏の葉公園管理事務所

3695 柏市 千葉県警察本部警備部第三機動隊



3696 柏市 ヤックスドラッグ北柏薬局

3697 柏市 医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院

3698 柏市 公益社団法人柏市シルバー人材センター

3699 柏市 柏市中央体育館

3700 柏市 セコム(株)柏統轄支社

3701 柏市 永和建設（株）

3702 柏市 （株）柏洋

3703 柏市 青木建設㈱

3704 柏市 千葉日産自動車㈱柏富里店

3705 柏市 ㈲協和緑地

3706 柏市 特別養護老人ホーム　マザーズガーデン

3707 柏市 財団法人柏市医療公社柏市立介護老人保健施設はみんぐ

3708 柏市 ㈱三和土建

3709 柏市 あけぼの山農業公園

3710 柏市 仁部商事㈱

3711 柏市 柏市消防局西部消防署富勢分署

3712 柏市 南信重機興業（株）

3713 柏市 ＵＤトラックス(株)柏カスタマーセンター

3714 柏市 スーパーオートバックスかしわ沼南

3715 柏市 大成ロテック（株）柏合材工場

3716 柏市 ダイハツ千葉販売（株）沼南店

3717 柏市 (株)豊栄

3718 柏市 旭食品㈱関東支店

3719 柏市 千代田鉱砕㈱

3720 柏市 広島建設(株)

3721 柏市 医療法人社団誠高会おおたかの森病院

3722 柏市 (株)仙台銘板西千葉営業所

3723 柏市 日本料理ふじ波

3724 柏市 アイ・ビー・エス・アウトソーシング（株）柏営業所

3725 柏市 (有)廣木自動車整備工場

3726 柏市 （株）柏塗

3727 柏市 (株)協和柏営業所

3728 柏市 ㈱岡田工業所

3729 柏市 アエラホーム(株)柏店

3730 柏市 医療法人財団東京勤労者医療会豊四季訪問看護ステーション

3731 柏市 昱（株）千葉支店東□営業所

3732 柏市 ㈱ハマ商会

3733 柏市 ハローサービス(株)

3734 柏市 マイホーム柏

3735 柏市 マルシン工業(株)本社

3736 柏市 ワイズリハ豊四季

3737 柏市 (株)三商千葉営業所

3738 柏市 東立製靴（株）

3739 柏市 浮ヶ谷企画(有)

3740 柏市 スギ訪問看護ステーション豊四季台

3741 柏市 ㈱宮城建設

3742 柏市 （有）飯田商店

3743 柏市 （株）ホンダカーズ千葉豊町店

3744 柏市 (株)千葉マツダ柏店



3745 柏市 イリオスネット(株)ドコモショップイオンモール柏店

3746 柏市 エル訪問看護リハビリステーション

3747 柏市 BXゆとりフォーム（株）柏店

3748 柏市 (株)ニューワールド警備保障

3749 柏市 相川建設㈱

3750 柏市 （株）スズケン柏支店

3751 柏市 ヴェオリア・ジェネッツ(株)

3752 柏市 中央労働金庫柏支店

3753 柏市 (有)アルファメディカル柏営業所

3754 柏市 北柏駅前保育園わらび

3755 柏市 ㈱ノーリツ東関東支店柏営業所

3756 柏市 (株)木の国工房

3757 柏市 (有)ライフクリーン

3758 柏市 （株）KD企画

3759 柏市 住友林業ホームテック(株)柏支店

3760 柏市 （株）ジャックス柏支店

3761 柏市 オムロン（株）柏営業所

3762 柏市 (株)エフ・エー・テクノ千葉営業所

3763 柏市 明治安田生命保険相互会社柏支社柏東営業部

3764 柏市 （株）髙島屋柏店

3765 柏市 (株)千葉銀行柏西口支店

3766 柏市 三井ホーム(株)柏支店

3767 柏市 ちばぎん証券(株)柏支店

3768 柏市 イオンプロダクトファイナンス（株）柏支店

3769 柏市 旭化成リフォーム（株）柏営業所

3770 柏市 テイケイ(株)柏支社

3771 柏市 セントラルウェルネスクラブ柏

3772 柏市 (株)タニックス柏営業所

3773 柏市 (株)ニチイ学館柏支店

3774 柏市 ちば東□農業協同組合東部支店

3775 柏市 介護老人保健施設葵の園沼南

3776 柏市 （有）ロードワークス柏営業所

3777 柏市 （株）柏斎苑本社

3778 柏市 （株）ジェイコム千葉東関東局

3779 柏市 ニチイケアセンター柏中央

3780 柏市 （株）ジャパンクリエイト柏営業所

3781 柏市 (株)モトーレン・グランツ柏支店

3782 柏市 日本シャフト製造(株)千葉工場

3783 柏市 松誠工業㈱

3784 柏市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）千葉西事業所

3785 勝浦市 ㈱大森組

3786 勝浦市 特別養護老人ホーム勝浦総野園

3787 勝浦市 千葉県立中央博物館分館海の博物館

3788 勝浦市 ホテルブルーベリーヒル勝浦

3789 勝浦市 ㈲蓮池電設

3790 勝浦市 社会福祉法人柚子の会デイサービスセンターリブサニーサイド興津

3791 勝浦市 (株)三井の森ミレーニア勝浦管理センター

3792 勝浦市 ㈱南総鉄工所

3793 勝浦市 社会福祉法人穏寿会特別養護老人ホーム勝浦裕和園



3794 勝浦市 山神自動車

3795 勝浦市 （株）中村工務店

3796 勝浦市 (株)勝浦ゴルフ倶楽部

3797 勝浦市 千葉トヨペット㈱勝浦店

3798 勝浦市 千葉県夷隅健康福祉センター

3799 勝浦市 (株)ニチイ学館ニチイケアセンター勝浦

3800 勝浦市 丸一建設（株）

3801 勝浦市 ㈱安井工務店

3802 勝浦市 東急リゾーツ&ステイ（株）東急リゾートタウン勝浦

3803 勝浦市 ㈱勝浦温泉

3804 勝浦市 （有）シンコーエンジニアリング

3805 勝浦市 （株）石勝グリーンメンテナンス勝浦事業所

3806 勝浦市 （有）近藤自動車商会

3807 勝浦市 勝浦市役所

3808 勝浦市 齋藤液化ガス㈱

3809 勝浦市 (株)久我メンテナンス

3810 勝浦市 学校法人国際武道大学

3811 勝浦市 大成建設（株）千葉支店千葉ＣＳセンター（外房地区）

3812 勝浦市 社会福祉法人いちょうの里みずほ学園

3813 勝浦市 ミツワ興産㈱

3814 勝浦市 (株)唐木商店

3815 勝浦市 千葉県勝浦警察署

3816 勝浦市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

3817 勝浦市 夷隅郡市広域市町村圏事務組合勝浦消防署

3818 勝浦市 (有)佐久間興業

3819 勝浦市 ㈱佐久間

3820 勝浦市 勝浦漁業協同組合

3821 勝浦市 ㈱西川

3822 勝浦市 (有)スズキ測建

3823 勝浦市 イビデングリーンテック（株）東関東支店

3824 勝浦市 (株)栗一建設

3825 勝浦市 亀田ホームケアサービス勝浦

3826 勝浦市 (株)ナンソウ電器

3827 勝浦市 ㈱伊藤工務所

3828 勝浦市 (株)千葉銀行勝浦支店

3829 勝浦市 日本郵便（株）勝浦郵便局

3830 勝浦市 三日月シーパークホテル勝浦

3831 香取市 北総建設工事(株)

3832 香取市 （株）大川組

3833 香取市 香取市立新島小学校

3834 香取市 （株）遠藤青果

3835 香取市 オーク・ヒルズカントリークラブ

3836 香取市 ㈱伊能

3837 香取市 ㈱丸亀

3838 香取市 日本板硝子関東販売（株）佐原支店

3839 香取市 ㈱サンライト建設

3840 香取市 （株）スズキ自販千葉佐原営業所

3841 香取市 千葉県北部家畜保健衛生所

3842 香取市 (有)たすけあい



3843 香取市 香取市立栗源小学校

3844 香取市 (有)香取自動車

3845 香取市 ㈱鈴徳

3846 香取市 プライムスイミングクラブ佐原

3847 香取市 かなえ商事（株）

3848 香取市 ㈱ＮＩＤ・ＭI

3849 香取市 香取市建設水道部玉造浄水場

3850 香取市 ㈱斉藤鉄筋工業

3851 香取市 香取市立わらびが丘小学校

3852 香取市 黒川自動鈑金塗装

3853 香取市 （株）寺島牧場

3854 香取市 特別養護老人ホーム東総あやめ苑

3855 香取市 白鳥石材㈱

3856 香取市 千葉県立佐原病院

3857 香取市 ㈱鈴木組

3858 香取市 （有）小松金物店

3859 香取市 (株)アーネストワン佐原営業所

3860 香取市 ㈲小谷商店

3861 香取市 （株）小川工業

3862 香取市 （株）タカハシ

3863 香取市 鎌倉モータース商会

3864 香取市 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

3865 香取市 宮本商事㈱

3866 香取市 ㈱粉口製作所

3867 香取市 （株）立原ハウジング

3868 香取市 佐原信用金庫

3869 香取市 (株)京葉銀行佐原支店

3870 香取市 銚子商工信用組合佐原支店

3871 香取市 （株）千葉銀行佐原支店

3872 香取市 千葉県香取土木事務所

3873 香取市 千葉県香取地域振興事務所

3874 香取市 千葉県香取健康福祉センター

3875 香取市 千葉県香取農業事務所

3876 香取市 千葉県香取県税事務所

3877 香取市 千葉県教育庁北総教育事務所香取分室

3878 香取市 千葉県農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所水田利用研究室

3879 香取市 (株)笹本土建

3880 香取市 （株）エクセルシオール・ジャパンエクセルシオール佐原

3881 香取市 ㈱佐原自動車教習所    

3882 香取市 （有）クサノ

3883 香取市 (株)ジェイエイライフ・千葉東総営業所

3884 香取市 デイサービスセンターじゅらく

3885 香取市 セレモニーホールそうげつき

3886 香取市 千葉建材㈱

3887 香取市 長島石油(株)

3888 香取市 ㈱よみうり佐原

3889 香取市 大利根通信㈲

3890 香取市 千葉トヨペット（株）佐原店

3891 香取市 フジセイコー(株)佐原営業所



3892 香取市 石津建材(株)佐原支店

3893 香取市 (株)宏榮

3894 香取市 三和シヤッター工業(株)佐原営業所

3895 香取市 社会福祉法人香取市社会福祉協議会

3896 香取市 (株)文山自動車

3897 香取市 香取市立佐原中学校

3898 香取市 香取市役所本庁

3899 香取市 香取広域市町村圏事務組合佐原消防署

3900 香取市 (株)髙誠

3901 香取市 千葉県農業共済組合香取支所

3902 香取市 ネッツトヨタ千葉（株）佐原店

3903 香取市 千葉日産自動車(株)佐原店

3904 香取市 まるだい土木㈱

3905 香取市 (株)林組

3906 香取市 (株)ニチイ学館ニチイケアセンター北佐原

3907 香取市 (有)伸栄建設

3908 香取市 (有)今泉設備

3909 香取市 (有)佐原生花市場

3910 香取市 (株)林

3911 香取市 （株）ザファーム

3912 香取市 栗林商事㈱

3913 香取市 （有）興進総業

3914 香取市 室田建設㈱　　

3915 香取市 佐原カントリークラブ

3916 香取市 斎藤工業(株)

3917 香取市 (株)千葉パワーテクノ佐原営業所

3918 香取市 長島セントラルガス㈱

3919 香取市 ㈱高硝

3920 香取市 （株）日東リースサービス佐原事業所

3921 香取市 香取市役所清掃事務所

3922 香取市 （株）平野電気

3923 香取市 （株）清丸

3924 香取市 鎌形自動車

3925 香取市 丸トポートリー食品㈱

3926 香取市 リハプライド香取

3927 香取市 医療法人社団志誠会介護老人保険施設夢プラスワン

3928 香取市 社会福祉法人福祉楽団栗源事業部

3929 香取市 （有）タクミ産業

3930 香取市 グレンオークスカントリークラブ

3931 香取市 （有）廣瀬造園

3932 香取市 （株）ホンダカーズ埼玉中香取西佐原店

3933 香取市 秀工業（株）香取事業所

3934 香取市 千葉県ヤクルト販売㈱東部支社

3935 香取市 香取市立水の郷小学校

3936 香取市 富士測量（株）

3937 香取市 文平産業㈱佐原営業所

3938 香取市 （株）花千

3939 香取市 ㈲篠塚商店

3940 香取市 Ｌ＆Ｍスイミングクラブ



3941 香取市 千葉県香取警察署

3942 香取市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

3943 香取市 医療法人社団明生会東葉クリニック佐原

3944 香取市 日本郵便㈱佐原郵便局

3945 香取市 （株）大電テクニカ

3946 香取市 渡辺パイプ(株)佐原サービスセンター

3947 香取市 （株）セレモニーきうち

3948 香取市 石井工業㈱

3949 香取市 ㈱アサンテ佐原営業所

3950 香取市 合資会社東京タイヤ商会

3951 香取市 エヌエス工業㈱

3952 香取市 (株)タガワ

3953 香取市 青柳食品㈱

3954 香取市 千葉トヨタ自動車（株）佐原店

3955 香取市 日産プリンス千葉販売（株）佐原店

3956 香取市 ㈱ホンダカーズ東総香取５１号店

3957 香取市 ㈲すこやかさん

3958 香取市 片野建設㈱

3959 香取市 （株）アタリヤ農園

3960 香取市 ㈱石川商会小見川営業所

3961 香取市 芳源マッシュルーム（株）パッキングセンター

3962 香取市 ㈱アドバンス

3963 香取市 東急リゾーツ&ステイ（株）小見川東急ゴルフクラブ

3964 香取市 ㈱ちば工管

3965 香取市 香取市役所小見川支所

3966 香取市 社会福祉法人大泉旭出学園大利根旭出福祉園

3967 香取市 （有）白鳥水道

3968 香取市 ㈲宮崎建設

3969 香取市 芳源マッシュルーム(株)貝塚プラント

3970 香取市 高橋鮮魚店

3971 香取市 （株）石毛園

3972 香取市 ㈱石毛ハウジング

3973 香取市 ㈲伊関興業

3974 香取市 ㈲タカギ

3975 香取市 (株)片野商店

3976 香取市 成田東カントリークラブ

3977 香取市 鎌形建材㈱

3978 香取市 高岡種苗本店

3979 香取市 千葉県香取警察署小見川幹部交番

3980 香取市 ㈲小見川自動車教習所

3981 香取市 （株）千葉銀行小見川支店

3982 香取市 (一財)関東電気保安協会千葉事業本部小見川事業所

3983 香取市 ㈱鶴嶋製作所

3984 香取市 医療法人三省会介護老人保健施設おみがわ

3985 香取市 (株)東洋食品香取市学校給食センター

3986 香取市 エム・ケイ・エンジニアリング㈱

3987 香取市 ㈲春本

3988 香取市 ㈱鹿島冷熱

3989 香取市 （株）モデンナ・ケアサービス複合福祉施設香取の杜中々



3990 香取市 田村産業㈱

3991 香取市 (株)ティムティム

3992 香取市 ㈱谷屋呉服店

3993 香取市 ヤックスデイサービス小見川

3994 香取市 社会福祉法人国寿会特別養護老人ホーム水都苑

3995 香取市 ㈱水郷電機

3996 香取市 香取市立小見川中央小学校

3997 香取市 ㈱クリーンアンドグリーン

3998 香取市 魚三商店

3999 香取市 空港ゴルフコース成田

4000 香取市 （有）小堀屋畜産

4001 香取市 ㈲誠正土木

4002 香取市 ㈲ウェイヴ

4003 香取市 大阪富士工業（株）小見川工場

4004 香取市 信和リース㈱小見川営業所

4005 香取市 ㈱ミヤザキテック

4006 香取市 三門興産(株)小見川工場

4007 香取市 小林材木店

4008 香取市 (有)グレイスケア　グレイスケア山田

4009 香取市 (株)コイケテック成田工場

4010 香取市 木内土木㈱

4011 香取市 社会福祉法人やまだ福祉文庫・自然

4012 香取市 千葉県香取市役所山田支所

4013 香取市 香取市立山田小学校

4014 香取市 ㈲タカオカ電気

4015 香取市 千葉県農業共済組合北部家畜診療所

4016 香取市 ㈱なかじま

4017 香取市 ㈲木内建設

4018 香取市 九十九里ホーム山田特別養護老人ホーム

4019 香取市 北総東部土地改良区

4020 香取市 （有）アクトエイションハート

4021 香取市 木村プログレス工業(株)小見川工場

4022 香取市 信和リース㈱グリボーン香取

4023 香取市 アイケイ商事（株）

4024 香取市 魚一食堂

4025 香取市 (株)橘ふれあい倶楽部

4026 香取市 千葉桜の里ゴルフクラブ

4027 香取市 （株）池谷電気工事

4028 香取市 清水こども園

4029 香取市 特別養護老人ホームかとりの郷福楽園

4030 香取市 （株）ガスパル香取販売所

4031 香取市 トヨタカローラ千葉（株）小見川店

4032 香取市 ㈲木内建設

4033 香取市 北総産業㈱

4034 香取市 香取産業㈱

4035 香取市 香取市立小見川北小学校

4036 香取市 銚子信用金庫山田支店

4037 香取市 日本郵便（株）府馬郵便局

4038 香取市 ㈱岩立水道建設

4039 香取市 前田建設（株）



4040 香取市 加瀬モータース

4041 香取市 介護老人保健施設おおくすの郷

4042 香取市 みくら食堂

4043 香取市 菅谷建設（株）

4044 香取市 ㈲江戸屋造花店

4045 香取市 日本郵便㈱小見川郵便局

4046 香取市 ㈱ホンダプリモ小見川

4047 香取市 生活協同組合コープみらいコープデリ北総センター

4048 香取市 社会福祉法人香取市社会福祉協議会小見川支所

4049 香取市 医療法人三省会本多病院

4050 香取市 石橋材木店

4051 香取市 ㈱ワタヤ金物

4052 香取市 医療法人社団君津あすなろ会小見川あすなろクリニック

4053 香取市 ㈲丸恭

4054 香取市 間宮資材㈲

4055 香取市 香取広域市町村圏事務組合小見川分署

4056 香取市 石橋産業㈱

4057 香取市 (有)本間塗装工業

4058 鎌ケ谷市 イイノ産業（有）

4059 鎌ケ谷市 トキワ紙器㈱

4060 鎌ケ谷市 （株）義美

4061 鎌ケ谷市 （有）伊藤建材

4062 鎌ケ谷市 （株）第一企画販売

4063 鎌ケ谷市 東洋スタット（株）東京営業所

4064 鎌ケ谷市 （株）サンデリカ千葉事業所

4065 鎌ケ谷市 (株)丸長青果

4066 鎌ケ谷市 新京成電鉄（株）

4067 鎌ケ谷市 (株)雄建

4068 鎌ケ谷市 小池建設㈱

4069 鎌ケ谷市 パナソニックコンシューマーマーケティング（株）

4070 鎌ケ谷市 （株）ファクト

4071 鎌ケ谷市 日産部品千葉販売（株）松戸支店

4072 鎌ケ谷市 学校法人一色学園鎌ケ谷みどり幼稚園

4073 鎌ケ谷市 （株）山陽紙業

4074 鎌ケ谷市 丸石建設㈱本社

4075 鎌ケ谷市 (株)八功コミュニティ建設

4076 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市消防本部

4077 鎌ケ谷市 日本郵便㈱鎌ケ谷郵便局

4078 鎌ケ谷市 ㈱初富水道設備

4079 鎌ケ谷市 ㈱丸幸

4080 鎌ケ谷市 （株）ヤマシタ船橋営業所

4081 鎌ケ谷市 ㈱中村塗工

4082 鎌ケ谷市 (株)いなば園船橋営業所

4083 鎌ケ谷市 ㈱ウォシュマン

4084 鎌ケ谷市 ㈲マルミ建設

4085 鎌ケ谷市 東電タウンプランニング(株)東□支社

4086 鎌ケ谷市 ㈲内山オイル

4087 鎌ケ谷市 (株)船橋中央自動車学校鎌ヶ谷自動車学校

4088 鎌ケ谷市 ㈱カネノ

4089 鎌ケ谷市 （有）マルタカ・プランニング

4090 鎌ケ谷市 大東鉄筋㈱



4091 鎌ケ谷市 (株)小金谷信号設備

4092 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市学校給食センター

4093 鎌ケ谷市 ㈲新星興業　　　

4094 鎌ケ谷市 （有）鎌ケ谷紙業軽井沢事業所

4095 鎌ケ谷市 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合

4096 鎌ケ谷市 ㈱三　恵

4097 鎌ケ谷市 丸宇木材市売（株）京葉市場

4098 鎌ケ谷市 学校法人光秀学園さつま幼稚園

4099 鎌ケ谷市 特別養護老人ホームさつまの里

4100 鎌ケ谷市 ナカノ（株）

4101 鎌ケ谷市 医療法人社団一心会初富保健病院

4102 鎌ケ谷市 デイサービスセンターささら　

4103 鎌ケ谷市 ㈱齊藤造園土木

4104 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市くぬぎ山消防署

4105 鎌ケ谷市 とうかつ中央農業協同組合鎌ヶ谷支店

4106 鎌ケ谷市 医療法人梨香会鎌ヶ谷訪問看護ステーシヨン

4107 鎌ケ谷市 (株)バンテック

4108 鎌ケ谷市 医療法人徳洲会鎌ケ谷総合病院

4109 鎌ケ谷市 日産プリンス千葉販売（株）鎌ヶ谷店

4110 鎌ケ谷市 医療法人社団豊寿会はもれびクリニック

4111 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市役所　　　

4112 鎌ケ谷市 公益社団法人鎌ヶ谷市シルバー人材センター

4113 鎌ケ谷市 （株）京葉銀行新鎌ケ谷支店

4114 鎌ケ谷市 （株）千葉銀行鎌ケ谷支店

4115 鎌ケ谷市 （株）協栄千葉支店

4116 鎌ケ谷市 （株）フィリップス・ジャパン

4117 鎌ケ谷市 セコム(株)鎌ケ谷営業所

4118 鎌ケ谷市 ㈱東洋ハウジング本社

4119 鎌ケ谷市 千葉県鎌ケ谷警察署

4120 鎌ケ谷市 ㈱大野信号設備工業

4121 鎌ケ谷市 （株）シルバーホクソン千葉

4122 鎌ケ谷市 (株)スマイルアップ

4123 鎌ケ谷市 ㈱大幸設備

4124 鎌ケ谷市 稲垣機材㈱千葉北営業所

4125 鎌ケ谷市 ㈱鎌ケ谷カントリー倶楽部

4126 鎌ケ谷市 (株)M・Strada

4127 鎌ケ谷市 鎌ケ谷造園土木(株)

4128 鎌ケ谷市 (株)北海道日本ハムファイターズ首都圏事業グループ

4129 鎌ケ谷市 （株）タッグ

4130 鎌ケ谷市 (株)イケダオート

4131 鎌ケ谷市 鎌ケ谷給食㈱

4132 鎌ケ谷市 （株）ホンダカーズ千葉東鎌ケ谷店

4133 鎌ケ谷市 （株）デイサービスセンター和楽弐番館　

4134 鎌ケ谷市 特別養護老人ホーム初富の里

4135 鎌ケ谷市 東葛食品（株）

4136 鎌ケ谷市 サンキ建設工業㈱    

4137 鎌ケ谷市 千葉トヨペット㈱鎌ケ谷店　

4138 鎌ケ谷市 (株)いずみや

4139 鎌ケ谷市 三信電気(株)

4140 鎌ケ谷市 学校法人東京聖栄大学東京聖栄大学附属わたなべ幼稚園

4141 鎌ケ谷市 (株)スリーエスA＆C



4142 鎌ケ谷市 (株)千葉興業銀行鎌ヶ谷支店

4143 鎌ケ谷市 小林建材㈱

4144 鎌ケ谷市 （株）首都圏メディカル千葉北営業所

4145 鎌ケ谷市 癒しのデイサービス鎌ヶ谷

4146 鎌ケ谷市 さかいリハ訪問看護ステーション・鎌ヶ谷

4147 鎌ケ谷市 ㈱岡本興業

4148 鎌ケ谷市 学校法人千宏学園みちる幼稚園

4149 鎌ケ谷市 （株）総武開発

4150 鎌ケ谷市 (株)エアリズム

4151 鎌ケ谷市 永井建設㈱

4152 鎌ケ谷市 ㈲鈴木モータース

4153 鎌ケ谷市 ㈱地建工業

4154 鎌ケ谷市 ㈱第一タオル

4155 鎌ケ谷市 千葉日産自動車(株)鎌ケ谷店

4156 鎌ケ谷市 トヨタカローラ千葉(株)鎌ヶ谷店

4157 鎌ケ谷市 千葉トヨタ自動車（株）鎌ケ谷店

4158 鎌ケ谷市 部品工業（株）

4159 鎌ケ谷市 千葉スバル（株)鎌ヶ谷店　

4160 鎌ケ谷市 社会福祉法人長寿の里特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園

4161 鎌ケ谷市 社会福祉法人慶美会特別養護老人ホーム慈祐苑

4162 鎌ケ谷市 日東エネルギー(株)船橋営業所

4163 鎌ケ谷市 (株)篠田工業

4164 鎌ケ谷市 (株)北総美装

4165 鎌ケ谷市 目黒建設総業（株）

4166 鎌ケ谷市 （株）アブニール

4167 鎌ケ谷市 ㈱地域新聞社船橋支社

4168 鎌ケ谷市 ダイハツ千葉販売(株)鎌ヶ谷店

4169 鎌ケ谷市 ㈱センチュリーオート

4170 鎌ケ谷市 関本工業（株）

4171 鎌ケ谷市 ㈱永山環境科学研究所

4172 鎌ケ谷市 山屋食品㈱鎌ケ谷工場

4173 鎌ケ谷市 やましな訪問看護リハビリステーション

4174 鎌ケ谷市 ㈱ヤマシナ商事

4175 鎌ケ谷市 千葉日産自動車(株)鎌ケ谷富岡店

4176 鎌ケ谷市 ニチイケアセンター鎌ヶ谷

4177 鎌ケ谷市 ちばぎん証券(株)鎌ヶ谷支店

4178 鎌ケ谷市 日本道路（株）北総営業所

4179 鎌ケ谷市 福島建設㈲

4180 鎌ケ谷市 (株)三翔

4181 鴨川市 鴨川市漁業協同組合

4182 鴨川市 日本郵便（株）鴨川郵便局

4183 鴨川市 (株)千葉興業銀行鴨川支店

4184 鴨川市 セコム(株)鴨川営業所

4185 鴨川市 東急リゾート(株)鴨川営業所

4186 鴨川市 中国料理東洋

4187 鴨川市 (株)ムトウ鴨川支店

4188 鴨川市 ヴェオリア・ジェネッツ(株)鴨川営業所

4189 鴨川市 安房郡市広域市町村圏事務組合鴨川消防署

4190 鴨川市 鴨川市役所

4191 鴨川市 千葉県安房健康福祉センター鴨川地域保健センター

4192 鴨川市 千葉県鴨川警察署



4193 鴨川市 (有)伊藤興業

4194 鴨川市 （株）兼紀商店

4195 鴨川市 (株)鴨川三平自動車

4196 鴨川市 ㈱豊慶産商

4197 鴨川市 ㈱鴨川シティクリエイトＫＣＣスポーツクラブ

4198 鴨川市 千葉トヨペット（株）鴨川店

4199 鴨川市 （合）南総軒

4200 鴨川市 国土防災技術（株）千葉支店

4201 鴨川市 学校法人鉄蕉館亀田医療大学

4202 鴨川市 川上木材㈲

4203 鴨川市 (株)日立ビルシステム関東支社東支店鴨川営業所

4204 鴨川市 鴨川令徳高等学校

4205 鴨川市 ㈱三山商店

4206 鴨川市 (有)月芝

4207 鴨川市 富士三建工業㈱

4208 鴨川市 （株）千葉銀行鴨川支店

4209 鴨川市 ㈱総建

4210 鴨川市 丸高ライフエナジー（株）鴨川営業所

4211 鴨川市 （株）エフシーエス介護ショップふきのとう

4212 鴨川市 ㈱小磯電気工業

4213 鴨川市 千葉トヨタ自動車（株）鴨川店

4214 鴨川市 トヨタカローラ千葉(株)鴨川店

4215 鴨川市 日産プリンス千葉販売（株） 鴨川店

4216 鴨川市 ㈱サンレックス

4217 鴨川市 吉田防災㈱

4218 鴨川市 鴨川市学校給食センター

4219 鴨川市 （株）東洋食品

4220 鴨川市 生活協同組合コープみらいコープデリ安房センター

4221 鴨川市 武藤産業㈲

4222 鴨川市 チヤフルキョウエイ鴨川事業所

4223 鴨川市 (株)エネライフ南房総半沢支社

4224 鴨川市 ㈱タイセイ本社

4225 鴨川市 (株)タムラ

4226 鴨川市 ヤックスデイサービスセンター鴨川

4227 鴨川市 (株)東栄

4228 鴨川市 ㈱久保工務店

4229 鴨川市 医療法人明星会

4230 鴨川市 認定こども園OURS

4231 鴨川市 千葉県安房土木事務所鴨川出張所

4232 鴨川市 南部林業事務所

4233 鴨川市 ㈱鴨川グランドホテル

4234 鴨川市 鴨川自動車教習所

4235 鴨川市 ㈱十文字土木

4236 鴨川市 青木総業㈱

4237 鴨川市 ㈲長谷川電機

4238 鴨川市 （株）長登屋

4239 鴨川市 ㈱小原板金工業

4240 鴨川市 斎藤商業㈱

4241 鴨川市 （株）ニュー小湊ホテル

4242 鴨川市 (株)三水ホテル

4243 鴨川市 ㈲みまつ産業



4244 鴨川市 ㈱谷工務店

4245 鴨川市 (株)石井興業

4246 鴨川市 社会福祉法人太陽会介護老人保健施設たいよう

4247 鴨川市 （株）正和物産

4248 鴨川市 亀の井ホテル鴨川

4249 鴨川市 （有）綱島タイル興業所

4250 鴨川市 ㈲山田青果店

4251 鴨川市 ㈲水島本店

4252 鴨川市 ㈱鴨川ユニバースホテル

4253 鴨川市 千葉県立鴨川青少年自然の家

4254 鴨川市 ヤンマー舶用システム(株)千葉支店

4255 鴨川市 （株）ロブスタ

4256 鴨川市 嶺岡園

4257 鴨川市 （株）そとぼう

4258 鴨川市 (有)粕谷商店

4259 鴨川市 (株)東工業

4260 鴨川市 ㈲仲沢

4261 鴨川市 （株）小倉油圧商会

4262 鴨川市 ＳＯＵセレモニー（株）南総支店

4263 鴨川市 豊産商事(株)鴨川営業所

4264 鴨川市 ヤンマーアグリジャパン（株）鴨川支店

4265 鴨川市 社会福祉法人太陽会　

4266 鴨川市 （有）ホンダ長狭

4267 鴨川市 鴨川市環境課衛生センター

4268 鴨川市 ㈲ハリマ

4269 鴨川市 (株)ほがらか

4270 鴨川市 ㈲落合自動車

4271 鴨川市 亀田酒造(株)

4272 鴨川市 ㈱鎌田電機

4273 鴨川市 鴨川市役所天津小湊支所

4274 鴨川市 日本郵便(株)天津郵便局

4275 鴨川市 東安房漁業協同組合天津支所

4276 鴨川市 デイサービスセンターリブボート天津

4277 鴨川市 ㈲中屋（宿中屋）

4278 鴨川市 ホテルグリーンプラザ鴨川

4279 鴨川市 （株）サクラホームサッシ

4280 鴨川市 （有）南総

4281 鴨川市 亀田産業㈱

4282 鴨川市 ㈱グランビスタホテル&リゾート鴨川シーワールド

4283 鴨川市 （株）丸正

4284 鴨川市 ㈱ケイテイエス

4285 鴨川市 医療法人鉄蕉会亀田総合病院

4286 鴨川市 （株）小湊鐵工所

4287 鴨川市 （株）ニチイ学館ニチイケアセンターこみなと

4288 鴨川市 ㈲井ノ下組

4289 鴨川市 日本郵便(株)長狭郵便局

4290 鴨川市 千葉県南部家畜保健衛生所

4291 鴨川市 ㈲天津天然瓦斯営業所

4292 鴨川市 角田石材店



4293 鴨川市 社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会

4294 鴨川市 三井不動産レジデンシャルウェルネス(株)パークウェルステイト鴨川

4295 鴨川市 道の港まるたけ

4296 鴨川市 ㈱久野工業

4297 鴨川市 ㈲妻本商店

4298 鴨川市 (株)日美産業

4299 鴨川市 ヤスダファインテ（株）

4300 鴨川市 プラユスフィール（株）

4301 木更津市 三愛オブリテック(株)CT事業本部かずさ事業所

4302 木更津市 SUS（株）千葉事業所

4303 木更津市 ネッツトヨタ千葉(株)木更津ほたる野店

4304 木更津市 中原証券（株）木更津支店

4305 木更津市 （株）スズキ自販京葉アリーナ木更津

4306 木更津市 イエローハット木更津店

4307 木更津市 東建コーポレーション（株）木更津支店

4308 木更津市 (株)山村興業

4309 木更津市 クリナップ(株)木更津営業所

4310 木更津市 千葉トヨペット（株）ほたる野店

4311 木更津市 (株)千葉銀行木更津東支店

4312 木更津市 千葉トヨタ自動車（株）木更津ほたる野店

4313 木更津市 障害者支援施設木更津中郷丸

4314 木更津市 社会福祉法人かずさ萬燈会特別養護老人ホーム中郷記念館

4315 木更津市 日本賃貸保証(株)

4316 木更津市 鈴木設備㈱

4317 木更津市 社会福祉法人みづき会

4318 木更津市 ㈲帝都開発

4319 木更津市 千葉県君津土木事務所

4320 木更津市 千葉県木更津港湾事務所

4321 木更津市 千葉県君津地域振興事務所

4322 木更津市 千葉県君津農業事務所

4323 木更津市 千葉県木更津県税事務所

4324 木更津市 千葉県教育庁南房総教育事務所

4325 木更津市 東京電力パワーグリッド（株）木更津支社

4326 木更津市 (株)泉屋

4327 木更津市 パナソニックコンシューマーマーケティング(株)木更津サービスセンター

4328 木更津市 ㈱道標

4329 木更津市 ㈱ザ・カントリークラブ・ジャパン

4330 木更津市 (株)君津清掃設備工業木更津営業所

4331 木更津市 中央日化サービス(株)木更津営業所

4332 木更津市 金生警備保障㈱

4333 木更津市 （株）すずか保険オフィス

4334 木更津市 桜井設備工業㈱

4335 木更津市 (株)谷口タイル商会木更津支店

4336 木更津市 (有)江尻電興

4337 木更津市 ㈱ユーベック　　　

4338 木更津市 （株）エイブル高柳事業所

4339 木更津市 ㈲藤井興業



4340 木更津市 フジケンエンジニアリング㈱ 関東事業所

4341 木更津市 (株)九動千葉営業所

4342 木更津市 タマホーム(株)木更津営業所

4343 木更津市 房総メディカル第2クリニックデイサービスセンター

4344 木更津市 中央建設㈱

4345 木更津市 堀切建設（株）

4346 木更津市 （株）安藤・間 木更津（３）整備格納庫新設建築その他工事 木更津作業所

4347 木更津市 ㈱ケンソー

4348 木更津市 セントケア千葉(株)セントケアさいわい

4349 木更津市 トヨタカローラ千葉（株）木更津店

4350 木更津市 武興通信建設㈲

4351 木更津市 (有)江川製作所

4352 木更津市 (株)太平洋興業君津支店

4353 木更津市 上総工業㈱

4354 木更津市 千葉県農業共済組合ぼうそう支所

4355 木更津市 （株）日産サティオ千葉木更津店

4356 木更津市 長嶋建設(株)

4357 木更津市 カズサ実業(株)

4358 木更津市 伊藤自動車工業(有)

4359 木更津市 (有)ケージーエス

4360 木更津市 (有)明巨産業

4361 木更津市 山陽建設(株)関東営業所

4362 木更津市 （有）タカハシ工業

4363 木更津市 高柳幼稚園

4364 木更津市 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）木更津営業所

4365 木更津市 東京ガスライフバル千葉（株）木更津店

4366 木更津市 ㈱ビックワンオート

4367 木更津市 玄々堂木更津クリニック

4368 木更津市 (株)アット・イース

4369 木更津市 ㈲酒井工業　　　　

4370 木更津市 （有）デー・エム興産

4371 木更津市 大池鋼業（株）

4372 木更津市 日産部品千葉販売（株）木更津支店

4373 木更津市 千葉スバル（株）木更津店

4374 木更津市 佑真建設（株）

4375 木更津市 （株）ライズアップ

4376 木更津市 ㈱袖ケ浦自動車教習所

4377 木更津市 国保直営総合病院君津中央病院

4378 木更津市 ㈱東和機材

4379 木更津市 ㈲大川商店

4380 木更津市 ㈲大川海運

4381 木更津市 興和建設㈱

4382 木更津市 潮見自動車工業

4383 木更津市 小倉井工業所

4384 木更津市 三浦工業（株）木更津支店

4385 木更津市 千葉県ヤクルト販売(株)木更津中央センター

4386 木更津市 (株)吉光建設



4387 木更津市 日本道路（株）南総出張所

4388 木更津市 学校法人木更津つくし学園　

4389 木更津市 ケーエス・コンサルタント㈱

4390 木更津市 (株)三枝建設

4391 木更津市 羽山建設㈲

4392 木更津市 (有)キヌケン

4393 木更津市 ECLエージェンシー(株)東京湾支店木更津営業所

4394 木更津市 日鉄環境（株）ＯＤＭセンター

4395 木更津市 太平電業(株)技能訓練センター

4396 木更津市 日東交通(株)（本社）

4397 木更津市 （株）ＮＴＴ東日本－南関東千葉事業部

4398 木更津市 (株)原田興産木更津営業所

4399 木更津市 千葉県君津健康福祉センター

4400 木更津市 (株)ホワイト　　

4401 木更津市 学校法人紅陵学院　　　　

4402 木更津市 すまいるリハビリサービス（株）

4403 木更津市 （有）イマキ園芸

4404 木更津市 ㈲アビリティサービス木更津

4405 木更津市 合資会社藤川旅館

4406 木更津市 (株)電洋社木更津営業所

4407 木更津市 日立建機日本（株）千葉南営業所

4408 木更津市 富来田地区まちづくり協議会

4409 木更津市 社会福祉法人のゆり会のぞみ牧場学園

4410 木更津市 社会福祉法人のゆり会のぞみワークショップ

4411 木更津市 ㈱齋藤農機商会

4412 木更津市 ㈲小林大正園　

4413 木更津市 (株)慎剣

4414 木更津市 ㈱新明

4415 木更津市 かもめメディカルケアセンター

4416 木更津市 ㈱金綱硝子店

4417 木更津市 関東新聞販売㈱

4418 木更津市 ㈲千羽企画

4419 木更津市 （株）Ａ　　Ｚ

4420 木更津市 サンライズヘルパーステーション

4421 木更津市 東亜電設工業㈱

4422 木更津市 東邦薬品（株）木更津営業所

4423 木更津市 川本工業(株)

4424 木更津市 学校法人清見台学園清見台幼稚園

4425 木更津市 （株）紺屋

4426 木更津市 (株)アズ・ライフケアあずみ苑木更津

4427 木更津市 佐々木重機㈲

4428 木更津市 東日本電気エンジニアリング（株）木更津サービスセンター　

4429 木更津市 南総電機㈱

4430 木更津市 ㈱鹿島商店

4431 木更津市 (有)山村通信

4432 木更津市 ㈱虎屋鋼機

4433 木更津市 (株)大原興商



4434 木更津市 社会福祉法人天祐会請西苑

4435 木更津市 一般財団法人木更津自動車学校

4436 木更津市 スポーツクラブビッグ・エス木更津

4437 木更津市 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社木更津店

4438 木更津市 日本電設資材㈱木更津営業所

4439 木更津市 シンコー（株）

4440 木更津市 (有)髙山興業

4441 木更津市 共栄電設（株）

4442 木更津市 (株)小泉東関東木更津営業所

4443 木更津市 （有）光測量

4444 木更津市 (株)ヤマダデンキTeccLIFESELECT木更津請西本店

4445 木更津市 ライフケアタカサ木更津支店

4446 木更津市 (株)ヤマホコーポレーション

4447 木更津市 ㈱石山

4448 木更津市 合同会社SmileLinks

4449 木更津市 （有）やまみ介護サービス

4450 木更津市 （有）東條商店

4451 木更津市 （有）石塚工起

4452 木更津市 東亜道路工業㈱木更津営業所

4453 木更津市 関東自動車工業㈱

4454 木更津市 社会福祉法人千葉育美会

4455 木更津市 ㈱山田緑地建設

4456 木更津市 (株)ウォーターエージェンシーかずさ広域浄水事業場

4457 木更津市 かずさ水道広域連合企業団大寺浄水場

4458 木更津市 セコム㈱木更津支社

4459 木更津市 ㈱千葉銀行木更津支店

4460 木更津市 コニカミノルタジャパン(株)木更津SS

4461 木更津市 あいおいニッセイ同和損害保険(株)木更津サービスセンター

4462 木更津市 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）千葉支社木更津事務所

4463 木更津市 三井住友海上あいおい生命保険（株）

4464 木更津市 キヤノンシステムアンドサポート(株)木更津サービスセンター

4465 木更津市 （株）菅原千葉営業所

4466 木更津市 千葉信用金庫木更津支店

4467 木更津市 （株）ジェイコム千葉木更津局

4468 木更津市 ㈱コンドー楽器

4469 木更津市 産機エンジニアリング（株）千葉事業所

4470 木更津市 東関東自動車道ハイウェイラジオ設備更新工事

4471 木更津市 日鉄ケミカル&マテリアル（株）木更津管理室

4472 木更津市 ㈱テツゲン東日本支店君津事業所

4473 木更津市 日鉄環境（株）東日本支店

4474 木更津市 日鉄ソリューションズ(株)君津システムセンター

4475 木更津市 ＮＳＴ機材サービス（株）

4476 木更津市 ㈱日鉄コミュニティ君津支店

4477 木更津市 トーヨーカネツ㈱千葉事業所

4478 木更津市 菊竹産業（株）関東事業所

4479 木更津市 黒崎播磨(株)木更津不定形工場

4480 木更津市 後藤工業(株)千葉支店



4481 木更津市 第一高周波工業（株）千葉製造所

4482 木更津市 ㈱大鳥ほけん

4483 木更津市 (有)オーディ

4484 木更津市 ㈱キミツ鐵構建設

4485 木更津市 日本郵便（株）木更津郵便局

4486 木更津市 春川鉄工㈱

4487 木更津市 （有）木更津油脂

4488 木更津市 介護老人保健施設メディケアーさざなみ

4489 木更津市 (株)ヤマアキ

4490 木更津市 東日本高速道路（株）関東支社東京湾アクアライン管理事務所

4491 木更津市 東京湾横断道路(株)アクアライン事業所

4492 木更津市 (株)ネクスコ東日本エンジニアリング東京湾アクアライン道路事務所

4493 木更津市 千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊木更津分駐隊

4494 木更津市 社会福祉法人柊の郷ラ・メール木更津

4495 木更津市 （株）ＫＳ　ＰＬＵＳ

4496 木更津市 (有)ミズサワ

4497 木更津市 松下設備工業有限会社

4498 木更津市 一二三開発重機㈱

4499 木更津市 （株）ホンダカーズ木更津

4500 木更津市 (株)ホンダカーズ千葉朝日南店

4501 木更津市 (株)木更津モーター商会

4502 木更津市 千葉県木更津警察署

4503 木更津市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

4504 木更津市 木更津市消防本部

4505 木更津市 千葉日産自動車（株）木更津店

4506 木更津市 かずさ水道広域連合企業団

4507 木更津市 一般財団法人木更津市水道サービスセンター

4508 木更津市 シーデーシー情報システム(株)

4509 木更津市 日産プリンス千葉販売（株）木更津店

4510 木更津市 共栄海運㈱

4511 木更津市 UDトラックス(株)木更津カスタマーセンター

4512 木更津市 オーウエル(株)君津営業所

4513 木更津市 君津信用組合

4514 木更津市 ワタナベメディアプロダクツ(株)

4515 木更津市 平世美装(株)

4516 木更津市 ㈱ハマダ

4517 木更津市 （株）上総環境調査センター

4518 木更津市 三栄港運㈱

4519 木更津市 ㈱寺田冷機

4520 木更津市 黒木工業㈱千葉工場

4521 木更津市 （株）レンタルのニッケン木更津営業所

4522 木更津市 関東日本フード㈱東関東事業部木更津営業部

4523 木更津市 木更津区画整理事務所

4524 木更津市 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ（株）木更津サイト

4525 木更津市 トゥエンティファースト(株)木更津事業所

4526 木更津市 （株）中央鈑金

4527 木更津市 日本乾溜工業㈱木更津支店



4528 木更津市 ジャパン建材（株）木更津営業所

4529 木更津市 (株)ビップオート　エムズスピード千葉

4530 木更津市 (株)ティーファームジャパン綱島園事業部

4531 木更津市 (株)イベント・コミュニケーションズ商品・施工部

4532 木更津市 （株）カワグチ木更津支店

4533 木更津市 千葉県酒類販売㈱木更津支店

4534 木更津市 木更津商工会議所

4535 木更津市 ＪａｐａｎＦｏｒｗａｒｄｉｎｇAgency（株）

4536 木更津市 大栄（株）君津支店

4537 木更津市 日鉄環境(株)環境ソリューション技術センター

4538 木更津市 (有)関東リース

4539 木更津市 (株)タイセイ木更津営業所

4540 木更津市 (株)ティ・エス・シー

4541 木更津市 木更津市健康増進センターいきいき館

4542 木更津市 医療法人社団鵬会高名清養病院

4543 木更津市 (株)ゼロ・ディフェクト・セキュリティー

4544 木更津市 (有)海耀電機

4545 木更津市 （株）松原工業木更津営業所

4546 木更津市 ㈲高品ポンプ店

4547 木更津市 千葉日産自動車㈱木更津長須賀店

4548 木更津市 フジセイコー(株)木更津営業所

4549 木更津市 千葉日産自動車（株）カーパレス木更津

4550 木更津市 (有)木更津自動車硝子

4551 木更津市 (株)ヨコハマタイヤジャパン千葉カンパニー木更津営業所

4552 木更津市 ダイハツ千葉販売㈱木更津店

4553 木更津市 岩渕薬品（株）木更津営業所

4554 木更津市 ㈱千葉マツダ木更津店

4555 木更津市 (株)ミツウロコヴェッセル木更津店

4556 木更津市 東電タウンプランニング（株）木更津支社

4557 木更津市 木更津市農業協同組合

4558 木更津市 佐々木サッシ鋼業㈲

4559 木更津市 ㈱エノモト防災工業

4560 木更津市 ㈱ホンダカーズ南千葉

4561 木更津市 （株）石川商事

4562 木更津市 （株）ＴＯＫＡＩ木更津支店

4563 木更津市 学校法人君津学園

4564 木更津市 (有)大虎

4565 木更津市 ㈱セントラルサービス千葉営業所

4566 木更津市 自衛隊千葉地方協力本部木更津地域事務所

4567 木更津市 綜合警備保障（株）千葉支社木更津支店

4568 木更津市 損害保険ジャパン(株)木更津保険金サービス課

4569 木更津市 リコージャパン(株)木更津事業所

4570 木更津市 大東建託リーシング（株）木更津店

4571 木更津市 中央労働金庫木更津支店

4572 木更津市 岡城産業㈱木更津営業所

4573 木更津市 ニチイケアセンターきみさらず

4574 木更津市 （株）京葉銀行木更津支店



4575 木更津市 ベルエステート(株)

4576 木更津市 積水ハウス（株）東関東カスタマーズセンター

4577 木更津市 ㈲長谷川モバイルフォン

4578 木更津市 三井住友海上火災保険㈱千葉支店 木更津支社

4579 木更津市 千葉ミート食品㈱

4580 木更津市 山九(株)重量機工部重量品事業所東日本グループ

4581 木更津市 サンキュウビジネスサービス(株)君津事業所

4582 木更津市 日鉄環境（株）テクノセンター

4583 木更津市 明王丸商事㈱

4584 木更津市 ブリヂストンタイヤサービス東日本（株）木更津店

4585 木更津市 ㈱共同ビジネス

4586 木更津市 山葉重機（株）　　　

4587 木更津市 港南建設（株）事業所

4588 木更津市 (株)葵商事

4589 木更津市 ㈱葵商事

4590 木更津市 ㈱クックアンドコマチ

4591 木更津市 日東消毒㈱　　

4592 木更津市 学校法人美鈴学園八幡台幼稚園

4593 木更津市 社会福祉法人多宝会

4594 木更津市 東日本旅客鉄道(株)千葉支社千葉保線技術センター木更津エリアセンター

4595 木更津市 東日本旅客鉄道（株）千葉電力技術センター木更津メンテナンスセンター

4596 木更津市 ㈱安川組

4597 木更津市 （株）千葉興業銀行木更津支店

4598 木更津市 テイシン警備(株)木更津支社

4599 木更津市 ㈱堀江商店木更津営業所

4600 木更津市 ミサワホーム(株)木更津

4601 木更津市 (株)プラス

4602 木更津市 (株)アポロ警備保障

4603 木更津市 ㈱エコス

4604 木更津市 学校法人みつわ学園みつわ幼稚園

4605 木更津市 龍宮城ホテル三日月

4606 木更津市 光洋興産㈱

4607 木更津市 光管工㈲

4608 木更津市 ㈱タハル電気

4609 木更津市 （株）マルコン警備保障

4610 木更津市 山利産業（株）

4611 木更津市 (有)富士モータース

4612 木更津市 ㈱佐々木工務店

4613 木更津市 千葉ネスコ（株）

4614 木更津市 木更津木材(株)

4615 木更津市 学校法人暁星国際学園

4616 木更津市 前田道路（株）木更津合材工場

4617 木更津市 (有)清水工業

4618 木更津市 デイサービスオレンジ

4619 木更津市 ミライフ(株)木更津店

4620 木更津市 社会福祉法人梅香会

4621 君津市 黒田精工（株）かずさアカデミア工場



4622 君津市 ㈱川名工務店

4623 君津市 ㈲アカツキ自動車商会

4624 君津市 日本瓦斯(株)東関東支店君津営業所

4625 君津市 第一共創建設(株)

4626 君津市 富士産業㈱君津モータースクール

4627 君津市 ㈲初芝工業

4628 君津市 ㈲サニー工芸

4629 君津市 児童発達支援センターきみつ愛児園

4630 君津市 (有)かずさ和牛工房

4631 君津市 ㈲邦栄設備

4632 君津市 大島建設（有）

4633 君津市 ㈱協同建設

4634 君津市 ネッツトヨタ千葉（株）君津店

4635 君津市 千葉トヨタ自動車㈱君津店

4636 君津市 ダイハツ千葉販売(株)君津店

4637 君津市 千葉トヨペット㈱君津店

4638 君津市 千葉三菱自動車販売(株)君津店

4639 君津市 ㈲福田水道

4640 君津市 千葉日産自動車㈱君津店

4641 君津市 ホーナン建設工業㈱　

4642 君津市 ㈲朝生建設興業

4643 君津市 千葉石産（株）

4644 君津市 （株）石井宏建材

4645 君津市 医療法人社団君津あすなろ会あすなろクリニック

4646 君津市 君津市農業協同組合周西支店

4647 君津市 君津市役所

4648 君津市 君津富津広域下水道組合

4649 君津市 社会福祉法人君津市社会福祉協議会

4650 君津市 上総園ふれあいデイサービスセンター

4651 君津市 ㈱君津水道サービスセンター

4652 君津市 千葉県君津警察署

4653 君津市 日本郵便（株）君津郵便局

4654 君津市 かんぽ生命保険君津郵便局

4655 君津市 千葉県中部林業事務所

4656 君津市 (株)吉見工業

4657 君津市 ㈲栄　輝

4658 君津市 日本郵便（株）久留里郵便局

4659 君津市 ㈱久留里製材所

4660 君津市 ㈲神子建設

4661 君津市 ㈲山口商店

4662 君津市 鳥井商店

4663 君津市 千葉県君津警察署上総幹部交番

4664 君津市 石橋鳶工業

4665 君津市 (有)一木自動車

4666 君津市 ㈱桑田工務店

4667 君津市 デイサービスみのり

4668 君津市 ㈲髙虎工業



4669 君津市 ㈲タガミ

4670 君津市 君津市農業協同組合介護センター

4671 君津市 日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区

4672 君津市 （株）テツゲン東日本支店君津事業所

4673 君津市 ㈱高田工業所君津支社

4674 君津市 九州ゴム製品販売㈱君津事務所

4675 君津市 ㈱峰製作所君津構内出張所

4676 君津市 日鉄ハードフェイシング（株）

4677 君津市 幌清(株)君津事業所

4678 君津市 日鉄環境（株）東日本支店構内事務所

4679 君津市 大同特殊鋼（株）君津工場

4680 君津市 石川金属工業㈱君津支店

4681 君津市 日本エード㈱君津事業所

4682 君津市 千代田興業(株)君津営業所

4683 君津市 日鉄ビジネスサービス東日本(株)君津事業部

4684 君津市 山九東日本サービス(株)君津事業所

4685 君津市 一般財団法人君津健康センター

4686 君津市 新日本非破壊検査（株）君津出張所

4687 君津市 日本スピング㈱君津事業所

4688 君津市 ジオスター(株)君津事業所

4689 君津市 協設電機工業㈱君津事業所

4690 君津市 日鉄テクノロジー(株)東日本事業所君津地区

4691 君津市 丸栄産業(株)君津出張所

4692 君津市 (株)光伸電気日鉄住金君津製鉄所構内

4693 君津市 東京パワーテクノロジー（株）君津共火事務所

4694 君津市 （株）八千代商事君津構内事業所

4695 君津市 太平電業(株)君津共同事業所

4696 君津市 (株)ワシダ君津構内給油所

4697 君津市 濱田重工（株）君津支店１サブセンター

4698 君津市 君津共火事業所

4699 君津市 一般社団法人日本貨物検数協会君津事務所

4700 君津市 日鉄防食（株）被覆事業部君津工場

4701 君津市 （株）フジコー千葉事業所君津地区

4702 君津市 山九(株)君津支店鋼管グループ

4703 君津市 山九(株)君津支店南総事業所

4704 君津市 山九(株)君津支店高炉グループ

4705 君津市 黒崎播磨（株）ファーネス事業本部東日本事業所

4706 君津市 日鉄テックスエンジ(株)東日本支店

4707 君津市 ヨコヤマ架設君津現場事務所

4708 君津市 (株)シンデン木更津営業所

4709 君津市 （株）スズキ自販京葉アリーナ君津

4710 君津市 ㈲佐久間総業

4711 君津市 （株）ＪＡエネルギー千葉県南ＬＰガスセンター

4712 君津市 ㈲牧野モータース

4713 君津市 （株）勝英自動車学校千葉事業所

4714 君津市 日本郵便（株）松丘郵便局

4715 君津市 唐鎌工務店



4716 君津市 特別養護老人ホーム上総園

4717 君津市 公益社団法人君津市シルバー人材センター

4718 君津市 君津市農協小糸経済センター

4719 君津市 ㈲ヒロセ

4720 君津市 ㈱八千代商事

4721 君津市 生活協同組合コープみらいコープデリ君津センター

4722 君津市 日鉄環境(株)坂田事務所

4723 君津市 濱田重工(株)君津支店

4724 君津市 MIRAIZ（株）

4725 君津市 特殊電極(株)君津営業所

4726 君津市 リックス㈱君津営業所

4727 君津市 トヨタカローラ千葉（株）君津店

4728 君津市 千葉オイレッシュ（株）

4729 君津市 千葉県立君津亀山青少年自然の家

4730 君津市 ㈲内山建設

4731 君津市 君津市役所経済環境部環境衛生課

4732 君津市 社会福祉法人隆寿会　ケアハウスグランディきみつ

4733 君津市 ケアセンターおびつ

4734 君津市 (株)菜の花エッグ

4735 君津市 (株)ＴＡＳＵＫＵ

4736 君津市 ㈲関根建材

4737 君津市 ㈲田村自動車工業

4738 君津市 (有)村治型枠工業

4739 君津市 ㈲小櫃清掃社

4740 君津市 房総開発（株）

4741 君津市 ㈲村田工業

4742 君津市 (株)邦和設備

4743 君津市 学校法人君津あすなろ学園

4744 君津市 三船屋　　　　

4745 君津市 太勢建設㈱

4746 君津市 ㈲柴崎自動車整備

4747 君津市 (株)帝工業

4748 君津市 (株)里見電気水道設備

4749 君津市 ㈲内島造園土木

4750 君津市 ミドリ安全君津（株）

4751 君津市 ㈲三津和石油

4752 君津市 ㈱菅原君津営業所

4753 君津市 ㈱広田鉄工所

4754 君津市 新葉産建㈱

4755 君津市 三島光産(株)鉄鋼君津事業本部

4756 君津市 松尾電業(株)

4757 君津市 (有)ケーアイコーポレーション君津営業所

4758 君津市 （株）保心

4759 君津市 日鉄テックスエンジ（株）電計エンジセンター

4760 君津市 (株)ウシジマ君津営業所

4761 君津市 日興産業㈱君津営業所

4762 君津市 ㈲三冷設備



4763 君津市 ㈱三和電設

4764 君津市 つばさデイサービスセンター君津

4765 君津市 千葉県君津工業用水道事務所

4766 君津市 社会福祉法人志真会特別養護老人ホーム夢の郷

4767 君津市 日本郵便（株）秋元郵便局

4768 君津市 (株)うみぼうず

4769 君津市 前田測量（株）

4770 君津市 ヴェオリア・ジェネッツ（株）君津営業所

4771 君津市 千葉県立君津青葉高等学校

4772 君津市 若鍋建材

4773 君津市 日鉄環境(株)泉事務所

4774 君津市 （有）渡辺商店

4775 君津市 （株）十全社

4776 君津市 釜めし蔵

4777 君津市 合同会社スリーアップ田舎レストランじんべえ

4778 君津市 宅配クック１２３木更津君津店

4779 君津市 （株）富士交易東日本支店

4780 君津市 (株)鶴商メンテナンス工業君津営業所

4781 君津市 君津ビジネスサービス(株)

4782 君津市 （株）ホンダカーズ木更津君津店

4783 君津市 ㈲加藤ワークス

4784 君津市 ㈱鈴木工業　　

4785 君津市 サボワ－ル㈲

4786 君津市 デイサービスパープルＫｉｍｉｔｓｕ

4787 君津市 君津市農業協同組合小糸支店

4788 君津市 ニチデン工業㈱

4789 君津市 ㈲君津清掃社

4790 君津市 ㈱アスク　　　

4791 君津市 (株)コイト

4792 君津市 森田屋電気(株)

4793 君津市 千代田商事（株）君津営業所

4794 君津市 一般財団法人関東電気保安協会千葉事業本部君津事業所

4795 君津市 千葉県君津児童相談所

4796 君津市 ㈱サンセルモハミルトンホテル上総

4797 君津市 トータルリハセンター・ライフイオンタウン君津

4798 君津市 丸増商事㈱

4799 君津市 藤永産業（株）君津支店

4800 君津市 君津市農業協同組合本店

4801 君津市 訪問介護事業所つばさ

4802 君津市 ㈱平田工務店

4803 君津市 ㈱交通建設千葉支店千葉工事所木更津派出所

4804 君津市 ㈱全日警君津営業所

4805 君津市 京葉銀行君津支店

4806 君津市 太平商事（株）君津支店

4807 君津市 玄々堂君津病院

4808 君津市 医療法人新都市医療研究会君津会君津訪問看護ステーション

4809 君津市 （株）ノバ・メディクス

4810 君津市 (有)東成工機



4811 君津市 (株)伊藤技建

4812 君津市 （有）トキワ測量設計

4813 君津市 東芝テックソリューションサービス(株)

4814 君津市 ㈱誠進電業社

4815 君津市 清和大学附属八重原幼稚園

4816 君津市 (株)コッペ

4817 君津市 蟹工船君津店

4818 君津市 ㈲成本商店

4819 君津市 千葉信用金庫君津東支店

4820 君津市 （株）MSK君津営業所

4821 君津市 (株)新昭和リビンズ君津店

4822 君津市 千葉県警察本部交通部交通機動隊君津分駐隊

4823 君津市 ㈱千葉マツダ君津店

4824 君津市 (株)ホンダカーズ南千葉U-select君津

4825 君津市 ㈱大都商会

4826 君津市 （株）ワイ・ケー・スチール

4827 君津市 清和企業㈱小糸川温泉

4828 君津市 大建産業（株）君津支店

4829 君津市 ㈲谷造園

4830 君津市 社会福祉法人三友会特別養護老人ホームウィステリア八重原

4831 君津市 （有）清幸丸水産

4832 君津市 社会福祉法人章佑会たびだちの村

4833 君津市 カーセンターファースト（株）

4834 君津市 (株)ひらい外装工事部サッシ課

4835 君津市 （株）ヤマト君津センター

4836 君津市 ㈱随縁リゾートジャパンＰＧＡゴルフクラブ

4837 君津市 齊藤建材興業㈲

4838 君津市 日本開発興業（株）千葉事業所

4839 君津市 ㈱サン・ラポール南房総

4840 君津市 千葉県亀山・片倉ダム管理事務所

4841 君津市 (株)オーソネ電気

4842 君津市 ㈲長崎築炉

4843 君津市 ㈲きらら

4844 君津市 （株）森本防水

4845 君津市 三木造園土木㈱

4846 君津市 (株)テイクワン

4847 君津市 （有）エスケイコーポレーション

4848 君津市 ヤックスデイサービス小櫃

4849 君津市 君津市農協小櫃経済センター

4850 君津市 (株)荒磯製作所

4851 君津市 （株）豊成

4852 君津市 君津市消防本部

4853 君津市 ㈱ナカネコーポレーション

4854 君津市 千葉スバル（株）君津店

4855 君津市 （株）陽光

4856 君津市 イエローハット君津中央店

4857 佐倉市 佐倉市八街市酒々井町消防組合志津消防署

4858 佐倉市 ダイハツ千葉販売(株)ユーカリが丘店

4859 佐倉市 光陽（株）



4860 佐倉市 ㈱広域高速ネット二九六

4861 佐倉市 山万(株)鉄道事業本部

4862 佐倉市 学校法人青木学園志津幼稚園

4863 佐倉市 千葉トヨタ自動車（株）佐倉志津店

4864 佐倉市 (株)ホンダカーズ千葉勝田台西店

4865 佐倉市 千葉トヨペット（株）勝田台店

4866 佐倉市 丸誠(株)

4867 佐倉市 （株）フジヤ

4868 佐倉市 デンタルサポート（株）佐倉事業所

4869 佐倉市 ＳＯＭＰＯケア佐倉訪問介護

4870 佐倉市 (株)シンプティア

4871 佐倉市 生活協同組合コープみらいコープデリ佐倉センター

4872 佐倉市 （有）ファーストケア

4873 佐倉市 学校法人臼井学園臼井幼稚園

4874 佐倉市 総合食品エスイー㈱

4875 佐倉市 ㈱ＮＴＴ東日本－南関東千葉事業部千葉支店成田営業支店

4876 佐倉市 東京ガス（株）佐倉ビル

4877 佐倉市 臼井たんぽぽ幼稚園

4878 佐倉市 合資会社林農社

4879 佐倉市 臼井スイミングクラブ

4880 佐倉市 （株）村上建設

4881 佐倉市 BXゆとりフォーム（株）佐倉店

4882 佐倉市 デイサービスセンターさくらの丘「王子台倶楽部」

4883 佐倉市 千葉トヨペット(株)王子台店

4884 佐倉市 千葉日産自動車(株)佐倉店

4885 佐倉市 ㈱ホンダカーズ東総佐倉王子台店

4886 佐倉市 日産プリンス千葉販売（株）佐倉店

4887 佐倉市 さくら住建㈱

4888 佐倉市 社会福祉法人清明会　くつろぎの里

4889 佐倉市 医療法人社団誠仁会みはま佐倉クリニック

4890 佐倉市 (有)いどや

4891 佐倉市 （株）北辰産業下志津事業所

4892 佐倉市 千葉トヨペット㈱佐倉店

4893 佐倉市 (株)かんぽ生命保険佐倉郵便局かんぽサービス部（柏支店）

4894 佐倉市 社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

4895 佐倉市 佐倉市役所

4896 佐倉市 佐倉市上下水道部

4897 佐倉市 佐倉市八街市酒々井町消防組合佐倉消防署角来出張所

4898 佐倉市 富士化学塗料㈱千葉営業所

4899 佐倉市 千葉県中央家畜保健衛生所佐倉庁舎

4900 佐倉市 特別養護老人ホーム弥富あさくら

4901 佐倉市 社会福祉法人誠友会特別養護老人ホーム佐倉白翠園

4902 佐倉市 ㈱佐倉自動車学校

4903 佐倉市 印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部

4904 佐倉市 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所

4905 佐倉市 佐倉市よもぎの園

4906 佐倉市 UCCコーヒープロフェッショナル(株)

4907 佐倉市 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院

4908 佐倉市 (株)アズ・ライフケアあずみ苑高岡



4909 佐倉市 ＤＩＣ（株）総合研究所

4910 佐倉市 ヤックスドラッグ佐倉山王薬局

4911 佐倉市 社会福祉法人愛光

4912 佐倉市 印旛沼土地改良区

4913 佐倉市 ㈲佐倉防疫

4914 佐倉市 (有)佐倉環碧

4915 佐倉市 (株)グリーン自動車

4916 佐倉市 ヤックスデイサービス佐倉寺崎

4917 佐倉市 洋服の青山佐倉店

4918 佐倉市 （株）シマケン・コーポレーション千葉営業所

4919 佐倉市 ㈲幸伸興業

4920 佐倉市 山崎産業(株)

4921 佐倉市 小竹幼稚園　　　　

4922 佐倉市 （株）井野口建材

4923 佐倉市 （株）千葉マツダユーカリが丘店

4924 佐倉市 東京ガスライフバル千葉（株）ライフバル佐倉ユーカリが丘営業所

4925 佐倉市 ㈱佐栄電気

4926 佐倉市 医療法人社団双和会

4927 佐倉市 社会福祉法人えのき会　指定障害福祉サービス事業所オリオンハウス

4928 佐倉市 （株）千葉銀行志津支店

4929 佐倉市 (株)アクアテックス

4930 佐倉市 ㈲ふじい清掃

4931 佐倉市 学校法人角田学園志津わかば幼稚園

4932 佐倉市 (株)大永

4933 佐倉市 ㈱吉田電設

4934 佐倉市 向後設備工業(株)

4935 佐倉市 (株)千広興業千葉営業所

4936 佐倉市 佐倉浄水管理事務所

4937 佐倉市 社会福祉法人富裕会

4938 佐倉市 ㈱佐藤興業

4939 佐倉市 岩渕薬品㈱佐倉営業所

4940 佐倉市 岩渕薬品㈱医療機器試薬部

4941 佐倉市 ㈲松戸瓦店

4942 佐倉市 有村建設㈱

4943 佐倉市 ㈱千葉銀行佐倉支店

4944 佐倉市 （有）山本造園

4945 佐倉市 生活クラブ風の村とんぼ舎さくら

4946 佐倉市 東京ボード工業(株)

4947 佐倉市 癒しのデイサービス志津

4948 佐倉市 ㈲勝田造園

4949 佐倉市 さくら幼稚園

4950 佐倉市 ㈱ナカムラ

4951 佐倉市 佐倉西ケアセンターそよ風

4952 佐倉市 ㈱紺野工務店

4953 佐倉市 社会福祉法人自洲会特別養護老人ホーム志津ユーカリ苑

4954 佐倉市 社会福祉法人ユーカリ優都会介護老人保健施設ユーカリ優都苑

4955 佐倉市 社会福祉法人千手会木の宮学園

4956 佐倉市 社会福祉法人千手会さくら千手園

4957 佐倉市 社会福祉法人大山ときわの杜デイサービスセンター



4958 佐倉市 （株）佐倉クレーン学校

4959 佐倉市 エア・ウォーター東日本(株)京葉営業所

4960 佐倉市 学校法人千成学園千成幼稚園

4961 佐倉市 高齢者ケアセンターはちす苑

4962 佐倉市 島村工業㈱

4963 佐倉市 ㈱イーパック千葉工場

4964 佐倉市 ㈱さくら自動車整備センター

4965 佐倉市 京葉丸八鋼管㈱

4966 佐倉市 日本パック販売㈱

4967 佐倉市 司工業（株）

4968 佐倉市 世紀東急工業㈱佐倉混合所

4969 佐倉市 古河ユニック㈱佐倉工場

4970 佐倉市 岩城製薬佐倉工場（株）

4971 佐倉市 ㈱カクダイ製作所

4972 佐倉市 千葉トヨタ自動車（株）佐倉駅前店

4973 佐倉市 （株）ルネサンススポーツクラブルネサンス佐倉

4974 佐倉市 アルフレッサ(株)佐倉支店

4975 佐倉市 大昌建設（株）

4976 佐倉市 飯島・東洋(株)本社

4977 佐倉市 山一電機㈱佐倉事業所

4978 佐倉市 ＣＫＤ日機電装（株）佐倉事業所

4979 佐倉市 ㈱東京めいらく千葉工場

4980 佐倉市 レンゴー（株）千葉工場

4981 佐倉市 （株）ワキタ千葉営業所

4982 佐倉市 (株)ヤマナカゴーキン東京工場

4983 佐倉市 (株)佐倉環境センター

4984 佐倉市 山田機械工業㈱

4985 佐倉市 (株)ＩＷＤアグリ佐倉工場

4986 佐倉市 （株）トーヨー

4987 佐倉市 日本梱包運輸倉庫（株）佐倉梱包センター営業所

4988 佐倉市 日豊産業(株)佐倉P.C

4989 佐倉市 （株）黒澤製作所

4990 佐倉市 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・佐倉消防署

4991 佐倉市 ㈱日産サティオ千葉佐倉店

4992 佐倉市 ネッツトヨタ千葉(株)佐倉志津店

4993 佐倉市 佐倉市八街市酒々井町消防組合志津消防署志津南出張所

4994 佐倉市 角栄ガス㈱

4995 佐倉市 ㈱角栄ホ－ムズ志津営業所

4996 佐倉市 千葉県印旛地域振興事務所

4997 佐倉市 印旛土木事務所

4998 佐倉市 千葉県印旛健康福祉センター（印旛保健所）

4999 佐倉市 千葉県教育庁北総教育事務所

5000 佐倉市 千葉県佐倉県税事務所

5001 佐倉市 北部林業事務所印旛支所

5002 佐倉市 学校法人 丸和学園佐倉城南幼稚園

5003 佐倉市 (公社)佐倉市シルバー人材センター

5004 佐倉市 日本老人福祉財団佐倉〈ゆうゆうの里〉

5005 佐倉市 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院

5006 佐倉市 特別養護老人ホームさくら苑



5007 佐倉市 (株)ハウジング重兵衛佐倉ショールーム店

5008 佐倉市 東豊土木工業(株)

5009 佐倉市 ㈱赤門

5010 佐倉市 ㈱ホンダプリモ栗山　佐倉白銀店

5011 佐倉市 トヨタカローラ千葉㈱白銀店

5012 佐倉市 ＵＤトラックス(株)成田カスタマーセンター

5013 佐倉市 ㈱京葉クリーンセンター佐倉中間処理施設

5014 佐倉市 社会福祉法人壮健会特別養護老人ホームさくらの丘

5015 佐倉市 （株）佐倉倶楽部

5016 佐倉市 ㈱オオツカ

5017 佐倉市 ㈱島田

5018 佐倉市 ㈲加藤農機商会

5019 佐倉市 千葉県佐倉警察署

5020 佐倉市 佐倉商工会議所

5021 佐倉市 （株）巴商会佐倉営業所

5022 佐倉市 (株)博全社佐倉営業所

5023 佐倉市 (株)美研

5024 佐倉市 ㈱常磐植物化学研究所

5025 佐倉市 ㈱ムラヤマ

5026 佐倉市 ㈱フジクラ佐倉事業所

5027 佐倉市 さくらエンジニアリング㈱

5028 佐倉市 （株）幸伸産業千葉営業所

5029 佐倉市 千葉みらい農業協同組合佐倉中央支店

5030 山武市 山武市立日向幼稚園

5031 山武市 （株）ヤナギサワ電気

5032 山武市 （株）鹿島技研

5033 山武市 （有）サンウッド環境

5034 山武市 (株)アペックス

5035 山武市 (有)石川土建

5036 山武市 (有)戸村建材

5037 山武市 新生建設(株)

5038 山武市 立川機工㈱

5039 山武市 ㈲古谷葬祭

5040 山武市 千葉トヨペット(株)松尾店

5041 山武市 ＰＤＲファーマ(株)千葉工場

5042 山武市 （株）山田ゴルフ倶楽部

5043 山武市 フルカワ工業（株）

5044 山武市 ヤクルト松尾センター

5045 山武市 NK金属（株）

5046 山武市 公益社団法人山武市シルバー人材センター

5047 山武市 ㈲川田工業所

5048 山武市 （有）日の出商会山武営業所

5049 山武市 スガツネ工業㈱千葉工場

5050 山武市 松尾自動車教習所

5051 山武市 山武市商工会

5052 山武市 鴻池運輸（株）関東支店松尾営業所

5053 山武市 (株)ヤマト

5054 山武市 日本郵便㈱松尾郵便局

5055 山武市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）山武駐在



5056 山武市 (株)アイ・テック南関東支店

5057 山武市 三水鐵工㈱

5058 山武市 ㈲あきば造花店

5059 山武市 (有)フジ設備

5060 山武市 (有)大藤建設

5061 山武市 ゴムノイナキ工業㈱千葉工場

5062 山武市 （有）渡辺造園

5063 山武市 ㈱秋葉設備工業

5064 山武市 山武郡市広域行政組合東消防署

5065 山武市 千葉県農林総合研究センター森林研究所

5066 山武市 デイサービス紙ふうせん

5067 山武市 嘉瀬建商(株)

5068 山武市 （特非）野花の会多機能型事業所のばな

5069 山武市 トヨタカローラ千葉(株)成東MC

5070 山武市 地方独立行政法人さんむ医療センター

5071 山武市 篠崎総業(株)

5072 山武市 ヤクルト成東センター

5073 山武市 （株）レンティ千葉工場

5074 山武市 山武市立なるとうこども園

5075 山武市 生活協同組合コープみらいコープデリ成東センター

5076 山武市 (有)押田工業

5077 山武市 中央労働金庫成東支店

5078 山武市 ＢＡＳＦジャパン(株)アグソリューションファーム成東

5079 山武市 （株）ＩＮＰＥＸ国内Ｅ&Ｐ事業本部東日本鉱業所千葉鉱場

5080 山武市 千葉県農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所成東育成地　

5081 山武市 （株）ヤナセ千葉支店成東サービスセンター

5082 山武市 千葉県農業共済組合わかしお支所山武センター

5083 山武市 ネッツトヨタ千葉（株）成東店

5084 山武市 千葉県農業共済組合東部家畜診療所

5085 山武市 (株)八起産業

5086 山武市 （株）さんぶ

5087 山武市 （株）千葉銀行成東支店

5088 山武市 ㈲丸間工業

5089 山武市 日本郵便㈱成東郵便局

5090 山武市 ㈱小川商店

5091 山武市 日本郵便㈱日向郵便局

5092 山武市 京相製管（株）

5093 山武市 山武市役所

5094 山武市 丸吉自動車興業㈲

5095 山武市 山武市立しらはたこども園

5096 山武市 千葉テクノパーク統括工場

5097 山武市 （株）ヰセキ関東甲信越横芝山武営業所

5098 山武市 パラマウントベッド（株）千葉工場

5099 山武市 （株）エアーテクノ中山

5100 山武市 （株）天野産業千葉本社

5101 山武市 ㈱旭工務店山武事務所　　　　　

5102 山武市 医療法人社団鎮誠会姫島クリニック

5103 山武市 滝口工業㈱

5104 山武市 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）成東営業所



5105 山武市 ダイハツ千葉販売(株)東金店

5106 山武市 （株）たけやま

5107 山武市 千葉県山武警察署    

5108 山武市 千葉県北部林業事務所

5109 山武市 サンムパッケージ（株）

5110 山武市 東海建設（株）

5111 山武市 ㈲ニユー大洋

5112 山武市 (株)ブライト本社

5113 山武市 介護老人保健施設日向の里

5114 山武市 (株)高松金属

5115 山武市 社会福祉法人寿陽会

5116 山武市 (有)武石

5117 山武市 （有）秋葉水道設備

5118 山武市 社会福祉法人緑海会

5119 山武市 菱木商会㈱

5120 山武市 ホテル浪川荘

5121 山武市 社会福祉法人みのりの村

5122 山武市 ㈱川久

5123 白井市 (株)ソフケン

5124 白井市 ㈲五栄工業

5125 白井市 東洋珪酸曹達（株）第一工場

5126 白井市 塩浜商事㈱

5127 白井市 ㈱和光サービス

5128 白井市 中村産業(株)

5129 白井市 (株)進富河原子工場

5130 白井市 中島アルミ(株)白井物流センター

5131 白井市 森商事㈱千葉営業所

5132 白井市 大月工業㈱

5133 白井市 一般社団法人SET

5134 白井市 （有）浜建設興業

5135 白井市 白井幼稚園

5136 白井市 旭機材(株)千葉営業所

5137 白井市 ㈱ウエハラ

5138 白井市 社会福祉法人フラット手塩宿

5139 白井市 ㈱高橋土木建材

5140 白井市 北総白井訪問看護ステーション

5141 白井市 鈴木建設㈱

5142 白井市 (株)給食センター頂好

5143 白井市 (有)ティ・クラフト

5144 白井市 （株）ホンダカーズ市川白井店

5145 白井市 常盤電業（株）千葉営業所

5146 白井市 富士水質管理（株）柏営業所

5147 白井市 ソニック設備工業㈱

5148 白井市 千葉日産自動車㈱白井店

5149 白井市 日本中央競馬会競馬学校

5150 白井市 都興業㈲    

5151 白井市 特別養護老人ホームさつきの里

5152 白井市 (株)Ｈｏｎｄａ ｃａｒｓ東葛千葉ニュータウン西店

5153 白井市 (株)吉美建設



5154 白井市 高千穂鉄筋(株)

5155 白井市 ㈱富士建設

5156 白井市 ㈱船橋カントリー倶楽部

5157 白井市 進光園緑化㈱

5158 白井市 (株)オガワ美装

5159 白井市 白井ケアセンターそよ風

5160 白井市 渡辺パイプ㈱白井サービスセンター

5161 白井市 渡辺パイプ（株）柏住設サービスセンター

5162 白井市 （株）フジコー白井事業所

5163 白井市 富澤電設㈱

5164 白井市 (株)　三富商会

5165 白井市 フジテック（株）

5166 白井市 富士産業(株)白井営業所

5167 白井市 千葉トヨタ自動車㈱白井工業団地店

5168 白井市 富士スチール（株）千葉工場

5169 白井市 医療法人社団柏水会介護老人保健施設ケアホーム白井

5170 白井市 ㈲実濃里

5171 白井市 ㈱鶴ケ崎工務店

5172 白井市 ㈲鶴栄

5173 白井市 千葉県酒類販売㈱京葉支店

5174 白井市 (株)メカ

5175 白井市 丸喜化学工業（株）

5176 白井市 太陽エコブロックス（株）東関東営業所

5177 白井市 （株）マツヤ

5178 白井市 ジェコス㈱東京工場

5179 白井市 ロジスネクスト東京(株)千葉支社白井支店

5180 白井市 菊川工業（株）

5181 白井市 東ホー（株）関東営業部

5182 白井市 学校法人誠和学園まこと南山幼稚園

5183 白井市 （有）永井興業白井事業所

5184 白井市 ㈱根岸商店

5185 白井市 （株）中建サービス東京営業所

5186 白井市 ロイヤルホームセンター(株)白井店

5187 白井市 （株）山一電設

5188 白井市 ㈱リンカン開発白井営業所

5189 白井市 千葉銀行白井支店

5190 白井市 白井市役所

5191 白井市 社会福祉法人白井市社会福祉協議会

5192 白井市 印西地区消防組合白井消防署

5193 白井市 丸辰工業（株）白井工場

5194 白井市 いすゞ自動車首都圏（株）白井支店

5195 白井市 千葉白井病院

5196 白井市 介護老人保健施設アモールケア白井

5197 白井市 岩渕薬品（株）白井営業所

5198 白井市 フジセイコー（株）白井営業所

5199 白井市 鈴木建材㈱

5200 白井市 (株)大和製作所　　　

5201 白井市 ウイング（株）

5202 白井市 （株）進富



5203 白井市 トヨタカローラ千葉(株)テクノ白井

5204 白井市 (株)ヒライ

5205 白井市 日本郵便（株）白井郵便局

5206 白井市 (株)かんぽ生命保険白井郵便局かんぽサービス部（柏支店）

5207 白井市 吉永機械(株)千葉工場

5208 白井市 ㈱五関製作所

5209 白井市 京葉ケミカル㈱

5210 白井市 (株)小川製作所

5211 白井市 サンレイ工機(株)

5212 白井市 ㈱竹森工業

5213 匝瑳市 （株）フジシロ　　　

5214 匝瑳市 八日市場学園

5215 匝瑳市 三ツ木建設㈱

5216 匝瑳市 (株)清建

5217 匝瑳市 (株)丸藤工業

5218 匝瑳市 須賀保育園

5219 匝瑳市 ㈱鈴木組

5220 匝瑳市 （株）東建工　　

5221 匝瑳市 (株)富士テクニカルコーポレーション

5222 匝瑳市 佐藤通信(株)

5223 匝瑳市 ㈱佐久間園緑化

5224 匝瑳市 (株)タナカ

5225 匝瑳市 (株)ミライム

5226 匝瑳市 障害者支援施設聖マーガレットホーム

5227 匝瑳市 匝瑳市野栄総合支所

5228 匝瑳市 社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会

5229 匝瑳市 (株)宇井軌道工業

5230 匝瑳市 ショウエイ・メンテナンス㈱

5231 匝瑳市 小泉塗装工業(株)

5232 匝瑳市 八日市場造園建設㈱

5233 匝瑳市 特別養護老人ホーム太陽の家

5234 匝瑳市 ㈱ワノテックジャパン

5235 匝瑳市 東電通アクセス（株）銚子センタ

5236 匝瑳市 鈴木鉄興㈱

5237 匝瑳市 ㈲石毛モータース

5238 匝瑳市 日本瓦斯(株)東関東支店八日市場営業所

5239 匝瑳市 日産部品千葉販売㈱八日市場支店

5240 匝瑳市 千葉トヨタ自動車(株)ギャラリー東総

5241 匝瑳市 八日市場宇部生コンクリート（株）

5242 匝瑳市 小川建材工業㈱

5243 匝瑳市 八匝水道企業団

5244 匝瑳市 ヴェオリア・ジェネッツ(株)八匝営業所

5245 匝瑳市 ㈲岩井製作所

5246 匝瑳市 社会福祉法人野栄福祉会のさか学園

5247 匝瑳市 向後汽力工業㈱

5248 匝瑳市 すぎの子

5249 匝瑳市 一般社団法人匝瑳交通安全協会八日市場自動車教習所

5250 匝瑳市 (株)ナイキ　　　

5251 匝瑳市 秋葉建設(株)



5252 匝瑳市 ちばみどり農業協同組合吉田支店

5253 匝瑳市 ㈱荒井

5254 匝瑳市 国保匝瑳市民病院

5255 匝瑳市 リコージャパン（株）旭サービスステーション

5256 匝瑳市 海匝土木事務所

5257 匝瑳市 （株）富士テクニカルコーポレーション本社

5258 匝瑳市 (株)ジオテクノ・ジャパン

5259 匝瑳市 山喜工業㈲

5260 匝瑳市 ㈱千葉銀行八日市場支店

5261 匝瑳市 (株)千葉興業銀行八日市場支店

5262 匝瑳市 タイヘイ㈱

5263 匝瑳市 東電タウンプランニング(株)千葉総支社八日市場事務所

5264 匝瑳市 明治建材㈱

5265 匝瑳市 ㈲松半本店

5266 匝瑳市 ㈲角政本店

5267 匝瑳市 鈴久建設㈱

5268 匝瑳市 ネッツトヨタ千葉㈱八日市場店

5269 匝瑳市 千葉県匝瑳警察署

5270 匝瑳市 ヤクルト八日市場センター

5271 匝瑳市 ニチイケアセンター八日市場

5272 匝瑳市 木村屋金物建材㈱

5273 匝瑳市 ㈱八角本店

5274 匝瑳市 日本ルーフ建材㈱

5275 匝瑳市 小原建設㈱

5276 匝瑳市 社会福祉法人八光聰ありのみ学園

5277 匝瑳市 匝瑳市役所

5278 匝瑳市 豊栄興業㈲

5279 匝瑳市 八日市場瓦斯㈱

5280 匝瑳市 千葉トヨペット㈱八日市場店

5281 匝瑳市 千葉県大利根土地改良区

5282 匝瑳市 スイミングクラブルネサンス八日市場

5283 匝瑳市 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社八日市場店

5284 匝瑳市 匝瑳市横芝光町消防組合

5285 匝瑳市 東部酸素㈱

5286 匝瑳市 日本郵便㈱八日市場郵便局

5287 匝瑳市 敬愛大学八日市場高等学校

5288 匝瑳市 （株）飯高

5289 匝瑳市 飯倉駅前あかしあこども園

5290 匝瑳市 社会福祉法人九十九里ホーム九十九里ホームデイサービスセンター

5291 匝瑳市 片岡建設㈱

5292 匝瑳市 ㈱太陽社　　　

5293 匝瑳市 千葉日産自動車（株）匝瑳店

5294 匝瑳市 デイホームすずらん

5295 匝瑳市 (株)正貴組

5296 匝瑳市 ㈲飯島緑化

5297 匝瑳市 植六松樹園

5298 匝瑳市 千葉県立八日市場特別支援学校



5299 匝瑳市 ㈱山清

5300 匝瑳市 ㈲椎名土木

5301 匝瑳市 ㈲石勝

5302 匝瑳市 ＪＡちばみどり農協野栄支店

5303 匝瑳市 (有)かしのき瓦工業

5304 匝瑳市 大木造園種苗㈱

5305 匝瑳市 林産業㈱

5306 袖ケ浦市 (株)ナガシマ

5307 袖ケ浦市 明和興産(株)東京ドイツ村事業部

5308 袖ケ浦市 わらべや日洋食品（株）千葉工場

5309 袖ケ浦市 (株)ベストランス袖ヶ浦共配センター

5310 袖ケ浦市 医療法人社団小羊会こひつじかずさ介護支援センター

5311 袖ケ浦市 ㈱木更津ゴルフ倶楽部

5312 袖ケ浦市 社会福祉法人嬉泉嬉泉福祉交流センター袖ケ浦

5313 袖ケ浦市 社会福祉法人かずさ萬燈会かんてら

5314 袖ケ浦市 増栄産業㈱

5315 袖ケ浦市 (株)シバタオートサービス

5316 袖ケ浦市 特別養護老人ホームサニーヒル

5317 袖ケ浦市 (有)阿津造園土木

5318 袖ケ浦市 社会福祉法人陽だまり

5319 袖ケ浦市 木更津三菱自動車販売(株)

5320 袖ケ浦市 (株)テクノサービス千葉支店

5321 袖ケ浦市 (株)としまや商事

5322 袖ケ浦市 袖ヶ浦市役所

5323 袖ケ浦市 ㈲渡辺産業

5324 袖ケ浦市 (株)横浜トクソー千葉車輌センター

5325 袖ケ浦市 (株)千歳

5326 袖ケ浦市 （株）君電工

5327 袖ケ浦市 (株)大岩

5328 袖ケ浦市 社会福祉法人いずみ会袖ケ浦学園

5329 袖ケ浦市 君津市農業協同組合平川経済センター

5330 袖ケ浦市 特定非営利活動法人ぽぴあ夢の森１６号館

5331 袖ケ浦市 君津市農業協同組合袖ケ浦支店

5332 袖ケ浦市 (株)ワイズ建設

5333 袖ケ浦市 （株）Ｕｎｉｔｅｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

5334 袖ケ浦市 (株)ホンダカーズ南千葉袖ヶ浦店

5335 袖ケ浦市 (株)トーヨー施工サ－ビス

5336 袖ケ浦市 (有)鈴大工業

5337 袖ケ浦市 中央機工㈱

5338 袖ケ浦市 （株）舞浜コーポレーションフラワーセンター

5339 袖ケ浦市 (株)秀エンジニアリング

5340 袖ケ浦市 （株）一条工務店千葉営業所

5341 袖ケ浦市 東京湾カントリークラブ

5342 袖ケ浦市 生そば川善

5343 袖ケ浦市 （株）エムティエス

5344 袖ケ浦市 東海塗装(株)千葉支店

5345 袖ケ浦市 特定非営利活動法人ぽぴあふれあ



5346 袖ケ浦市 社会福祉法人恵福祉会白ゆり保育園

5347 袖ケ浦市 (有)すみれ福祉会

5348 袖ケ浦市 袖ケ浦興産㈱

5349 袖ケ浦市 ぽぴあ夢の森本館

5350 袖ケ浦市 社会福祉法人さつき会老人保健施設カトレアンホーム

5351 袖ケ浦市 有限会社鳴海建設

5352 袖ケ浦市 社会福祉法人佑啓会ふる里学舎蔵波

5353 袖ケ浦市 (有)トップシステム

5354 袖ケ浦市 (有)大昌

5355 袖ケ浦市 八一工業（株）

5356 袖ケ浦市 (株)ビップオート袖ヶ浦店

5357 袖ケ浦市 ㈲ガーデン紀ノ園

5358 袖ケ浦市 (株)生光園

5359 袖ケ浦市 蔵波台さつき幼稚園

5360 袖ケ浦市 （有）小野田工業

5361 袖ケ浦市 セントラルフィットネスクラブ袖ヶ浦駅前

5362 袖ケ浦市 ㈱サカタのタネ君津育種場

5363 袖ケ浦市 大久保学園代宿地域支援センター

5364 袖ケ浦市 丸栄産業㈱

5365 袖ケ浦市 千葉県企業局千葉工業用水道事務所袖ヶ浦浄水場

5366 袖ケ浦市 社会福祉法人東京都社会福祉事業団東京都千葉福祉園

5367 袖ケ浦市 東京瓦斯（株）袖ケ浦LNG基地

5368 袖ケ浦市 （株）テイオー

5369 袖ケ浦市 大和建鉄(株)袖ヶ浦事業所

5370 袖ケ浦市 東京ガスファシリティサービス(株)

5371 袖ケ浦市 (株)エムティエス袖ヶ浦事業所

5372 袖ケ浦市 （株）荏原製作所袖ケ浦事業所

5373 袖ケ浦市 （株）ＪＥＲＡ袖ケ浦火力発電所

5374 袖ケ浦市 （株）ネクセライズ袖ヶ浦事業所

5375 袖ケ浦市 山九君津支店製銑整備Gｒ袖ケ浦整備係

5376 袖ケ浦市 東急リネン・サプライ㈱千葉工場

5377 袖ケ浦市 旭テック（株）

5378 袖ケ浦市 千葉港栄㈱

5379 袖ケ浦市 トヨタカローラ千葉（株）袖ヶ浦店

5380 袖ケ浦市 ㈱カナモト袖ヶ浦営業所

5381 袖ケ浦市 長島建機工事（株）

5382 袖ケ浦市 久保田エンジニアリング(株)

5383 袖ケ浦市 東興ジオテック（株）東京CE支店

5384 袖ケ浦市 エスケイグループ（株）

5385 袖ケ浦市 (有)山﨑工業袖ヶ浦支店工場　

5386 袖ケ浦市 ネッツトヨタ千葉（株）袖ヶ浦店

5387 袖ケ浦市 日本自動車大学校袖ケ浦校

5388 袖ケ浦市 三井化学(株)袖ヶ浦センター

5389 袖ケ浦市 ㈲リビング袖ヶ浦

5390 袖ケ浦市 さつき台訪問看護ステーション

5391 袖ケ浦市 (株)ながうら

5392 袖ケ浦市 (株)フラット



5393 袖ケ浦市 三菱ふそうトラック・バス㈱南関東ふそう袖ケ浦支店

5394 袖ケ浦市 日産物流(株)東日本支店

5395 袖ケ浦市 コトブキテクレックス（株）千葉本社工場

5396 袖ケ浦市 エコシステムジャパン㈱

5397 袖ケ浦市 協友建機㈱　　　　　　

5398 袖ケ浦市 八富企業㈱

5399 袖ケ浦市 （株）ニッペコ千葉工場

5400 袖ケ浦市 昭和アステック(株)千葉第二営業所

5401 袖ケ浦市 旭テクネイオン(株)

5402 袖ケ浦市 旭国際テクネイオン（株）京葉事業所

5403 袖ケ浦市 ㈱巴商会千葉営業所

5404 袖ケ浦市 千葉県警察本部生活安全部少年課内房地区少年センター

5405 袖ケ浦市 ヴェオリア・ジェネッツ(株)袖ケ浦営業所

5406 袖ケ浦市 日本工業検査㈱千葉営業所

5407 袖ケ浦市 ホテル割烹鈴や

5408 袖ケ浦市 (株)トクヤマエムテック

5409 袖ケ浦市 （株）横河システム建築

5410 袖ケ浦市 サン技研(株)

5411 袖ケ浦市 ㈱シミズオクト千葉スタジオ

5412 袖ケ浦市 （株）ダイセキ千葉事業所

5413 袖ケ浦市 (株)新昭和袖ヶ浦工場

5414 袖ケ浦市 (株)NIPPO東京湾アクアライン舗装補修工事

5415 袖ケ浦市 宮松城南(株)千葉工場

5416 袖ケ浦市 (株)トマック

5417 袖ケ浦市 (株)テクセル

5418 袖ケ浦市 吉野石膏（株）千葉第二工場

5419 袖ケ浦市 (株)クラナミ

5420 袖ケ浦市 ㈱サニックス袖ヶ浦工場

5421 袖ケ浦市 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会

5422 袖ケ浦市 ㈱東日産業

5423 袖ケ浦市 (株)片山組

5424 袖ケ浦市 (株)千葉銀行袖ケ浦支店

5425 袖ケ浦市 ㈲魚喜　　　

5426 袖ケ浦市 (一社）日本海事検定協会袖ヶ浦事務所

5427 袖ケ浦市 ㈲ケーズプランニング

5428 袖ケ浦市 日本郵便（株）袖ヶ浦郵便局

5429 袖ケ浦市 千葉トヨペット(株)袖ヶ浦店

5430 袖ケ浦市 (株)ＦｏｕｎＤ　ＬｉｎＫ

5431 袖ケ浦市 袖ヶ浦市消防本部

5432 袖ケ浦市 富士石油（株）袖ヶ浦製油所

5433 袖ケ浦市 カジマ・リノベイト（株）千葉営業所

5434 袖ケ浦市 東邦化学工業㈱千葉工場

5435 袖ケ浦市 日産化学（株）袖ケ浦工場

5436 袖ケ浦市 日本メジフィジックス（株）千葉工場

5437 袖ケ浦市 住友化学（株）千葉工場

5438 袖ケ浦市 山九㈱千葉支店袖ケ浦事業所

5439 袖ケ浦市 （株）住化分析センター千葉ラボラトリー



5440 袖ケ浦市 （株）めぐみ産業

5441 袖ケ浦市 袖ヶ浦瑞穂特別養護老人ホーム

5442 袖ケ浦市 (有)イトーメディカルケアイトー鍼灸院

5443 袖ケ浦市 社会福祉法人柊の郷上総

5444 袖ケ浦市 袖ケ浦桜ケ丘幼稚園

5445 袖ケ浦市 ㈲我妻建設

5446 館山市 安房農業協同組合

5447 館山市 千葉県農業共済組合ぼうそう支所安房センター

5448 館山市 千葉県農業共済組合南部家畜診療所

5449 館山市 千葉トヨタ自動車㈱館山店

5450 館山市 ㈱千葉マツダ館山店

5451 館山市 医療法人社団志高会

5452 館山市 社会福祉法人柚子の会リブタウン館山

5453 館山市 ㈲三平商会

5454 館山市 村越建材

5455 館山市 (有)アワ

5456 館山市 (有)太郎おさしみの宿たろべ

5457 館山市 ㈲木村ピーナッツ

5458 館山市 特定非営利活動法人たんぽぽの会

5459 館山市 （株）地質士

5460 館山市 館山自動車学校

5461 館山市 医療法人南陽会田村病院

5462 館山市 （株）関電工館山営業所

5463 館山市 （株）千葉パワーテクノ館山営業所

5464 館山市 （有）南房浄化槽サービス館山支店

5465 館山市 ㈱岡部建設

5466 館山市 医療法人南陽会介護老人保健施設みやぎの郷

5467 館山市 マム建設興業(株)

5468 館山市 (株)シンセイ

5469 館山市 松崎石油㈱

5470 館山市 休暇村館山

5471 館山市 千葉精工エンジニアリング㈱

5472 館山市 （有）森鈑金塗装

5473 館山市 特別養護老人ホーム微笑の里

5474 館山市 房総道路㈱

5475 館山市 (株)ホンダカーズ館山

5476 館山市 安房舗装土木㈱

5477 館山市 千葉日産自動車(株)館山店

5478 館山市 （株）もちづき

5479 館山市 コミュニティケアこまくさ

5480 館山市 ㈲友野モータース

5481 館山市 社会福祉法人太陽会安房地域医療センター　

5482 館山市 千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所

5483 館山市 ㈲上野モータース

5484 館山市 ㈱集賛舎

5485 館山市 ダイハツ千葉販売(株)館山店

5486 館山市 館山ケアセンター夢くらぶ

5487 館山市 アイル(株)

5488 館山市 ㈱エイ・ピー・シートスラブ館山ルアーナ



5489 館山市 ㈱風の抄

5490 館山市 ㈲和田自動車

5491 館山市 館山リゾートホテル

5492 館山市 東生産業㈱

5493 館山市 館山市地域包括支援センターなのはな

5494 館山市 医療法人社団慶勝会なのはな訪問看護ステーション

5495 館山市 ㈱服部

5496 館山市 丸高ライフエナジー（株）

5497 館山市 千葉トヨペット㈱館山店

5498 館山市 （有）山内六三郎商店

5499 館山市 （有）早川建設館山店

5500 館山市 （有）飯沼商会

5501 館山市 （株）スズキ自販京葉アリーナ館山

5502 館山市 ネッツトヨタ千葉(株)館山店

5503 館山市 (有)鈴木土建

5504 館山市 医療法人鉄蕉会亀田ファミリークリニック館山

5505 館山市 館山商事㈱

5506 館山市 （株）館山丸一青果市場

5507 館山市 ㈲下田興業

5508 館山市 セントケア南房総

5509 館山市 フジセイコー(株)館山営業所

5510 館山市 睦建設株式会社

5511 館山市 ホテル川端

5512 館山市 館山市環境保全協業組合

5513 館山市 小金設備工業（株）

5514 館山市 (株)東和機材館山営業所

5515 館山市 館山生コン㈱

5516 館山市 ㈱嶋田商会

5517 館山市 （株）まるい

5518 館山市 館山漁業協同組合

5519 館山市 (有)コミヤ電気工事

5520 館山市 ㈱堀江商店ガス部館山営業所

5521 館山市 学校法人館山白百合学園

5522 館山市 医療法人社団寿会

5523 館山市 ㈲ギヤラージ・マーメイド

5524 館山市 (株)Bｏｓｏ

5525 館山市 （株）サングリーン

5526 館山市 (有)小谷興業

5527 館山市 (株)新房総開発

5528 館山市 中央エンタープライス（株）館山営業所

5529 館山市 千葉県立安房特別支援学校

5530 館山市 社会福祉法人安房広域福祉会

5531 館山市 花清

5532 館山市 （合）滝口製材所

5533 館山市 一般財団法人関東電気保安協会千葉事業本部君津事業所館山支所

5534 館山市 医療法人徳洲会館山病院

5535 館山市 （株）スイッチ

5536 館山市 (株)チヤフルキョウエイ館山事業所

5537 館山市 トヨタカローラ千葉㈱館山店



5538 館山市 就労継続支援B型事業所「大丈夫」

5539 館山市 東京電力パワーグリッド（株）木更津支社館山事務所

5540 館山市 東電タウンプランニング(株)

5541 館山市 房州カントリークラブ

5542 館山市 ㈲豊久商店

5543 館山市 ㈱オシダリ

5544 館山市 民宿伝平　

5545 館山市 ダスキン八幡支店

5546 館山市 南房観光㈱館山シーサイドホテル

5547 館山市 ㈱海幸苑

5548 館山市 医療法人社団慶勝会介護老人保健施設なのはな館みさき

5549 館山市 西岬漁業協同組合

5550 館山市 極洋船舶工業㈱

5551 館山市 総務部留置管理課木更津分室

5552 館山市 千葉県安房健康福祉センター

5553 館山市 中央労働金庫館山支店

5554 館山市 館山市役所

5555 館山市 三芳水道企業団

5556 館山市 ヴェオリア・ジェネッツ（株）館山営業所

5557 館山市 館山税務署

5558 館山市 館山コンクリ－ト㈱

5559 館山市 （株）杉井工業所

5560 館山市 館山信用金庫本部

5561 館山市 館山信用金庫本店

5562 館山市 日本郵便（株）館山郵便局

5563 館山市 （株）かんぽ生命保険館山郵便局かんぽサービス部

5564 館山市 広井トーヨー住器（株）

5565 館山市 （有）石井商店

5566 館山市 ㈱清水屋商店

5567 館山市 ㈲和田屋商店

5568 館山市 (株)京葉銀行館山支店

5569 館山市 （株）千葉銀行館山支店

5570 館山市 （株）全日警館山営業所

5571 館山市 (株)中村屋

5572 館山市 （株）山崎工務店

5573 館山市 東洋証券（株）館山支店

5574 館山市 本多建設㈱

5575 館山市 （有）房州日日新聞社

5576 館山市 水戸証券（株）館山支店

5577 館山市 渡辺建設（株）

5578 館山市 （株）波奈

5579 館山市 千葉県安房土木事務所

5580 館山市 千葉県安房農業事務所

5581 館山市 千葉県安房地域振興事務所

5582 館山市 千葉県館山県税事務所

5583 館山市 千葉県館山水産事務所

5584 館山市 千葉県農林総合研究センター病害虫防除課南総分室

5585 館山市 千葉県館山警察署

5586 館山市 安房郡市消防本部館山消防署



5587 館山市 リコージャパン(株)館山営業所

5588 銚子市 (株)石毛造園土木

5589 銚子市 日産プリンス千葉販売（株）銚子店

5590 銚子市 東邦酒類販売㈱

5591 銚子市 銚子税務署

5592 銚子市 （有）平山牧場

5593 銚子市 救護施設盲養護老人ホーム猿田の丘なでしこ

5594 銚子市 (有)糟谷製作所

5595 銚子市 金正水産㈲

5596 銚子市 伊東丸漁業㈱

5597 銚子市 ㈲〆印島長水産

5598 銚子市 ㈱伊東商会

5599 銚子市 ㈲金星

5600 銚子市 社会福祉法人マリンピア

5601 銚子市 ネッツトヨタ東都㈱銚子店

5602 銚子市 永井工業㈱

5603 銚子市 小林建設㈱

5604 銚子市 ㈲杉浦

5605 銚子市 犬吠埼観光ホテル

5606 銚子市 ホテルニュー大新

5607 銚子市 木村プログレス工業㈱

5608 銚子市 ㈱永井鉄工所

5609 銚子市 絶景の宿犬吠埼ホテル

5610 銚子市 ㈱奈村商店

5611 銚子市 千和屋建材(株)

5612 銚子市 ㈲山平商店

5613 銚子市 富士正食品（株）

5614 銚子市 （株）宮新工業

5615 銚子市 （有）節工業

5616 銚子市 (有)エースパック

5617 銚子市 (株)一山

5618 銚子市 高橋水産㈱銚子支店

5619 銚子市 ㈱飯田商店

5620 銚子市 ㈲やま 庵

5621 銚子市 東和建設(株)

5622 銚子市 ㈱藤工務所

5623 銚子市 ちばみどり農業協同組合銚子支店

5624 銚子市 稲荷鐵工（株）

5625 銚子市 ㈱名雪電機

5626 銚子市 医療法人財団みさき会たむら記念病院

5627 銚子市 (株)生活総合サポート

5628 銚子市 ネッツトヨタ千葉㈱銚子三崎店

5629 銚子市 就労継続支援Ｂ型事業所しおさい

5630 銚子市 銚子市児童発達支援センターわかば

5631 銚子市 あおぞら三崎

5632 銚子市 （株）宮崎工業

5633 銚子市 スバル千葉東㈱

5634 銚子市 ㈱ホンダカーズ東総銚子松岸店

5635 銚子市 ㈱コスミック



5636 銚子市 銚子市役所

5637 銚子市 日本郵便（株）銚子郵便局

5638 銚子市 社会福祉法人銚子市社会福祉協議会

5639 銚子市 社会福祉法人讃寿会ケアハウス老人デイサービスセンター かすが苑

5640 銚子市 千葉県銚子警察署

5641 銚子市 千葉県警察本部総務部留置管理課八日市場分室

5642 銚子市 みきデイサービスセンター

5643 銚子市 銚子市立銚子高等学校

5644 銚子市 大勝建設㈱銚子支店

5645 銚子市 ガラスリソーシング㈱　

5646 銚子市 (株)レインボーヒルズカントリークラブ

5647 銚子市 東光保育園

5648 銚子市 （株）タカハシ

5649 銚子市 高橋食品（株）

5650 銚子市 (株)カトー

5651 銚子市 （有）池板金工業所

5652 銚子市 ビジネス環境整備㈱

5653 銚子市 トーホー工業（株）

5654 銚子市 千葉産業クリーン㈱

5655 銚子市 金島建設㈱

5656 銚子市 トヨタカローラ千葉（株）銚子松岸店

5657 銚子市 銚子燃料㈱

5658 銚子市 リハビリ特化型デイサービスセカンド

5659 銚子市 大衆印刷㈱

5660 銚子市 (株)ダイナミック

5661 銚子市 三井住友海上火災保険（株）千葉支店銚子支社

5662 銚子市 あいおいニッセイ同和損害保険（株）銚子総合支社

5663 銚子市 (株)エルカナ

5664 銚子市 (有)大九造船

5665 銚子市 (株)楽天堂遊楽

5666 銚子市 (有)さんきゅう

5667 銚子市 ワタミ(株)銚子営業所

5668 銚子市 (有)立原建設

5669 銚子市 ㈱銚子鉄工所

5670 銚子市 (株)銚子杉野

5671 銚子市 森幸漁網(株)

5672 銚子市 （株）千葉銀行銚子支店

5673 銚子市 (株)常陽銀行銚子支店

5674 銚子市 ヤマサ醤油（株）

5675 銚子市 （株）トラヤ

5676 銚子市 (有)時友商店

5677 銚子市 ㈱小川戸機械店

5678 銚子市 JAちばみどり営農センター銚子

5679 銚子市 特別養護老人ホームさざんか園

5680 銚子市 (株)川嶋畜産

5681 銚子市 （株）桑田商店

5682 銚子市 特定非営利活動法人スマイル銚子

5683 銚子市 ㈱阿天坊

5684 銚子市 千葉県海匝健康福祉センター



5685 銚子市 旭県税事務所銚子支所

5686 銚子市 （有）銚子プラザホテル

5687 銚子市 フタバ薬局介護事業部

5688 銚子市 （株）全日警千葉支社銚子営業所

5689 銚子市 東京海上日動火災保険㈱銚子支社

5690 銚子市 （株）飯田富蔵商店

5691 銚子市 松岡水産（株）

5692 銚子市 嘉平屋㈱

5693 銚子市 千葉県銚子水産事務所

5694 銚子市 ㈲大川水道設備

5695 銚子市 銚子市漁業協同組合

5696 銚子市 千葉県銚子漁港事務所

5697 銚子市 ㈱大栄水産

5698 銚子市 ㈱ヤマニンベン

5699 銚子市 (有)かねまた水産

5700 銚子市 (株)ハローフーズ

5701 銚子市 ㈱大國屋

5702 銚子市 ㈲大松魚問屋

5703 銚子市 （株）イクオリティー

5704 銚子市 CSネットワーク（株）東総支店

5705 銚子市 (株)山長

5706 銚子市 医療法人芳仁会

5707 銚子市 ㈱東総コンピューターシステム

5708 銚子市 銚子信用金庫本店

5709 銚子市 中央労働金庫銚子支店

5710 銚子市 千葉県立銚子商業高等学校

5711 銚子市 (有)銚子浄化槽管理センター

5712 銚子市 啓愛会 銚子中央保育園

5713 銚子市 ㈱加瀬商店

5714 銚子市 ロジスネクスト東京(株)鹿島支店銚子サービスセンター

5715 銚子市 ㈱オワリヤ楽器

5716 銚子市 （株）千葉興業銀行銚子支店

5717 銚子市 保立砿油㈱

5718 銚子市 東京電力パワーグリッド（株）成田支社銚子事務所

5719 銚子市 ㈱富士薬品銚子営業所

5720 銚子市 ㈱カネジョウ大﨑

5721 銚子市 学校法人加計学園千葉科学大学

5722 銚子市 千葉県立銚子商業高等学校海洋校舎

5723 銚子市 千葉トヨタ自動車㈱銚子長塚店

5724 銚子市 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）銚子営業所

5725 銚子市 (株)鈴栄商事

5726 銚子市 千葉県銚子土木事務所

5727 銚子市 千葉日産自動車㈱銚子店

5728 銚子市 ㈲石毛電設

5729 銚子市 医療法人社団慈風会介護老人保健施設慈風苑

5730 銚子市 ダイハツ千葉販売（株）銚子店

5731 銚子市 （有）エイユー

5732 銚子市 （株）ルネサンススイミングクラブルネサンス銚子

5733 銚子市 （株）銚子大洋自動車教習所



5734 銚子市 エヌ・ケー・リース(有)

5735 銚子市 (有)藤代商店

5736 銚子市 ㈱今井組

5737 銚子市 (有)東総測量設計社

5738 銚子市 伊藤水道(株)

5739 銚子市 ㈲ラクーンサービス

5740 銚子市 合資会社黒田本店

5741 銚子市 ㈱東部電気

5742 銚子市 ㈱山二電機

5743 銚子市 千葉トヨペット㈱銚子店

5744 銚子市 銚子市消防本部

5745 銚子市 大岩石油(株)

5746 銚子市 銚子商工信用組合

5747 銚子市 和光設備㈱

5748 銚子市 岡田土建㈱

5749 銚子市 医療法人社団圭寿会兒玉病院

5750 銚子市 ㈱岡田商店

5751 銚子市 田杭建設㈱

5752 銚子市 医療法人積仁会島田総合病院

5753 銚子市 銚子瓦斯㈱銚子営業所　

5754 銚子市 ㈱宮内商店

5755 銚子市 （株）ビスト

5756 銚子市 宝醤油（株）

5757 銚子市 ㈱浅田鐵工所

5758 銚子市 （株）クレックス銚子営業所

5759 銚子市 ㈱宮下モータース

5760 銚子市 (株)千葉マツダ銚子店

5761 銚子市 銚子市水道局

5762 銚子市 学校法人妙福寺学園認定こども園銚子幼稚園

5763 銚子市 (株)荒野商店

5764 銚子市 ㈱イマヅ

5765 銚子市 ㈱大一奈村魚問屋

5766 銚子市 (株)エマック

5767 銚子市 若築建設(株)銚子工事事務所

5768 銚子市 東海澱粉㈱銚子営業所

5769 銚子市 ヤックスデイサービスセンター銚子明神

5770 銚子市 ㈱兆星

5771 銚子市 ㈲岡野平次郎商店

5772 銚子市 特別養護老人ホーム松籟の丘

5773 銚子市 (株)大伸

5774 銚子市 (有)光陽モータース

5775 銚子市 宮崎食品販売(株)

5776 銚子市 ㈲仲田

5777 東金市 (株)関電工東関東営業本部千葉支店東金営業所

5778 東金市 （株）千葉パワーテクノ東金営業所

5779 東金市 医療法人静和会介護老人保健施設あさいケアセンター

5780 東金市 (株)岡電気

5781 東金市 ㈱新興ウオターマネージメント工業

5782 東金市 山武郡市広域行政組合環境衛生課



5783 東金市 山武郡市広域水道企業団

5784 東金市 山武郡市広域行政組合中央消防署

5785 東金市 山武郡市広域行政組合消防本部

5786 東金市 ㈲ツクモリ工芸

5787 東金市 社会福祉法人ゆりの木会

5788 東金市 ユーコウ(株)

5789 東金市 千葉県立農業大学校

5790 東金市 特別養護老人ホーム芙蓉荘

5791 東金市 （株）新千葉カントリー倶楽部

5792 東金市 ㈱千葉マツダ東金店

5793 東金市 ㈱五十嵐商会東金営業所

5794 東金市 千葉スカイテック(株)

5795 東金市 (株)德倉東金工場

5796 東金市 協栄流通（株）東金要冷集品センター

5797 東金市 (株)ＴＪＲ東金営業所

5798 東金市 ｉｆｍ　ｅｆｅｃｔｏｒ（株）

5799 東金市 ㈱マック　　　　　

5800 東金市 エクシオグループ（株）茂原技術センタ

5801 東金市 ダイハツ千葉販売(株)東金総合センター

5802 東金市 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター

5803 東金市 西尾レントオール(株)東金出張所

5804 東金市 （有）小河設備

5805 東金市 ㈱共楽園緑化土木

5806 東金市 （有）ハナザワ工芸

5807 東金市 ペイフォワード(株)

5808 東金市 （株）ワイエム

5809 東金市 (株)マルトシ

5810 東金市 （株）東リース東金営業所

5811 東金市 ㈱ステップ京葉

5812 東金市 ㈲モリ企画

5813 東金市 アドレス・サービス㈱   

5814 東金市 千葉県警察学校

5815 東金市 (有)太田興業

5816 東金市 ㈲山田建設

5817 東金市 マルヤマエクセル(株)千葉工場

5818 東金市 大東産業(株)

5819 東金市 ㈱三宅孵卵場

5820 東金市 千葉孵化場(株)

5821 東金市 トヨタカローラ千葉㈱東金店

5822 東金市 日産プリンス千葉販売（株）東金店

5823 東金市 千葉県立東金青少年自然の家指定管理者(株)オーエンス

5824 東金市 ㈱土肥建設工業

5825 東金市 (株)ユニオンテック

5826 東金市 千葉県東部家畜保健衛生所

5827 東金市 ㈲古川設備工業

5828 東金市 ㈲地引組　　　　　

5829 東金市 千葉トヨペット（株）東金店

5830 東金市 庄司工業㈱

5831 東金市 小林工業㈱



5832 東金市 千葉トヨタ自動車（株）東金店

5833 東金市 千葉日産自動車㈱東金台方店

5834 東金市 （有）信和住建

5835 東金市 ハイビック(株)東金インター木材市場

5836 東金市 （有）飯島工業

5837 東金市 (株)東友

5838 東金市 (有)恵生産業

5839 東金市 三友プラントサービス(株)千葉営業所

5840 東金市 旭化工(株)東金工場

5841 東金市 ㈱シー・エス・ランバー

5842 東金市 (株)クガテクニカル興業

5843 東金市 高松工業㈱

5844 東金市 ㈲中村製麺所

5845 東金市 ㈲辻牛乳

5846 東金市 セントケア看護小規模東金

5847 東金市 ヤックスデイサービス東金田間

5848 東金市 グリーンケアヴィレッジ（株）東金なごみ館

5849 東金市 パラメディカル㈱

5850 東金市 平本建業（株）

5851 東金市 (株)京葉銀行東金支店

5852 東金市 千葉日産自動車（株）東金田間店

5853 東金市 カインズホーム東金店

5854 東金市 ＵＤトラックス(株)東金カスタマーセンター

5855 東金市 東金市役所

5856 東金市 ㈱千葉銀行東金支店

5857 東金市 日本郵便（株）東金郵便局

5858 東金市 （株）千葉興業銀行東金サンピア支店

5859 東金市 安藤興業㈱

5860 東金市 ㈱長谷川商店

5861 東金市 両総土地改良区

5862 東金市 ㈱西川園

5863 東金市 ㈱機材センター小川屋

5864 東金市 (株)ハウジング重兵衛東金ショールーム店

5865 東金市 南総通運(株)

5866 東金市 南総建設（株）

5867 東金市 九十九里地域水道企業団

5868 東金市 セントケア千葉(株)セントケア東金

5869 東金市 東京電力パワーグリッド（株）成田支社東金事務所

5870 東金市 千葉県山武土木事務所

5871 東金市 千葉県山武地域振興事務所

5872 東金市 千葉県東金県税事務所

5873 東金市 千葉県教育庁東上総教育事務所山武分室

5874 東金市 八紘測量開発㈱

5875 東金市 ㈲ところ設備商会

5876 東金市 リフラット（株）東金本社

5877 東金市 （株）片貝

5878 東金市 (株)サン測量設計

5879 東金市 (株)ＭＥｎｅｔ

5880 東金市 （株）エヌ・シー・エス



5881 東金市 新東冷熱㈱

5882 東金市 ㈲土屋重機

5883 東金市 千葉県東金警察署　　

5884 東金市 千葉県警察本部総務部留置管理課八日市場分室

5885 東金市 千葉県立東金特別支援学校

5886 東金市 （株）松半

5887 東金市 医療法人社団明生会東葉クリニック

5888 東金市 ヤクルト東金西センター

5889 東金市 千葉県立東金高等技術専門校

5890 東金市 (株)テンサン プレカット事業部

5891 東金市 日本瓦斯（株）東金営業所

5892 富里市 富里エコサービス（株）

5893 富里市 （有）北村設備

5894 富里市 久能カントリー倶楽部

5895 富里市 （株）ジョイルート

5896 富里市 (株)ＮＴＳ

5897 富里市 千葉県動物愛護センター

5898 富里市 (有)ヒロ建設

5899 富里市 文化シヤッターサービス（株）成田ＳＳ

5900 富里市 （株）スズケン千葉営業部成田支店

5901 富里市 ダイハツ千葉販売（株）富里店

5902 富里市 (株)ＬＩＸＩＬトータル販売成田支店

5903 富里市 住栄農材（株）

5904 富里市 (株)ＱｕａｌｉｔＲ

5905 富里市 成田機材㈱

5906 富里市 (株)ホンダカーズ東総富里店

5907 富里市 ㈱一福土木

5908 富里市 原田鉄筋（株）

5909 富里市 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）成田セールスセンター

5910 富里市 ㈲海宝モータース

5911 富里市 千葉トヨペット（株）富里店　

5912 富里市 大樹興業(株)

5913 富里市 ネッツトヨタ千葉(株)ユーコム富里インター店

5914 富里市 千葉スバル（株）成田店

5915 富里市 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社成田店

5916 富里市 ㈱北総園芸

5917 富里市 渡辺パイプ(株)成田サービスセンター

5918 富里市 ㈱おきな

5919 富里市 (株)常盤メディカルサービス成田営業所

5920 富里市 フロンティアインターナショナルジャパン(株)成田支店

5921 富里市 ウルノ商事（株）東関東支店

5922 富里市 リハプライド富里

5923 富里市 (株)テラコン千葉工場

5924 富里市 ネクステージ富里店

5925 富里市 ネッツトヨタ千葉（株）富里店

5926 富里市 ネッツトヨタ千葉(株)ユーコム富里店

5927 富里市 (株)チヤフルキョウエイ富里事業所

5928 富里市 （株）ナリコー富里ホール

5929 富里市 ロジスネクスト東京（株）成田営業所

5930 富里市 農事組合法人成田ナーセリー

5931 富里市 富里市水道事業所



5932 富里市 ヤクルト富里センター

5933 富里市 富里市役所

5934 富里市 富里市農業協同組合

5935 富里市 社会福祉法人富里市社会福祉協議会

5936 富里市 医療法人社団知己会

5937 富里市 富里市クリーンセンター

5938 富里市 ㈲村岡教材社

5939 富里市 日本郵便(株)富里郵便局

5940 富里市 富里市消防本部富里市消防署

5941 富里市 房総建機(株)

5942 富里市 幸邦工業㈱

5943 富里市 ㈱ライコム

5944 富里市 ㈱テンサン仮設工事部

5945 富里市 十倉トーヨー住器(株)

5946 富里市 (株)クレックス成田営業所

5947 富里市 つかだファミリークリニック訪問看護ステーション富里

5948 富里市 太産工業㈱千葉製作所

5949 富里市 (株)寺建

5950 富里市 社会福祉法人福葉会障害者支援施設富里福葉苑

5951 富里市 社会福祉法人清郷会協和厚生園

5952 富里市 社会福祉法人清郷会日吉厚生園

5953 富里市 リコージャパン（株）成田事業所

5954 富里市 ＣＳＫスーパーデイサービス

5955 富里市 （株）ニッセーデリカ千葉工場

5956 富里市 医療法人徳洲会成田富里徳洲会病院

5957 富里市 (株)ライト成田営業所

5958 富里市 (株)ホットスタッフ成田

5959 富里市 日本道路（株）成田出張所

5960 富里市 (株)千葉総合介護サービス日吉台営業所

5961 富里市 (株)インテックス

5962 富里市 学校法人日吉台学園日吉台幼稚園

5963 富里市 東京納品代行(株)成田センター成田FLCⅡ

5964 富里市 富士総合食品（株）

5965 富里市 ミライフ（株）千葉中央オフィス

5966 富里市 スカニアジャパン(株)東京富里工場

5967 富里市 ㈱エコー千葉営業所

5968 富里市 (有)北総クリーンサービス

5969 流山市 阪和工材（株）東関東営業所

5970 流山市 (株)千葉銀行流山おおたかの森支店

5971 流山市 流山市上下水道局

5972 流山市 第一環境（株）流山事業所

5973 流山市 兼松サステック（株）技術開発センター　

5974 流山市 （株）流山自動車学校

5975 流山市 タナックス（株）

5976 流山市 ネッツトヨタ東都（株）おおたかの森店

5977 流山市 （株）千葉マツダおおたかの森店

5978 流山市 （有）関商店

5979 流山市 ㈱大　橋

5980 流山市 千葉県流山警察署　　　　

5981 流山市 ツクイ流山おおたかの森

5982 流山市 （株）千葉興業銀行おおたかの森支店



5983 流山市 土地家屋調査士法人えん道グループ

5984 流山市 （株）クレックス柏営業所

5985 流山市 協和技建工業(株)

5986 流山市 ㈱北盛工業

5987 流山市 特別養護老人ホームはまなす苑

5988 流山市 ㈱高橋工務店

5989 流山市 流山設備工業㈲

5990 流山市 ㈱流山石油

5991 流山市 流山市クリーンセンター

5992 流山市 たんぽぽ訪問看護ステーション

5993 流山市 流山市立図書・博物館

5994 流山市 （株）流山水道センター

5995 流山市 流山ケアセンターそよ風

5996 流山市 ㈲綱木工業

5997 流山市 ㈱富士薬品流山営業所

5998 流山市 （株）市村工業

5999 流山市 ㈱石田機械店

6000 流山市 ㈱東葛ウエル工業

6001 流山市 学校法人わかば学園認定こども園みやぞの幼稚園

6002 流山市 北千葉広域水道企業団技術部流山庁舎

6003 流山市 えどがわ森の保育園

6004 流山市 学校法人江戸川学園江戸川大学

6005 流山市 古川自動車㈱

6006 流山市 (株)千歳電機産業

6007 流山市 （株）クトクマーケティング東京営業所

6008 流山市 ㈱佐藤ケミカル

6009 流山市 ㈱トーショー

6010 流山市 流山市心身障害者福祉作業所さつき園

6011 流山市 水戸部(株)流山物流センター

6012 流山市 日立造船(株)関東サービスセンター

6013 流山市 日本瓦斯㈱東関東支店流山営業所

6014 流山市 ㈲宮田モータース

6015 流山市 ネッツトヨタ千葉㈱南柏店

6016 流山市 千葉トヨペット㈱柏店

6017 流山市 千葉日産自動車(株)ルノー柏

6018 流山市 （株）花創美本店

6019 流山市 （有）エール

6020 流山市 和泉木材㈱

6021 流山市 京和ガス(株)

6022 流山市 （株）グリーンサークル

6023 流山市 流山市消防本部

6024 流山市 （株）ダスキン誠実ダスキン南流山支店　　

6025 流山市 （株）小泉東関東流山営業所

6026 流山市 （有）橋立鈑金塗装

6027 流山市 （有）吉喜レッカー

6028 流山市 (有)小谷庭苑

6029 流山市 医療法人社団愛友会介護老人保健施設ハートケア流山

6030 流山市 (有)小室商店

6031 流山市 昭和水利㈱

6032 流山市 ㈱共　栄

6033 流山市 ㈲坂巻葬祭店



6034 流山市 社会福祉法人武尊会ウェルリーフ初石

6035 流山市 ㈱太陽自動車工業

6036 流山市 ㈱川和

6037 流山市 柏新建材工業（株）

6038 流山市 日本郵便(株)流山郵便局

6039 流山市 日本郵便（株）流山郵便局第二集配営業部

6040 流山市 リハプライド１２１流山

6041 流山市 流山市保健センター

6042 流山市 ㈲長浦製作所

6043 流山市 ㈱鶴田食品千葉   

6044 流山市 サンコーテクノ（株）流山事業所　

6045 流山市 特別養護老人ホームリバーパレス流山

6046 流山市 医療法人社団江陽会江陽台病院

6047 流山市 （株）流山クリーンサービス

6048 流山市 ㈱ユーワ

6049 流山市 ㈱マルタカ

6050 流山市 （株）スイコー

6051 流山市 栄光産業㈱

6052 流山市 千葉日設㈱

6053 流山市 （有）オカダ

6054 流山市 (有)リスペクト

6055 流山市 （株）KMR

6056 流山市 学校法人黒川学園黒川幼稚園

6057 流山市 千葉県警察流山運転免許センター

6058 流山市 ㈱木谷工業

6059 流山市 ㈱サンエス自動車

6060 流山市 (株)黒田屋商店松戸営業所

6061 流山市 ㈱高善工務店

6062 流山市 ＲｏｙａｌＧａｒｄｅｎＰａｌａｃｅ柏日本閣

6063 流山市 （有）小谷園

6064 流山市 東建設㈱

6065 流山市 クレシア物流株式会社

6066 流山市 とうかつ中央農業協同組合新川支店

6067 流山市 根本学園八木幼稚園

6068 流山市 ㈲初石鈑金

6069 流山市 千葉県立流山高等学校

6070 流山市 （有）木村設備工業

6071 流山市 ㈲いづみ商会

6072 流山市 (株)ニチイ学館ニチイケアセンター流山北

6073 流山市 学校法人坂巻学園一の台幼稚園

6074 流山市 ケアハウス春の苑

6075 流山市 ㈱協栄年金ホーム協栄江戸川年金ホーム

6076 流山市 千葉県流山区画整理事務所

6077 流山市 特定非営利活動法人思いやりのあるまちづくりの会ふれあい

6078 流山市 楽楽館パワリハスタジオ

6079 流山市 プリオ流山訪問看護ステーション

6080 流山市 (株)千葉銀行南流山支店

6081 流山市 サンコーテクノ（株）南流山事業所

6082 流山市 アイエスジー(株)中央支店流山営業所

6083 流山市 （株）ホームプロジェクト



6084 流山市 ネッツトヨタ千葉(株)南流山店

6085 流山市 千葉トヨタ自動車㈱流山店

6086 流山市 社会福祉法人草加福祉会クラシックレジデンス江戸川台

6087 流山市 医療法人社団愛友会千葉愛友会記念病院

6088 流山市 総研フィールド(株)

6089 流山市 ㈱山崎産業

6090 流山市 日産プリンス千葉販売（株）流山店

6091 流山市 トヨタカローラ千葉(株)流山店

6092 流山市 ㈱金子製作所松戸工場

6093 流山市 学校法人みのる学園江戸川台ひまわり幼稚園

6094 流山市 （株）ウイング

6095 流山市 流山市役所　　　　

6096 流山市 流山市教育委員会

6097 流山市 （有）古賀開発設計

6098 流山市 社会福祉法人流山市社会福祉協議会

6099 流山市 とうかつ中央農業協同組合流山支店

6100 流山市 セントラルフィットネスクラブ流山

6101 流山市 デイサービスシルバーカレッジ流山校

6102 流山市 ブライトライフ訪問看護ステーション

6103 流山市 京和住設㈱

6104 流山市 学校法人岡本学園平和台幼稚園

6105 流山市 ㈱ダイシンクリア

6106 流山市 トーカツ建興㈱

6107 流山市 ソラスト流山

6108 流山市 ㈲藤田建材店

6109 流山市 とうかつ中央農業協同組合流山経済センター　

6110 流山市 とうかつ中央農業協同組合八木支店

6111 流山市 ㈱篠塚造園土木

6112 流山市 ノームラ化水工業（株）

6113 流山市 特別養護老人ホームあざみ苑

6114 流山市 千葉県立特別支援学校流山高等学園

6115 流山市 東芝テックソリューションサービス(株)柏サービスステーション

6116 流山市 ㈱根本電気工業

6117 流山市 小菅製パン(株)流山工場

6118 流山市 千葉トヨペット㈱流山店

6119 流山市 ㈲柳家

6120 流山市 流鉄㈱

6121 流山市 （株）千葉銀行流山支店

6122 流山市 学校法人岡本学園南流山幼稚園

6123 流山市 (株)サンリツ東葛営業所

6124 流山市 ㈲山崎清八商店

6125 流山市 ビバホーム流山店

6126 習志野市 トムラ・ジャパン（株）茜浜工場

6127 習志野市 ㈱丸山工務店

6128 習志野市 畠山建設㈱

6129 習志野市 三宝建設㈱

6130 習志野市 ㈱横打

6131 習志野市 アシザワ・ファインテック（株）

6132 習志野市 （株）あじかん千葉営業所



6133 習志野市 大栄紙業㈱

6134 習志野市 （株）キッツエンジニアリングサービス京浜SC

6135 習志野市 （株）やつや

6136 習志野市 十一房印刷工業（株）習志野工場

6137 習志野市 千葉県ヤクルト販売(株)京葉支社

6138 習志野市 (株)日立産機システム　　　　

6139 習志野市 日本ケーブル㈱本社工場

6140 習志野市 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）船橋セールスセンター

6141 習志野市 勝又自動車(株)コルネット事業部

6142 習志野市 コマツカスタマーサポート(株)東京関越カンパニー千葉支店習志野営業所

6143 習志野市 社会福祉法人あひるの会あかね園

6144 習志野市 京葉測量（株）

6145 習志野市 メルセデス・ベンツ日本(株)習志野事業所

6146 習志野市 阪和流通センター東京(株)

6147 習志野市 習志野市立東部デイサービスセンター

6148 習志野市 公益社団法人習志野市シルバー人材センター

6149 習志野市 (株)アオキ

6150 習志野市 川名建材㈱

6151 習志野市 JCOM（株）

6152 習志野市 千葉県警察本部生活安全部少年課京葉地区少年センター

6153 習志野市 栄工業㈱

6154 習志野市 習志野市教育委員会

6155 習志野市 習志野市役所

6156 習志野市 習志野市消防本部中央消防署

6157 習志野市 ㈱フジケン

6158 習志野市 中井商工(株)東京営業所

6159 習志野市 日産プリンス千葉販売㈱幕張インター店

6160 習志野市 ＮＰＯ法人希望の虹

6161 習志野市 千葉県習志野警察署

6162 習志野市 千葉県警察本部交通部交通機動隊習志野分駐隊

6163 習志野市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室（習志野警察署内）

6164 習志野市 福葉水道㈱

6165 習志野市 エヌデーシー㈱　　　　

6166 習志野市 東邦自動車(株)

6167 習志野市 学校法人飯生学園みもみ幼稚園

6168 習志野市 興和電機㈱　　

6169 習志野市 （株）ユニオン電気

6170 習志野市 （株）三ツ星工業

6171 習志野市 ㈱エーシン

6172 習志野市 ホープ訪問看護ステーション

6173 習志野市 杉山建設工業㈱

6174 習志野市 (株)ラウンドワン習志野店

6175 習志野市 ユニオン建設(株)新習志野出張所

6176 習志野市 明治ロジテック（株）習志野事業所

6177 習志野市 イシグロ㈱東京ステーション

6178 習志野市 習志野市クリーンセンター

6179 習志野市 習志野市総合福祉センター

6180 習志野市 社会福祉法人習志野市社会福祉協議会

6181 習志野市 社会福祉法人習愛会花の実園



6182 習志野市 社会福祉法人習愛会あきつ園

6183 習志野市 社会福祉法人清和園ゆいまーる習志野

6184 習志野市 医療法人社団愛友会介護老人保健施設ケアセンター習志野

6185 習志野市 社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院

6186 習志野市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部千葉県済生会済生会ならしの訪問看護ステーション

6187 習志野市 日本大学生産工学部

6188 習志野市 コウジー訪問看護リハビリステーション習志野

6189 習志野市 (株)京葉銀行津田沼支店

6190 習志野市 本田土木工業㈱

6191 習志野市 三好フローリング㈱　

6192 習志野市 ㈱習志野ガス設備工業

6193 習志野市 （株）ジン・プロダクトライン

6194 習志野市 ニチイケアセンター習志野中央

6195 習志野市 ㈱ミツワ堂

6196 習志野市 (株)千葉興業銀行習志野支店

6197 習志野市 医療法人社団愛友会介護老人保健施設あっとほーむ習志野

6198 習志野市 （株）ヤマダデンキLABI津田沼

6199 習志野市 （株）ア・ゼスト

6200 習志野市 BXゆとりフォーム(株)船橋店

6201 習志野市 医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院

6202 習志野市 三徳工業（株）

6203 習志野市 デイケア「谷津居宅サービスセンター」

6204 習志野市 (株)ケアサービスコタニケアステーション輝

6205 習志野市 東京湾岸リハビリテーション病院

6206 習志野市 田久保建設㈱

6207 習志野市 総合ケアセンター京成谷津

6208 習志野市 特別養護老人ホームサンクレール谷津

6209 習志野市 学校法人平岡学園第一くるみ幼稚園

6210 習志野市 藤建㈱

6211 習志野市 天龍製鋸（株）東京支店

6212 習志野市 （株）ローソン千葉中央支店

6213 習志野市 (株)ミヤコシ

6214 習志野市 学校法人千葉工業大学

6215 習志野市 エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社

6216 習志野市 日本郵便(株)習志野郵便局

6217 習志野市 （株）ゆうちょ銀行千葉パートナーセンター

6218 習志野市 幼保連携型認定こども園青葉幼稚園

6219 習志野市 （有）杉田モータース

6220 習志野市 パイオニア販売(株)京葉営業所

6221 習志野市 （株）Ｎ・フィールド訪問看護ステーションデューン津田沼

6222 習志野市 アサヒ建築土木（株）

6223 習志野市 (株)千葉銀行津田沼支店

6224 習志野市 日本総合住生活(株)千葉西支店

6225 習志野市 千葉みらい農業協同組合習志野支店

6226 習志野市 広島建設（株）津田沼ショールーム

6227 習志野市 京成自動車整備（株）津田沼本社

6228 習志野市 社会福祉法人江戸川豊生会かがやきの郷福楽園

6229 習志野市 習志野市立習志野高等学校

6230 習志野市 （株）ヤマプラス千葉



6231 習志野市 地域交流プラザブレーメン習志野

6232 習志野市 習志野市消防本部東消防署

6233 習志野市 社会福祉法人康徳会

6234 習志野市 (株)日立産機ドライブ・ソリューションズ

6235 習志野市 ㈱藤井建設

6236 習志野市 ㈱ナラデン

6237 習志野市 ㈱神谷工務店

6238 習志野市 ㈲下山設備工業

6239 習志野市 豊栄工業㈱

6240 習志野市 山中建設㈱

6241 習志野市 ホーリネス幼稚園

6242 習志野市 生活協同組合パルシステム千葉習志野センター

6243 習志野市 富士産業㈱習志野営業所

6244 習志野市 秋山木材産業（株）

6245 習志野市 千葉スバル（株）習志野店

6246 習志野市 (株)ハウス・デポ関東千葉西営業所

6247 習志野市 東京キリンビバレッジサービス(株)千葉支店

6248 習志野市 (株)樋口製作所

6249 習志野市 ㈲村山モータース　　　　

6250 習志野市 (株)小出ロール鐵工所

6251 習志野市 フジフーズ（株）千葉工場

6252 習志野市 ロイヤルホームセンター(株)習志野店

6253 習志野市 （株）東急スポーツオアシス習志野２４Ｐｌｕｓ

6254 習志野市 大平洋機工㈱

6255 習志野市 (株)竹中工務店東日本機材センター

6256 習志野市 習志野市企業局

6257 習志野市 東電通ネットワーク習志野事務所

6258 習志野市 (株)千葉渥美組

6259 習志野市 ㈱クレックス船橋営業所

6260 習志野市 シュガーハート習志野訪問看護ステーション

6261 習志野市 ㈱吉水電機工業

6262 習志野市 (株)三石設備コンサルタント

6263 習志野市 仕出し弁当けいようランチ

6264 習志野市 (株)パーパスエコテック

6265 習志野市 千葉県習志野健康福祉センター

6266 習志野市 日鉄溶接工業（株）習志野工場

6267 成田市 ㈲新生興業

6268 成田市 生活協同組合コープみらいコープデリ成田センター

6269 成田市 (株)ヤマダデンキテックランド成田店

6270 成田市 ダイハツ千葉販売（株）成田店

6271 成田市 （有）グリーンロードサービス

6272 成田市 （株）交通建設成田工事所

6273 成田市 東日本旅客鉄道（株）千葉電力設備技術センター成田メンテナンスセンター

6274 成田市 東日本電気エンジニアリング㈱成田サービスセンター

6275 成田市 パーソルテンプスタッフ(株)成田オフィス

6276 成田市 自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所

6277 成田市 成田ケーブルテレビ(株)

6278 成田市 (株)ガスパル成田販売所

6279 成田市 フランスベッド（株）メディカル北千葉営業所



6280 成田市 ミツノ㈱キャスコ花葉ＣＬＵＢ本コース

6281 成田市 成田市地域包括支援センター

6282 成田市 （株）山口興業

6283 成田市 （株）大栄カントリー

6284 成田市 ㈱ジャパンサポート

6285 成田市 特別養護老人ホーム杜の家なりた

6286 成田市 (株)セノン羽田支社成田営業所

6287 成田市 千葉県企業局船橋水道事務所成田支所

6288 成田市 印旛健康福祉センター成田支所

6289 成田市 中央食肉衛生検査所

6290 成田市 千葉県成田土木事務所

6291 成田市 千葉県成田警察署

6292 成田市 城之内建材（株）

6293 成田市 （株）千葉興業銀行成田支店

6294 成田市 アイザワ証券(株)成田支店

6295 成田市 公益財団法人成田空港周辺地域共生財団

6296 成田市 成田市役所　　　　

6297 成田市 成田市消防本部警防課

6298 成田市 （株）京葉銀行成田支店

6299 成田市 京葉銀行SBIマネープラザ成田

6300 成田市 (株)ビショップ　

6301 成田市 千葉トヨペット（株）成田店

6302 成田市 セコム㈱成田支社

6303 成田市 三菱電機ビルソリューションズ（株）千葉支店成田営業所

6304 成田市 ＮＥＣフィールディング(株)千葉支店成田営業所

6305 成田市 （株）りそな銀行成田支店

6306 成田市 東京電力パワーグリッド（株）成田支社

6307 成田市 ㈱千葉銀行成田支店

6308 成田市 千葉銀行法人営業部成田プロジェクト推進室

6309 成田市 （株）千葉銀行成田ローンセンター

6310 成田市 損害保険ジャパン日本興亜（株）千葉支店成田支社

6311 成田市 あいおいニッセイ同和損害保険(株)千葉支店成田支社

6312 成田市 ちばぎん証券（株）成田支店

6313 成田市 三住産業（株）

6314 成田市 ホシザキ関東（株）成田営業所

6315 成田市 アイディホーム(株)成田営業所

6316 成田市 日本生命保険相互会社成田支社

6317 成田市 帝人ヘルスケア（株）千葉支店成田営業所

6318 成田市 （株）ダイフク成田カスタマーステーション

6319 成田市 キャノンシステムアンドサポート(株)成田営業所

6320 成田市 住友林業（株）住宅・建築事業本部成田支店

6321 成田市 ㈲割烹関源　　　　　

6322 成田市 (株)エヌ・ジー・エル

6323 成田市 東電通アクセス（株）成田センタ

6324 成田市 京葉ガスリキッド（株）設備工事部

6325 成田市 （株）エスケーフーズ

6326 成田市 かとり農業協同組合大栄経済センター

6327 成田市 （有）名取電設

6328 成田市 ㈱ダイサン



6329 成田市 小澤商事（株）成田生コンクリート工場

6330 成田市 (株)都元寄楽屋本店

6331 成田市 ㈱乃どり

6332 成田市 東邦建設㈱

6333 成田市 米山基礎工業㈱

6334 成田市 印東木材㈱

6335 成田市 (株)濵砂建設

6336 成田市 （有）平岡興業

6337 成田市 読売新聞成田ニュータウン店

6338 成田市 ㈱八甕成田営業所

6339 成田市 東京ガスライフバル千葉（株）東京ガスライフバル佐倉成田店

6340 成田市 ニチイケアセンター成田美郷台（柏支店）

6341 成田市 （株）栗原医療器械店成田営業所

6342 成田市 共生建設㈱

6343 成田市 つかだファミリークリニック訪問看護ステーション

6344 成田市 社会福祉法人成田山福祉財団成田学園

6345 成田市 ヤクルト成田ニュータウンセンター

6346 成田市 ㈱サン・ポート

6347 成田市 ㈱千建成田営業所

6348 成田市 ㈱シーテック

6349 成田市 学校法人杉田学園認定こども園はくと幼稚園

6350 成田市 ライフケアタカサ成田市店

6351 成田市 ＴＯＴＯ㈱成田営業所

6352 成田市 大東建託（株）成田支店　　

6353 成田市 セントケア公津の杜

6354 成田市 ミドリ安全成田(株)

6355 成田市 ㈱ソピュア

6356 成田市 国際医療福祉大学成田キャンパス

6357 成田市 学校法人公津学園公津の杜幼稚園

6358 成田市 ㈱天地堂塗装店

6359 成田市 ヒラヤマホーム㈱

6360 成田市 （有）コンドーメンテナンス成田事務所

6361 成田市 社会福祉法人大成会成田のぞみの園

6362 成田市 弓田食堂

6363 成田市 ヤクルト下総センター

6364 成田市 サノヤス・エンジニアリング（株）東京テクノセンター

6365 成田市 （株）飯塚造園

6366 成田市 学校法人日栄学園

6367 成田市 (株)並木商店　　　　　

6368 成田市 千葉県警察本部警備部成田国際空港警備隊

6369 成田市 ㈱成田園芸

6370 成田市 總武建設（株）

6371 成田市 成田市消防本部三里塚消防署

6372 成田市 千葉県警察本部交通部交通機動隊成田分駐隊

6373 成田市 （株）ジャパンクルーサービス成田支店

6374 成田市 （有）三愛システム

6375 成田市 ＧＬＯＲＹ ＳＵＰＰＯＲＴ（株）

6376 成田市 ヤクルト三里塚センター

6377 成田市 ㈱総合開発



6378 成田市 能美防災(株)千葉支社成田事務所

6379 成田市 (株)芝山

6380 成田市 (株)ＫＳＰ・ＥＡＳＴ成田支社

6381 成田市 (株)エヌテック

6382 成田市 ㈱インフライトフーズ　　　

6383 成田市 ㈲レッカーサービス木川

6384 成田市 ㈲大川組

6385 成田市 千葉日産自動車㈱成田空港店

6386 成田市 ㈱菜花の里

6387 成田市 成田市農業協同組合

6388 成田市 （有）カンザキ

6389 成田市 ㈱名取亭

6390 成田市 成田用水土地改良区

6391 成田市 並木産業㈱

6392 成田市 (株)桧家住宅成田展示場

6393 成田市 ㈱ダイエー花壇

6394 成田市 ゼネラルサービス(株)

6395 成田市 （株）東武ホテルマネジメント成田東武ホテルエアポート

6396 成田市 (株)日産カーレンタルソリューション成田空港店

6397 成田市 ㈱ジェイピーエンタープライズスカイパーキング

6398 成田市 (有)成田エアポートジェット企画

6399 成田市 オバタ総業(株)

6400 成田市 (有)加瀬興業

6401 成田市 (株)ナリコーファーム

6402 成田市 (株)サンリツ成田事業所第２倉庫

6403 成田市 (有)BFサービス成田資材センター

6404 成田市 成田市農業協同組合園芸センター加工販売課

6405 成田市 ㈱ナリコ－ナリコークリーンセンター

6406 成田市 (株)須之内組

6407 成田市 日本ステリ（株）香取センター

6408 成田市 飯森石油㈱

6409 成田市 (株)ナリタコスゲ・オペレーションズ

6410 成田市 エムアイジー(株)

6411 成田市 アートホテル成田

6412 成田市 タイムズカー成田空港店

6413 成田市 ㈱国井組

6414 成田市 成田総業㈱

6415 成田市 アイエスジー（株）成田営業所

6416 成田市 千葉県立成田西陵高等学校

6417 成田市 (株)エムエス成田営業所

6418 成田市 丸勝建設㈱

6419 成田市 米屋（株）

6420 成田市 ㈱藤屋

6421 成田市 千葉信用金庫成田支店

6422 成田市 学校法人成田山教育財団成田幼稚園

6423 成田市 （株）アクティブ

6424 成田市 社会福祉法人大成会 不二学園

6425 成田市 （株）空港アシストサービス

6426 成田市 サンヨーエアサービス（株）



6427 成田市 三菱ふそうトラック・バス(株)成田支店

6428 成田市 クレアネイト(株)

6429 成田市 (株)サウンドハウス

6430 成田市 三和機材(株)成田工場カスタマーサポート部

6431 成田市 東京航空クリーニング（株）成田工場

6432 成田市 米屋（株）第二工場

6433 成田市 鉄建建設(株)建設技術総合センター

6434 成田市 スカイハートホテル成田

6435 成田市 （株）竹屋成田店

6436 成田市 成田山新勝寺

6437 成田市 学校法人成田山教育財団成田高等学校・同附属中学校

6438 成田市 ㈱サンショウ冷熱

6439 成田市 社会福祉法人成田市社会福祉協議会

6440 成田市 東京電力パワーグリッド（株）成田支社赤坂事務所

6441 成田市 千葉県北千葉道路建設事務所

6442 成田市 日本郵便(株)成田郵便局

6443 成田市 千葉トヨペット(株)成田ニュータウン店

6444 成田市 インポートカーズ(株)Volkswagen成田

6445 成田市 成田市消防本部赤坂消防署

6446 成田市 （株）スタック成田営業所

6447 成田市 特別養護老人ホーム蓬莱の杜

6448 成田市 ㈱ショウトク

6449 成田市 ㈱成田造園土木

6450 成田市 ㈱ワタナベ     

6451 成田市 くすのき幼稚園

6452 成田市 三信建設㈱成田支店

6453 成田市 アイビス(株)成田支店

6454 成田市 AKSグランドハンドリング(株)

6455 成田市 （株）サンエアカーゴサービス

6456 成田市 (株)ビューティ花壇成田営業所

6457 成田市 双葉リース（株）関東特機部

6458 成田市 (株)小高興業

6459 成田市 ホテルマイステイズプレミア成田

6460 成田市 千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊成田分駐隊

6461 成田市 （株）千葉三協

6462 成田市 山本商会㈱千葉支店成田営業所

6463 成田市 社会福祉法人徳栄会特別養護老人ホーム成田苑

6464 成田市 成田食料㈱

6465 成田市 社会福祉法人大成会 かしの木園

6466 成田市 関東機工建設(株)

6467 成田市 （株）レンタルのニッケン成田営業所

6468 成田市 空港協力事業（株）

6469 成田市 和道路㈱

6470 成田市 聖徳大学附属成田幼稚園

6471 成田市 公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団

6472 成田市 （有）川豊

6473 成田市 ㈲鰻福亭　　　　

6474 成田市 三信化工㈱千葉工場

6475 成田市 特別養護老人ホーム長寿園



6476 成田市 共同企業体成田アスコン

6477 成田市 大成ロテック(株)成田工事事務所

6478 成田市 東部産業㈱成田事業所

6479 成田市 ㈱川島製作所

6480 成田市 成田市消防本部大栄消防署

6481 成田市 鹿島道路（株）東京支店成田営業所

6482 成田市 (株)ハウジング重兵衛成田ショールーム店

6483 成田市 ネッツトヨタ千葉㈱成田店

6484 成田市 ㈱ホンダカーズ東総成田空港通り店

6485 成田市 三愛リテールサービス（株）

6486 成田市 ㈱スズキ自販千葉成田営業所

6487 成田市 ㈲片岡岩次郎商店

6488 成田市 (株)ママショップ加納成田工場

6489 成田市 かなでの杜成田

6490 成田市 (株)クローバーホーム

6491 成田市 (株)フォーリーフナゲット

6492 成田市 （株）サイネックス成田支店

6493 成田市 (株)アーネストワン成田営業所

6494 成田市 誠光電設(株)

6495 成田市 成田空港警備（株）

6496 成田市 ㈱高岡電機店

6497 成田市 合資会社ダスキン成田

6498 成田市 （株）ケイ・システム成田営業所

6499 成田市 ヤクルト成田センター

6500 成田市 ㈱千葉マツダ成田店

6501 成田市 ㈲矢沢商事　　　

6502 成田市 （有）津軽興業

6503 成田市 ナリタ合成㈱

6504 成田市 (株)サカタのタネ品質管理部品質検査第三課成田農場

6505 成田市 ヤクルト佐原西センター

6506 成田市 千葉県警察本部生活安全部少年課北総地区少年センター

6507 成田市 イワタニ関東（株）成田営業所

6508 成田市 スカイウェイカントリークラブ

6509 成田市 山本印刷(株)

6510 成田市 (有)福美

6511 成田市 (株)モトーレンレピオＭＩＮＩ成田

6512 成田市 ハッピーハート成田

6513 成田市 訪問看護ステーションるりから

6514 成田市 ケアパートナー成田

6515 成田市 医療法人社団誠仁会みはま成田クリニック

6516 成田市 中央労働金庫成田支店

6517 成田市 成田赤十字病院

6518 成田市 ＪＡ成田市ケアセンター美郷

6519 成田市 ヴェオリア・ジェネッツ（株）成田営業所

6520 成田市 (株)協伸

6521 成田市 （株）シー・アイ・シー成田営業所

6522 成田市 （有）成田ガーデン

6523 成田市 ネッツトヨタ東都(株)成田店

6524 成田市 トヨタカローラ千葉㈱成田店



6525 成田市 トヨタカローラ千葉(株)成田ＭＣ

6526 成田市 オートバックス成田店

6527 成田市 ホルビガー日本（株）本社

6528 成田市 ＫＶＳ(株)ボルボ・カー成田

6529 成田市 （株）ホンダカーズ千葉成田駅前店

6530 成田市 (株)スズキ自販関東成田営業所

6531 成田市 千葉県酒類販売㈱成田支店

6532 成田市 第一空調（株）

6533 成田市 (株)電洋社成田営業所

6534 成田市 (株)蔵元工房

6535 成田市 （株）ＪＰＮ

6536 成田市 タイヘイ（株）成田営業所

6537 成田市 国井建設（株）本社

6538 成田市 (株)ムトウ成田事業部成田支店

6539 成田市 社会福祉法人まごころ

6540 成田市 （株）ホンダカーズ千葉Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ富里インター

6541 成田市 (株)ヨシケイ千葉成田本社

6542 成田市 千葉トヨタ自動車（株）成田店

6543 成田市 千葉日産自動車(株)成田店

6544 成田市 (株)モトーレンレピオ成田支店

6545 成田市 (株)建築資料研究社成田支店

6546 成田市 (株)トーケン

6547 成田市 (株)大伸

6548 成田市 (株)ヤワタホーム

6549 成田市 成田三菱自動車販売㈱

6550 成田市 (株)ウィザースホーム成田事業所

6551 成田市 高木測量㈱

6552 成田市 ㈱プラントサービス千葉支社

6553 成田市 ㈱京成ドライビングスクール

6554 成田市 都機工㈱成田支店

6555 成田市 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール成田

6556 成田市 成田市農業協同組合経済センター

6557 成田市 中央日化サービス(株)成田営業所

6558 成田市 山崎緑化建設㈱

6559 成田市 (株)アクセス

6560 成田市 ＣＰ成田(株)

6561 成田市 （株）ＡＮＡケータリングサービス成田工場

6562 成田市 共和建設工業㈱

6563 成田市 （株）フィット

6564 成田市 (株)千葉化成

6565 成田市 （株）新井商店成田営業所

6566 成田市 （株）ダイマツ

6567 成田市 さわやかリビング成田

6568 成田市 ㈱御門建設

6569 成田市 ゆかり成田下総デイガーデン萩

6570 成田市 千葉県立下総高等学校

6571 成田市 社会福祉法人菜の花会しもふさ工房

6572 成田市 社会福祉法人菜の花会しもふさ学園

6573 成田市 ㈱秋葉牧場



6574 成田市 ㈲根本商会

6575 成田市 ㈲ココユーテック

6576 成田市 成田エアカーゴサービス（株）

6577 成田市 国際空港上屋（株）

6578 成田市 （株）ＪＡＬカーゴサービス

6579 成田市 (株)エージーピー成田支社

6580 成田市 スイスポートジャパン（株）

6581 成田市 (株)ティエフケー       

6582 成田市 コスモ企業㈱

6583 成田市 日本空港給油（株）

6584 成田市 東京税関成田税関支署

6585 成田市 空港情報通信㈱

6586 成田市 （株）成田エアポートテクノ

6587 成田市 農林水産省動物検疫所成田支所

6588 成田市 千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課薬物密輸対策センター

6589 成田市 東京出入国在留管理局成田空港支局

6590 成田市 （株）グリーンポート・エージェンシー

6591 成田市 千葉県警察本部国際捜査課分室

6592 成田市 ＮＡAセーフティサポート(株)

6593 成田市 日本航空(株)成田空港支店

6594 成田市 （株）JALグランドサービス

6595 成田市 千葉県成田国際空港警察署

6596 成田市 国土交通省東京航空局成田空港事務所

6597 成田市 千葉県警察本部総務部留置管理課千葉分室

6598 成田市 日本空港サービス㈱

6599 成田市 日本梱包運輸倉庫（株）成田営業所

6600 成田市 ㈱ＪＡＬメンテナンスサービス成田事業所

6601 成田市 （株）JALエンジニアリング

6602 成田市 成田空港警備（株）消防部　　　　　　

6603 成田市 ㈱ＪＡＬエアテック　

6604 成田市 マイナミ空港サービス（株）成田事業所

6605 成田市 （株）ＮＡＡファシリティーズ

6606 成田市 成田空港給油施設(株)

6607 成田市 （株）URリンケージ成田事務所

6608 成田市 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所成田用水事業所

6609 成田市 建装工業(株)成田営業所

6610 成田市 成田空港給油施設(株)成田事業所

6611 成田市 ジャルロイヤルケータリング(株)

6612 成田市 成田空港警備(株)

6613 成田市 郵船ロジスティクス(株)貨物管理ビル

6614 成田市 ＡＮＡスカイビルサービス㈱産業システム事業本部成田産業機器事業部

6615 成田市 ANAスカイビルサービス（株）成田エリア業務部エリア統括課　

6616 成田市 全日本空輸㈱成田空港支店

6617 成田市 (株)ソピュア空港事務所

6618 成田市 (株)ジェイ・エス・エス成田支店

6619 成田市 日本貨物航空(株)

6620 成田市 ＮＣＡ　Japan(株)　　　　　　　　　

6621 成田市 (株)ＪＡＬファシリティーズ千葉支店

6622 成田市 サンコー・エア・セルテック(株)空港事業部成田整備点検整備課



6623 成田市 ＡＮＡ成田エアポートサービス(株)

6624 野田市 (株)エース

6625 野田市 ㈱朝田商会野田工場

6626 野田市 ゼンキ工業(株)

6627 野田市 DCM(株)DCMホーマック野田みずき店

6628 野田市 （株）ホーユー水興

6629 野田市 (株)ホーユー水興

6630 野田市 こばり訪問看護ステーション

6631 野田市 医療法人社団圭春会小張総合病院

6632 野田市 浅野さく泉管工（株）

6633 野田市 ㈱金杉電設

6634 野田市 河原実業㈱野田営業所

6635 野田市 関東パステム工業（株）

6636 野田市 (株)フォーサイト建設

6637 野田市 千葉日産自動車㈱野田店

6638 野田市 角田電気工業㈱野田支店

6639 野田市 ㈱野田ハッピー

6640 野田市 学校法人柏葉学園野田中央幼稚園

6641 野田市 ちば東□農業協同組合中根支店

6642 野田市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）

6643 野田市 ダイハツ千葉販売(株)野田店

6644 野田市 (有)コスモス環境サービス関宿事業所

6645 野田市 ㈱大島設備工業

6646 野田市 千葉県立関宿城博物館

6647 野田市 （有）小平組

6648 野田市 ちば東□農業協同組合関宿支店

6649 野田市 ㈱谷中組

6650 野田市 ㈱神田乾物

6651 野田市 （有）逆井自動車

6652 野田市 関山建設（株）

6653 野田市 ニチイケアセンター野田

6654 野田市 グリーン警備保障(株)

6655 野田市 川重ファシリテック(株)東部事業所

6656 野田市 木名瀬商事㈱

6657 野田市 関東建設マネジメント（株）

6658 野田市 (株)三豊

6659 野田市 ㈱ホンダプリモ利根

6660 野田市 ㈱みのわ寿司

6661 野田市 千葉県野田警察署

6662 野田市 千葉県警察本部総務部留置管理課松戸分室（野田警察署内）

6663 野田市 (株)雅工業

6664 野田市 千葉県農業共済組合北総支所東葛センター

6665 野田市 （株）ヤグチ

6666 野田市 上原建設工業(株)

6667 野田市 千葉県農業共済組合西部家畜診療所関宿出張所

6668 野田市 特別養護老人ホーム関宿ナーシングビレッジ

6669 野田市 （株）大宿

6670 野田市 (株)ショウ・コーポレーション野田自動車教習所

6671 野田市 田村興業㈱



6672 野田市 (有)トモノ緑建

6673 野田市 (株)アマノ東京東営業所

6674 野田市 ㈱古橋鉄工所

6675 野田市 （株）野田自然共生ファーム江川事業所

6676 野田市 東和電気工事(株)野田営業所

6677 野田市 MED AGREE CLINIC のだ

6678 野田市 ㈱スズキ自動車

6679 野田市 ケアパートナー野田

6680 野田市 癒しのデイサービス野田

6681 野田市 梅郷興業㈲

6682 野田市 特定非営利活動法人マ・メール

6683 野田市 千葉県北警備保障(株)

6684 野田市 ネッツトヨタ千葉(株)野田店

6685 野田市 千葉トヨペット㈱野田店

6686 野田市 （株）結訪問看護ステーションゆい

6687 野田市 たんぽぽ訪問看護ステーション野田南部出張所

6688 野田市 (株)ＪＶＫＭ

6689 野田市 (株)三共千葉西センター

6690 野田市 ちば東□農業協同組合うめさと支店

6691 野田市 トヨタカローラ千葉（株）野田店

6692 野田市 宗教法人霊波之光教会

6693 野田市 医療法人社団全生会江戸川病院

6694 野田市 （有）千葉リフォーム

6695 野田市 （株）新栄電気

6696 野田市 デイサービスセンター椿寿の里

6697 野田市 日産プリンス千葉販売（株）野田店

6698 野田市 医療法人社団天宣会梅郷ナーシングセンター

6699 野田市 窪田味噌醤油㈱

6700 野田市 （株）クレバーカンパニー

6701 野田市 バンテック関東（株）

6702 野田市 ㈱高野住設

6703 野田市 （株）リンカン開発野田営業所

6704 野田市 野田食菌工業㈱

6705 野田市 ㈱日本パープルＤＴＳセンター

6706 野田市 東亜産業（株）東京営業所

6707 野田市 西村商事(株)

6708 野田市 宝産業(株)関東工場

6709 野田市 アークメタル(株)千葉センター

6710 野田市 ちば住販（株）

6711 野田市 （株）オオヤマ千葉営業所

6712 野田市 伊藤工業(株)

6713 野田市 (株)ビル技研

6714 野田市 キッコーマンバイオケミファ(株)江戸川プラント

6715 野田市 中央労働金庫野田支店

6716 野田市 ＳｍｉｌｅＰｅａｃｅ

6717 野田市 （株）日本一

6718 野田市 ジャストマテリアル（株）

6719 野田市 日産スプリング㈱

6720 野田市 ㈲厚川鉄工所



6721 野田市 (株)オカダテックス

6722 野田市 （株）共栄サービス

6723 野田市 新日本ウエックス㈱東京工場

6724 野田市 ㈱トリヤマ

6725 野田市 学校法人江口学園関宿幼稚園

6726 野田市 一般財団法人野田市開発協会

6727 野田市 （株）アイテック

6728 野田市 (株)フジタ(仮称）野田瀬戸物流センターA棟

6729 野田市 丸要建設㈱

6730 野田市 野田清掃（株）

6731 野田市 （有）グリーンサービス

6732 野田市 シンシア清水公園

6733 野田市 （有）GAT

6734 野田市 ㈲金剛寺左官工業

6735 野田市 (株)海上冷暖

6736 野田市 日の丸ビッグテック（株）

6737 野田市 (株)OHGURO野田工場

6738 野田市 チカラ工業㈱

6739 野田市 ＳＵＭＣＯテクノロジー(株)

6740 野田市 ハルちゃんｈａｐｐｙｓｍｉｌｅ

6741 野田市 （株）アクシオ

6742 野田市 泉金属工業(株)

6743 野田市 甲斐工業(株)

6744 野田市 （株）リプロワールド本社

6745 野田市 糸川建設㈱

6746 野田市 ㈱日星 　　　

6747 野田市 ひばり

6748 野田市 ㈱オグラ建設

6749 野田市 （株）野田自然共生ファーム野田市堆肥センター

6750 野田市 （株）野田自然共生ファーム船形事業所

6751 野田市 （株）早川技研

6752 野田市 (株)トキワセーフティーステップ

6753 野田市 （株）スタック野田営業所

6754 野田市 ちば東□農業協同組合七福支店

6755 野田市 ㈱芳春

6756 野田市 医療法人社団福聚会東葛飾病院

6757 野田市 生活協同組合パルシステム千葉野田センター

6758 野田市 特別養護老人ホームいきいきタウンのだ

6759 野田市 第一環境（株）野田営業所

6760 野田市 ㈱植竹自動車工業所

6761 野田市 （株）総武サービスセンター

6762 野田市 （有）齋藤瓦店

6763 野田市 キノエネ醤油㈱

6764 野田市 戸辺建設㈱

6765 野田市 さくら・介護ステーション野田

6766 野田市 美濃紙業(株)野田営業所

6767 野田市 （株）コビーアンドアソシエイツコビープリスクールのだ

6768 野田市 トヨタカローラ千葉㈱中野台店

6769 野田市 (株)アイ・エヌ・ジー



6770 野田市 (株)クリーンジャパン

6771 野田市 千葉トヨタ自動車㈱野田店

6772 野田市 介護老人保健施設葵の園・野田

6773 野田市 医療法人社団真療会野田病院

6774 野田市 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）野田営業所

6775 野田市 西山測量㈱

6776 野田市 (株)ＬＩＸＩＬ技術研究開発センター

6777 野田市 古谷商事㈱

6778 野田市 （株）千葉カントリー倶楽部川間コース

6779 野田市 ちば東葛農業協同組合野田地区経済センター

6780 野田市 （有）アラ電気

6781 野田市 社会福祉法人志豊会

6782 野田市 エステー工業（株）野田事業所

6783 野田市 ㈱柿沼板金所

6784 野田市 池沢土木㈱

6785 野田市 月影幼稚園

6786 野田市 ちば東□農業協同組合川間支店

6787 野田市 ㈱相澤モータース

6788 野田市 ㈱日本総合開発

6789 野田市 (株)エネクル エネクル野田

6790 野田市 日本郵便㈱川間郵便局

6791 野田市 ㈱坂斉建設

6792 野田市 社会福祉法人野田みどり会

6793 野田市 公益社団法人野田市シルバー人材センター

6794 野田市 社会福祉法人野田市社会福祉協議会

6795 野田市 (株)千葉マツダ野田店

6796 野田市 （株）千葉カントリー倶楽部梅郷コース

6797 野田市 ㈱秦野食品

6798 野田市 就労継続支援Ｏｌｉｎａｃｅ野田

6799 野田市 千葉銀行関宿支店

6800 野田市 （株）アマダウエルドテック野田事業所

6801 野田市 江戸川段ボール工業㈱

6802 野田市 トナミ運輸（株）野田整備工場

6803 野田市 ちば東□農業協同組合二川支店

6804 野田市 （株）野口興業

6805 野田市 北総石油㈱

6806 野田市 学校法人加藤学園野田北部幼稚園

6807 野田市 音頭金属㈱

6808 野田市 （株）千葉カントリー倶楽部野田コース

6809 野田市 東日本ドラム工業㈱

6810 野田市 (株)ミツウロコヴェッセル

6811 野田市 グリコマニュファクチャリングジャパン(株)千葉工場

6812 野田市 ㈲竹寿司

6813 野田市 学校法人千葉武陽学園西武台千葉高等学校

6814 野田市 (株)富士技術サービス

6815 野田市 てぃーら産業（株）

6816 野田市 （株）進和

6817 野田市 (株)千葉銀行川間支店



6818 野田市 ちば東□農業協同組合川間駅前支店

6819 野田市 サカタインクス（株）東京工場

6820 野田市 介護のニヤコ

6821 野田市 （株）ツクイ川間

6822 野田市 ランチこころ

6823 野田市 丸美葬祭

6824 野田市 ミライフ(株)野田店

6825 野田市 くすのき苑

6826 野田市 ちば東□農業協同組合木間ヶ瀬支店

6827 野田市 (株)あおいの杜野田事業所

6828 野田市 加藤段ボール(株)

6829 野田市 飛島建設（株）技術研究所

6830 野田市 (株)ユー・エス・エス

6831 野田市 （株）ツクイ木間ヶ瀬

6832 野田市 デイサービスセンターウェルフェア

6833 野田市 (株)コーリンオートテクニカルセンター

6834 野田市 医療法人社団葛野会木野崎病院

6835 野田市 （株）ヨネイ

6836 野田市 (株)前田製作所野田工場

6837 野田市 浦辺建設(株)

6838 野田市 社会福祉法人招福会

6839 野田市 (株)ディー・アイ

6840 野田市 金龍建設(株)

6841 野田市 紫興業(株)コース管理部　　　　　　　

6842 野田市 新泉産業東日本(株)

6843 野田市 特別養護老人ホームふれあいの里

6844 野田市 キッコーマンフードテック（株）

6845 野田市 関根化学工業㈱

6846 野田市 キッコーマン食品㈱

6847 野田市 キッコーマンビジネスサービス㈱

6848 野田市 キッコーマン（株）

6849 野田市 (株)千葉興業銀行野田支店

6850 野田市 丸三証券（株）野田支店

6851 野田市 （株）千秋社

6852 野田市 （株）千葉銀行野田支店

6853 野田市 (有)あたご電機商会

6854 野田市 日本郵便㈱野田郵便局

6855 野田市 ㈱上原

6856 野田市 （株）鴨狩商店

6857 野田市 (株)京葉銀行野田支店

6858 野田市 愛宕建設工業㈱

6859 野田市 山本建設工業㈱

6860 野田市 医療法人社団淑幸会

6861 野田市 渡辺農事(株)

6862 野田市 ㈲古谷安五郎商店

6863 野田市 (株)トータルサポート・ノダ

6864 野田市 (有)稲久興業



6865 野田市 ブリヂストンタイヤサービス東日本（株）ミスタータイヤマン野田店

6866 野田市 野田市立あすなろ職業指導所

6867 野田市 野田市立あさひ育成園、野田市立こだま学園

6868 富津市 ㈱平野塗装

6869 富津市 房総建材工業㈱

6870 富津市 ㈱アルボビルメンテナンス　　　　

6871 富津市 ㈱イノセ

6872 富津市 富津市役所

6873 富津市 社会福祉法人富津市社会福祉協議会

6874 富津市 富津市消防本部

6875 富津市 日本郵便（株）富津郵便局

6876 富津市 Fマネージ(株)

6877 富津市 君津市農業協同組合富津自動車整備工場

6878 富津市 千葉県富津警察署

6879 富津市 君津市農業協同組合天羽支店

6880 富津市 日本郵便(株)関尻郵便局

6881 富津市 東京湾観光開発㈱

6882 富津市 (有)君津プロパンガス商会

6883 富津市 タイヘイ(株)富津営業所

6884 富津市 社会福祉法人天祐会ケアハウス大佐和苑

6885 富津市 ㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション・東亜道路工業㈱・日本道路㈱

6886 富津市 社会福祉法人佐貫会玄々堂亀田の郷

6887 富津市 大佐和電設㈱

6888 富津市 社会福祉法人金谷温凊会

6889 富津市 ㈲島津工務店

6890 富津市 ＴＪＫリゾート金谷城

6891 富津市 ロツキー工業㈱富津工場

6892 富津市 食事処德

6893 富津市 ㈲神子造園

6894 富津市 セントケア佐貫

6895 富津市 相談支援事業所ほうきぼし

6896 富津市 ハヤシレピック(株)

6897 富津市 (有)竹ノ内米店

6898 富津市 ㈲白井ガラス

6899 富津市 丸井建設工業㈱

6900 富津市 ㈲大佐和設備

6901 富津市 医療法人社団再生会介護老人保健施設わかくさ

6902 富津市 つつじ苑

6903 富津市 （株）上原工業

6904 富津市 (有)ケイアイシー

6905 富津市 ひろ寿司(有)

6906 富津市 日鉄テクノロジー（株）富津事業所

6907 富津市 日鉄テックスエンジ（株）ＲＥセンター

6908 富津市 （株）ＪＥＲＡ富津火力発電所

6909 富津市 (株)ネクセライズ富津事業所

6910 富津市 日東工業(株)富津事業所

6911 富津市 東京パワーテクノロジー（株）富津火力総括事務所



6912 富津市 ㈱富津機工富津事業所

6913 富津市 東電富津火力発電所東芝プラントシステム（株）現地事務所

6914 富津市 富津総合サービス（株）

6915 富津市 （株）アイ・テック東京支店

6916 富津市 (株)アイ・エス・ビー

6917 富津市 土井鋼材(株)富津事業所

6918 富津市 東京パワーテクノロジー（株）技術部技術センター

6919 富津市 (株)荏原製作所富津事業所

6920 富津市 赤星工業(株)富津工場

6921 富津市 住友重機械モダン㈱富津工場

6922 富津市 ㈱小島建設

6923 富津市 ㈲吾妻工業

6924 富津市 (株)盛工業

6925 富津市 （有）忠栄機工

6926 富津市 (株)ビップオートスズキアリーナ富津

6927 富津市 一角（株）

6928 富津市 医療法人社団三友会

6929 富津市 (株)マイテック

6930 富津市 (株)和

6931 富津市 (株)森田建材

6932 富津市 (有)鹿島建工

6933 富津市 ヤックスデイサービスセンター富津

6934 富津市 ニチイケアセンター富津

6935 富津市 (株)藤江木工所

6936 富津市 (株)かねじん電器

6937 富津市 （株）鈴木タイヤ商会

6938 富津市 ㈱君津特殊

6939 富津市 ㈱大佐和自動車教習所

6940 富津市 社会福祉法人アルムの森

6941 富津市 社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会

6942 富津市 榎本電機㈱

6943 富津市 社会福祉法人あすなろ会障害者支援施設どんぐりの郷

6944 富津市 （株）徳山ビルサービス関東支店

6945 富津市 (有)栄伸

6946 富津市 ㈲浜丸水産

6947 富津市 (株)千葉銀行富津支店

6948 富津市 あおみ建設(株)東京支店君津工事事務所

6949 富津市 (株)新栄プラント

6950 富津市 マルテン産業機械㈱

6951 富津市 学校法人富津学園明澄幼稚園

6952 富津市 （株）上総塗装工業

6953 富津市 (株)ハヤシ造園土木

6954 富津市 石村建設㈱

6955 富津市 加納塗装㈱

6956 富津市 （有）北海機工

6957 富津市 (株)エムケーコーポレーション

6958 富津市 （株）MTE

6959 富津市 （株）エムアーク

6960 富津市 (有)新栄容器



6961 富津市 (有)成和

6962 富津市 和蔵酒造㈱

6963 富津市 東京ベイサイドゴルフコース

6964 富津市 ヘルパーステーションわだち

6965 富津市 松浦企業㈱

6966 富津市 ㈲ミナミ

6967 富津市 総丘カントリー倶楽部

6968 富津市 成田産業

6969 富津市 （有）山本工業

6970 富津市 ㈲新誠鉄筋

6971 富津市 （株）大成防災

6972 富津市 (株)岩井工機

6973 富津市 (有)上総コーポレーション

6974 富津市 (有)立石煙火製造所

6975 富津市 カントウ機材(株)

6976 富津市 岡田建設㈱

6977 富津市 シルバービラージュ新舞子

6978 富津市 ㈱渡辺工務店

6979 富津市 ㈲井上商店

6980 富津市 富津漁業協同組合

6981 富津市 (株)イシワタ

6982 富津市 新富津漁業協同組合

6983 富津市 富津美掃㈱

6984 富津市 日本ビル防災㈱

6985 富津市 （有）富津鈑金

6986 富津市 三幸(株)新日鐵住金富津寮

6987 富津市 富二電機㈱

6988 富津市 企業組合千葉県森林整備協会

6989 富津市 社会福祉法人あたご会天羽養護老人ホーム

6990 富津市 社会福祉法人あたご会

6991 富津市 社会福祉法人薄光会豊岡光生園

6992 富津市 社会福祉法人薄光会太陽のしずく

6993 富津市 日本郵便（株）湊郵便局

6994 富津市 （株）アイビーホーム

6995 富津市 ㈱大栄鉄工所

6996 富津市 ㈱中山工務店

6997 富津市 TRソリューション(株)千葉営業所

6998 富津市 学校法人天羽学園 みなと幼稚園

6999 富津市 くんぷ防災(株)

7000 富津市 吉原商事㈱

7001 富津市 社会福祉法人薄光会湊ひかり学園

7002 船橋市 ふなばし翔裕園

7003 船橋市 特別養護老人ホーム船橋あさひ苑

7004 船橋市 相田化学工業(株)千葉営業所

7005 船橋市 羽田タートルサービス（株）千葉営業所

7006 船橋市 東日本旅客鉄道（株）千葉支社西船橋保線技術センター

7007 船橋市 日本住宅(株)京葉支店

7008 船橋市 中谷機工(株)東京事業所

7009 船橋市 （株）海翔



7010 船橋市 オージー技研(株)千葉営業所

7011 船橋市 太陽建機レンタル（株）船橋支店

7012 船橋市 坂口電機工業㈱　

7013 船橋市 生活協同組合コープみらいコープデリ湾岸センター

7014 船橋市 電気炉サービス船橋工場

7015 船橋市 （株）クボタ京葉工場

7016 船橋市 （株）クボタ建設東京支社京葉事業所

7017 船橋市 船橋港業㈱

7018 船橋市 (株)兼子船橋工場

7019 船橋市 三国屋建設(株)千葉支店

7020 船橋市 東京フラッグ(株)

7021 船橋市 日本電設資材㈱

7022 船橋市 ミナトゴム㈱

7023 船橋市 (株)ヨコハマタイヤジャパン船橋営業所

7024 船橋市 リフト商事㈱東京支店

7025 船橋市 ㈱ＮＴＴ東日本－南関東千葉事業部千葉西支店設備部京葉SC

7026 船橋市 （株）ＬＩＸＩＬ西千葉支店

7027 船橋市 グリーンベアベイサイド船橋夏見校

7028 船橋市 船橋市中央消防署夏見分署

7029 船橋市 (株)藤島住建

7030 船橋市 (株)サラブレッド

7031 船橋市 （株）斉藤総業

7032 船橋市 学校法人船橋ひまわり幼稚園

7033 船橋市 ジオテック(株)船橋機材センター

7034 船橋市 （株）日の出設備

7035 船橋市 社会福祉法人船橋市社会福祉協議会船橋市中央老人福祉センター

7036 船橋市 学校法人三橋学園夏見台幼稚園

7037 船橋市 （株）ジーエイチエス

7038 船橋市 （有）鳶鈴工務店

7039 船橋市 名糖運輸(株)船橋営業所

7040 船橋市 小田原工務店船橋南口支店

7041 船橋市 学校法人山下学園二葉幼稚園

7042 船橋市 カネマタ薬局中央店

7043 船橋市 新葉瓦斯機器（株）海神店

7044 船橋市 （株）バーンリペア船橋センター

7045 船橋市 イエローハット車検センター船橋インター店

7046 船橋市 船橋レミコン㈱第一工場

7047 船橋市 丸山金属工業㈱

7048 船橋市 あかつき建設（株）

7049 船橋市 平和産業（株）船橋事業所

7050 船橋市 ケアパートナー船橋

7051 船橋市 さかいリハ訪問看護ステーション西船橋

7052 船橋市 （株）ワキタ船橋営業所

7053 船橋市 （株）美山

7054 船橋市 (株)信和関東支店

7055 船橋市 (株)國盛

7056 船橋市 デニカ㈱

7057 船橋市 デイサービスはやて

7058 船橋市 まえだ興業（株）



7059 船橋市 学校法人健伸学院健伸幼稚園

7060 船橋市 アビリテｨーズ・ケアネット(株)千葉東葛営業所

7061 船橋市 朝日塗装㈱

7062 船橋市 ネッツトヨタ千葉(株)船橋宮本店

7063 船橋市 ユアサ・フナショク（株）

7064 船橋市 湯浅食品㈱本店

7065 船橋市 キングランメディケア㈱千葉支社

7066 船橋市 （株）菊鷹産業

7067 船橋市 (株)ヒット千葉支店

7068 船橋市 千葉トヨペット（株）船橋店

7069 船橋市 (株)KGRIT

7070 船橋市 （株）ハートフーズサービス

7071 船橋市 古橋工業㈱

7072 船橋市 誠和工業　(株)

7073 船橋市 日産プリンス千葉販売（株）金杉店

7074 船橋市 日泰サービス（株）

7075 船橋市 ㈱ハヤカワ　　　　

7076 船橋市 不二公業（株）

7077 船橋市 船橋市馬込衛生管理事務所

7078 船橋市 イリーゼ船橋塚田

7079 船橋市 船橋市北消防署行田分署

7080 船橋市 学校法人健伸学院健伸行田幼稚園

7081 船橋市 ちば東□農業協同組合行田支店

7082 船橋市 （株）キナン ビー・トライ事業部

7083 船橋市 (株)Ａ－ＴＲＵＣＫ

7084 船橋市 ㈱セイフティ

7085 船橋市 王子斎藤紙業(株)京葉営業所

7086 船橋市 熱研設備（株）船橋営業所

7087 船橋市 森紙業（株）千葉事業所

7088 船橋市 (株)海老正千葉営業所

7089 船橋市 船橋興産㈱

7090 船橋市 (株)ティーエスケー

7091 船橋市 ㈱総合印刷新報社

7092 船橋市 （株）紀文食品船橋工場

7093 船橋市 フジッコ（株）東京工場

7094 船橋市 フジッコＮＥＷデリカ（株）

7095 船橋市 高瀬下水処理場

7096 船橋市 （株）つくば鶏

7097 船橋市 クリエイト（株）東関東支店千葉営業所

7098 船橋市 千葉県企業局船橋水道事務所

7099 船橋市 千葉県企業局施設整備センター

7100 船橋市 ㈱セキヅカ商事

7101 船橋市 ㈱ナカムラ

7102 船橋市 （株）船橋総行

7103 船橋市 （株）東京エコール

7104 船橋市 ㈱仁徳

7105 船橋市 千葉県消費者センター

7106 船橋市 船橋ラビット㈱

7107 船橋市 丸井産業(株)船橋営業所



7108 船橋市 （株）フレッシュダイナー

7109 船橋市 ケーヨーデイツー新船橋店

7110 船橋市 ㈱西船グリーンサービス

7111 船橋市 東武スポーツクラブプレオン船橋

7112 船橋市 (株)タイコー・リフォーム

7113 船橋市 ＳＯＭＰＯケア船橋山野訪問介護

7114 船橋市 カシダス(株)船橋営業所

7115 船橋市 イエローハット西船橋店

7116 船橋市 大和ランテック（株）関東支店

7117 船橋市 タイムズサービス（株）第二事業本部千葉支店

7118 船橋市 大矢建工（株）

7119 船橋市 （株）丸庄船橋支店

7120 船橋市 長印船橋青果（株）本社

7121 船橋市 (有)船昭

7122 船橋市 千葉トヨペット(株)船橋市場通り店

7123 船橋市 千葉日産自動車（株）船橋店

7124 船橋市 ダイハツ千葉販売（株）船橋店

7125 船橋市 市川市農業協同組合船橋支店

7126 船橋市 千葉スバル（株）船橋店

7127 船橋市 京葉住設（株）船橋ビル

7128 船橋市 トヨタカローラ千葉㈱いちば通店

7129 船橋市 (株)ケンコー船橋営業所

7130 船橋市 日産プリンス千葉販売（株）船橋中央店

7131 船橋市 千葉県船橋警察署

7132 船橋市 ネッツトヨタ千葉(株)レクサス船橋

7133 船橋市 （株）モトーレングランツ船橋支店

7134 船橋市 船橋市立船橋高等学校

7135 船橋市 ケージェイリビング（株）市場事務所

7136 船橋市 (株)スズケン船橋支店

7137 船橋市 京葉ガス(株)葛南支社

7138 船橋市 京葉ガスカスタマーサービス(株)お客さまサービスセンター船橋

7139 船橋市 (株)千葉マツダ船橋店

7140 船橋市 千葉トヨタ自動車(株)船橋市場店

7141 船橋市 （株）スズキ自販千葉アリーナ船橋

7142 船橋市 ネッツトヨタ千葉（株）船橋市場通店

7143 船橋市 京葉都市開発㈱

7144 船橋市 日本技建（株）

7145 船橋市 （株）ヤナセ船橋支店

7146 船橋市 （株）セレモ

7147 船橋市 (株)ハートフラワー本社

7148 船橋市 ㈱門田商店

7149 船橋市 千葉県立船橋特別支援学校

7150 船橋市 学校法人戸村学園コスモス幼稚園

7151 船橋市 関東工営(株)

7152 船橋市 (有)田中建商船橋工場

7153 船橋市 (有)真建

7154 船橋市 くれよん訪問看護リハビリステーション船橋

7155 船橋市 (株)創研

7156 船橋市 (株)光明建設



7157 船橋市 （株）やさしい手新高根巡回訪問介護事業所

7158 船橋市 夢のまち訪問看護リハビリステーション新高根

7159 船橋市 (有)平野設備

7160 船橋市 芝浦シヤリング（株）東京事業部コイル鋼板部

7161 船橋市 いすゞ自動車首都圏(株)船橋工場

7162 船橋市 (株)コマデン船橋事業所

7163 船橋市 （株）ＮＩＰＰＯ船橋出張所

7164 船橋市 （株）京葉アスコン

7165 船橋市 山九プラントテクノ（株）機電センター

7166 船橋市 （株）ユカＡＳＤ首都圏センター

7167 船橋市 サンコー・エア・セルテック(株)

7168 船橋市 住宅品質保証㈱京葉事務所

7169 船橋市 西船みどり保育園

7170 船橋市 木村建設工業㈱

7171 船橋市 (株)エンブレム

7172 船橋市 学校法人髙基学園葛飾幼稚園

7173 船橋市 (株)森事務所西船橋支店

7174 船橋市 訪問看護リハビリステーションヒューマンケア総合センター

7175 船橋市 （株）千葉銀行西船橋支店

7176 船橋市 エームサービス(株)ＲＳ千葉営業所

7177 船橋市 福助エンジニアリング(株)

7178 船橋市 横山商事㈱

7179 船橋市 千葉トヨペット㈱中山店

7180 船橋市 ガーデンテック(株)

7181 船橋市 (株)メディセオ船橋支店

7182 船橋市 レグラス(株)本店

7183 船橋市 公益社団法人船橋市清美公社

7184 船橋市 ヤマトオートワークス(株)船橋工場

7185 船橋市 京葉埠頭港運(株)

7186 船橋市 新港電気産業㈱

7187 船橋市 しのはらプレスサービス㈱

7188 船橋市 河原工業（株）

7189 船橋市 蔵王産業（株）船橋営業所

7190 船橋市 アサヒ飲料販売(株)東京BAY支店

7191 船橋市 スマイルリハ訪問看護ステーション船橋

7192 船橋市 （株）グローヴデザインプロダクツ千葉営業所

7193 船橋市 医療法人社団清陽会すこやかデイケアハウス

7194 船橋市 (株)勝電ユニテク　　　　

7195 船橋市 ㈱ホンダベルノ市川ＨｏｎｄａＣａｒｓ市川東船橋店

7196 船橋市 ㈱まつや

7197 船橋市 大成輪業㈲

7198 船橋市 （株）ユタカ商事

7199 船橋市 (有)アンナカ造園

7200 船橋市 船橋市総合教育センター

7201 船橋市 （株）貝電

7202 船橋市 船橋市清掃センター

7203 船橋市 (株)タカヤス

7204 船橋市 （株）保戸田組

7205 船橋市 アイエスジー（株）



7206 船橋市 ㈱イースト

7207 船橋市 (株)クボタ計装

7208 船橋市 ㈱東光東工事部

7209 船橋市 (株)山興電気

7210 船橋市 (株)タイシン・テクノ

7211 船橋市 (株)新栄

7212 船橋市 (株)和庭園

7213 船橋市 特別養護老人ホーム太陽と緑の家藤原

7214 船橋市 日新工業(株)

7215 船橋市 ㈱小林工務店

7216 船橋市 （株）日本都市千葉支社

7217 船橋市 (株)キステム千葉支店

7218 船橋市 星建設(株)船橋営業所

7219 船橋市 障害者通所施設オーヴェル

7220 船橋市 糠信瀝青㈱

7221 船橋市 リーガルサービス（株）

7222 船橋市 日興建設㈱千葉支店

7223 船橋市 金木屋商事（株）船橋支店

7224 船橋市 （株）ミルックススチールセンター

7225 船橋市 千葉日石㈱

7226 船橋市 宮原建工㈱

7227 船橋市 日本郵便（株）船橋郵便局

7228 船橋市 （株）ゆうちょ銀行さいたま支店船橋出張所

7229 船橋市 (株)かんぽ生命保険船橋郵便局かんぽサービス部

7230 船橋市 ㈱小泉東関東船橋営業所

7231 船橋市 ㈱成晃社

7232 船橋市 （株）村上工業

7233 船橋市 トヨタモビリティパーツ(株)千葉支社船橋店

7234 船橋市 アポロビルサービス(株)船橋営業所

7235 船橋市 (株)八洋船橋営業所

7236 船橋市 ㈲サンアップ

7237 船橋市 国分ロジスティクス（株）

7238 船橋市 ボーソー油脂(株)

7239 船橋市 日本ピュアフード(株)船橋プラント

7240 船橋市 ㈱鈴木商店

7241 船橋市 学校法人石川学園日の丸幼稚園

7242 船橋市 （株）ＨＡＭＡＹＡ東京支店千葉完成品センター

7243 船橋市 千葉トヨタ自動車（株）アレス船橋店

7244 船橋市 船橋市北消防署

7245 船橋市 ㈲土井企業

7246 船橋市 ㈱音映システム

7247 船橋市 （株）かんぽ生命保険船橋支店

7248 船橋市 三井ホーム(株)千葉オーナーサポート部

7249 船橋市 ＫＥＥ環境工事(株)東京支店

7250 船橋市 パナソニックリビング（株）首都圏・関東社東関東支店

7251 船橋市 三井住友海上火災保険（株）千葉支店船橋支社

7252 船橋市 京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)千葉営業所

7253 船橋市 （株）ＳＭＣＲ東関東支店

7254 船橋市 千寿製薬(株)千葉グループ



7255 船橋市 ㈱あいはら関東支社

7256 船橋市 ウォータースタンド（株）船橋営業所

7257 船橋市 千葉県教育庁葛南教育事務所

7258 船橋市 協同水産流通（株）

7259 船橋市 築山緑化建設(株)

7260 船橋市 ㈱エイケン

7261 船橋市 セントケア訪問看護ステーション船橋

7262 船橋市 京葉帝酸（株）

7263 船橋市 船橋市保健福祉センター

7264 船橋市 東京電設サービス（株）千葉センター

7265 船橋市 フランスベッド(株)メディカル船橋営業所

7266 船橋市 ㈱ホンダカーズ市川船橋北口店

7267 船橋市 （株）木村鳶興業

7268 船橋市 (株)デザインアーク千葉支店

7269 船橋市 船橋市中央消防署本郷分署

7270 船橋市 ウエストシップサービス(株)

7271 船橋市 セコム（株）船橋統轄支社

7272 船橋市 （株）No.１千葉サービスセンター

7273 船橋市 日産プリンス千葉販売（株）西船橋店

7274 船橋市 リコージャパン（株）船橋事業所

7275 船橋市 東京ガスリノベーション（株）千葉営業グループ

7276 船橋市 北総電機産業(株)

7277 船橋市 （株）千葉銀行中山支店

7278 船橋市 mkホーム(株)

7279 船橋市 岩渕薬品㈱船橋営業所

7280 船橋市 エポックスポーツクラブ中山

7281 船橋市 千葉トヨペット（株）レクサス市川

7282 船橋市 吉田不動産（株）管理センター

7283 船橋市 船橋商工会議所

7284 船橋市 (株)建築資料研究社船橋支店

7285 船橋市 (株)みずほ銀行船橋法人部

7286 船橋市 積水ハウス（株）京葉支店　　　

7287 船橋市 東京海上日動火災保険（株）京葉支店

7288 船橋市 テイケイ（株）船橋支社

7289 船橋市 千葉県葛南地域振興事務所

7290 船橋市 ミサワホームイング(株)船橋営業課

7291 船橋市 清水港飼料(株)関東支社

7292 船橋市 (株)スタッフサービス

7293 船橋市 （株）ジャックス船橋支店

7294 船橋市 野村證券(株)船橋支店

7295 船橋市 ミドリ安全千葉西(株)

7296 船橋市 (株)第一ビルメンテナンス

7297 船橋市 （株）スウェーデンハウス千葉支店

7298 船橋市 (株)ホットスタッフ船橋

7299 船橋市 石井食品（株）

7300 船橋市 社会福祉法人船橋市社会福祉協議会

7301 船橋市 公益財団法人船橋市生きがい福祉事業団

7302 船橋市 公益財団法人船橋市福祉サービス公社

7303 船橋市 三菱電機ビルソリューションズ(株)船橋支店

7304 船橋市 （株）千葉興業銀行船橋支店

7305 船橋市 ㈱川市



7306 船橋市 あいおいニッセイ同和損害保険(株)千葉北支店

7307 船橋市 （株）千葉銀行船橋ローンセンター

7308 船橋市 学校法人浄智学園船橋幼稚園

7309 船橋市 損害保険ジャパン(株)千葉西支店

7310 船橋市 損保ジャパンパートナーズ京葉支店

7311 船橋市 石国工業（株）

7312 船橋市 ㈱半田電気

7313 船橋市 京成トラベルサービス（株）

7314 船橋市 （株）オープンハウス船橋センター

7315 船橋市 テイケイ(株)船橋中央支社

7316 船橋市 （株）東武百貨店船橋店

7317 船橋市 （株）千葉銀行船橋北口支店

7318 船橋市 ＣＳネットワーク(株)船橋支店

7319 船橋市 （株）木曽路船橋北口店

7320 船橋市 いつき電装（株）

7321 船橋市 綜合警備保障（株）船橋支社

7322 船橋市 東芝テックソリューションサービス(株)船橋サービスステーション

7323 船橋市 (株)テクシーダ

7324 船橋市 キリンビバレッジ（株）首都圏地区本部千葉支社

7325 船橋市 船橋市役所

7326 船橋市 (株)JTB千葉西支店

7327 船橋市 ㈱風間建設工業所

7328 船橋市 船橋市消防局

7329 船橋市 船橋市中央消防署

7330 船橋市 中央労働金庫船橋支店

7331 船橋市 (株)ＮＴＴ東日本－南関東千葉事業部千葉西支店　

7332 船橋市 （株）塚本船橋営業所

7333 船橋市 (有)柳町会計事務所

7334 船橋市 アヅサ電気工業㈱

7335 船橋市 (株)相川スリーエフ船橋支店

7336 船橋市 紀和興業（株）ソフィアドライビングスクール船橋

7337 船橋市 学校法人三橋学園みどり台幼稚園

7338 船橋市 朝日管工（株）船橋営業所

7339 船橋市 ㈱ナカガミ

7340 船橋市 特別養護老人ホーム南生苑

7341 船橋市 船橋市東消防署古和釜分署

7342 船橋市 社会福祉法人修央会

7343 船橋市 ㈱三晃電業社

7344 船橋市 松沢学園富士見幼稚園

7345 船橋市 （株）千葉銀行高根台支店

7346 船橋市 千葉県企業局船橋水道事務所船橋北支所

7347 船橋市 生活クラブ風の村高根台つどいの家

7348 船橋市 高根台文化こども園

7349 船橋市 高根建設㈱　　　

7350 船橋市 日本車輌製造(株)機電本部サービス部東京ＳＣ

7351 船橋市 るうと

7352 船橋市 (株)ヴィガーコーポレーション

7353 船橋市 ㈲八木が谷造園

7354 船橋市 ㈲イシイオートサービス

7355 船橋市 医療法人社団東光会介護老人保健施設船橋ケアセンター

7356 船橋市 京葉ガスリキッド（株）



7357 船橋市 吉村ホームサービス㈱

7358 船橋市 海鮮味処（大将）

7359 船橋市 ㈱和幸電気工事

7360 船橋市 （有）御代川

7361 船橋市 ㈱船橋第一自動車教習所

7362 船橋市 ツクイ船橋三咲

7363 船橋市 船橋市北消防署三咲分署

7364 船橋市 ライフケアタカサ船橋支店

7365 船橋市 土佐工業㈱

7366 船橋市 (株)東豊

7367 船橋市 船橋市北老人福祉センター

7368 船橋市 船橋市北部福祉会館

7369 船橋市 （有）鶴田建装

7370 船橋市 ㈱幼稚園給食

7371 船橋市 (株)六﨑工業

7372 船橋市 すずらん幼稚園

7373 船橋市 マルネン(株)三山ＳＳ

7374 船橋市 (株)千葉パワーテクノ習志野営業所

7375 船橋市 三山つくし保育園

7376 船橋市 ㈱みくに建築

7377 船橋市 船橋市東消防署芝山分署

7378 船橋市 美友産業㈲

7379 船橋市 みのり第二幼稚園

7380 船橋市 ㈱スズキオート

7381 船橋市 ケアパートナー飯山満

7382 船橋市 ケージェイリビング（株）芝山店

7383 船橋市 物江汽設㈱

7384 船橋市 （株）スイフト

7385 船橋市 医療法人財団すいめい会

7386 船橋市 社会福祉法人康和会特別養護老人ホームオレンジガーデン

7387 船橋市 社会福祉法人さざんか会ゆたか福祉苑

7388 船橋市 日立電工㈱

7389 船橋市 (有)川口設備

7390 船橋市 前原興業㈱

7391 船橋市 ネッツトヨタ千葉(株)習志野店

7392 船橋市 （株）三浩総産

7393 船橋市 協同乳業（株）東関東支店

7394 船橋市 山田食品㈱

7395 船橋市 コバシ㈱千葉工場　　

7396 船橋市 (株)タキガワ・コーポレーション・ジャパン

7397 船橋市 東瀝青建設（株）千葉支店

7398 船橋市 栄和化学工業㈱

7399 船橋市 （株）小泉東関東習志野営業所

7400 船橋市 生活協同組合コープみらいコープデリ習志野センター

7401 船橋市 千葉日産自動車（株）東習志野店

7402 船橋市 日東ベスト㈱

7403 船橋市 (株)学校写真千葉支社

7404 船橋市 ダイハツ千葉販売（株）習志野店

7405 船橋市 (株)ホンダカーズ千葉習志野東店

7406 船橋市 （株）ライズホーム

7407 船橋市 日産プリンス千葉販売（株）習志野店　



7408 船橋市 ㈲大竹工務店

7409 船橋市 ケアーズイズモ訪問看護リハビリステーション

7410 船橋市 習志野台幼稚園

7411 船橋市 櫻工営㈱

7412 船橋市 日産証券(株)北習志野支店

7413 船橋市 医療法人成春会北習志野花輪病院

7414 船橋市 川上工業（株）

7415 船橋市 セントケア千葉（株）セントケア船橋

7416 船橋市 第一警備保障㈱

7417 船橋市 （株）グリーンファーム

7418 船橋市 船橋市東消防署

7419 船橋市 ㈱千葉銀行習志野台支店

7420 船橋市 新葉瓦斯機器(株)習志野台店

7421 船橋市 シュガーハート・船橋訪問看護ステーション

7422 船橋市 中央スズキ販売㈱

7423 船橋市 瑞穂幼稚園　　　　　

7424 船橋市 トキワ建設（株）

7425 船橋市 千葉トヨペット㈱習志野店

7426 船橋市 デイサービスがんばれるーや

7427 船橋市 リハプライド習志野台

7428 船橋市 （株）伊藤楽器

7429 船橋市 学校法人ふじたに学園船橋いづみ幼稚園

7430 船橋市 エール訪問看護ステーション

7431 船橋市 ㈲アシストひだまりの家ホームヘルプサービス

7432 船橋市 千葉県船橋東警察署

7433 船橋市 トヨタカローラ千葉(株)習志野店

7434 船橋市 千葉県自動車整備商工組合習志野支所

7435 船橋市 竹森電設㈱

7436 船橋市 特別養護老人ホームさくら館

7437 船橋市 千葉日産自動車㈱北習志野店

7438 船橋市 ㈱習志野自動車興業　　　

7439 船橋市 ネッツトヨタ東都㈱習志野店

7440 船橋市 豊田商事(株)

7441 船橋市 国際総業㈱

7442 船橋市 トヨタカローラ千葉(株)小室店

7443 船橋市 医療法人社団寿光会エスポワール船橋

7444 船橋市 前田道路（株）柏営業所

7445 船橋市 障害者支援施設誠光園

7446 船橋市 ㈱高橋電設

7447 船橋市 ㈱タカネ電業

7448 船橋市 （株）杉田工業所

7449 船橋市 （学）聖明学園古和釜幼稚園

7450 船橋市 嶋木材㈲

7451 船橋市 サンリフト（株）

7452 船橋市 ㈱カントー

7453 船橋市 (有)会津メタル

7454 船橋市 京葉ハウスヒール㈱

7455 船橋市 京葉実業（株）

7456 船橋市 東鉄工業（株）千葉支店船橋出張所

7457 船橋市 （有）青木総合

7458 船橋市 船橋市東消防署前原分署



7459 船橋市 セコム㈱津田沼支社

7460 船橋市 (株)アウトソーシング

7461 船橋市 （株）ＵＲコミュニティ東日本支社千葉西住まいセンター

7462 船橋市 中央ビジコム㈱千葉支店

7463 船橋市 （株）ハンデックス津田沼営業所

7464 船橋市 （株）タイセイ・ハウジー津田沼営業所

7465 船橋市 千葉興業銀行津田沼支店

7466 船橋市 三井住友信託銀行（株）津田沼支店

7467 船橋市 (株)千葉銀行津田沼駅前支店

7468 船橋市 自衛隊千葉地方協力本部船橋出張所

7469 船橋市 中央労働金庫津田沼支店

7470 船橋市 帝京警備保障㈱

7471 船橋市 (株)アメニティジョイハウス

7472 船橋市 (株)トムトム

7473 船橋市 （株）家族葬のファミーユ千葉支社

7474 船橋市 (株)カシワバラ・コーポレーション東関東営業所

7475 船橋市 セントラルスポーツクラブ津田沼

7476 船橋市 冨士見第二幼稚園

7477 船橋市 ㈱東栄管工設備

7478 船橋市 グッタイム

7479 船橋市 ㈱津田沼自動車教習所

7480 船橋市 医療法人社団立靖会ラビット歯科

7481 船橋市 中台幼稚園

7482 船橋市 ㈱天野さく泉建総

7483 船橋市 ユニオンテック(株)船橋営業所

7484 船橋市 ㈱伊藤楽器学校販売事業部

7485 船橋市 東日本日東エース㈱

7486 船橋市 千代田緑化工事（株）

7487 船橋市 医療法人沖縄徳洲会介護老人保健施設千葉徳洲苑

7488 船橋市 船橋レミコン㈱第二工場

7489 船橋市 千葉製鋼（株）

7490 船橋市 特産エンジニアリング㈱本社

7491 船橋市 船橋市光風みどり園

7492 船橋市 市川市農業協同組合二宮支店

7493 船橋市 ㈱平成建設工業

7494 船橋市 ワーカーズハウスぐらす

7495 船橋市 (株)榊原

7496 船橋市 学校法人東北外語学園坪井幼稚園

7497 船橋市 ㈲興　翔　

7498 船橋市 学校法人木の実学園木の実幼稚園

7499 船橋市 生活協同組合コープみらい津田沼デイサービスセンター

7500 船橋市 社会福祉法人伸和会田喜野井旭こども園

7501 船橋市 学校法人集英学園たきのい幼稚園

7502 船橋市 ㈲トップサービス

7503 船橋市 （有）高福自動車

7504 船橋市 特別養護老人ホーム南三咲

7505 船橋市 ㈲ブンゴ水道

7506 船橋市 （株）英組

7507 船橋市 ㈱エクセル企画



7508 船橋市 (株)共同

7509 船橋市 (株)正栄船橋事業所

7510 船橋市 (株)大島設備

7511 船橋市 ㈱カツ山建材

7512 船橋市 船橋市身体障害者福祉作業所太陽

7513 船橋市 ㈱東和工業

7514 船橋市 ㈱中村商店

7515 船橋市 ㈲加納瓦店

7516 船橋市 (株)ヨシケイ千葉船橋事業部

7517 船橋市 （株）京葉ビル管理

7518 船橋市 ㈱リアス

7519 船橋市 学校法人岩浅学園八木ケ谷幼稚園

7520 船橋市 ㈲鯰江工業

7521 船橋市 医療法人同和会千葉病院

7522 船橋市 古谷式典(株)芝山支店

7523 船橋市 ㈱菊丸自動車

7524 船橋市 学校法人畑佐学園神明幼稚園

7525 船橋市 ㈲船橋協力

7526 船橋市 医療法人社団紺整会介護老人保健施設フェルマータ船橋

7527 船橋市 北栄工業㈱

7528 船橋市 ㈱日動自販

7529 船橋市 船橋市リハビリセンター

7530 船橋市 ㈱船橋中央自動車学校

7531 船橋市 （社）清和会特別養護老人ホームワールドナ

7532 船橋市 介護老人保健施設はさま徳洲苑

7533 船橋市 船橋市立豊富小学校

7534 船橋市 （株）大谷商事　　　　　

7535 船橋市 (株)オーツカ船橋工場

7536 船橋市 ㈲櫻井ロードサービス

7537 船橋市 シンフォニアエンジニアリング(株)

7538 船橋市 市川市農業協同組合豊富支店

7539 船橋市 ㈲トーエ

7540 船橋市 医療法人社団誠馨会セコメディック病院

7541 船橋市 （株）電恒自動車サービス　

7542 船橋市 新葉瓦斯機器(株)薬円台店

7543 船橋市 ㈱シモンソー

7544 船橋市 学校法人聖泉学院幼保連携型認定こども園大浜幼稚園

7545 船橋市 三朋住宅設備㈱

7546 船橋市 船橋市東老人福祉センター

7547 船橋市 (株)クレア・ドール

7548 船橋市 株式会社千葉興業銀行薬円台支店

7549 船橋市 さかいリハ訪問看護ステーション・船橋

7550 船橋市 在宅ケアサービスソラスト薬園台

7551 船橋市 ㈱松丸開発工事鈴身町機材センター

7552 松戸市 とうかつ中央農業協同組合松戸西支店

7553 松戸市 公益社団法人松戸市シルバー人材センター

7554 松戸市 特別養護老人ホーム陽光苑

7555 松戸市 ㈱六和建設工業

7556 松戸市 学校法人鈴木学園さかえ幼稚園



7557 松戸市 ことばとからだのリハビリ教室

7558 松戸市 セントケア松戸馬橋

7559 松戸市 (株)クリエイター

7560 松戸市 (株)ＲＣＤ

7561 松戸市 特別養護老人ホーム秋桜

7562 松戸市 松戸市明第２西地域包括支援センター

7563 松戸市 秋桜ケアサービス

7564 松戸市 松戸生コンクリート㈱

7565 松戸市 (株)フクオカ

7566 松戸市 （株）ドッグファイトレーシング

7567 松戸市 （有）ユハラ・インターナショナル

7568 松戸市 (株)ホンダカーズ北千葉

7569 松戸市 北都防災商事（株）

7570 松戸市 かがやきデイサービス矢切

7571 松戸市 大信工業(株)松戸出張所

7572 松戸市 社会福祉法人貴陽福祉会

7573 松戸市 （株）飯沼ガーデン建設

7574 松戸市 (株)カンズシステム

7575 松戸市 飯沼石材(株)

7576 松戸市 玉川石材㈱

7577 松戸市 ㈱ゑびす家石材店

7578 松戸市 総合仏事の松戸家㈱

7579 松戸市 ㈲中野家石材店

7580 松戸市 ㈲近藤石材店

7581 松戸市 ㈱小松ユーキ

7582 松戸市 ㈲天乃家石材店

7583 松戸市 （株）福田組東京本店ガス事業所

7584 松戸市 看多機かえりえ河原塚

7585 松戸市 (株)不動産SHOPナカジツ松戸水戸街道店

7586 松戸市 ソネット(株)千葉支店

7587 松戸市 聖徳大学附属幼稚園

7588 松戸市 ダイハツ千葉販売(株)松戸南店

7589 松戸市 サンレイ工業(株)

7590 松戸市 パナソニックエイジフリーショップ松戸中央

7591 松戸市 明治安田生命松戸北営業所

7592 松戸市 介護老人保健施設千の星・松戸

7593 松戸市 和興商事(株)

7594 松戸市 ダイドービバレッジサービス㈱松戸営業所

7595 松戸市 （株）タカ・コーポレーション

7596 松戸市 (有)杉浦ホームサービス

7597 松戸市 千葉県企業局栗山浄水場

7598 松戸市 岩渕薬品㈱松戸営業所

7599 松戸市 (株)齋藤組

7600 松戸市 (株)八紘

7601 松戸市 一般社団法人エシタードフットボールアソシエーション

7602 松戸市 (株)やまねメディカル総合ケアセンター松戸胡録台

7603 松戸市 コミュニケア２４癒しのデイサービス松戸

7604 松戸市 (株)モトーレン・グランツ松戸支店

7605 松戸市 (株)グッドユース



7606 松戸市 (株)友心

7607 松戸市 明治安田生命保険相互会社柏支社松飛台営業所

7608 松戸市 （株）カメダ総合塗装

7609 松戸市 (有)平岩自動車電機

7610 松戸市 松戸市五香消防署

7611 松戸市 社会福祉法人松栄会

7612 松戸市 医療法人徳洲会介護老人保健施設シルバーケア常盤平

7613 松戸市 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所

7614 松戸市 ウェル・エイジング・プラザ松戸ニッセイエデンの園　　

7615 松戸市 松戸市立福祉医療センター東松戸病院

7616 松戸市 社会福祉法人聖隷福祉事業団松戸愛光園

7617 松戸市 (株)日本医学研究所

7618 松戸市 ㈱ベビーリース

7619 松戸市 (株)千葉銀行高塚支店

7620 松戸市 （株）平和メンテナンスサービス千葉営業所

7621 松戸市 （株）梨香台ゼミナール

7622 松戸市 (株)フジショク

7623 松戸市 高塚幼稚園

7624 松戸市 穂高㈱ポニー化学ドライセンター東京工場

7625 松戸市 (株)大善

7626 松戸市 (株)アズ・ライフケアあずみ苑高塚新田

7627 松戸市 松戸市東部消防署

7628 松戸市 ヒューマンヤード（株）松戸支店

7629 松戸市 介護医療院あきやまの郷

7630 松戸市 セイコーインスツル（株）高塚事業所

7631 松戸市 （株）鳶髙橋

7632 松戸市 大和興業（株）

7633 松戸市 輝建設㈱

7634 松戸市 学校法人いわはま学園北部幼稚園

7635 松戸市 京葉ガスカスタマーサービス(株)松戸ビル

7636 松戸市 アイディホーム（株）松戸店

7637 松戸市 松戸市役所

7638 松戸市 （株）ナカノ

7639 松戸市 （株）杉浦葬儀店

7640 松戸市 （株）テックナカムラ

7641 松戸市 （株）千葉興業銀行松戸支店

7642 松戸市 ㈱松浦住宅

7643 松戸市 上国興業㈱

7644 松戸市 小林工業（株）

7645 松戸市 ソラスト二十世紀が丘

7646 松戸市 (株)小川防災

7647 松戸市 タキザワ自動車(有)

7648 松戸市 ㈲山三紙業

7649 松戸市 (株)豊和技工

7650 松戸市 （株）フライリーフ松戸営業所

7651 松戸市 (株)アイエー

7652 松戸市 松戸市立松戸高等学校

7653 松戸市 特別養護老人ホームプレミア東松戸

7654 松戸市 開発化学工業㈱



7655 松戸市 ㈲日美   

7656 松戸市 センチュリーオート本社

7657 松戸市 ㈱ＴＥＣ

7658 松戸市 （株）日虹

7659 松戸市 (株)ヤマコウ

7660 松戸市 特別養護老人ホーム東松戸ヒルズ

7661 松戸市 松戸市役所環境業務課分室

7662 松戸市 千代田重機工事（株）松戸修理工場

7663 松戸市 （株）トキワコーティング

7664 松戸市 (株)ウイン・インターナショナル北関東営業所　

7665 松戸市 （株）市川環境エンジニアリング松戸事業所

7666 松戸市 ㈱島貫興業

7667 松戸市 ㈱八起産業

7668 松戸市 千葉県警察本部刑事部機動捜査隊松戸方面機動捜査班

7669 松戸市 （株）ＭＯＴＴＯ

7670 松戸市 渡辺電機水道㈱

7671 松戸市 東葛飾地域振興事務所

7672 松戸市 千葉県松戸県税事務所

7673 松戸市 京葉瓦斯(株)

7674 松戸市 小畑建設㈱

7675 松戸市 ㈱中村製作所

7676 松戸市 富士サービス(株)

7677 松戸市 ブライフスパートジャパン(株)千葉支店

7678 松戸市 ザ・パック(株)関東支社

7679 松戸市 野村證券（株）松戸支店

7680 松戸市 （株）常陽銀行松戸支店

7681 松戸市 (株)ワイビーエム東京支社

7682 松戸市 （有）アルファーウェーブ

7683 松戸市 (有)日暮容器

7684 松戸市 日本郵便（株）松戸郵便局

7685 松戸市 松戸商工会議所　　　　　

7686 松戸市 ケイアイスター不動産（株）松戸建設課

7687 松戸市 (株)ＮＴＴ東日本－南関東千葉事業部　

7688 松戸市 ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株)関東支社京葉支店

7689 松戸市 福寿商事㈱

7690 松戸市 浅野商事㈱松戸営業所

7691 松戸市 東進電設工業（株）

7692 松戸市 千葉トヨペット㈱松戸店

7693 松戸市 （株）ヤマダデンキ家電住まいる館松戸本店

7694 松戸市 弥栄自動車㈱

7695 松戸市 ＮＡＳＣＯ㈱

7696 松戸市 (株)ネクスト・ウィン

7697 松戸市 東部フィールド（株）

7698 松戸市 千葉県松戸警察署

7699 松戸市 松戸市消防局

7700 松戸市 松戸市中央消防署

7701 松戸市 ハリマ産業㈱

7702 松戸市 (有)鈴木内装

7703 松戸市 平子水産（株）



7704 松戸市 (株)ＭＫＡ松戸自動車教習所

7705 松戸市 (株)東葛機工

7706 松戸市 ＮＨジャパンフード(株)松戸営業部

7707 松戸市 (株)テック

7708 松戸市 みのり開発(株)

7709 松戸市 (株)ホンダカーズ西千葉松戸北店

7710 松戸市 増田産業㈱

7711 松戸市 （株）創研松戸支店

7712 松戸市 (株)阪口組

7713 松戸市 (株)千葉銀行松飛台支店

7714 松戸市 (株)ハナノイ

7715 松戸市 (株)イズム

7716 松戸市 （株）大樹

7717 松戸市 千葉トヨタ自動車㈱松飛台店

7718 松戸市 日産プリンス千葉販売（株）松飛台店

7719 松戸市 (株)ナック松戸営業所

7720 松戸市 (株)サムズ

7721 松戸市 松戸市再生資源事業協同組合

7722 松戸市 穂高㈱ポニークリーニング松飛台工場

7723 松戸市 （株）テムズ松戸営業所

7724 松戸市 ㈱精工技研

7725 松戸市 幸陽紙業㈱　　　　

7726 松戸市 エマソンバルブアンドコントロールジャパン(株)東京センター

7727 松戸市 千葉トヨタ自動車㈱レクサス松飛台

7728 松戸市 ㈱ソーゴー松戸営業所

7729 松戸市 （株）ネクステップ

7730 松戸市 (株)レンタルのニッケン松戸営業所

7731 松戸市 生活協同組合コープみらいコープデリ松飛台センター

7732 松戸市 （株）千葉パワーテクノ

7733 松戸市 日本郵便（株）松戸南郵便局

7734 松戸市 (株)ＬＩＮＥＲ広告社

7735 松戸市 ワタキューセイモア（株）関東エリア

7736 松戸市 各種自動車鈑金塗装松飛台自動車

7737 松戸市 （株）東栄ランド

7738 松戸市 南関東日野自動車(株)柏支店松戸整備センター

7739 松戸市 (株)関電工東関東営業本部千葉支店京葉営業所

7740 松戸市 （株）的場製餡所　　

7741 松戸市 イワブチ（株）松戸本社

7742 松戸市 とうかつ中央農業協同組合

7743 松戸市 学校法人専修大学松戸高等学校

7744 松戸市 専修大学松戸幼稚園

7745 松戸市 （株）Ｊ－Ｂｏｘ

7746 松戸市 (株)エドケンハウス

7747 松戸市 蒲原燃料住宅設備(株)松戸営業所

7748 松戸市 千葉日産自動車（株）松戸店

7749 松戸市 トラスコ中山（株）松戸支店

7750 松戸市 (株)晃伸ビルサービス

7751 松戸市 エム・トランスポート・サービス（株）

7752 松戸市 (株)イオク



7753 松戸市 (株)栄進測地

7754 松戸市 近代エンジニアリング(株)

7755 松戸市 （株）ブル-エックス

7756 松戸市 生活協同組合コープみらいコープデリ松戸センター

7757 松戸市 日本リーテック（株）鉄道本部中央支店

7758 松戸市 日東エネルギー（株）松戸営業所

7759 松戸市 プレシジョン・システム・サイエンス（株）

7760 松戸市 住宅品質保証（株）千葉事務所

7761 松戸市 (株)テス・コット

7762 松戸市 竹中ホームリビング（株）

7763 松戸市 ＳＯＭＰＯケア松戸八柱訪問介護

7764 松戸市 てあてリハビリ訪問看護ステーション松戸

7765 松戸市 スマイルリハ訪問看護ステーション松戸

7766 松戸市 ㈱NIPPO松戸出張所

7767 松戸市 ㈲山喜

7768 松戸市 太陽ハウス㈱

7769 松戸市 （株）ハンドベル・ケア千葉営業所

7770 松戸市 ソラスト新松戸デイサービス

7771 松戸市 (株)千葉銀行新松戸支店

7772 松戸市 ＭＥ不動産東葛（株）

7773 松戸市 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院

7774 松戸市 (株)ＯＫＵＴＡ ＬＯＨＡＳ ｓｔｕｄｉｏ松戸店

7775 松戸市 タカラビルメン（株）松戸支社

7776 松戸市 （株）アレップス松戸SC

7777 松戸市 医療法人社団松恵会　けやきトータルクリニック

7778 松戸市 医療法人財団はるたか会あおぞら診療所新松戸

7779 松戸市 学校法人松本学園新松戸幼稚園

7780 松戸市 セコム㈱松戸支社

7781 松戸市 大和冷機工業（株）松戸営業所

7782 松戸市 ザバススポーツクラブ新松戸

7783 松戸市 フロンティア（有）

7784 松戸市 (株)エスケアメイト　エスケアステーション松戸

7785 松戸市 明治安田生命保険相互会社柏支社新松戸営業所

7786 松戸市 (株)ニュースカンパニー

7787 松戸市 (株)スペース・プランニング

7788 松戸市 (株)総合配送サービス

7789 松戸市 (有)エム・ワイ工業

7790 松戸市 花王グループカスタマーマーケティング（株）松戸オフィス

7791 松戸市 (株)山﨑建匠

7792 松戸市 （株）クレアシオン

7793 松戸市 都機工㈱

7794 松戸市 介護老人保健施設偕楽円

7795 松戸市 （株）エフテック・ティーエム

7796 松戸市 リハビリ教室馬橋２号館

7797 松戸市 松戸市馬橋消防署

7798 松戸市 トコスカーサポート(株)東京第二支店

7799 松戸市 医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・松戸

7800 松戸市 フランスベッド(株)メディカル松戸営業所

7801 松戸市 （株）クリーンプランニング



7802 松戸市 田中商事（株）松戸営業所

7803 松戸市 松戸市立総合医療センター

7804 松戸市 倉地（株）松戸支店

7805 松戸市 金城重機（株）千葉営業所

7806 松戸市 ㈲高橋工業所

7807 松戸市 マチダ工業(株)

7808 松戸市 学校法人まるやま学園まるやま幼稚園

7809 松戸市 ツクイ大橋夏苅

7810 松戸市 本源寺幼稚園

7811 松戸市 社会福祉法人南台五光福祉協会生活介護事業所おおはし園

7812 松戸市 松戸市役所竹ケ花別館

7813 松戸市 千葉県東葛飾土木事務所

7814 松戸市 中央労働金庫松戸支店

7815 松戸市 松戸市中央保健福祉センター

7816 松戸市 松川産業（株）

7817 松戸市 千葉スバル（株）松戸店

7818 松戸市 イワブチ（株）松戸工場

7819 松戸市 (株)コバヤシ

7820 松戸市 セントケア看護小規模松戸

7821 松戸市 呉光塗装（株）

7822 松戸市 松戸精工(株)

7823 松戸市 日本電設電車線工事(株)松戸工事所

7824 松戸市 千葉県立矢切特別支援学校

7825 松戸市 （株）デイホームいきいき舎中和倉

7826 松戸市 幸和建設興業㈱

7827 松戸市 ㈱しの田

7828 松戸市 杉浦電気(株)千葉営業所

7829 松戸市 日本光電工業（株）東関東支店病院営業部千葉西営業所

7830 松戸市 大東建託（株）松戸支店

7831 松戸市 秩父産業㈱　　　

7832 松戸市 （有）田中商事車庫

7833 松戸市 （有）東電設

7834 松戸市 （株）YKK AP ラクシー

7835 松戸市 (株)村中電設

7836 松戸市 (有)五起庭園

7837 松戸市 日産プリンス千葉販売（株）松戸店

7838 松戸市 (株)梨本硝子

7839 松戸市 ㈱ミック

7840 松戸市 （有）フォーユー

7841 松戸市 中村オートパーツ(株)松戸営業所

7842 松戸市 (株)宅商住販

7843 松戸市 ㈱森山塗工

7844 松戸市 三良建設㈱

7845 松戸市 太陽工業㈱

7846 松戸市 ㈱松戸水道センター

7847 松戸市 ㈱東京正直屋松戸店

7848 松戸市 イエローハット松戸南花島店

7849 松戸市 山崎製パン（株）松戸工場

7850 松戸市 山崎製パン（株）デイリーヤマザキ事業統括本部松戸リージョン

7851 松戸市 千葉トヨタ自動車（株）２０世紀が丘店　

7852 松戸市 (株)新星住宅販売



7853 松戸市 柏田工業㈱

7854 松戸市 (有)宮内

7855 松戸市 (株)小牧工業

7856 松戸市 松戸市二十世紀が丘消防署

7857 松戸市 コニカミノルタジャパン（株）松戸SS

7858 松戸市 (株)共栄土地新八柱店

7859 松戸市 第一環境（株）松戸営業所

7860 松戸市 ダイキン工業（株）松戸サービスステーション

7861 松戸市 （有）麓電気商会

7862 松戸市 千葉県企業局市川水道事務所松戸分室

7863 松戸市 看多機かえりえ八柱

7864 松戸市 (株)ジャパンクリニカルサービス松戸業務センター

7865 松戸市 (株)松戸メディカルラボラトリー

7866 松戸市 (株)ミートップ

7867 松戸市 (株)一丸エンジニアリング

7868 松戸市 ㈱湯浅建設

7869 松戸市 三浦工業(株)松戸支店

7870 松戸市 ケアンド松戸訪問看護ステーション

7871 松戸市 (有)四国石材工業

7872 松戸市 (株)青春隊らんらん青空

7873 松戸市 とうかつ中央農業協同組合経済センター

7874 松戸市 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院

7875 松戸市 （株）木はら

7876 松戸市 (株)筑波銀行松戸支店

7877 松戸市 北松戸さつき幼稚園

7878 松戸市 (株)三晃総業

7879 松戸市 ハドラスホールディングス(株)プロタイムズ松戸店ヤマモトホールディングス

7880 松戸市 ㈱利蒼技研

7881 松戸市 日本都市技術(株)

7882 松戸市 キヤノンシステムアンドサポート（株）松戸営業所

7883 松戸市 ㈱芹澤商店

7884 松戸市 東京海上日動火災保険（株）京葉支店松戸支社

7885 松戸市 中外製薬（株）松戸オフィス

7886 松戸市 東武トップツアーズ（株）京葉支店

7887 松戸市 テイケイ(株)松戸支社

7888 松戸市 Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ(株)松戸支店

7889 松戸市 損害保険ジャパン(株)千葉西支店松戸支社

7890 松戸市 （株）ＪＰコンサルタンツ

7891 松戸市 ㈱松田工務店

7892 松戸市 （株）常磐電機設備

7893 松戸市 ㈱ホンダカーズ松戸

7894 松戸市 (有)阿部建築工業

7895 松戸市 合同会社マノ・カリエンテ

7896 松戸市 阪東基礎工業㈱

7897 松戸市 ネッツトヨタ千葉（株）松戸稔台店

7898 松戸市 （株）サンケイ技研

7899 松戸市 タイヘイ（株）フード事業部首都圏営業所

7900 松戸市 住宅環境サービス㈱

7901 松戸市 ㈱ダイエックス

7902 松戸市 （株）ヤナセ松戸支店

7903 松戸市 エスピー工業㈱



7904 松戸市 医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所

7905 松戸市 森給食(株)

7906 松戸市 (有)飯沼鉱油

7907 松戸市 新日本ウエックス（株）

7908 松戸市 千葉ウエックス（株）

7909 松戸市 虎屋産業㈱

7910 松戸市 医療法人社団三松会デイケアセンターさくら

7911 松戸市 とうかつ中央農業協同組合松戸南支店

7912 松戸市 （株）斉藤緑地建設

7913 松戸市 （株）斎藤英次商店松戸営業所

7914 松戸市 ダイハツ千葉販売(株)松戸店

7915 松戸市 医療法人徳洲会千葉西総合病院

7916 松戸市 和泉通信工業㈱

7917 松戸市 ㈲徳永組

7918 松戸市 ㈱川上管工事

7919 松戸市 （株）日田エンジニアリング

7920 松戸市 医療法人閑谷会介護老人保健施設東京おりーぶ苑

7921 松戸市 社会福祉法人松里福祉会ワーク・ライフまつさと

7922 松戸市 社会福祉法人竹友会特別養護老人ホームやわら木苑

7923 松戸市 千葉県立つくし特別支援学校

7924 松戸市 社会福祉法人聖心会

7925 松戸市 学校法人小嶋学園金根ケ作幼稚園

7926 松戸市 平和警備（株）

7927 松戸市 共栄産業(株)

7928 松戸市 大誇電設(株)五香営業所

7929 松戸市 (株)ティークラフト

7930 松戸市 ㈱ヨシヤ松戸東自動車学校

7931 松戸市 とうかつ中央農業協同組合常盤平支店

7932 松戸市 ㈱高衛

7933 松戸市 ㈲倉林商店

7934 松戸市 （株）メディケア

7935 松戸市 (株)共栄作業

7936 松戸市 ㈲笹村建設

7937 松戸市 社会福祉法人松里福祉会第二わかば園

7938 松戸市 社会福祉法人松の実会いぶきの広場

7939 松戸市 学校法人高木学園高木幼稚園

7940 松戸市 ㈲寺田工業

7941 松戸市 医療法人社団博翔会五香病院

7942 松戸市 そんぽの家S五香南

7943 松戸市 (株)たんぽぽ介護サポートセンター

7944 松戸市 (有)カメラのみき

7945 松戸市 陸上自衛隊松戸駐屯地需品学校

7946 松戸市 社会福祉法人愛の会特別養護老人ホーム松戸陽だまり館

7947 松戸市 癒しのデイサービス松戸北

7948 松戸市 社会福祉法人根木内福祉会

7949 松戸市 北小金ボウル　　　

7950 松戸市 社会福祉法人三誠会特別養護老人ホームマーシイヒル

7951 松戸市 （有）アンフィニィ松戸中央自動車学校

7952 松戸市 （株）創新

7953 松戸市 ベストビルサービス(株)

7954 松戸市 富士産業（株）松戸営業所



7955 松戸市 さつき幼稚園

7956 松戸市 とうかつ中央農業協同組合小金支店

7957 松戸市 ダイキンHVACソリューション東京(株)東関東支店松戸営業所

7958 松戸市 グッドライフサーラ関東（株）松戸営業所

7959 松戸市 大東瓦斯工業㈱　

7960 松戸市 セカイエ（株）松戸営業所

7961 松戸市 松戸市ユーカリ交通公園

7962 松戸市 （有）山田造園

7963 松戸市 医療法人社団実幸会いらはら診療所

7964 松戸市 ㈱丸正環境センター

7965 松戸市 言語リハビリ　ミカタ松戸

7966 松戸市 日本郵便（株）松戸北郵便局

7967 松戸市 (株)ＩＭ企画

7968 松戸市 聖徳大学附属第二幼稚園

7969 松戸市 アイ・ハート機能回復センター栗ヶ沢店

7970 松戸市 ワタミの宅食

7971 松戸市 大渡設備工業（株）

7972 松戸市 新都市緑化㈱

7973 松戸市 医療法人社団緑星会あい訪問看護ステーション

7974 松戸市 ㈱日本ビコ－松戸営業所

7975 松戸市 学校法人常盤平学園常盤平幼稚園

7976 松戸市 （株）三和テレム

7977 松戸市 ＣＳネットワーク(株)松戸支店

7978 松戸市 松戸ナーシングヴィラそよ風

7979 松戸市 協拓建設(株)関東営業所

7980 松戸市 秋田屋米穀(株)

7981 松戸市 ㈲山文機業

7982 松戸市 東彩ガス(株)松戸営業所

7983 松戸市 イカリ消毒（株）松戸営業所

7984 松戸市 （株）岡本組

7985 松戸市 ㈱トーエイ

7986 松戸市 松戸市大金平消防署

7987 松戸市 医療法人社団清志会大倉記念病院

7988 松戸市 大勝院幼稚園

7989 松戸市 合同会社おばちゃん’ず

7990 松戸市 （株）ゼクセロン本社

7991 松戸市 (株)めいとケア本部

7992 松戸市 ㈱高松管工

7993 松戸市 社会福祉法人松の実会第２いぶきの広場

7994 松戸市 社会福祉法人松里福祉会小金わかば苑

7995 松戸市 (有)ユウ・コーポレーション

7996 松戸市 小山ガーデン(株)

7997 松戸市 ㈱山野辺建設　　　

7998 松戸市 新明電材（株）松戸営業所

7999 松戸市 千葉トヨタ自動車㈱松戸二ツ木店

8000 松戸市 松戸市水道部　

8001 松戸市 松戸市小金消防署

8002 松戸市 (株)RAG東京

8003 松戸市 ㈱早見設備

8004 松戸市 (株)千葉銀行馬橋支店

8005 松戸市 (株)ニップコーポレーション松戸営業所



8006 松戸市 ㈱大出水道

8007 松戸市 ㈲零電社　　　

8008 松戸市 インポートカーズ(株)フォルクスワーゲン松戸ルート６

8009 松戸市 セントケア松戸

8010 松戸市 近代住機㈱

8011 松戸市 （株）シダーあおぞらの里馬橋デイサービスセンター

8012 松戸市 千葉トヨペット(株)八ヶ崎店

8013 松戸市 ㈱六歌撰

8014 松戸市 社会福祉法人慶桜会特別養護老人ホームまんさくの里

8015 松戸市 (株)ミートパッカー久慈

8016 松戸市 ㈲潤生重機建設

8017 松戸市 （有）ミキ土木

8018 松戸市 （株）ユニマットリタイアメント・コミュニティ松戸ケアセンターそよ風

8019 松戸市 ＡＳＡ松戸八ヶ崎

8020 松戸市 千葉県松戸東警察署

8021 松戸市 ㈱山野辺電設

8022 松戸市 (株)マルソ松戸営業所

8023 松戸市 松戸市八ケ崎消防署

8024 松戸市 ㈲正和産業

8025 松戸市 (株)桧家住宅松戸北展示場

8026 松戸市 ポラテック(株)　

8027 松戸市 ポラスハウジング千葉（株）松戸事務所

8028 松戸市 (株)住宅資材センター松戸事務所

8029 松戸市 学校法人いちょうの木八照幼稚園

8030 松戸市 ㈱オリンピアオート

8031 松戸市 ロジスティードオートサービス(株)松戸整備所

8032 松戸市 ㈱藤田土木

8033 松戸市 特別養護老人ホーム松寿園

8034 松戸市 （有）ウィズ

8035 松戸市 ㈱島村造園緑化

8036 松戸市 （株）シダ－あおぞらの里六高台デイサ－ビスセンタ－

8037 松戸市 松戸市六実消防署

8038 松戸市 とうかつ中央農業協同組合五香六実支店

8039 松戸市 ネッツトヨタ千葉（株）松戸六実店

8040 松戸市 社会福祉法人まつど育成会　

8041 松戸市 (有)ゼロ

8042 松戸市 まつど訪問看護ステーション

8043 松戸市 ㈲丸豊興業

8044 松戸市 ㈱田中電気工務店

8045 南房総市 ㈱君商

8046 南房総市 ㈲川孝石材　　

8047 南房総市 ㈲塚越商会

8048 南房総市 三和仏商丸山支店

8049 南房総市 小泉自動車修理工場

8050 南房総市 航空自衛隊第４４警戒隊峯岡山分屯基地

8051 南房総市 ㈲小島石材店

8052 南房総市 ㈱加藤製作所　　　　　

8053 南房総市 三平産業㈱

8054 南房総市 南房総市役所丸山分庁舎

8055 南房総市 （株）Ｒｅ．ＴＳＵＫＵＬ



8056 南房総市 (有)小池管工設備

8057 南房総市 安房農業協同組合富山支店

8058 南房総市 青木左官工業㈲

8059 南房総市 ㈱加瀬建設

8060 南房総市 川前開発　（有）

8061 南房総市 千葉美装㈱

8062 南房総市 (有)富山生コン

8063 南房総市 日本郵便(株)岩井郵便局

8064 南房総市 八代トータルサービス(株)

8065 南房総市 ㈲マルヤ水産

8066 南房総市 千葉県みるく農業協同組合

8067 南房総市 社会福祉法人薄光会三芳光陽園

8068 南房総市 (株)御子神農園

8069 南房総市 (株)ＪＡエネルギー千葉安房販売所

8070 南房総市 エスオーユーホールディングス(株)千倉生花室

8071 南房総市 ㈲千倉自動車工業

8072 南房総市 介護老人保健施設晴耕苑

8073 南房総市 南房総市役所朝夷行政センター

8074 南房総市 ヴェオリア・ジェネッツ(株)南房総営業所

8075 南房総市 千葉県館山警察署千倉幹部交番

8076 南房総市 ㈲夢みさき

8077 南房総市 亀屋水産㈲

8078 南房総市 南房総市千倉衛生センター

8079 南房総市 東安房漁業協同組合

8080 南房総市 千倉水産加工開発協同組合

8081 南房総市 ㈱千倉館

8082 南房総市 ㈱黒川建設

8083 南房総市 南房総市建設環境部環境保全課千倉清掃センター

8084 南房総市 磯浜旅館

8085 南房総市 医療法人社団優和会デイサービスセンターあそぼ

8086 南房総市 ㈱早川

8087 南房総市 ㈲田村工業

8088 南房総市 安房住宅（株）

8089 南房総市 （株）堀江商店千倉営業所

8090 南房総市 ㈱大兼工務店

8091 南房総市 千倉自動車教習所

8092 南房総市 ㈲八幡工務店

8093 南房総市 川上オートサービス

8094 南房総市 千葉県畜産総合研究センター嶺岡乳牛研究所

8095 南房総市 南房総市役所三芳分庁舎

8096 南房総市 社会福祉法人南房総市社会福祉協議会

8097 南房総市 社会福祉法人三芳野会まほろば寮

8098 南房総市 大和電設工業（有）

8099 南房総市 田中建設㈱

8100 南房総市 (株)ジェイエイライフ・千葉安房営業所

8101 南房総市 ㈲家満喜商店

8102 南房総市 (株)森組

8103 南房総市 南房総市建設環境部環境保全課白浜清掃センター

8104 南房総市 （有）与助丸商店



8105 南房総市 割烹民宿まきの

8106 南房総市 社会福祉法人白波会特別養護老人ホームおもいやりの郷

8107 南房総市 大秀工業㈱

8108 南房総市 コハラ工業㈱

8109 南房総市 (株)伊藤商店

8110 南房総市 ㈱グランドホテル太陽

8111 南房総市 ホテル南海荘

8112 南房総市 ㈲みのや総合水産

8113 南房総市 日本郵便(株)富浦郵便局

8114 南房総市 安房農業協同組合富浦支店

8115 南房総市 社会福祉法人白寿会特別養護老人ホームアイリスの里

8116 南房総市 和泉建設㈱

8117 南房総市 （株）ちば南房総

8118 南房総市 南房総市役所　

8119 南房総市 幸洋電設㈱

8120 南房総市 千葉県富浦学園

8121 南房総市 Hotel＆ResortsMINAMIBOSO

8122 南房総市 ㈱オート輝

8123 南房総市 (有)真木商店

8124 南房総市 ㈲野中商会

8125 南房総市 医療法人光洋会

8126 南房総市 （有）三滝コンクリート工業

8127 南房総市 ㈲野村自動車整備工場

8128 南房総市 三浦建設㈱

8129 南房総市 ㈱佐久間総合設備

8130 南房総市 社会福祉法人佑啓会ふる里学舎和田浦

8131 南房総市 社会福祉法人千葉育美会特別養護老人ホーム花の里

8132 南房総市 庄司工業所

8133 南房総市 医療法人美篶会中原病院

8134 南房総市 ㈲森工務店

8135 南房総市 ㈱荒井建設興業

8136 南房総市 ㈱間宮電気工業

8137 南房総市 外房捕鯨㈱

8138 茂原市 （株）横河システム建築

8139 茂原市 中央日化サービス(株)茂原営業所

8140 茂原市 (株)ヨコハマタイヤジャパン茂原営業所

8141 茂原市 ㈱美幸測量

8142 茂原市 （株）松本コンサルタント千葉支店

8143 茂原市 日和サービス(株)茂原営業所

8144 茂原市 飯島設備工業(株)茂原営業所

8145 茂原市 ㈱巴商会茂原営業所

8146 茂原市 特別養護老人ホーム長生共楽園

8147 茂原市 社会福祉法人養護老人ホーム長生共楽園

8148 茂原市 ㈲さわだ貸衣裳店

8149 茂原市 日産部品千葉販売（株）茂原支店

8150 茂原市 医療法人社団東光会茂原訪問看護ステーション

8151 茂原市 医療法人社団東光会茂原中央病院

8152 茂原市 (有)三船組

8153 茂原市 エコクリーン(株)



8154 茂原市 ㈲大野水道

8155 茂原市 ㈱小名木川ギヤー

8156 茂原市 長生農業協同組合本所

8157 茂原市 杉木鉄工（株）

8158 茂原市 東亜断熱工業㈱

8159 茂原市 ダイハツ千葉販売(株)茂原店

8160 茂原市 ライフケアタカサ茂原支店

8161 茂原市 渡辺パイプ(株)茂原サービスセンター

8162 茂原市 千葉トヨペット㈱茂原店

8163 茂原市 （株）ニチイ学館ニチイケアセンター茂原

8164 茂原市 （株）アクティブサポート

8165 茂原市 千葉県東上総児童相談所

8166 茂原市 長生郡市広域市町村圏組合水道部

8167 茂原市 太洋設備工業㈱

8168 茂原市 合同会社ウェルフェア

8169 茂原市 セコム(株)茂原支社

8170 茂原市 大昌建設（株）

8171 茂原市 （株）ＳＥＩＷＡ

8172 茂原市 社会福祉法人茂原高師保育園

8173 茂原市 学校法人愛心学園茂原聖マリア幼稚園

8174 茂原市 茂原税務署

8175 茂原市 医療法人社団上総会介護老人保健施設ケアセンターかずさ

8176 茂原市 (有)今井設備工業

8177 茂原市 あいおいニッセイ同和損害保険(株)千葉支店茂原支社

8178 茂原市 ＡＤインシュアランスサービス千葉南

8179 茂原市 医療法人社団貴志会菅原病院

8180 茂原市 一般財団法人関東電気保安協会千葉事業本部茂原事業所

8181 茂原市 千葉県農業共済組合わかしお支所

8182 茂原市 ㈲オートウィル

8183 茂原市 鴨川工業㈱

8184 茂原市 日本瓦斯(株)東関東支店茂原営業所

8185 茂原市 タマホーム（株）茂原店

8186 茂原市 (株)アスカ墓石課

8187 茂原市 (株)ヨシモク

8188 茂原市 岩渕薬品（株）茂原営業所

8189 茂原市 東関東工業(株)

8190 茂原市 ㈲向井土建

8191 茂原市 ぱれっと

8192 茂原市 （株）パイオニア

8193 茂原市 （株）日産サティオ千葉茂原店

8194 茂原市 (株)オートコミュニケーションズオニキス茂原店

8195 茂原市 ヤックスデイサービス茂原小林

8196 茂原市 ネッツトヨタ千葉(株)ユーコム茂原店

8197 茂原市 千葉スバル（株）茂原店

8198 茂原市 イエローハット茂原店

8199 茂原市 セントラルフィットネスクラブ２４　茂原

8200 茂原市 (株)マックス

8201 茂原市 ㈱冨士商会

8202 茂原市 千葉トヨタ自動車㈱茂原店



8203 茂原市 （株）横堀本店

8204 茂原市 ㈱秋葉商店

8205 茂原市 千葉日産自動車（株）茂原店

8206 茂原市 （有）センチュリーヘルスクラブ

8207 茂原市 (株)タイセイ茂原営業所

8208 茂原市 ㈱千葉マツダ茂原店

8209 茂原市 内山硝子㈱茂原営業所

8210 茂原市 （株）金城組

8211 茂原市 千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊茂原分駐隊

8212 茂原市 (株)内山電機製作所

8213 茂原市 (株)オールトレイズ

8214 茂原市 千葉県南総食肉衛生検査所

8215 茂原市 千葉県立茂原樟陽高等学校

8216 茂原市 特別養護老人ホーム真名実恵園

8217 茂原市 コンドル産業㈱

8218 茂原市 東方エージェンシー（株）茂原営業所

8219 茂原市 ちばぎん証券(株)茂原支店

8220 茂原市 (有)ライフライン

8221 茂原市 綜合警備保障（株）成田支社茂原営業所

8222 茂原市 デイサービスセンター長生東

8223 茂原市 ㈲やまちよモータース

8224 茂原市 ㈱豊文堂　　　　　　　　

8225 茂原市 日伸建設㈱

8226 茂原市 （有）川﨑興産

8227 茂原市 太陽機建㈱

8228 茂原市 白鳥製パン㈱

8229 茂原市 千葉県茂原警察署

8230 茂原市 トヨタカローラ千葉(株)茂原店

8231 茂原市 デイベンロイリネンサプライ㈱茂原営業所

8232 茂原市 綜合開発（株）

8233 茂原市 ㈱日本ダイス

8234 茂原市 妙中鉱業㈱本社工場

8235 茂原市 冨士機械㈱

8236 茂原市 双葉電子工業（株）

8237 茂原市 モバラ重機

8238 茂原市 (株)一潮

8239 茂原市 ㈱千葉銀行茂原東支店

8240 茂原市 フジセイコー(株)茂原営業所

8241 茂原市 社会福祉法人茂原市社会福祉協議会

8242 茂原市 (株)千葉興業銀行茂原・大原支店

8243 茂原市 医療法人社団上総会山之内病院

8244 茂原市 トヨタカローラ千葉(株)茂原MC

8245 茂原市 (有)浜谷総業

8246 茂原市 （株）藤正

8247 茂原市 プレア茂原ホール

8248 茂原市 日本全薬工業㈱千葉コミュニケーションオフィス

8249 茂原市 ARUKU

8250 茂原市 三井化学㈱茂原研究・開発センター

8251 茂原市 関東ビル管理(有)



8252 茂原市 （株）富士薬品茂原営業所

8253 茂原市 東洋ケミカルエンジニアリング(株)

8254 茂原市 ㈲田中重機

8255 茂原市 (株)東洋ビューティサプライ千葉工場

8256 茂原市 （株）北原紙器製作所

8257 茂原市 千代田エンジニアリング(株)千葉支店

8258 茂原市 ㈱白水組

8259 茂原市 (株)植正

8260 茂原市 もばら幼稚園

8261 茂原市 大宮化成㈱千葉営業所

8262 茂原市 茂原市役所

8263 茂原市 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社茂原店

8264 茂原市 有限会社一文字商事

8265 茂原市 日産プリンス千葉販売（株）茂原店

8266 茂原市 社会福祉法人ウィズじょい

8267 茂原市 (有)日の出商会本社

8268 茂原市 クレイドルカンパニー(株)

8269 茂原市 （株）日本ケアサプライ茂原営業所

8270 茂原市 ㈱吉田屋商店

8271 茂原市 ㈲阿部工業

8272 茂原市 社会福祉法人健寿会

8273 茂原市 東葉工業（株）

8274 茂原市 一般社団法人茂原市長生郡医師会

8275 茂原市 中央労働金庫茂原支店

8276 茂原市 千葉県教育庁東上総教育事務所

8277 茂原市 東京電力パワーグリッド（株）木更津支社茂原事務所

8278 茂原市 東電タウンプランニング(株)木更津支社茂原事務所

8279 茂原市 三井住友海上エイジェンシー・サービス（株）千葉埼玉エリア千葉統括茂原支店

8280 茂原市 ㈱ヤマチヨー

8281 茂原市 伸一測量設計(株)

8282 茂原市 ㈲グリル若潮　　　

8283 茂原市 ㈱三浦建設工業

8284 茂原市 生活協同組合コープみらいコープデリ茂原センター

8285 茂原市 トヨタカローラ千葉(株)テクノ本納

8286 茂原市 特別養護老人ホーム実恵園

8287 茂原市 いすゞ自動車首都圏(株)茂原工場

8288 茂原市 やまびこジャパン（株）東日本支社千葉営業所

8289 茂原市 (株)Ｅｌｅｖｅｎ

8290 茂原市 （株）交通建設千葉支店大網工事所

8291 茂原市 ＪＳＳ茂原スポーツクラブ

8292 茂原市 デイサービス今日まる｡

8293 茂原市 （株）ホンダカーズ千葉茂原北店

8294 茂原市 千葉トヨタ(株)アレス茂原

8295 茂原市 三徳工業（株）

8296 茂原市 (株)ミヤモ設計

8297 茂原市 長生農業協同組合本納支所

8298 茂原市 (株)藤田製作所

8299 茂原市 鈴屋弁当

8300 茂原市 ＴＯＴＯハイリビング㈱



8301 茂原市 アルバックテクノ(株)茂原CSセンター

8302 茂原市 サンライズ茂原

8303 茂原市 （株）ジーテック

8304 茂原市 神明建設（株）

8305 茂原市 （株）小沢工務店

8306 茂原市 長生土木事務所

8307 茂原市 千葉県長生健康福祉センター

8308 茂原市 千葉県長生農業事務所

8309 茂原市 千葉県一宮川改修事務所

8310 茂原市 茂原県税事務所

8311 茂原市 千葉県長生地域振興事務所

8312 茂原市 ㈱三枝組

8313 茂原市 千葉石油㈱

8314 茂原市 日本郵便(株)茂原郵便局

8315 茂原市 長生郡市広域市町村圏組合消防本部

8316 茂原市 （株）京葉銀行茂原支店

8317 茂原市 千葉県警察本部生活安全部少年課外房地区少年センター

8318 茂原市 ㈲東総電機

8319 茂原市 ふたば幼稚園

8320 茂原市 関東天然瓦斯開発（株）

8321 茂原市 大多喜ガス（株）

8322 茂原市 大多喜ガスパートナー（株）

8323 茂原市 茂原プリンス自動車㈲

8324 茂原市 ㈲徳志会医療研究所デイサービスセンターすこやか

8325 茂原市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）茂原セールスセンター

8326 茂原市 おゆみの中央病院茂原クリニック

8327 茂原市 医療法人京友会介護老人保健施設つくも苑

8328 茂原市 中央青果商事㈱

8329 茂原市 地方卸売市場㈱金坂青果市場

8330 茂原市 お食事処みねしま

8331 茂原市 (株)ニューロード

8332 茂原市 社会福祉法人ワーナーホーム長生地域生活支援センター

8333 茂原市 ㈲斉藤モータース

8334 茂原市 トヨタL&F千葉（株）茂原出張所

8335 茂原市 （株）エルピオ茂原営業所

8336 茂原市 (株)明伸工業

8337 茂原市 （有）茂原興業

8338 茂原市 （株）チバ設備事務所

8339 茂原市 長生農業協同組合茂原支所

8340 八街市 (有)新生電気工業

8341 八街市 八街市南部地域包括支援センター

8342 八街市 ㈱昌立製作所千葉工場

8343 八街市 (有)栗田機械工業

8344 八街市 (株)クロカワ千葉工場

8345 八街市 張替鉄筋工業㈱

8346 八街市 三和エナジー（株）

8347 八街市 （株）シンセイ

8348 八街市 (株)コーヨーテクノ八街事業所

8349 八街市 医療法人社団わかさ会南八街病院

8350 八街市 （株）山川自動車八街営業所



8351 八街市 創政建設(株)八街支社

8352 八街市 日本瓦斯(株)東関東支店八街営業所    

8353 八街市 (株)トップジャパン

8354 八街市 (株)冨士クラスタ千葉

8355 八街市 (有)イシデン工業

8356 八街市 東亜道路工業(株)千葉工場

8357 八街市 ㈱たつみ産業

8358 八街市 三和産業(株)

8359 八街市 ㈱塩野谷周太郎商店

8360 八街市 (株)ナベックエンジニアリング

8361 八街市 カネコ種苗㈱千葉支店

8362 八街市 三星商事（株）千葉営業所

8363 八街市 エスケイ工業（株）

8364 八街市 明哲開発㈱

8365 八街市 （社）生活クラブ風の村特養ホーム八街

8366 八街市 ナスラック（株）

8367 八街市 学校法人薄永学園八街すずらん幼稚園

8368 八街市 アイエスジー（株）千葉支店

8369 八街市 リハビリ特化型デイサービスハッスルスマイル

8370 八街市 プツマイスタージャパン(株)

8371 八街市 (株)ブレイン

8372 八街市 大成産業㈱

8373 八街市 竹村電気工事（株）　

8374 八街市 社会福祉法人　光明会

8375 八街市 ㈱実川文雄商店

8376 八街市 (株)ＥＧＬ

8377 八街市 (株)エコグリーン

8378 八街市 ヤクルト八街北センター

8379 八街市 ㈱大畑金物店

8380 八街市 (有)八街環境

8381 八街市 児童発達支援センター銀河鉄道

8382 八街市 社会福祉法人開拓乳児院イーハトーブ

8383 八街市 (株)ハナワ

8384 八街市 河原実業(株)千葉営業所

8385 八街市 医療法人社団誠和会長谷川病院

8386 八街市 日本ギア工業㈱

8387 八街市 ミューテクノ(株)千葉営業部八街営業所

8388 八街市 社会福祉法人泰斗会

8389 八街市 （株）シモダ千葉営業所

8390 八街市 (株)ＨＫ工業

8391 八街市 （有）パブリックハウスパイオニア

8392 八街市 （有）埜崎建設

8393 八街市 ㈱八千代軌工

8394 八街市 北総軌道工業㈱

8395 八街市 寿司割烹山王

8396 八街市 （株）テンサン

8397 八街市 (株)三央千葉機材センター

8398 八街市 ㈲上野屋本店

8399 八街市 （株）八街自動車教習所

8400 八街市 八街文化幼稚園

8401 八街市 医療法人みつや会新八街総合病院



8402 八街市 (有)タイコウ

8403 八街市 桜木総建（株）

8404 八街市 (株)ステップハウジング

8405 八街市 日本郵便(株)八街郵便局

8406 八街市 （株）海宝製材所

8407 八街市 ニチイケアセンター八街

8408 八街市 ㈱千葉銀行八街支店

8409 八街市 総武建設㈱

8410 八街市 八街市役所  

8411 八街市 社会福祉法人八街市社会福祉協議会

8412 八街市 大成企業(株)

8413 八街市 北総トーヨー住器(株)

8414 八街市 佐倉市八街市酒々井町消防組合八街消防署

8415 八街市 ＪＳＳ八街スポーツクラブ

8416 八街市 千葉日産自動車㈱八街店

8417 八街市 千葉トヨペット（株）八街店

8418 八街市 丸竹建設(株)

8419 八街市 ヤックスデイサービスセンター八街

8420 八街市 千葉県佐倉警察署八街幹部交番

8421 八街市 わくわく広場八街物流センター

8422 八街市 （株）ＧＲＯＵＮＤ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

8423 八街市 みとみ商事(株)

8424 八街市 日建リース工業（株）千葉支店

8425 八街市 フタバ緑化産業㈱八街営業所

8426 八街市 特定非営利活動法人秋桜社会福祉会

8427 八街市 堀川産業㈱八街営業所

8428 八街市 さわやかリビング八街

8429 八街市 ㈲富士建材

8430 八街市 ㈲斉藤精米所

8431 八街市 細田自動車㈲

8432 八街市 萬勢庵

8433 八街市 有料老人ホームアビタシオン白松

8434 八街市 千葉トヨタ自動車（株）八街店

8435 八街市 生活協同組合コープみらいコープデリ八街センター

8436 八街市 ヤックスレンタルサービス

8437 八街市 ヤックスデイサービス八街東

8438 八街市 特別養護老人ホームハーモニー

8439 八街市 (株)八光電気工業

8440 八街市 桜井建設㈱

8441 八街市 (有)一番いけす

8442 八千代市 日本郵便（株）八千代郵便局

8443 八千代市 ㈱安宅

8444 八千代市 ㈱京葉銀行八千代中央支店

8445 八千代市 （株）光営八千代中央営業所

8446 八千代市 ㈱千葉銀行新八千代支店

8447 八千代市 （株）千葉興業銀行新八千代支店

8448 八千代市 (有)伊原工業

8449 八千代市 まちのナースステーション八千代

8450 八千代市 千葉トヨタ自動車(株)八千代ゆりのき店

8451 八千代市 （株）佐々木トレーディング

8452 八千代市 興典㈱



8453 八千代市 ㈱鈴木電気

8454 八千代市 ㈱長岡工作所

8455 八千代市 （株）ライフラインクリエイター

8456 八千代市 八千代市上下水道局

8457 八千代市 中央労働金庫八千代支店

8458 八千代市 千葉県八千代警察署

8459 八千代市 三興塗料（株）

8460 八千代市 （株）清工舎

8461 八千代市 信和産業（株）

8462 八千代市 (株)雄星建設

8463 八千代市 （有）オーケーサービス

8464 八千代市 （株）ヤマザキエンジニアリング八千代工場

8465 八千代市 ㈱小池電機

8466 八千代市 勝山精機(株)千葉営業所

8467 八千代市 (株)ゆあさ庭園

8468 八千代市 （株）中山カントリークラブ

8469 八千代市 (株)グリーンセクション中山営業所

8470 八千代市 （有）村越左官工業

8471 八千代市 テレコムインターナショナル（有）

8472 八千代市 東洋ユニオン㈱千葉営業所

8473 八千代市 ㈱石上水道

8474 八千代市 ふる里学舎高津

8475 八千代市 ＦａｎｄＳ（株）

8476 八千代市 トヨタモビリティパーツ（株）千葉支社八千代店

8477 八千代市 八千代富士幼稚園

8478 八千代市 京栄システムズ(株)

8479 八千代市 宝盛建設㈱

8480 八千代市 （株）ラック印刷

8481 八千代市 ＨondaＣars市川八千代南店

8482 八千代市 （株）スズキ自販千葉アリーナ八千代

8483 八千代市 ビックバリィ(株)

8484 八千代市 市原建設工業㈱

8485 八千代市 (有)コトブキ

8486 八千代市 関東住宅サービス（株）千葉支店

8487 八千代市 (株)日本パッケージ

8488 八千代市 (株)千葉銀行勝田台支店

8489 八千代市 (有)イー・エスメディカルサービス

8490 八千代市 アイネットエージェンシー（株）

8491 八千代市 NPO法人ユーアイやちよ勝田台

8492 八千代市 (株)誠真工業

8493 八千代市 (株)千葉興業銀行勝田台支店

8494 八千代市 (株)ガスパル千葉販売所

8495 八千代市 オオサキメディカル（株）東関東営業所

8496 八千代市 京葉ビルサービス㈱

8497 八千代市 ハードゥン商事㈱

8498 八千代市 河原実業（株）船橋営業所

8499 八千代市 医療法人社団踏青会小池病院

8500 八千代市 社会福祉法人心聖会作山更生園

8501 八千代市 社会福祉法人心聖会

8502 八千代市 こいけ障害者支援センター

8503 八千代市 社会福祉法人実のりの会ビック・ハート



8504 八千代市 ＣＡＣスイミングスクール勝田台

8505 八千代市 （株）茗和検査

8506 八千代市 学校法人大野木学園たんぽぽ幼稚園

8507 八千代市 （株）酒井設備工業

8508 八千代市 ㈲八千代レッカー

8509 八千代市 （株）ヨコヤマ

8510 八千代市 八千代市清掃センター

8511 八千代市 (株)日商グラビア

8512 八千代市 (有)サンクス

8513 八千代市 東京機工㈱

8514 八千代市 ライフステージ(株)

8515 八千代市 シノブフーズ㈱東京統轄本部

8516 八千代市 （株）ダイオーズジャパン飲料千葉支店

8517 八千代市 （株）アーステクニカ八千代工場

8518 八千代市 ㈱エコ・マイニング　　　　

8519 八千代市 （株）アーステクニカＭ＆Ｓ

8520 八千代市 東邦シートフレーム㈱八千代事業所

8521 八千代市 （株）市川総建

8522 八千代市 ㈲石川工業所

8523 八千代市 清和建設㈱

8524 八千代市 平林物産（株）八千代事業所

8525 八千代市 (株)シービーエム

8526 八千代市 加藤産業㈱千葉支店

8527 八千代市 昭栄段ボール㈱

8528 八千代市 村上ひかり幼稚園

8529 八千代市 社会福祉法人八千代美香会サービス付き高齢者向け住宅アゼリアガーデン

8530 八千代市 （株）ケイエム住設

8531 八千代市 ＴＥＡＭ　ＬＯＨＡＳ(株)

8532 八千代市 学校法人明青学園明青幼稚園

8533 八千代市 トヨタカローラ千葉（株）勝田台店

8534 八千代市 ㈱宮崎工業

8535 八千代市 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所

8536 八千代市 社会福祉法人八千代美香会特別養護老人ホーム美香苑

8537 八千代市 ㈱東洋モータースクール

8538 八千代市 学校法人聖書学園千葉英和高等学校

8539 八千代市 学校法人八千代松陰学園

8540 八千代市 （株）ぱっとホーム

8541 八千代市 千葉日産自動車(株)八千代店

8542 八千代市 (株)オカムラホーム

8543 八千代市 （株）ブロンズオート

8544 八千代市 (株)グラスランチハウス

8545 八千代市 ㈱下川原建設

8546 八千代市 （株）ツクイ八千代大和田

8547 八千代市 ㈱川城建設

8548 八千代市 八千代市教育委員会

8549 八千代市 学校法人ちぐさ学園ちぐさ幼稚園

8550 八千代市 大和田訪問看護ステーション

8551 八千代市 （株）ティーアールサービス

8552 八千代市 さかいリハ訪問看護ステーション・八千代

8553 八千代市 ひばりの郷

8554 八千代市 さわやか訪問看護ステーション



8555 八千代市 ㈱八千代自動車整備工場

8556 八千代市 ㈱第一タイムリー

8557 八千代市 ㈱ナカジマ

8558 八千代市 (株)ミヤコシソリューションサービス本部

8559 八千代市 生活協同組合コープみらいコープデリ八千代センター

8560 八千代市 （株）サイサン八千代営業所

8561 八千代市 ガスワンサービス（株）八千代営業所

8562 八千代市 興真乳業㈱八千代事業所

8563 八千代市 朝日管工(株)

8564 八千代市 八千代市消防本部

8565 八千代市 千葉北部酪農農業協同組合

8566 八千代市 ㈱やちよ中央自動車学校

8567 八千代市 学校法人北辰学園八千代幼稚園

8568 八千代市 ㈱花島水道

8569 八千代市 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）八千代セールスセンター

8570 八千代市 フジセイコー（株）八千代営業所

8571 八千代市 第一環境(株)八千代営業所

8572 八千代市 公益社団法人八千代市シルバー人材センター

8573 八千代市 社会福祉法人八千代市身体障害者福祉会きらめき支援センター

8574 八千代市 ヤックスデイサービス大和田

8575 八千代市 大多喜ガス(株)八千代事業所

8576 八千代市 愛生苑デイサービスかがやき

8577 八千代市 千葉測量企画（株）

8578 八千代市 (株)福本材木店

8579 八千代市 昭和ゴム工業㈱

8580 八千代市 周郷建設（株）

8581 八千代市 日産プリンス千葉販売（株）八千代北店

8582 八千代市 ネッツトヨタ千葉(株)八千代店

8583 八千代市 (株)サンヨー

8584 八千代市 千葉トヨペット（株）八千代ＢＰセンター

8585 八千代市 （株）ニッタタイヤ千葉支店

8586 八千代市 大亜真空㈱

8587 八千代市 リハプライド八千代中央

8588 八千代市 東京ステンレス研磨興業(株)

8589 八千代市 リハビリスダジオてぃーだ八千代高津

8590 八千代市 ㈲青建リペア

8591 八千代市 セコム（株）八千代支社

8592 八千代市 日伸鋼業㈱

8593 八千代市 東京化学機械㈱

8594 八千代市 日成工業（株）東関東営業所

8595 八千代市 三陽工業（株）

8596 八千代市 トオカツフーズ（株）八千代工場

8597 八千代市 (株)アサヒ八千代製造部

8598 八千代市 習志野化工（株）

8599 八千代市 京成バラ園芸（株）

8600 八千代市 (株)東葉ビケ　　　　

8601 八千代市 (株)サンカジロ

8602 八千代市 (株)博全社八千代儀式殿

8603 八千代市 (株)木のすまい工房

8604 八千代市 万葉建設(株)

8605 八千代市 ㈱千葉マツダ八千代店



8606 八千代市 ㈲八千代リビング設備

8607 八千代市 ケアサポートやちよ

8608 八千代市 （株）古池興業

8609 八千代市 英信建設工業(株)

8610 八千代市 （有）八千代ボーリング

8611 八千代市 介護老人保健施設八千代ケアセンター

8612 八千代市 京葉建設（株）八千代支店

8613 八千代市 （株）ジョイントエフ

8614 八千代市 医療法人社団心癒会しのだの森ホスピタル

8615 八千代市 （株）東和重機工事

8616 八千代市 ㈱江鋼商事　　　　

8617 八千代市 (株)ＳＡＮ－Ａ

8618 八千代市 上原子建工(株)

8619 八千代市 医療法人社団碩成会島田台総合病院

8620 八千代市 特別養護老人ホームはなみずき

8621 八千代市 （株）メディック

8622 八千代市 モールテック(有)

8623 八千代市 ㈲花島建材

8624 八千代市 （株）山友興業

8625 八千代市 (有)深澤工務店

8626 八千代市 (株)松下

8627 八千代市 (有)堀込屋

8628 八千代市 多賀建設工業（株）

8629 八千代市 (株)福清会ふくふくケアステーション

8630 八千代市 ㈱船越組　　　

8631 八千代市 リハプライド・やちよ台

8632 八千代市 (株)ＡＨＣ

8633 八千代市 東海住宅㈱

8634 八千代市 (株)エムズ

8635 八千代市 京成電設工業(株)

8636 八千代市 ちばぎん証券（株）八千代支店

8637 八千代市 ㈱日本ビジネス

8638 八千代市 (有)齊藤組

8639 八千代市 三井住友信託銀行(株)八千代支店

8640 八千代市 （有）大こくや

8641 八千代市 ケアパートナー八千代台

8642 八千代市 島川工業（株）

8643 八千代市 ライフ薬品（株）

8644 八千代市 夢のまち訪問看護リハビリステーション八千代

8645 八千代市 ㈲鈴木健工務店

8646 八千代市 ㈲福田商店

8647 八千代市 八千代市児童発達支援センター

8648 八千代市 東亜興業㈱

8649 八千代市 （株）SKY

8650 八千代市 三洋商事(株)千葉物流センター

8651 八千代市 （株）一陽

8652 八千代市 ㈱髙橋組

8653 八千代市 日本ラインサービス㈱

8654 八千代市 医療法人社団心和会新八千代病院

8655 八千代市 (株)食の道場

8656 八千代市 訪問介護事業所テンダーケア



8657 八千代市 学校法人広瀬学園第二八千代幼稚園

8658 八千代市 デイサービス愛敬

8659 八千代市 ㈲植吉造園

8660 八千代市 はばたき職業センター

8661 八千代市 （株）オカムラテック

8662 八千代市 (株)懸け橋

8663 八千代市 (有)ケーアンドワイ

8664 八千代市 （有）秀和

8665 八千代市 ㈱ダイヨー

8666 八千代市 （株）太平洋クラブ八千代コース

8667 八千代市 松倉工業(株)

8668 八千代市 青い鳥指定訪問介護事業所

8669 八千代市 （株）千葉銀行八千代緑が丘支店

8670 八千代市 北総警備保障㈱

8671 八千代市 セントケア八千代

8672 八千代市 学研ココファン八千代緑が丘

8673 八千代市 大東建託（株）千葉北支店

8674 八千代市 (株)東洋コーポレーション

8675 八千代市 スペースガーデニング(株)

8676 八千代市 医療法人真温会八千代有床診療所

8677 八千代市 緑が丘はぐみの杜保育園

8678 八千代市 友愛みどり園

8679 八千代市 千葉県立八千代特別支援学校

8680 八千代市 ファーストステージ居宅介護支援センター

8681 四街道市 住友重機械建機クレーン（株）東京サービス工場

8682 四街道市 (有)清和

8683 四街道市 四街道市消防署旭分署

8684 四街道市 二葉商事㈱千葉営業所

8685 四街道市 学校法人東千学園　みそら幼稚園

8686 四街道市 医療法人社団まごころ

8687 四街道市 コメリパワー四街道店

8688 四街道市 (有)エステーシート千葉営業所

8689 四街道市 ソフィアドライビングスクール四街道

8690 四街道市 ㈱本宮自動車

8691 四街道市 （株）ツクイもねの里営業所

8692 四街道市 医療法人徳洲会四街道徳洲会病院

8693 四街道市 ジャパンパイル基礎工業㈱関東支店

8694 四街道市 (株)鈴亀千葉工場

8695 四街道市 林億貿易㈱

8696 四街道市 東京街路（株）千葉事業所

8697 四街道市 ㈱美加土建設

8698 四街道市 （株）ホンダプリモ栗山

8699 四街道市 エース・エンジニヤリング（株）東京支社

8700 四街道市 学校法人楠岡学園くりやま幼稚園

8701 四街道市 青空協同組合

8702 四街道市 (株)エネアーク関東

8703 四街道市 尾出建設(株)

8704 四街道市 専門学校新国際福祉カレッジ

8705 四街道市 四街道市クリーンセンター

8706 四街道市 成田国際空港(株)給油事業部四街道事務所



8707 四街道市 成田空港給油施設（株）四街道事業所

8708 四街道市 さかいリハ訪問看護ステーション・八千代四街道支所

8709 四街道市 セコム(株)千葉北支社

8710 四街道市 ㈲山本産業　　　

8711 四街道市 プライムケア東京（株）千葉支店

8712 四街道市 トヨタカローラ千葉（株）四街道店

8713 四街道市 ㈱須藤工務店

8714 四街道市 住友林業建築技術専門校

8715 四街道市 四街道市教育委員会

8716 四街道市 四街道市消防署

8717 四街道市 四街道市役所

8718 四街道市 四街道市上下水道部

8719 四街道市 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会

8720 四街道市 A．A．N．JAPAN(株)

8721 四街道市 (株)ジェイエイライフ・千葉千葉営業所

8722 四街道市 安井工業（株）

8723 四街道市 PAIMAN TRADING(株)

8724 四街道市 （株）メルシーフラワー千葉物流センター

8725 四街道市 (株)藤嘉

8726 四街道市 (株)J．J．インターナショナル

8727 四街道市 ジャパンエアマット(株)千葉支店

8728 四街道市 （株）鳶佐藤組

8729 四街道市 (株)オータケ商事

8730 四街道市 興和産業（有）

8731 四街道市 千葉三菱自動車販売(株)千葉北店

8732 四街道市 関東機工㈱

8733 四街道市 ネッツトヨタ千葉㈱四街道店

8734 四街道市 (株)タツノ千葉営業所

8735 四街道市 (有)新和

8736 四街道市 中央アルミ(株)

8737 四街道市 特別養護老人ホーム四街道苑

8738 四街道市 扶桑技研（株）工事事務所

8739 四街道市 (株)佐藤製作所

8740 四街道市 (有)宏和

8741 四街道市 (有)テーサン

8742 四街道市 (株)アルス

8743 四街道市 ミシュランタイヤ千葉販売㈱　　

8744 四街道市 社会福祉法人翠昻会　　　　

8745 四街道市 創和建設㈱

8746 四街道市 コマツカスタマーサポート（株）千葉支店

8747 四街道市 (株)村田工業

8748 四街道市 四街道市消防署千代田分署

8749 四街道市 学校法人長生学園千代田幼稚園

8750 四街道市 (有)石橋空調

8751 四街道市 (有)小野田工業千葉営業所

8752 四街道市 社会福祉法人勝曼会特別養護老人ホームあすみの丘

8753 四街道市 (株)ＮＩＴＴＡＩ千葉支店

8754 四街道市 コープみらいえ四街道

8755 四街道市 信和興業㈱千葉営業所



8756 四街道市 学校法人つぼみ幼稚園

8757 四街道市 (株)カネタニ関東トラックセンター

8758 四街道市 タイト建工(株)

8759 四街道市 （株）リンクス

8760 四街道市 （株）岡本空調設備

8761 四街道市 (株)IMAN　

8762 四街道市 小出土木工業㈱

8763 四街道市 ニチイケアセンター四街道

8764 四街道市 ㈱金　正

8765 四街道市 千葉日産自動車(株)四街道店

8766 四街道市 緑ケ丘幼稚園

8767 四街道市 千葉県立千葉盲学校

8768 四街道市 (株)ＴＯＫＡＩ千葉支店

8769 四街道市 (株)ルート・サービス・イースト千葉事業所

8770 四街道市 （株）正栄工業

8771 四街道市 Ａｇｏｒａ　ｅＸ(株)千葉機材センタ

8772 四街道市 学校法人飯田学園さくらがおか幼稚園

8773 四街道市 (株)廣瀬機工

8774 四街道市 ㈱千葉田園スイミングクラブ

8775 四街道市 ㈲保足電設

8776 四街道市 ㈱オクトエンジニアリング

8777 四街道市 東名開発(株)四街道営業所

8778 四街道市 一般財団法人関東電気保安協会千葉事業本部

8779 四街道市 (有)熊田工業

8780 四街道市 四季平安の杜

8781 四街道市 （株）千葉興業銀行四街道支店

8782 四街道市 社会福祉法人成山園

8783 四街道市 京葉自動車工業㈱

8784 四街道市 千葉みらい農業協同組合四街道支店

8785 四街道市 氏家冷熱(株)

8786 四街道市 野口スケール(株)

8787 四街道市 リハプライド四街道

8788 四街道市 イサアサ製鋲所

8789 四街道市 (株)サンデンサービス

8790 四街道市 (株)ユニマットそよ風四街道ケアセンターそよ風

8791 四街道市 チヨダ産業㈱　　　　

8792 四街道市 （株）植義

8793 四街道市 （株）水楽

8794 四街道市 （株）アンバック

8795 四街道市 ㈱久永製作所   

8796 四街道市 ニチイケアセンター物井

8797 四街道市 公益社団法人四街道市シルバー人材センター

8798 四街道市 合同会社リハビリテーションライフ

8799 四街道市 （有）総合保険事務所

8800 四街道市 千葉県四街道警察署

8801 安房郡鋸南町 鋸南町役場

8802 安房郡鋸南町 ヤックスデイサービス鋸南

8803 安房郡鋸南町 東海建設㈱

8804 安房郡鋸南町 (株)ＴＯＫＡＩ勝山営業所



8805 安房郡鋸南町 奥村建設（株）

8806 安房郡鋸南町 鋸南町保田漁業協同組合

8807 安房郡鋸南町 (株)魚新商店

8808 安房郡鋸南町 （株）権次郎商店

8809 安房郡鋸南町 ㈱鈴木工務店

8810 安房郡鋸南町 ㈱舟藤勝山蓄養場

8811 安房郡鋸南町 日本郵便（株）勝山郵便局

8812 安房郡鋸南町 （株）ヨエム興業

8813 安房郡鋸南町 ㈲鈴木工業所

8814 安房郡鋸南町 社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会

8815 安房郡鋸南町 社会福祉法人天祐会特別養護老人ホーム鋸南苑

8816 夷隅郡大多喜町 ㈲滝見苑

8817 夷隅郡大多喜町 茂原県税事務所大多喜支所

8818 夷隅郡大多喜町 千葉県教育庁東上総教育事務所夷隅分室

8819 夷隅郡大多喜町 夷隅地域振興事務所

8820 夷隅郡大多喜町 千葉県勝浦警察署大多喜幹部交番

8821 夷隅郡大多喜町 鴨川生コン（株）大多喜工場

8822 夷隅郡大多喜町 千葉トヨタ自動車（株）大多喜店

8823 夷隅郡大多喜町 社会福祉法人うぐいす会福祉施設風の村

8824 夷隅郡大多喜町 ヴィルモランみかど(株)

8825 夷隅郡大多喜町 ダイヤオートサービス（株）

8826 夷隅郡大多喜町 （有）大成商会大多喜事業所

8827 夷隅郡大多喜町 学校法人三育学院

8828 夷隅郡大多喜町 大橋林材㈱

8829 夷隅郡大多喜町 ㈲原田

8830 夷隅郡大多喜町 大多喜町自動車学校

8831 夷隅郡大多喜町 髙橋輪業㈱

8832 夷隅郡大多喜町 ㈲関自動車工業

8833 夷隅郡大多喜町 南房総広域水道企業団

8834 夷隅郡大多喜町 ㈲福　水

8835 夷隅郡大多喜町 東急リゾーツ&ステイ（株）大多喜城ゴルフ倶楽部

8836 夷隅郡大多喜町 小倉土建㈱

8837 夷隅郡大多喜町 ㈲貝塚瓦店

8838 夷隅郡大多喜町 医療法人白百合会大多喜病院

8839 夷隅郡大多喜町 社会福祉法人大多喜町社会福祉協議会

8840 夷隅郡大多喜町 ㈱小松屋農機商会

8841 夷隅郡大多喜町 ㈱泰盛建材

8842 夷隅郡大多喜町 平林物産㈱本社

8843 夷隅郡大多喜町 医療法人川崎病院

8844 夷隅郡大多喜町 根本測量㈱

8845 夷隅郡大多喜町 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部

8846 夷隅郡大多喜町 ニチイケアセンター城見ヶ丘

8847 夷隅郡大多喜町 いすみ鉄道(株)本社

8848 夷隅郡大多喜町 大多喜町役場

8849 夷隅郡大多喜町 山本建設㈱

8850 夷隅郡大多喜町 美よし

8851 夷隅郡大多喜町 ㈱増田製作所千葉工場

8852 夷隅郡大多喜町 ㈱グリーンクラブ千葉夷隅ゴルフクラブ

8853 夷隅郡大多喜町 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社花生カントリークラブ



8854 夷隅郡御宿町 ㈲西川土建

8855 夷隅郡御宿町 中央国際高等学校

8856 夷隅郡御宿町 社会福祉法人外房特別養護老人ホーム外房

8857 夷隅郡御宿町 ㈲小川プロパン

8858 夷隅郡御宿町 ㈲よしのクリーンサービス

8859 夷隅郡御宿町 ㈱キャメルゴルフリゾート

8860 夷隅郡御宿町 ㈲アキバ

8861 夷隅郡御宿町 黒潮工業(有)

8862 夷隅郡御宿町 ㈲大野荘

8863 夷隅郡御宿町 民宿 ニュー日の丸

8864 夷隅郡御宿町 日本郵便(株)御宿郵便局

8865 夷隅郡御宿町 ヤックスデイサービスセンター御宿

8866 夷隅郡御宿町 （株）鈴木工業

8867 夷隅郡御宿町 鈴清建設㈱

8868 印旛郡栄町 ㈱ナリタヤ(本部）

8869 印旛郡栄町 千葉県ヤクルト販売(株)ヤクルト安食センター

8870 印旛郡栄町 高砂ガラス㈱

8871 印旛郡栄町 ㈲秋山工業　　

8872 印旛郡栄町 ヤックスデイサービス安食

8873 印旛郡栄町 ほがらかケア

8874 印旛郡栄町 栄町役場　　　　　

8875 印旛郡栄町 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

8876 印旛郡栄町 （株）カトウコーポレーション安食営業所

8877 印旛郡栄町 ㈲りさいくるや大野

8878 印旛郡栄町 ㈱平安管設　　

8879 印旛郡栄町 (株)パイオニア・サービス

8880 印旛郡栄町 社会福祉法人誠友会特別養護老人ホーム栄白翠園

8881 印旛郡栄町 学校法人佐藤学園酒直幼稚園

8882 印旛郡栄町 村樫建設工業㈱

8883 印旛郡栄町 アンドーパイル販売（株）

8884 印旛郡栄町 （株）紀文食品東京工場

8885 印旛郡栄町 日本食研ホールディングス（株）千葉本社

8886 印旛郡栄町 日本食研（株）成田支店

8887 印旛郡栄町 千葉県立栄特別支援学校

8888 印旛郡栄町 キタカミ工業(株)

8889 印旛郡栄町 （株）フレンズトレーディング

8890 印旛郡栄町 ㈱栄建工業

8891 印旛郡栄町 （株）長澤建設

8892 印旛郡栄町 西印旛農業協同組合東部支店

8893 印旛郡酒々井町 (株)ホンダカーズ千葉酒々井店

8894 印旛郡酒々井町 児童養護施設蛍雪学園

8895 印旛郡酒々井町 千葉三菱自動車販売（株）成田店

8896 印旛郡酒々井町 日産プリンス千葉販売（株）成田店

8897 印旛郡酒々井町 (株)オートコミュニケーションズオニキス成田店

8898 印旛郡酒々井町 千葉県農業共済組合西部家畜診療所

8899 印旛郡酒々井町 ㈱莇商店

8900 印旛郡酒々井町 公益社団法人酒々井町シルバー人材センター

8901 印旛郡酒々井町 備後屋成田営業所

8902 印旛郡酒々井町 佐倉市八街市酒々井町消防組合酒々井消防署



8903 印旛郡酒々井町 ㈱小坂建設工業

8904 印旛郡酒々井町 ネッツトヨタ千葉(株)酒々井店

8905 印旛郡酒々井町 山崎産業株式会社

8906 印旛郡酒々井町 ＣＳネットワーク（株）成田支店

8907 印旛郡酒々井町 酒々井町役場

8908 印旛郡酒々井町 成田市農協燃料事業所

8909 印旛郡酒々井町 幼保連携型認定こども園昭苑こども園

8910 印旛郡酒々井町 森久保薬品（株）千葉事業部

8911 印旛郡酒々井町 森久保CAメディカル(株)千葉営業所

8912 印旛郡酒々井町 （株）西原商会関東成田支店

8913 印旛郡酒々井町 (株)扇港電機北総営業所

8914 印旛郡酒々井町 （株）三和千葉支店

8915 印旛郡酒々井町 千葉県農業共済組合北総支所

8916 印旛郡酒々井町 佐倉市、酒々井町清掃組合

8917 印旛郡酒々井町 (株)エム・アンド・ビー・フローラ千葉農場

8918 香取郡神崎町 赤とんぼカントリークラブ

8919 香取郡神崎町 社会福祉法人広文会特別養護老人ホームじょうもんの郷

8920 香取郡神崎町 神崎町役場

8921 香取郡神崎町 鍋店（株）神崎酒造蔵

8922 香取郡神崎町 ㈱マルゴン　　　

8923 香取郡神崎町 千葉県立香取特別支援学校

8924 香取郡神崎町 杉山建設工業（株）

8925 香取郡神崎町 サンゴバン・ティーエム㈱神崎工場

8926 香取郡多古町 多古町役場

8927 香取郡多古町 ㈱安藤建設

8928 香取郡多古町 かとり農業協同組合

8929 香取郡多古町 千葉県香取警察署多古幹部交番

8930 香取郡多古町 ㈱安藤産業多古生コンクリート工場

8931 香取郡多古町 鎌形建設（株）

8932 香取郡多古町 柏熊建設㈱

8933 香取郡多古町 土井商事

8934 香取郡多古町 （有）土井産業

8935 香取郡多古町 ㈲勝又木材

8936 香取郡多古町 （株）千葉製作所

8937 香取郡多古町 （株）スガサワ

8938 香取郡多古町 ㈱香南園

8939 香取郡多古町 （株）ゴルフ倶楽部成田ハイツリー

8940 香取郡多古町 ㈱川島屋成田営業所

8941 香取郡多古町 萬勢庵

8942 香取郡多古町 ㈲喜多住宅設備

8943 香取郡多古町 高山建材㈲

8944 香取郡多古町 御食事処高家

8945 香取郡多古町 堀越自動車

8946 香取郡多古町 ㈲越川自動車

8947 香取郡多古町 ㈲行方工業

8948 香取郡多古町 ㈱丸平電気

8949 香取郡多古町 ㈲栄樹園

8950 香取郡多古町 ㈱広六セレモニー

8951 香取郡多古町 勝又建設㈱　　　　



8952 香取郡多古町 社会福祉法人多古町社会福祉協議会

8953 香取郡多古町 社会福祉法人槇の実会第２ひかり学園

8954 香取郡多古町 社会福祉法人槇の実会ひかり学園

8955 香取郡多古町 白浜食堂

8956 香取郡多古町 （株）ＪＡエネルギー千葉ＬＰガスセンタ－

8957 香取郡多古町 (有)丸三典礼

8958 香取郡多古町 ＦＳブルーム(株)

8959 香取郡多古町 日本郵便(株)久賀郵便局

8960 香取郡多古町 学校法人早稲田学園わせがく高等学校

8961 香取郡多古町 (株)アサヒカトリ工場

8962 香取郡多古町 多古特別養護老人ホーム

8963 香取郡多古町 （有）グレイスケアデイサービスセンター和

8964 香取郡多古町 (株)千葉銀行多古支店

8965 香取郡多古町 ヤックスデイサービス多古

8966 香取郡多古町 (株)光新星東日本営業部特販課

8967 香取郡多古町 大林組・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体圏央道芝山JV工事事務所

8968 香取郡多古町 (株)安藤・間 関東支店多古北作業所

8969 香取郡多古町 ヤクルト多古センター

8970 香取郡多古町 社会福祉法人槇の実会ひかり学園アネックス

8971 香取郡多古町 (株)渡商

8972 香取郡東庄町 (株)野口建築

8973 香取郡東庄町 ㈱グルメシー

8974 香取郡東庄町 (株)石政製作所

8975 香取郡東庄町 （株）プリーズ

8976 香取郡東庄町 田谷ミートセンター（株）

8977 香取郡東庄町 柏屋土建㈲

8978 香取郡東庄町 東庄町役場

8979 香取郡東庄町 はやし

8980 香取郡東庄町 ㈱林長

8981 香取郡東庄町 田中庵

8982 香取郡東庄町 田邊工業(株)香取工場

8983 香取郡東庄町 ㈲土善旅館

8984 香取郡東庄町 日本郵便(株)東庄郵便局

8985 香取郡東庄町 山善商事㈱

8986 香取郡東庄町 渡辺土建㈲

8987 香取郡東庄町 マルサンセレモニー東庄ホール

8988 香取郡東庄町 夢の庄デイサービスセンター

8989 香取郡東庄町 ㈱ハウジング重兵衛

8990 香取郡東庄町 多部田建設㈱

8991 香取郡東庄町 ㈱林商店

8992 香取郡東庄町 東庄町デイサービスセンター

8993 香取郡東庄町 (株)清水食品サービス

8994 香取郡東庄町 ㈲岡野工務店

8995 香取郡東庄町 ㈱東庄建商

8996 香取郡東庄町 （有）アオヤギ

8997 山武郡九十九里町 社会福祉法人恵友会特別養護老人ホーム九十九里園

8998 山武郡九十九里町 ヤマヒサ建設（株）

8999 山武郡九十九里町 （有）ロード

9000 山武郡九十九里町 (株)はせ川



9001 山武郡九十九里町 国民宿舎サンライズ九十九里

9002 山武郡九十九里町 ㈱ヤマコー東金工場

9003 山武郡九十九里町 ㈲みその水道設備工業

9004 山武郡九十九里町 （株）アイ建

9005 山武郡九十九里町 阿部造船㈱

9006 山武郡九十九里町 九十九里自動車教習所

9007 山武郡九十九里町 鵜沢ネット㈱

9008 山武郡九十九里町 ヤクルト片貝センター

9009 山武郡九十九里町 学校法人みぎわ学園ときがね片貝幼稚園

9010 山武郡九十九里町 社会福祉法人九十九里町社会福祉協議会

9011 山武郡九十九里町 日本郵便(株)九十九里郵便局

9012 山武郡九十九里町 (有)タカハシサービスステーション

9013 山武郡九十九里町 (株)千葉銀行九十九里支店

9014 山武郡九十九里町 ㈱総和

9015 山武郡九十九里町 ㈱田辺工業

9016 山武郡九十九里町 ㈱小松土建

9017 山武郡九十九里町 とらや包装資材㈱

9018 山武郡九十九里町 三洋コンクリート工業㈱

9019 山武郡九十九里町 九十九里町役場

9020 山武郡九十九里町 （株）松井紙器

9021 山武郡九十九里町 ㈲南風荘

9022 山武郡九十九里町 山武造船㈱

9023 山武郡九十九里町 ㈲並木商会

9024 山武郡芝山町 いすゞ自動車首都圏（株）ＮＡＴＣ

9025 山武郡芝山町 インターナショナル・カーゴ・サービス(株)成田事業部

9026 山武郡芝山町 (株)MSK空港支社

9027 山武郡芝山町 西尾レントオール(株)成田営業所

9028 山武郡芝山町 (株)エルピオ成田営業所

9029 山武郡芝山町 ブリヂストンタイヤサービス東日本（株）成田店

9030 山武郡芝山町 三栄メンテナンス㈱

9031 山武郡芝山町 サンコー・エア・セルテック（株）空港貨物事業部

9032 山武郡芝山町 トヨタＬ＆Ｆ千葉（株）成田営業所

9033 山武郡芝山町 サンワコムシスエンジニアリング㈱成田事務所

9034 山武郡芝山町 白岩工業(株)成田事業所

9035 山武郡芝山町 一般財団法人成田国際空港振興協会芝山事務所

9036 山武郡芝山町 （株）ナリコー

9037 山武郡芝山町 医療法人社団徳育会介護老人保健施設二川苑

9038 山武郡芝山町 京カントリークラブ

9039 山武郡芝山町 丸朝園芸農業協同組合

9040 山武郡芝山町 (株)ブルケン関東

9041 山武郡芝山町 日本郵便(株)芝山郵便局

9042 山武郡芝山町 ㈲砂明利自動車

9043 山武郡芝山町 西尾レントオール(株)機材サポート部高所東京センタ－

9044 山武郡芝山町 芝山町役場

9045 山武郡芝山町 一般財団法人芝山町振興公社

9046 山武郡芝山町 （有）ベル

9047 山武郡芝山町 司冠栄製作所（株）

9048 山武郡芝山町 (株)美鈴興業

9049 山武郡芝山町 萩原土建㈱



9050 山武郡芝山町 (株)近鉄コスモス成田輸出営業所

9051 山武郡芝山町 (株)N・I・S・S

9052 山武郡芝山町 南建設㈱

9053 山武郡芝山町 成田ドライアイス（株）

9054 山武郡芝山町 ㈱石井興業

9055 山武郡芝山町 東亜道路工業㈱芝山機械センター

9056 山武郡芝山町 社会福祉法人芝山町社会福祉協議会

9057 山武郡芝山町 (株)クラシック

9058 山武郡芝山町 (有)北総ベジタブル

9059 山武郡芝山町 （株）アクラ

9060 山武郡横芝光町 ㈲生そば孝美

9061 山武郡横芝光町 日産プリンス千葉販売（株）横芝店

9062 山武郡横芝光町 日本郵便(株)横芝郵便局

9063 山武郡横芝光町 あづま庵

9064 山武郡横芝光町 ヤックスデイサービス横芝光

9065 山武郡横芝光町 (株)マイ・スター

9066 山武郡横芝光町 淡路工業(株)

9067 山武郡横芝光町 (株)村田屋本店

9068 山武郡横芝光町 (株)前川

9069 山武郡横芝光町 吉岡建設㈱

9070 山武郡横芝光町 大谷建設工業(株)

9071 山武郡横芝光町 山一土建（株）

9072 山武郡横芝光町 ㈲ユート・アメニティ

9073 山武郡横芝光町 （公社）横芝光町シルバー人材センター

9074 山武郡横芝光町 横芝光町役場

9075 山武郡横芝光町 社会福祉法人横芝光町社会福祉協議会

9076 山武郡横芝光町 （株）土屋

9077 山武郡横芝光町 東陽病院

9078 山武郡横芝光町 特別養護老人ホーム第二松丘園

9079 山武郡横芝光町 馬狩建設（株）

9080 山武郡横芝光町 鈴木建業

9081 山武郡横芝光町 光コンクリート工業(株)

9082 山武郡横芝光町 山武郡横芝光町中央保育園

9083 山武郡横芝光町 敷島産業㈱

9084 山武郡横芝光町 （株）大手千葉工場

9085 山武郡横芝光町 横芝光町立横芝保育所

9086 山武郡横芝光町 合資会社石毛本店山東会館

9087 山武郡横芝光町 (有)丸美ミート

9088 山武郡横芝光町 （有）グレイスケア癒し処さくら

9089 山武郡横芝光町 ㈲安平商店

9090 山武郡横芝光町 （有）平山工務店

9091 山武郡横芝光町 ＳＯＳＡ（株）

9092 山武郡横芝光町 （株）晴晃油脂

9093 山武郡横芝光町 横芝光町立上堺保育所

9094 山武郡横芝光町 横芝まさご幼稚園

9095 山武郡横芝光町 日東エネルギー(株)総武営業所

9096 山武郡横芝光町 （株）放電精密加工研究所

9097 山武郡横芝光町 ㈱太智建設

9098 山武郡横芝光町 ㈱和建興業



9099 山武郡横芝光町 ㈲第一住宅設備

9100 山武郡横芝光町 （有）しおさいファーム

9101 山武郡横芝光町 (有)青雲

9102 山武郡横芝光町 茶話処一休

9103 山武郡横芝光町 ㈱畔蒜工務店　　　　

9104 山武郡横芝光町 岩内基礎(有)

9105 山武郡横芝光町 (株)なんじゃもんじゃリゾート

9106 山武郡横芝光町 民宿松原荘

9107 長生郡一宮町 ㈱大塚商会ホテル事業部一宮シーサイドオーツカ

9108 長生郡一宮町 伊勢化学工業㈱

9109 長生郡一宮町 社会福祉法人一宮町社会福祉協議会

9110 長生郡一宮町 一宮町役場

9111 長生郡一宮町 (株)ホンダプリモ千葉南

9112 長生郡一宮町 (有)小林釣餌

9113 長生郡一宮町 長生農業協同組合一宮支所

9114 長生郡一宮町 日本郵便(株)一宮郵便局

9115 長生郡一宮町 (株)ニチイ学館ニチイケアセンター一ノ宮

9116 長生郡一宮町 ㈲釜屋燃料店

9117 長生郡一宮町 片岡工業（株）

9118 長生郡一宮町 特別養護老人ホーム一宮苑

9119 長生郡一宮町 児童愛護会青松学園

9120 長生郡一宮町 社会福祉法人児童愛護会一宮学園

9121 長生郡一宮町 ㈲神代工業

9122 長生郡一宮町 （有）三共興業

9123 長生郡一宮町 千葉県茂原警察署一宮幹部交番

9124 長生郡一宮町 千葉県立長生特別支援学校

9125 長生郡白子町 石井鉄工㈱

9126 長生郡白子町 白子町役場

9127 長生郡白子町 (有)プロスパーコーポレーション

9128 長生郡白子町 長生農業協同組合白子支所

9129 長生郡白子町 社会福祉法人白子町社会福祉協議会

9130 長生郡白子町 丸信工業㈱

9131 長生郡白子町 ㈱新栄組

9132 長生郡白子町 山甚産業(株)

9133 長生郡白子町 旅館白砂

9134 長生郡白子町 日本郵便（株）白子郵便局

9135 長生郡白子町 特別養護老人ホームはまひるがお

9136 長生郡白子町 (株)みどり電機

9137 長生郡白子町 (株)アステック白子工場

9138 長生郡白子町 (株)エイム千葉支店

9139 長生郡白子町 細谷興業（有）

9140 長生郡白子町 (有)シビルテクノ

9141 長生郡白子町 細谷工業㈱

9142 長生郡白子町 (株)白子興業

9143 長生郡白子町 房総プラント(株)白子工場

9144 長生郡白子町 (株)千葉橋梁

9145 長生郡白子町 竹の家

9146 長生郡白子町 全国中小事業協同組合白子国際研修センター

9147 長生郡白子町 プラチナハウス白子店

9148 長生郡白子町 ㈱安川



9149 長生郡白子町 （株）フリー・コンストラクション

9150 長生郡白子町 (株)サンペイント

9151 長生郡白子町 ㈱丸岡興業

9152 長生郡白子町 （有）カーアシストジャパン白子営業所

9153 長生郡白子町 ㈲白子紙業

9154 長生郡長南町 トウシン化工機(株)

9155 長生郡長南町 ㈱グレートアイランド倶楽部

9156 長生郡長南町 社会福祉法人光正会特別養護老人ホ－ムザイクスヒル長南

9157 長生郡長南町 （株）佐久間長南工場

9158 長生郡長南町 ㈱いたくら商事

9159 長生郡長南町 ㈱加藤建設　　　

9160 長生郡長南町 社会福祉法人光正会特別養護老人ホーム豊栄の里

9161 長生郡長南町 （有）岩瀬設備

9162 長生郡長南町 ヤックスデイサービス長南

9163 長生郡長南町 （有）ヨツワ環境

9164 長生郡長南町 (株)三友開発南茂原カントリークラブ

9165 長生郡長南町 長生農業協同組合長南支所

9166 長生郡長南町 長南町役場

9167 長生郡長南町 日本郵便(株)長南郵便局

9168 長生郡長南町 長生学園幼稚園

9169 長生郡長南町 ㈱荒井工務店

9170 長生郡長南町 (株)エスプールプラス茂原第一ファーム

9171 長生郡長南町 エクシオグループ（株）茂原太陽光発電所建設工事事務所

9172 長生郡長柄町 (株)美善デイサービスうたし苑

9173 長生郡長柄町 (株)白木電気工事

9174 長生郡長柄町 長柄町役場

9175 長生郡長柄町 社会福祉法人長柄町社会福祉協議会

9176 長生郡長柄町 ジャパンフーズ(株)

9177 長生郡長柄町 ＪＦウォーターサービス（株）

9178 長生郡長柄町 菱中工業（株）鹿島工場千葉事業所

9179 長生郡長柄町 (株)加藤コンクリート瑛材茂原工場

9180 長生郡長柄町 興亜不燃板工業㈱

9181 長生郡長柄町 (株)東和市原営業所

9182 長生郡長柄町 渡辺商事(株)

9183 長生郡長柄町 (株)古坂興業

9184 長生郡長柄町 太陽建設㈱

9185 長生郡長柄町 長生農業協同組合日吉支所

9186 長生郡長柄町 （株）ミルフィーユ

9187 長生郡長柄町 (有)東昇

9188 長生郡長柄町 南総総業(株)長柄事業所

9189 長生郡長柄町 岡田工業（株）千葉工場

9190 長生郡長柄町 ㈲石井総合設備

9191 長生郡長柄町 ㈱三橋土木

9192 長生郡長柄町 医療法人社団聖光会介護老人保健施設長柄ケアセンター

9193 長生郡長柄町 （有）あきやま建材店

9194 長生郡睦沢町 明和プラスト(株)千葉工場

9195 長生郡睦沢町 ㈱松嵜組

9196 長生郡睦沢町 (株)アイワ警備保障

9197 長生郡睦沢町 （株）三陽測量設計

9198 長生郡睦沢町 (株)タカヒロ

9199 長生郡睦沢町 社会福祉法人九十九会槇の木学園



9200 長生郡睦沢町 (株)たていち

9201 長生郡睦沢町 長生農業協同組合睦沢支所

9202 長生郡睦沢町 社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会

9203 長生郡睦沢町 睦沢町教育委員会

9204 長生郡睦沢町 日本郵便（株）睦沢郵便局

9205 長生郡睦沢町 社会福祉法人恵洋会

9206 長生郡睦沢町 医療法人社団健勝会介護老人保健施設睦沢の里

9207 長生郡睦沢町 (有)ナカヤマ重量

9208 長生郡睦沢町 (株)米倉工業

9209 長生郡睦沢町 （有）中村住宅設備

9210 長生郡長生村 ㈱諸岡設備工業

9211 長生郡長生村 一宮宇部コンクリート㈱

9212 長生郡長生村 ㈲狩野鈑金工業所　　　

9213 長生郡長生村 ㈱狩野建設

9214 長生郡長生村 ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ

9215 長生郡長生村 (株)流通サービス長生研修所

9216 長生郡長生村 (有)中村電気商会

9217 長生郡長生村 社会福祉法人長生会

9218 長生郡長生村 (有)マシーン商会

9219 長生郡長生村 (株)たいよう

9220 長生郡長生村 秀光テレコム㈱

9221 長生郡長生村 社会福祉法人愛の友協会

9222 長生郡長生村 ㈱長生園

9223 長生郡長生村 ㈱合同資源千葉工場

9224 長生郡長生村 （株）ニチイ学館ニチイケアセンター七井土

9225 長生郡長生村 日東燃料工業（株）

9226 長生郡長生村 房総スズキ販売（有）

9227 長生郡長生村 ㈲千葉冷設

9228 長生郡長生村 社会福祉法人徳生会特別養護老人ホームまきの木苑

9229 長生郡長生村 社会福祉法人長生村社会福祉協議会

9230 長生郡長生村 長生農業協同組合高根支所

9231 長生郡長生村 ㈱紀元製作所長生工場


