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千葉県内市町村一覧    

※宣言事業所がある自治体が下線で表示されています。 

 01：千葉市 02：銚子市 03：市川市 04：船橋市 05：館山市 

 06：木更津市 07：松戸市 08：野田市 09：茂原市 10：成田市     

 11：佐倉市 12：東金市 13：旭市 14：習志野市   15：柏市     

 16：勝浦市 17：市原市 18：流山市  19：八千代市   20：我孫子市   

 21：鴨川市 22：鎌ヶ谷市   23：君津市  24：富津市   25：浦安市     

 26：四街道市  27：袖ヶ浦市  28：八街市  29：印西市 30：白井市 

 31：富里市  32：南房総市    33：匝瑳市 34：香取市   35：山武市    

 36：いすみ市    37：大網白里市    38：印旛郡酒々井町     39：印旛郡栄町     

 40：香取郡神崎町            41：香取郡多古町    42：香取郡東庄町    

 43：山武郡九十九里町      44：山武郡芝山町    45：山武郡横芝光町    

 46：長生郡一宮町            47：長生郡睦沢町    48：長生郡長生村   

 49：長生郡白子町            50：長生郡長柄町        51：長生郡長南町       
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 52：夷隅郡大多喜町       53：夷隅郡御宿町    54：安房郡鋸南町 

千葉市 

 株式会社 ワーキングスタッフ 

 松原建設 株式会社 

 一般社団法人 千葉県社会保険協会 

 千葉県年金受給者協会 

 株式会社 正文社 

 一般社団法人 千葉県薬剤師会 

 千葉県道路公社 

 JR 千葉鉄道サービス 株式会社 

 千葉商工会議所 

 千葉県商工会連合会 

 JFE 鋼板総合サービス 株式会社 

 千葉県中小企業団体中央会 

 医療法人社団 晴山会 平山病院 

 株式会社 NT エンタープライズ 

 社会福祉法人 天光会 恵光園 

 医療法人社団 五月会 とけレディースクリニック 

http://www.e-matsubara.co.jp/
http://www.chiba-dourokousha.or.jp/
http://www.chibaken.or.jp/
http://www.chuokai-chiba.or.jp/
http://www.keikouen.or.jp/
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 三和精密工業 株式会社 

 株式会社 新都市サービスセンター 

 一般社団法人 千葉県商工会議所連合会 

 一般財団法人 千葉県環境財団 

 株式会社 プロエイム 

 株式会社 ビーエムシー 

 公益財団法人 千葉県交通安全協会 

 ビィー・トランセホールディングス 株式会社 

 西岬観光 株式会社 

 平和交通 株式会社 

 福井サービス工業 株式会社 

 あすか交通 株式会社 

 株式会社 ファーマインド 

 日本環境開発 株式会社 

 幕張実業 株式会社 

 千葉三菱自動車販売 株式会社 

 モデン工業 株式会社 

 株式会社 エクセルシオール・ジャパン 

http://www.cfcci.or.jp/
http://proaim.co.jp/
http://www.be-transse.com/
http://www.nishizakikanko.com/
http://heiwakotsu.com/
http://www.farmind.co.jp/


機密性 1 

4 

 

 新総建設 株式会社 

 東日本エンジニアリング 株式会社 

 株式会社 セイコーインターナショナル 

 一般財団法人 千葉県まちづくり公社 

 新日本工業 株式会社 

 株式会社 金子機材 

 株式会社 ビー・エイチ 

 株式会社 下野酒店 

 社会福祉法人 白山会 特別養護老人ホーム星久喜白山荘 

 株式会社 西原屋 

 株式会社 シーケル 

 株式会社 ホシノ千葉営業所 

 株式会社 レカムサービス 

 株式会社 環境設備計画 

 株式会社 稲葉電機 

 東日本産業輸送 株式会社 

 株式会社 飴安商店 

 株式会社 ＪＦＥメカフロント千葉 

http://www.shinsou.jp/
http://sitecore-cms.kyoukaikenpo.or.jp/www.seiko-intl.com/
http://www.shimor.com/
http://www.nishibaraya.co.jp/
http://www11.plala.or.jp/recam/
http://kankyo-setsubi-plan.com/
http://www.inabadenki.com/
http://www.sangyouyusou.co.jp/
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 千葉進研 株式会社 

 千葉県住宅供給公社 

 株式会社 千建 

 一般財団法人 千葉市交通安全協会 

 株式会社 ホームエナジック京葉 

 有限会社 第一経営センター 

 株式会社 エムサス 

 公益財団法人 千葉県私学教育振興財団 

 千葉県農業共済組合連合会 

 株式会社 センエー 

 株式会社 オオクシ 

 AEC ハイテクサービス 

 株式会社 シーエスクリエイト 

 社会福祉法人 八越会 ちどり保育園 

 有限会社 ビューティマツバラ 

 社会福祉法人 晴山会 

 有限会社 稲毛構内タクシー 

 小湊鉄道タクシー 株式会社 

http://www.chibashinken.com/
http://www.chiba-kousya.or.jp/
http://www.chiba-daiichi.gr.jp/
http://www.sogaoffice.jp/
http://www.chiba-sksz.jp/
http://www.bm-salon.co.jp/
http://www.inagekounai-taxi.com/inage/
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 中央日化サービス 株式会社 

 サンエス警備保障 株式会社 

 東関東ＭＭＣ部品販売 株式会社 

 ＩＴＳ工房 株式会社 

 公益財団法人 千葉県学校給食会 

 千葉県高齢者生活協同組合 

 千葉県土地改良事業団体連合会 

 株式会社 千葉中央自動車学校 

 千葉三菱コルト自動車販売 株式会社 

 株式会社 ニュー千葉 

 医療法人社団 幸葉会 西千葉整形外科 

 富士システム防災 株式会社 

 星商 株式会社 

 有限会社 武井観光 

 株式会社 海老澤工業 

 共瑩工業 株式会社 

 上松工業 株式会社 

 信和リース 株式会社 

http://chns.co.jp/
http://www.sanesukeibi.jp/
http://cgk.or.jp/
http://chiba-chuou.co.jp/
http://www.takeikankou-bus.com/
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 社会福祉法人 高砂会 特別養護老人ホーム中野園 

 社会福祉法人 おゆみ野福祉会 おゆみ野保育園 

 株式会社 ノーフォール 

 株式会社 平川カントリークラブ 

 社会福祉法人 うぐいす会 特別養護老人ホーム誉田園 

 有限会社 ジャスメック 

 株式会社 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 

 千葉県酪農農業協同組合連合会 

 社会福祉法人 清和園 

 京葉リース 株式会社 

 株式会社 千葉度量衡工業所 

 千葉県土地開発公社 

 ミズノ興業 有限会社 

 社会保険労務士法人 ハーモニー 

 株式会社 ニューズインシュアランス 

 株式会社 トポスエンタープライズ 

 環境テクノス 株式会社 

 株式会社 アイ・メデックス 

http://www.nofall.jp/
http://www.hirakawacc.com/
http://www.chibado.co.jp/
http://a-bus.jp/
http://www.sr-harmony.jp/
http://www.news-news.co.jp/
http://www.topos-jp.com/
http://www.kan-tec.jp/
http://imedex.co.jp/
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 株式会社 エムアイエス 

 ＭＳ千葉埼玉 株式会社 

 株式会社 日警保安 

 株式会社 ニッケイ・ライフセキュリティ 

 コンポート 株式会社 

 株式会社 高品ハウジング 

 社会保険労務士法人 なかだい総合事務所 

 社会福祉法人 あかね福祉会 ふたば保育園 

 株式会社 四葉建装 

 社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 

 京葉臨海鉄道 株式会社 

 特別養護老人ホーム晴山苑 

 株式会社 ネパス 

 株式会社 オグラ 

 株式会社 モリーフ 

 株式会社 クリエイト・エンディ 

 千葉セラミック工業株式会社 

 一般社団法人 鷹之台カンツリー倶楽部 

http://mis-hoken.com/
http://www.nikkeihoan.co.jp/
http://www.nikkeihoan.co.jp/nikkeilife_index.php
http://nakadai.or.jp/
http://www.akane-futaba.ed.jp/
http://yotsuba-kensou.co.jp/
http://www.rintetu.co.jp/
http://seizan-kai.or.jp/
http://www.ogura.biz-web.jp/
http://www.mb.moleaf.co/
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 株式会社 パレンテ 

 千葉市一般廃棄物収集運搬協同組合 

 京成タクシー千葉 株式会社 

 株式会社 一幸 

 株式会社 リード 

 株式会社 菊園 

 株式会社 在宅支援総合ケアーサービス 

 株式会社 インター物流 

 株式会社 船橋保険事務所 

 株式会社  吉沢水道コンサルタント 

 株式会社 ドットライン 

 株式会社 英エンタープライズ 

 株式会社 ボイスコーポレーション 

 山﨑土地家屋調査士事務所 

 ＯＣＴエンジニアリング 株式会社 

 有限会社 シライクリーンサービス 

 行政書士法人 畠山事務所 

 ＣＳネットワーク 株式会社 

http://www.parente.jp/
http://www.lead-hoken.com/
http://kikuzono.com/
http://inter-trp.co.jp/
https://www.funaho.co.jp/
http://www.ys-con.co.jp/
http://www.dotline-jp.com/
http://voice-co.net/
http://www.yama-taka.jp/
http://www.octe.jp/
https://www.hatakeyama-office.co.jp/
https://www.cs-network.biz/
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 株式会社 千葉住宅サービス社 

 株式会社 KANJIN 

 千葉県農業共済組合 

 株式会社 SL Creations 千葉  

 豊永興業 株式会社  

 Sukima ism 合同会社  

 株式会社 ハリマビステム 千葉支店 

 株式会社 竹山美装 

 エヌケイ産業 株式会社 

株式会社 ディージースト   

 千葉共同印刷 株式会社    

 特定非営利活動法人 はぁもにぃ   

 株式会社 ワールドパーク    

 株式会社 ワイズ保険センター   

 ほけんプラザエイプス 株式会社    

 コスモセキュリティ 株式会社   

 株式会社 阿部商会   

 株式会社 エッチ・アール・オー 

https://www.ju-sa.com/
https://www.renk-colors.com/
https://sl-creations.co.jp/
http://houei-transport.co.jp/
https://sukimagraph.com/
https://www.bstem.co.jp/
https://c-kp.co.jp/
http://cosmo-s.jp/
https://www.abeshokai.com/
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 株式会社 ハイフライヤーズ  

 株式会社 ジャパンマーケティング  

 社会保険労務士法人 アットロウム  

 有限会社 ケイ・ワイ・カンパニー 

 エル・クリエートシステム 株式会社  

 株式会社 須藤ビル 

 東海テクノサービス 株式会社  

 公益財団法人 千葉市教育振興財団  

 株式会社 サンライズ千葉コーポレーション  

 株式会社 寿々家コーポレーション 

 コウショウ 株式会社 

 有限会社 夢現  

 ほうとく C&I 株式会社  

 株式会社 内藤商店  

 E&E システム 株式会社  

 株式会社 Sarari  

 株式会社 三貴   

 株式会社 幕張メッセ 

http://highflyers.co.jp/
https://esj.jp/
http://ky-com.com/
https://create-sys.co.jp/
http://www.sudo-biru.co.jp/
http://www.tokaitechno.jp/
https://kyoikusinko.or.jp/
http://www.houtokuci.com/
http://www.naito-shouten.co.jp/
https://sarari.co/support
http://www.sanki-ltd.com/
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 有限会社 住まい工房おぬま  

 株式会社 MKM  

 千葉アロー 株式会社  

 有限会社 鳥居写真事務所 

 千葉県社会保険労務士会  

 M.Trust 合同会社  

 東亜外業 株式会社 千葉事務所 

 有限会社 黒子商事 

 有限会社 柴田保険事務所 

 影山会計事務所  

 有限会社 笠間サービス 

 株式会社 メディカルサポート  

 株式会社 カワコー 

 株式会社 昌和運輸  

 有限会社 白鷺運輸  

 株式会社 EOS  

 株式会社 セカンドシーズン   

 株式会社 富士工業  

https://www.chiba-arrow.co.jp/
https://www.sr-chiba.org/
https://www.tmn-agent.com/shibatahoken/
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 防災技術センター 株式会社 

 株式会社 カワグチ  

 日測 株式会社  

 株式会社 ココモケア デイサービスセンター つくしんぼ  

 株式会社 HM スタッフ 

 栗原建工 株式会社  

 株式会社 カネヒデ  

 社会福祉法人 讃助の会  

 株式会社 トーヨー  

 社会福祉法人 清流福祉会 松ケ丘保育園 

 社会福祉法人 父の樹会 あけぼの園 

 日本競馬飼糧 株式会社   

 合資会社 グッドニュース販売  

 株式会社 ノリコーポレーション  

 協和アグリ 株式会社  

 ベネフィット 有限会社  

 ノザキ建工 株式会社  

 株式会社 新星 

http://matsugaoka-hoikuen.or.jp/
https://www.jrf-nikkei.co.jp/
https://noricorporation.com/
https://shinsei1937.wixsite.com/shinsei
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 大誠産業 株式会社 

 社会福祉法人 光楓福祉会 もみじ保育園 

 合同会社 𠮷楽 

 大越通信建設 株式会社 

 FP エージェンツ 株式会社 

 株式会社 ONE ALPHA 

 株式会社 せひら 

 株式会社 ドリームアカデミー 

 株式会社 ネクスジェネ・システム 

 株式会社 SORTE 

 株式会社 フィニッシャーリース 

 株式会社 サンケイちば企画 

 株式会社 Meisin 

 ウィルホーム 株式会社 

 株式会社 ティーシーエム 

 有限会社 いさみや 

 医療法人社団 恵翔会 

 株式会社 最首総合事務所 

https://momiji-hoiku.jp/
https://fp-agents.co.jp/
https://onealpha0401.com/omusubi/
https://sehira.co.jp/
https://www.da-edu.com/
http://finisherlease.co.jp/
http://www.sankei-ck.com/
http://willhome.jp/
https://iwata-kodomo-clinic.com/
https://www.s-s-j.co.jp/
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 司法書士法人 最首総合事務所 

 行政書士法人 最首総合事務所 

 一般社団法人 愛の会 

 土地家屋調査士法人 最首総合事務所 

 株式会社 ケインズアイ 

 税理士法人 ケインズアイ 

 株式会社 ケインズアイホールディングス 

 特定非営利活動法人 poco a poco 

 開成ペインテックス 株式会社 

 株式会社 五常 

 千葉エコ・エネルギー 株式会社 

 公益社団法人 千葉県観光物産協会 

 有限会社 中村技工所 

エスポ化学 株式会社 

 セイスイ工業 株式会社 

有限会社 ミリオンアクセス 

株式会社 KBM 

一般社団法人 千葉労働基準協会 

https://www.s-s-j.co.jp/
https://www.s-s-j.co.jp/
https://www.s-s-j.co.jp/
https://www.s-s-j.co.jp/
https://kaisei-paintex.com/
https://www.gojoh.com/
https://www.chiba-eco.co.jp/
https://maruchiba.jp/
https://www.espo-chem.co.jp/
https://seisui-kk.com/
https://www.chiba-kijunkyokai.jp/


機密性 1 

16 

 

株式会社 さくらみち 

株式会社 黒田電気商会 

三井住友建設鉄構エンジニアリング 株式会社 

株式会社 東旺 

エフピコインターパック 株式会社 

株式会社 土屋商事 

株式会社 ウッディホーム 

株式会社 千葉イエローハット 

京葉工管 株式会社 

有限会社 アスタス会計 

 銚子市 

 銚子商工会議所 

 株式会社 ダイナミック 

 株式会社 銚子大洋自動車教習所 

 森幸漁網 株式会社 

 株式会社 トラヤ 

 丸徳商事 株式会社 

 株式会社 創 

http://www.sakuramichi-ahaha.com/
http://www.kurodadenki.co.jp/
https://www.smcse.co.jp/
https://www.tooh-sportech.com/
https://www.fp-interpack.jp/
http://www.tsuchiyashoji.com/index.html
https://www.woodyhome.com/
https://www.keiyo-koukan.co.jp/
https://morikou-net.co.jp/
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 アステルサポート 株式会社    

 株式会社 イワイ   

 有限会社 岩井製函  

 株式会社 吉原塗装所 

 株式会社 伊藤興業 

 銚子燃料 株式会社  

 海匝保健所管内食品衛生協会  

 株式会社 櫻井謙二商店  

 有限会社 ウエルネスサービス 

 飯田水産 株式会社  

 スバル千葉東 株式会社 

 市川市 

 社会福祉法人 柏井福祉会 柏井保育園 

 社会福祉法人 柏井福祉会 すえひろ保育園 

 オリエントサービス 株式会社 

 株式会社 鎌形 

 株式会社 電洋社 

 有限会社 京成ケアサービス 

https://choshinenryo.co.jp/
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 税理士法人 プロアシスト 

 社会福祉法人 一路会 かしわい苑 

 株式会社 淀川製鋼所 市川工場 

 市川商工会議所 

 公益財団法人 市川市清掃公社 

 一般財団法人 市川市福祉公社 

 司法書士法人 アクシス 

 クレストホーム 株式会社 

 株式会社 りぼんケア 

 株式会社 アイテイーシー 

 ＩＢトータルサービス 株式会社 

 有限会社 ＩＢトランスポート 

 株式会社 アスユー 

 有限会社 後藤鋼業 

 株式会社 瀧澤興業 

 株式会社 シーエス 

 ＩＢモータース 株式会社 

 株式会社 愛ネット  

http://www1.ttcn.ne.jp/kashiwaien
http://www.ib-group.co.jp/
http://www.ib-group.co.jp/
http://www.asu-net.co.jp/
http://www.ainet-care.co.jp/
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 株式会社 コマツ  

 株式会社 アライ照明  

 株式会社 ミライド 

 株式会社 ナルビー 

 金子建材 株式会社 

 株式会社 エム・ケイジャパン 

 有限会社 ミサワ塗装  

 株式会社 ライフポート   

 有限会社 平和堂   

 株式会社 荒井水道工務店     

 宮崎運送 有限会社 

 合同会社 リライブ    

 松藤運輸倉庫 株式会社   

 株式会社 LANTEC  

 株式会社 旭機工 

 テッコウエンジニアリング 株式会社 

 株式会社 アイテイシーテクニカル  

 社会福祉法人 きぼうの樹 かいづか保育園 

https://miride.co.jp/
http://www.mkj.co.jp/
https://www.araisuidou.com/
http://www.lantec.biz/


機密性 1 

20 

 

 サンクススポーツ 有限会社  

 株式会社 京葉中沢販売 

 一般社団法人 A-TRUCK   

 塚本建材 株式会社 

 株式会社 千葉石材 

 株式会社 国際技術コンサルタンツ  

 株式会社 土谷不動産  

 BRIDGEHEAD LOGISTICS DESIGN 合同会社  

 株式会社 山研ビルサービス  

 市川市行徳青果協同組合  

 大洋マテリアル 株式会社 

 プロモ 株式会社 

 有限会社 総建アサノ  

 株式会社 花みずき  

 株式会社 アオノ  

 株式会社 道興業  

 株式会社 ここわ学園 

 株式会社 佐々木エンタープライズ 

http://hoiku.shari.info/
http://www.kgcjiban.com/
http://www.madrigal.co.jp/
https://www.aono-pharm.co.jp/
https://wakuwakuhs.com/


機密性 1 

21 

 

 株式会社 エキスパート  

 合同会社 Human Relations  

 有限会社 ジェイクラフト 

 東邦ステンレス工業 株式会社 

 船橋市 

 株式会社 日動自販 

 株式会社 堀内工務店 

 新葉瓦斯機器 株式会社 

 株式会社 パール技研 

 株式会社 西船グリーン・サービス 

 株式会社 郡商会 

 ニュー船橋 株式会社 

 アヅサ電気工業 株式会社 

 船橋港業 株式会社 

 株式会社 皆川 

 株式会社 メタル建材 

 不二公業 株式会社 

 平和産業 株式会社 

http://www.sindbad.co.jp/
https://www.e-koori.com/
http://www.metalkenzai.co.jp/
http://www.fuji-k.jp/
http://www.heiwasangyo.co.jp/


機密性 1 

22 

 

 特産エンジニアリング 株式会社 

 株式会社 大谷商事 

 横山商事 株式会社 

 株式会社 山崎新聞舗 

 株式会社 ふくしねっと工房 

 社会福祉法人 秀心会 

 医療法人社団 千葉秀心会 東船橋病院 

 三朋住宅設備 株式会社 

 社会福祉法人 藤和会 こでまり保育園 

 京成タクシー船橋 株式会社 

 京成タクシー習志野 株式会社 

 社会福祉法人 藤和会 てまり保育園 

 株式会社 タカネ電業 

 株式会社 セキヅカ商事 

 株式会社 むげん社 

 社会福祉法人 千葉県福祉援護会 

 株式会社 ゲンカラ 

 株式会社 ヒューマン・タッチ 

http://www.hfhp.gr.jp/
http://takanedengyo.hp.gogo.jp/
http://www.engokai.or.jp/
http://wakwak-sun.jp/
http://www.human-touch.co.jp/


機密性 1 

23 

 

 社会福祉法人 健恒会 

 株式会社 お客様相談室 

 株式会社 エージェントグループ 

 株式会社 ＳＡＪＩ 

 株式会社 石和石材 

 有限会社 クリエイトジャパン 

 株式会社 クロスファクトリー 

 公益社団法人 船橋市清美公社 

 株式会社 斉藤総業 

 株式会社 あるまど 

 医療法人社団 Ｓ.Ｈ.Ｍ.Ｋ. 市川ビルさとう歯科医院 

 株式会社 リフレクト 

 株式会社 タカヤス 

 株式会社 貝電 

 船橋商工会議所 

 株式会社 Ａｎｄ－Ａｒｃ 

 有限会社 バリュー 

 株式会社 ウェルプラン  

http://anshinhoken.co.jp/
http://www.ss-saji.jp/
http://createjapan.com/
http://cross-f.co.jp/
http://www.seibikosya-funabashi.com/
http://www.saitousougyou.co.jp/
http://www.arumado.co.jp/
http://www.ichikawadc.jp/
https://szk-biso.jp/
http://www.kaiden2.co.jp/
http://www.e-funabashi.com/


機密性 1 

24 

 

 株式会社 中田工業 

 有限会社 昆野組 

 医療法人社団 麒麟会  

 有限会社 合同組  

 株式会社 E プラン  

 株式会社 ナカガミ 

 いつき電装 株式会社 

 有限会社 太田電子 

 株式会社 音映システム 

 株式会社 大木無線電気  

 有限会社 ヤマザキ建機 

 株式会社 SDK    

 株式会社 East カンパニー     

 ランフロム 株式会社    

 社会保険労務士法人 みんなの社労士    

 株式会社 大輝 

 株式会社 ツインズ   

 株式会社 丸美  

https://www.eplan.co.jp/
http://www.freshing-nakagami.co.jp/
http://www.ituki-denso.com/
http://www.otadenshi.com/
http://www.on-a.co.jp/
http://www.ooki-musen.com/
http://www.sdk69.jp/


機密性 1 

25 

 

 オールデバイス 株式会社 

 株式会社 元気いっぱい  

 株式会社 新栄 

 アクロスマネジメント 株式会社  

 株式会社 テクシーダ  

 株式会社 菅谷電機  

 合同会社 安村電気工事  

 株式会社 杉本製作所  

 医療法人社団 サンメディカル  

 医療法人社団爽晴会 あおぞら歯科クリニック  

 株式会社 aba  

 共立電設 株式会社 

 北総電機産業 株式会社 

 株式会社 八十八や  

 株式会社 ハルカ 

 京葉エステート 株式会社 

 有限会社 なんば工業 

 株式会社 サンマーフィー 

https://sugimoto-ss-19651217.com/
https://88-ya.co.jp/
https://www.kestate.co.jp/


機密性 1 

26 

 

 有限会社 サンタクシー  

 社会福祉法人 恩寵園 めぐみ保育園 

 槇計装 株式会社 

株式会社 ゆめの森 

帝京警備保障 株式会社 

有限会社 土井企業 

株式会社 At Human Vision 

株式会社 やまとダイニング 

株式会社 スタジオ縁 

 館山市 

 南房タクシー 株式会社 

 館山商工会議所 

 有限会社 房州日日新聞社 

 房州物流 株式会社 

 極洋船舶工業 株式会社 

 鏡浦自動車 株式会社 

 医療法人社団 寿会 小林病院 

 館山生コン 株式会社 

https://suntaxi.jp/
https://yumewakaba.jp/
http://www.teikyo-sec.co.jp/
https://human-vision.net/
https://www.matsuzaka-steak.com/
http://studioenishi.jp/


機密性 1 

27 

 

 館山建材 株式会社 

 株式会社 山八  

 有限会社 セラム    

 ライフパートナー税理士法人 

 有限会社 ゆみや防災   

 有限会社 房州リサイクル   

 一般社団法人 館山市観光協会 

 館山労働基準協会  

 早川電工 株式会社  

 社会福祉法人 館山老人ホーム立 館山養護老人ホーム  

 有限会社 南房浄化槽サービス 

 株式会社 清水屋商店 

 メロンクリニック  

 社会福祉法人 興徳会 

 株式会社 メンテカ 

 木更津市 

 木更津木材 株式会社 

 榎本運送 株式会社 

https://tateyamacity.com/
http://www.kisarazu.sakura.ne.jp/


機密性 1 

28 

 

 有限会社 丸三清運 

 株式会社 ホテルロイヤルガーデン 

 株式会社 ホンダカーズ木更津 

 有限会社 ボタン美容室 

 有限会社 大澤工業 

 千葉県みるく農業協同組合 

 ワタナベメディアプロダクツ 株式会社 

 社会福祉法人 木更津大正会 

 株式会社 ヤマアキ 

 明王丸商事 株式会社 

 第一高周波工業 株式会社 千葉工場 

 株式会社 エサキエンタープライズ 

 ＬｉｆｅＳｔｙｌｅ 株式会社 

 株式会社 福山工業 

 有限会社 木更津油脂  

 木更津商工会議所  

 株式会社 写楽館    

 日東交通 株式会社  

http://hotel-royalgarden.co.jp/
http://www.hondacars-kisarazu.co.jp/
http://botan-hair.co.jp/
http://www.protos21.com/
https://shakaikann.jimdo.com/
http://www.esakienterprise.com/
https://www.lstyle.co.jp/
https://kisaraduyushi.com/
https://www.kisarazu-cci.or.jp/
http://www.sharakukan.co.jp/photo/


機密性 1 

29 

 

 株式会社 日本なぎさプラント  

 Autoterminal Japan 株式会社  

 株式会社 エノモト防災工業  

 株式会社 新昭和リビンズ 

 一般財団法人 木更津自動車学校  

 有限会社 鈴木会計事務所  

 株式会社 オマージュ  

 有限会社 オーディ  

 株式会社 ケンソー  

 医療法人社団 松青会 小松歯科クリニック  

 株式会社 フォレストホーム  

 木更津市役所 総務部 職員課 

 社会福祉法人 邦進会  

 税理士法人 ケイエスエス会計 

 医療法人社団 玉歯会 

 株式会社 友設備 

株式会社 川島コーポレーション 

株式会社 新明 

http://www.inspections.jp/jp/
https://www.city.kisarazu.lg.jp/
https://mori.kisarazu-kamome.com/
https://www.akiyoshi-dc.jp/
https://yusetubi.co.jp/


機密性 1 

30 

 

木信産業 株式会社 

株式会社 三笠地所 

有限会社 日興商事 

株式会社 大鳥ほけん 

 松戸市 

 松戸商工会議所 

 マブチモーター株式会社 

 東葛医療企画 株式会社 

 医療法人社団 松恵会 

 株式会社 アンツ 

 社会福祉法人 聖心会 

 アスミル社会保険労務士事務所 

 有限会社 平和防水工業 

 株式会社 三和テレム 

 医療法人社団 尚誠会 笑顔のおうちクリニック松戸 

 株式会社 あんしんプラザ 

 株式会社 マルワ 

 株式会社 トゥ・ラタン 

https://www.mokushin.co.jp/
https://ootori-hoken.co.jp/
http://www.tohkatsu-med.co.jp/
http://www.antscoltd.com/
http://www.seishin-kai.or.jp/
http://www.asmil.co.jp/
http://www.sanwa-telem.co.jp/
http://www.anshin-plaza.jp/
http://www.maruwa-net.com/
http://lattan.biz/


機密性 1 

31 

 

 株式会社 髙野ダクト 

 株式会社 ネオ・ゼロ 

 株式会社 サンアベニュー 

 株式会社 イズム  

 株式会社 ウェルネス  

 株式会社 グランバー東京ラスク  

 株式会社 グランバー  

 合同会社 クロスウイング 

 株式会社 あすまちホールディングス 

 株式会社 ヨシヤ  

 株式会社 青山英語学院    

 株式会社 REACT   

 株式会社 新潟発條  

 医療法人社団 博歯会   

 株式会社 松戸萬味  

 株式会社 ネクステップ   

 株式会社 斉藤緑地建設  

 株式会社 ジョーレン  

https://www.neo-zero.com/
https://www.wellness-japan.co.jp/
https://www.tokyorusk.co.jp/
https://react-web.com/
http://www.care-matsudo-dc.jp/
https://manmi.co.jp/
https://www.sumitai-ie.com/
https://www.joolen.co.jp/


機密性 1 

32 

 

 株式会社 夢子   

 株式会社 レセプトオフィス  

 株式会社 トーエイ  

 株式会社 富士精機製作所  

 盈泰ジャパン 株式会社 

 綜合パトロール 株式会社  

 株式会社 ミダス・ジャパン 

 株式会社 フライドプライド  

 社会福祉法人 六高台福祉会  

 株式会社 マツドサンヨー  

 共進エンジニアリング 株式会社  

 株式会社 アースラボラトリー  

 株式会社 一丸エンジニアリング  

 株式会社 クリエイター  

 株式会社 My アセット  

 合同会社 スピンネットワーク 

 株式会社 ベールヘルツ 

 一般社団法人 松戸市観光協会 

http://www.toeig.co.jp/
http://www.eitaijapan.com/
http://www.midas-japan.com/
http://rokkoudai.net/
https://www.earthlab.co.jp/
http://www.1maru.co.jp/
https://www.e-sumai.co.jp/
https://spin-network.jp/
http://www.veilherz-mirai.jp/
https://www.matsudo-kankou.jp/


機密性 1 

33 

 

 なないろ歯科クリニック 

 有限会社 アキヤ産業  

 コロナ技研工業 株式会社  

 株式会社 ホンダカーズ北千葉  

 株式会社 昭和精機 

 開発化学工業 株式会社 

 株式会社 KG 

 有限会社 ナカムラ防災 

 山形運輸 株式会社 

 株式会社 大蔵保険センター 

 あおぞら保険サービス 株式会社 

 野田市 

 野田商工会議所 

 スミテック 株式会社 

 日新パルス電子 株式会社 

 株式会社 野田自然共生ファーム 

 社会保険労務士法人 鈴木労務研究会 

 ヤグチ物流 株式会社 

https://matsudo-haisha.dental/
https://www.hondacars-kitachiba.co.jp/
https://www.syowaseiki.co.jp/
http://www.kaihatsu.co.jp/
https://www.tmn-agent.com/ohkura/
http://www.office-suzukisr.jp/


機密性 1 

34 

 

 株式会社 千葉カントリー倶楽部 

 医療法人社団 愛世会 

 有限会社 ＩＢロジスティック 

 株式会社 共栄サービス 

 野田ガス 株式会社  

 株式会社 アバント  

 梅郷電子 株式会社  

 社会福祉法人 いちいの会  

 有限会社 真崎建設  

 有限会社 北斗観光バス  

 株式会社 フレックス 

 有限会社 うめさと自動車  

 有限会社 寿美野屋 

 株式会社 あおば総合保険 

 有限会社 神明自動車 

 茂原市 

 茂原商工会議所 

 株式会社 ライトニングファクトリー 

http://www.chibacc.co.jp/
http://bliss-noda.co.jp/
http://www.ib-group.co.jp/
http://www.kyouei-s.com/
https://flexs.co.jp/
https://www.aoba-sougouhoken.jp/
http://lotas-shinmei.com/


機密性 1 

35 

 

 大都興業 株式会社 

 社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会 

 有限会社 ダスキン茂原 

 有限会社 徳志会医療研究所 

 社会福祉法人 豊裕会 特別養護老人ホーム 実恵園 

 社会福祉法人 豊裕会 特別養護老人ホーム 真名実恵園 

 株式会社 成美学園      

 有限会社 雪田  

 有限会社 茂原興業  

 一般社団法人 長生郡市地籍調査協会  

 有限会社 糸久建設  

 有限会社 イーストプロジット  

 株式会社 日恵装飾   

 有限会社 新栄金属製作所 

 Ex-Works 株式会社  

 株式会社 鳥幸商店 

 御園建設 株式会社 

 有限会社 さわだ貸衣裳店 

http://www.mobara-shakyo.or.jp/
http://honbu.seibi.net/
http://www.mobara-east.com/
https://nikkeisousyoku.co.jp/
http://www.torikou.co.jp/
https://habiller.co.jp/


機密性 1 

36 

 

 床枝衣料工業 株式会社 

 株式会社 吉田屋商店 

 有限会社 渡辺製作所 

 千葉県教職員組合 長生支部 

 株式会社 協和ハウジング 

 有限会社 ジャスト工房 

 成田市 

 成田山新勝寺 

 株式会社 サンエアカーゴサービス 

 京成タクシー成田 株式会社 

 成田空港警備 株式会社 

 日改興業 有限会社 

 三信建設 株式会社 

 社会福祉法人 透友会 特別養護老人ホーム有楽苑 

 ＡＫＳグランドハンドリング 株式会社 

 秀工業 株式会社 

 株式会社 ＯＲＳ 

 株式会社 ソフィアブレイン 

https://www.tokoedairyo.co.jp/
https://www.kyowa-housing.co.jp/
https://sophiahoken.com/


機密性 1 

37 

 

 株式会社 NPS 成田予備校 

 株式会社 成田 KTL 

 株式会社 成田萬味  

 東洋コミュニティ 株式会社   

 ウェルコエステート 株式会社 

 ウェルコエクスプレス 株式会社  

 株式会社 花ことば  

 宏友商事 株式会社  

 有限会社 成田総合サービス  

 有限会社 ナカノヂーゼル  

 有限会社 飯島写真製作所 

 株式会社 E-LINE  

 吉建運輸 株式会社  

 社会福祉法人 菜の花会  

 株式会社 エヌテック 

 有限会社 葛生運送 

 株式会社 ケーヨーデンキ 

 株式会社 ヒラノ  

https://www.npsnaritayobiko.com/
http://naritaktl.co.jp/
http://toyocommunity.com/
https://www.nanohanakai1988.com/


機密性 1 

38 

 

 社会福祉法人 大成会 

 モビリティサポート 株式会社 

 ウイングトランスポート 株式会社 

 佐倉市 

 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 

 一般社団法人 日本健康俱楽部 千葉支部 

 山万ウィッシュトンホテル 株式会社 

 社会福祉法人 富裕会 （特別養護老人ホーム ゆたか苑） 

 株式会社 理工社 

 印旛沼土地改良区 

 株式会社 永和住宅 

 株式会社 佐倉環境センター 

 株式会社 サクラ 

 株式会社 ワイビーエー 

 スズカケミー 株式会社 

 株式会社 トーヨー 

 社会福祉法人 ユーカリ優都会 南ヶ丘病院 

 特定非営利活動法人 みのり福祉会 

http://www.wing-transport.co.jp/
http://www.sakurashakyo.or.jp/
http://www.kenshin-chiba.jp/
http://www.eiwa-jutaku.jp/
http://www.sakurakankyou.co.jp/
http://www.yba.ne.jp/


機密性 1 

39 

 

 エヌビー・カワテック 株式会社 

 株式会社 佐倉自動車学校 

 株式会社 のびのびハウス 

 株式会社 健栄 

 リゾートライフ 株式会社 

 佐倉商工会議所    

 株式会社 黒澤製作所   

 株式会社 佐栄電気   

 株式会社 新東京 AD  

 クリーンアイジャパン 株式会社  

 株式会社 バリアス  

 訪問鍼灸マッサージ KEiROW 佐倉ステーション  

 株式会社 村山ツーリストビューロー 

 ユーカリが丘・腎・内科クリニック 

 株式会社 MATSUGI 

 有限会社 エーワン 

 株式会社 スリーエイトホーム 

 東金市 

http://www.newbusiness.co.jp/
http://www.sakurads.co.jp/
http://nobi2house.com/
http://resortlife-company.com/
https://www.yukari-jin.jp/
https://e-sedona.jp/
https://a1-m.com/
https://www.three-eight-home.co.jp/


機密性 1 

40 

 

 株式会社 アイピープロファクト  

 株式会社 金田興業  

 株式会社 アトラボ  

 有限会社 ふくたわら動物病院  

 フィナンシャルシステムプラン 株式会社 

 東金商工会議所 

 旭市 

 株式会社 ホンダカーズ東総 

 ソーイングアサヒ 株式会社 

 東洋自動車 株式会社 

 社会福祉法人 光福祉会 ひかり保育園 

 有限会社 旭液輸送  

 認定 NPO 法人 スポーツアカデミー  

 株式会社 ダイヤモンドエージェント  

 株式会社 あさひサポート  

 こおり木材 株式会社 

 有限会社 デフィ   

 有限会社 千葉カーボン  

https://www.fspc.co.jp/
https://www.togane-cci.or.jp/
http://www.hondacars-toso.co.jp/
http://asahihikari.xsrv.jp/
http://kyokueki-yusou.com/
http://www.spo-aca.jp/
https://diamond-agent.com/


機密性 1 

41 

 

 椎名電機工業 株式会社 

 有限会社 鈴木安太郎商店 

 株式会社 ひだまり 

 習志野市 

 社会福祉法人旭悠会 特別養護老人ホーム習志野偕生園 

 習志野商工会議所 

 広栄化学工業 株式会社 

 株式会社 横打 

 株式会社 Ｍ・ｐｌａｎｎｉｎｇ 

 株式会社 キッツエンジニアリングサービス 

 株式会社 新和技術 

 社会福祉法人 習愛会 あきつ園 

 杉山建設工業 株式会社 

 大和商事 株式会社 

 公益財団法人 習志野市スポーツ振興協会 

 大和フード 株式会社 

 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 

 社会福祉法人 江戸川豊生会 養護老人ホーム 白鷺園 

http://www.yokouchi.jp/
http://www.kesco.jp/
http://www.sugiyama-const.co.jp/
http://www.daiwashoji.co.jp/
http://sposhin.org/


機密性 1 

42 

 

 医療法人社団 小羊会 

 株式会社 パル・ミート 

 アシザワ・ファインテック株式会社 

 合同会社 ウェル・プランニング 

 松井興業 株式会社 

 株式会社 ニシマキ 

 株式会社 ビッグアイ 

 株式会社 トイパック クリエーション  

 京葉観光バス 株式会社  

 コメット工業株式会社  

 有限会社 中村工商  

 有限会社 川口メカニック  

 藤建 株式会社  

 栄工業 株式会社  

 株式会社 ヨシキスポーツ 

 京新工業 株式会社     

 社会福祉法人 青葉学園  

 総栄建設 株式会社   

https://www.pal.or.jp/palmeat/
https://www.ashizawa.com/
http://akiya-yorozu-soudan.com/
https://keiyo-kanko.co.jp/
http://comet-ind.co.jp/
http://kyoshin-ind.co.jp/
https://www.aoba-youchien.com/


機密性 1 

43 

 

 株式会社 花島電業    

 小林伸和鉄工 株式会社     

 株式会社 OFC ヴィータ 

 秋山木材産業 株式会社  

 株式会社 rings  

 有限会社 ル・パティシエ ヨコヤマ  

 株式会社 三橋商店  

 有限会社 さくら  

 有限会社 中大  

 株式会社 アオファイドットジェーピー 

 山中建設 株式会社 

 有限会社 織戸自動車整備工場 

 株式会社 京葉都市イマジン 

 ラビットポケット 株式会社 

 柏市 

 株式会社 石原運輸 

 株式会社 メスコ 

 株式会社 北辰水産 

https://www.nc-net.or.jp/company/89561/
https://sakura-saku.org/
https://www.c21imagine.jp/
https://ra-pocket.com/himawari/
http://www.hokushin-suisan.co.jp/


機密性 1 

44 

 

 株式会社 つくばウエルネスリサーチ 

 株式会社 グランシア 

 有限会社 ベストワン 

 医療法人社団 天宣会 

 株式会社 日本エフピー総合企画 

 千代田鉱砕 株式会社 

 昭和プラスチック 株式会社 

 有限会社 プラスサポート 

 アーバンプロテクト 株式会社 

 株式会社 ＳＥＰＴ 

 アセットインベントリー 株式会社 

 常南物流サービス 株式会社 

 株式会社 シャイン 

 萬味商事 株式会社 

 会田電業 株式会社 

 有限会社 エイト・テック 

 株式会社 スピードクリーニングルック 

 株式会社 冷和 

http://www.grancia.co.jp/
http://itp.ne.jp/ap/0471914391/menu/
http://tensenkai.or.jp/
http://tensenkai.or.jp/
http://www.cwk.co.jp/
http://www.shopura.jp/
http://www.sjnk-ag.com/a/p-support
http://www.urbanprotect.jp/
http://teamsept.com/
http://www.asset-inventory.co.jp/
http://shine-paint.com/
http://www.manmi.co.jp/
http://www.aida-dengyou.com/
http://www.eight-tech.jp/
https://lookculininngu.jimdofree.com/
http://www.reiwa.jp/


機密性 1 

45 

 

 天伸 株式会社 

 株式会社 ＳＳコミュニティー 

 株式会社 ゲンキの平和堂   

 株式会社 Ｅｌｄｅｒシステム   

 ダイエックステクノサービス 株式会社  

 有限会社 こまいぬ  

 やぎはし整体院 株式会社     

 株式会社 柏南自動車教習所  

 株式会社 Ｏ・Ｓ・Ｉ  

 株式会社 はな  

 株式会社 ＬＩＢＥＲＴＹ   

 株式会社 アクタス  

 ベル・エンジニアリング 株式会社  

 株式会社 インテリア新野  

 新柏倉庫 株式会社   

 株式会社 小林企画  

 株式会社 クリエすずき建設 

 株式会社 アルター 

http://www.tensin.co.jp/
http://www.ss-c.jp/
https://www.elder-system.com/
https://kashiwa.beer/
https://yagihashiseitai.com/
http://www.hakunan.com/
http://www.osi.jp.net/
http://www.osi.jp.net/
http://www.hana-jp.com/profile.html
https://liberty.inc/
https://shinkashiwa-soko.co.jp/
https://www.crie-s.co.jp/


機密性 1 

46 

 

 東葉警備保障 株式会社  

 スイート 株式会社  

 株式会社 成島組  

 株式会社 UPmode 

 工藤電機工業 株式会社   

 株式会社 フジカワ  

 柏エレベータ工業 株式会社  

 株式会社 ユニーク  

 バイオシステム 株式会社  

 株式会社 しおり  

 社会福祉法人 長寿の里 かしわ翔裕園 

 グラッドサービス 株式会社 

 株式会社 シキボウ物流システム  

 株式会社 北斗工房 

柏商工会議所 

公益財団法人 吉田記念テニス研修センター 

株式会社 フーサワ 

株式会社 プロパティ 

https://toyo-security.jp/
http://narushimagumi.co.jp/
https://fujikawa-co.jp/
http://www.kashiwa-elv.com/
https://www.uniqstyle.co.jp/
https://shikibo-ds.co.jp/
https://www.kashiwa-cci.or.jp/
https://tennis-ttc.or.jp/
https://fuhsawa.com/


機密性 1 

47 

 

株式会社 ケーワイケー 

 勝浦市 

 株式会社 経営トータルサポート 

 南総労務管理センター社会保険労務士法人 

 有限会社 シンコーエンジニアリング    

 株式会社 チェンジ＆チャレンジ     

 株式会社 Ｒｅｌｉｅｖｅｒ 

 社会福祉法人さくら会 特別養護老人ホーム勝浦総野園 

 市原市 

 株式会社 アークス 

 千葉港運倉庫 株式会社 

 社会福祉法人 清流会 

 株式会社 東邦化学研究所 

 株式会社 オンフェイス 

 アヅマ 株式会社 

 株式会社 信和工業 

 さくらサービス 株式会社 

 碓永自動車 株式会社 千葉営業所 

https://kyk-gr.com/
http://www.toho-chem-lab.co.jp/
http://www.hoken-web.jp/
http://www.sakura-svc.jp/


機密性 1 

48 

 

 丸池企業 株式会社 

 スギヤ計装工業 株式会社 

 公益財団法人 市原市文化振興財団 

 株式会社 エバラデンキ 

 有限会社 上総電気工業 

 有限会社 八幡屋商店 

 株式会社 友乃家  

 関東荷役 株式会社 

 大同興産 株式会社 

 株式会社 ＮＢリソース千葉 

 社会福祉法人 琢心会 特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑 

 社会福祉法人 琢心会 ケアハウス辰巳彩風苑 

 玄海電設工業 株式会社 

 社会福祉法人 佑啓会 ふる里学舎 

 株式会社 まつした 

 社会福祉法人 清明会 ケアハウス向日葵 

 日通千葉南流通サービス 株式会社 

 千葉ゼネラルサービス 株式会社 

http://www.ebara-denki.co.jp/
http://daido-gr.com/
http://fgakusya.sakura.ne.jp/
http://www.care-himawari.or.jp/


機密性 1 

49 

 

 有限会社 丸原自動車 

 社会福祉法人 昭和村 

 社会福祉法人 九曜会 

 社会福祉法人 和光会 

 株式会社 市原ゴルフ倶楽部 

 株式会社 ユニペン 

 株式会社 いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ 

 株式会社 両電工業 

 株式会社 マルエイホテルズ（五井グランドホテル） 

 生塩工業 株式会社 

 みどり産業 株式会社 

 有限会社 ハヤカワエンジニアリングサービス 

 サプライズジャパン 株式会社 

 有限会社 オートベル・ジャパン  

 株式会社 都市土木技術研究所  

 有限会社 京葉ダイカスト    

 株式会社 VONDS 市原     

 日本データマテリアル 株式会社   

http://www.u-maruhara.co.jp/
http://www.showamura.or.jp/
http://www.yunipen.co.jp/
http://www.icntv.ne.jp/
https://www.kensetumap.com/company/164459/
http://goigrand-hotel.jp/
http://www.ushiokogyo.jp/
http://www.midori-sangyou.co.jp/
http://hes599.wixsite.com/hes2727
http://www.toshidoboku.co.jp/
http://www.keiyo-diecast.co.jp/
http://vonds.net/
http://www.demac.co.jp/


機密性 1 

50 

 

 株式会社 誠和コーポレーション  

 株式会社 中西工業  

 市原商工会議所  

 株式会社 中岡工業  

 株式会社 サクマ  

 前田運輸 株式会社 

 有限会社 青柳自動車工業  

 株式会社 常盤工業 

 三鬼産業 株式会社  

 株式会社 千葉箱伊運輸  

 株式会社 鶴商メンテナンス工業 

 株式会社 浜野ゴルフクラブ  

 有限会社 三恵興産  

 有限会社 山口工業  

 渡辺美建 株式会社  

 株式会社 デンザイマン  

 特定非営利活動法人 市原福祉応援ネットワーク  

 株式会社 エスエスティー協会 

https://www.seiwa-corporation710.com/
https://nakanishi1999.jp/
https://sakuma-yane.com/
http://www.3ki.com/
https://denzaiman.net/
https://ichiharamirai-web-1.jimdosite.com/


機密性 1 

51 

 

 CK リース 株式会社  

 ピーワンテック 株式会社 

 有限会社 ホテル白金  

 五興運輸 有限会社 

 岡誠商事 株式会社 

 株式会社 市原ニューエナジー 

株式会社 やます 

株式会社 つばめ農園 

株式会社 花茂 

佐藤商業 株式会社 

 流山市 

 流山キッコーマン 株式会社 

 社会福祉法人 天宣会 

 株式会社 クセジュ 

 有限会社 宮田モータース 

 株式会社 ビッグスター 

 グッドスターキッズハウス 株式会社  

 株式会社 アカシバ  

https://www.p-onetec.com/
https://gokou-unyu.jp/
http://okaseishoji.com/
http://www.ichihara-new.com/
http://www.yamasu.com/
https://www.hanamo.co.jp/
https://sato-stc.co.jp/
http://tensenkai.or.jp/
https://qsj1984.com/
http://www.bigstar.co.jp/
http://www.goodstar-inc.com/


機密性 1 

52 

 

 有限会社 森田測量  

 株式会社 川和  

 日産フーズ 株式会社  

 株式会社 山崎産業  

 医療法人社団 譽会 ほんだ歯科医院 おおたかの森 

 星と太陽のクリニック  

 株式会社 ワイ・エス・ケー・エンジニアリング 

 社会福祉法人 誠心福祉会 八木北保育園 

 株式会社 アミュレット 

流山商工会議所 

 八千代市 

 社会福祉法人 愛生会 愛生苑 

 八千代商工会議所 

 株式会社 ツカサ研磨工業所 

 千葉測量企画 株式会社 

 八千代市社会福祉協議会 

 シノブフーズ 株式会社 東京統轄本部千葉工場 

 株式会社 アピア 

http://www.kawawa-web.com/
http://yagikita.jp/
http://www.aiseien.or.jp/
http://www.tsukasakenma.jp/


機密性 1 

53 

 

 日本ベルパーツ 株式会社 

 ライフ薬局 株式会社 

 千葉北部酪農農業協同組合 

 パール楽器製造 株式会社 

 北総警備保障 株式会社 

 岡部空調 株式会社  

 東京日食 株式会社 

 東海住宅 株式会社 

 社会福祉法人 悠久会 

 株式会社 東亜オイル興業所   

 有限会社 花島建材  

 株式会社 やちよリーダーファーマーズ  

 エスエス資材 株式会社  

 株式会社 アクティブ・21  

 株式会社 てらお食品  

 スマイルハート 株式会社 

 株式会社 スマイリー 

 株式会社 KEN 

http://www.takuminowaza.com/
http://www.lifeyakuhin.com/
http://www.10kai.co.jp/
http://yukyu-kai.or.jp/
https://www.hanashimakenzai.jp/
https://www.airaku.net/
http://www.ken-ltd.com/smiley/index.html
http://www.ken-ltd.com/


機密性 1 

54 

 

 有限会社 岡太運輸  

 株式会社 日照 

 CX コンサルティング 合同会社 

 M＆S 株式会社 

 株式会社 日本ビジネス 

 株式会社 ファクトリアル 

 我孫子市 

 公益財団法人 山階鳥類研究所 

 株式会社 ハート保険コンサルティング 

 有限会社 Ｌｉｖｅｓ 

 ロイアルエンジニアリング 株式会社 

 バスリエ株式会社 

 医療法人社団 太公会 我孫子東邦病院 

 カスタムプロデュース 株式会社   

 アビコ西武観光 株式会社  

 一般社団法人 櫻会  

 有限会社 飯田自動車  

 特定非営利活動法人 わごころ  

https://cx-consulting.co.jp/
http://www.nihon-biz.com/
https://heart-hoken.co.jp/
http://www.bathlier.co.jp/
http://www.abikotoho.org/
https://a-seibu.co.jp/
http://sakurakai.jp.net/
https://www.wagokoro2010.com/


機密性 1 

55 

 

 株式会社 西村組 

 社会福祉法人 つくばね会 

 鴨川市 

 株式会社 東栄 

 有限会社 佐藤保険事務所  

 株式会社 小湊鐵工所  

 有限会社 福田はかりや店  

 社会福祉法人 悠仁会  

 株式会社 ヤマト 

 社会福祉法人 薄光会 鴨川ひかり学園 

 白井工業 株式会社 

 鎌ヶ谷市 

 株式会社 大真金型 

 大真精機 株式会社 

 社会福祉法人 南台五光福祉協会 もくせい園 

 株式会社 竹森工業 

 エイランド 株式会社 

 株式会社 京葉保険事務所 

http://tukubanekai.sakura.ne.jp/keyaki.html
http://www.sato-hoken.com/
https://yamato-f.jp/
http://minamidaigoko.jp/
http://www.takemori.co.jp/
http://www2.ttcn.ne.jp/~aland/
http://www.keiyouhoken.com/


機密性 1 

56 

 

 いきがい保険事務所 株式会社  

 株式会社 三恵     

 内田経営 株式会社  

 株式会社 ファクト  

 社会福祉法人 弘成会   

 有限会社 澁谷建設  

 株式会社 オアシスエクスプレス  

 株式会社 北総美装 

 社会福祉法人 茂原高師保育園 たかし保育園新鎌ケ谷 

 君津市  

 君津商工会議所 

 三木造園土木株式会社 

 有限会社 関東設備 

 千葉オイレッシュ 株式会社  

 有限会社 トキワ測量設計  

 有限会社 高橋整備  

 株式会社 アガツマ  

 株式会社 上総モナークカントリークラブ 

http://ikigaihoken.co.jp/
https://www.sankei-pla.co.jp/
http://www.mitsugi-zd.co.jp/
https://www.oilshu.co.jp/
https://www.e-agatsuma.co.jp/


機密性 1 

57 

 

 有限会社 朝生建設興業 

 有限会社 岩崎工務店  

 株式会社 富士食品 

 株式会社 ユニテック 

 株式会社 テイクワン 

 株式会社 君津住宅 

 富津市 

 社会福祉法人 金谷温凊会 

 株式会社 マザー牧場 

 社会福祉法人 あたご会   

 富洋観光開発 株式会社  

 株式会社 氏家工業  

 株式会社 フードプロサービス FIT 

有限会社 建貴 

 浦安市 

 浦安商工会議所 

 公益財団法人 うらやす財団 

 株式会社 日祥物流 

http://www.urayasu-kousha.or.jp/


機密性 1 

58 

 

 秀和産業 株式会社 

 井関産業 株式会社 

 株式会社 清五郎運送     

 丸正商事 株式会社    

 株式会社 浦安架設  

 株式会社 TLH  

 株式会社 テスコム  

 ワールドフォーセット 株式会社  

 一般社団法人 労災センター 

株式会社 wash－plus 

 四街道市 

 社会福祉法人 千葉シニア 

 医療法人社団 暁会 

 株式会社 アンバック 

 社会福祉法人 旭会 

 公益財団法人 四街道市地域振興財団 

 社会福祉法人 翠昂会 

 医療法人 禎豊会 潤生堂医院 

http://shuuwa.co.jp/
https://www.isekigroup.co.jp/
https://www.seigoro-unso.com/
https://hitorioyakata.or.jp/
https://www.wash-plus.jp/
http://magokorokan.com/
http://www.akatukikai.jp/
http://www.anvac.co.jp/
http://www.suikoukai.com/


機密性 1 

59 

 

 株式会社 日東物流 

 株式会社 ワイ・テイ・エス 

 社会福祉法人 笑顔 

 株式会社 ウインターハート 

 株式会社 Ｓｕｎｒｉｋｏ     

 社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会  

 株式会社 ジェンティーレ  

 株式会社 村田工業 

 株式会社 クラウンプランニング 

 有限会社 保足電設 

 合同会社 ハヤシホーム 

 社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会 

 袖ヶ浦市 

 株式会社 エムティエス 

 チヨダウーテ 株式会社 千葉工場  

 里見交通 有限会社 

 八富企業 株式会社  

 医療法人社団小羊会 こひつじかずさ介護支援センター 

http://www.nittobutsuryu.co.jp/
https://www.y-t-s.co.jp/
http://www.egao-shafuku.com/
https://gaiheki-guide01.com/
http://www.sunriko.co.jp/
https://www.yotsukaido-shakyo.or.jp/
http://tobimurata.com/
https://hoashi.co.jp/
http://www.chiyoda-ute.co.jp/
https://www.satomikotsuu.com/


機密性 1 

60 

 

 社会福祉法人 みどりの風 

 社会福祉法人 陽だまり  

 有限会社 オリエント住宅 

 八街市 

 有限会社 上野屋本店 

 北総トーヨー住器 株式会社 

 菱木運送 株式会社 

 株式会社 大畑金物店 

 特定非営利活動法人 やちまた放課後クラブぶらんこ 

 東関リサイクル 株式会社 

 株式会社 アステック 

 有限会社 鎌滝興業 

 株式会社 グリーン・ナビゲート 

 株式会社 實川文雄商店  

 株式会社 歩建設    

 北総軌道工業 株式会社   

 有限会社 丹野総業  

 株式会社 旅友 

http://kaigo-midorinokaze.com/
http://www.uenoyahonten.com/
http://www.lixil-madolier.jp/
http://www.tokan.com/
http://www.asteck.co.jp/
https://www.ayumikensetsu.co.jp/


機密性 1 

61 

 

 ナガトミ運送 株式会社 

 社会福祉法人 光明会 

 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） 

 株式会社 藤川商運 

 かめだ歯科医院 

 千葉クリーン 株式会社  

 社会福祉法人 七色の翼  

 株式会社 印旛共進  

 有限会社 酢﨑工務店  

 株式会社 ヒロテック    

 北総ホスピタルサポート 株式会社  

 株式会社 長久保工務店 

 有限会社 三山サービス 

 株式会社 マルシン商事  

 サウスロード企画 株式会社 

Rainbow Wings International 合同会社 

 白井市 

http://chiba-clean.com/
https://www.suzaki-home.com/


機密性 1 

62 

 

 株式会社 浄化槽センター 

 池田測量 株式会社  

 株式会社 ハードオフファミリー  

 有限会社 ガレージトップ 

 鈴木建材 株式会社  

 株式会社 イシド 

 株式会社 船橋カントリー倶楽部 

 株式会社 ベンチマーク 

 富里市 

 社会福法人 富里市社会福祉協議会 

 社会福祉法人 清郷会 十倉厚生園 

 社会福祉法人 清郷会 日吉厚生園 

 三井温熱 株式会社 

 富里市商工会  

 有限会社 祐光園 

 有限会社 上倉製作所 

 南房総市 

 株式会社 ちば南房総 

http://www.joukasou.com/
https://www.soroban.co.jp/
https://www.funabashicc.com/
https://benchmark-inc.co.jp/
http://www.mitsui-onnetsu.co.jp/
http://www.tomisato.or.jp/
http://www.biwakurabu.jp/


機密性 1 

63 

 

 菅原興業 株式会社    

 有限会社 早川建設       

 一般社団法人 南房総市観光協会  

 医療法人社団 優和会 

 安房住宅 株式会社 

 匝瑳市 

 有限会社 松半本店 

 八日市場瓦斯株式会社 

 株式会社 グッドパワー 

 有限会社 毎日薬局 

 株式会社 八日市場調剤センター  

 有限会社 世建  

 有限会社 美容室クラフト 

 香取市 

 佐原商工会議所 

 株式会社 ミヤザキテック  

 共新商事 株式会社 

 有限会社 クリタセラミックデンタル   

https://sugawara-kougyo.co.jp/
https://www.hayaken.co.jp/
http://egao-group.jp/
http://www.awajyu.co.jp/
http://www.matsuhanhonten.com/
http://www.1363.jp/
http://www.goodpower.co.jp/
http://www.mainichi1954.com/


機密性 1 

64 

 

 株式会社 立花商店    

 有限会社 紅小町の郷  

 クボキ水工 株式会社  

 有限会社 丸恭  

 株式会社 オオノ農園  

 エヌエス工業 株式会社  

 株式会社 谷屋呉服店  

 株式会社 エムディ企画  

 社会福祉法人 清水福祉会 

 有限会社 トーシン建築設計事務所 

 山武市 

 オライはすぬま企業組合 

 平川環境土木 株式会社  

 有限会社 ブルーライナー  

 株式会社 さんぶ 

 株式会社 花縞技研 

 有限会社 メカニック銚洋 

 いすみ市 

http://www.benikomachi.jp/
https://www.kiyomizu.ed.jp/
https://www.mechanic-choyo.com/


機密性 1 

65 

 

 株式会社 なのはな  

 社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ 

有限会社 東海タイヤ商会 

有限会社 田中屋水産 

有限会社 松本家具製作所 

 大網白里市 

 株式会社 つくも 

 株式会社 ＳＵＮＮＹ   

 株式会社 ティー・エフ・シー  

 明星不動産 株式会社 

 有限会社 中村自動車 

 株式会社 オフィスもてぎ 

 印旛郡酒々井町 

 社会福祉法人 鼎     

 株式会社 エム・アンド・ビー・フローラ 千葉農場 

 合同会社 しすいっ子クラブ運営委員会 

 印旛郡栄町 

 株式会社 きらり観光 

http://bb30.ohsato.co.jp/
https://www.twinfeather.co.jp/
https://officemotegi.com/
http://www.ecotopia.or.jp/
http://www.kirarikanko.co.jp/


機密性 1 

66 

 

 香取郡神崎町 

 株式会社 安田商会 

 香取郡多古町 

 株式会社 多古 

 農事組合法人 チバナーセリー 

 株式会社 カクタ 

 香取郡東庄町 

 社会福祉法人 香取学園 

 社会福祉法人 慈徳会   

 神代技研 株式会社  

 田谷ミートセンター 株式会社 

 山武郡九十九里町 

 株式会社 松井紙器 

 山武郡芝山町 

 株式会社 石橋梱包運輸 

 一般財団法人 芝山町振興公社  

 有限会社 鈴木自動車販売  

 Y.P プラス 株式会社 

https://yasudashokai.co.jp/
https://www.michinoeki-tako.com/
https://chiba-nursery.or.jp/
https://matsui-shiki.jp/


機密性 1 

67 

 

 DSJ ラボラトリー 株式会社 

 山武郡横芝光町 

 社会福祉法人 東和福祉会 高齢者福祉施設 三愛 

 四川食品工業 株式会社 

 ＳＯＳＡ 株式会社  

 有限会社 竹内運送 

 有限会社 折秋 

 有限会社 杉森興業 

 長生郡一宮町 

 株式会社 ジャンプライズ  

 中泰商事 株式会社  

 インターナショナル・プレス・ネットワーク 有限会社 

 長生郡睦沢町 

 トビシゲ建設 株式会社 

 長生郡長生村 

 宗教法人 清泰寺  

 社会福祉法人 長生会 

 有限会社 トラスト保険センター 

https://sosa-co.com/
https://www.sugimori-kogyo.com/
http://www.jumprize.com/
http://www.daruma-3.com/
https://www.tmn-agent.com/trust1/


機密性 1 
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 一宮宇部コンクリート 株式会社 

 長生郡白子町 

  

 長生郡長柄町 

 リソル生命の森 株式会社 

 長生郡長南町 

 社会福祉法人 信和会 

 夷隅郡大多喜町 

 株式会社 みかわや 

 大多喜町商工会 

 有限会社 たけゆらの里 大多喜 

 君塚工業 株式会社 

 夷隅郡御宿町 

  

 安房郡鋸南町 

  

 

http://shinwakaigo.org/
https://mikawaya.biz/
https://www.takeyura.net/

