
アーキミッション（有） 中央区弁天
（株）アーク 稲毛区園生町
（有）アークス 若葉区加曽利町
（株）アークス 若葉区千城台西
（株）アース技研 若葉区大草町
（有）アーティカル 中央区村田町
（株）アート設備建設 稲毛区園生町
（有）アーバン・ヒルズ 若葉区大草町
ＲＯプランニング合同会社 中央区松波
アール工業 稲毛区千草台
（有）アールシー 若葉区都賀
（株）R’s JAPAN 中央区中央港
(株)アイアンドアイ千葉中央 中央区寒川町
(株)アイエスエイ 稲毛区黒砂
（有）アイエス電機 若葉区源町
（株）ingｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 若葉区大宮町
（株）愛生スターレンタル 若葉区愛生町
あいおいニッセイ同和損害保険（株）千葉支店 中央区登戸
（株）ｱｲｶﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　千葉営業所 中央区中央
相川建設(株) 若葉区若松町
（株）アイキョーホーム 若葉区都賀
（株）アイケイホームズ 若葉区大宮台
（株）ＩＫテック 若葉区みつわ台
（有）アイコ 中央区都町
（有）愛国舎 若葉区大宮台
(株)愛サービス 中央区長洲
（株）相沢測量設計 稲毛区稲毛町
（有）アイシステム 中央区都町
（有）愛信 若葉区千城台東
（株）Is Planning Corporation 中央区本町
（株）I．T．Aシステム 若葉区みつわ台
（株）アイ・テック 中央区末広
（株）アイネット 中央区富士見
協同組合アイ・ネットサービス 渋谷区千駄ヶ谷
（株）会葉 稲毛区園生町
（株）アイバ楽器 若葉区西都賀
（株）相原ウッドテック 若葉区千城台北
（株）藍原工務店 稲毛区天台
（株）アイビー 中央区問屋町
（株）Ｉ・Ｐ・Ｏ 中央区中央
（有）アイプロセス 若葉区桜木北
（有）アイ・ペイント 中央区都町
(株)アイ・ベース 中央区港町
（有）アイメディカル 稲毛区稲毛東
(株)アイリス 若葉区加曽利町
（有）アイワイコーポレーション 若葉区北谷津町
アイワトラベル（株） 中央区亥鼻
アヴァ(株) 若葉区都賀
(株)アウル 稲毛区穴川
アエロエンジニアリング（株） 稲毛区黒砂
（有）アオイ電設 若葉区北谷津町
（資）あおい鈑金工業 美浜区幸町
（同）葵不動産 稲毛区弥生町
アオバ通信（株） 若葉区桜木
青柳政雄税理士事務所 中央区港町
（有）青山運輸 中央区中央港
（有）青山電機設備 若葉区みつわ台
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赤福金属(株) 若葉区源町
（株）赤門 若葉区東寺山町
（有）安芸産業 若葉区みつわ台
（有）秋田鉄工所 若葉区旦谷町
（学）秋葉学園 中央区新宿
（有）秋元 中央区千葉寺町
（有）秋元興産 若葉区小倉町
（有）秋元質店 中央区市場町
（有）秋元住設 若葉区大宮町
（株）秋元商店 中央区千葉寺町
（株）秋元塗工店 中央区市場町
（株）空き家不動産 稲毛区天台
（株）アキヤマ 中央区椿森
（有）秋山組 若葉区小倉台
（有）アキラ装商 若葉区加曽利町
（有）アクア 稲毛区黒砂
（有）アクシス 稲毛区小仲台
（株）アクセス 美浜区高洲
（有）アクテイー 中央区登戸
（同）アクティブ 稲毛区園生町
アクティブ住まいる（有） 若葉区加曽利町
（株）ｱｸﾃｲﾌﾞﾆｭｰｽ社 若葉区桜木
アクト合同会社 成田市中台
アグリコラボ（株） 若葉区千城台西
あぐり千葉（協） 中央区松波
浅田化成（株） 中央区末広
(有)浅野企画 中央区本千葉町
（株）アサヒグリーン 若葉区源町
旭興発（株） 中央区新宿
（株）アサヒサニター 中央区椿森
（有）旭システム 若葉区千城台東
アサヒテクノサービス（株） 美浜区幸町
（有）朝日堂書店 中央区栄町
（株）アサヒ塗工 稲毛区園生町
（有）旭不動産 中央区富士見
（有）浅山式賃金研究所 中央区弁天
（株）アサンテ 若葉区貝塚
（有）アシコー 若葉区小倉町
（有）アシストハウス 中央区中央
(株)アシストハウス 中央区松波
（有）アシスト・ワン 美浜区高浜
（株）馬酔木 中央区富士見
（有）アスカー事務機 稲毛区作草部
あすか交通(株) 美浜区幸町
（株）あすかサービス 稲毛区稲毛東
アスカ自動車工業（株） 若葉区加曽利町
（有）飛鳥住宅販売 中央区末広
（株）明日香ホーム 稲毛区小仲台
（有）飛鳥旅行社 若葉区都賀
（株）アスタク 美浜区幸町
アストニッシュ（株） 中央区登戸
（株）東インテリア 中央区新田町
アズマハウス（株） 若葉区桜木
（株）東屋　千葉営業所 中央区富士見
社会保険労務士法人アスリード 中央区中央
（株）アダチインテリア 中央区都町
（有）アツタ 若葉区愛生町
（株）アットサイト 中央区春日
アットホームサービス（株） 稲毛区小仲台



社会保険労務士法人　アットロウム 若葉区桜木
（株）阿づま庵 中央区中央
（有）アヅマ工業 若葉区加曽利町
（株）アテンド 稲毛区小仲台
（有）アドヴァンス 若葉区都賀
アドヴァンテクニカ（株） 若葉区みつわ台
アドユニバース（株） 中央区新千葉
（株）アトラス 中央区中央
美容室Ａｐａｋａｂａｒ 稲毛区小仲台
（株）アバブ 若葉区源町
（株）ＡＶＩＯＮ 中央区中央
（株）アビリティーホーム 若葉区西都賀
（株）アフィオ 若葉区殿台町
アフラック　千葉総合支社 中央区新町
（株）abu　resort　corporation 中央区新田町
（株）阿部 稲毛区小仲台
（有）アベ機電 美浜区幸町
(株)阿部商会 美浜区新港
阿部土地建物（株） 中央区旭町
天尾建設（株） 中央区道場北
（株）アミカル 中央区松波
（宗）阿弥陀寺 中央区千葉寺町
（株）アムス 若葉区若松町
（株）飴安商店 中央区問屋町
（有）鮎澤 稲毛区園生町
（株）新井商店　千葉営業所 美浜区新港
荒木トラック運送（株） 中央区神明町
弁護士法人 あらた国際法律事務所 中央区新宿
（株）アルカンジュ不動産 若葉区貝塚
アルキナート合同会社 美浜区幸町
ｱﾙﾀ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） 稲毛区黒砂
（株）アルバ 美浜区稲毛海岸
アルファ　株式会社 若葉区都賀
（株）アルファーリフォーム 稲毛区緑町
（株）ＡＬＥＣ設計工房 中央区新宿
アローズエタニティ（株） 中央区栄町
（株）アロハランド 稲毛区小仲台
（株）安西製作所 若葉区小倉町
(株)愛慈 若葉区若松町
（一財）あんしん財団　千葉支局 中央区新町
（有）安代 中央区都町
（同）アンダンテ 美浜区打瀬
（株）アンド 美浜区高浜
（株）安藤商店 中央区中央
安藤電気工事（株） 稲毛区穴川
（有）あん・ふぁん 中央区新宿
（株）アンリール 中央区登戸
（株）ENC 中央区青葉町
(株)ＥＭＣ商事 中央区亥鼻
（株）ｉーｏｎ 稲毛区稲毛台町
飯倉保険（株） 中央区新宿
飯島建築興業（株） 若葉区都賀
（有）イースト 若葉区小倉町
（有）イイダ 中央区松波
（有）飯高建設 若葉区千城台東
（有）飯高商店 中央区神明町
飯田環境クリーン（株） 若葉区北谷津町
（有）飯田産業 稲毛区宮野木町
（有）飯塚インテリア 若葉区多部田町



（株）飯塚鉄工所 若葉区更科町
（株）ｉｰｎａリフォーム 稲毛区小仲台
いいね（株） 江戸川区西小岩
（株）Ｅープロジェクト 中央区中央港
（株）イイヤマ 中央区新千葉
（株）イウォレ京成 中央区神明町
ｲｵﾝｱｲﾋﾞｽ（株）BS業務部給与社会保険ｸﾞﾙｰﾌﾟ 美浜区高洲
五十嵐工業（株）千葉工場 美浜区新港
（株）イクシオ 中央区新田町
（有）生田塗装 若葉区桜木
（有）生乃弥 中央区栄町
（株）イ・クリエイト・ワールド 中央区千葉港
税理士法人　井桁会計事務所 中央区本町
池田工建（株） 中央区市場町
（株）池田商会 若葉区若松町
イケダ美装 稲毛区山王町
居酒屋　凛 稲毛区小仲台
（有）いさみや 中央区富士見
（有）石井オート 若葉区金親町
石井開運（株） 若葉区千城台北
石井会計事務所 中央区祐光
(株)石井組 若葉区若松台
（株）石井グラススタジオ 中央区中央
石井京葉工業(株) 若葉区貝塚町
石井産業（株） 稲毛区稲毛東
（有）石井鈑金工業 若葉区金親町
石井文雄税理士事務所 中央区市場町
（株）石かね石材 若葉区多部田町
（有）石川環境サービス 稲毛区園生町
石川金属工業（有） 美浜区新港
（株）石川工業所 若葉区みつわ台
（有）石川ビル美装 稲毛区作草部
石黒屋根工事（有） 稲毛区作草部
（有）石毛魚類 若葉区千城台西
（有）石毛自動車工業 稲毛区作草部町
（有）石毛フロア 若葉区殿台町
（有）イシケン 若葉区北谷津町
（株）イシケン 中央区都町
石田重機（株） 若葉区加曽利町
（有）石橋商事 稲毛区稲毛東
(有)石橋商事 稲毛区小仲台
（有）石橋商店 中央区本町
（有）石橋接骨院 稲毛区園生町
（有）石橋総業 若葉区原町
（有）石橋代理店 若葉区みつわ台
（有）石橋時計舗 中央区院内
（有）石橋ビル 中央区弁天
石渡工業（株）工事事務所 花見川区大日町
石渡工業（株） 中央区寒川町
泉産業　 中央区葛城
（有）いずみ住宅 若葉区多部田町
泉総業（株） 稲毛区小仲台
（有）いずみ野 若葉区下泉町
イセイ千葉販売（株） 中央区道場北
（株）磯屋不動産 中央区長洲
（有）板倉ストアー 若葉区小倉町
（有）一英建材 中央区末広
（株）いちえもん 稲毛区園生町
（有）市川クリーニング店 中央区弁天



（有）一元 稲毛区緑町
（有）イチザワ 若葉区坂月町
一志プラント工業（株） 若葉区大草町
（株）一装 若葉区桜木
（有）市原オートサービス 若葉区加曽利町
（一財）市原学園 中央区春日
（有）市原教材 稲毛区宮野木町
（有）市原建築構造設計事務所 中央区弁天
（有）市原石材 稲毛区小仲台
市原フェンス 八街市上砂
市原不動産開発（株） 中央区登戸
（有）一正土木 若葉区貝塚
（有）市村硝工 若葉区若松町
（有）市山コンサルタント 中央区矢作町
（医）社団　一陽会高部内科医院 中央区都町
（株）一陽パック 中央区都町
（株）壱琉建設 若葉区貝塚
（有）一光堂 稲毛区小仲台
一商産業(株) 中央区都町
（同）一心 若葉区下田町
（株）一成 若葉区千城台西
（有）伊藤運送店 若葉区貝塚町
（有）伊藤開発事務所 中央区富士見
（有）伊藤建材 若葉区中野町
（有）伊藤工業 若葉区金親町
伊藤仁塗装（株） 中央区市場町
（株）伊藤水道 中央区新千葉
（有）伊藤精米所 中央区矢作町
伊藤電業（株） 若葉区愛生町
いとう土地家屋調査士事務所 稲毛区小仲台
伊藤ハウス工業（株） 若葉区源町
（有）伊藤保温工業 中央区神明町
（有）イトデン 中央区都町
稲毛運送（株） 稲毛区稲毛
（有）稲毛園 稲毛区稲毛
（有）稲毛構内タクシー 美浜区高洲
（有）稲毛新聞社 稲毛区小仲台
（有）稲毛能瀬商事 稲毛区稲毛東
（株）稲毛ホーム 稲毛区天台
（株）稲葉電機 稲毛区穴川
（有）いなばん 美浜区新港
（有）イニシャルモード 中央区弁天
（有）猪野建設 若葉区小間子町
（株）イノベーション 若葉区若松町
イノベーション不動産（株） 中央区東千葉
茨城中田運送（株） 若葉区中田町
（有）今井企画 若葉区谷当町
（有）今井クリーニング店 中央区亥鼻
（株）今井正三商店 美浜区新港
（有）今井精肉店 稲毛区穴川
（有）今関商事 稲毛区轟町
今関商事（株） 美浜区新港
今関木材（株） 美浜区新港
（有）ｲﾏﾂﾞﾌｰｽﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 美浜区幸町
（株）今村商事 稲毛区緑町
意味空間（株） 稲毛区稲毛東
（有）医療福祉保健センター 稲毛区轟町
（株）彩 若葉区加曽利町
岩井総業（株） 若葉区小間子町



（株）いわき 若葉区千城台南
（株）イワキ工芸社 若葉区加曽利町
（株）イワクラホールデイングス 稲毛区黒砂
（有）岩崎企画 中央区新宿
岩田被服（株） 中央区都町
岩沼産業（株） 中央区都町
イングレソ（株） 若葉区西都賀
（株）インズ・パートナー 若葉区桜木
ｲﾝﾀｰﾃｯｸﾘｻｰﾁ（株） 美浜区幸町
（有）インテリア・エヌ 稲毛区穴川
（有）インテリア倶楽部 稲毛区園生町
（有）インテリア佐藤表具店 若葉区西都賀
インテリア宮﨑 花見川区千種町
(有)インテリア若葉 若葉区殿台町
（有）インドール 若葉区東寺山町
（株）Implement 若葉区みつわ台
（株）ＩＮＭＡＲＫ’Ｓ 若葉区若松町
（有）ヴィヴィッド 稲毛区稲毛台町
（有）ウィズダム 中央区都町
（株）ウィング遠山 美浜区高洲
（株）ウインライフ　千葉支店 中央区中央
（株）ＷＥＩＣＯ 花見川区南花園
（有）植尾工務店 稲毛区小仲台
（有）植草印刷 中央区都町
（学）植草学園 中央区弁天
（有）植草ビル 中央区都町
（株）ウエスト 中央区都町
行政書士法人　うえだ運輸総合事務所 稲毛区稲毛東
植忠造園土木（株） 中央区道場北
（有）Ｖener 若葉区都賀
（株）ヴォルテックスインターナショナル 若葉区桜木北
（福）うぐいす会　稲毛グループホーム 稲毛区園生町
うさぎ 中央区本千葉町
（有）宇佐美電設 稲毛区穴川
鵜沢建設（株） 若葉区千城台西
（株）潮建築設計事務所 中央区神明町
うすい正一事務所 美浜区高洲
（株）内恭 中央区千葉寺町
行政書士法人　内田総合事務所 美浜区新港
（有）内田電気 中央区本町
（株）内山スプリング製作所 中央区末広
（有）内山本店 中央区椿森
（株）海 若葉区西都賀
（有）浦崎 若葉区加曽利町
（株）浦安山源 美浜区高浜
（有）宇留間鐵工所 中央区稲荷町
（株）エアリー 中央区富士見
（有）エイヴェクト 稲毛区園生町
（有）永晃 稲毛区小仲台
（株）永光自動車工業 若葉区小倉町
英功商事（有） 中央区栄町
永興不動産鑑定（株） 若葉区加曽利町
（株）エイコー 中央区東千葉
英国不動産（株） 中央区新千葉
（株）エイシル 中央区新町
（有）栄進ライフ 稲毛区園生町
（株）エイダイ 花見川区宮野木台
（株）エイダイ保険事務所 花見川区宮野木台
永健（株） 稲毛区山王町



（株）英知 稲毛区作草部
エイチ・ジー・サービス（株） 中央区椿森
（株）ＨＰＣ 中央区弁天
（株）エイド 中央区新宿
（有）エイパック 稲毛区稲毛東
（株）エイピス 中央区新千葉
（有）エイペックス 稲毛区小仲台
有限会社　エイミー 中央区要町
栄友建設（株） 中央区本町
（株）栄林スチール 稲毛区穴川
（有）英和 若葉区高品町
ＡＩＧ損害保険(株)千葉支店 美浜区中瀬
ＥＭオノエ（株） 中央区千葉寺町
（一社）ＡＣ君津 稲毛区園生町
（株）エードール 若葉区西都賀
（株）エグジス 稲毛区小仲台
（株）エクスハンズ 中央区葛城
（有）エクセル・ナカムラ 稲毛区小中台町
（株）エクノス 中央区寒川町
（株）惠宏 中央区千葉港
（株）エコクラフト 若葉区大宮町
（株）エコ・サポート 若葉区小間子町
（株）エコプラントサービス 中央区新田町
（株）エコライフ 中央区栄町
（株）エコロード 若葉区大宮台
（株）江澤建材 美浜区新港
江澤食品（有） 中央区弁天
（株）江澤屋百貨店 中央区富士見
江尻総業（株） 美浜区高洲
（有）エスアイ 中央区春日
（株）エス・アイ・シー 中央区問屋町
ＳＨコーポレーション（株） 中央区本千葉町
（有）エスエスファシリテイ 美浜区稲毛海岸
エスオーエル（有） 中央区稲荷町
（株）エス・ケー・エー 中央区院内
（株）エス・ケー・シー 中央区新宿
エスケーハウス工業（株） 若葉区みつわ台
エスティーエンジニアリング 中央区登戸
（株）エスティホーム 若葉区西都賀
（株）エス・テークリエイト 稲毛区作草部
（株）エステートコックス 稲毛区稲毛東
(株)エスト・ジャポーネ 中央区新町
（株）ＳＢＳ 中央区松波
エスポ化学（株） 美浜区新港
（有）エスポワール 稲毛区小仲台
（有）Ｓ－ｏｎｅ 若葉区大宮台
（有）エダブン 稲毛区天台
（有）越後屋桜井商店 中央区松波
（株）エッチ・アール・オー 中央区中央港
（有）ＨＡネットワーク 稲毛区小仲台
恵藤計器（株） 美浜区新港
江戸川商事(株) 中央区富士見
(株)ＡＮＹＷＡＹ 中央区新町
ＮＲＴ（株） 稲毛区小仲台
エヌアイケミカル（株） 美浜区新港
（有）NITｺﾝｻﾙﾃｲﾝｸﾞ 若葉区みつわ台
（株）エヌ・エス・ビー 若葉区中田町
（株）ＮＫネットワーク 花見川区大日町
（株）Ｎ・Ｔステージ 稲毛区萩台町



エヌ・ビー・ワイ（株） 中央区栄町
（有）榎屋 中央区中央
（株）えのほり 美浜区高洲
（株）榎本建築設計事務所 中央区長洲
（有）海老石 美浜区高浜
海老原ダンススクール 中央区松波
エフコール(株) 若葉区東寺山町
（有）エフ・シー・ユー 若葉区大井戸町
エフテクノエンジニアリング（株） 中央区問屋町
（株）エフ・ピー・ジャパン 中央区本町
エフピコインターパック（株） 稲毛区天台
エフメック（有） 稲毛区園生町
エミタスタクシー(株) 美浜区新港
（株）エムアイエス 中央区末広
㈱ｴﾑ・ｱｲ・ｴｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 中央区弁天
（有）エム・エー・オー企画 若葉区若松町
ＭＡＴジャパン（同） 中央区問屋町
（株）ＭＭＧ貿易 中央区栄町
(株)ＭＫ総業 市原市五井西
（株）エム・ケー・プランニング 稲毛区小仲台
（株）エム・ジェイ・スリー 若葉区小倉町
（株）エムズテック 稲毛区園生町
（有）エムズフューチャーズ 若葉区都賀
（有）エムズブライトン 中央区弁天
（株）Ｍ２ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 若葉区中田町
エムテック（有） 美浜区高浜
(株)Ｌ＆Ｆ 中央区問屋町
社会保険労務士法人　ＬＭＣ社労士事務所 中央区中央
(株)ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾊﾀｹﾔﾏｵﾌｨｽ 若葉区千城台西
（株）遠藤アソシエイツ 稲毛区黒砂台
（株）エンロン 若葉区金親町
（有）笈川製本所 若葉区貝塚町
（有）オウカロウ 中央区富士見
（有）オｳ ルージュ 中央区富士見
（有）大井クリーニング店 若葉区大宮町
司法書士　大泉事務所 稲毛区小仲台
（有）オーヴァン 中央区登戸
（株）OMI 中央区新千葉
（株）大川運輸 稲毛区柏台
大川司法書士事務所 中央区稲荷町
（株）オオクシ 稲毛区稲毛
大國家石材（株） 若葉区大宮台
（有）大倉工場 稲毛区轟町
オオクラ産業（株） 中央区長洲
（株）ＯＫ企画 稲毛区園生町
（有）大越ビル 稲毛区稲毛東
（株）大坂屋 中央区登戸
（有）大澤土木 若葉区小倉町
大瀬工業（有） 美浜区幸町
(有)大武電設 若葉区若松町
（株）太田酒店 美浜区高浜
太田酒類食品（有） 美浜区高浜
大塚建工（株） 若葉区若松町
（株）大塚工務店 中央区都町
（有）大塚材木店 若葉区若松町
（有）大塚産業 稲毛区宮野木町
（株）大塚商店 中央区院内
大築建設（株） 若葉区西都賀
（有）大槻設備 中央区春日



（株）ＯＤＲ 港区赤坂
（株）オートウェーブ 稲毛区宮野木町
（株）オートグレージング千葉 稲毛区稲毛
（株）オート建装 稲毛区園生町
（有）オートスタッフ末広 中央区末広
オートプラザ西武（株） 若葉区坂月町
（有）オーナーズ 中央区登戸
（株）大西建材 稲毛区緑町
大西総業（株） 若葉区源町
（有）大野商店 中央区問屋町
（有）大野電器商会　千葉東営業所 中央区末広
（有）大野電設 若葉区若松町
（有）大原工業 稲毛区宮野木町
（資）大原商事 中央区春日
(株)大渕電気工業 若葉区若松町
（有）大宮台経営サービスセンター 若葉区大宮台
（有）大矢商事 稲毛区轟町
（有）大柳工業 若葉区小倉町
お母さんのシフォンケーキ 大網白里市南横川
（有）オカムラ 若葉区加曽利町
（有）岡本建築設計 中央区新千葉
（有）小川 中央区道場南
（有）小川建材店 若葉区若松町
（有）オキ企画 中央区松波
（有）沖興業 稲毛区園生町
（有）オキ・コーポレーション 中央区矢作町
（株）翁 若葉区金親町
（株）ｵｸﾄﾊﾟｽﾒﾃﾞｲｶﾙ 中央区本千葉町
（有）奥野 中央区院内
おくの総一郎事務所 中央区亀岡町
（株）奥山 若葉区都賀
（有）奥山システム 若葉区都賀
（株）オグラ 若葉区加曽利町
（有）おざき 美浜区高浜
（有）尾崎興業 中央区矢作町
小澤産業（株） 美浜区新港
（株）小梛組 稲毛区小仲台
オバラ住設（株） 中央区長洲
（有）オフィス・スミヒロ 若葉区若松町
（株）Office　Toyofuku 中央区新千葉
（株）オプテック販売千葉 中央区港町
及川倉庫（有） 若葉区若松町
（株）オランダ家 美浜区新港
（有）オリエントオーバーシーズ 稲毛区小中台町
オリエント貿易（株） 中央区弁天
（株）オリテック 若葉区若松町
音空（株） 中央区新田町
（有）オンリーアドバンス 中央区都町
(株)カーニバル 若葉区桜木
（有）カープラザ惠友 中央区東本町
ｶｰﾌﾛﾝﾄいいぐる（有） 若葉区西都賀
（有）海気館 稲毛区稲毛東
Kaigo　Bank（株） 中央区汐見丘町
（有）海作 若葉区源町
（株）開周堂 中央区中央
外食計画ホールディングス（株） 中央区富士見
（有）海星水産 美浜区高浜
貝惣工業（株） 中央区鶴沢町
（宗）海蔵寺 若葉区桜木



カイハツ化学（株） 美浜区新港
海浜不動産（株） 稲毛区稲毛東
（株）海宝 若葉区源町
（株）海宝 稲毛区小仲台
海宝造園（有） 稲毛区小中台町
カヲル興業（株） 中央区院内
税理士法人　影山会計事務所 稲毛区緑町
笠川工業（株） 稲毛区園生町
（株）菓司庵　いずみ野 若葉区野呂町
（有）樫浦商店 中央区中央
（株）加持野商事大野屋 若葉区西都賀
（一財）柏戸記念財団 中央区長洲
春日システムテクノ（株） 中央区春日
（有）春日不動産 中央区春日
（株）上総 稲毛区穴川
加速器エンジニアリング（株） 稲毛区小仲台
（有）片岡建設 若葉区野呂町
片岡産業（株） 中央区出洲港
（有）片山設備 若葉区若松町
（株）かっぺ 中央区弁天
勝又健康保険組合 中央区本町
勝又自動車（株） 中央区本町
（株）加藤会計事務所 中央区新宿
（有）加藤商店 稲毛区稲毛
加藤達郎税理士事務所 中央区新町
(有)角谷電工 若葉区千城台南
（株）鼎設計事務所 中央区院内
（有）カネオヤ 若葉区谷当町
（株）金子機材 中央区祐光
（株）金古商店 中央区弁天
（有）金坂倉庫 若葉区加曽利町
（株）かね信 美浜区高浜
（有）金善機構 中央区院内
（株）かねたや家具店 若葉区都賀
（有）かねふく 中央区弁天
カネマル工業（株） 稲毛区萩台町
（株）カネヨシ 中央区今井
（有）カネロク 若葉区北谷津町
（株）鏑木商会 若葉区殿台町
（有）かまくら 中央区院内
（有）鎌滝興業 中央区中央
かまだ皮フ科 稲毛区黒砂
カミシロデザイン事務所（有） 中央区松波
（株）神長工業 若葉区桜木
（有）神村 若葉区都賀の台
（株）亀鮮 中央区富士見
亀田産業（株）ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾎﾃﾙ千葉 中央区新千葉
（株）亀屋 中央区富士見
（有）亀山設備工業 若葉区若松町
（有）かめらのまき 稲毛区小仲台
（有）カヤノ商事 中央区弁天
（有）華葉軒 中央区椿森
（有）か・らん 中央区新宿
狩野ピーナツ 若葉区若松町
(株)ガリバー 中央区松波
カワイ乳業（株） 美浜区高浜
川上興業（株） 若葉区高品町
（株）かわきたファーム 若葉区御殿町
（株）カワグチ 中央区問屋町



川組（株） 若葉区下田町
（株）カワコー 若葉区御殿町
（有）川島車輌 若葉区都賀
㈲かわしま美装リフォーム 中央区千葉寺町
（株）川島屋 美浜区幸町
（株）川真 中央区都町
（株）河津不動産総合鑑定 中央区長洲
（有）川代工務店 若葉区小倉町
（株）河田商会 稲毛区天台
（有）川長 若葉区若松町
（有）川名電気商会 若葉区西都賀
（株）カワニシ 稲毛区黒砂台
河原大輔税理士事務所 中央区松波
(株)川村商事 若葉区小間子町
（株）環境技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中央区都町
（有）環境クリーンサービス 若葉区御殿町
（株）環境設備計画 中央区新田町
環境テクノス（株） 若葉区桜木
（有）神崎通信 若葉区北大宮台
（有）神田商会 美浜区高洲
関東計器（株） 若葉区桜木
（株）関東興機 若葉区みつわ台
（株）関東三貴 若葉区西都賀
（株）感動舎 中央区中央
（株）関東消防機材 若葉区千城台東
（株）関東ＴＥＣＨ 若葉区みつわ台
関東電子（株） 中央区神明町
（株）カンペ京葉カラーセンター 美浜区新港
カンペ商事（株）千葉第２営業所 中央区問屋町
（有）キーストン 若葉区東寺山町
（株）キーペックス 中央区中央港
（有）キーラインエクセル 若葉区貝塚町
（有）季織苑 若葉区千城台東
（有）菊園 若葉区若松町
（有）菊地不動産 若葉区みつわ台
（名）菊屋商店 中央区中央
技建工業（株） 若葉区桜木
（株）希光 若葉区みつわ台
岸野商事（株） 美浜区幸町
（有）木瀬電気 中央区東千葉
（有）生そば　三好屋 中央区新町
（株）キタガワ 中央区祐光
北島寝具（株） 中央区松波
（有）木達工業 若葉区若松町
（株）北原装備 若葉区若松町
（有）北村管工 若葉区小倉町
（有）北村総業 若葉区桜木北
（有）北山美術 若葉区大宮台
（株）キチット 中央区富士見
（株）喜働 中央区松波
税理士法人　木頭会計事務所 若葉区西都賀
（株）甲子 中央区春日
（株）紀之國屋 美浜区高浜
（株）キノ計装 稲毛区稲毛東
税理士法人　木下会計事務所 中央区中央
（福）樹の実会 若葉区大宮町
（有）木原自動車工業 若葉区野呂町
貴船商事（株） 若葉区加曽利町
君塚鉄筋（株） 若葉区多部田町



（株）君塚文司商店 中央区中央
（株）君津　カワグチ 木更津市潮浜
（株）木村組 稲毛区小仲台
（株）木村興業 中央区本町
木村土建工業（株） 稲毛区作草部
（医）学而会　木村病院 中央区東本町
（有）木村屋 中央区院内
木村屋食品（有） 若葉区加曽利町
（有）キャドニック 美浜区高洲
九州建設工業（株） 若葉区桜木
(株)キヨアス 稲毛区宮野木町
（有）共栄 若葉区西都賀
（株）共栄環境サービス 若葉区愛生町
京栄電設（株） 中央区登戸
共栄鈑金塗装工業（株） 若葉区若松町
(株)喬建築設計事務所 若葉区桜木北
（有）希陽商事 中央区新町
協成（株） 若葉区桜木北
（医）社団　共生会高根町整形外科 若葉区高根町
（株）協同工芸社 美浜区新港
（株）共同テクノ 中央区神明町
（株）協同電業社 中央区市場町
(株)京文社印刷 中央区新宿
（有）共歩商会 若葉区中田町
共和エクステリア（株） 稲毛区小仲台
（医）社団恭和会 中村ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 美浜区高浜
協和警備保障（株） 中央区汐見丘町
共和建設（株） 中央区弁天
（株）協和建築設計事務所 中央区院内
京和興業（株） 美浜区新港
共和紙業（株） 中央区新田町
共和設備工業（株） 中央区椿森
協和ビル管理（株） 中央区汐見丘町
（株）キョーリツ 稲毛区小仲台
（有）玉蕾堂 中央区新宿
（株）ギルド 美浜区幸町
（株）きれいとげんき研究所 中央区新田町
（有）紀和興業 中央区末広
（株）近畿日本ツーリスト首都圏千葉支店 中央区中央
広島お好み焼　来んさいや 中央区末広
銀座コーチングスクール 千葉クラス 中央区新宿
（有）金支 稲毛区稲毛
（有）金福 稲毛区稲毛
（有）近未来フォーム 中央区問屋町
空間情報サービス（株） 中央区中央
（株）クガテクニカル興業 若葉区桜木
（有）クサナギ 中央区稲荷町
（株）草薙商会 美浜区新港
（有）草野硝子 若葉区愛生町
（株）草野木工所 中央区長洲
九十九里建材（株） 若葉区小倉町
（株）GOOD BELLS 若葉区みつわ台
（株）グッドラフ 中央区栄町
Kudoカンパニー（株） 中央区栄町
久保田総業（株） 中央区稲荷町
熊澤硝子建材（有） 中央区椿森
区民葬祭（株） 若葉区金親町
（有）クライム・ズィー 中央区中央
（株）クラウド 若葉区愛生町



（株）ＣＲＯＷＮエンターテインメント 稲毛区小中台町
(株)倉敷工務店 若葉区千城台西
（有）グラスボイス 美浜区新港
（株）くらや 中央区都町
グランメイト（株） 中央区祐光
（同）グリーク 中央区新宿
（有）クリート・シロイ 中央区松波
（有）クリーニングサカエヤ 中央区都町
（有）クリーニングフジ 中央区椿森
（株）Green　Earth 中央区末広
（株）クリーンエコロジー 稲毛区黒砂台
（医）グリーンエミネンス 中央区千葉寺町
（有）グリーンオート 若葉区西都賀
（有）クリーン企画 若葉区小倉町
（株）クリーングリーン 中央区登戸
（有）クリーンコンサルタント東洋 中央区中央
（株）クリーンサービス 若葉区小倉町
（株）クリーンペイント 稲毛区園生町
（株）クリーンライフ・フジ 中央区都町
（株）ｸﾘｴｲﾄ･ｴﾝﾃﾞｲ 若葉区貝塚
栗原建工（株） 中央区末広
栗原興産（株） 中央区中央
（有）栗山菓舗 中央区要町
（株）CRU 中央区新田町
（有）グルーヴ 若葉区高根町
（有）クレオ 若葉区みつわ台
グレスリンク（株） 中央区新千葉
（株）クレソンオフィス 中央区長洲
（有）クレタ 美浜区高洲
（株）クレックス 中央区都町
（株）グロウ 若葉区加曽利町
（株）Ｇrowing up 若葉区加曽利町
（株）Ｇｌｏｖａ 中央区本町
グローバル情報マネージメント（株） 中央区問屋町
税理士法人　グローリア 中央区新宿
黒沢硝子工業（株） 稲毛区園生町
（株）黒澤自動車 中央区千葉寺町
（株）クロス 中央区富士見
（株）クロスアイ・ライフ 若葉区小倉台
合同会社　クロスロード 中央区市場町
（株）黒田電気商会 稲毛区穴川町
（株）クロテック 若葉区都賀
（株）桑田建築設計事務所 美浜区幸町
（株）桑田ビル 美浜区幸町
桑田不動産（株） 稲毛区小仲台
（有）桑原塗装 若葉区小倉町
（同）ケアプランそら 中央区出洲港
（株）ｹｱﾌﾚﾝﾄﾞ ﾓﾘﾀ 中央区本町
（株）ケイ・アイ 若葉区高品町
（株）ケイアイ企画 若葉区若松町
（株）ケイ・アンド・ケイ 美浜区高洲
（株）ｹｲｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 美浜区稲毛海岸
Ｋ・Ｍ・ＲＩＺＥ(株) 稲毛区園生町
（株）ケイサービス 中央区登戸
（有）恵寿 中央区新宿
（株）恵進コンサル 中央区矢作町
（株）K'Ｓ塗装 若葉区下田町
京成オートサービス（株） 中央区都町
京成タクシー千葉（株） 中央区末広



警備保障京葉總警（株） 稲毛区弥生町
（株）ケイプロ　 中央区新町
ケイホームズ（有） 中央区千葉寺町
（有）ケイヨウ 若葉区若松町
（有）京葉インシュアランス 稲毛区稲毛東
京葉園芸（株） 稲毛区穴川
税理士法人　京葉会計事務所 中央区弁天
税理士法人　京葉会計事務所長洲事務所 中央区長洲
京葉環境設備ネットワーク（株） 若葉区小倉台
京葉管材（株） 若葉区若松町
（有）京葉機械サービス 若葉区若松町
京葉技研（株） 稲毛区天台
（株）京葉銀カード 中央区本町
（株）京葉銀行 中央区富士見
京葉銀行健康保険組合 中央区千葉港
（株）京葉銀保証サービス 中央区富士見
京葉グリーン建商（株） 若葉区若松町
京葉クリーンライフ（株） 稲毛区園生町
京葉工管（株） 美浜区新港
（株）京葉光器 稲毛区園生町
京葉港業（株） 美浜区新港
京葉工業（株） 若葉区都賀
京葉産商（株） 中央区弁天
京葉システム（株） 中央区新町
京葉事務器（株） 中央区旭町
（株）京葉商事 中央区都町
京葉スチール(有) 若葉区若松町
京葉青果商業（協） 美浜区高浜
（株）京葉整管 中央区東本町
（有）京葉ダスト 稲毛区園生町
京葉段ボール工業（株） 若葉区上泉町
（一社）京葉地区植物検疫協会 中央区千葉港
京葉電材（株） 若葉区若松台
（株）京葉都市設計 中央区中央
（株）京葉内装 中央区今井
京葉パイプライン（株） 若葉区都賀の台
（株）京葉美装 中央区椿森
京葉フッコール（株） 中央区弁天
（株）京葉不動産評価システム 中央区登戸
（有）京葉プラスチック工業 若葉区高品町
京葉ミドリ（株） 中央区港町
（有）京葉メデイカル 稲毛区小中台町
（有）京葉ユニホーム 若葉区千城台東
（株）京葉ﾗｲﾌｴｰｼﾞｪﾝｼ- 稲毛区稲毛東
京葉臨海鉄道（株） 中央区新町
（株）K＆I 若葉区みつわ台
（有）ケーイーオフィス 稲毛区稲毛町
（有）ケー・エス・エス 中央区稲荷町
（株）ＫＳ建装 稲毛区天台
（株）ケーエムケー 若葉区若松台
（有）ケーエムビル 中央区弁天
（有）ケーエムフーズ 若葉区高品町
（株）ケーシー技巧 若葉区小倉町
（株）ケーズウェーブ 稲毛区園生町
（有）ケーズオフィス 若葉区都賀
（有）ケーゼット 稲毛区作草部町
（株）ケー・プランニング 八千代市勝田台
（株）ケーヨー 若葉区みつわ台
（有）Ｋ・Ｌｉｎｅ 中央区本町



検見川リフォーム工業(株) 稲毛区穴川町
（有）元 中央区中央
（株）玄工務店 若葉区桜木
（有）ケンズワールド 若葉区若松町
（株）健生 若葉区加曽利町
（株）建蔵 中央区新千葉
（有）建創興業 若葉区千城台北
（株）現代建築事務所 中央区新宿
（有）ケンハウジング 稲毛区作草部
（有）源禄 中央区港町
（有）コイケ 若葉区千城台東
（株）光営 中央区新宿
（有）広栄工業 美浜区新港
（有）広栄サービス 中央区東本町
（株）光栄電設工業 若葉区みつわ台
興栄燃料（株） 中央区新宿
公益情報システム（株） 稲毛区小仲台
興共産業（株） 稲毛区轟町
(有)宏源 中央区富士見
興国産業（株） 中央区中央
（株）剛翔 若葉区桜木
幸翔商事（株） 若葉区桜木
（有）光進 美浜区高浜
（医）社団光正会　川島医院 稲毛区稲毛東
（株）構造エンジニアリング 中央区新町
（医）社団 光知会 千葉健康ｸﾘﾆｯｸ 稲毛区小仲台
（有）神戸鑿井工業 若葉区若松町
（株）コウナン電工 若葉区多部田町
鴻池運輸（株）関東支店 中央区末広
河野プロパンガス（有） 稲毛区園生町
（有）公文堂印刷 中央区要町
(株)こうみ 若葉区都賀
（宗）光明寺 中央区中央
（有）鴻山 中央区長洲
（株）光洋 中央区中央港
（株）向陽計測 中央区椿森
（有）幸葉サービス 中央区長洲
高率電設（株） 稲毛区緑町
(有)高齢者介護センター 若葉区中田町
(株)康和 稲毛区作草部
幸和会幸町中央診療所 美浜区幸町
（有）コウワ環境 若葉区桜木北
孝和建商（株） 中央区汐見丘町
（有）合和建設 若葉区愛生町
（有）高和設備 中央区松波
弘和設備（有） 中央区弁天
興和ビルセツ工業（株） 中央区出洲港
興和メンテナンス（株） 中央区登戸
（有）コーストライン 若葉区小倉町
コーツー保安工業（株） 若葉区加曽利町
（有）コーユーホーム 若葉区小倉台
（有）コ・コ 稲毛区緑町
五光食品（株） 中央区都町
（株）ｃｏｃｏｌａｂｏ 中央区春日
（株）心カンパニー 稲毛区宮野木町
（株）こころざし音楽工房 中央区登戸
（有）心でっかち 稲毛区稲毛
小嶋興業 稲毛区作草部
（有）小島電機 若葉区多部田町



小島屋食品（株） 美浜区新港
（株）小竹物産 中央区都町
（有）後藤組 若葉区多部田町
（有）後藤モータース 中央区亀井町
寿興業（株） 若葉区桜木
壽商事（株） 中央区都町
寿屋住設（有） 中央区新千葉
（有）小中台自動車工場 稲毛区小中台町
（株）コネクト 稲毛区作草部町
(有)コバヤシ 中央区今井
小林商事（株） 中央区問屋町
（有）小林製作所 中央区松波
（有）小林断熱 中央区中央
（有）小林美装 若葉区金親町
小林法律事務所 中央区中央
（有）小渕徹商店 稲毛区稲毛町
小湊鉄道タクシー（株） 美浜区新港
小峯電業（株） 若葉区殿台町
（有）小村健 中央区登戸
（同）こもれ陽の輪 中央区松波
（株）コヤス 若葉区貝塚
小山工務店（株） 若葉区みつわ台
（有）小山石材店 若葉区桜木
コヨミ(株) 中央区中央港
（株）コラソン・デル・アルマ 中央区長洲
五稜建設（株） 若葉区源町
コンサルティング・サービス㈱ 若葉区高品町
（宗）金蔵院 稲毛区園生町
近藤法律事務所 中央区中央
（株）崑崙印刷 若葉区大宮町
（有）彩花 中央区中央
（株）さいき 若葉区源町
（株）サイズ 中央区長洲
（株）在宅支援総合ケアーサービス 稲毛区稲毛東
（株）斎藤英次商店 柏市柏
（株）齋藤建築設計事務所 美浜区高洲
斎藤工業(株) 若葉区若松町
（有）斉藤工業 稲毛区萩台町
斉藤マッチ印刷（株） 中央区亀岡町
斉藤油肥（株） 稲毛区稲毛東
（有）サイトウ理容室 中央区弁天
（株）サイバンク 中央区新町
坂井興発（株） 美浜区新港
サカイ物流（株） 美浜区新港
（有）榮工務店 美浜区幸町
（株）サカヱ商店 中央区長洲
（有）さかえ寿司 美浜区高洲
（株）サカエ不動産 若葉区都賀
（株）さかき 稲毛区作草部町
（有）サカセイ 中央区稲荷町
（株）坂月造園土木 若葉区千城台東
税理士法人　坂本会計 中央区新宿
（株）坂本自動車工業 中央区末広
（株）坂本商店 若葉区千城台南
（有）佐川運送店 中央区登戸
（有）作草部ストアー 稲毛区作草部町
サクセス（株） 稲毛区穴川
ＳＵＣＣＥＳＳ（同） 中央区春日
サクセス 若葉区西都賀



（資）佐久間計算センター 中央区登戸
（株）佐久間工務店 稲毛区作草部町
（有）サクモ産業 若葉区大宮町
(株)咲耶姫 稲毛区長沼原町
櫻井運送（株） 稲毛区稲毛
（有）櫻井製作所 若葉区愛生町
（有）さくらエージェンシー 中央区神明町
（有）桜木観光 若葉区若松町
櫻木興業（有） 中央区登戸
（有）サクラギコーポレーション 若葉区桜木
（有）桜木燃料 若葉区貝塚
（有）桜木保険サービス 中央区東本町
（有）さくら住販 若葉区西都賀
（株）櫻商会 美浜区新港
(株)さくら商事 中央区市場町
（有）ささや 稲毛区緑町
（有）佐瀬酒店 稲毛区穴川
（株）サックス 稲毛区園生町
ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ（株）千葉支社 中央区新町
（株）さつま屋 中央区院内
佐藤エンジニアリング（株） 美浜区幸町
（株）佐藤機械 中央区本町
（有）佐藤工務設計 若葉区更科町
サトウ自動車工業（株） 美浜区新港
（有）佐藤商店 稲毛区轟町
佐藤照雄税理士事務所 習志野市香澄
（有）サトウビル 若葉区都賀
佐藤不動産（株） 稲毛区小仲台
里見司法書士事務所 中央区栄町
（株）智設計事務所 中央区都町
サニット（株） 若葉区桜木
弁護士法人　佐野総合 中央区中央
（有）サノヤ設備 若葉区小倉台
（有）サミー 中央区松波
サミット美浜パワー（株） 美浜区新港
（宗）寒川神社 中央区寒川町
寒川電業（株） 中央区寒川町
（有）更科自動車工業 若葉区更科町
（有）更科蕎麦 若葉区北谷津町
（株）Sara Bakery 中央区富士見
澤島建設（株） 若葉区桜木
サワソー工業（株） 中央区祐光
（資）沢田商店 中央区富士見
佐原信用金庫　作草部支店 稲毛区作草部
社会福祉法人　三育ライフ・シャローム若葉 若葉区桜木
（有）サン・ウィングス 若葉区都賀
(株)三栄社　千葉営業所 若葉区小間子町
（有）三栄セッティングサービス 稲毛区宮野木町
（有）サンエー 稲毛区作草部町
（有）山雅 中央区都町
（株）サン・ガード 若葉区都賀
（株）賛企画 中央区都町
（株）三恭 若葉区加曽利町
（株）三協グリーン 中央区都町
三共電気（株） 若葉区大宮台
（有）サンクス 若葉区小倉町
（有）三恵 若葉区貝塚町
（株）ｻﾝｹｲちば企画 中央区中央
（有）ＳＡＮＫＯＵ 中央区新宿



（株）三広 中央区富士見
（有）三光ケミカルサービス 若葉区小倉町
（有）三公商会 若葉区若松町
（有）三興造園 美浜区高浜
（有）サンコー装備 若葉区桜木
（株）三樹園緑化 若葉区御成台
三信通信（株） 中央区鶴沢町
三成工業（株） 若葉区都賀
（有）三誠通信システム 稲毛区宮野木町
（有）サンテクノ 若葉区若松町
（有）サンド・サービス 若葉区源町
（株）Sandlots 稲毛区長沼原町
（株）さんひで 美浜区高浜
サンファミリーホーム（株） 中央区千葉寺町
（有）サンプラニング 中央区神明町
（有）サンプロセス 中央区長洲
（株）サン・ボデー 美浜区新港
（株）三本松工務店 中央区市場町
（株）サンミックス 美浜区新港
三洋科学（株） 若葉区若松町
サンライズ（株） 若葉区若松町
サンライトコーポレーション 中央区新宿
（株）サンライフ 若葉区千城台西
サン冷機工業（株） 若葉区若松町
（有）サンワ 中央区都町
三和機械（株） 中央区末広
（株）三和企画 若葉区大宮町
（有）三和クリーニング 若葉区千城台東
（株）山絆興業 若葉区貝塚
三和工業（株） 若葉区殿台町
（有）三和産業 若葉区貝塚
（株）三和システム 若葉区高品町
三和住販（株） 稲毛区穴川
（有）三和石材工業 若葉区西都賀
（株）ｻﾝﾜﾂｰﾘｽﾄｾﾝﾀｰ千葉営業所 若葉区みつわ台
三和ビルサービス（株） 中央区祐光
（株）ジ・アース 中央区新田町
シィーティーディー（株） 中央区椿森
シーエスワイ（株） 稲毛区宮野木町
ＧＮ．エンタープライズ（株） 若葉区みつわ台
シーエヌサービス(株) 中央区本千葉町
（株）ＣＭＳ 若葉区西都賀
（株）シーエムエヌ 中央区問屋町
椎木建設（株） 若葉区小倉台
（株）シーケル 中央区新田町
ＧＧＣ（株） 若葉区小倉台
（有）Ｇ・Ｔ・サウンド 中央区末広
ｼｰﾃﾞｰｼｰ情報ｼｽﾃﾑ（株） 中央区本千葉町
（有）ジーナ 中央区亀井町
（株）椎名商店 中央区長洲
（有）シービーサービス 若葉区若松町
（株）Ｇプランナー 稲毛区小仲台
（同）ＪＩＭＵ 稲毛区作草部
（株）ジール 稲毛区小中台町
特定非営利活動法人ＣＹクラブ 稲毛区轟町
ＪＲ千葉鉄道ｻｰﾋﾞｽ（株） 中央区弁天
（株）ジェイエイライフ・千葉 美浜区新港
（株）ＪＡエネルギー千葉 美浜区新港
JNCｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 中央区富士見



JNC環境（株） 中央区富士見
（株）ｼﾞｪｲｺﾑ千葉　千葉ｾﾝﾄﾗﾙ局 中央区問屋町
（株）ジェイユー 若葉区千城台西
（株）ジェイシス 中央区富士見
（株）ＪＴＢ　千葉支店 中央区富士見
ジェイテイテイ輸送（株） 美浜区新港
（有）ジェイワーク 稲毛区稲毛
（株）ジェイワイ 中央区神明町
（株）ＪＲ東日本パーソネルサービス　千葉事務センター 中央区弁天
(有)ジェーシーエス 若葉区みつわ台
(有)Ｊ.Ｐ.Ｇ 若葉区大宮町
（有）ジェーピービーインフォ 稲毛区稲丘町
（株）シェ・ケン 若葉区若松町
（株）シェ・レザンジュ 中央区春日
(株)ジオシステムズ 中央区中央
（株）志学書店 中央区亥鼻
（有）シガ工業 若葉区大草町
（有）志賀産業 若葉区桜木
（株）色設計 若葉区西都賀
式田（株） 中央区新宿
（有）シグマ設備設計 稲毛区園生町
重野興運（株） 若葉区千城台東
（医）社団　紫源会 中央区長洲
（学）宍倉学園　みつわ台幼稚園 若葉区みつわ台
（有）ししくら清蔵 若葉区源町
（有）宍倉造園土木 若葉区みつわ台
社会福祉法人　慈心会 若葉区更科町
（株）ｼｽﾃﾑ ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽ 稲毛区宮野木町
(株)システムテクニカ 稲毛区天台
（株）システムノア 中央区青葉町
（有）システムライツ 稲毛区天台
信太滋税理士事務所 中央区新千葉
七福商事（株） 美浜区高浜２ー２ー１
（株）シティーコーポレーション 若葉区西都賀
（株）シテイーハート 中央区新千葉
(有)シティクリエイト 中央区富士見
（有）篠崎看板店 若葉区桜木北
（有）篠崎工業 中央区新田町
（有）篠橋塗装コーポレーション 若葉区桜木
（株）篠原旅館 中央区松波
（有）シバ 稲毛区稲毛東
芝工業（株） 中央区本町
（有）柴田事務所 若葉区大宮台
渋井興業（株） 稲毛区穴川
司法書士　小沼一幸事務所 稲毛区小仲台
（株）シマダ 若葉区小倉町
（株）シマダエッグ 若葉区加曽利町
（有）清水総業 稲毛区小中台町
（株）清水土木 中央区都町
（株）市民水道センター 美浜区高浜
（有）下総タイル工業 若葉区千城台東
（株）ジャーク 中央区都町
（有）ジャストテック 花見川区千種町
(株)ジャスミン 中央区長洲
（医）社団等信会 若葉区若松町
（株）ジャパンシステムブラッド 中央区新宿
（株）ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｰﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 若葉区多部田町
ジャパンメディカル（株） 稲毛区園生町
（有）ジャミュー 中央区登戸



（有）シャンテ 若葉区加曽利町
（有）Ｊｕｍｐ　ｕｐ 中央区問屋町
（株）ｼｭｱｼｮｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 若葉区原町
(株)シュアリー 若葉区都賀
（株）シューエイ商行 中央区亀井町
（有）秀英商事 中央区春日
（株）住栄水道 若葉区小倉台
（株）自由空間 中央区中央
（株）住建興 稲毛区稲丘町
（株）修美工業 稲毛区宮野木町
（医）社団修友会中山歯科医院 中央区市場町
（株）シューワ 若葉区金親町
（株）ジュエル・オオマエ 若葉区千城台西
（株）ジュエルはま 中央区市場町
（株）ジュン 稲毛区天台
（有）ジュン・カンパニー 若葉区若松町
（有）昭栄 若葉区若松町
（株）松栄 若葉区殿台町
松栄建設（株） 中央区本町
（有）商栄本社 若葉区大宮台
（有）昇月 中央区弁天
（有）昭光人形 若葉区千城台西
（有）祥寿企画 茂原市法目
（株）翔商事 中央区中央
常総矢崎サービス（株） 中央区都町
（有）正電工事 若葉区貝塚町
(有)翔電テクノ 中央区末広
（株）笑ブランド 中央区鶴沢町
（有）情報技術教育 稲毛区稲毛
昭和塩業（株） 稲毛区黒砂台
昭和機工（株） 中央区出洲港
匠和建築設計事務所 中央区弁天
（株）昭和広告社 中央区道場北
昭和セキュリティー（株） 稲毛区稲毛東
（有）昭和電機工業所 中央区末広
昭和ハウジング販売(株) 稲毛区小仲台
（株）昭和ホーム 花見川区宮野木台
（株）ジョーズデザイン 若葉区西都賀
（一社）書星会 中央区神明町
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ多田屋（株） 中央区富士見
（有）ショッピングみどり 中央区富士見
白井興業（株） 中央区松波
（株）白井材木店 若葉区高根町
（有）白石ゴルフアカデミー 若葉区富田町
（株）白井商店 中央区寒川町
白井不動産（株） 中央区松波
(株)しらぎく 稲毛区園生町
（有）白里興産 若葉区西都賀
（株）白磨 稲毛区宮野木町
白戸工業（株） 中央区道場南
（株）シルバースターセキュリティー 中央区新町
白木屋輪業（株） 中央区問屋町
（有）シンアイ 稲毛区天台
（医）社団仁威会 中央区都町
（株）進栄 若葉区桜木
（株）シンエイ金物 若葉区加曽利町
新栄産業（株） 中央区末広
（株）シンエイ時計店 中央区新田町
（有）シンエークリーニング 稲毛区穴川



（株）新興社 稲毛区稲毛町
（株）真広社 中央区神明町
（有）新光商事 稲毛区稲毛東
（有）甚次郎 美浜区高浜
ジンスター（株） 中央区本町
（有）新政 美浜区新港
（株）シンセイ 若葉区千城台東
（株）真誠 若葉区千城台東
(株)新生アクセス 若葉区愛生町
（株）新星医薬商事 中央区都町
（有）真世電機 若葉区若松台
（医）社団仁静堂 中央区中央
（株）SHINSEI TRANSPORT 若葉区金親町
（株）シンセリテイ 若葉区加曽利町
新総建設（株） 中央区中央
新千葉産業（株） 稲毛区緑町
新鉄工業（有） 若葉区下田町
（株）シンドウ環境センター 稲毛区天台
（有）新都市不動産コンサルタント 稲毛区穴川
新日本化成(株) 中央区富士見
（株）シンニホンコム 中央区春日
新日本ワックス（株） 若葉区高品町
新東日本製糖（株） 美浜区新港
（有）新港サービス 中央区新千葉
（株）新明木材 中央区仁戸名町
新柳印刷（株） 中央区葛城
司法書士新葉法務事務所 中央区新千葉
（株）シンヨウ・ロジ 美浜区高浜
（株）親和 若葉区加曽利町
（株）しんわ 中央区中央
（株）信和アセント 中央区都町
伸和運輸（株） 中央区問屋町
伸和建工（株） 稲毛区園生町
（株）信和ストアーサービス 若葉区下田町
新和測量設計（株） 中央区市場町
スイス通信システム（株） 中央区都町
司法書士法人　末永事務所 中央区中央
（有）末広左官工業 中央区末広
（有）末広屋商店 中央区末広
（株）スカイホーム 若葉区若松町
（有）菅野手袋工業所 若葉区小倉町
（株）スガワラ 若葉区小倉町
（有）菅原工務店 若葉区大宮台
杉崎陸送（有） 美浜区稲毛海岸
杉田建設興業（株） 若葉区加曽利町
（有）ＳＫＩＴ 若葉区高品町
（株）スギモト 中央区院内
杉本ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ行政書士事務所 中央区中央
（学）杉森学園 美浜区高浜
（株）ｽｸﾗﾑ　千葉営業所 若葉区西都賀
ｓｑｕａｌｌ－ｃａｍｐ（同） 中央区千葉寺町
（有）鈴木企画 稲毛区園生町
（株）鈴木興業 若葉区若松町
鈴木茂税理士事務所 若葉区都賀
（同）鈴木商店 若葉区桜木
(株)スズキトランスポート 中央区出洲港
（株）鈴木製作所 中央区浜野町
鈴木誠表堂 花見川区宮野木台
（有）鈴木設備 若葉区大宮台



鈴木測量（株） 中央区富士見
（有）鈴木駐車場 中央区長洲
（株）鈴木鐵骨工事 稲毛区小仲台
（有）鈴木電気工事 若葉区谷当町
鈴木洋一税理士事務所 中央区本千葉町
（有）鈴正 美浜区高洲
（有）壽々彦商事 美浜区高浜
（株）鈴勇 稲毛区天台
（有）スズユウ工務店 若葉区大宮町
（株）スタービルマネジメント 中央区長洲
（株）スタイル・レゴ 若葉区加曽利町
（有）スタジオ我画 稲毛区稲毛東
（株）スタックス 若葉区愛生町
（株）スタビロ 中央区登戸
（有）須藤工業所 中央区都町
須藤商事（有） 中央区都町
（株）須藤ビル 中央区弁天
（株）ストラクス 美浜区高洲
Strawberry World（株） 稲毛区黒砂
（株）砂澤組 稲毛区穴川
（株）Ｓpazio 若葉区殿台町
（有）スバル技建 四街道市大日
（株）スプリングス 中央区中央
（株）スペース 中央区要町
（有）スペース・アート創 若葉区大宮台
（株）スポットライフ 若葉区桜木
スマート（株） 若葉区桜木
（株）スマートハウジング 中央区春日
スマート・プラス（株） 若葉区桜木
（有）スマイルファクトリー 中央区新千葉
（有）炭炭 中央区春日
（有）墨のアトリエ 中央区弁天
(株)ｽﾘｰｴｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中央区富士見
（株）駿河 美浜区高浜
諏訪建設（株） 若葉区大宮台
（株）諏訪商会 若葉区坂月町
（医）社団　誠馨会 若葉区加曽利町
（有）成功印刷 中央区道場北
（有）成光商会 若葉区高根町
整骨院鍼灸院アシスト 中央区新宿
（有）清三プロパン 中央区神明町
（医）社団青慈会 若葉区桜木
正進総合保険企画 稲毛区小中台町
（株）聖電社 若葉区若松町
（株）精美堂 中央区中央
（株）正文社 中央区都町
清宮運送（有） 稲毛区宮野木町
（学）聖メリー学園 稲毛区天台
（有）セイヤ 中央区都町
（医）社団　聖裕会 中央区富士見
税理士鈴木博事務所 港区虎ノ門
（株）Ｓａｉｌアドバイザリーサービス 中央区登戸
（株）セイワテクノ 中央区新田町
（株）セーオー 若葉区千城台東
（株）セカンズ 四街道市大日
（有）せきぐち 中央区要町
（有）関口園 中央区中央
（株）セキネ 中央区中央
（有）セキホーム住器 美浜区幸町



（株）セキモト 若葉区若松台
積和建設東関東（株） 若葉区都賀
(株)せひら 中央区中央
（株）セブンシーズカンパニー 稲毛区園生町
（有）瀬谷工業 稲毛区天台
（株）セレコ 若葉区御殿町
（株）全栄プロモーション 中央区富士見
（株）センエー 稲毛区黒砂
（株）センエーサービス 稲毛区黒砂
（有）千光エンジニアリング 中央区弁天
（株）千興商事 若葉区千城台南
全国農業(協)連合会　千葉県本部 中央区新千葉
社会福祉法人　泉寿会 若葉区中田町
（株）千匠 中央区亥鼻
（有）全水共千葉 中央区新宿
（宗）千蔵院 稲毛区稲毛町
（株）センターイシイ 若葉区桜木
（有）ゼンテック 若葉区貝塚
（株）千都鉄筋 若葉区中田町
（株）千富 稲毛区穴川
（一財）全日本労働福祉協会 品川区旗の台
（特非）千の葉ミルフィーユ 中央区松波
善場建設（株） 中央区松波
（株）せんべい翁 中央区新宿
（株）千豊 中央区登戸
（有）ゼンメン 若葉区加曽利町
(株)善力 若葉区若松町
創栄興業（有） 稲毛区小中台町
（有）総栄設備 稲毛区宮野木町
（株）創建 若葉区小間子町
創建住販（株） 中央区末広
綜合警備保障（株）千葉支社 美浜区幸町
綜合商事（株） 中央区本町
（有）綜合電設 若葉区大宮台
（医）社団　創進会 若葉区若松町
（宗）曹洞宗　東禅寺 中央区亥鼻
（株）総武コモンズ 中央区新宿
そうぶ司法書士事務所 中央区院内
（有）総武測量 稲毛区園生町
（株）総武塗料 若葉区殿台町
（有）総武不動産 若葉区みつわ台
（株）総武不動産鑑定 中央区中央
総武三菱自動車販売（株） 中央区問屋町
総明会 稲毛区宮野木町
（有）装和 若葉区殿台町
早和建装（株） 美浜区高洲
添田会計事務所 中央区中央
（株）ソーシン 若葉区みつわ台
（株）そごう・西武 中央区新町
測機社千葉サービス（株） 稲毛区轟町
（株）袖ケ浦 稲毛区轟町
袖ヶ浦興業（株） 中央区中央
（株）園田建設 若葉区都賀
（有）園田設備 若葉区高根町
（株）ソフテクノ 若葉区東寺山町
ソマ車体（株） 若葉区若松町
園生総業（株） 稲毛区園生町
合同会社　損保アシスト 中央区蘇我
（株）ＤＡＩ 若葉区若松町



（株）大安不動産 稲毛区稲毛東
（株）第一元商 若葉区若松町
（有）第一空調サービス 若葉区大宮台
（有）第一建装 若葉区加曽利町
大一工業(株) 美浜区新港
第一工業（株）千葉営業所 中央区新千葉
（有）第一構内タクシー 若葉区貝塚町
第一サッシ工業（株） 若葉区小倉町
（有）第一清掃ｾﾝﾀｰ 若葉区大井戸町
（有）第一通信システム 稲毛区小中台町
第一パーティサービス（株） 中央区矢作町
（有）大一ビケ 稲毛区稲毛
（株）第一緑産 若葉区北大宮台
大栄技工（株） 市原市八幡
（株）大英設備 若葉区愛生町
大桜エムテックス(株) 若葉区大宮台
（有）大賀商事 若葉区桜木
（株）大幹 若葉区御成台
（有）大喜 中央区神明町
(有)大協サービス 若葉区大宮町
(有)大幸 美浜区高浜
（株）泰興 中央区神明町
大興住建（株） 若葉区都賀
（有）大巧電設 若葉区千城台北
（株）大国屋 中央区新千葉
（株）大三 中央区新田町
（株）太寿 若葉区小倉町
（有）大寿 稲毛区稲毛町
大州建設工業（株） 稲毛区穴川
（有）大昌産業 中央区富士見
（宗）大聖寺 若葉区若松町
（株）大新 若葉区西都賀
大信電業　株式会社 若葉区貝塚町
（株）タイセイ 中央区千葉寺町
（株）ダイセイ 若葉区桜木
大成砿油（株） 若葉区小倉町
大誠産業（株） 中央区都町
（有）大星測量設計 稲毛区宮野木町
（有）大成ホームリファイン 若葉区桜木
大成有楽不動産（株）千葉支店 中央区新町
（有）大宣 若葉区御殿町
（株）大千 美浜区高浜
（株）ダイテツ鋼業 若葉区桜木
大同興業（株） 中央区登戸
大同生命保険（株）千葉支社 中央区新宿
（有）大都商事 中央区中央
（株）大日企業 若葉区小倉町
ダイハツ千葉販売（株） 中央区末広
タイプアップ（有） 中央区椿森
大宝地建（株） 若葉区都賀
（株）ダイマランカ 若葉区加曽利町
（有）大丸工務店 中央区弁天
（有）タイムマシン 中央区新町
大有（株） 美浜区新港
大葉開発（株） 中央区新町
（株）太陽堂印刷所 中央区末広
（株）大洋メデイカルサプライ 若葉区桜木
（株）大洋モータース 中央区神明町
大洋薬品（株） 若葉区桜木



タイヨー電気（株） 中央区椿森
（有）ダイワ印刷 稲毛区園生町
大和設備工業（株） 稲毛区天台
（株）ダイワホーム 稲毛区小仲台
（有）高木管工事 若葉区若松町
（有）高木創建 中央区道場南
（有）高木ナーセリー 稲毛区宮野木町
（株）高品ハウジング 若葉区高品町
（株）タカショウ 中央区祐光
（有）髙正美建 若葉区大宮町
（株）タカショー 若葉区千城台南
（有）タカショク 中央区都町
（株）高関総合事務所 稲毛区園生町
（株）高田 中央区登戸
（株）高田屋 中央区道場南
高梨建築（有） 若葉区桜木
（有）高縄商事 中央区神明町
高野明夫税理士事務所 中央区本千葉町
（株）ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ 中央区新宿
（株）タカハシ 中央区富士見
（有）髙橋コンクリート工業 若葉区野呂町
（株）高橋澄雄工務店 若葉区北大宮台
髙橋税務会計総合事務所 中央区道場北
（株）髙橋防水 若葉区桜木
（株）高長谷商店 中央区長洲
（有）高平 稲毛区黒砂
（有）高美商事 稲毛区作草部町
（有）高宮内装 美浜区幸町
（有）髙山 稲毛区作草部
（有）高山登商店 中央区椿森
（株）タカラ開発 中央区富士見
滝口電気工業（株） 稲毛区黒砂
（株）タキザワ 中央区汐見丘町
（株）タキムラ 若葉区小倉町
（株）たぎりエージェンシー 中央区本町
（有）拓祥 若葉区多部田町
（株）拓匠開発 中央区弁天
拓匠技建（株） 中央区中央
拓殖造園土木（株） 若葉区小倉町
(有)拓伸 若葉区殿台町
（医）社団　澤泉会 矢澤内科医院 中央区末広
（株）タクト 稲毛区園生町
（有）田久保建材 中央区稲荷町
（有）拓実産業 中央区新田町
（有）タケイ 若葉区桜木
（有）武井観光 若葉区坂月町
（有）武一青果 稲毛区緑町
（有）ＴＡＫＥＩ防災管理 若葉区みつわ台
（有）竹内製作所 中央区神明町
（株）武上 若葉区千城台北
竹繁昌雄税理士事務所 中央区中央
（有）竹下燃料店 中央区都町
武田シート工業（有） 若葉区桜木
（有）武田神佛具店 中央区中央
竹中修建築設計室一級建築士事務所 美浜区磯辺
（株）武丸 中央区中央
（株）タケミホーム 若葉区大宮町
（有）竹山 稲毛区稲毛東
（有）田子作本舗 中央区新宿



（有）たじまビル 稲毛区黒砂
田代旗幕工業（株） 若葉区桜木
（同）ＴＡＳＵＫＵ興業 若葉区高品町
（有）多田測量 中央区要町
多田毅税理士事務所 稲毛区長沼町
多田屋商事（株） 美浜区高洲
（資）多田屋書店 中央区亥鼻
（株）橘 中央区港町
（有）橘エンタープライズ 若葉区桜木
（有）辰㐂 中央区新町
タックスパートナー税理士法人 中央区新田町
田積産業（株） 若葉区高根町
（株）立津組 稲毛区小中台町
（有）舘林設備工業 若葉区小倉町
田所社会保険労務士行政書士ｆｐ事務所 中央区富士見
（有）田中兄弟工務所 若葉区若松町
田中鋼業（株） 中央区長洲
（株）田中設備水道 中央区矢作町
（有）田中モータース 若葉区金親町
（株）谷海苔店 中央区問屋町
（株）タニメンテナンス 稲毛区小仲台
田野司法書士土地家屋調査士事務所 若葉区千城台西
有限会社　タバタ 若葉区若松町
（有）田原海事 中央区出洲港
（株）ＷＲ 若葉区愛生町
（株）玉川電機 中央区祐光
玉や　有限会社 美浜区高浜
（有）丹下工業 若葉区若松町
段坤・日村産業（株） 中央区本町
（株）たんぽぽ 若葉区大宮町
（有）チガサキ 若葉区千城台北
（株）ちがさきエンターサプライズ 中央区都町
行政書士ちぐさ経営法務事務所 若葉区千城台東
（株）千草台ファーマシー 稲毛区千草台
（宗）智光院 中央区市場町
（株）地商土木 若葉区桜木
（有）千印商事 美浜区高浜
（株）千城医理科 若葉区千城台南
（有）千城開発 若葉区小倉町
千城管工（株） 若葉区加曽利町
（有）千城実業 若葉区大宮台
千城自動車工業（株） 若葉区大宮町
千城京不動産（株） 若葉区千城台西
（有）チシン 若葉区桜木
（福）千葉愛育会 中央区院内
（株）千葉青色申告会館 中央区新宿
（有）千葉植木造園 若葉区千城台東
千葉宇部コンクリート工業（株） 美浜区新港
（一社）千葉衛生福祉協会 中央区院内
（株）千葉栄福 中央区新町
（有）千葉エクシオ 中央区都町
（有）千葉エフ・ピー保険企画 中央区新千葉
千葉塩業（株） 中央区中央港
千葉オーシャンターミナル（株） 美浜区新港
（有）千葉大橋 稲毛区小仲台
（株）千葉オペレートサービス 中央区千葉港
千葉海浜交通（株） 美浜区高浜
（株）千葉花壇 稲毛区小仲台
（有）千葉鎌田商店 稲毛区轟町



（株）千葉環境ビジネス 若葉区中野町
（有）千葉漢方薬局 中央区本千葉町
（有）ちば共栄サービス 中央区中央港
（株）千葉教弘 中央区中央
千葉教材（株） 稲毛区柏台
千葉共同印刷（株） 美浜区稲毛海岸
千葉共同サイロ（株） 美浜区新港
千葉魚類（株） 美浜区高浜
（株）千葉銀行 中央区千葉港
千葉銀行健康保険組合 中央区千葉港
千葉銀座商店街振興組合 中央区中央
ちばぎん証券（株） 中央区中央
ちばぎん保証（株） 稲毛区稲毛東
（公財）ちばぎんみらい財団 中央区富士見
千葉グリーンサービス（株） 中央区東千葉
（学）千葉敬愛学園 稲毛区穴川
学校法人　千葉経済学園 稲毛区轟町
（株）千葉京成ホテル 中央区本千葉町
（株）千葉ケミカル 若葉区桜木
（一社）千葉県青色申告会連合会 中央区栄町
（公社）千葉県医師会 中央区千葉港
千葉県医薬品小売商業組合 中央区問屋町
（一社）千葉県LPガス協会 中央区中央港
千葉県火災共済（協） 中央区富士見
千葉県家畜商（協） 若葉区若松町
千葉県学校用品（株） 中央区中央
千葉県学校生活（協） 中央区中央
千葉県学校給食ﾊﾟﾝ・米飯（協） 中央区松波
（一財）千葉県環境財団 中央区中央港
（一社）千葉県環境保全センター 中央区中央港
千葉県環境整備協同組合 若葉区殿台町
（公社）千葉県観光物産協会 中央区富士見
（一財）千葉県観光公社 中央区富士見
（公社）千葉県看護協会 美浜区新港
（有）千葉県官報販売所 中央区中央
千葉県牛乳商業組合 中央区中央
（一財）千葉県教育会館維持財団 中央区中央
千葉県教科書販売（株） 中央区問屋町
千葉県教科用図書（協） 中央区問屋町
千葉県教材（株） 中央区松波
千葉県漁業協同組合連合会 中央区新宿
（一財）千葉県旭光会 中央区長洲
千葉県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 美浜区幸町
千葉県クレーン建設重機（協） 中央区椿森
（一社）千葉県経営者協会 中央区千葉港
（一社）千葉県警備業協会 中央区新田町
（株）千葉県建設業センター 中央区中央港
千葉県建設業（協）連合会 中央区中央港
（一社）千葉県建設業協会 中央区中央港
千葉県建設業健康保険組合 中央区中央港
千葉県建設防水工事業（協） 中央区中央
（一社）千葉県建築士会 中央区中央
（一社）千葉県高圧ガス保安協会 中央区中央港
（株）千葉県ＪＡ情報センター 中央区本千葉町
（一社）千葉県歯科医師会 美浜区新港
千葉県市町村職員共済組合 中央区中央港
千葉県室内装飾事業（協） 中央区本千葉町
(一社)千葉県指定自動車教習所協会 若葉区坂月町
（株）千葉県自動車センター 美浜区新港



千葉県自動車販売店協会 美浜区新港
（一社）千葉県自動車整備振興会 美浜区新港
千葉県自動車整備商工組合 美浜区新港
（一財）千葉県自動車練習所 若葉区坂月町
千葉県住宅供給公社 中央区栄町
千葉県酒販（協）連合会 中央区中央
千葉県酒類販売（株） 中央区要町
千葉県商工会連合会 中央区中央
千葉県醤油工業（協） 中央区富士見
千葉県書籍教材（株） 中央区院内
千葉県信用漁業（協）連合会 中央区新宿
千葉県信用保証協会 中央区中央
千葉県森林組合（連） 中央区長洲
千葉県水道管整備工事業（協） 中央区中央港
（公財）千葉県スポーツ協会 稲毛区天台町
（一社）千葉県青果市場協会 美浜区高浜
（株）千葉県税理士会館 中央区中央港
千葉県税理士会 中央区中央港
千葉県石油（協） 中央区中央港
（株）千葉建設工業 若葉区小倉町
千葉県造園建設業（協） 中央区中央港
千葉県測量設計補償（協） 中央区中央
（一社）千葉県宅地建物取引業協会 中央区中央港
千葉県中小企業団体中央会 中央区富士見
千葉県庁生活協同組合 中央区市場町
千葉県朝鮮人商工（協） 中央区栄町
（協）千葉県鐵骨工業会 中央区弁天
千葉県電気工事工業組合 中央区道場南
千葉県電機商業組合 中央区末広
千葉県電設資材卸業（協） 中央区末広
千葉県豆腐商工組合 美浜区高浜
千葉県道路公社 中央区中央
千葉県塗装工業（協） 中央区中央港
（一社）千葉県トラック協会 美浜区新港
千葉県生コンクリート工業組合 中央区弁天
千葉県乳業（協） 中央区千葉港
（一社）千葉県年金住宅協会 中央区中央
（一社）千葉県農業協会 中央区中央
（一財）千葉県農業会館 中央区新千葉
千葉県農業機械商業（協） 中央区新宿
千葉県バス事業（協） 中央区市場町
（公財）千葉県文化振興財団 中央区市場町
千葉県米穀集荷商業（協） 中央区本町
（一社）千葉県法人会連合会 中央区千葉港
（公社）千葉県防犯協会 中央区中央
千葉県旋網漁業（協） 中央区中央
（一財）千葉県まちづくり公社 中央区富士見
千葉県無線漁業（協） 中央区新宿
（一社）千葉県薬剤師会 中央区問屋町
(一財)千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰ 中央区中央港
千葉県遊技業（協） 中央区新千葉
千葉県輸送システム事業（協） 美浜区新港
千葉県酪農農業（協）連合会 若葉区富田町
千葉県理容生活衛生同業組合 中央区春日
（一社）千葉県猟友会 中央区長洲
千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合 中央区富士見
（公社）千葉県労働基準協会連合会 中央区千葉港
千葉交易（有） 稲毛区萩台町
千葉興行（株） 中央区中央



（公財）千葉交響楽団 中央区市場町
（株）千葉興業銀行稲毛支店 稲毛区小仲台
（株）千葉興業銀行 美浜区幸町
千葉興業銀行健康保険組合 美浜区幸町
ちば興銀ｶｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ（株） 中央区本千葉町
ちば興銀ビジネスサービス（株） 美浜区幸町
千葉港港湾運送事業（協） 中央区中央港
千葉弘食（株） 中央区新田町
千葉構内タクシー（株） 中央区問屋町
（一財）千葉港湾福利厚生協会 中央区中央港
（株）チバコー 中央区東千葉
（有）チバコー開発 中央区東千葉
（有）千葉コープ 稲毛区稲毛台町
ちば国際税理士法人 若葉区都賀
（有）千葉三金不動産 中央区都町
（株）千葉産直サービス 若葉区愛生町
（一社）千葉市医師会 美浜区幸町
千葉汐見丘メンタルクリニック 中央区新千葉
（公社）千葉市観光協会 中央区千葉港
（協）千葉市管工事業協会 中央区中央港
千葉市下水管路維持協同組合 稲毛区黒砂
（一社）千葉市建設業協会 中央区中央港
千葉自工整備（株） 美浜区新港
千葉市再資源化事業（協） 中央区富士見
（一社）千葉市歯科医師会 美浜区幸町
千葉市職員労働組合 中央区千葉港
（公財）千葉市スポーツ協会 中央区問屋町
千葉市造園緑化（協） 中央区千葉港
千葉市宅地建物取引業協同組合 中央区東千葉
千葉市中央塗装（協） 中央区末広
千葉市トラック事業（協） 美浜区新港
（一社）千葉市馬術協会 稲毛区穴川
千葉自販（有） 美浜区新港
（公財）千葉市文化振興財団 中央区中央
千葉司法書士会 美浜区幸町
（有）千葉住設 若葉区若松台
（株）千葉住宅サービス社 中央区本千葉町
千葉酒販（協） 中央区中央
千葉商工会議所 中央区中央
（株）千葉食品 若葉区加曽利町
（株）千葉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 中央区本千葉町
千葉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ商店街振興組合 中央区本千葉町
千葉市旅館ホテル協会 中央区松波
千葉塵芥清掃（有） 中央区椿森
千葉進研（株） 稲毛区小仲台
（株）千葉信興 中央区院内
（宗）千葉神社 中央区院内
（株）ちばしんビジネスサービス 稲毛区園生町
千葉信用金庫 中央区中央
（株）千葉水道センター 中央区中央港
千葉スズキ販売（株） 美浜区新港
（株）千葉ステーションビル 中央区新千葉
千葉スバル（株） 美浜区新港
（株）千葉スポーツ 中央区新千葉
（株）千葉スポーツセンター 中央区春日
千葉スリーボンド（株） 中央区中央
千葉青果（株） 美浜区高浜
千葉青果卸売（協） 美浜区高浜
千葉青果商業協同組合 美浜区高浜



（有）千葉生産工学研究所 美浜区高洲
千葉製粉（株） 美浜区新港
千葉石油（株）千葉支店 美浜区新港
千葉セラミック工業（株） 稲毛区稲毛東
（株）千葉セルコ 中央区出洲港
千葉船業（協） 中央区寒川町
千葉造園土木（株） 稲毛区黒砂台
千葉倉庫（株） 中央区出洲港
（株）千葉総合ｺﾝｻﾙﾃｲﾝｸﾞ 中央区中央
千葉総合リース（株） 中央区富士見
千葉総合卸商業団地（協） 中央区問屋町
千葉総合商事（株） 中央区新田町
（株）千葉測器 中央区都町
千葉第一監査法人 中央区栄町
千葉第一青果（協） 美浜区高浜
（株）千葉大栄青果 美浜区高浜
千葉大学生活協同組合 稲毛区弥生町
（株）千葉大丸 中央区栄町
千葉竹沢興行（株） 中央区中央
千葉断熱（有） 若葉区加曽利町
（有）千葉中央会計事務所 中央区中央
千葉中央交通安全協会 中央区中央港
（株）千葉中央自動車学校 若葉区加曽利町
千葉中央スズキ自動車販売（株） 稲毛区園生町
千葉中央ﾂｨﾝﾋﾞﾙ１号館管理組合 中央区中央
千葉中央ﾂｲﾝﾋﾞﾙ２号館管理組合 中央区中央
千葉中央生コンクリート（協） 中央区弁天
（株）千葉中央花環センター 若葉区若松町
千葉通運（株） 美浜区新港
（株）千葉寺岡 稲毛区黒砂台
千葉テレビ放送（株） 中央区都町
千葉電材機工（株） 中央区末広
（協）千葉電設協会 中央区栄町
（株）千葉店装 若葉区桜木
（株）千葉東伸 若葉区若松町
千葉土質調査（株） 若葉区みつわ台
(株)千葉土地建物 若葉区都賀
千葉トヨタ自動車（株） 中央区登戸
千葉トヨペット（株） 美浜区稲毛海岸
千葉日産自動車（株） 中央区都町
（株）千葉日報社 中央区中央
（株）千葉パーキングセンター 中央区中央
千葉ハートケアサービス（株） 若葉区多部田町
千葉バイタル（株） 美浜区高浜
（株）千葉ハイリビング 稲毛区弥生町
（有）千葉白衣 中央区本町
千葉鈑金工業（有） 中央区千葉寺町
（公社）千葉東青色申告会 中央区新宿
（株）千葉東建設 中央区市場町
（公社）千葉東法人会 中央区千葉港
千葉ビジネスサポート（株） 中央区祐光
（有）千葉美術アカデミー 稲毛区轟町
（有）千葉ビデオサービス 中央区矢作町
千葉日野自動車（株） 美浜区新港
（有）千葉平井商事 若葉区若松台
千葉グローブシップ（株） 中央区中央
千葉復興（株） 中央区中央
千葉埠頭サイロ（株） 美浜区新港
千葉不動産（株） 若葉区加曽利町



（株）千葉不動産鑑定所 中央区松波
千葉不動産流通（協） 中央区本千葉町
（株）千葉プラスチックス 美浜区新港
（有）千葉プリント企画 若葉区源町
（株）千葉フロアー 若葉区貝塚町
（株）千葉ボイラ 中央区鶴沢町
千葉防災（株） 若葉区高品町
千葉ポートサービス（株） 中央区中央港
（有）千葉補聴器センター 中央区要町
（株）千葉ポンプセンター 若葉区小倉町
千葉マーク工業（株） 美浜区新港
千葉マリンサービス（株） 中央区蘇我町
（株）千葉マリンスタジアム 美浜区高浜
（株）千葉メガネ 中央区中央
（有）千葉家 若葉区みつわ台
（株）千葉薬品 中央区問屋町
（株）千葉ヤバネスポーツ 稲毛区稲毛東
千葉ユニキャリア販売（株） 美浜区新港
（株）千葉ユニホームセンター 中央区松波
千葉酪農農業（協） 若葉区富田町
一般財団法人千葉陸上競技協会 稲毛区天台町
（株）千葉臨海ツーリスト 中央区栄町
（有）千葉輪業 中央区椿森
千葉レンタル（株） 若葉区小倉町
中央銀座商店街振興組合 中央区中央
（株）中央コンサルテｲング 中央区中央
中央資材(株) 稲毛区黒砂台
（有）中央自動車工業 中央区稲荷町
中央水道（株） 中央区松波
中央青果商事（株） 美浜区高浜
中央ホーム（株） 若葉区加曽利町
中央港荷役（株） 中央区中央港
（有）中條商店 稲毛区轟町
（有）長寿庵 中央区松波
（医）社団　長寿会 若葉区加曽利町
（株）重宝 中央区本町
（医）社団　直心会 轟ｸﾘﾆｯｸ 稲毛区轟町
（株）貯水槽管理センター 若葉区千城台北
千代田漬物（株） 美浜区高浜
（株）チワキ 若葉区桜木
知脇建設（有） 若葉区若松町
司機工（株） 若葉区西都賀
都賀商事（有） 若葉区都賀
（有）都賀新盛堂薬局 若葉区都賀
都賀スポーツセンター（株） 若葉区桜木北
（株）塚本 中央区新田町
（有）塚本金物店 稲毛区稲毛東
塚本浩二税理士事務所 中央区銀座
塚本總業（株）千葉支社 中央区富士見
（有）築地カネカー水産 美浜区高浜
（有）つくし 若葉区高根町
（有）筑波商事 稲毛区園生町
（株）辻忠商店 中央区栄町
（株）津田食品 美浜区高浜
（有）土屋建装 若葉区若松町
（株）ツトム 中央区中央
（有）綱川新聞舗 稲毛区園生町
（株）椿商店 中央区本町
椿森運送（有） 中央区椿森



(株)椿森商会 稲毛区六方町
司法書士法人つばさ総合事務所 中央区新宿
（有）つばめリサーチ 稲毛区稲毛東
坪井工業（株）千葉支店 中央区登戸
（有）鶴正商事 若葉区桜木
（有）つる本 中央区鶴沢町
（有）つるわ 中央区松波
（株）ﾃｲ･ｱｲ･ｴｸｽﾃﾘｱ 若葉区坂月町
（株）ＴＨＣ 若葉区みつわ台
（有）ティーエーエム 中央区富士見
(株)Ｔ・Ｌ・Ｐ 中央区都町
（株）デイーオーテイー 美浜区幸町
（株）ティーケーピー 中央区問屋町
（有）ディーバス 若葉区多部田町
（有）テｲ・エイチ・エス 若葉区都賀
ティ・エス商事（有） 稲毛区園生町
（株）出井金物 若葉区野呂町
（株）ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ･ﾄﾞﾘｰﾑ･ﾌｧｸﾄﾘｰ 若葉区多部田町
Ｄｉｇ－ｉｔ　ｗｏｒｋｓ（株） 若葉区都賀
（株）ディ・バイ・ディ 中央区新田町
（有）ティ・ファクトリー 稲毛区稲毛東
手打そば　三好屋 若葉区加曽利町
（有）デーエス 美浜区新港
（株）テクニカ　千葉工場 若葉区小倉町
（株）テック設備 稲毛区宮野木町
（有）テックビジョン 若葉区西都賀
（株）ＴＥＲＲＡ合同事務所 稲毛区稲毛台町
（有）寺沢青果店 中央区松波
（有）寺田建設 若葉区若松町
（株）テレコムシステム千葉 中央区院内
（株）テレマ 中央区新宿
（株）テレマテｲｯクシステムズ 中央区登戸
（有）電気技術サービス 中央区椿森
社会福祉法人  天光会 若葉区大広町
（株）電翔 中央区末広
デンタルアート・ベル（有） 若葉区桜木
東栄運送（有） 中央区神明町
東栄建材工業（株） 若葉区多部田町
（有）東栄産業 若葉区桜木
藤海ビルサービス（株） 若葉区高品町
東京監財(株) 中央区末広
（有）東京着物コンサルタント協会 中央区春日
東京ちん味食品（株） 若葉区桜木
東京電子材料工業（株） 若葉区愛生町
（株）東京ベイ・コンサルティング 中央区問屋町
東原産業（株） 中央区出洲港
（有）東光 中央区栄町
（株）東宏設計事務所 中央区新千葉
（株）東晃設備 若葉区大宮町
（有）東興防災 稲毛区作草部
一般財団法人　同仁会 中央区亥鼻
（有）東進工業 若葉区北大宮台
（株）東水工 美浜区高浜
（有）東総設備工業 花見川区宮野木台
（株）東通 中央区中央
東鉄工業（株）千葉支店 中央区弁天
（有）藤藤 中央区登戸
東部産業(株) 若葉区小間子町
（株）動物公園協力会 若葉区源町



東武トップツアーズ（株）千葉支店 中央区新町
東方エージェンシー（株） 中央区千葉港
東邦オート（株） 美浜区幕張西
東邦警備保障（株） 中央区富士見
（株）藤邦興業 若葉区千城台西
東方地所（株） 中央区栄町
（有）東明電工 若葉区大宮町
東洋液化ガス（株） 美浜区新港
（学）桐葉学園加曽利幼稚園 若葉区加曽利町
（有）東洋架設 若葉区若松町
（有）東葉企業 若葉区加曽利町
東洋技術設計（株） 中央区本町
東洋工機（株） 若葉区みつわ台
東洋産業（株） 若葉区若松町
東陽電気工事（株） 中央区春日
東洋メンテ工業（株） 若葉区桜木
東和観光（株） 若葉区都賀
東和商事（株） 中央区富士見
東和道路（株） 若葉区高品町
（株）トーカイ熱学 稲毛区天台
（株）トーコー産業 若葉区加曽利町
（株）トーシンテック 中央区神明町
（有）トータル 中央区栄町
トータルエアーサービス（株） 稲毛区作草部町
（有）トーニチ 美浜区高洲
トーネツ（株） 稲毛区天台
トーヨー千葉（株） 中央区春日
（株）トーヨーテクノ 中央区新千葉
（株）富樫組 稲毛区天台
時田ミシン（株） 中央区富士見
（株）鴇田薬局 稲毛区稲毛東
常盤興業（株） 中央区富士見
（有）常世田技術 中央区登戸
都市ガスサービス（株） 花見川区千種町
(有)都市管理 緑区大高町
(株)兎酒 若葉区若松台
戸田建設（株）千葉支店 中央区新千葉
ﾄｯﾌﾟｹｱ･ｻｲｴﾝｽ（有） 中央区新田町
（株）轟不動産 稲毛区轟町
（有）殿山アスランド 若葉区源町
（株）土木地質調査事務所 若葉区小倉町
（有）トマタニ構造設計 稲毛区小仲台
（株）富井総合鑑定 稲毛区轟町
（有）富沢商店 稲毛区小仲台
（有）富澤商店 若葉区貝塚町
富田設備工業（有） 稲毛区園生町
冨田電機工業（株） 若葉区小倉町
（有）戸村住宅 若葉区都賀
（有）戸村商店 若葉区都賀
（有）戸村総業 若葉区都賀
（有）戸村本店 若葉区都賀
（有）戸村モータース 中央区寒川町
（株）外山ビル 中央区春日
（株）とよくに化学工業 稲毛区天台
（株）トヨクラメント 若葉区大宮台
トヨタＬ＆Ｆ千葉（株） 中央区登戸
トヨタカローラ千葉（株） 美浜区幸町
（有）豊田恒産 若葉区桜木
トヨタ部品千葉共販（株） 美浜区新港



（株）トヨタレンタリース新千葉 中央区登戸
（株）トヨタレンタリース千葉 美浜区新港
（株）ＴＲＹ 中央区都町
（有）ドライアイスサービス 若葉区殿台町
（特非）トライアングル西千葉 稲毛区小仲台
（株）トラスト 若葉区桜木北
（株）トラスト 中央区新宿
(株)トラストホーム 稲毛区作草部
（株）ドラセナ 中央区都町
（株）トラベルビズ 若葉区原町
（有）虎屋 中央区富士見
（株）トランス 中央区栄町
（有）ドリームポート 若葉区都賀
鳥海自動車（株） 若葉区中田町
司法書士法人　鳥海事務所 中央区新田町
（株）トリニテｲ 若葉区加曽利町
（有）鳥海不動産 稲毛区小仲台
（株）ﾄﾚｼﾞｬｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 若葉区都賀の台
（有）トレジャーズファーム 若葉区源町
（株）Nursing Home 稲毛区小仲台
（株）ナーム 中央区新田町
(株)内外リスクコンサルタント 若葉区西都賀
ナイス（株） 中央区春日
（有）内藤組 稲毛区黒砂台
内藤工業 若葉区千城台東
（株）内藤商店 中央区院内
（株）内藤畜産 若葉区加曽利町
（有）中宇 稲毛区作草部町
（有）中衛商事 中央区千葉寺町
長岡建設（有） 若葉区小倉町
（医）社団　北滋会 中川産婦人科 稲毛区稲毛東
永嶋産商（株） 稲毛区天台
（株）中島書店 中央区中央
中島精管工業（株） 稲毛区宮野木町
（株）中寿 若葉区源町
（株）中商 中央区祐光
（有）長瀬工務店 若葉区加曽利町
（有）中臺 若葉区貝塚町
社会保険労務士法人なかだい総合事務所 中央区弁天
中田運送（株） 若葉区中田町
（株）中舘工業 船橋市高野台
（株）仲田電気工事 若葉区北大宮台
長塚青果（株） 美浜区高浜
（有）中野設計 美浜区稲毛海岸
（株）中野メンテナンス 中央区院内
（有）ナカノ薬局 若葉区小倉台
（有）なかはら 中央区中央
(株)仲原襖店 若葉区西都賀
（株）長松 若葉区東寺山町
株式会社　ナカムラ 中央区新宿
（株）中村会計 中央区新宿
学校法人　中村学園 中央区新宿
（有）中村建機 若葉区千城台南
中村興業 稲毛区天台
（有）中村商会 若葉区中野町
（有）中村建具店 稲毛区園生町
（株）中村メッキ工場 中央区中央
（有）中与 稲毛区稲毛
ナナワ工業（有） 若葉区桜木



なのはな建設（有） 若葉区小倉台
ナポリの漁師　ぷらっトリア 中央区新千葉
（株）ナミキ 若葉区加曽利町
（株）並木商事 中央区要町
並木木材（株） 美浜区新港
（有）成田組 稲毛区天台
（株）成田電機 中央区松波
（有）成瀬クリーニング 稲毛区轟町
（株）成美建装 中央区出洲港
（有）南協電気 中央区寒川町
南総キングダム（株） 館山市湊
（株）南總工業 若葉区西都賀
南房産業（株） 中央区登戸
（有）ニカファニチュアー 稲毛区小仲台
（株）和 中央区市場町
（有）肉の鳥健宮野木店 稲毛区宮野木町
（有）西浦商店 中央区春日
（株）西尾 中央区本町
西川工業（有） 稲毛区作草部町
（有）西川塗装店 若葉区愛生町
西銀座商店街振興組合 中央区富士見
（有）西千葉エアコンサービス 稲毛区萩台町
（有）西千葉ホテル和光荘 中央区春日
西塚税務会計事務所 中央区長洲
（有）西之家 中央区都町
西ノ宮（株）千葉支店 中央区都町
（有）西原建築設計事務所 稲毛区黒砂
西原工業（株） 稲毛区宮野木町
（株）西原屋 中央区登戸
（株）西船企業 若葉区若松町
（株）西谷総合企画 花見川区宮野木台
（宗）日永寺 稲毛区小中台町
日栄推工（株） 若葉区貝塚
日栄電機（株） 中央区富士見
（株）日揮工業 若葉区都賀の台
（株）日恵 若葉区大宮台
（株）日慶 若葉区若松町
（株）日惠工業 若葉区大宮町
日研産業（株） 若葉区千城台北
日建ハウス 若葉区桜木北
日幸建設（株） 中央区登戸
（株）日光産業 若葉区高根町
日産プリンス千葉販売（株） 中央区都町
日産ﾚﾝﾀﾘｰｽ千葉（株） 中央区本千葉町
（株）日匠システム警備 中央区富士見
日進建機（株） 美浜区新港
日新自動車部品（株） 中央区本町
（株）日進ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 中央区中央
（有）日成印刷 若葉区若松町
日盛基業（有） 中央区都町
日誠港運（株） 美浜区新港
（有）日精産業 若葉区殿台町
日石レオン（株） 中央区神明町
日測（株） 若葉区みつわ台
（有）日東厨房設備 若葉区小倉台
日東不動産（株） 中央区春日
（株）日東保険センター 稲毛区園生町
（株）ニッポンポリマー 若葉区坂月町
（株）二宮総行 中央区問屋町



（一社）日本空き家空地対策協会 稲毛区穴川
日本アシスト（株） 若葉区みつわ台
日本科学開発（株） 中央区千葉寺町
（株）日本技術コンサルタント 稲毛区天台
日本機動警備システム（株） 中央区寒川町
日本サイロ（株） 美浜区新港
（株）日本資源開発技術協会 若葉区都賀
社会保険労務士法人 日本障害年金研究所 中央区栄町
（株）日本造園土木 若葉区下田町
（株）日本綜合技研 中央区汐見丘町
（有）日本そば 中央区祐光
日本タンクターミナル（株） 美浜区新港
日本ディスプレイ（株） 若葉区加曽利町
（株）日本電工開発 香取市福田
日本ハーブ（株） 若葉区千城台東
日本ピアノ運輸（株） 若葉区若松町
（株）日本ライト電商 若葉区加曽利町
（株）日本旅行　千葉支店 中央区中央
（有）ニューアート 中央区松波
ニューサン（有） 中央区稲荷町
（株）ニュー千葉 中央区中央
（株）ﾆｭｰﾌﾚﾝﾄﾞｴｻﾞﾜ 中央区富士見
（株）ネオテック 美浜区新港
ネクステル（株） 中央区市場町
（株）ネクスト 若葉区桜木
(株)ネクスト 稲毛区小仲台
（同）ネクスト 中央区新千葉
(株)ネクストドリーム 若葉区桜木
（有）根古谷商会 若葉区若松町
（有）熱学技研 若葉区下田町
（有）ネモト生花店 若葉区桜木
（有）根守商事 若葉区大井戸町
（有）ノアライフコーポレーション 稲毛区作草部町
(株)ノウェム 若葉区小倉台
（株）農協開発 若葉区高品町
（株）能城綜合企画設計事務所 中央区末広
（有）ノーフォール 若葉区若松町
（有）野口写真館 美浜区高洲
ノザキ建工（株） 美浜区新港
（有）野島建工 稲毛区穴川
（有）能勢 中央区登戸
（有）能勢教材社 稲毛区天台
（有）能勢興業 稲毛区宮野木町
（有）能勢コーポレーション 若葉区若松町
（有）のぞみ住販 中央区登戸
野田俊樹税理士事務所 稲毛区天台
（有）ノブ・コーポラス 稲毛区天台
（株）登戸 中央区登戸
野村證券（株）千葉支店 中央区富士見
（有）野村電気商会 若葉区加曽利町
（株）野本商店 中央区神明町
（有）ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑﾚﾍﾞﾝｽ千葉 中央区弁天
パーソナルホーム（株） 中央区椿森
NPO法人　ﾊｰﾄｹｱゆーあい 中央区登戸
（有）パーマハウスリラ美容室 若葉区都賀
パームツリーホーム(株) 中央区椿森
（有）パール商会 中央区松波
（株）ハーレー 中央区富士見
（有）ハイテク研究所 若葉区若松町



（有）ハイライト土地 中央区富士見
（株）パインテック 中央区本町
ハウステック（株） 稲毛区小仲台
芳賀鉄筋工業（有） 若葉区更科町
（株）萩原 花見川区花園
萩原梱包運輸（有） 若葉区小倉町
（株）萩原商店 中央区長洲
（株）博全社 美浜区新港
（有）ハクト建装 若葉区貝塚町
（医）柏葉会 中央区長洲
（株）白洋舎　千葉支店 美浜区新港
（株）ハシダテ 美浜区新港
一設備(株) 中央区千葉寺町
長谷川金物（株） 中央区松波
（有）長谷川瓦店 中央区椿森
（株）長谷川商事 美浜区幸町
（有）長谷川塗装店 若葉区小倉町
（有）長谷川燃料 若葉区大宮町
（有）長谷川ハウジング 中央区椿森
（有）ハセクリーン 稲毛区小仲台
（株）はせべ 若葉区桜木
（株）ハセベカメラ 中央区新千葉
（有）はせべ食品 若葉区大宮町
（有）パセリ 中央区弁天
行政書士法人　畠山事務所 若葉区千城台西
（有）畑中組 若葉区都賀
社会福祉法人　はつらつの里 若葉区小間子町
八建電設（株） 若葉区愛生町
（有）Ｂａｃｋ・ｕｐ 中央区栄町
博興建設（株） 若葉区東寺山町
ハッコー食品（株） 若葉区貝塚町
（有）初芝 若葉区みつわ台
（有）初芝鉄工 花見川区犢橋町
（有）初芝ブロック興業 若葉区上泉町
（株）バトロコ 中央区弁天
小料理　花あかり 中央区弁天
花澤建設（株） 中央区松波
（有）花澤三友 中央区栄町
（有）花澤住販 中央区新千葉
（有）花澤電機工業所 美浜区新港
花澤電装（株） 美浜区新港
（株）ハナシマエージェンシー 中央区登戸
花椿ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ（株） 中央区新田町
（株）花みずき 美浜区高洲
（有）花光商会 稲毛区稲毛東
（有）花由 中央区青葉町
社会福祉法人　花和会 若葉区大宮町
（有）花和自動車工業 若葉区大宮町
花輪食品（有） 美浜区高浜
（有）バニーユ 中央区椿森
㈱ﾊﾆｯｸ・ﾎﾜｲﾄﾗﾎﾞ　千葉(営） 中央区亥鼻
（有）羽田屋 中央区長洲
（有）馬場商店 稲毛区天台
（有）はぶらしや 中央区中央
（有）浜甚 中央区栄町
（有）浜田屋商店 中央区富士見
（株）ハヤシ 稲毛区轟町
林造園土木（株） 中央区都町
早野商事（株） 若葉区桜木



（有）羽山興業 中央区稲荷町
（株）ハヤミサプライ 美浜区高洲
（株）原産業 若葉区愛生町
（有）はらしま 若葉区桜木
（株）原島電機工業 若葉区桜木
(株)原田畳店 稲毛区宮野木町
(株)ハリシステム 若葉区都賀の台
（株）はるか総建 若葉区金親町
（株）ﾊﾟﾙｽ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 若葉区下田町
(株)ＨＡＲＵプランニング 美浜区稲毛海岸
（株）ハルミ・コーポレーション 若葉区若松町
（株）ＢＡＮ－ＺＩ 花見川区三角町
（株）ハンズ 稲毛区天台
（株）バンズダイニング 中央区中央
(株)ビー・エイチ 中央区都町
（有）ＰＳＣ匠人 稲毛区穴川
（株）ＢＮＣ 中央区都町
（有）ＢＥｰＳＵＮ 稲毛区作草部町
ビーボフ・サービス（有） 稲毛区柏台
（有）飛馬 若葉区太田町
（株）ビエネス 中央区椿森
ピオニー（同） 稲毛区小仲台
（株）ピオニール 中央区登戸
東関東ＭＭＣ部品販売（株） 美浜区新港
東関東住宅販売（株） 若葉区加曽利町
東千葉メディカルサービス（株） 中央区東千葉
東日本エンジニアリング（株） 中央区中央
東日本建設業保証（株）千葉支店 中央区中央港
ヒカリアート（株） 若葉区下田町
光建設（株） 中央区長洲
（株）ひかり測量 若葉区千城台南
（有）ヒカル電気工業 美浜区幸町
(株)ビクトリー 中央区新町
（有）日暮商会 中央区神明町
（株）美研工業 若葉区大宮台
（有）美広 中央区都町
（株）美光 中央区新町
（有）ひさのや石材店 若葉区桜木
ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾌﾄｻｰﾋﾞｽ（株） 中央区新町
（株）ビジュアル 稲毛区緑町
(株)ビスメディア 中央区中央
（医）社団美星会 中央区富士見
（有）肥田商店 中央区末広
（株）ヒッキーコーポレーション 若葉区愛生町
（株）ビックコーポレーション 若葉区加曽利町
（有）ビック薬局 稲毛区小仲台
（有）ビックロード 花見川区内山町
（有）ビッグワン 若葉区千城台西
（有）秀長 中央区矢作町
（有）ヒトミコーポ・レーション 中央区新町
日之出産業（有） 中央区港町
響カラオケボーカル教室 稲毛区稲丘町
（株）ひふみ 中央区市場町
(公財)ひまわりﾍﾞﾝﾁｬｰ育成基金 中央区千葉港
（有）ビューティルームココ 稲毛区小仲台
ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｹｱ（株）ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｹｱ千葉院内の郷 中央区院内
（有）美容室ジョイ 中央区新宿
（有）平野屋 美浜区高洲
平山ビジネス（株） 中央区椿森



（株）ビルエーゼン 稲毛区萩台町
（株）ビルサービス 若葉区桜木北
ビルテック（株） 中央区登戸
(株)ビルネットリアルティ 中央区富士見
(有)ビルメンテナンスウエスト 若葉区みつわ台
（有）ヒロ・クリーニングスタジオ 稲毛区小仲台
（株）廣商 若葉区金親町
（有）ヒロム・システム 若葉区若松町
ﾌｧｰｽﾄ・ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ千葉（株） 中央区中央
（株）ＦＡＲＭ８ロジスティクス 中央区港町
（有）ファイアル 若葉区都賀
（株）ファインスタッフサービス 中央区南町
（株）ファッションアトリエパール 若葉区千城台東
（有）ファミリー動物病院 稲毛区園生町
（株）ファンラン 中央区要町
（有）フィ 中央区栄町３ー３　
（株）ﾌｨｰﾙｽﾞｵﾌﾞｸﾞﾗﾌｨｯｸ 中央区長洲
（有）フィールド興産 稲毛区黒砂台
（株）フィールドハウス 中央区千葉寺町
（株）フィールドホーム 美浜区磯辺
（株）フィニッシャーリース 若葉区愛生町
（株）風神 若葉区千城台北
フェイス(株) 若葉区都賀の台
フェイス 美浜区高洲
（株）フォレスト 中央区旭町
ＦＯＲＥＳＴ建築工房 若葉区都賀の台
（株）深瀬商店 稲毛区緑町
深見総業（株） 稲毛区緑町
（株）福井 中央区椿森
福井サービス工業（株） 中央区椿森
（有）福井商店 中央区中央
福井電機（株） 中央区問屋町
（有）福寿庵 若葉区桜木
（医）社団　福生会　斎藤労災病院 中央区道場南
（有）フクチ薬局 若葉区小倉町
（有）福都 若葉区都賀
福富電設 若葉区加曽利町
(株)福原機工 若葉区愛生町
（株）ふくふく 稲毛区園生町
（株）富久屋 中央区本町
（株）副山 若葉区加曽利町
(株)フジオート 稲毛区作草部町
（有）藤企画 若葉区若松台
（有）富士金庫店 中央区富士見
（株）フジグリーンサービス 若葉区大宮台
富士計画工業（株） 中央区都町
（有）フジコム商事 若葉区若松町
フジサワメタルズ（有） 若葉区桜木
富士産業（株） 中央区富士見
富士システム防災（株） 若葉区桜木
フジセイコー（株） 中央区都町
富士造園土木（株） 若葉区大宮台
（株）富士総業 中央区都町
藤田管工事（有） 若葉区若松町
富士タクシー（株） 中央区出洲港
（有）フジタデンキ 稲毛区稲毛東
（有）藤野 稲毛区小中台町
（有）フジノ石油 稲毛区小中台町
（資）藤間シート装飾 中央区富士見



富士見協栄（株） 中央区富士見
（株）富士見地所 中央区富士見
（有）富士見ハウジング 中央区中央
（株）富士メッキ工業 中央区富士見
（株）フジモト 中央区中央
（有）ふじや 中央区富士見
藤や観光ビルディング（株） 中央区新宿
（医）社団普照会井上記念病院 中央区新田町
藤原塗装 中央区千葉寺町
（株）フスワ 中央区新千葉
（有）布施青果店 若葉区野呂町
（株）双葉 若葉区西都賀
二葉空調（株） 中央区新千葉
（有）フタバ興業 若葉区千城台東
二葉コンクリート（株） 若葉区若松町
（有）プチトマト 中央区院内
（株）不動産インターネット協会 中央区中央
（有）ふとんの大野 稲毛区小仲台
（株）船橋保険事務所 若葉区みつわ台
ﾌｭｰﾁｬｰ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 若葉区加曽利町
（株）富葉印刷 中央区要町
フヨウクリーン（有） 中央区都町
富葉商事（株） 中央区都町
（有）プライマル 稲毛区小仲台
（株）プラクティカル 稲毛区弥生町
（株）フラグレット 中央区登戸
（株）プラスアール 稲毛区轟町
（株）プラスサム 市原市ちはら台東
（株）ＢＲＡＳＴ 佐倉市太田
（有）プラスト 美浜区稲毛海岸
（株）ブラックプール 若葉区高品町
（株）ＢＬＯＯＤ 中央区椿森
（株）ブラト 中央区富士見
（株）プラムシックス 中央区港町
（有）ブランチ 稲毛区長沼原町
（株）プラント東葉 中央区中央
（有）ブリッジ 若葉区下田町
（有）プリントピア 中央区都町
（有）フルーツすぎうら 中央区中央
（有）ブルームーン 稲毛区稲毛
（株）古川商店 中央区中央
（株）古川ディエム 花見川区横戸町
（有）古川鳶 中央区稲荷町
（有）フルヤ 若葉区都賀
フルヤ機材 若葉区加曽利町
（株）古谷商事 中央区千葉港
古谷乳業（株） 中央区千葉港
（株）古山薬局 中央区都町
（株）プレア 稲毛区小中台町
（株）ブレイブ 若葉区金親町
（株）ブレーン 千代田区麹町
（有）フレキ開発 若葉区小倉台
（株）プレジャーネクスト 中央区富士見
（株）フレッシュバンク 若葉区中田町
（有）フレンドリーショップ斉藤 稲毛区轟町
（有）ブロードサービス 若葉区愛生町
（株）ＰＲＯＧＲＥＳＳ 若葉区若松町
（株）ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 中央区松波
（有）プロスパー 若葉区殿台町



（株）プロスパーホーム 中央区東千葉
（株）文化堂 中央区院内
（有）平四郎商店 美浜区高浜
（株）平梅 稲毛区園生町
平和交通(株) 稲毛区宮野木町
（株）ＨＥＸＡＧＯＮ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ 若葉区西都賀
（株）ベクセル 若葉区小倉町
（株）ベストサポート 若葉区千城台東
（株）ペリエビルサービス 中央区新千葉
（株）ベルキャット 若葉区千城台西
（医）社団ﾍﾙｽｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ会　鍋島整形外科 中央区松波
（株）ベルスラスト 中央区新宿
ベルフレッシュ（株） 美浜区新港
（株）勉強堂 中央区本千葉町
（株）ボイスコーポレーション 中央区新田町
（有）ポイントワン 中央区新田町
豊栄建工 若葉区金親町
豊永興業（株） 中央区登戸
（医）社団　芳旭会 若葉区桜木
防災特殊曳船（株） 中央区中央港
(株)萌翔社 花見川区宮野木台
（有）房総環境サービス 中央区椿森
（株）房総工業所 中央区青葉町
（有）房総代理店 中央区神明町
房総美建（株） 若葉区みつわ台
（医）社団報徳会　報徳千葉診療所 中央区本町
ほうとくＣ＆Ｉ（株） 中央区長洲
（有）豊明 若葉区加曽利町
（株）豊葉ターミナル 中央区中央
（株）宝洋データサービス 中央区弁天
（株）豊和グループ 中央区都町
（株）豊和建設 中央区都町
ﾎｰｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ不動産㈱ 中央区登戸
（株）ボーソーテック 若葉区都賀
（株）ＢＯＤＥＮ 中央区登戸
（有）ホームアイ 若葉区大宮町
（株）ホーム コンサルティング 若葉区中田町
（有）ホーム・マッチ 中央区神明町
（株）ポーラスター 稲毛区園生町
ホクエイ電設（株） 中央区弁天
（株）北成工業 若葉区大宮町
北総興業（株） 若葉区みつわ台
（株）ホクト工務店 若葉区千城台東
（有）北峯 美浜区新港
（有）北葉設備 若葉区貝塚
（株）保険工房 中央区新町
（有）保険システム 中央区椿森
ほけんプラザエイプス（株） 中央区本町
星商（株） 若葉区高品町
（有）星野ゴルフ商会 若葉区千城台東
（有）細内光機 稲毛区稲毛東
細川ビル（株） 中央区弁天
（有）細矢 美浜区高洲
（株）ほそや 若葉区西都賀
ホタカ（株） 稲毛区園生町
（株）ほてい家 中央区本千葉町
ホテルプラザ菜の花 中央区長洲
ホテルポートプラザちば 中央区千葉港
（株）ホノックス 美浜区中瀬



（株）誉 中央区長洲
（株）堀江商店 中央区神明町
（有）堀切工業所 若葉区東寺山町
（有）堀切忠商店 中央区都町
（株）堀越土木 若葉区小倉町
（株）ポルテックス 稲毛区小仲台
(株)マーサック 若葉区加曽利町
（同）Maverick 中央区春日
（有）マイクルー 稲毛区轟町
（有）マイケン 稲毛区小中台町
（有）毎日写真ニュース社 花見川区宮野木台
（有）まいにち防災 若葉区大宮町
（株）ＭＡＩ　ＨＯＵＳＥ 中央区登戸
舞プランニング（株） 美浜区高浜
（株）マイルストーン 中央区富士見
（株）マインズアイ 若葉区小倉台
（有）前島デザイン 中央区院内
（医）社団前田皮膚科医院 若葉区小倉台
（有）前橋園 若葉区みつわ台
（株）牧野工務店 若葉区千城台東
（有）牧野船食 中央区寒川町
（有）マコト精機 若葉区愛生町
（株）まことや 花見川区さつきが丘
（株）マザール 若葉区加曽利町
（株）真砂インシュレイション 稲毛区作草部町
（有）正茂 稲毛区作草部
（株）ＭＡＪＩ 稲毛区轟町
（株）マスダ 中央区中央
（有）増田組 若葉区谷当町
（有）増田材木店 中央区長洲
（株）マスミフードサービス 中央区富士見
（株）マツイ 中央区寒川町
（株）松井産業 若葉区中野町
（有）松丘屋 中央区旭町
（株）松企画 若葉区東寺山町
マックス運輸（株） 若葉区旦谷町
（有）松興業 美浜区幸町
（株）マツザキアグリビジネス 若葉区貝塚町
（有）松崎建築事務所 中央区新田町
（有）松崎酒店 中央区旭町
（有）マツダ 中央区青葉町
（有）マツダ企画 若葉区みつわ台
マツダ部品千葉販売（株） 美浜区新港
松波商工振興会 中央区松波
（有）マッハシステム 若葉区桜木
マツバラ電気（株） 若葉区千城台東
松本工業 花見川区畑町
（株）松屋陶器 中央区市場町
(株)マデップ 若葉区加曽利町
（株）マトイサービス 中央区祐光
（株）的場 中央区新宿
的場建設（株） 中央区新宿
（株）マニフォールド 稲毛区稲毛東
（有）まぶち印房 若葉区加曽利町
（有）マミーズ 中央区中央
（株）マヤソン 若葉区若松町
（有）マリー 稲毛区稲毛東
（有）マリエ 中央区長洲
（有）マリンエンタープライズ 美浜区高洲



（株）マリン興業 中央区矢作町
（株）マリンテック 美浜区幸町
（株）マリンピア 美浜区高洲
（株）丸井工業 若葉区桜木
（有）丸伊商会 若葉区貝塚町
（株）丸井商会 稲毛区稲毛台町
（株）マルイチ 若葉区千城台東
丸一土地建物（株） 中央区本町
（有）丸英美装 中央区弁天
（有）マルカ 稲毛区作草部町
（株）マルカミ装商 中央区都町
マルキ商事（有） 若葉区愛生町
（有）丸金 中央区稲荷町
（株）マル・コーポレーション 中央区新町
（株）マルサン 稲毛区小仲台
（有）丸十トラック運送店 美浜区新港
丸十薬品（株）千葉支店 中央区矢作町
（有）丸正起業 稲毛区天台
（有）丸新 稲毛区園生町
（株）丸鈴 中央区弁天
丸善建設（株） 美浜区幸町
（株）丸善建装 若葉区若松町
（株）丸惣 美浜区高浜
（株）丸徳 中央区末広
丸徳環境（株） 稲毛区宮野木町
マルトミ運送（株） 中央区末広
（株）丸仁 若葉区原町
まるばやし交通（株） 稲毛区宮野木町
丸紅エネックス（株） 美浜区新港
（有）丸萬 中央区中央
（有）マルミツ 若葉区都賀
（有）丸茂電設 若葉区大宮町
丸山化成（株） 若葉区下泉町
丸山電機（株） 若葉区下泉町
丸六水産（株） 美浜区高浜
（有）ﾏﾙｦﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 中央区亥鼻
マロー 中央区新町
（有）万愛 中央区弁天
（有）萬崎洋服店 中央区市場町
（株）ﾏﾝｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ 中央区神明町
（有）マンション藤 中央区春日
（有）萬平商店 稲毛区稲毛
三浦商店（株） 美浜区高洲
みかど型枠（株） 若葉区高品町
(株)みかど工務店 若葉区高品町
（株）三上工業 若葉区加曽利町
（有）三木八商店 中央区寒川町
（有）みき屋酒店 稲毛区小仲台
（有）三雲 若葉区みつわ台
（株）ＭＩＫＥＡ 稲毛区稲毛東
水上商事（有） 若葉区都賀
（有）美寿々 中央区中央
（株）みすず 中央区新宿
三鈴工業（有） 若葉区貝塚町
（株）水野設計 中央区椿森
（株）みずほ銀行稲毛支店 稲毛区小仲台
（株）ミズホプラント 若葉区高品町
（株）溝口 中央区都町
（有）三田工務店 稲毛区小仲台



（宗）みたま教 中央区長洲
（同）みちしるべ 若葉区みつわ台
ミツアセットマネジメント（株） 稲毛区園生町
三井ガーデンホテル千葉 中央区中央
三井住友海上火災保険（株）千葉金融法人営業課 中央区中央
三井中村石油（株） 若葉区みつわ台
ミツトヨ建公（株） 若葉区貝塚
三橋運送（株） 稲毛区宮野木町
（株）三菱地所住宅加工センター 美浜区新港
（株）みつわ 美浜区新港
（有）みつわ建友 若葉区若松町
みつわ台小売市場（協） 若葉区みつわ台
（有）ミツワ台メール 若葉区若松町
（株）ﾐﾂﾜﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 若葉区みつわ台
（株）緑開発 中央区中央
（有）みどり商事 若葉区加曽利町
みどり総合法律事務所 中央区中央
（有）緑台建設工業 稲毛区黒砂
みどり薬局（有） 中央区院内
（有）みなと書店 中央区港町
（有）南タイヤ興業商会 中央区都町
南町開発（有） 中央区道場南
（有）美波屋 中央区中央
（株）源 若葉区みつわ台
（株）美濃忠 稲毛区穴川
（株）美浜フーズ　千葉工場 美浜区新港
（有）ミハラコーポレーション 美浜区稲毛海岸
（株）美治商事 若葉区都賀
（有）宮川電器 若葉区千城台西
宮川電気通信工業（株） 中央区院内
都一（株） 若葉区若松町
（有）都産業 中央区都町
（有）都紙工 中央区都町
（株）都重機建設 若葉区小倉町
㈱都設備 中央区都町
（有）都ディバイス 中央区富士見
（株）宮坂印刷 稲毛区轟町
（有）宮崎商店 中央区富士見
（有）宮野木自動車 稲毛区宮野木町
（株）ミヤハラ 若葉区北谷津町
（株）雅電機 若葉区都賀の台
（同）雅家 稲毛区小中台町
（株）ﾐﾔﾏｺﾝｻﾙﾃｲﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 中央区神明町
美山ＤＩＳプロデュース（同） 中央区稲荷町
（有）宮本建築設計工房 若葉区北谷津町
（有）宮吉商店 中央区中央
（宗）妙恩寺 若葉区殿台町
（有）三芳屋 中央区中央
（株）ミライエ 若葉区桜木
ミライエ（株） 中央区新千葉
未来ラボ（株） 稲毛区小仲台
(株)ミランズ 美浜区高洲
（有）ミリオントラスト 中央区都町
（有）ミルフィーユ 若葉区都賀
（株）ＭＩＷＡＴＥＣ 稲毛区長沼町
（有）武藤興業 中央区市場町
（有）ムネタプランニングシステム 中央区登戸
（有）村上エンタープライズ 稲毛区轟町
村田康昭税理士事務所 中央区登戸



医療法人社団　明香会　カヤマ内科・泌尿器科 稲毛区小仲台
（有）明字堂 中央区市場町
（有）明治堂 稲毛区稲毛
明治安田生命　千葉支社 中央区本千葉町
明治安田生命保険（相）千葉東営業所 中央区本千葉町
（株）明翔工業 若葉区桜木
（有）明進電設 若葉区御成台
明誠エンジニアリング（株） 稲毛区宮野木町
（有）ﾒｲ･ﾃｯｸ･ｻｰﾋﾞｽ 中央区祐光
（株）メイプル 花見川区宮野木台
（有）メイプル 稲毛区小中台町
（医）社団明陽会 中央区中央
（医）財団　明理会　千葉ロイヤルクリニック 中央区新町
明和工業（株） 若葉区若松町
(株)メープルリンク 中央区新田町
（株）メタル 若葉区桜木
（株）メック 中央区弁天
（株）メディカル　ジャパン 若葉区桜木
（有）メディカルトラスト 稲毛区園生町
（有）メデイテック 若葉区みつわ台
(株)モアプラス 若葉区原町
（株）ＭＯＩＳＴ 稲毛区宮野木町
（有）持田石材店 若葉区桜木
茂手木造園（株） 若葉区坂月町
モデン工業（株） 中央区松波
（同）モトゥクコーポレーション 中央区中央
（有）モト建築工房 稲毛区小仲台
（有）モトザワホーム機器 花見川区宮野木台
（有）元辰 中央区寒川町
（有）本塚 若葉区桜木
(株)モトパーク 稲毛区作草部町
（株）桃太郎不動産 中央区松波
森川産業（株） 稲毛区作草部町
森川物産（有） 若葉区桜木
（有）森倉商店 中央区仁戸名町
（株）モリケン 中央区鶴沢町
（株）モリタエコノス千葉支店 美浜区新港
（有）森　テクメ 稲毛区小中台町
（有）森野商事 中央区松波
森本建設（株） 稲毛区園生町
（有）八重樫淳雅設計事務所 若葉区みつわ台
（株）八百武 美浜区高洲
（有）家屋忠 稲毛区稲毛東
（有）八百義 中央区登戸
（株）ヤオヨシ 美浜区高浜
（株）薬研社 中央区末広
（有）弥栄 中央区椿森
（有）八咲 稲毛区穴川
（有）矢澤薬局 中央区市場町
（有）ヤシキ 若葉区愛生町
（有）矢島印刷工業 若葉区千城台東
（株）八洲マネキン紹介所 中央区新町
（有）安川 中央区新宿
（株）ヤスダ 若葉区愛生町
（公財）安田教育振興会 中央区登戸
（福) 八千代美香会 ちば美香苑 若葉区佐和町
柳川鉄鋼（株） 中央区都町
(有)柳澤電気工業 若葉区小倉町
（有）柳田工業所 若葉区東寺山町



（有）柳田設計事務所 美浜区高洲
（株）山池 若葉区北谷津町
（有）山一運輸 若葉区富田町
山一綜合リース(有) 稲毛区稲毛町
山一建物（有） 美浜区高洲
（株）山一電設工業 若葉区愛生町
山形富夫税理士事務所 港区新橋
（有）ヤマカハウジング 若葉区源町
(有)山川サイディング 若葉区愛生町
（有）ヤマキクリエイト 中央区院内
山口ＥＸﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ（株） 美浜区高洲
（資）山崎瓦商店 中央区弁天
（有）ヤマザキ建築サービス 中央区椿森
（有）山﨑工建 若葉区みつわ台
（有）山崎商事 中央区富士見
山崎製パン（株）千葉工場 美浜区新港
（株）山下建設 若葉区下田町
（有）山清産商 稲毛区園生町
（株）山總 若葉区若松町
（株）ヤマダイ 若葉区桜木北
（有）山高 中央区富士見
（株）山田工務所 中央区稲荷町
（有）山辰 稲毛区稲毛
（有）山田冷熱 稲毛区園生町
（有）山長 稲毛区園生町
（有）山長商店 中央区中央
（株）山野井ビル 中央区富士見
（株）山半 中央区問屋町
山吹直幸税理士事務所 港区西新橋
（株）ヤマモト 中央区問屋町
（株）山本科学工具研究社 稲毛区稲毛
（有）山本左官 稲毛区天台
（株）山盛 若葉区加曽利町
山喜興業（株） 中央区登戸
（株）弥生建設 若葉区小倉町
（有）ユアサ建商 若葉区小倉町
湯浅製本 若葉区加曽利町
（株）ユアサ電子 若葉区小倉町
湯浅木材（株） 若葉区桜木
（株）油圧テック 稲毛区園生町
ユア・テック（株） 中央区中央
（有）ユアブレーン 若葉区都賀
（有）ユーア 花見川区宮野木台
（有）ゆうあいサービス 中央区旭町
（有）ゆうあいプランニング 美浜区新港
（株）ＵＨＢ 佐倉市城
（株）ﾕｳｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 若葉区若松町
結城屋 中央区都町
ＵＫ不動産管理（有） 中央区中央
（株）油実 美浜区新港
有仁工業（株） 若葉区若松町
（株）友善建設 花見川区こてはし台
（株）友電社 中央区港町
（株）ユーノスホリエ 中央区神明町
社会福祉法人　友和会 中央区問屋町
（株）ユナイト 若葉区若松町
（株）ユニオンサイト 中央区春日
（有）ユニバーサルサービス 稲毛区緑町
（株）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌｧﾐﾘｰ 稲毛区稲毛東



ユニバース（株） 中央区都町
ユニビスタシステムズ（株） 中央区都町
湯葉・豆腐・日本料理　京都つれづれ 中央区中央
（有）夢咲 中央区新町
（株）葉神ホーム 中央区神明町
（株）横芝緑化 若葉区加曽利町
（有）ヨコヤマサイクル 稲毛区稲毛東
（株）吉井自動車工業 若葉区若松町
（有）吉井塗装 若葉区上泉町
（有）芳梅 中央区栄町
ヨシエム（有） 中央区弁天
（有）吉川自動車工業 若葉区貝塚町
（株）吉沢水道コンサルタント 中央区市場町
（有）吉田勝次商店 中央区本町
吉田工業（株） 若葉区桜木
吉田興業（株） 中央区中央
（有）吉田地所 稲毛区園生町
（有）吉田商事 中央区中央
吉田倉庫（有） 若葉区若松町
（株）吉永商事 稲毛区小仲台
吉野建材（株） 稲毛区穴川
ヨシノ自動車（株） 若葉区加曽利町
（株）芳野総業 中央区新千葉
（有）吉野電機商会 中央区都町
（株）吉野不動産 稲毛区穴川
芳野屋不動産（株） 若葉区千城台南
吉原富雄税理士事務所 若葉区高品町
（有）ヨシプランニング 若葉区貝塚町
（有）吉村工業所 若葉区高品町
ヨシヤ（株） 若葉区東寺山町
（株）𠮷山重機 若葉区坂月町
𠮷原寛子行政書士事務所 若葉区大宮台
（有）依田板金 稲毛区黒砂台
弁護士法人　よつば総合法律事務所　千葉事務所 中央区富士見
(株)ヨネモトナリタ 中央区神明町
（株）米山興業 稲毛区穴川
読売センター桜木 若葉区桜木
（株）読売千葉広告社 中央区富士見
（有）ライオンハウス 稲毛区穴川
（有）ﾗｲｵﾝﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟ 中央区松波
(株)ライジングポイント 茂原市渋谷
（株）ライズ 若葉区加曽利町
（株）ライトニー 若葉区大宮町
（有）ライネプロ 若葉区中野町
（株）Ｌｉｆｅ　Ａｓｓｉｓｔ 美浜区幸町
（有）ライフアメニティー 若葉区金親町
（株）ライフコンサルティング 中央区新千葉
ライフ・サポート・ジャパン（株） 稲毛区天台
（株）ライフ食品研究所 稲毛区穴川
（株）ライフスタッフ 若葉区みつわ台
（株）ライフデザイン 若葉区千城台西
（株）ライフランド 中央区祐光
（株）ライフワークス 若葉区千城台北
（有）ライン・スタッフＫ＆２ 美浜区高浜
（同）ラウンドアップ 中央区矢作町
（株）ラシンド 稲毛区園生町
（有）Ｒｕｓｔｉｃ 稲毛区小仲台
（株）ラッキー 稲毛区弥生町
（株）ラック 稲毛区黒砂台



（有）ラポール 中央区松波
（株）Ｌａみつばち 若葉区桜木北
（有）蘭豆 若葉区大宮町
（株）ランデイス 若葉区貝塚町
ランドスケール(株) 中央区都町
（株）ランドハート 中央区富士見
（株）ランドマーク 若葉区西都賀
（有）ランプライト 稲毛区稲毛
（有）蘭裕園 若葉区若松町
リープ（有） 稲毛区穴川
（有）リーベル 稲毛区天台
（株）Ｒｅｖｉｓｉｏｎ 中央区椿森
（株）リオネットセンター千葉 中央区新町
リコージャパン(株)　千葉支社　第一営業部 中央区新町
（株）ＲＥＳＴＡＲＴ 若葉区加曽利町
理想科学工業（株）　理想千葉支店 中央区中央港
ＬＩＴＡ（株） 若葉区貝塚町
（株）ＲＩＴＳ 中央区本町
（株）　リニア 中央区中央
（株）リバシーハウジング 若葉区小倉台
（株）リハテン 美浜区磯辺
（株）リビングインテリア 若葉区小倉町
（株）リフコム　千葉支店 中央区市場町
（株）ＲＥＰＲＯＵＤ 若葉区加曽利町
（有）リプル 稲毛区あやめ台
リブレ京成ミナーレ本千葉店 中央区長洲
（株）リベスト 若葉区西都賀
（有）リベルテ 中央区椿森
（有）リムジン 稲毛区小仲台
（株）隆昌 若葉区金親町
竜葉建材（株） 中央区神明町
（医）社団　良弘会 中央区中央
（株）両総企画 中央区松波
（医）緑栄会 中央区新千葉
緑化建設（株） 若葉区加曽利町
（有）ﾘﾝｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　千葉営業所 中央区都町
（株）リンケージ・システム 中央区本千葉町
（株）ルームデコホールディングス 花見川区花園
ルーンサービス（同） 中央区新宿
(株)ル・グレ館 美浜区高洲
（株）ルッシェロ 稲毛区小中台町
（有）ﾙﾎﾟ・ﾃﾞ・ｱﾝｼﾞｪﾘｰｸ 中央区青葉町
（株）霊園サービス 中央区市場町
（有）冷暖サービス 若葉区小倉町
（有）ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ﾊﾞｰﾃﾞﾝ 稲毛区小仲台
（株）レピア 花見川区宮野木台
（株）レプコ 中央区松波
（株）ロイヤル 中央区都町
ローヤル通商（株） 若葉区都賀の台
（医）社団六治会石渡内科 若葉区千城台南
（株）ロジソル 美浜区稲毛海岸
（株）ワーキングスタッフ 中央区富士見
（有）ワード 美浜区新港
（有）ワールド美術塗装 中央区神明町
（株）ワイアンドケイ企画 美浜区高洲
（有）ワイオー 若葉区若松町
（株）ＹＫヨシテイー 稲毛区小中台町
ＹＫＭ商事（株） 中央区新千葉
（株）ワイズ 中央区都町



（株）ワイズ 中央区中央
ワイズエステート（株） 中央区都町
ワイズ企画 佐倉市染井野
（株）ワイゼット 若葉区桜木北
（株）ワイデーケー 稲毛区穴川
ワイビーサービス（株） 中央区長洲
ワイルドファミリー 中央区港町
（有）若草ハウジング 稲毛区小仲台
(株)若杉電設 稲毛区園生町
若菜観光（株） 稲毛区小仲台
(有)ワカバ・インシュアランス 中央区都町
（株）わかば経営会計 中央区栄町
若葉工業（株） 若葉区中田町
（株）わかば在宅支援センター 若葉区西都賀
（株）若葉物産 若葉区中田町
（有）若葉保険コンサルタンツ 若葉区桜木北
わかば冷熱（株） 若葉区加曽利町
若松運輸（株） 若葉区小倉町
（有）和可松観光 稲毛区稲毛東
（株）若松工業 若葉区若松町
（株）若松工芸社 若葉区若松町
（有）若松寿司 中央区本千葉町
（有）若松モータース 若葉区若松町
（株）若松屋質店　大蔵千葉店 中央区富士見
（有）和喜多 若葉区若松町
（有）和光 稲毛区宮野木町
和合エンジニアリング（株） 中央区弁天
（有）和晃堂 稲毛区園生町
（株）和光不動産 若葉区加曽利町
（医）社団　和田医院 中央区院内
（株）和田商店 中央区市場町
ワタナベ建設（株） 中央区道場南
（株）渡辺工業 中央区稲荷町
（有）渡辺商店 中央区椿森
（有）渡辺冷蔵庫製作所 中央区富士見
司法書士　渡部勲事務所 中央区末広
（有）渡部製作所 若葉区愛生町
（有）渡部製本所 若葉区桜木
（株）ワタリ・アドヴァンス 中央区要町
（有）蕨商店 若葉区下泉町
ワンアップ・アド・システム（株） 中央区神明町
(有)Ｗａｎ’ｓ　ｍａｌｌ 稲毛区稲毛町
有限会社　ワンズワン 中央区中央
(株)ワンダフル 若葉区加曽利町
（株）ワンホーム 若葉区小倉町


