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№ 法人名 支部名 住所１

1 ㈲佐野石油 木更津 館山市大戸
2 （一財）全日本労働福祉協会 木更津 東京都大田区大森1-18-18-3階
3 ㈱武山ファーム 木更津 南房総市和田町黒岩
4 南総種苗㈱ 木更津 木更津市ほたる野
5 南総種苗㈱ 木更津 木更津市ほたる野
6 ㈱石田陶器 木更津 木更津市桜井新町
7 (有)三寿々総業 木更津 木更津市桜井新町
8 きみさらず法律事務所 木更津 木更津市清見台東
9 （有）とすて夢（ダンダン） 木更津 木更津市請西

10 （株）石山 木更津 木更津市太田
11 （有）金鈴 木更津 木更津市太田
12 （有）栄興運輸 木更津 木更津市太田
13 （有）昭恵興業（いち吉） 木更津 木更津市大和
14 ㈱千葉銀行木更津支店 木更津 木更津市大和
15 （有）ブテイックアキ 木更津 木更津市大和
16 （有）地國 木更津 木更津市大和
17 （株）小駒システム鑑定 木更津 木更津市大和
18 （有）ひらの酒店 木更津 木更津市大和
19 エムエスシステムサービス（有） 木更津 木更津市大和
20 山京木更津（株） 木更津 木更津市大和
21 （株）ホテルロイヤルガーデン 木更津 木更津市大和
22 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 木更津 木更津市大和
23 （有）ハマダヤ食器 木更津 木更津市大和
24 税理士法人　大隅会計事務所 木更津 木更津市大和
25 （有）武道 木更津 木更津市大和
26 （有）木更津不動産 木更津 木更津市大和
27 ヤスミビル（株） 木更津 木更津市大和
28 大同生命保険（㈱）木更津営業所 木更津 木更津市大和
29 ㈲喜久屋呉服店本店 木更津 木更津市大和
30 ㈲仏壇の松本 木更津 木更津市大和
31 千葉信用金庫木更津支店 木更津 木更津市大和
32 （有）三幸 木更津 木更津市大和
33 （株）タイキ総合計画 木更津 木更津市大和
34 ㈱ホームネット 木更津 木更津市大和
35 （医）社団平野内科 木更津 木更津市大和
36 （有）ビビカンパニー 木更津 木更津市大和
37 （有）ひらの 木更津 木更津市大和
38 （株）アイベル 木更津 木更津市大和
39 千葉共栄建材㈱ 木更津 木更津市大和
40 （有）サイカ 木更津 木更津市大和
41 （有）サンデンキ 木更津 木更津市大和
42 ㈱アーク太陽不動産 木更津 木更津市大和
43 大岩合同事務所 木更津 木更津市大和
44 （株）コンドー楽器 木更津 木更津市大和
45 ㈱ミドルウッド（グランポート木更津） 木更津 木更津市大和
46 ㈲マーシャル 木更津 木更津市大和
47 細矢建設㈲ 木更津 木更津市大和
48 クエステック．ジャパン㈱ 木更津 木更津市大和
49 鶴岡建商（株） 木更津 木更津市大和
50 （有）斉藤建築設計事務所 木更津 木更津市大和
51 （有）鈴木理容館 木更津 木更津市朝日
52 ㈲倉科商店 木更津 木更津市朝日
53 （資）三好家 木更津 木更津市朝日
54 （有）シグマ企画 木更津 木更津市朝日
55 （有）ケイズ 木更津 木更津市朝日
56 ㈱セント 木更津 木更津市朝日
57 （有）北川製餡所 木更津 木更津市朝日
58 （株）高田組 木更津 木更津市朝日
59 （株）ベイテックス 木更津 木更津市朝日
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60 ㈲木總不動産 木更津 木更津市朝日
61 ㈲オフィスマツザキ 木更津 木更津市朝日
62 ㈱木更津モーター商会 木更津 木更津市朝日
63 ㈲石塚建工 木更津 木更津市朝日
64 ㈱丸八電機工業所 木更津 木更津市朝日
65 （株）渡辺 木更津 木更津市朝日
66 カワモトフーズ(株) 木更津 木更津市朝日
67 ㈲アクア流通 木更津 木更津市朝日
68 （株）薬王 木更津 木更津市朝日
69 ㈲サカヤ 木更津 木更津市朝日
70 ㈱ホンダカーズ木更津 木更津 木更津市朝日
71 ㈱リンコーコーポレーション 木更津 木更津市朝日
72 ㈱山貴産業 木更津 木更津市長須賀
73 木更津市農業協同組合 木更津 木更津市長須賀
74 （有）石渡会計事務所 木更津 木更津市長須賀
75 税理士法人新日本 木更津 木更津市長須賀
76 協和自動車（有） 木更津 木更津市長須賀
77 ㈲イノウエ 木更津 木更津市長須賀
78 佐々木サッシ鋼業㈲ 木更津 木更津市長須賀
79 （株）エノモト防災工業 木更津 木更津市長須賀
80 上総計装工業㈱ 木更津 木更津市長須賀
81 ㈲長須賀自動車工業 木更津 木更津市長須賀
82 （株）ホンダカーズ南千葉 木更津 木更津市長須賀
83 ㈱石川商事 木更津 木更津市長須賀
84 ㈱石板 木更津 木更津市長須賀
85 （有）朝日商会 木更津 木更津市長須賀
86 ㈲設備保全センター 木更津 木更津市長須賀
87 医療法人社団鵬会高名清養病院 木更津 木更津市長須賀
88 ㈱サークルアドバンス 木更津 木更津市長須賀
89 ㈲岩田商事 木更津 木更津市長須賀
90 エムアンドワイ㈱ 木更津 木更津市長須賀
91 ㈲斉藤電機工業所 木更津 木更津市長須賀
92 （有）明治消毒 木更津 木更津市長須賀
93 （有）高品ポンプ店 木更津 木更津市長須賀
94 （有）森山モータース 木更津 木更津市長須賀
95 （有）マツノ 木更津 木更津市長須賀
96 ㈱カネイ 木更津 木更津市長須賀
97 ㈲木更津自動車硝子 木更津 木更津市長須賀
98 木更津ビジネスマシン（株） 木更津 木更津市長須賀
99 ＫＡＩ工業㈱ 木更津 木更津市長須賀

100 ＰＪＣ㈱ 木更津 木更津市長須賀
101 （有）美江総合企業 木更津 木更津市長須賀
102 （有）ダイニチ産業 木更津 木更津市長須賀
103 （有）栗原商事 木更津 木更津市長須賀
104 ㈲木更津ファミリー 木更津 木更津市長須賀
105 （有）コカッチ 木更津 木更津市長須賀
106 （有）マコト商事 木更津 木更津市長須賀
107 （株）オーノ 木更津 木更津市長須賀
108 （有）吉宮 木更津 木更津市長須賀
109 岡本リース（株） 木更津 木更津市長須賀
110 （有）シャレー興業 木更津 木更津市長須賀
111 （有）緑寿司 木更津 木更津市東中央
112 松永事務所 木更津 木更津市東中央
113 ㈲大東 木更津 木更津市東中央
114 （株）東和不動産 木更津 木更津市東中央
115 木更津東部商店街振興組合 木更津 木更津市東中央
116 （有）日の出不動産 木更津 木更津市東中央
117 （有）水野スポーツ 木更津 木更津市東中央
118 ベルエステート（株） 木更津 木更津市東中央

Page 2



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
119 （有）ボタン美容室 木更津 木更津市東中央
120 ㈱ロハス 木更津 木更津市東中央
121 ＡＩＧ損害保険㈱木更津支店 木更津 木更津市東中央
122 ㈱エッチ・アール・オー 木更津 木更津市東中央
123 （税）吉田会計 木更津 木更津市東中央
124 ㈱ミミベルジャパン 木更津 木更津市東中央
125 ㈱リスクソリューション 木更津 木更津市東中央
126 ㈱BARDEST 木更津 木更津市東中央
127 （有）大熊電気工事店 木更津 木更津市東中央
128 ハートケア㈱ 木更津 木更津市東中央
129 アーベストサポート㈱ 木更津 木更津市東中央
130 ㈲タマホーム 木更津 木更津市東中央
131 地のもんや　まるみ 木更津 木更津市東中央
132 （有）シューサロンリオ 木更津 木更津市東中央
133 （有）タク 木更津 木更津市東中央
134 （有）ラケットショップウィーヴ 木更津 木更津市東中央
135 (有)ＳＡＫＵＲＡクリエイト 木更津 木更津市東中央
136 ㈱京葉銀行木更津支店 木更津 木更津市東中央
137 （有）Ｕ建築設計事務所 木更津 木更津市東中央
138 （有）信榮産業 木更津 木更津市東中央
139 ボックスジョパンプロモーション㈲ 木更津 木更津市東中央
140 （有）長谷川モータース 木更津 木更津市東中央
141 （有）長谷川モバイルフォン 木更津 木更津市東中央
142 平野政則司法書士事務所 木更津 木更津市東中央
143 （株）木更津企業管理センター 木更津 木更津市東中央
144 （株）事務支援センター 木更津 木更津市東中央
145 千葉ミート食品(株) 木更津 木更津市東中央
146 （株）長野建設 木更津 木更津市東中央
147 （医）萩仁会萩原病院 木更津 木更津市木更津
148 ㈱廣瀬 木更津 木更津市木更津
149 （有）石井建築設計事務所 木更津 木更津市木更津
150 （有）くわま 木更津 木更津市木更津
151 山利産業（株） 木更津 木更津市木更津
152 （有）トリカイ塗装店 木更津 木更津市木更津
153 （有）ナラモト印刷 木更津 木更津市木更津
154 （有）榎本時計店 木更津 木更津市木更津
155 （有）カメラセンター一光堂 木更津 木更津市木更津
156 （株）さわや 木更津 木更津市木更津
157 中山海運（有） 木更津 木更津市木更津
158 （株）わたしん京葉 木更津 木更津市木更津
159 （有）関口自転車店 木更津 木更津市木更津
160 ㈲富士モータース 木更津 木更津市木更津
161 ㈱木更津相続サポートセンター 木更津 木更津市木更津
162 ㈱北村会計 木更津 木更津市木更津
163 （株）土岐工業 木更津 木更津市木更津
164 （有）交通広告社 木更津 木更津市木更津
165 税理士法人　浅野会計事務所 木更津 木更津市木更津
166 （有）水野風呂店 木更津 木更津市木更津
167 （資）浅野ファイナンシャルパートナーズ 木更津 木更津市木更津
168 ㈱ゼンコウ管理 木更津 木更津市木更津
169 （株）佐々木工務店 木更津 木更津市木更津
170 ＮＰＯ法人ガイドヘルパー・ホームヘルパー木更津 木更津 木更津市木更津
171 東神電設㈲ 太田清見台 木更津市ほたる野
172 （株）木更津カンガルー堂 太田清見台 木更津市ほたる野
173 ㈱千葉銀行木更津東支店 太田清見台 木更津市ほたる野
174 ㈱ＩＴトロン 太田清見台 木更津市伊豆島
175 （有）良榮建設 太田清見台 木更津市伊豆島
176 （有）栗原建築 太田清見台 木更津市伊豆島
177 （有）アスカ 太田清見台 木更津市伊豆島
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178 （株）山村興業 太田清見台 木更津市伊豆島
179 （有）ア－トグリ－ン 太田清見台 木更津市伊豆島
180 ㈲アートグリーン 太田清見台 木更津市伊豆島
181 （有）齊藤測量設計事務所 太田清見台 木更津市永井作
182 カトー地質㈱ 太田清見台 木更津市永井作
183 （有）ミワコーポレーション 太田清見台 木更津市永井作
184 （株）テクノメタル 太田清見台 木更津市永井作
185 鈴木設備（株） 太田清見台 木更津市永井作
186 ㈲ＴＯＣ 太田清見台 木更津市永井作
187 ㈱ハウスグランデ 太田清見台 木更津市永井作
188 （有）太陽産業 太田清見台 木更津市永井作
189 （株）スペースワールド 太田清見台 木更津市永井作
190 ㈲きさらぎ 太田清見台 木更津市永井作
191 （有）みその商店 太田清見台 木更津市永井作
192 （有）中川デンキ 太田清見台 木更津市永井作
193 ㈱栄幸電設 太田清見台 木更津市永井作
194 （有）永政工業 太田清見台 木更津市永井作
195 堀川海運㈲ 太田清見台 木更津市永井作
196 ㈲トータル・ケア・システム 太田清見台 木更津市清見台
197 ㈱ワイズレック 太田清見台 木更津市清見台
198 ㈲木和建材 太田清見台 木更津市清見台
199 東友電設㈱ 太田清見台 木更津市清見台
200 東総産業㈲ 太田清見台 木更津市清見台
201 （有）三友興業 太田清見台 木更津市清見台
202 （有）甚兵衛 太田清見台 木更津市清見台
203 （株）房総環境 太田清見台 木更津市清見台
204 Ｃ－ＰＲＯエンターテイメント 太田清見台 木更津市清見台
205 （有）高橋工業 太田清見台 木更津市清見台
206 ㈱松浪工務店 太田清見台 木更津市清見台
207 （有）エスケービル 太田清見台 木更津市清見台
208 関東新聞販売㈱ 太田清見台 木更津市清見台
209 ㈲千羽企画 太田清見台 木更津市清見台
210 (有)カズミネルバ 太田清見台 木更津市清見台
211 （有）叶川産業 太田清見台 木更津市清見台
212 ㈱ＫＳ　ＰＬＵＳ 太田清見台 木更津市清見台
213 アート不動産（有） 太田清見台 木更津市清見台
214 ㈱アイル 太田清見台 木更津市清見台
215 （有）川清 太田清見台 木更津市清見台東
216 （特非）たすけあい虹 太田清見台 木更津市清見台東
217 ㈱ウィーズディーアンドシー 太田清見台 木更津市清見台東
218 （有）田井組土建 太田清見台 木更津市清見台東
219 タコマ．ハウス㈲ 太田清見台 木更津市清見台東
220 ㈱藤花経営研究所 太田清見台 木更津市清見台東
221 （有）ラーメン富士屋 太田清見台 木更津市清見台東
222 （株）梅月庭 太田清見台 木更津市清見台東
223 ㈱雅工業 太田清見台 木更津市清見台東
224 久保田装業㈱ 太田清見台 木更津市清見台東
225 ㈱晶栄 太田清見台 木更津市清見台東
226 ㈲岩崎ウェルディング工業 太田清見台 木更津市清見台東
227 ㈲アドメイクス 太田清見台 木更津市清見台東
228 ㈱アートファクトリー 太田清見台 木更津市清見台東
229 （株）アステル 太田清見台 木更津市清見台東
230 （有）深澤興業 太田清見台 木更津市清見台東
231 (有)ワイエム 太田清見台 木更津市清見台東
232 ㈱ころも 太田清見台 木更津市清見台東
233 Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｆｕｓｅ 太田清見台 木更津市清見台東
234 （税）かずさ合同事務所 太田清見台 木更津市清見台東
235 松田機工（株） 太田清見台 木更津市清見台東
236 （有）ワタナベ 太田清見台 木更津市清見台東
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237 千葉信用金庫清見台支店 太田清見台 木更津市清見台南
238 川本工業（株） 太田清見台 木更津市清見台南
239 (有)ケーエス・アイ 太田清見台 木更津市清見台南
240 （有）勝企画 太田清見台 木更津市清見台南
241 （学）清見台学園清見台幼稚園 太田清見台 木更津市清見台南
242 （有）かめや給食サービス 太田清見台 木更津市清見台南
243 （有）今日和 太田清見台 木更津市清見台南
244 ㈱紺屋 太田清見台 木更津市清見台南
245 岡本機工建設（株） 太田清見台 木更津市清見台南
246 ㈲ケイアイシー 太田清見台 木更津市清見台南
247 （有）マイホーム地所 太田清見台 木更津市清見台南
248 （有）ダイシン 太田清見台 木更津市太田
249 河田機工材（株） 太田清見台 木更津市太田
250 税理士　渡辺事務所 太田清見台 木更津市太田
251 （学）きさらづ学園 太田清見台 木更津市太田
252 ㈱ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル 太田清見台 木更津市太田
253 ㈱ヒロ企画 太田清見台 木更津市太田
254 （有）地曵商事 太田清見台 木更津市太田
255 （有）やまとモータース 太田清見台 木更津市太田
256 （有）イノエム自動車商会 太田清見台 木更津市太田
257 （有）ミナミ電機商会 太田清見台 木更津市太田
258 ㈲山延 太田清見台 木更津市太田
259 （有）市原清掃社 太田清見台 木更津市太田
260 （有）宮下住宅 太田清見台 木更津市太田
261 ㈱権次郎 太田清見台 木更津市太田
262 （有）平井酒店 太田清見台 木更津市太田
263 ㈱キャット・ハンズ 太田清見台 木更津市太田
264 ㈱リーハ 太田清見台 木更津市太田
265 （株）モリデンキ 太田清見台 木更津市太田
266 折戸塗装（有） 太田清見台 木更津市太田
267 ㈲東洋 太田清見台 木更津市太田
268 ㈱エリア 太田清見台 木更津市太田
269 （株）イワキ 太田清見台 木更津市太田
270 (有)川上防災 太田清見台 木更津市太田
271 ㈱ビット 太田清見台 木更津市太田
272 （有）真栄 太田清見台 木更津市太田
273 アクアテック㈱ 太田清見台 木更津市太田
274 （株）赤坂建築設計事務所 太田清見台 木更津市太田
275 千葉ケイ．ディ．イー（有） 太田清見台 木更津市太田
276 （有）内田商事 太田清見台 木更津市太田
277 （宗）不動尊新榮教会 太田清見台 木更津市太田
278 (有)ときがね工房 太田清見台 木更津市東太田
279 中央スポーツカネコ㈲ 太田清見台 木更津市東太田
280 （有）オーロラ 太田清見台 木更津市東太田
281 三和興発（株） 太田清見台 木更津市東太田
282 （有）須永 太田清見台 木更津市東太田
283 (有)三共土地建物 太田清見台 木更津市東太田
284 ㈱タカナシ 太田清見台 木更津市東太田
285 （有）児玉鉄工 太田清見台 木更津市東太田
286 （有）乙川組 太田清見台 木更津市東太田
287 ㈲竹内会計計算センター 太田清見台 木更津市東太田
288 日本料理　たかはし 太田清見台 木更津市東太田
289 （有）ムカイ 太田清見台 木更津市東太田
290 ㈱ルーム和光 太田清見台 木更津市東太田
291 （有）明大工業 太田清見台 木更津市東太田
292 ㈲アモ－建舎 太田清見台 木更津市東太田
293 （学）君津学園 太田清見台 木更津市東太田
294 ＮＰＯ法人海山商事 太田清見台 木更津市東太田
295 ㈱フォレストホーム 太田清見台 木更津市東太田
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296 税理士法人　白井会計 太田清見台 木更津市東太田
297 （有）日乃出 太田清見台 木更津市東太田
298 ｅｐｍ不動産(株) 太田清見台 木更津市東太田
299 (株)ジーシーオー 太田清見台 木更津市東太田
300 君津信用組合　東太田支店 太田清見台 木更津市東太田
301 協友建機㈱ 太田清見台 木更津市東太田
302 （有）大塚設計 太田清見台 木更津市東太田
303 ㈱キツカワ産業 太田清見台 木更津市東太田
304 吉村ファインアート㈱ 太田清見台 木更津市東太田
305 （有）原田土木 太田清見台 木更津市東太田
306 ㈲大虎 太田清見台 木更津市東太田
307 木更津造園建設（協） 太田清見台 木更津市東太田
308 （有）宮田工業 太田清見台 木更津市東太田
309 ㈱Ｒ・Ｏ・.Ｆ 太田清見台 木更津市東太田
310 ㈲カサイ建築 木更津東 袖ケ浦市三箇
311 （有）共栄防災 木更津東 木更津市ほたる野
312 ㈲地曵シーリング 木更津東 木更津市ほたる野
313 (有)大帝都市 木更津東 木更津市ほたる野
314 ㈱アクアエステート木更津 木更津東 木更津市ほたる野
315 （有）ミサキ測量設計 木更津東 木更津市ほたる野
316 （有）石畑工業 木更津東 木更津市ほたる野
317 （有）木更津商会 木更津東 木更津市ほたる野
318 （有）天王商事 木更津東 木更津市ほたる野
319 （有）房総予約センター 木更津東 木更津市ほたる野
320 (有)サンメイ 木更津東 木更津市ほたる野
321 （有）古山電気 木更津東 木更津市井尻
322 ㈱八天堂きさらづ 木更津東 木更津市井尻
323 社会福祉法人かずさ萬燈会 木更津東 木更津市井尻
324 （有）大庄企画 木更津東 木更津市井尻
325 （有）今村空調設備 木更津東 木更津市井尻
326 （株）康富 木更津東 木更津市井尻
327 （株）山本工務店 木更津東 木更津市井尻
328 食事処居酒屋　おのでら 木更津東 木更津市永井作
329 （有）仲居建築所 木更津東 木更津市下望陀
330 藤森建設（株） 木更津東 木更津市下望陀
331 君津信用組合ぎおん支店 木更津東 木更津市祇園
332 岡本機工㈱ 木更津東 木更津市祇園
333 ㈱カズサエンタープライズ 木更津東 木更津市祇園
334 （有）秦野不動産 木更津東 木更津市祇園
335 （有）スミカ 木更津東 木更津市祇園
336 エルズ 木更津東 木更津市祇園
337 ㈲総合環境サービス 木更津東 木更津市祇園
338 守建設（株） 木更津東 木更津市祇園
339 ㈱金生警備保障 木更津東 木更津市祇園
340 （有）井出商店 木更津東 木更津市祇園
341 （株）経理 木更津東 木更津市祇園
342 ㈱リオ 木更津東 木更津市祇園
343 ㈱真舟建装 木更津東 木更津市祇園
344 ㈱すずか保険オフィス 木更津東 木更津市祇園
345 （有）ぎおん情報計算センター 木更津東 木更津市祇園
346 刈込商会（有） 木更津東 木更津市祇園
347 （株）光伸電気 木更津東 木更津市祇園
348 ㈱共栄工業 木更津東 木更津市祇園
349 ㈲坂田保険事務所 木更津東 木更津市祇園
350 ㈲大東土木 木更津東 木更津市祇園
351 ㈲今川興業 木更津東 木更津市祇園
352 上総鮮冷㈱ 木更津東 木更津市祇園
353 （有）たなくら 木更津東 木更津市祇園
354 桜井設備工業（株） 木更津東 木更津市祇園

Page 6



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
355 ㈲和光測量設計 木更津東 木更津市祇園
356 （有）丹野電設 木更津東 木更津市祇園
357 ㈱OTEC 木更津東 木更津市祇園
358 ㈱アプクス 木更津東 木更津市祇園
359 （有）飛鳥測量設計 木更津東 木更津市祇園
360 （有）藤井興業 木更津東 木更津市牛袋
361 ㈲石井造花 木更津東 木更津市牛袋
362 （有）リバブル 木更津東 木更津市牛袋
363 （株）ゆたか測量 木更津東 木更津市牛袋
364 光栄建設工業（株） 木更津東 木更津市牛袋
365 （有）アスコット工業 木更津東 木更津市牛袋
366 （有）高橋興業 木更津東 木更津市牛袋
367 安成建設（有） 木更津東 木更津市犬成
368 ㈲ゴルフレンジ東清 木更津東 木更津市犬成
369 羽山建設（有） 木更津東 木更津市犬成
370 内海産業㈱ 木更津東 木更津市犬成
371 （有）丸善 木更津東 木更津市犬成
372 ㈲佐藤工業 木更津東 木更津市高柳
373 （有）マキ 木更津東 木更津市高柳
374 伊藤自動車工業（有） 木更津東 木更津市高柳
375 （有）平野保険事務所 木更津東 木更津市高柳
376 （有）高木商会 木更津東 木更津市高柳
377 （有）鈴木ユニホーム 木更津東 木更津市高柳
378 保坂土建総業（有） 木更津東 木更津市高柳
379 （有）タカハシ工業 木更津東 木更津市高柳
380 太平洋企業㈲ 木更津東 木更津市高柳
381 （有）米屋モータース 木更津東 木更津市高柳
382 （有）三浦住宅 木更津東 木更津市高柳
383 （有）高弥住宅 木更津東 木更津市高柳
384 （有）木更津プレハブ 木更津東 木更津市高柳
385 （有）國廣興産 木更津東 木更津市高柳
386 （医）社団吉祥会加藤病院 木更津東 木更津市高柳
387 （有）エムアンドケイ 木更津東 木更津市高柳
388 （有）加藤商会 木更津東 木更津市高柳
389 （有）志村工務店 木更津東 木更津市高柳
390 （有）トヤマ機工 木更津東 木更津市高柳
391 （有）協親電設 木更津東 木更津市高柳
392 (有)前田ビジネス 木更津東 木更津市高柳
393 新日本工業㈲ 木更津東 木更津市高柳
394 大池鋼業（株） 木更津東 木更津市高柳
395 佑真建設㈱ 木更津東 木更津市高柳
396 ㈱ライズアップ 木更津東 木更津市高柳
397 （株）池田木材 木更津東 木更津市高柳
398 大一総業（有） 木更津東 木更津市高柳
399 （有）山口住宅建設 木更津東 木更津市高柳
400 （株）昭和兄弟商会 木更津東 木更津市高柳
401 （有）菅沼建設 木更津東 木更津市高柳
402 （有）竹電設工業 木更津東 木更津市高柳
403 友行商会㈱ 木更津東 木更津市高柳
404 ㈲三枝建設 木更津東 木更津市笹子
405 （有）ミワ興業 木更津東 木更津市笹子
406 （株）サトミ 木更津東 木更津市笹子
407 （有）田丸プロパン 木更津東 木更津市笹子
408 (有)ワコーエコテック 木更津東 木更津市笹子
409 （有）上総野菜倶楽部 木更津東 木更津市若葉町
410 （有）白井電気工事 木更津東 木更津市若葉町
411 （有）ナガシマ運輸機工 木更津東 木更津市十日市場
412 （有）尾形板金 木更津東 木更津市十日市場
413 ㈱平野建材 木更津東 木更津市十日市場
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414 （有）マルミ木材 木更津東 木更津市十日市場
415 ㈲金津技建 木更津東 木更津市十日市場
416 ㈱加藤工業 木更津東 木更津市上望陀
417 農事組合法人上望陀 木更津東 木更津市上望陀
418 （有）佐久間農機店 木更津東 木更津市菅生
419 （有）小林大正園 木更津東 木更津市菅生
420 （有）竜巨電業 木更津東 木更津市菅生
421 （有）柴﨑板金 木更津東 木更津市菅生
422 （株）新明 木更津東 木更津市菅生
423 （株）マルヒサ 木更津東 木更津市菅生
424 （医）邦清会 木更津東 木更津市菅生
425 （有）清水モータース 木更津東 木更津市菅生
426 （株）斉藤農機商会 木更津東 木更津市菅生
427 （有）ツバキ建装 木更津東 木更津市清川
428 ㈲雅屋 木更津東 木更津市清川
429 佐々木重機（有） 木更津東 木更津市清川
430 （有）川名 木更津東 木更津市清川
431 ㈱F・Iテックス 木更津東 木更津市清川
432 ㈲理美容サダミ 木更津東 木更津市清川
433 ㈱ハヤカワ建設 木更津東 木更津市清川
434 （有）エンダ 木更津東 木更津市清川
435 ㈱オーシャン 木更津東 木更津市清川
436 ㈲渡辺ガス 木更津東 木更津市清川
437 （有）アーム 木更津東 木更津市清川
438 ㈱サイトウ教材 木更津東 木更津市清川
439 （有）よこた 木更津東 木更津市清川
440 日本郵便㈱木更津清川郵便局　 木更津東 木更津市清川
441 ㈲房総ライン 木更津東 木更津市曽根
442 （有）エルショップ 木更津東 木更津市曽根
443 （有）加藤鉄工 木更津東 木更津市大寺
444 （有）山田アルミ建材 木更津東 木更津市大寺
445 （有）鳶大組 木更津東 木更津市大寺
446 （有）木更津工事 木更津東 木更津市大寺
447 （有）山建 木更津東 木更津市大寺
448 （有）平野興業 木更津東 木更津市大寺
449 （株）山田緑地建設 木更津東 木更津市大寺
450 （有）山田興業 木更津東 木更津市大寺
451 共和建設（株） 木更津東 木更津市大寺
452 （有）山田電気工事 木更津東 木更津市大寺
453 （有）デンシン工業 木更津東 木更津市中尾
454 （有）茂田工務店 木更津東 木更津市椿
455 （有）小山工務店 木更津東 木更津市椿
456 （有）折井大工道具店 木更津東 木更津市椿
457 （有）日の出ストアー 木更津東 木更津市日の出町
458 ㈱オグラ 木更津東 木更津市日の出町
459 （株）丸照電設 木更津東 木更津市日の出町
460 （有）東清造花店 木更津東 木更津市日の出町
461 （有）東清商事 木更津東 木更津市日の出町
462 ㈲大藤建材 木更津東 木更津市有吉
463 （有）ヒロヤ 木更津東 木更津市有吉
464 （有）高橋保険事務所 木更津東 木更津市有吉
465 ㈲カンエイ 木更津北 君津市中富
466 （有）ねもと 木更津北 木更津市瓜倉
467 ㈲Ｅナビサービス 木更津北 木更津市瓜倉
468 Ｓ-ＳＴＹＬＥ㈱ 木更津北 木更津市瓜倉
469 ㈱やまよ 木更津北 木更津市瓜倉
470 (株)金田臨海総合 木更津北 木更津市瓜倉
471 （医）社団種志会武井整形外科 木更津北 木更津市岩根
472 オフィスミズキング 木更津北 木更津市岩根
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473 （有）宗政工業 木更津北 木更津市岩根
474 （有）神子クリーニング工場 木更津北 木更津市岩根
475 （医）同仁会木更津病院 木更津北 木更津市岩根
476 （有）綾部工務店 木更津北 木更津市岩根
477 ㈲岩木屋 木更津北 木更津市岩根
478 （有）マイホームタカハシ 木更津北 木更津市岩根
479 （有）松葉寿司 木更津北 木更津市岩根
480 アトムケア㈱ 木更津北 木更津市岩根
481 （有）朝日設備 木更津北 木更津市岩根
482 （学）みどり学園 木更津北 木更津市岩根
483 君津信用組合いわね支店 木更津北 木更津市岩根
484 （医）社団マグノリア会よこすか医院 木更津北 木更津市岩根
485 （有）ドリアン洋菓子店 木更津北 木更津市岩根
486 （有）中山保険事務所 木更津北 木更津市岩根
487 （税）竹本会計事務所 木更津北 木更津市岩根
488 （有）茂寿司 木更津北 木更津市岩根
489 ㈲華美 木更津北 木更津市岩根
490 （株）共進社 木更津北 木更津市岩根
491 （有）上総鉄工所 木更津北 木更津市岩根
492 ㈱上田鉄工 木更津北 木更津市岩根
493 ㈱ウィズ 木更津北 木更津市久津間
494 （有）寒川商店 木更津北 木更津市久津間
495 （有）中島商店 木更津北 木更津市久津間
496 （有）ユーベック 木更津北 木更津市久津間
497 ㈲坂廣水産 木更津北 木更津市久津間
498 （有）飯塚自動車工業 木更津北 木更津市久津間
499 アクアコーポレーション㈱ 木更津北 木更津市久津間
500 （有）豊田 木更津北 木更津市久津間
501 （有）林畳店 木更津北 木更津市久津間
502 久津間漁業協同組合 木更津北 木更津市久津間
503 （有）江尻電興 木更津北 木更津市久津間
504 （有）溝口園芸 木更津北 木更津市久津間
505 ㈲小林精密工業 木更津北 木更津市久津間
506 ㈲ケーテクニカル 木更津北 木更津市久津間
507 ㈲鈴木水産 木更津北 木更津市牛込
508 牛込漁業協同組合 木更津北 木更津市牛込
509 ㈱ワンストーン 木更津北 木更津市金田東
510 カドキ工業（有） 木更津北 木更津市金田東
511 （有）遠山板金 木更津北 木更津市金田東
512 ㈱ケー・ビー・オー 木更津北 木更津市金田東
513 ㈱らづワークス 木更津北 木更津市金田東
514 ㈱寿住建 木更津北 木更津市金田東
515 山岡コンクリート工業（有） 木更津北 木更津市金田東
516 （有）飯田石油 木更津北 木更津市金田東
517 （有）河津塗装工業 木更津北 木更津市金田東
518 ㈲金綱工務所 木更津北 木更津市金田東
519 （有）イナガキ塗料 木更津北 木更津市江川
520 （有）川向工業所 木更津北 木更津市江川
521 丸三スプリング（株） 木更津北 木更津市江川
522 かぐや実業㈱ 木更津北 木更津市江川
523 ㈲日　章 木更津北 木更津市江川
524 江野沢石油（株） 木更津北 木更津市江川
525 （有）三崎工業 木更津北 木更津市江川
526 ケアセンター絆㈱ 木更津北 木更津市江川
527 江川漁業協同組合 木更津北 木更津市江川
528 （有）鎌田自動車工業 木更津北 木更津市江川
529 （有）江川機工 木更津北 木更津市江川
530 （有）国際自動車商会 木更津北 木更津市江川
531 （有）才平建設 木更津北 木更津市江川
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532 ㈱サエグサ　 木更津北 木更津市江川
533 ㈲サカイ 木更津北 木更津市江川
534 （有）江川製作所 木更津北 木更津市江川
535 近藤　忍 木更津北 木更津市江川
536 ㈲本多組 木更津北 木更津市江川
537 ＴＡＫＥＲＵ㈱ 木更津北 木更津市江川
538 （有）安藤工務店 木更津北 木更津市高砂
539 ケイ・エステート㈱ 木更津北 木更津市高砂
540 ㈲古山総合衣料堂 木更津北 木更津市高砂
541 ㈲平和塗装 木更津北 木更津市高砂
542 （有）渡辺工業 木更津北 木更津市高砂
543 （有）栗原商店 木更津北 木更津市高砂
544 上総工業（株） 木更津北 木更津市高砂
545 （有）不動 木更津北 木更津市高砂
546 ㈲新都市設計 木更津北 木更津市高砂
547 （有）ティ－．エー．オ－ト 木更津北 木更津市高砂
548 千葉信用金庫岩根支店 木更津北 木更津市高砂
549 ㈲ケージーエス 木更津北 木更津市高柳
550 ㈱インプルーヴ 木更津北 木更津市高柳
551 （株）トラスト 木更津北 木更津市高柳
552 （株）ビッグワンオート 木更津北 木更津市高柳
553 新日本断熱（有） 木更津北 木更津市高柳
554 （有）大下内興業 木更津北 木更津市高柳
555 ㈲竹内工務店 木更津北 木更津市高柳
556 岩崎石油㈲ 木更津北 木更津市高柳
557 （有）前田工業 木更津北 木更津市高柳
558 （有）デーエム興産 木更津北 木更津市高柳
559 （株）袖ヶ浦自動車教習所 木更津北 木更津市坂戸市場
560 （有）たくみ総合インテリア 木更津北 木更津市西岩根
561 （有）金田印刷 木更津北 木更津市中島
562 （有）木更津油脂 木更津北 木更津市中島
563 （宗）成田山教会 木更津北 木更津市中島
564 （有）盤洲産業 木更津北 木更津市中島
565 （宗）吉祥院 木更津北 木更津市中島
566 （株）マツモト 木更津北 木更津市中島
567 （有）武寅商店 木更津北 木更津市中島
568 （有）竹内商店 木更津北 木更津市中島
569 ㈲民宿与兵衛 木更津北 木更津市中島
570 （株）大金商店 木更津北 木更津市中島
571 （資）与兵衛水産 木更津北 木更津市中島
572 （株）富孝工務店 木更津北 木更津市中島
573 （有）鹿島メンテナンス工業 木更津北 木更津市中島
574 金田漁業協同組合 木更津北 木更津市中島
575 （株）ヤマアキ 木更津北 木更津市中島呑堀
576 （有）小倉電機 木更津北 木更津市中野
577 （有）木更津清掃社 木更津北 木更津市中野
578 （株）明成 木更津北 木更津市中野
579 （有）丸吉電機店 木更津北 木更津市中里
580 ㈲ミズサワ 木更津北 木更津市中里
581 （有）ベイショップ高根 木更津北 木更津市畔戸
582 ㈲渡辺水産 木更津北 木更津市畔戸
583 （有）荒井自動車鈑金工業 木更津北 木更津市畔戸
584 （有）高橋工業 木更津北 木更津市本郷
585 光・管工㈱ 木更津北 木更津市本郷
586 （有）アオキ 木更津北 木更津市本郷
587 （有）平野商店 木更津北 木更津市本郷
588 (医)社団芳明会なるかわ歯科医院 木更津北 木更津市本郷
589 ㈱リプラ工営 木更津北 木更津市本郷
590 （有）ワンデイクリーナース 木更津北 木更津市本郷
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591 （有）つかさ 木更津北 木更津市本郷
592 光洋興産（株） 木更津北 木更津市本郷
593 （有）薮崎自動車工業 木更津北 木更津市本郷
594 （有）小野工業 木更津北 木更津市本郷
595 ㈲岩花建築 木更津北 木更津市本郷
596 高砂商事（株） 木更津北 木更津市本郷
597 ㈱ライフテリアヤマグチ 木更津北 木更津市本郷
598 (有)金子企画設計事務所 木更津北 木更津市本郷
599 （宗）新御堂寺 木更津北 木更津市本郷
600 ㈲京葉ゴム商会 木更津北 木更津市本郷
601 （有）小泉プレス工業所 木更津北 木更津市万石
602 ㈱及川工業 木更津北 木更津市万石
603 （有）桜総合プランニング 木更津北 木更津市万石
604 （株）タハル電気 木更津北 木更津市万石
605 医療法人社団明敬会 木更津北 木更津市万石
606 ㈱マルコン警備保障 木更津北 木更津市万石
607 （医）社団重城産婦人科小児科 木更津北 木更津市万石
608 ㈱KOUZUKI 木更津北 木更津市万石
609 （有）影山工業 富来田 木更津市下郡
610 アイフォーク㈱ 富来田 木更津市下郡
611 (有)大鐘建装 富来田 木更津市下郡
612 （有）ファーストコンサル 富来田 木更津市下郡
613 アカサカオート（有） 富来田 木更津市下郡
614 （有）山榮産業 富来田 木更津市下内橋
615 （株）道標 富来田 木更津市茅野
616 （有）ミトマ工業 富来田 木更津市茅野
617 柴﨑　鉄夫 富来田 木更津市茅野
618 ㈲北稜建設 富来田 木更津市茅野
619 （有）鈴弘設備 富来田 木更津市茅野七曲
620 （有）丸三清運 富来田 木更津市戸国
621 ㈲星野農機 富来田 木更津市根岸
622 （有）江沢建設 富来田 木更津市佐野
623 丸二建設（株） 富来田 木更津市真里
624 （株）小畑工務所 富来田 木更津市真里
625 （有）東商店 富来田 木更津市真里
626 （有）江沢電器 富来田 木更津市真里
627 （資）藤川旅館 富来田 木更津市真里
628 （有）鹿嶋瓦店 富来田 木更津市真里
629 カズサ精機（株） 富来田 木更津市真里
630 （株）マスニ 富来田 木更津市真里
631 高島精工（有） 富来田 木更津市真里
632 （株）ドラッグストアー小泉 富来田 木更津市真里谷
633 （有）光測量 富来田 木更津市真里谷
634 ㈱ＧＦＳ 富来田 木更津市真里谷
635 （有）髙山工業 富来田 木更津市真里谷
636 （宗）妙泉寺 富来田 木更津市真里谷
637 三葉商事（株） 富来田 木更津市真里谷
638 吉野採石（株） 富来田 木更津市真里谷
639 （株）水越組 富来田 木更津市真里谷
640 キクナ電子（株） 富来田 木更津市真里谷
641 ㈲大雄建材工業 富来田 木更津市真里谷
642 （有）グリーン 富来田 木更津市真里谷
643 （宗）大善院 富来田 木更津市大稲
644 （有）グリーングロウ 富来田 木更津市田川
645 清水化成（株） 富来田 木更津市田川下磯部沢
646 （宗）海上山平等院 木更津中央 木更津市吾妻
647 （有）産洋設備 木更津中央 木更津市吾妻
648 （有）渡辺建築所（ﾛｲﾔﾙﾊｳｽ木更津店） 木更津中央 木更津市吾妻
649 （有）吾妻豆腐店 木更津中央 木更津市吾妻
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650 ㈲伊島建築 木更津中央 木更津市吾妻
651 日本郵便㈱木更津吾妻郵便局 木更津中央 木更津市吾妻
652 ㈱大雄 木更津中央 木更津市吾妻
653 中央航運（株） 木更津中央 木更津市吾妻
654 中央産業（株） 木更津中央 木更津市吾妻
655 中央建設（株） 木更津中央 木更津市吾妻
656 ＳＣ開発㈱ 木更津中央 木更津市吾妻
657 堀切建設（株） 木更津中央 木更津市吾妻
658 歩　総業㈱ 木更津中央 木更津市吾妻
659 ㈲照喜名工業 木更津中央 木更津市吾妻
660 （株）竜場工務店 木更津中央 木更津市吾妻
661 （有）マルニ工業 木更津中央 木更津市江川
662 （有）柴野商事 木更津中央 木更津市新宿
663 ㈲LEEテックス木更津本店営業所 木更津中央 木更津市新宿
664 ㈲岩本屋不動産 木更津中央 木更津市新宿
665 （有）三生興業 木更津中央 木更津市新宿
666 木更津倉庫（株） 木更津中央 木更津市新宿
667 （宗）成田山木更津教会 木更津中央 木更津市新宿
668 両総通運㈱ 木更津中央 木更津市中央
669 ㈱イーエーディワークス 木更津中央 木更津市中央
670 （宗）光明寺 木更津中央 木更津市中央
671 （有）戸村 木更津中央 木更津市中央
672 (株)大鳥ほけん 木更津中央 木更津市中央
673 （有）山孝食堂 木更津中央 木更津市中央
674 千葉信用金庫中央支店 木更津中央 木更津市中央
675 （有）オーディ 木更津中央 木更津市中央
676 （株）キミツ鐵構建設 木更津中央 木更津市中央
677 ㈲ムサシヤ時計眼鏡店 木更津中央 木更津市中央
678 （有）モトヨシフォトスタジオ 木更津中央 木更津市中央
679 嶋津司法書士事務所 木更津中央 木更津市中央
680 （有）あさひや 木更津中央 木更津市中央
681 （株）千葉県電気保守協会 木更津中央 木更津市中央
682 ㈱写楽館 木更津中央 木更津市中央
683 乙部興業（有） 木更津中央 木更津市中央
684 （資）紅雲堂書店 木更津中央 木更津市中央
685 （名）浜田屋呉服店 木更津中央 木更津市中央
686 （資）いせや小間物店 木更津中央 木更津市中央
687 岩崎物産㈲ 木更津中央 木更津市中央
688 ㈱たからや 木更津中央 木更津市中央
689 （有）岡埜栄泉堂 木更津中央 木更津市中央
690 （有）白石氷店 木更津中央 木更津市中央
691 （株）権九 木更津中央 木更津市中央
692 ㈲海苔ヤマニ 木更津中央 木更津市中央
693 （有）山新 木更津中央 木更津市中央
694 （有）鈴木商店 木更津中央 木更津市中央
695 君津信用組合中央支店 木更津中央 木更津市中央
696 ㈱ダミエ 木更津中央 木更津市中央
697 ㈲新千葉新聞社 木更津中央 木更津市中央
698 かんとりー・くりえいと㈱ 木更津中央 木更津市中央
699 （有）平野商会 木更津中央 木更津市中央
700 栄光海運協業組合 木更津中央 木更津市中央
701 （有）千楽 木更津中央 木更津市中央
702 （有）高橋商会 木更津中央 木更津市中央
703 クラブ　橘 木更津中央 木更津市中央
704 ㈲富士海運 木更津中央 木更津市中央
705 春川鉄工㈱ 木更津中央 木更津市中央
706 （有）文明軒 木更津中央 木更津市中央
707 文明商事（株） 木更津中央 木更津市中央
708 （有）古山鈑金塗装工業 木更津中央 木更津市中央

Page 12



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
709 ㈱トライ・シティエンタープライズ 木更津中央 木更津市中央
710 （有）清宮鉄工所 木更津中央 木更津市中央
711 富士見産業（有） 木更津中央 木更津市中央
712 （有）アクア薬局 木更津中央 木更津市中央
713 木更津漁業協同組合 木更津中央 木更津市中央
714 （有）かつしげ 木更津中央 木更津市中央
715 ケイズアップ㈱ 木更津中央 木更津市中央
716 （有）宮川丸 木更津中央 木更津市中央
717 （有）栄宝丸つり舟店 木更津中央 木更津市中央　
718 ㈱Ｓｔｏｒｉｎｇ 木更津中央 木更津市中里
719 (有)中央資源工社 木更津中央 木更津市中里
720 （有）京極商店 木更津中央 木更津市中里
721 木更津タクシー（株） 木更津中央 木更津市中里
722 松下設備工業（有） 木更津中央 木更津市中里
723 柿本建設（株） 木更津中央 木更津市中里
724 （有）中里総合機械サービス 木更津中央 木更津市中里
725 （有）信國工業 木更津中央 木更津市中里
726 （有）鳶近藤工業 木更津中央 木更津市中里
727 山田木工（株） 木更津中央 木更津市中里
728 ㈱篠田設備工業 木更津中央 木更津市中里
729 （株）蔵屋商事 木更津中央 木更津市中里
730 ㈱アバンス 木更津中央 木更津市富士見
731 かずさエフエム㈱ 木更津中央 木更津市富士見
732 ㈲スパークル 木更津中央 木更津市富士見
733 ㈱千葉興業銀行木更津支店 木更津中央 木更津市富士見
734 ㈱アセットコーポレーション 木更津中央 木更津市富士見
735 （宗）八剱八幡神社 木更津中央 木更津市富士見
736 （有）木更津多田屋 木更津中央 木更津市富士見
737 （有）浜田屋文具店 木更津中央 木更津市富士見
738 （株）金綱硝子店 木更津中央 木更津市富士見
739 （有）アポロドラッグ 木更津中央 木更津市富士見
740 石井薬品（有） 木更津中央 木更津市富士見
741 （宗）成就寺 木更津中央 木更津市富士見
742 （有）高木印刷 木更津中央 木更津市富士見
743 東洋検査工業（株） 木更津中央 木更津市富士見
744 （株）安川組 木更津中央 木更津市富士見
745 （有）宮の湯 木更津中央 木更津市富士見
746 （有）栄太楼 木更津中央 木更津市富士見
747 （株）フジナミ 木更津中央 木更津市富士見
748 フヂナミファッションシーエス（株） 木更津中央 木更津市富士見
749 （有）精美堂印房 木更津中央 木更津市富士見
750 （有）なベや 木更津中央 木更津市富士見
751 新興土建（株） 木更津中央 木更津市富士見
752 （有）港屋 木更津中央 木更津市富士見
753 （株）越路 木更津中央 木更津市富士見
754 （株）日建綜合設計 木更津中央 木更津市富士見
755 有楽商事㈱ 木更津中央 木更津市富士見
756 （有）田園 木更津中央 木更津市富士見
757 （有）ビューティサロンかんだ 木更津中央 木更津市富士見
758 （有）梅津測量事務所 木更津中央 木更津市富士見
759 （医）社団志仁会 木更津中央 木更津市富士見
760 （宗）證誠寺 木更津中央 木更津市富士見
761 マリンサービス（株） 木更津中央 木更津市富士見
762 （有）清水水産 木更津中央 木更津市富士見
763 （株）富士屋ホテル 木更津中央 木更津市富士見
764 千葉ネスコ㈱ 木更津中央 木更津市木更津
765 （有）エルザ 木更津西 木更津市貝渕
766 ㈲ＫＹツーリスト 木更津西 木更津市貝渕
767 ㈱三共空調 木更津西 木更津市貝渕
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768 （有）伊藤川魚店 木更津西 木更津市貝渕
769 ㈲あまくさ 木更津西 木更津市貝渕
770 ㈲北村板金 木更津西 木更津市貝渕
771 （有）犬塚建材 木更津西 木更津市貝渕
772 （有）中村運送 木更津西 木更津市貝渕
773 日東観光（有） 木更津西 木更津市貝渕
774 （有）カマダ 木更津西 木更津市貝渕
775 （有）オグラアソシエイツ 木更津西 木更津市貝渕
776 （株）泉屋 木更津西 木更津市貝渕
777 （有）中島建装 木更津西 木更津市貝渕
778 ㈲ちばマガジン 木更津西 木更津市貝渕
779 ㈲プロテック 木更津西 木更津市貝渕
780 木更津風呂商事（有） 木更津西 木更津市貝渕
781 （資）ヒタチヤ電機店 木更津西 木更津市貝渕
782 諏訪商事（有） 木更津西 木更津市貝渕
783 （有）そば処はせ川 木更津西 木更津市貝渕
784 中村産業（株） 木更津西 木更津市貝渕
785 アイワ測量設計（株） 木更津西 木更津市貝渕
786 （有）石渡印刷所 木更津西 木更津市貝渕
787 ㈲岩田板金 木更津西 木更津市貝渕
788 木更津電材（株） 木更津西 木更津市貝渕
789 京葉船主事業（協） 木更津西 木更津市貝渕
790 ㈱木更津卓球センター 木更津西 木更津市貝渕
791 僑興㈱ 木更津西 木更津市新港
792 ㈱落花生工房かずさ屋 木更津西 木更津市新田
793 （有）カメヤマ水管工業 木更津西 木更津市新田
794 ㈲鈴市商店 木更津西 木更津市新田
795 （有）吉村商店 木更津西 木更津市新田
796 ㈲岸本塗料店 木更津西 木更津市新田
797 小澤商事㈱ 木更津西 木更津市新田
798 （有）丸恵 木更津西 木更津市新田
799 野村地所（株） 木更津西 木更津市新田
800 （有）織進インテリア 木更津西 木更津市新田
801 （株）ヒューマニティー 木更津西 木更津市新田
802 医療法人社団養真会上総記念病院 木更津西 木更津市新田
803 ㈲新上総商亊 木更津西 木更津市新田
804 （有）鈴木会計事務所 木更津西 木更津市新田
805 (株)シーエイチアイ(東京ﾍﾞｲﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ) 木更津西 木更津市新田
806 日東交通㈱ 木更津西 木更津市新田
807 （有）すず商 木更津西 木更津市新田
808 ㈱すず陶 木更津西 木更津市新田
809 斉藤建設（有） 木更津西 木更津市新田
810 （有）和歌電機工業所 木更津西 木更津市新田
811 （有）村田本店 木更津西 木更津市新田
812 ㈲ティーエスアカウンティング 木更津西 木更津市新田
813 （有）ホテル銀河 木更津西 木更津市新田
814 （有）レストランかねだ食堂 木更津西 木更津市新田
815 （株）尾張屋 木更津西 木更津市新田
816 （有）袖浦水産 木更津西 木更津市新田
817 大一木更津青果（株） 木更津西 木更津市新田
818 （株）木更津魚市場 木更津西 木更津市新田
819 木更津青果商協同組合 木更津西 木更津市新田
820 木更津綜合食品協同組合 木更津西 木更津市新田
821 （一社）君津木更津医師会 木更津西 木更津市新田
822 （株）ホワイト 木更津西 木更津市新田
823 （有）三和テック 木更津西 木更津市新田
824 日鉄住金環境㈱君津支社 木更津西 木更津市築地
825 日鉄ビジネスサービス千葉㈱ 木更津西 木更津市築地
826 第一高周波工業（株）千葉工場 木更津西 木更津市築地
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827 （有）ケービーエス商事 木更津西 木更津市潮見
828 一般財団法人　木更津市水道サービスセンター 木更津西 木更津市潮見
829 日新運輸倉庫（株） 木更津西 木更津市潮見
830 木更津商事（株） 木更津西 木更津市潮見
831 君津信用組合本店 木更津西 木更津市潮見
832 君津信用組合 木更津西 木更津市潮見
833 ㈱ケイズ・スペックエステート 木更津西 木更津市潮見
834 木更津市建設業（協） 木更津西 木更津市潮見
835 君津郡市建設業協同組合 木更津西 木更津市潮見
836 共栄海運（株） 木更津西 木更津市潮見
837 三共建材（株） 木更津西 木更津市潮見
838 （株）協同エネルギー 木更津西 木更津市潮見
839 （株）共栄総合サービス 木更津西 木更津市潮見
840 （有）佐野電機 木更津西 木更津市潮見
841 （株）寺田冷機 木更津西 木更津市潮見
842 （有）コンピューターオフィス，エムオー 木更津西 木更津市潮見
843 木更津合同タクシー㈱ 木更津西 木更津市潮見
844 ワタナベメディアプロダクツ㈱ 木更津西 木更津市潮見
845 平世美装(株) 木更津西 木更津市潮見
846 （株）ハマダ 木更津西 木更津市潮見
847 （株）上総環境調査センター 木更津西 木更津市潮見
848 上総パレス㈱ 木更津西 木更津市潮見
849 （有）山口商事 木更津西 木更津市潮見
850 三栄海運（株） 木更津西 木更津市潮見
851 三栄港運㈱ 木更津西 木更津市潮見
852 千葉県中部山砂事業（協） 木更津西 木更津市潮見
853 内房開発（株） 木更津西 木更津市潮見
854 君津トラック協同組合 木更津西 木更津市潮見
855 （有）荒井保温設備 木更津西 木更津市潮見
856 （有）勘十郎そば店 木更津西 木更津市潮見
857 ㈱松本 木更津西 木更津市潮見
858 （株）池田工業 木更津西 木更津市潮見
859 （有）木更津ラジエーター 木更津西 木更津市潮見
860 （有）ナガノ産業 木更津西 木更津市潮見
861 ㈱ナガノ 木更津西 木更津市潮見
862 （株）つぼや 木更津西 木更津市潮見
863 本吉左官工業（有） 木更津西 木更津市潮見
864 （株）綱島園 木更津西 木更津市潮浜
865 （株）山忠 木更津西 木更津市潮浜
866 （株）角井 木更津西 木更津市潮浜
867 ㈱イベント・コミュニケーションズ 木更津西 木更津市潮浜
868 ㈱ESI 木更津西 木更津市潮浜
869 ㈱君津カワグチ 木更津西 木更津市潮浜
870 （株）冨田屋商店 木更津西 木更津市潮浜
871 厚生水産（株） 木更津西 木更津市潮浜
872 信和産業㈱ 木更津西 木更津市潮浜
873 (一社)君津労働基準協会 木更津西 木更津市潮浜
874 木更津商工会議所 木更津西 木更津市潮浜
875 木更津国際アーケードゲーム市場(株) 木更津西 木更津市潮浜
876 一二三開発重機（株） 木更津西 木更津市潮浜
877 （有）勢州屋 木更津西 木更津市潮浜
878 ㈱ジェーシーエス 木更津西 木更津市潮浜
879 ヒラノ商事（株） 木更津西 木更津市潮浜
880 ㈱ラスペランザ 木更津西 木更津市潮浜
881 ㈱大橋屋商店 木更津西 木更津市潮浜
882 潮見産業（株） 木更津西 木更津市潮浜
883 共栄運輸㈱ 木更津西 木更津市潮浜
884 （有）大丸運輸 木更津西 木更津市潮浜
885 （有）大丸興業 木更津西 木更津市潮浜
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886 京成タクシーかずさ㈱ 木更津西 木更津市潮浜
887 ㈱十全社 木更津西 木更津市潮浜
888 （株）ティ・エス・シー 木更津西 木更津市潮浜
889 ㈱千葉信興木更津営業所 木更津西 木更津市潮浜
890 （株）田上重機開発 木更津西 木更津市潮浜
891 木更津木材㈱ 木更津西 木更津市木材港
892 ＮＰＯ法人学堂保育クラブＦＯＲZAの会 木更津南 君津市内箕輪
893 シナリー 木更津南 木更津市羽鳥野
894 エス．フィールド㈱ 木更津南 木更津市羽鳥野
895 ㈱ハタウチ 木更津南 木更津市羽鳥野
896 ㈱吉村建設 木更津南 木更津市羽鳥野
897 （有）吉田左官工業 木更津南 木更津市下烏田
898 （有）帝都開発 木更津南 木更津市下烏田
899 ㈲竹内石油 木更津南 木更津市下烏田
900 （有）東條重機 木更津南 木更津市下烏田
901 （有）東條商店 木更津南 木更津市下烏田
902 ㈲タイヤショップ甲田 木更津南 木更津市下烏田
903 （同）BMO 木更津南 木更津市貝渕
904 清田建設㈱ 木更津南 木更津市貝渕
905 ㈱ガミシス電工 木更津南 木更津市港南台
906 （有）丸十 木更津南 木更津市港南台
907 (有)エム．テクノサービス 木更津南 木更津市港南台
908 （特非）グリーングラス木更津 木更津南 木更津市港南台
909 サンヨー建設（株） 木更津南 木更津市港南台
910 コンピューターシステム(株) 木更津南 木更津市港南台
911 コンピュータデュケーションシステム㈱ 木更津南 木更津市港南台
912 ㈱Ｔ・テクニカル 木更津南 木更津市港南台
913 （有）東部 木更津南 木更津市港南台
914 ㈲ケーアイコーポレーション 木更津南 木更津市港南台
915 ㈱テイクケミカル 木更津南 木更津市港南台
916 オーシャンサイドガーデン㈱ 木更津南 木更津市港南台
917 港南建設㈱ 木更津南 木更津市港南台
918 アイデザインファクトリー㈱ 木更津南 木更津市港南台
919 ㈱東和機材 木更津南 木更津市桜井
920 ㈲ほけんステーションＯＡＳＩＳ 木更津南 木更津市桜井
921 （有）三ツ矢タイヤセールス 木更津南 木更津市桜井
922 （株）永田商店 木更津南 木更津市桜井
923 （有）たかはし 木更津南 木更津市桜井
924 ㈲松よし 木更津南 木更津市桜井
925 （有）大川海運 木更津南 木更津市桜井
926 ㈲大川商店 木更津南 木更津市桜井
927 相馬鉱業㈱ 木更津南 木更津市桜井
928 興和建設（株） 木更津南 木更津市桜井
929 富津ガス（株） 木更津南 木更津市桜井
930 日本郵便㈱木更津桜井郵便局 木更津南 木更津市桜井
931 （有）丸弥白井海苔店 木更津南 木更津市桜井
932 （有）潮見商事 木更津南 木更津市桜井
933 京葉開発機工（株） 木更津南 木更津市桜井
934 （有）森田石油 木更津南 木更津市桜井
935 （有）クサカリ 木更津南 木更津市桜井
936 ㈲潮見自動車工業 木更津南 木更津市桜井
937 ㈱富分 木更津南 木更津市桜井
938 永川産業㈲ 木更津南 木更津市桜井
939 （株）小倉鑿井工業所 木更津南 木更津市桜井
940 （有）柳屋商事 木更津南 木更津市桜井
941 （宗）光福寺 木更津南 木更津市桜井
942 中央商事（有） 木更津南 木更津市桜井
943 ㈲萱野 木更津南 木更津市桜井
944 ㈲桜工芸 木更津南 木更津市桜井

Page 16



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
945 木更津リサイクル㈱ 木更津南 木更津市桜井
946 ㈱パノラマ 木更津南 木更津市桜井新町
947 ㈱パワーハウス・アミューズ 木更津南 木更津市桜井新町
948 綜和熱学工業㈱ 木更津南 木更津市桜井新町
949 櫻井観光バス㈱ 木更津南 木更津市桜井新町
950 櫻井観光バス㈱ 木更津南 木更津市桜井新町
951 綜和都市開発（株） 木更津南 木更津市桜井新町
952 ㈱ＣＵＥＳＴ 木更津南 木更津市桜井新町
953 ㈱ブレーメン 木更津南 木更津市桜井新町
954 ㈲クロワッサン 木更津南 木更津市桜井新町
955 潮見企業㈱ 木更津南 木更津市桜井新町
956 南總開発運輸㈲ 木更津南 木更津市桜井新町
957 千島建設（株） 木更津南 木更津市桜井新町
958 （有）鳥飼石材店 木更津南 木更津市桜井新町
959 ㈲アルベ・タカ 木更津南 木更津市桜井新町
960 ㈲カナオプティクス 木更津南 木更津市桜井新町
961 (有)三喜造園 木更津南 木更津市桜井新町
962 光商産業（株） 木更津南 木更津市桜井新町
963 ㈲尾形運輸 木更津南 木更津市桜井新町
964 （有）信栄商事 木更津南 木更津市桜井新町
965 （有）コハマ開発 木更津南 木更津市小浜
966 （有）中川海苔店 木更津南 木更津市小浜
967 （有）大澤工業 木更津南 木更津市小浜
968 （有）和田 木更津南 木更津市小浜
969 君津空調設備㈱ 木更津南 木更津市小浜
970 （有）大一オートサービス 木更津南 木更津市小浜
971 （有）山庄 木更津南 木更津市小浜
972 拓進商事㈱ 木更津南 木更津市小浜
973 (有)キヌケン 木更津南 木更津市上烏田
974 すまいるリハビリサービス㈱ 木更津南 木更津市真舟
975 スマイル宅配セキ㈱ 木更津南 木更津市大久保
976 ㈱セキコーポレーション 木更津南 木更津市大久保
977 ㈲けいさん館 木更津南 木更津市大久保
978 ㈲日翔電装 木更津南 木更津市大久保
979 ㈱アートペイントヒラノ 木更津南 木更津市大久保
980 日本郵便㈱木更津大久保郵便局 木更津南 木更津市大久保
981 ㈲やまみ介護サービス 木更津南 木更津市大久保
982 ㈲白鳥建築事務所 木更津南 木更津市大久保
983 （有）エイブル 木更津南 木更津市大久保
984 （有）オフィス・エヴァー 木更津南 木更津市大久保
985 ㈲アビコ 木更津南 木更津市大久保
986 ㈲グリーンサービス 木更津南 木更津市大久保
987 （有）石塚工起 木更津南 木更津市大久保
988 ㈲マルマ 木更津南 木更津市大久保
989 (有)関東ミニポンプ 木更津南 木更津市大久保
990 （有）関東リース 木更津南 木更津市大久保
991 関東自動車工業（株） 木更津南 木更津市大久保
992 ㈲石澄 木更津南 木更津市大久保
993 （有）泉水鐵工 木更津南 木更津市潮見
994 ㈱中央鈑金 木更津南 木更津市潮見
995 （有）鬼頭建設 木更津南 木更津市潮見
996 ロッキー工業（株） 木更津南 木更津市潮見
997 かずさライフサポート㈱ 木更津南 木更津市日の出町
998 明王丸酸素（株） 木更津南 木更津市畑沢
999 明王丸商事（株） 木更津南 木更津市畑沢

1000 （宗）波岡寺 木更津南 木更津市畑沢
1001 畑沢興業（株） 木更津南 木更津市畑沢
1002 ㈱エスコアール 木更津南 木更津市畑沢
1003 共和電気工事（株） 木更津南 木更津市畑沢
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1004 （有）新栄電業 木更津南 木更津市畑沢
1005 （有）ライフサポートエージェンシー 木更津南 木更津市畑沢
1006 ㈱葵商事 木更津南 木更津市畑沢
1007 （有）日月 木更津南 木更津市畑沢
1008 ㈲高野エンジニアリング 木更津南 木更津市畑沢
1009 ㈱日本建設 木更津南 木更津市畑沢
1010 新栄土木重機㈲ 木更津南 木更津市畑沢
1011 ㈲小川産業 木更津南 木更津市畑沢
1012 ㈲みずこし商事 木更津南 木更津市畑沢
1013 （有）南幅工業所 木更津南 木更津市畑沢
1014 ㈱あづま給食センター 木更津南 木更津市畑沢
1015 ㈱あづま企画 木更津南 木更津市畑沢
1016 ㈱共同ビジネス 木更津南 木更津市畑沢
1017 山葉重機㈱ 木更津南 木更津市畑沢
1018 （株）京浜 木更津南 木更津市畑沢南
1019 （株）椿コンサルタント 木更津南 木更津市畑沢南
1020 稲葉電設㈲ 木更津南 木更津市畑沢南
1021 （株）一　幸 木更津南 木更津市畑沢南
1022 ㈱S＆Qカンパニー 木更津南 木更津市畑沢南
1023 風鈴堂（同） 木更津南 木更津市畑沢南
1024 （有）クック＆コマチ 木更津南 木更津市畑沢南
1025 （有）磯貝 木更津南 木更津市畑沢南
1026 （有）丸長 木更津南 木更津市畑沢南
1027 （有）渡辺造園 木更津南 木更津市畑沢南
1028 LCMエンジニアリング㈱ 木更津南 木更津市畑沢南
1029 ㈱ｂｅａｒｏｕｎｄ 木更津南 木更津市畑沢南
1030 ㈱拓栄 木更津南 木更津市畑沢南
1031 ㈱タカミ 木更津南 木更津市畑沢南
1032 マスダプロジェクト（有） 木更津南 木更津市畑沢南
1033 ㈲大福 木更津南 木更津市畑沢南
1034 ㈲ガレージ・ケイ 木更津南 木更津市畑沢南
1035 ㈲リーテック 木更津南 木更津市畑沢南
1036 ㈲カズサ保険事務所 木更津南 木更津市畑沢南
1037 （有）エルムインテリア 木更津南 木更津市畑沢南
1038 日東消毒㈱ 木更津南 木更津市八幡台
1039 ㈲和楽 木更津南 木更津市八幡台
1040 （株）タチバナ 木更津南 木更津市八幡台
1041 ㈱アシスト 木更津南 木更津市八幡台
1042 ㈲拓建 木更津南 木更津市八幡台
1043 ㈱鶴岡防災 木更津南 木更津市八幡台
1044 ㈱アークス 請西鎌足 館山市北条
1045 ㈱千葉富士薬品 請西鎌足 市原市青柳
1046 （株）かずさアカデミアパーク 請西鎌足 木更津市かずさ鎌足
1047 日建㈱ 請西鎌足 木更津市幸町
1048 ㈱ヴィオス 請西鎌足 木更津市幸町
1049 ㈲ニヴェロス 請西鎌足 木更津市幸町
1050 ティアレ㈱ 請西鎌足 木更津市幸町
1051 (有)鐵研 請西鎌足 木更津市幸町
1052 ㈱小沼商店 請西鎌足 木更津市幸町
1053 （有）オートセンターエーエッチエス 請西鎌足 木更津市幸町
1054 ㈱大起 請西鎌足 木更津市幸町
1055 （有）佐原電設 請西鎌足 木更津市桜町
1056 ㈱アヅホンダ販売 請西鎌足 木更津市桜町
1057 かずさ環境開発㈱ 請西鎌足 木更津市桜町
1058 （有）津和メンテサービス 請西鎌足 木更津市桜町
1059 （有）原塗装工業 請西鎌足 木更津市真舟
1060 （有）石井鉄筋工業所 請西鎌足 木更津市真舟
1061 （株）サンバル 請西鎌足 木更津市真舟
1062 （有）シーカー 請西鎌足 木更津市真舟
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1063 花匠造園技術 請西鎌足 木更津市真舟
1064 ㈱ＡＳＫ 請西鎌足 木更津市真舟
1065 ㈲アートメンテナンス 請西鎌足 木更津市真舟
1066 学校法人紅陵学院 請西鎌足 木更津市真舟
1067 （有）四宮測量設計 請西鎌足 木更津市真舟
1068 （株）トーソー 請西鎌足 木更津市真舟
1069 （有）グリーンハウスヤマダ 請西鎌足 木更津市真舟
1070 （有）アビリティサービス木更津 請西鎌足 木更津市真舟
1071 ㈲塩井建材 請西鎌足 木更津市真舟
1072 ㈱弘栄 請西鎌足 木更津市真舟
1073 （有）真舟建設工業 請西鎌足 木更津市真舟
1074 （有）イマキ園芸 請西鎌足 木更津市真舟
1075 （有）イマキ造園土木 請西鎌足 木更津市真舟
1076 （有）宮本機工 請西鎌足 木更津市真舟
1077 （株）フジレイ 請西鎌足 木更津市請西
1078 ㈲エスコム 請西鎌足 木更津市請西
1079 （株）藤代会計情報センター 請西鎌足 木更津市請西
1080 （株）上総財産クリニック 請西鎌足 木更津市請西
1081 南總電機（株） 請西鎌足 木更津市請西
1082 （株）鹿島商店 請西鎌足 木更津市請西
1083 （有）モリタ不動産 請西鎌足 木更津市請西
1084 （有）かずさエステートデータバンク 請西鎌足 木更津市請西
1085 （有）万里 請西鎌足 木更津市請西
1086 第一商工㈱ 請西鎌足 木更津市請西
1087 （株）スリーエス 請西鎌足 木更津市請西
1088 ㈱幸和 請西鎌足 木更津市請西
1089 （株）虎屋鋼機 請西鎌足 木更津市請西
1090 （有）アーバンテック 請西鎌足 木更津市請西
1091 （株）大原興商 請西鎌足 木更津市請西
1092 （有）鴇田建築 請西鎌足 木更津市請西
1093 ㈱会営かずさ薬局 請西鎌足 木更津市請西
1094 ㈲黒川電気 請西鎌足 木更津市請西
1095 （有）井下田設備 請西鎌足 木更津市請西
1096 ㈱太田不動産 請西鎌足 木更津市請西
1097 （有）小黒商会 請西鎌足 木更津市請西
1098 （有）マサキ印刷 請西鎌足 木更津市請西
1099 ㈱奥村建設 請西鎌足 木更津市請西
1100 （株）プランタン 請西鎌足 木更津市請西
1101 （有）山五 請西鎌足 木更津市請西
1102 山葉リース㈱ 請西鎌足 木更津市請西
1103 （有）高橋瓦店 請西鎌足 木更津市請西
1104 ㈲井菅ホーム 請西鎌足 木更津市請西
1105 ㈱メイアイテック 請西鎌足 木更津市請西
1106 （有）慶州苑 請西鎌足 木更津市請西
1107 シンコー（株） 請西鎌足 木更津市請西
1108 （有）さくら商事 請西鎌足 木更津市請西
1109 ㈱栄和 請西鎌足 木更津市請西
1110 風間建設（株） 請西鎌足 木更津市請西
1111 （有）新栄産業 請西鎌足 木更津市請西
1112 （有）松井住建 請西鎌足 木更津市請西
1113 ㈲サクノタ 請西鎌足 木更津市請西
1114 東日本開発（株） 請西鎌足 木更津市請西
1115 ㈲共進工業 請西鎌足 木更津市請西
1116 （有）南装 請西鎌足 木更津市請西
1117 共栄電設㈱ 請西鎌足 木更津市請西
1118 （有）真野工業 請西鎌足 木更津市請西
1119 （宗）長楽寺 請西鎌足 木更津市請西
1120 ㈲山村通信 請西鎌足 木更津市請西
1121 （一財）木更津自動車学校 請西鎌足 木更津市請西
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1122 Ｔｗｉｎｓ 請西鎌足 木更津市請西
1123 ㈱ＷＡＴＡＤＥＮ工業 請西鎌足 木更津市請西
1124 (有)介護工房陽だまり 請西鎌足 木更津市請西東
1125 （有）木更津コンピューターサービス 請西鎌足 木更津市請西東
1126 （株）アールシーコーポレーション 請西鎌足 木更津市請西東
1127 東和環境㈲ 請西鎌足 木更津市請西東
1128 ㈱堀切工業 請西鎌足 木更津市請西東
1129 ㈲蕎香 請西鎌足 木更津市請西東
1130 ㈱ウェッジホーム 請西鎌足 木更津市請西東
1131 ㈱アートワークスラパン 請西鎌足 木更津市請西東
1132 東栄建設㈱ 請西鎌足 木更津市請西東
1133 ㈱ＳＳＡＷ 請西鎌足 木更津市請西東
1134 （有）京葉新和 請西鎌足 木更津市請西東
1135 ㈱ＴＯＤＡ 請西鎌足 木更津市請西東
1136 ㈱ライフステーション 請西鎌足 木更津市請西東
1137 ㈱Ｉ・Ｓ・Ｎ 請西鎌足 木更津市請西南
1138 ㈱グラフィックスＳＩＤ 請西鎌足 木更津市請西南
1139 翔栄エンジニアリング㈱ 請西鎌足 木更津市請西南
1140 （有）シャイン 請西鎌足 木更津市請西南
1141 ひまわりふどうさん㈱ 請西鎌足 木更津市請西南
1142 (有)アドヴァンス 請西鎌足 木更津市請西南
1143 ㈱ヤマホコーポレーション 請西鎌足 木更津市請西南
1144 ㈲ＧＲＡＣＥ 請西鎌足 木更津市請西南
1145 ㈱望月工業 請西鎌足 木更津市請西南
1146 六幸電気工業（株） 請西鎌足 木更津市請西南
1147 （有）鳶工業安西 請西鎌足 木更津市草敷
1148 農事組合法人木更津水耕組合 請西鎌足 木更津市草敷
1149 （株）トルー 請西鎌足 木更津市文京
1150 ㈱オカムラ建設 請西鎌足 木更津市文京
1151 （有）三葉地所 請西鎌足 木更津市文京
1152 （有）伊藤建築所 請西鎌足 木更津市文京
1153 （有）山豊工業 請西鎌足 木更津市文京
1154 ㈲重城製作所 請西鎌足 木更津市文京
1155 29ＢＡＬ　木更津ニクバル 請西鎌足 木更津市文京
1156 （有）ケイアールマネージメント 請西鎌足 木更津市文京
1157 吉村コンバイン（有） 請西鎌足 木更津市文京
1158 ㈱プラス 請西鎌足 木更津市文京
1159 （有）日興商事 請西鎌足 木更津市文京
1160 （有）近藤瓦店 請西鎌足 木更津市文京
1161 （有）マツムラエンタープライズ 請西鎌足 木更津市文京
1162 ㈱アポロ警備保障 請西鎌足 木更津市文京
1163 （有）矢那川自動車工業所 請西鎌足 木更津市文京
1164 房総電機工業（株） 請西鎌足 木更津市文京
1165 （医）松青会小松歯科クリニック 請西鎌足 木更津市文京
1166 （有）早石 請西鎌足 木更津市文京
1167 （有）台東部品商会 請西鎌足 木更津市文京
1168 Ｇ．ハウス㈱ 請西鎌足 木更津市文京
1169 ㈱エコス 請西鎌足 木更津市文京
1170 ㈱浜屋 請西鎌足 木更津市文京
1171 （有）草　創　 請西鎌足 木更津市文京
1172 房総ファミリア㈱ 請西鎌足 木更津市文京
1173 （株）牧野会計事務所 請西鎌足 木更津市文京
1174 （株）ケンソー 請西鎌足 木更津市文京
1175 （有）岡崎造園 請西鎌足 木更津市矢那
1176 （有）桑田工業 請西鎌足 木更津市矢那
1177 ㈲泰東牧場 請西鎌足 木更津市矢那
1178 （有）萩原商会 請西鎌足 木更津市矢那
1179 （学）暁星国際学園 請西鎌足 木更津市矢那
1180 （宗）高蔵寺 請西鎌足 木更津市矢那
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1181 （有）加藤工務店 請西鎌足 木更津市矢那
1182 ㈲Ｔ・Ｍクラフト 請西鎌足 木更津市矢那
1183 （有）進藤建築 請西鎌足 木更津市矢那
1184 谷中造園土木㈱ 請西鎌足 木更津市矢那
1185 （有）高増工業 請西鎌足 木更津市矢那
1186 ㈲清水工業 請西鎌足 木更津市矢那
1187 みらい測量㈱ 請西鎌足 木更津市矢那
1188 （有）石勝石材 請西鎌足 木更津市矢那
1189 京葉商事㈱ 請西鎌足 木更津市矢那
1190 ㈱陵石匠 請西鎌足 木更津市矢那
1191 (宗)福田海吉祥庵 請西鎌足 木更津市矢那
1192 （有）庄司石材店 請西鎌足 木更津市矢那
1193 シンク工業（株） 請西鎌足 木更津市矢那
1194 ㈱ヤマグチ自動車 請西鎌足 木更津市矢那
1195 ㈱桃光会 請西鎌足 木更津市矢那
1196 ㈱KUROエージェンシー 請西鎌足 木更津市矢那
1197 木更津石材（株） 請西鎌足 木更津市矢那
1198 ㈲三幣商店 君津第1 君津市下湯江
1199 （有）秋元設備工業 君津第1 君津市下湯江
1200 （有）平野園 君津第1 君津市下湯江
1201 ㈲和田造園産業 君津第1 君津市下湯江
1202 ㈲北南工業 君津第1 君津市下湯江
1203 （有）宮崎電設 君津第1 君津市下湯江
1204 （有）アカツキ自動車商会 君津第1 君津市下湯江
1205 ㈱カクイチ 君津第1 君津市下湯江
1206 アフラック代理店 君津第1 君津市下湯江
1207 （有）和康不動産 君津第1 君津市下湯江
1208 （有）マネジメントサービス 君津第1 君津市久保
1209 ㈲東海千葉保険 君津第1 君津市久保
1210 ㈲タンチョウコーポレーション 君津第1 君津市久保
1211 絆 君津第1 君津市久保
1212 （有）君津フラワーショップ 君津第1 君津市久保
1213 明治安田生命相互会社　君津営業部 君津第1 君津市久保
1214 ㈱つばさ不動産 君津第1 君津市久保
1215 （株）モリツデンキ 君津第1 君津市久保
1216 ㈱菊屋 君津第1 君津市久保
1217 小糸川漁業協同組合 君津第1 君津市久保
1218 東正測地（株） 君津第1 君津市久保
1219 （有）マルミスポーツ 君津第1 君津市久保
1220 ㈱ほけんの栄輝 君津第1 君津市久保
1221 ㈱ライフトータルケア 君津第1 君津市久保
1222 （有）荒井設計事務所 君津第1 君津市久保
1223 佐久間商事（株） 君津第1 君津市久保
1224 （有）君津教販 君津第1 君津市久保
1225 （株）吉見工業 君津第1 君津市久保
1226 (有)高虎工業 君津第1 君津市宮下
1227 東洋ツーリスト（有） 君津第1 君津市宮下
1228 （株）里見電気水道設備 君津第1 君津市宮下
1229 （有）タガミ 君津第1 君津市宮下
1230 ㈱君津矢野工業 君津第1 君津市郡
1231 (有)ひぎり企画 君津第1 君津市郡
1232 ＮＰＯ法人ＯＳＣウィル 君津第1 君津市郡
1233 丸巳電設工業㈱ 君津第1 君津市郡
1234 ㈱泰聖工業 君津第1 君津市郡
1235 ㈱JFTテック 君津第1 君津市郡
1236 君津リース（株） 君津第1 君津市郡
1237 サンコーユニット（株） 君津第1 君津市郡
1238 釼持工業㈱ 君津第1 君津市作木
1239 ㈱玉川鉄工 君津第1 君津市小香
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1240 （有）成運建材 君津第1 君津市小山野
1241 （有）茂木商店 君津第1 君津市小山野
1242 専栄建設㈱ 君津第1 君津市小山野
1243 （有）村田工業 君津第1 君津市小山野
1244 （有）君津自動車鈑金 君津第1 君津市上湯江
1245 （株）むらこし 君津第1 君津市上湯江
1246 （有）トーヨーハウス 君津第1 君津市上湯江
1247 ㈱三船屋 君津第1 君津市上湯江
1248 太勢建設（株） 君津第1 君津市常代
1249 ㈲キミツエクスプレス 君津第1 君津市常代
1250 京葉建設（株） 君津第1 君津市常代
1251 （有）柴崎自動車整備 君津第1 君津市常代
1252 ㈲富永 君津第1 君津市常代
1253 ㈲千葉介護サービス 君津第1 君津市常代
1254 雅産業（株） 君津第1 君津市常代
1255 （有）弥生電気 君津第1 君津市常代
1256 (有)カクイチ 君津第1 君津市常代
1257 （有）内島造園土木 君津第1 君津市常代
1258 （有）笹原工務店 君津第1 君津市新御堂
1259 （宗）最勝福寺 君津第1 君津市新御堂
1260 （有）商朋 君津第1 君津市台
1261 （有）ニユートラル 君津第1 君津市台
1262 千葉チャート（株） 君津第1 君津市台
1263 宮野木機工㈱君津営業所 君津第1 君津市台
1264 ㈲シゲタ建設 君津第1 君津市大山野
1265 ㈱シモダ 君津第1 君津市大山野
1266 大成建材（株） 君津第1 君津市中富
1267 （有）おやま動物病院 君津第1 君津市中富
1268 新都市開発（株） 君津第1 君津市中野
1269 （株）アスク 君津第1 君津市中野
1270 (有)良久 君津第1 君津市中野
1271 （有）庄司水道 君津第1 君津市中野
1272 ㈱ノザワ 君津第1 君津市中野
1273 （有）丸茂整備工業所 君津第1 君津市中野
1274 （有）小川種苗店 君津第1 君津市中野
1275 （有）しらいし 君津第1 君津市中野
1276 ㈲市川動物病院 君津第1 君津市中野
1277 （有）イイヅカ 君津第1 君津市中野
1278 （有）君津清掃社 君津第1 君津市中野
1279 （有）山新建設 君津第1 君津市中野
1280 （有）パテスリーロンシャン 君津第1 君津市中野
1281 （有）裕髙商事 君津第1 君津市中野
1282 三共（資） 君津第1 君津市中野
1283 森田屋電気（株） 君津第1 君津市中野
1284 （株）君津住宅 君津第1 君津市中野
1285 （有）村井造園土木 君津第1 君津市中野
1286 眞永工業（株） 君津第1 君津市中野
1287 （有）てんれい 君津第1 君津市中野
1288 千葉信用金庫君津支店 君津第1 君津市中野
1289 （有）アステック 君津第1 君津市中野
1290 ㈱ジースリー 君津第1 君津市中野
1291 （有）ミルクハウス 君津第1 君津市中野
1292 （株）サンセルモ 君津第1 君津市中野
1293 ニチデン工業（株） 君津第1 君津市中野
1294 ㈲良栄社商会 君津第1 君津市中野
1295 丸増商事（株） 君津第1 君津市中野
1296 トスコム（有） 君津第1 君津市中野
1297 ㈱泉水建材 君津第1 君津市中野
1298 （有）あきエンジニアリング 君津第1 君津市中野
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1299 （有）ふじみ寿し 君津第1 君津市中野
1300 ファミリースマイルそら（同） 君津第1 君津市中野
1301 （株）坂口工業所 君津第1 君津市中野
1302 （有）マルク商会 君津第1 君津市中野
1303 （有）丸弥建物 君津第1 君津市中野
1304 ㈱一色工業 君津第1 君津市中野
1305 （宗）満隆寺 君津第1 君津市貞元
1306 （有）鮎川自動車商会 君津第1 君津市貞元
1307 （株）やなぎや 君津第1 君津市貞元
1308 （有）協和アルミ 君津第1 君津市貞元
1309 （宗）神将寺 君津第1 君津市貞元
1310 （有）中興工業 君津第1 君津市貞元
1311 医療法人社団松風会 君津第1 君津市南久保
1312 （有）ノイエス 君津第1 君津市南久保
1313 君津信用組合君津支店 君津第1 君津市南久保
1314 拓進興業㈲ 君津第1 君津市南久保
1315 （有）佐久間建築材店 君津第1 君津市南久保
1316 ㈲吉田海苔 君津第1 君津市南久保
1317 （株）ミヤ自動車 君津第1 君津市南久保
1318 ㈲あきた 君津第1 君津市南久保
1319 ㈱匠亜環境テイク 君津第1 君津市南久保
1320 （有）トキワ測量設計 君津第1 君津市南久保
1321 アクアトラベル㈱ 君津第1 君津市南久保
1322 太田薬品（株） 君津第1 君津市南久保
1323 （有）岡本産業 君津第1 君津市南久保
1324 （有）丸正ハイツ 君津第1 君津市南久保
1325 （有）三船商会 君津第1 君津市南久保
1326 （株）三船地所 君津第1 君津市南久保
1327 （有）山葉測量 君津第1 君津市南久保
1328 （有）清幸丸水産 君津第1 君津市八幡
1329 （有）池広建設 君津第1 君津市八幡
1330 タニイチ塗料㈱ 君津第1 君津市北久保
1331 （有）アサヒハウジング 君津第1 君津市北久保
1332 ㈱ｎａiｖｅ 君津第1 君津市北久保
1333 ㈱スナミ 君津第1 君津市六手
1334 (有)六代 君津第1 君津市六手
1335 （宗）附属寺 君津第1 君津市六手
1336 （有）相川造園土木 君津第1 君津市六手
1337 石川金属工業（株） 君津第2 君津市君津
1338 新日鐵住金㈱君津製鐵所 君津第2 君津市君津
1339 君津共同火力（株） 君津第2 君津市君津
1340 （一社）君津健康センター 君津第2 君津市君津
1341 ㈱富士鉄鋼センター 君津第2 君津市君津
1342 エスメント関東（株） 君津第2 君津市君津
1343 関東ワークス（株） 君津第2 君津市君津
1344 日鉄住金物流君津㈱ 君津第2 君津市君津
1345 木信産業(株) 君津第2 君津市君津
1346 ㈲サクマ造園 君津第2 君津市君津台
1347 ㈱野口技術研究所 君津第2 君津市君津台
1348 （有）イチヤマ 君津第2 君津市君津台
1349 ㈱雄一真 君津第2 君津市君津台
1350 （有）クリーントゥエンティワン 君津第2 君津市坂田
1351 （有）丸子自動車リペアセンター 君津第2 君津市坂田
1352 ㈱富士食品 君津第2 君津市坂田
1353 （有）秋香園 君津第2 君津市坂田
1354 ㈱メビウス 君津第2 君津市坂田
1355 君津緑工事（有） 君津第2 君津市坂田
1356 （株）八千代商事 君津第2 君津市坂田
1357 （株）エムエスシー 君津第2 君津市坂田
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1358 協立工業（有） 君津第2 君津市坂田
1359 （有）多田製パン 君津第2 君津市坂田
1360 （宗）長福寺 君津第2 君津市坂田
1361 （有）カネイ商事 君津第2 君津市坂田
1362 （有）富士塗装 君津第2 君津市坂田
1363 （有）ヒラノスポーツ 君津第2 君津市坂田
1364 旭精工（株） 君津第2 君津市坂田
1365 （株）平野組 君津第2 君津市坂田
1366 （有）ヒロセ 君津第2 君津市坂田
1367 (有)タカウラ 君津第2 君津市人見
1368 （宗）青蓮寺 君津第2 君津市人見
1369 松尾電業（株） 君津第2 君津市人見
1370 （有）ユウマ住設工業 君津第2 君津市人見
1371 （有）高橋設備 君津第2 君津市人見
1372 ㈲冨安工業 君津第2 君津市人見
1373 藤崎工業㈱ 君津第2 君津市人見
1374 木下企画工業（有） 君津第2 君津市人見
1375 （有）白井設計 君津第2 君津市人見
1376 （有）ミスズ 君津第2 君津市人見
1377 （有）東洋レジャー企画 君津第2 君津市人見
1378 （有）スマイル 君津第2 君津市人見
1379 ㈱ライフサポート天笠 君津第2 君津市人見
1380 （有）かわな 君津第2 君津市人見
1381 ㈱日創 君津第2 君津市人見
1382 ミドリ安全君津（株） 君津第2 君津市人見
1383 太総産業（株） 君津第2 君津市人見
1384 （有）三津和石油 君津第2 君津市人見
1385 ㈱ワシダ君津営業所 君津第2 君津市人見
1386 ㈱キミツコラム 君津第2 君津市人見
1387 清永電機（有） 君津第2 君津市人見
1388 （株）ワルター京葉 君津第2 君津市人見
1389 ㈱広田鉄工所 君津第2 君津市人見
1390 （株）山双 君津第2 君津市人見
1391 ㈱天昌機電社 君津第2 君津市人見
1392 ㈲石井鉄工所 君津第2 君津市人見
1393 かずさ広告企画㈱ 君津第2 君津市人見
1394 新葉産建（株） 君津第2 君津市人見
1395 （有）親和商店 君津第2 君津市人見
1396 ㈲ワイエヌエスエラステック 君津第2 君津市人見
1397 （有）信栄リース 君津第2 君津市人見
1398 （株）イシカワ 君津第2 君津市人見
1399 （有）髙橋整備 君津第2 君津市人見
1400 ㈱ソウマ 君津第2 君津市人見
1401 （有）吉浜庄蔵商店 君津第2 君津市人見
1402 ナトゥアリーベ明石屋㈲ 君津第2 君津市人見
1403 ㈲神門産業 君津第2 君津市人見
1404 ㈱ミカサ 君津第2 君津市人見
1405 ティーワークＣＲＡＦＴ㈱ 君津第2 君津市人見
1406 日鉄住金テックスエンジ㈱ 君津第2 君津市人見
1407 ㈱アガツマ 君津第2 君津市人見
1408 （有）三冷設備 君津第2 君津市人見
1409 ㈲三浦工業 君津第2 君津市人見川尻
1410 （有）ユウワ 君津第2 君津市西坂田
1411 (有)新和建設 君津第2 君津市西坂田
1412 （株）三峯 君津第2 君津市西坂田
1413 （有）北九機工 君津第2 君津市西坂田
1414 前田測量（株） 君津第2 君津市西坂田
1415 (有)美明工業 君津第2 君津市西坂田
1416 ㈱ＡＳＵ 君津第2 君津市西坂田
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1417 （有）吉田建設 君津第2 君津市西坂田
1418 ㈱新葉ホーム 君津第2 君津市西坂田
1419 ㈱新葉エステート 君津第2 君津市西坂田
1420 （有）英建築デザイン事務所 君津第2 君津市西坂田
1421 ㈲アウトグロウス 君津第2 君津市西坂田
1422 ㈱エステートコンサル 君津第2 君津市西坂田
1423 後藤鐵工㈱ 君津第2 君津市西坂田
1424 （有）ソーラーフィルム 君津第2 君津市西坂田
1425 昭栄興産（株） 君津第2 君津市西坂田
1426 （名）三和商事 君津第2 君津市西坂田
1427 大起建設（株） 君津第2 君津市西坂田
1428 （株）双葉ハウジング 君津第2 君津市西坂田
1429 （有）誠和不動産 君津第2 君津市西坂田
1430 （有）本間鮮魚店 君津第2 君津市西坂田
1431 食事処寿々㐂 君津第2 君津市台
1432 （有）昭伸開発 君津第2 君津市大和田
1433 富士産業（有） 君津第2 君津市大和田
1434 （有）正和建物 君津第2 君津市大和田
1435 （有）山葉電気工事 君津第2 君津市大和田
1436 太陽開発（株） 君津第2 君津市大和田
1437 (有)貴森工業 君津第2 君津市大和田
1438 エムイー（有） 君津第2 君津市大和田
1439 （有）大和商事 君津第2 君津市大和田
1440 （有）大和田電気 君津第2 君津市大和田
1441 （有）日新測量設計 君津第2 君津市大和田
1442 （株）中央測量設計 君津第2 君津市大和田
1443 ヨコハマタイヤネットワークサービス首都圏㈱君津支店 君津第2 君津市大和田
1444 （有）誠和建設 君津第2 君津市大和田
1445 （株）正木設計 君津第2 君津市大和田
1446 （株）君津運送 君津第2 君津市大和田
1447 君津ビルサービス（株） 君津第2 君津市大和田
1448 （有）君津塗装 君津第2 君津市大和田
1449 君津ビジネスサービス㈱ 君津第2 君津市大和田
1450 ㈱千葉銀行君津支店 君津第2 君津市東坂田
1451 ㈲エステートピア 君津第2 君津市東坂田
1452 ㈱亀山太陽社 君津第2 君津市東坂田
1453 （有）アイコンメガネチェーン 君津第2 君津市東坂田
1454 Pub　Leｌien 君津第2 君津市東坂田
1455 シュガーランプ 君津第2 君津市東坂田
1456 ㈲ファミリー 君津第2 君津市東坂田
1457 ㈱サカイ（ホテル千成） 君津第2 君津市東坂田
1458 ㈱新昭和 君津第2 君津市東坂田
1459 （有）昭栄 君津第2 君津市東坂田
1460 （医）新都市医療研究所君津会 君津第2 君津市東坂田
1461 （有）ファーマサービス・ツーワン 君津第2 君津市東坂田
1462 （株）ノバ．メディクス 君津第2 君津市東坂田
1463 （株）プラスワンホーム 君津第2 君津市陽光台
1464 （有）アイ．シー．アイ 君津第3 君津市外箕輪
1465 （有）サカリ舗装 君津第3 君津市外箕輪
1466 ㈲かずさ和牛工房 君津第3 君津市外箕輪
1467 （有）澤藤電設 君津第3 君津市外箕輪
1468 （有）邦栄設備 君津第3 君津市外箕輪
1469 （有）ケンモツ薬局 君津第3 君津市外箕輪
1470 大島建設㈲ 君津第3 君津市外箕輪
1471 （有）オーツク建設 君津第3 君津市外箕輪
1472 （有）安田自動車 君津第3 君津市外箕輪
1473 ㈱アシスト 君津第3 君津市外箕輪
1474 ＲＩＺＥ㈱ 君津第3 君津市外箕輪
1475 ナチュラルクリーン（株） 君津第3 君津市外箕輪
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1476 （有）カネス 君津第3 君津市外箕輪
1477 （有）エム，アンド，エム 君津第3 君津市外箕輪
1478 （有）藤産商 君津第3 君津市外箕輪
1479 （株）協同建設 君津第3 君津市外箕輪
1480 （有）千葉ハウスサービス 君津第3 君津市外箕輪
1481 （有）植田建設 君津第3 君津市外箕輪
1482 (株)渡保険センター君津営業所 君津第3 君津市外箕輪
1483 （有）内山工務店 君津第3 君津市外箕輪
1484 上総都市計画（株） 君津第3 君津市外箕輪
1485 （有）相模屋 君津第3 君津市外箕輪
1486 ㈱アド・クリエイション 君津第3 君津市外箕輪
1487 （株）トランスポート．アプローチ 君津第3 君津市外箕輪
1488 （有）胡弓飯店 君津第3 君津市外箕輪
1489 東海産業㈱ 君津第3 君津市外箕輪
1490 （有）増田モータース 君津第3 君津市外箕輪
1491 神葉ヂーゼル㈲ 君津第3 君津市外箕輪
1492 （有）朝生建設興業 君津第3 君津市外箕輪
1493 (有)君津車体 君津第3 君津市外箕輪
1494 ㈲福山花火工場 君津第3 君津市外箕輪
1495 （有）越川自動車工業 君津第3 君津市外箕輪
1496 （有）ビーイング 君津第3 君津市外箕輪
1497 （有）福田水道 君津第3 君津市外箕輪
1498 （有）三倉商事 君津第3 君津市外箕輪
1499 （有）君津銚子屋商店 君津第3 君津市外箕輪
1500 （有）マルヤス商店 君津第3 君津市外箕輪
1501 （有）長谷川経師店 君津第3 君津市外箕輪
1502 ホーナン建設工業（株） 君津第3 君津市外箕輪
1503 （株）高橋工業所 君津第3 君津市外箕輪
1504 （有）大慶建築 君津第3 君津市外箕輪
1505 （有）総合造園 君津第3 君津市三直
1506 ㈲廣田商店 君津第3 君津市三直
1507 （有）内山建設 君津第3 君津市三直
1508 （有）栄光商事 君津第3 君津市三直
1509 （有）ヒロ 君津第3 君津市泉
1510 ㈲森建材工業 君津第3 君津市中野
1511 ㈱イーバード 君津第3 君津市内箕輪
1512 （有）タリア商事 君津第3 君津市内箕輪
1513 福永コンサルティングオフィス 君津第3 君津市内箕輪
1514 ㈲一和商事 君津第3 君津市内箕輪
1515 ㈱アルファ炉工業 君津第3 君津市内箕輪
1516 ㈲新栄建物サービス 君津第3 君津市内箕輪
1517 ㈱エムエスティ 君津第3 君津市内箕輪
1518 ㈱和組 君津第3 君津市南子安
1519 （株）誠進電業社 君津第3 君津市南子安
1520 （有）杉田アルミ工業 君津第3 君津市南子安
1521 ㈱房総エステート 君津第3 君津市南子安
1522 （宗）空蔵院 君津第3 君津市南子安
1523 （有）津園 君津第3 君津市南子安
1524 （有）森防災設備 君津第3 君津市南子安
1525 （有）大野石油 君津第3 君津市南子安
1526 （有）吉野興業 君津第3 君津市南子安
1527 ㈲成本商店 君津第3 君津市南子安
1528 居酒屋ＺＯＮＥ 君津第3 君津市南子安
1529 ㈲牧野商店 君津第3 君津市南子安
1530 （有）石川商店 君津第3 君津市南子安
1531 （有）川名商事 君津第3 君津市南子安
1532 ㈱寿塗装 君津第3 君津市南子安
1533 ㈱Ｒｅｐａｉｒｕｓ 君津第3 君津市南子安
1534 （有）コンノ 君津第3 君津市南子安
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1535 （株）ケイワイコーポレーション 君津第3 君津市南子安
1536 千葉信用金庫君津東支店 君津第3 君津市南子安
1537 （有）拓葉開発 君津第3 君津市南子安
1538 ㈱みらいず 君津第3 君津市南子安
1539 ㈲アトラクティブカンパニー 君津第3 君津市南子安
1540 (有)ムラタ 君津第3 君津市南子安
1541 （有）イシワタ 君津第3 君津市南子安
1542 （有）トリカイ 君津第3 君津市南子安
1543 ㈱新昭和リビンズ 君津第3 君津市南子安
1544 ㈲トーアテクノサービス 君津第3 君津市南子安
1545 ㈱ケービーピー 君津第3 君津市南子安
1546 ㈱フレックスコスモ 君津第3 君津市南子安
1547 ㈱コスモスペース 君津第3 君津市南子安
1548 元気悠遊南関東㈱ 君津第3 君津市南子安
1549 ㈱ファインメカニカル 君津第3 君津市南子安
1550 （有）荒木工業 君津第3 君津市南子安
1551 ヤマダ建設㈱ 君津第3 君津市南子安
1552 君津信用組合子安支店 君津第3 君津市南子安
1553 ㈱大都商会君津営業所 君津第3 君津市南子安
1554 ㈱條和工業 君津第3 君津市南子安
1555 （有）エンゼル 君津第3 君津市南子安
1556 （有）尾張屋 君津第3 君津市南子安
1557 ㈱オアシスグループ 君津第3 君津市南子安
1558 （有）香基 君津第3 君津市南子安
1559 ㈲上総ミニポンプ 君津第3 君津市八重原
1560 （有）浦部建設 君津第3 君津市法木作
1561 ㈱アスアーク技術設計 君津第3 君津市法木作
1562 （有）征申工業 君津第3 君津市法木作
1563 （有）マルタカ商事 君津第3 君津市法木作
1564 （有）山田測量事務所 君津第3 君津市北子安
1565 キミデン工業（株） 君津第3 君津市北子安
1566 （有）鈴木商事 君津第3 君津市北子安
1567 （同）スズキ重機運輸 君津第3 君津市北子安
1568 ㈱森本防水 君津第3 君津市北子安
1569 三木造園土木（株） 君津第3 君津市北子安
1570 （株）子安電気工業 君津第3 君津市北子安
1571 ㈲エスケイコーポレーション 君津第3 君津市北子安
1572 ㈱ベイ．エレックス 君津第3 君津市北子安
1573 ㈱ワールドアップジャパン 君津第3 君津市北子安
1574 （有）一駒 君津第3 君津市北子安
1575 ㈱伊藤土建 君津第3 君津市北子安
1576 ㈱カーメンテナンス川島 君津第3 君津市北子安
1577 （有）三陽リフォーム 君津第3 君津市北子安
1578 新和電設(株) 君津第3 君津市北子安
1579 ㈲新興産業 君津第3 君津市北子安
1580 （有）ケイエムエス 君津第3 君津市北子安
1581 （特）シェーネ・ルフト 君津第3 君津市北子安
1582 （資）シェーネ．ベルグ　 君津第3 君津市北子安
1583 ㈱日和テック 君津第3 君津市北子安
1584 （株）ゆがわら 君津第3 君津市北子安
1585 ㈱成山 君津第3 君津市北子安
1586 （株）エクステリア・和 君津第3 君津市北子安
1587 ㈱アドマスター 君津第3 君津市北子安
1588 ウィステリア㈱ 君津第3 君津市北子安
1589 （有）ケーワイメディカル 君津第3 君津市杢師
1590 （有）太幸商事 君津第3 君津市杢師
1591 丸宮産業（株） 君津第3 君津市杢師
1592 ㈲ミヤサカ 君津第3 君津市杢師
1593 君津商工会議所 君津第3 君津市杢師
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1594 （有）カワコシ 君津第3 君津市杢師
1595 優栄建装㈱ 君津第3 君津市杢師
1596 ㈲田中工業 君津第3 君津市杢師
1597 （有）あめ家 君津第3 君津市杢師
1598 （有）和製作所 君津第3 君津市杢師
1599 清水リース（株） 君津第3 君津市杢師
1600 ㈲フレッシュはしもと 君津第3 君津市杢師
1601 笠野商事㈱ 君津第3 君津市杢師
1602 (有)恒和 君津第3 君津市杢師
1603 （株）今軌道 君津第3 君津市杢師
1604 （有）公美工業 君津第3 君津市杢師
1605 （有）本間設備 君津第3 君津市杢師
1606 （株）中根商会 君津第3 君津市杢師
1607 （株）ナカネコーポレーション 君津第3 君津市杢師
1608 （有）オフィスザイン 君津第3 君津市杢師
1609 （有）市原リースサービス 君津第3 木更津市ほたる野
1610 ㈱二見工業 小糸清和 君津市鎌滝
1611 （有）君津総建 小糸清和 君津市鎌滝
1612 （有）鳥飼林産事業所 小糸清和 君津市鎌滝
1613 （医）社団鎌田歯科医院 小糸清和 君津市鎌滝
1614 君津竹材（株） 小糸清和 君津市鎌滝
1615 （株）千葉園芸 小糸清和 君津市鎌滝
1616 （宗）高照院 小糸清和 君津市鎌滝
1617 （有）三原測量 小糸清和 君津市鎌滝
1618 （宗）天南寺 小糸清和 君津市鎌滝
1619 鎌滝建材（株） 小糸清和 君津市糠田
1620 （株）グリーン・メンテナンス 小糸清和 君津市糠田
1621 （有）新生社 小糸清和 君津市糠田
1622 ㈱カジオ 小糸清和 君津市糠田
1623 （有）和真商事 小糸清和 君津市糠田
1624 （同）アマテラス 小糸清和 君津市糠田
1625 （有）栄和自動車 小糸清和 君津市糠田
1626 小糸運輸（有） 小糸清和 君津市糠田
1627 （有）カーサービス箕輪 小糸清和 君津市行馬
1628 ㈱平野ブロック工業 小糸清和 君津市根本
1629 一般社団法人　こいと 小糸清和 君津市根本
1630 ㈲星原商店 小糸清和 君津市根本
1631 ミズホ生コンクリート工業（株） 小糸清和 君津市市宿
1632 （有）三鈴自動車工業 小糸清和 君津市市宿
1633 （有）奥村工業 小糸清和 君津市市宿
1634 （有）関根建材 小糸清和 君津市市宿
1635 （有）コスモ交通 小糸清和 君津市糸川
1636 （有）田村自動車工業 小糸清和 君津市糸川
1637 （有）村治型枠工業 小糸清和 君津市糸川
1638 （有）若名屋工務店 小糸清和 君津市糸川
1639 房総開発（株） 小糸清和 君津市鹿野山
1640 鹿野山神野寺 小糸清和 君津市鹿野山
1641 （株）大塚屋旅館 小糸清和 君津市鹿野山
1642 ㈱鈴木工業 小糸清和 君津市小糸大谷
1643 （宗）密乗院 小糸清和 君津市小糸大谷
1644 （株）邦和設備 小糸清和 君津市上
1645 中野建築（有） 小糸清和 君津市上
1646 （医）社団周晴会鈴木病院 小糸清和 君津市上
1647 （有）前嶋建設 小糸清和 君津市上
1648 （有）長谷川工務店 小糸清和 君津市上
1649 （宗）大宮寺 小糸清和 君津市上
1650 ㈲春日製畳 小糸清和 君津市上
1651 （有）森設備工業 小糸清和 君津市正木
1652 金見産業（株） 小糸清和 君津市清和市場
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1653 （株）技研千葉 小糸清和 君津市泉
1654 ㈱キミテック 小糸清和 君津市泉
1655 （有）パイロテクス 小糸清和 君津市泉
1656 ㈱千葉ソーイング 小糸清和 君津市泉
1657 ㈲渡辺商店 小糸清和 君津市泉
1658 （有）安西タクシー 小糸清和 君津市泉
1659 （有）インテリアハウス 小糸清和 君津市泉
1660 ㈲花穂 小糸清和 君津市泉
1661 ㈲スラタン 小糸清和 君津市泉
1662 ㈱石橋工務店 小糸清和 君津市泉
1663 (株)十全社 小糸清和 君津市泉
1664 （有）柴田重機 小糸清和 君津市泉
1665 ㈲三山自動車 小糸清和 君津市泉
1666 江田工業（有） 小糸清和 君津市泉
1667 泉商事（有） 小糸清和 君津市泉
1668 （宗）万福寺 小糸清和 君津市大井戸
1669 （有）三ツ矢ハウス 小糸清和 君津市大井戸
1670 （有）佐藤商会 小糸清和 君津市大野台
1671 （株）グリーンアメニティ 小糸清和 君津市大野台
1672 ㈱ドリーミング・プレイス 小糸清和 君津市大野台
1673 （宗）妙性寺 小糸清和 君津市大鷲
1674 （株）山中電気 小糸清和 君津市中島
1675 サボワール㈲ 小糸清和 君津市中島
1676 （有）カワナ 小糸清和 君津市中島
1677 （有）三島屋商店 小糸清和 君津市中島
1678 君津書店協同組合 小糸清和 君津市中島
1679 （有）石塚文化堂 小糸清和 君津市中島
1680 末広物産（株） 小糸清和 君津市中島
1681 ㈲木村商店 小糸清和 君津市中島
1682 （有）山下屋金物店 小糸清和 君津市中島
1683 （有）サンワ測量設計 小糸清和 君津市中島
1684 日本郵便㈱小糸郵便局 小糸清和 君津市中島
1685 （宗）妙浄寺 小糸清和 君津市中島
1686 （有）旭葉通信 小糸清和 君津市中島
1687 （宗）成願寺 小糸清和 君津市中島
1688 （有）加藤ワークス 小糸清和 君津市中島
1689 ㈲乳井板金 小糸清和 君津市中島
1690 (有)浅野製作所 小糸清和 君津市長石
1691 （有）高橋園芸 小糸清和 君津市長石
1692 （有）緑庭 小糸清和 君津市長石
1693 (有)おかむら 小糸清和 君津市塚原
1694 君津市農業協同組合　本店 小糸清和 君津市塚原
1695 （有）山田食品 小糸清和 君津市塚原
1696 （株）平田工務店 小糸清和 君津市東粟倉
1697 ㈱明石工業 小糸清和 君津市東日笠
1698 (有)山口鉄工 小糸清和 君津市日渡根
1699 （有）真木建材 小糸清和 君津市日渡根
1700 熊野前住宅（有） 小糸清和 君津市白駒
1701 （有）オオシマテック 小糸清和 君津市白駒
1702 （株）コスモメイト 小糸清和 君津市白駒
1703 ㈲谷造園 小糸清和 君津市白駒
1704 （有）君津サッシ鋼業 小糸清和 君津市福岡
1705 ㈲クレッシェンド 小糸清和 君津市福岡
1706 苅込輪業（有） 小糸清和 君津市福岡
1707 兼子興産（株） 小糸清和 君津市福岡道下
1708 （宗）国分寺 小糸清和 君津市平田
1709 斉藤建材興業（有） 小糸清和 君津市平田
1710 九十九開発（有） 小糸清和 君津市平田
1711 ㈱ロマンの森 小糸清和 君津市豊英
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1712 （株）日本ロード 小糸清和 君津市練木
1713 （株）森酒造店 小櫃上総 君津市愛宕
1714 ㈲ピクタ 小櫃上総 君津市芋窪
1715 （株）川名工務店 小櫃上総 君津市浦田
1716 （宗）妙長寺 小櫃上総 君津市浦田
1717 （有）ハセガワ航測 小櫃上総 君津市浦田
1718 （有）初芝工業 小櫃上総 君津市賀恵渕
1719 （有）泉自動車 小櫃上総 君津市賀恵渕
1720 ㈱千南興業 小櫃上総 君津市賀恵渕
1721 ㈲サニー工芸 小櫃上総 君津市賀恵渕天王前
1722 ㈱カワモト 小櫃上総 君津市釜生
1723 ㈲石井商店 小櫃上総 君津市吉野
1724 ㈱石井宏建材 小櫃上総 君津市吉野
1725 関東機設（株） 小櫃上総 君津市吉野
1726 ヤスミ資材（株） 小櫃上総 君津市吉野
1727 ヤスミ生コン（株） 小櫃上総 君津市吉野
1728 ㈱ワイエスホールディングス 小櫃上総 君津市吉野
1729 クリエート開発（株） 小櫃上総 君津市吉野
1730 千葉石産（株） 小櫃上総 君津市吉野
1731 さつき住宅（有） 小櫃上総 君津市久留里市場
1732 吉崎酒造（株） 小櫃上総 君津市久留里市場
1733 （有）鳥健畜産商会 小櫃上総 君津市久留里市場
1734 日本郵便㈱久留里郵便局 小櫃上総 君津市久留里市場
1735 （有）山徳 小櫃上総 君津市久留里市場
1736 （有）坂本商店 小櫃上総 君津市久留里市場
1737 ㈱ホウリー・ウッズ 小櫃上総 君津市久留里市場
1738 （有）金子屋 小櫃上総 君津市久留里市場
1739 (有)大黒屋 小櫃上総 君津市久留里市場
1740 藤平酒造(資) 小櫃上総 君津市久留里市場
1741 （有）佐野屋 小櫃上総 君津市久留里市場
1742 （有）堀内薬局 小櫃上総 君津市久留里市場
1743 ㈲松井印刷所 小櫃上総 君津市久留里市場
1744 ㈲木村屋金物店 小櫃上総 君津市久留里市場
1745 千葉信用金庫久留里支店 小櫃上総 君津市久留里市場
1746 （株）真田本店 小櫃上総 君津市久留里市場
1747 ㈱千葉銀行久留里支店 小櫃上総 君津市久留里市場
1748 （宗）正源寺 小櫃上総 君津市久留里市場
1749 （有）アオミヤ興産 小櫃上総 君津市久留里市場
1750 （株）久留里製材所 小櫃上総 君津市久留里市場
1751 （有）神子建設 小櫃上総 君津市久留里市場
1752 （有）材研 小櫃上総 君津市久留里市場
1753 （有）山口商店 小櫃上総 君津市久留里市場
1754 （有）タナカ測量設計 小櫃上総 君津市久留里市場
1755 （有）仲田屋ラジオ店 小櫃上総 君津市久留里市場
1756 (有)岡山設計住宅 小櫃上総 君津市久留里市場
1757 （株）協和地所 小櫃上総 君津市久留里市場
1758 （有）江沢商店 小櫃上総 君津市久留里市場
1759 （有）牧野モータース 小櫃上総 君津市久留里市場
1760 （有）鈴木板金工務店 小櫃上総 君津市久留里市場
1761 久留里建具（企） 小櫃上総 君津市久留里市場
1762 （有）一木自動車 小櫃上総 君津市久留里市場
1763 （有）大隅商店 小櫃上総 君津市久留里市場
1764 （株）桑田工務店 小櫃上総 君津市久留里市場
1765 （有）牧野商事運輸 小櫃上総 君津市久留里大谷
1766 （有）三和サービス 小櫃上総 君津市久留里大谷
1767 （有）斉藤電設 小櫃上総 君津市栗坪
1768 ㈲ミラーユ 小櫃上総 君津市栗坪
1769 （株）上智 小櫃上総 君津市栗坪
1770 ㈲かずさ緑地 小櫃上総 君津市栗坪

Page 30



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
1771 （資）徳島屋商店 小櫃上総 君津市戸崎
1772 （宗）萬福寺 小櫃上総 君津市戸崎
1773 （有）モリモト地所 小櫃上総 君津市戸崎
1774 ㈱森工舎 小櫃上総 君津市戸崎
1775 丸宮物産（株） 小櫃上総 君津市戸崎
1776 （株）宮崎酒造店 小櫃上総 君津市戸崎
1777 （有）佐久間総業 小櫃上総 君津市戸崎
1778 （有）双信光器製作所 小櫃上総 君津市向郷
1779 小川物産（有） 小櫃上総 君津市向郷
1780 ㈱オーティス 小櫃上総 君津市向郷
1781 （有）前田鐵鋼建設 小櫃上総 君津市向郷
1782 緒形商事（株） 小櫃上総 君津市向郷
1783 バリューチェーン㈱ 小櫃上総 君津市向郷
1784 ㈱かずさトラスト 小櫃上総 君津市向郷
1785 (株)上総自動車教習所 小櫃上総 君津市向郷
1786 ㈱エーピー 小櫃上総 君津市向郷字愛宕前
1787 （有）唐鎌工務店 小櫃上総 君津市広岡
1788 芙蓉商事（株） 小櫃上総 君津市広岡
1789 （宗）幸田寺 小櫃上総 君津市広岡
1790 （資）鍛冶屋商店 小櫃上総 君津市広岡
1791 （有）池田商店 小櫃上総 君津市広岡
1792 （有）上総電気水道 小櫃上総 君津市広岡
1793 フジプランニング 小櫃上総 君津市広岡
1794 ㈱サングリーン君津 小櫃上総 君津市香木原
1795 （有）亀山給油所宮野石油店 小櫃上総 君津市笹
1796 （宗）明覚院 小櫃上総 君津市笹
1797 (有)南房サービス 小櫃上総 君津市笹
1798 （有）相川自動車 小櫃上総 君津市笹
1799 千葉オイレッシュ（株） 小櫃上総 君津市笹
1800 （有）きみつふれあいの里 小櫃上総 君津市笹
1801 （株）秋元木工 小櫃上総 君津市笹
1802 ㈱イハラ 小櫃上総 君津市笹
1803 （宗）龍泉寺 小櫃上総 君津市山滝野
1804 （有）上総一河園 小櫃上総 君津市山滝野
1805 農業生産法人（有）西野 小櫃上総 君津市山滝野
1806 （株）菜の花エッグ 小櫃上総 君津市山滝野
1807 （農）千葉育成センター 小櫃上総 君津市山滝野
1808 （株）あんじ 小櫃上総 君津市山滝野
1809 （有）光永ファーム 小櫃上総 君津市山滝野
1810 ヤスミ建材（株） 小櫃上総 君津市山本
1811 旭石産（株） 小櫃上総 君津市山本
1812 （宗）圓明院 小櫃上総 君津市山本
1813 マルユー㈱ 小櫃上総 君津市山本
1814 （有）鳥海ファーム 小櫃上総 君津市寺沢
1815 （有）小櫃清掃社 小櫃上総 君津市寺沢
1816 (宗)実蔵院 小櫃上総 君津市寺沢
1817 （宗）円如寺 小櫃上総 君津市小市部
1818 （有）ますか 小櫃上総 君津市小櫃台
1819 （株）鴇田エンタープライズ 小櫃上総 君津市小櫃台
1820 （宗）薬王院 小櫃上総 君津市西原
1821 （有）田中商会 小櫃上総 君津市西原
1822 （有）上総自動車工業 小櫃上総 君津市西原
1823 東洋アルミ建材（株） 小櫃上総 君津市西原
1824 （株）須藤本家 小櫃上総 君津市青柳
1825 (医)社団　慈永会 小櫃上総 君津市青柳
1826 （株）安藤瓦店 小櫃上総 君津市青柳
1827 （有）松浦電設 小櫃上総 君津市青柳
1828 照建設（有） 小櫃上総 君津市折木沢
1829 （有）亀山自動車工業 小櫃上総 君津市折木沢
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1830 ㈲アスターセレーネ 小櫃上総 君津市折木沢
1831 （有）晃葉工産 小櫃上総 君津市川谷
1832 ㈲君津興業 小櫃上総 君津市川谷
1833 （株）東京ベイサイドリゾート 小櫃上総 君津市川俣
1834 （宗）蔵福寺 小櫃上総 君津市草川原
1835 （宗）観音寺 小櫃上総 君津市草川原
1836 （宗）円盛院 小櫃上総 君津市蔵玉
1837 （有）大坂造園 小櫃上総 君津市大坂
1838 （有）三浦農芸 小櫃上総 君津市大坂
1839 上総開発㈱ 小櫃上総 君津市大坂字富士山
1840 ＮＰＯ法人ワンコのさとｔｅｎ 小櫃上総 君津市大中160-2
1841 ㈱松原工業 小櫃上総 君津市滝原
1842 （宗）長泉寺 小櫃上総 君津市長谷川
1843 （有）きらら 小櫃上総 君津市長谷川
1844 （有）亀山レンタカー 小櫃上総 君津市藤林
1845 さくらタクシー（有） 小櫃上総 君津市藤林字大六
1846 （宗）徳蔵寺 小櫃上総 君津市俵田
1847 （有）パナセンターおぐら 小櫃上総 君津市俵田
1848 田原商事（有） 小櫃上総 君津市俵田
1849 （有）丸吉 小櫃上総 君津市俵田
1850 カーセンターファースト㈱ 小櫃上総 君津市俵田
1851 ひらいホールディングス㈱ 小櫃上総 君津市俵田
1852 （株）フジコーバルブ 小櫃上総 君津市俵田字後原
1853 ㈱ＧＬＯＲＹ 小櫃上総 君津市富田
1854 ㈱スポーツトラスト（ﾛｲﾔﾙｽﾀｰｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ) 小櫃上総 君津市平山
1855 （株）クリハラ 小櫃上総 君津市平山
1856 上総農機（有） 小櫃上総 君津市平山
1857 （有）亀山温泉ホテル 小櫃上総 君津市豊田
1858 （有）亀山園 小櫃上総 君津市豊田旧菅間田
1859 （有）宮崎運送店 小櫃上総 君津市末吉
1860 （有）豊月堂 小櫃上総 君津市末吉
1861 （有）大野石材 小櫃上総 君津市末吉
1862 （有）八重原タイヤ商会 小櫃上総 君津市末吉
1863 ㈲監物電設 小櫃上総 君津市末吉
1864 （有）榎本鉄工所 小櫃上総 君津市末吉
1865 （有）市原自動車 小櫃上総 君津市末吉
1866 (有)ミズタ 小櫃上総 君津市末吉
1867 （有）嘉治造園 小櫃上総 君津市末吉
1868 （有）月崎水道 小櫃上総 君津市末吉
1869 （有）小泉飼料 小櫃上総 君津市末吉
1870 （株）荒磯製作所 小櫃上総 君津市箕輪
1871 (株)上総モナークカントリークラブ 小櫃上総 君津市柳城
1872 濱名塗装 富津 君津市大和田
1873 （有）牧野測量 富津 富津市下飯野
1874 スズキサービス関東㈱ 富津 富津市下飯野
1875 日本郵便㈱富津飯野郵便局 富津 富津市下飯野
1876 （株）アルボビルメンテナンス 富津 富津市下飯野
1877 ㈲昭栄ブロックコーポレーション 富津 富津市下飯野
1878 （株）イノセ 富津 富津市下飯野
1879 (有)マコト商会 富津 富津市下飯野
1880 （有）井上塗装工業 富津 富津市下飯野
1881 新協酸素（株） 富津 富津市下飯野
1882 （株）大平建設 富津 富津市下飯野
1883 （有）トミナガモータース 富津 富津市下飯野
1884 白山建設（株） 富津 富津市下飯野
1885 （株）富津機工 富津 富津市下飯野
1886 （株）平野塗装 富津 富津市下飯野
1887 ㈱青木建材土木 富津 富津市下飯野
1888 房総建材工業㈱ 富津 富津市下飯野

Page 32



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
1889 (医)社団　石誠会さくらクリニック 富津 富津市下飯野
1890 豊栄電業㈱ 富津 富津市下飯野
1891 大峯建設（有） 富津 富津市下飯野
1892 丸井建設工業（株） 富津 富津市篠部
1893 ヒラノ工業（株） 富津 富津市篠部
1894 ㈱平野条管 富津 富津市篠部
1895 ㈱千葉農産 富津 富津市篠部
1896 （有）すみれ園 富津 富津市篠部
1897 （有）平野石油店 富津 富津市篠部
1898 宇田川スレート板金 富津 富津市篠部
1899 （有）三山興産 富津 富津市篠部
1900 (宗)東照寺 富津 富津市上飯野
1901 (宗)大福寺 富津 富津市上飯野
1902 ㈱長誠クレーンサービス 富津 富津市上飯野
1903 ㈱上原工業 富津 富津市上飯野
1904 （有）チバ写真 富津 富津市上飯野
1905 宮崎　愛佳 富津 富津市上飯野
1906 ひろ寿司(有) 富津 富津市新井
1907 （有）青木石材店 富津 富津市新井
1908 （株）ミスタースミス 富津 富津市新井
1909 日の丸マリンタクシー㈱ 富津 富津市新富
1910 富津総合サービス㈱ 富津 富津市新富
1911 日本製鉄㈱技術開発本部 富津 富津市新富
1912 東日本資源リサイクル㈱ 富津 富津市新富
1913 ㈱アイ・エス・ビー 富津 富津市新富
1914 ㈲大滝商会 富津 富津市新富
1915 ㈲南星物流 富津 富津市新富
1916 （有）カネヒロ水産 富津 富津市新富
1917 （有）ツバメフーズ 富津 富津市新富
1918 （有）高梨木材 富津 富津市西川
1919 （有）開発商事 富津 富津市西川
1920 (有)東予商亊 富津 富津市西川
1921 （有）高橋章二商店 富津 富津市西川
1922 （宗）福恩寺 富津 富津市西川
1923 （有）孫三 富津 富津市西川
1924 粕谷コンサルタント㈱ 富津 富津市青木
1925 ㈲剛コーポレーション 富津 富津市青木
1926 ㈱サンシード 富津 富津市青木
1927 ㈱マイテック 富津 富津市青木
1928 ㈱和 富津 富津市青木
1929 ㈱エムケーコーポレーション 富津 富津市青木
1930 （有）山田建具店 富津 富津市青木
1931 ㈱森田建材 富津 富津市青木
1932 千葉南トーヨー住器（株） 富津 富津市青木
1933 （有）鹿島建工 富津 富津市青木
1934 ㈱盛工業 富津 富津市青木
1935 ㈱ヒロダイ 富津 富津市青木
1936 （有）重次郎商店 富津 富津市青木
1937 （有）忠栄機工 富津 富津市青木
1938 （有）一角 富津 富津市青木
1939 （有）東栄機工 富津 富津市青木
1940 （有）メディアセンター青堀 富津 富津市青木
1941 （有）創研 富津 富津市青木
1942 大和工業（株） 富津 富津市川名
1943 富津市下洲漁業協同組合 富津 富津市川名
1944 （有）プランニング・リード 富津 富津市川名
1945 （株）まごころ一級屋 富津 富津市川名
1946 榎本電機（株） 富津 富津市川名
1947 (同）わくわく 富津 富津市相野谷
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1948 ㈱千葉銀行富津支店 富津 富津市大堀
1949 ㈱基行 富津 富津市大堀
1950 （株）ハヤシ造園土木 富津 富津市大堀
1951 坂井（株） 富津 富津市大堀
1952 ㈱日本料理　鷹 富津 富津市大堀
1953 ㈱ＭＴＥ 富津 富津市大堀
1954 ㈱ボヌー 富津 富津市大堀
1955 千葉信用金庫富津支店 富津 富津市大堀
1956 大成企業（株） 富津 富津市大堀
1957 （有）曽子不動産 富津 富津市大堀
1958 （株）森重機工開発 富津 富津市大堀
1959 （有）大健企業 富津 富津市大堀
1960 輝工業（株） 富津 富津市大堀
1961 ㈲おり鶴 富津 富津市大堀
1962 （有）榎本商事 富津 富津市大堀
1963 ㈱千広ファミリー 富津 富津市大堀
1964 ㈱キクチ 富津 富津市大堀
1965 （有）天笠商事 富津 富津市大堀
1966 東亜電設工業㈱ 富津 富津市大堀
1967 （有）共同商会 富津 富津市大堀
1968 （株）ケービーエス 富津 富津市大堀
1969 大三興業（株） 富津 富津市大堀
1970 金井産業機械㈱ 富津 富津市大堀
1971 （有）条管工業 富津 富津市大堀
1972 （有）マルヨーのり製造所 富津 富津市大堀
1973 （株）山晴堂 富津 富津市大堀
1974 （株）山久 富津 富津市大堀
1975 （有）大長工業 富津 富津市大堀
1976 ㈲金田生花店 富津 富津市大堀
1977 光源社（有） 富津 富津市大堀
1978 （名）髙尾 富津 富津市大堀
1979 ㈲高砂家 富津 富津市大堀
1980 君津信用組合富津支店 富津 富津市大堀
1981 （有）金光商店 富津 富津市大堀
1982 （有）村石工業 富津 富津市大堀
1983 ㈱森工務店 富津 富津市大堀
1984 ㈱キミカ 富津 富津市大堀
1985 （有）浜丸水産 富津 富津市大堀
1986 （有）大光建設 富津 富津市大堀
1987 ㈱小泉建設工業 富津 富津市大堀
1988 （有）カ－フィックスヒラノ 富津 富津市大堀
1989 （株）稲村造園 富津 富津市大堀
1990 ㈱グリーンファームかずさ 富津 富津市大堀
1991 ㈱テイオー 富津 富津市大堀
1992 医療法人社団三東会 富津 富津市大堀
1993 （宗）明澄寺 富津 富津市大堀
1994 安室（名） 富津 富津市大堀
1995 （有）大野石材店 富津 富津市大堀
1996 ㈲魚保 富津 富津市大堀
1997 ㈱ジャパン観光開発 富津 富津市大堀
1998 ㈱相川精機 富津 富津市大堀
1999 (有)須藤飲料工業所 富津 富津市大堀
2000 （有）天庄 富津 富津市大堀
2001 （学）富津学園 富津 富津市大堀
2002 君津牛乳（有） 富津 富津市大堀
2003 ㈲ヤマダデンキ 富津 富津市大堀
2004 （株）山金 富津 富津市大堀
2005 （有）ニュー浜田屋 富津 富津市大堀
2006 （有）ミノル石油 富津 富津市大堀
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2007 石村建設（株） 富津 富津市大堀
2008 ㈲グリーンケアフッツ 富津 富津市大堀
2009 (有)南総松華園 富津 富津市大堀
2010 加納塗装（株） 富津 富津市大堀
2011 ㈲北海機工 富津 富津市大堀
2012 (有)テクニカルビジョン 富津 富津市大堀
2013 ㈱三栄総建 富津 富津市大堀
2014 ㈱京葉銀行富津支店 富津 富津市大堀
2015 （有）カネセイ 富津 富津市大堀
2016 ㈱岩井工機 富津 富津市二間塚
2017 （有）上総コーポレーション 富津 富津市二間塚
2018 山田屋商事（株） 富津 富津市二間塚
2019 （有）立石煙火製造所 富津 富津市二間塚
2020 伸富産業㈲ 富津 富津市二間塚
2021 ㈲ケイ・テック 富津 富津市二間塚
2022 （有）新誠鉄筋 富津 富津市二間塚
2023 （有）マエダ電気工事 富津 富津市二間塚
2024 （有）東邦 富津 富津市二間塚
2025 （有）朝日機電工業 富津 富津市二間塚
2026 (有)エスペック 富津 富津市二間塚
2027 （有）安室会計センタ－ 富津 富津市二間塚
2028 （有）谷川工業 富津 富津市二間塚
2029 （有）三上左官工業 富津 富津市二間塚
2030 （有）ホンマ建設 富津 富津市二間塚
2031 （有）高橋燃料店 富津 富津市二間塚
2032 （株）トーカイテクノ 富津 富津市二間塚
2033 （有）石井電化センター 富津 富津市二間塚
2034 （宗）大乗寺 富津 富津市富津
2035 社会福祉法人　富津福祉会 富津 富津市富津
2036 （株）富津自動車整備工場 富津 富津市富津
2037 （有）富津公園タクシー 富津 富津市富津
2038 富津美掃（株） 富津 富津市富津
2039 日本ビル防災（株） 富津 富津市富津
2040 大富興業（株） 富津 富津市富津
2041 （資）正札堂 富津 富津市富津
2042 ㈱桶岩産業 富津 富津市富津
2043 富二電機（株） 富津 富津市富津
2044 （株）渡辺工務店 富津 富津市富津
2045 富津オートサービス 富津 富津市富津
2046 ㈲岩崎鉄工所 富津 富津市富津
2047 ㈲富津鈑金 富津 富津市富津
2048 （有）雲龍 富津 富津市富津
2049 （有）建貴 富津 富津市富津
2050 ㈲小石工業 富津 富津市富津
2051 （有）濵丸商店 富津 富津市富津
2052 （有）斉藤商店 富津 富津市富津
2053 日本産業（株） 富津 富津市富津
2054 勝看板工芸（有） 富津 富津市富津
2055 （有）野口製菓 富津 富津市富津
2056 （有）角市商店 富津 富津市富津
2057 高広輪店 富津 富津市富津
2058 ㈱かじや　本店 富津 富津市富津
2059 （有）かじや製菓 富津 富津市富津
2060 （有）岡村商事 富津 富津市富津
2061 （有）多田商会 富津 富津市富津
2062 （有）松下丸 富津 富津市富津
2063 （有）鈴木造船所 富津 富津市富津
2064 (有)五平建設工業 富津 富津市富津
2065 （有）横田商店 富津 富津市富津

Page 35



公益社団法人木更津法人会 会員名簿　　　　　　　2019年6月1日現在
№ 法人名 支部名 住所１
2066 （有）井上商店 富津 富津市富津
2067 （有）吉野屋 富津 富津市富津
2068 梅田運輸建設（株） 富津 富津市富津
2069 （有）横田屋 富津 富津市富津
2070 （有）大定 富津 富津市富津
2071 富津漁業協同組合 富津 富津市富津
2072 大胡木材（有） 富津 富津市富津
2073 （有）おおぐさ丸水産 富津 富津市富津
2074 （有）魚貝料理たかはし 富津 富津市富津
2075 ㈱イシワタ 富津 富津市富津
2076 （株）イシワタ 富津 富津市富津
2077 ㈱丸市水産 富津 富津市富津
2078 （有）上總興業　 富津 富津市富津
2079 ㈲やまこ水産 富津 富津市富津
2080 （有）山芳水産 富津 富津市富津
2081 ㈱ＭＨエンジ 富津 富津市富津
2082 新富津漁業協同組合 富津 富津市富津
2083 アフラック募集代理店　髙梨三千代 富津 富津市六野
2084 （有）石崎商事 大佐和 富津市一色
2085 （宗）最上寺 大佐和 富津市岩瀬
2086 （株）加藤呉服店 大佐和 富津市岩瀬
2087 （資）田中新聞店 大佐和 富津市岩瀬
2088 千葉信用金庫大佐和支店 大佐和 富津市岩瀬
2089 ㈲石井組 大佐和 富津市岩瀬
2090 （有）いち川 大佐和 富津市岩瀬
2091 （資）榎武商店 大佐和 富津市岩瀬
2092 （株）佐生 大佐和 富津市岩瀬
2093 （有）平野屋書店 大佐和 富津市岩瀬
2094 （名）地引造船所 大佐和 富津市岩瀬
2095 ㈲小林鉄工所 大佐和 富津市岩瀬
2096 （有）刈込精器 大佐和 富津市岩瀬
2097 ㈱オフィス森嶋 大佐和 富津市岩瀬
2098 （有）渡邊興業 大佐和 富津市岩瀬
2099 （資）タケウチ 大佐和 富津市岩瀬
2100 東京湾観光開発（株） 大佐和 富津市岩瀬
2101 （有）秋山船舶 大佐和 富津市岩瀬
2102 （有）君津プロパンガス商会 大佐和 富津市岩瀬
2103 （有）昭和美装 大佐和 富津市岩瀬
2104 （名）榎本サイクル本店 大佐和 富津市岩瀬
2105 （有）写真のワタナベ 大佐和 富津市岩瀬
2106 ㈲アート石材佐生 大佐和 富津市岩瀬
2107 サンエルティ（株） 大佐和 富津市亀沢
2108 大佐和電設（株） 大佐和 富津市亀田
2109 （株）ニシキ 大佐和 富津市亀田
2110 （株）キムラ 大佐和 富津市絹
2111 ㈱木村工機 大佐和 富津市絹
2112 ㈲岩井工業 大佐和 富津市絹
2113 ㈱ＭＴＳ 大佐和 富津市絹
2114 ㈲宮工業 大佐和 富津市佐貫
2115 （有）宮醤油店 大佐和 富津市佐貫
2116 （有）やまがたや 大佐和 富津市佐貫
2117 （有）永島屋 大佐和 富津市佐貫
2118 ㈲プラス．シー 大佐和 富津市笹毛
2119 （有）石井工業所 大佐和 富津市笹毛
2120 （宗）慈眼寺 大佐和 富津市笹毛
2121 ㈱オオキ 大佐和 富津市小久保
2122 （宗）東京湾観音教会 大佐和 富津市小久保
2123 （有）大東機工 大佐和 富津市小久保
2124 （有）石の大関 大佐和 富津市小久保
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2125 （株）サトー 大佐和 富津市小久保
2126 ㈲エムエンジ 大佐和 富津市小久保
2127 （有）渡辺機械 大佐和 富津市小久保
2128 （宗）真福寺 大佐和 富津市小久保
2129 （宗）観蔵寺 大佐和 富津市小久保
2130 （有）小駒ラジオ店 大佐和 富津市小久保
2131 （資）やまき魚店 大佐和 富津市小久保
2132 ㈲エル．ピージーヤオイチ 大佐和 富津市小久保
2133 （有）さゞ波館 大佐和 富津市小久保
2134 （有）大川丸川端商店 大佐和 富津市小久保
2135 旭食品工業（株） 大佐和 富津市小久保
2136 （株）原田米菓店 大佐和 富津市小久保
2137 大佐和漁業協同組合 大佐和 富津市小久保
2138 (有)石井工業 大佐和 富津市障子谷
2139 房総消毒（有） 大佐和 富津市障子谷
2140 （有）中山鉄工 大佐和 富津市上
2141 （有）さいが 大佐和 富津市上
2142 三富観光（株） 大佐和 富津市上
2143 （有）大佐和設備 大佐和 富津市上
2144 （有）ヤマ吉 大佐和 富津市上
2145 ㈱永塚建設 大佐和 富津市上
2146 (有)ナチュラルハウジング 大佐和 富津市上
2147 ㈲木村工業 大佐和 富津市西大和田
2148 かずさファーネス㈱ 大佐和 富津市西大和田
2149 （株）大栄鉄工所 大佐和 富津市西大和田
2150 ㈱シマテック 大佐和 富津市西大和田
2151 キーワンテック㈱ 大佐和 富津市西大和田
2152 ㈲ジャストワン 大佐和 富津市西大和田
2153 （有）田中エンジニアリング 大佐和 富津市西大和田
2154 （有）フジ工業 大佐和 富津市西大和田
2155 大佐和工業（株） 大佐和 富津市西大和田
2156 （有）吾妻工業 大佐和 富津市西大和田
2157 （有）白久農園 大佐和 富津市西大和田
2158 ㈲藤倉建設 大佐和 富津市西大和田
2159 （有）山本建材 大佐和 富津市西大和田
2160 （有）オオサワ企画 大佐和 富津市西大和田
2161 （有）三祐 大佐和 富津市西大和田
2162 ㈱杉井工業所木更津営業所 大佐和 富津市西大和田
2163 （株）小島建設 大佐和 富津市西大和田
2164 ㈱石井商会 大佐和 富津市西大和田
2165 （有）柳川食堂 大佐和 富津市千種新田
2166 （株）大佐和自動車教習所 大佐和 富津市千種新田
2167 （有）小川ポンプ 大佐和 富津市千種新田
2168 ㈲光精工 大佐和 富津市千種新田
2169 ㈱サカイ 大佐和 富津市千種新田
2170 大佐和運送（株） 大佐和 富津市千種新田
2171 地方卸売市場君津青果（株） 大佐和 富津市千種新田
2172 （名）高橋商店 大佐和 富津市千種新田
2173 ㈱小守材木店 大佐和 富津市千種新田
2174 （有）朝日屋商店 大佐和 富津市千種新田
2175 （有）渡辺サッシ 大佐和 富津市千種新田
2176 （資）鈴木建材店 大佐和 富津市千種新田
2177 （株）かねじん電器 大佐和 富津市千種新田
2178 （有）チャンピオン 大佐和 富津市千種新田
2179 君津信用組合大佐和支店 大佐和 富津市千種新田
2180 （有）信栄水産 大佐和 富津市千種新田
2181 （株）鈴木タイヤ商会 大佐和 富津市千種新田
2182 （株）渡辺ビル 大佐和 富津市千種新田
2183 （株）君津特殊 大佐和 富津市千種新田
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2184 松愛造園㈱ 大佐和 富津市千種新田
2185 （有）かん七 大佐和 富津市千種新田
2186 居酒屋　渚 大佐和 富津市千種新田
2187 （宗）大正寺 大佐和 富津市相野谷
2188 ㈲オート．プロテック 大佐和 富津市相野谷
2189 （有）司ガーデン 大佐和 富津市相野谷
2190 ㈲杉崎商事 大佐和 富津市中
2191 （株）エビス建設 大佐和 富津市鶴岡
2192 ㈲丸和建材社 大佐和 富津市鶴岡
2193 鬼泪山土砂事業（協） 大佐和 富津市鶴岡
2194 （有）ミナミ 大佐和 富津市鶴岡
2195 （宗）像法寺 大佐和 富津市鶴岡
2196 （有）高島モータース 大佐和 富津市鶴岡
2197 （宗）光明寺 大佐和 富津市鶴岡
2198 石井　弘三 大佐和 富津市八田沼
2199 （有）石善建設 大佐和 富津市八田沼
2200 ㈱縁 大佐和 富津市八幡
2201 （宗）圓鏡寺 大佐和 富津市八幡
2202 （宗）宝竜寺 大佐和 富津市宝竜寺
2203 （企）千葉県森林整備協会 大佐和 富津市宝竜寺
2204 ㈲幸電機製作所 天羽 富津市恩田
2205 房総自動車（株） 天羽 富津市海良
2206 （有）宮島 天羽 富津市海良
2207 （有）中屋鉄構建設 天羽 富津市海良
2208 （有）石原建設 天羽 富津市関尻
2209 （有）亀井商店 天羽 富津市関尻
2210 （株）池田商店 天羽 富津市関尻
2211 高木建具店 天羽 富津市関尻
2212 日本郵便㈱関尻郵便局 天羽 富津市関尻
2213 ㈲紫雲閣 天羽 富津市岩坂
2214 ㈱フラミンゴリゾート 天羽 富津市岩本
2215 ㈱慶寿 天羽 富津市岩本
2216 ㈱トーシン 天羽 富津市金谷
2217 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｅａｕｔ'ｅ　ｍｉｅｕｘ 天羽 富津市金谷
2218 NPO法人オール富津情報交流センター 天羽 富津市金谷
2219 （有）キョウワ 天羽 富津市金谷
2220 富洋観光開発（株） 天羽 富津市金谷
2221 （宗）華蔵院 天羽 富津市金谷
2222 （有）諸岡興業 天羽 富津市金谷
2223 （有）葉養鉄工所 天羽 富津市金谷
2224 ㈲海浜ホテル万年屋 天羽 富津市金谷
2225 ㈲かぢや旅館 天羽 富津市金谷
2226 鋸山ロープウェー（株） 天羽 富津市金谷
2227 （有）マルヨ商店 天羽 富津市金谷
2228 フェリー興業㈱ 天羽 富津市金谷
2229 （宗）東光院 天羽 富津市御代原
2230 （有）鈴木鉄工所 天羽 富津市更和
2231 ㈱マスヤ 天羽 富津市更和
2232 （有）ひらや商店 天羽 富津市更和
2233 （有）神子造園 天羽 富津市更和
2234 （有）尾高機械店 天羽 富津市更和
2235 （有）小島木材 天羽 富津市更和
2236 （宗）福聚院 天羽 富津市更和
2237 （有）京葉造園土木 天羽 富津市高溝
2238 （有）竹ノ内米店 天羽 富津市山中
2239 （有）白井ガラス 天羽 富津市志駒
2240 （株）牧野工務店 天羽 富津市上後
2241 （有）タマキ薬局 天羽 富津市上後
2242 （有）朝日興業 天羽 富津市上後
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2243 小泉酒造（資） 天羽 富津市上後
2244 （宗）大圓寺 天羽 富津市数馬
2245 昭和管工（有） 天羽 富津市数馬
2246 （有）オツカクオリティ 天羽 富津市数馬
2247 ㈱カシマ 天羽 富津市数馬
2248 （有）太陽工業 天羽 富津市相川
2249 ㈱ルーラル・デンティック 天羽 富津市台原
2250 富津イノベーションファーミング協同組合 天羽 富津市台原
2251 ㈱大協工業 天羽 富津市大田和
2252 和蔵酒造㈱ 天羽 富津市竹岡
2253 （宗）薬王寺 天羽 富津市竹岡
2254 （有）いずみ 天羽 富津市竹岡
2255 浜野（有） 天羽 富津市竹岡
2256 サンエンジニアリング㈱ 天羽 富津市竹岡
2257 （資）三十郎商店 天羽 富津市竹岡
2258 （宗）不動院 天羽 富津市竹岡
2259 (有)梅乃家 天羽 富津市竹岡
2260 （有）叶水産 天羽 富津市竹岡
2261 久治製パン（有） 天羽 富津市竹岡
2262 （資）川口金物店 天羽 富津市竹岡
2263 ＮＰＯ法人わだち 天羽 富津市竹岡
2264 （有）鶴岡ホンダ販売 天羽 富津市長崎
2265 （株）藤橋建設 天羽 富津市長崎
2266 ㈲みずき薬局 天羽 富津市長崎
2267 医）社団俊真会　鈴木内科クリニック 天羽 富津市長崎
2268 （株）成田産業 天羽 富津市田原
2269 ㈱錦織商店 天羽 富津市田倉
2270 南総ヒルズカントリークラブ 天羽 富津市田倉
2271 ㈱マザー牧場 天羽 富津市田倉
2272 （宗）興源寺 天羽 富津市東大和田
2273 岡田建設（株） 天羽 富津市売津
2274 （有）川名石材工業 天羽 富津市売津
2275 一龍 天羽 富津市売津
2276 ㈱セレクト 天羽 富津市売津
2277 （有）光進建設 天羽 富津市売津
2278 ㈱大富産業 天羽 富津市萩生
2279 (有)竹岡マリーナ 天羽 富津市萩生
2280 天羽漁業協同組合 天羽 富津市萩生
2281 （有）白石設備工業 天羽 富津市萩生
2282 （宗）圓正寺 天羽 富津市不入斗
2283 農事組合法人丸宮ファーム 天羽 富津市豊岡
2284 日本郵便㈱関豊簡易郵便局 天羽 富津市豊岡
2285 ㈱新井工業 天羽 富津市望井
2286 ㈲斉藤モータース 天羽 富津市望井
2287 （有）吉原オート商会 天羽 富津市望井
2288 （有）竹渓堂書店 天羽 富津市湊
2289 （資）いわしや薬局 天羽 富津市湊
2290 （有）ミナト薬局 天羽 富津市湊
2291 (有)むらいし 天羽 富津市湊
2292 （有）天羽電器商会 天羽 富津市湊
2293 （有）湊潜水工業 天羽 富津市湊
2294 （有）平野肉店 天羽 富津市湊
2295 ㈱千葉銀行湊支店 天羽 富津市湊
2296 松月堂製菓（有） 天羽 富津市湊
2297 （宗）東明寺 天羽 富津市湊
2298 （医）社団慈友会高木歯科医院 天羽 富津市湊
2299 (宗)湊済寺 天羽 富津市湊
2300 藤江工業(有) 天羽 富津市湊
2301 （有）角田モータース 天羽 富津市湊
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2302 君津信用組合天羽支店 天羽 富津市湊
2303 （有）冨永商店 天羽 富津市湊
2304 くんぷ防災㈱ 天羽 富津市湊
2305 藤野トーヨー住器（株） 天羽 富津市湊
2306 （有）鈴木木工 天羽 富津市湊
2307 ㈲きずな地所 天羽 富津市湊
2308 吉原商事（株） 天羽 富津市湊
2309 ㈲藤田工務店 天羽 富津市湊
2310 めし処　山の上の下 天羽 富津市湊
2311 （有）富津測量 天羽 富津市湊
2312 ㈱アイビーホーム 天羽 富津市湊
2313 玉井車輌㈲ 天羽 富津市湊
2314 三栄開発㈱ 天羽 富津市湊
2315 （株）マルコー 天羽 富津市湊
2316 （宗）妙蔵寺 天羽 富津市梨沢
2317 伊東建設興業（株） 天羽 富津市六野
2318 (有)小幡建材工業 天羽 富津市六野
2319 ㈲塩久荘 長浦 袖ケ浦市久保田
2320 （有）商栄 長浦 袖ケ浦市久保田
2321 （有）阿津造園土木 長浦 袖ケ浦市久保田
2322 増栄産業（株） 長浦 袖ケ浦市久保田
2323 （有）ペンキヤ 長浦 袖ケ浦市久保田
2324 （株）エクシート 長浦 袖ケ浦市久保田
2325 （有）猪野瓦店 長浦 袖ケ浦市久保田
2326 木更津三菱自動車販売（株） 長浦 袖ケ浦市今井
2327 ㈲京葉バルブ工業 長浦 袖ケ浦市今井
2328 ㈱ガラスピットマツウラ 長浦 袖ケ浦市今井
2329 （有）袖ケ浦ホンダ 長浦 袖ケ浦市今井
2330 スナック環 長浦 袖ケ浦市今井
2331 ㈱としまや商事 長浦 袖ケ浦市今井
2332 エスケースチール㈱ 長浦 袖ケ浦市今井
2333 （有）西川電気工事 長浦 袖ケ浦市今井
2334 （有）水野土木 長浦 袖ケ浦市今井
2335 ㈱あっちのキッチン 長浦 袖ケ浦市神納
2336 （有）大栄工業 長浦 袖ケ浦市神納
2337 （株）江戸川バルブ・プロテクション 長浦 袖ケ浦市神納
2338 （有）アサマワーク 長浦 袖ケ浦市神納
2339 ニッカ商事（有） 長浦 袖ケ浦市蔵波
2340 (有)王蔵 長浦 袖ケ浦市蔵波
2341 袖ヶ浦興産㈱ 長浦 袖ケ浦市蔵波
2342 （有）シオミ 長浦 袖ケ浦市蔵波
2343 （株）上田屋商店 長浦 袖ケ浦市蔵波
2344 ㈲リエム 長浦 袖ケ浦市蔵波
2345 弁天丸商店（有） 長浦 袖ケ浦市蔵波
2346 鈴八産業（有） 長浦 袖ケ浦市蔵波
2347 長浦設備（株） 長浦 袖ケ浦市蔵波
2348 （有）弁天丸興業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2349 （有）袖ヶ浦オフィスサービス 長浦 袖ケ浦市蔵波
2350 （有）新盛産業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2351 （有）在原工務店 長浦 袖ケ浦市蔵波
2352 （有）たつき産業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2353 （有）かねき産業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2354 （有）中村企画 長浦 袖ケ浦市蔵波
2355 （有）トップ・システム 長浦 袖ケ浦市蔵波
2356 （宗）薬蔵寺 長浦 袖ケ浦市蔵波
2357 （有）渡辺石油 長浦 袖ケ浦市蔵波
2358 ㈱プリル 長浦 袖ケ浦市蔵波
2359 （宗）正光寺 長浦 袖ケ浦市蔵波
2360 （有）坂内工業 長浦 袖ケ浦市蔵波
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2361 （有）在原ガス店 長浦 袖ケ浦市蔵波
2362 （有）山兵産業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2363 君津信用組合袖ケ浦支店 長浦 袖ケ浦市蔵波
2364 （有）川善 長浦 袖ケ浦市蔵波
2365 （有）浜戸屋旅館 長浦 袖ケ浦市蔵波
2366 （有）今関 長浦 袖ケ浦市蔵波
2367 （有）豊島や旅館 長浦 袖ケ浦市蔵波
2368 一般社団法人　友人会 長浦 袖ケ浦市蔵波
2369 （有）鍋島金物店 長浦 袖ケ浦市蔵波
2370 （有）寿鈑金塗装工業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2371 （有）クボ工業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2372 （有）ノリノ 長浦 袖ケ浦市蔵波
2373 ㈱古泉工業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2374 （有）中村左官 長浦 袖ケ浦市蔵波
2375 （有）宮島産業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2376 ㈲鳴海建設 長浦 袖ケ浦市蔵波
2377 ㈲Ｃ・コネクション 長浦 袖ケ浦市蔵波
2378 （有）小山製作所 長浦 袖ケ浦市蔵波
2379 （有）フジテック 長浦 袖ケ浦市蔵波
2380 （有）鈴木養鶏園 長浦 袖ケ浦市蔵波
2381 （有）鳶十工業 長浦 袖ケ浦市蔵波
2382 （株）オーシャン 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2383 丸興㈱ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2384 八一工業㈱ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2385 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2386 みずの工務店 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2387 （有）石川鐵工 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2388 ㈱ヤマフジ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2389 (有)ヒロックス 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2390 ㈱中袖塗装 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2391 クラナミ工業（有） 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2392 ㈱サクラダコンサルタント 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2393 （有）須藤電化 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2394 （有）ひまわり 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2395 （有）神明商事 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2396 ㈱メディアサイトウ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2397 （有）ホーユーハウジング 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2398 （株）ビップオート 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2399 （有）ガーデン紀ノ園 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2400 ㈱ながうら 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2401 ㈲武内建築設計工房 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2402 美松土地開発（株） 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2403 ジーホーム㈱ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2404 （有）中山工務店 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2405 里見交通㈲ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2406 （有）蔵波台不動産 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2407 ㈱BFVアシスト 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2408 （株）生光園 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2409 （学）栗原学園蔵波台さつき幼稚園 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2410 （株）エヌ．エー．エンジニアリング 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2411 （有）三興防災設備 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2412 （医）社団健誠会Ｋｅｎクリニック 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2413 （株）北袖商事 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2414 ㈲サンダー警備 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2415 （同）Ｐｅａｃｅ 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2416 （株）大久保 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2417 （有）蔵波オートクリニック 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2418 （有）石和エンヂニアリング 長浦 袖ケ浦市蔵波台
2419 ㈲小野田工業 長浦 袖ケ浦市蔵波台
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2420 ㈲拓磨工研 長浦 袖ケ浦市代宿
2421 ㈱篠宮建設 長浦 袖ケ浦市代宿
2422 （有）北島建設 長浦 袖ケ浦市代宿
2423 東京酸素窒素（株） 長浦 袖ケ浦市中袖
2424 ㈱荏原エリオット 長浦 袖ケ浦市中袖
2425 ゼネラル精工㈱ 長浦 袖ケ浦市長浦
2426 エース工業（株） 長浦 袖ケ浦市長浦
2427 （有）天英運輸 長浦 袖ケ浦市長浦
2428 （有）近藤硝子店 長浦 袖ケ浦市長浦
2429 長島建機工事（株） 長浦 袖ケ浦市長浦
2430 ㈱新生企業 長浦 袖ケ浦市長浦
2431 エスケイグループ(株) 長浦 袖ケ浦市長浦
2432 三井化学サンアロイ㈱ 長浦 袖ケ浦市長浦
2433 千葉信用金庫長浦支店 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2434 ㈲プラスパ 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2435 （医）社団明和会みさわ歯科医院 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2436 （有）袖ヶ浦大黒企画 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2437 千葉緑化建設（株） 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2438 （有）すずもと 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2439 ㈲エヌ・エー・ハウス 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2440 （有）さくらホーム 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2441 ㈱京葉銀行長浦支店 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2442 ㈲Ｍ’Ｓ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2443 （有）やましげ酒店 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2444 （株）スミレ調剤薬局 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2445 （有）君津メデカルサービス 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2446 （有）エムイーエム 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2447 市原設備工業㈱ 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2448 ㈲リビング袖ヶ浦 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2449 （有）ソフィア 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2450 （有）三共リアルティー 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2451 （医）社団さつき会袖ヶ浦さつき台病院 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2452 （株）ユーシーエー都市建築設計事務所 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2453 ㈲MAKES 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2454 日本郵便㈱袖ケ浦さつき台郵便局 長浦 袖ケ浦市長浦駅前
2455 千葉港栄㈱ 長浦 袖ケ浦市長浦拓
2456 （有）こなや 長浦 袖ケ浦市長浦拓
2457 ㈱鈴三テクノ 長浦 袖ケ浦市長浦拓
2458 八富企業㈱ 長浦 袖ケ浦市長浦拓
2459 ㈱リプラス 長浦 袖ケ浦市椎の森
2460 小湊造船㈱ 長浦 袖ケ浦市南袖
2461 （有）山口工業 長浦 袖ケ浦市南袖
2462 (株)サンクレテック 長浦 袖ケ浦市南袖
2463 袖ヶ浦建設センター事業（協） 長浦 袖ケ浦市南袖
2464 袖ヶ浦市管工事業（協） 長浦 袖ケ浦市南袖
2465 袖ケ浦市建設業協同組合 長浦 袖ケ浦市南袖
2466 （株）クラナミ 長浦 袖ケ浦市南袖
2467 第一自動車工業（株） 長浦 袖ケ浦市南袖
2468 富士石油（株）袖ヶ浦製油所 長浦 袖ケ浦市北袖
2469 ㈱東京湾物流 長浦 袖ケ浦市北袖
2470 神崎特許事務所 長浦 東京都港区赤坂
2471 ㈱アコーディアAH１２ 長浦 東京都渋谷区渋谷
2472 (有)ライフサポート彩輝 昭和 袖ケ浦市のぞみ野
2473 ㈲ティービーティ 昭和 袖ケ浦市のぞみ野
2474 （同）鳶幸 昭和 袖ケ浦市のぞみ野
2475 ㈱しげまつ 昭和 袖ケ浦市のぞみ野
2476 ㈲藤田技建工房 昭和 袖ケ浦市のぞみ野
2477 （有）山本溶工 昭和 袖ケ浦市下新田
2478 アサヒ生コン（有） 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
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2479 （有）渡辺産業 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2480 メディアステーション㈱ 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2481 （有）沢田工機 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2482 （有）近藤コンクリート 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2483 （有）地引鉄工所 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2484 （有）酒井工業 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2485 光陽測量（株） 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2486 （有）奈良輪豊月堂 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2487 （有）かずさシステム 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2488 ㈲内藤電機 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2489 （有）渡辺鉄工 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2490 コカゴオート（株） 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2491 （有）小藤田測量設計 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2492 （有）北神工業 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2493 ㈲ＹＵＳＩＮ 昭和 袖ケ浦市坂戸市場
2494 （有）長谷川コンクリート 昭和 袖ケ浦市三ツ作
2495 （株）シバサキ建設 昭和 袖ケ浦市三ツ作
2496 （有）柳川建設 昭和 袖ケ浦市勝
2497 ㈲大岩商店 昭和 袖ケ浦市勝
2498 （医）社団夢仁会中村歯科医院 昭和 袖ケ浦市神納
2499 （株）進世工業 昭和 袖ケ浦市神納
2500 ㈲恵愛クールサポート 昭和 袖ケ浦市神納
2501 ジャパンアクアライフ㈱ 昭和 袖ケ浦市神納
2502 特定非営利活動法人ぽぴあ 昭和 袖ケ浦市神納
2503 ㈱ＵｎｉｔｅｄＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 昭和 袖ケ浦市神納
2504 コスモ測量設計（株） 昭和 袖ケ浦市神納
2505 東自動車商会（有） 昭和 袖ケ浦市神納
2506 （有）萩野石油 昭和 袖ケ浦市神納
2507 （有）ウォーターパーツ 昭和 袖ケ浦市神納
2508 （有）若奈 昭和 袖ケ浦市神納
2509 （株）我妻建設 昭和 袖ケ浦市神納
2510 アフラック保険代理店　平川優子 昭和 袖ケ浦市神納
2511 （有）多田商店 昭和 袖ケ浦市神納
2512 アルスロン㈱ 昭和 袖ケ浦市神納
2513 （有）鳳電設 昭和 袖ケ浦市神納
2514 ㈱Ｒｅｔ 昭和 袖ケ浦市神納
2515 （有）堀越興業 昭和 袖ケ浦市神納
2516 ㈱磯﨑組 昭和 袖ケ浦市神納
2517 ㈱トーヨー施工サービス 昭和 袖ケ浦市神納
2518 中央機工㈱ 昭和 袖ケ浦市神納
2519 （有）ミフジ 昭和 袖ケ浦市神納
2520 （有）ありはら看板 昭和 袖ケ浦市神納
2521 （株）熊澤紙店 昭和 袖ケ浦市大曽根
2522 （有）袖ヶ浦運送 昭和 袖ケ浦市大曽根
2523 （有）石井工業所 昭和 袖ケ浦市大曽根
2524 （有）袖ヶ浦ガス 昭和 袖ケ浦市大曽根
2525 ㈱主婦の店 昭和 袖ケ浦市大曽根
2526 袖ケ浦給食事業（協） 昭和 袖ケ浦市大曽根
2527 （有）細川電気 昭和 袖ケ浦市大曽根
2528 千葉信用金庫袖ヶ浦支店 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2529 （有）山忠商店 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2530 （有）鈴や 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2531 （有）葵工商 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2532 （有）一陽 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2533 （有）のぞみ創研 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2534 (有)ファースト 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2535 （有）丸晃 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2536 ㈱Ｋ・Ｙコーポレーション 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2537 （有）藤田金物袖ヶ浦店 昭和 袖ケ浦市奈良輪
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2538 （株）鈴木住宅設備 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2539 （宗）喜光院 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2540 （有）たけ屋 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2541 ㈲永朗建設 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2542 （有）エムコ食品 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2543 （有）旅館いいじま 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2544 ㈲長谷川商店 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2545 （医）社団恒久会 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2546 （有）としまやフーズ 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2547 （有）宮沢資産クリニック 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2548 袖ケ浦企業（株） 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2549 (有)関　鉄工所 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2550 （有）マツゲン 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2551 （有）リリーメディカルサービス 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2552 ㈲カネサン 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2553 （有）石井洋品店 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2554 （有）カネカ商事 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2555 （有）藤井塗装工業 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2556 太陽土地開発（株） 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2557 （有）光電機 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2558 ㈲ナカショー 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2559 （有）森機工 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2560 大袖興業（株） 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2561 暁魚類（株） 昭和 袖ケ浦市奈良輪
2562 （有）小平車輌 昭和 袖ケ浦市飯富
2563 ㈲エスエストレーディング 昭和 袖ケ浦市飯富
2564 （株）丸江運輸 昭和 袖ケ浦市飯富
2565 （有）電機のキムラ 昭和 袖ケ浦市飯富
2566 広域環境開発（株） 昭和 袖ケ浦市飯富
2567 （有）秋元工業 昭和 袖ケ浦市飯富
2568 ㈱ヨネカテック 昭和 袖ケ浦市飯富
2569 （有）飯島設備 昭和 袖ケ浦市飯富
2570 （有）中山工業所 昭和 袖ケ浦市飯富
2571 （有）タイラ研装 昭和 袖ケ浦市飯富
2572 （宗）飯富寺 昭和 袖ケ浦市飯富
2573 ㈱東日産業 昭和 袖ケ浦市飯富
2574 （有）上の店商店 昭和 袖ケ浦市飯富
2575 寿住宅設備機器（株） 昭和 袖ケ浦市飯富
2576 ㈱片山組 昭和 袖ケ浦市飯富
2577 オートケア　タカウラモータース　セカンド 昭和 袖ケ浦市飯富
2578 （有）サイトー 昭和 袖ケ浦市飯富
2579 （有）エリックス 昭和 袖ケ浦市飯富
2580 ㈱千葉興業銀行袖ヶ浦支店 昭和 袖ケ浦市福王台
2581 田中秀樹税理士事務所 昭和 袖ケ浦市福王台
2582 ㈱千葉銀行袖ヶ浦支店 昭和 袖ケ浦市福王台
2583 日地　㈱ 昭和 袖ケ浦市福王台
2584 （株）谷元電機 昭和 袖ケ浦市福王台
2585 （株）イフインターナショナル 昭和 袖ケ浦市福王台
2586 （有）魚喜 昭和 袖ケ浦市福王台
2587 （有）袖ヶ浦無線 昭和 袖ケ浦市福王台
2588 あいおい開発㈱ 昭和 袖ケ浦市福王台
2589 ㈱シマヨシ 昭和 袖ケ浦市福王台
2590 （有）井上組 昭和 袖ケ浦市福王台
2591 ㈲藩家興業 昭和 袖ケ浦市福王台
2592 ㈲山﨑工業 昭和 袖ケ浦市福王台
2593 （有）シンケン 昭和 袖ケ浦市福王台
2594 タニデンキのぞみ野店 平川 袖ケ浦市のぞみ野
2595 （有）近藤電設 平川 袖ケ浦市阿部
2596 （有）小野商店 平川 袖ケ浦市阿部
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2597 （株）袖ヶ浦圧送 平川 袖ケ浦市永吉
2598 明和興産㈱東京ドイツ村事業部 平川 袖ケ浦市永吉
2599 （有）マイマイ 平川 袖ケ浦市永地
2600 （有）平川圧送 平川 袖ケ浦市永地
2601 （有）伸祥工業 平川 袖ケ浦市永地
2602 （宗）瀧泉寺 平川 袖ケ浦市永地
2603 君津信用組合平川支店 平川 袖ケ浦市横田
2604 （医）厚佑会ハナザワ歯科クリニック 平川 袖ケ浦市横田
2605 （有）幸和工業 平川 袖ケ浦市横田
2606 千葉信用金庫平川支店 平川 袖ケ浦市横田
2607 溝口醤油（株） 平川 袖ケ浦市横田
2608 君津フィルター（株） 平川 袖ケ浦市横田
2609 （宗）善福寺 平川 袖ケ浦市横田
2610 （有）豊島薬局 平川 袖ケ浦市横田
2611 小野石油（株） 平川 袖ケ浦市横田
2612 ㈱クレアス 平川 袖ケ浦市横田
2613 （有）北城 平川 袖ケ浦市横田
2614 ㈲三幣商店 平川 袖ケ浦市横田
2615 ㈲葛田園芸 平川 袖ケ浦市横田
2616 （有）高橋畜産 平川 袖ケ浦市横田
2617 芝崎商事（株） 平川 袖ケ浦市横田
2618 （株）大沢 平川 袖ケ浦市横田
2619 ㈲葛田工業 平川 袖ケ浦市横田
2620 （有）石原タクシー 平川 袖ケ浦市横田
2621 （有）三ツ矢精密 平川 袖ケ浦市横田
2622 （有）露崎木材 平川 袖ケ浦市横田
2623 （株）大鐵建設 平川 袖ケ浦市横田
2624 （有）朝日モータース 平川 袖ケ浦市横田
2625 （有）吉田商店 平川 袖ケ浦市横田
2626 （有）エム．エー．ホームズ 平川 袖ケ浦市横田
2627 ㈲加登栄 平川 袖ケ浦市横田
2628 寿化成（株） 平川 袖ケ浦市横田
2629 （有）ワコーシステム 平川 袖ケ浦市横田
2630 かさや㈱ 平川 袖ケ浦市横田
2631 （有）アクアネットワークジャパン 平川 袖ケ浦市横田
2632 綿屋輪業 平川 袖ケ浦市横田
2633 ㈱君津清掃設備工業 平川 袖ケ浦市横田
2634 （有）五島設備 平川 袖ケ浦市横田
2635 （有）大野庄蔵石材 平川 袖ケ浦市横田
2636 （有）大野石材店 平川 袖ケ浦市横田
2637 （有）三栄商会 平川 袖ケ浦市横田
2638 (有)保田住宅設備 平川 袖ケ浦市横田
2639 （株）ナック 平川 袖ケ浦市下宮田
2640 一般社団法人木更津ゴルフクラブ 平川 袖ケ浦市下宮田
2641 （有）栗原鐵工所 平川 袖ケ浦市下根岸
2642 （有）栗原電設 平川 袖ケ浦市下根岸
2643 （株）平岡モータース 平川 袖ケ浦市下泉
2644 （有）花川金物店 平川 袖ケ浦市下泉
2645 日本緑化㈱ 平川 袖ケ浦市下泉
2646 （有）武井製茶工場 平川 袖ケ浦市下泉
2647 （有）日本料理ほし乃 平川 袖ケ浦市岩井
2648 ㈱ムサシ 平川 袖ケ浦市岩井
2649 傷友環境（有） 平川 袖ケ浦市岩井
2650 （株）丸巳 平川 袖ケ浦市岩井
2651 ㈱リフレＪＰ 平川 袖ケ浦市吉野田
2652 （有）フラワープロデュース 平川 袖ケ浦市吉野田
2653 （有）エルム．システム 平川 袖ケ浦市吉野田
2654 ホーマー化工㈲ 平川 袖ケ浦市戸国飛地
2655 （有）石井商店 平川 袖ケ浦市高谷
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2656 (有)小国建具 平川 袖ケ浦市高谷
2657 （有）田子内建築 平川 袖ケ浦市高谷
2658 ㈱旭 平川 袖ケ浦市三箇
2659 朝日測量（株） 平川 袖ケ浦市三箇
2660 スエヒロ建設（株） 平川 袖ケ浦市三箇
2661 （有）光和建設 平川 袖ケ浦市三箇
2662 ㈱皆栄産業 平川 袖ケ浦市三箇
2663 （有）上田工務店 平川 袖ケ浦市三箇
2664 ドライブイン中国料理栄華 平川 袖ケ浦市三箇
2665 ㈲松崎プロパン 平川 袖ケ浦市三箇
2666 （有）笠原製綿所 平川 袖ケ浦市三箇
2667 （有）増田組電工 平川 袖ケ浦市三箇
2668 ㈱大岩 平川 袖ケ浦市勝
2669 （株）三鈴商事 平川 袖ケ浦市上宮田
2670 ㈱伊東牧場 平川 袖ケ浦市上宮田
2671 （有）楠田重機 平川 袖ケ浦市上宮田
2672 江野沢工業（有） 平川 袖ケ浦市上宮田
2673 ㈱田辺設備 平川 袖ケ浦市上宮田
2674 （株）商誠実業 平川 袖ケ浦市上宮田
2675 （有）オリエント住宅 平川 袖ケ浦市上宮田
2676 （有）ふぁみりい石油 平川 袖ケ浦市上泉
2677 （有）二又左官工業 平川 袖ケ浦市上泉
2678 ㈲新井工業 平川 袖ケ浦市上泉
2679 （有）島田電気商会 平川 袖ケ浦市上泉
2680 ㈱岩堀建商 平川 袖ケ浦市川原井
2681 （宗）真光寺 平川 袖ケ浦市川原井
2682 ㈱のうえんプランニング 平川 袖ケ浦市川原井
2683 （有）アグリ廣澤 平川 袖ケ浦市川原井
2684 ㈱秀エンジニアリング 平川 袖ケ浦市川原井
2685 （有）CSK防水 平川 袖ケ浦市川原井
2686 ㈱一条工務店千葉 平川 袖ケ浦市川原井
2687 （有）袖ケ浦木材センター 平川 袖ケ浦市川原井
2688 （同）一力 平川 袖ケ浦市打越
2689 （有）イツワ技研 平川 袖ケ浦市打越
2690 （有）小林建築 平川 袖ケ浦市滝ノ口
2691 （有）小林建設土木 平川 袖ケ浦市滝ノ口
2692 ㈱照葉樹 平川 袖ケ浦市滝ノ口
2693 ㈱山田技研 平川 袖ケ浦市谷中
2694 ㈲谷中モータース 平川 袖ケ浦市谷中
2695 （有）小倉建設 平川 袖ケ浦市堂谷
2696 中川産業（有） 平川 袖ケ浦市百目木
2697 ㈲ファーム笹山 平川 袖ケ浦市百目木
2698 岡本化学工業㈱ 平川 袖ケ浦市百目木
2699 （有）吉田ハウジング 平川 袖ケ浦市百目木
2700 （有）森電業社 平川 袖ケ浦市野里
2701 （有）藤工業所 平川 袖ケ浦市野里
2702 （有）津田工務所 平川 袖ケ浦市野里
2703 (有)景　　環 平川 袖ケ浦市野里
2704 （有）髙井道路カッターコアー 平川 袖ケ浦市野里
2705 加藤工業(有) 平川 袖ケ浦市野里
2706 ㈲伊藤良一商店 平川 袖ケ浦市野里
2707 ㈲髙吉商事 平川 袖ケ浦市野里
2708 協和建設（株） 平川 袖ケ浦市野里
2709 （株）アースプランナー 平川 袖ケ浦市林
2710 （有）越川養鶏園 平川 袖ケ浦市林
2711 (有)アキバグリーンファーム 平川 袖ケ浦市林
2712 （有）北川鶏園 平川 袖ケ浦市林
2713 袖ケ浦市大山田管理組合 平川 袖ケ浦市林

Page 46


