
連番 法人名 住所

1 （株）アースポリッシュ 千葉市若葉区下田町

2 アートプラン(株) 東金市道庭

3 (株)アートブレイン 東金市田中

4 (株)アーネスト 東金市福俵

5 (株)アーネストホーム 大網白里市南横川

6 (株)アーバンコーポレーション 九十九里町真亀

7 (有)アール・ジー・ビー 東金市東金

8 アイ・ティー物流(株) 大網白里市みやこ野

9 (株)アイ・トラスト 東金市滝

10 (有)相川さく泉 芝山町岩山

11 (株)アイ建 九十九里町真亀

12 (有)藍商店 東金市東金

13 (株)愛誠電工舎 山武市蓮沼平

14 (有)愛生堂薬局 山武市松尾町大堤

15 (同)相創舎 山武市松ケ谷イ

16 ㈲アイディープランニング 山武市日向台

17 iTサービス(株) 横芝光町目篠

18 (株)アイネット 東金市台方

19 愛のアトリエ（株） 大網白里市南横川

20 (有)あいの手介護サービス 横芝光町横芝

21 (有)相葉鈑金工業 山武市湯坂

22 (株)アイビー・クラフト 東金市押堀

23 (株)アイピープロファクト 東金市北之幸谷

24 (株)アイリステクノロジー 東金市台方

25 アインズホーム(株) 東金市東岩崎

26 (有)葵機工 大網白里市北飯塚

27 (株)蒼空 東金市田間

28 あおば税理士法人 東金市東金

29 (株)青柳建設 横芝光町横芝

30 青柳酒造(株) 横芝光町篠本

31 (株)青柳ビルディング 横芝光町横芝

32 (株)青柳不動産 山武市松尾町八田

33 (有)秋津 大網白里市南今泉

34 (有)アキバ 山武市蓮沼ニ

35 秋葉基礎（有） 山武市木戸

36 (有)秋葉組 九十九里町粟生

37 (有)秋葉建設 東金市下武射田

38 (有)秋葉工業 山武市富口
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39 (有)秋葉産業 山武市蓮沼ハ

40 秋葉自動車工業（有） 東金市田間

41 (有)秋葉商店 東金市広瀬

42 (有)秋葉水道設備 山武市木戸

43 (有)秋葉石油 山武市松尾町大堤

44 (株)秋葉設備工業 山武市上横地

45 (有)あきば造花店 山武市松尾町八田

46 秋葉タクシー（有） 大網白里市大網

47 (有)秋葉電機水道 横芝光町新島

48 (有)秋山加工所 山武市松ケ谷イ

49 (有)秋山架設 横芝光町屋形

50 (株)秋喜建設 東金市台方

51 (株)アクアオート 大網白里市永田

52 (株)アクアテクノ 山武市実門

53 (有)アクセスコーポレーション 山武市戸田

54 (株)アクセルコミュニケーション 横芝光町北清水

55 (株)アクティオ 東金営業所 山武市白幡

56 (有)アクトコーポレーション 千葉市緑区おゆみ野南

57 (株)アグリ大里 大網白里市みやこ野

58 ㈲アグリ金穂咲 山武市松尾町蕪木

59 (株)アグリスリー 横芝光町坂田

60 アグリマツモト（有） 山武市板中新田

61 浅岡建設（株） 九十九里町真亀

62 (有)浅岡鉄工 九十九里町真亀

63 (有)浅野建材 山武市松尾町木刀

64 (資)旭家具店 横芝光町宮川

65 旭硝子(株) 東京都千代田区丸の内

66 (株)朝日工業 大網白里市みずほ台

67 (有)あさひ商会 東金市求名

68 朝日生命保険相互会社東金営業所 東金市東金

69 (株)アサヒプルーフ 山武市蓮沼ハ

70 アジアテック（株） 東金市台方

71 (株)味良 東金市求名

72 (株)アスカ 茂原市綱島

73 (株)アスカ　九十九里店 九十九里町片貝

74 (株)アスコ丸七 大網白里市四天木乙

75 (株)吾妻庵 横芝光町横芝

76 (有)東紙器製作所 山武市井之内

77 (株)東精工製作所 東金市宮

78 (有)アゼガミ 横芝光町遠山

79 アソシネット(株) 山武市木戸



80 (株)アドバンス 山武市成東

81 (有)アドバンス 東金市東金

82 (株)アドベンチャーサービス 東金市幸田

83 (有)アトム 東金市台方

84 (有)アトム工房 東金市丹尾

85 (株)アトラボ 東金市川場

86 (株)アトリエフォルム 九十九里町田中荒生

87 アドレスサービス(株) 東金市士農田

88 (株)アヌーク 東金市東新宿

89 (株)アパートメントオフィス 大網白里市みずほ台

90 (有)アバンテ 東金市東金

91 (株)ABIRU 横芝光町横芝

92 (株)畔蒜工務店 横芝光町木戸

93 畔蒜總業(株) 横芝光町木戸

94 (株)畔蒜不動産 横芝光町横芝

95 (有)油屋 山武市松尾町木刀

96 阿部造船（株） 九十九里町田中荒生

97 (株)APEX 山武市和田

98 (有)天野建築板金 東金市下武射田

99 (株)天野産業 山武市板中新田

100 (株)天野製作所 大網白里市細草

101 （宗）阿弥陀寺 敬老園 ﾛｲﾔﾙｳﾞｨﾗ大網白里 大網白里市四天木乙

102 (有)アメニティー・オフィス 東金市松之郷

103 新井鋼産（株） 横芝光町栗山

104 アラキ家具（有） 芝山町小池

105 (有)有商 東金市家徳

106 有野実産業（株） 山武市板中新田

107 (有)アルソア三愛 東金市福俵

108 (株)アルファ交通バス 芝山町岩山

109 (有)アロウズ 東金市上布田

110 淡路工業（株） 横芝光町宮川

111 アン・ブリダーズケンネル(有) 九十九里町粟生

112 (有)安栄工業 九十九里町粟生

113 (有)アンエイ食品 九十九里町粟生

114 (有)安正不動産 東金市求名

115 (株)安藤 東金市東金

116 安藤興業（株） 東金市東金

117 飯尾工業(株) 東金市御門

118 (有)EAGLE・CARGO・SERVICE 芝山町山田

119 イーグル運輸(株) 大網白里市南今泉

120 (有)イーグルエンタープライズ 大網白里市南今泉



121 (有)飯島工業 東金市大豆谷

122 （株）飯田運送　芝山出張所 富里市十倉

123 (有)イイダカ板金工業 大網白里市清名幸谷

124 (株)飯塚米穀 山武市松ケ谷ロ

125 (有)井内林業 大網白里市池田

126 (株)井浦製作所 東金市砂古瀬

127 (有)五十嵐建材 山武市松尾町五反田

128 (有)五十嵐工業 東金市台方

129 (株)いきいきケアサポート 大網白里市南横川

130 (株)IKUSHIN 大網白里市駒込

131 池上園緑化土木（有） 芝山町岩山

132 (有)池島石材 山武市松尾町大堤

133 池田運輸機工（株） 横芝光町中台

134 （同）イケダコーポレーション 東金市油井

135 (株)池田製作所 芝山町新井田新田

136 (同)池田屋 山武市蓮沼ロ

137 (有)いさりび食堂 九十九里町不動堂

138 (株)石井興業 芝山町大里

139 石井工業（株） 山武市津辺

140 (有)石井シール工業 東金市関下

141 (有)石井調剤薬局 大網白里市南今泉

142 (株)石井土木 東金市家徳

143 (有)石川商店 東金市田中

144 (有)石川土建 山武市五木田

145 (有)石栗電設工業 東金市田間

146 (有)石毛鈑金工業 山武市上横地

147 (資)石毛本店 横芝光町横芝

148 (有)石坂産業 横芝光町長倉

149 (株)石崎製作所 山武市松尾町高富

150 (有)イシダ印刷 東金市滝沢

151 (有)石田工業 大網白里市北今泉

152 (有)石田商会 大網白里市細草

153 石田商事（株） 東金市台方

154 (有)石田商店 東金市二又

155 (株)石田不動産 芝山町小池

156 (株)いしばし 九十九里町片貝

157 (株)いしばし 東金市薄島

158 石橋建材（株） 芝山町大台

159 (有)石橋工業 九十九里町片貝

160 (有)石橋興業 山武市蓮沼ロ

161 (株)石橋梱包運輸 芝山町大里



162 (有)石橋材木店 大網白里市北飯塚

163 (有)石橋商店 山武市松ケ谷ロ

164 (有)石橋造園土木 山武市蓮沼イ

165 (有)石橋鉄筋工業 山武市蓮沼ハ

166 (有)石橋陸商 山武市松尾町下野

167 (株)いずみ グループホームはすぬま 山武市蓮沼ロ

168 (株)いずみ 小規模多機能型居宅介護なるとう、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑなるとう 山武市殿台

169 (有)泉建材 大網白里市北今泉

170 (有)和泉工業 東金市上谷

171 (有)医聖会 山武市埴谷

172 (株)ヰセキ関東千葉支社 東金市福俵

173 (有)板倉商事 大網白里市駒込

174 (有)板倉水産 九十九里町田中荒生

175 (株)板倉地所 大網白里市駒込

176 (有)板倉鈑金塗装 大網白里市清名幸谷

177 (有)板倉百貨店 東金市幸田

178 (有)イタクラボール 大網白里市北飯塚

179 板倉理研（有） 東金市東金

180 (株)一蔵 東金市田間

181 (有）一建 大網白里市大網

182 (株)いちはら 横芝光町木戸

183 (有)市原石油 横芝光町横芝

184 （一社）いちはらファーム 横芝光町木戸

185 (有)イチマル商店 九十九里町田中荒生

186 (有)市村自動車整備工場 東金市小野

187 (資)イチロ 東金市広瀬

188 (有)井出野工業 山武市森

189 (有)伊藤運輸 山武市松尾町高富

190 (株)伊藤エージェンシー 横芝光町北清水

191 (有)伊藤家具 横芝光町横芝

192 (有)伊藤瓦店 横芝光町横芝

193 (有)伊藤建築工業 芝山町新井田新田

194 (有)イトウ工業所 大網白里市金谷郷

195 (株)伊藤工務店 横芝光町尾垂

196 (有)伊藤材木店 山武市松尾町松尾

197 (有)伊藤商事 横芝光町宮川

198 (株)伊藤商店 山武市蓮沼ロ

199 伊藤製粉製麺（株） 山武市蓮沼イ

200 (有)伊藤製油所 大網白里市大網

201 (株)伊藤設工 東金市東金

202 (株)伊藤測量 山武市中津田



203 (有)伊藤タイル 横芝光町宮川

204 (有)伊藤電気商会 横芝光町横芝

205 (有)伊藤花環店 芝山町小池

206 (有)糸日谷材木店 大網白里市北今泉

207 (有)糸日谷商店 大網白里市北今泉

208 伊富運輸（有） 横芝光町屋形

209 (株)井上 山武市津辺

210 (有)イノウエ 山武市日向台

211 (有)井上金物店 横芝光町横芝

212 (有)イノウエ商産 横芝光町栗山

213 (株)猪野興業 東金市松之郷

214 (有)井野工業 山武市成東

215 (株)伊橋自動車 芝山町宝馬

216 (株)井部製作所 山武市松尾町高富

217 (有)今井工業 山武市松ケ谷イ

218 (株)今井商事 大網白里市永田

219 (有)今井設備工業 東金市下武射田

220 (有)今井モータース 大網白里市経田

221 岩内基礎(有) 横芝光町木戸

222 (有)岩内さく井管工事 芝山町上吹入

223 岩崎機械工業（株） 東金市小沼田

224 (有)岩崎工業 東金市台方

225 (有)岩﨑重機サービス 山武市姫島

226 (有)岩崎鈑金塗装工場 山武市姫島

227 (有)岩澤種苗店 山武市富口

228 (株)岩澤設計 芝山町岩山

229 (有)岩瀬 大網白里市小中

230 岩田運輸（株） 芝山町大台

231 (有)岩本製作所　東金工場 東金市小沼田

232 (株)ウィスタリアシステム 大網白里市みずほ台

233 (有)ウィットゾーン 九十九里町小関

234 WILLER EXPRESS 北信越（株） 新宿区西新宿

235 (有)ウィル2レンタカー 東金市一之袋

236 (有)ウィンカンパニー 芝山町新井田新田

237 (有)ウェーブワン 東金市東岩崎

238 上原食品工業(株) 東京都荒川区東尾久

239 (有)植松給食センター 東金市東金

240 (有)ウェルネス幹 東金市東金

241 (株)ウェルマックス 山武市殿台

242 (有)ウェンズデー 山武市姫島

243 (株)魚誠 芝山町牧野



244 (有)うおとも 山武市松尾町大堤

245 (有)宇佐美商店 東金市田間

246 (有)鵜沢自動車 山武市富田ト

247 (株)ウザワ商店 横芝光町小田部

248 (有)鵜沢電気 東金市幸田

249 鵜沢ネット（株） 九十九里町不動堂

250 (有)内田 芝山町大里

251 内田産業（有） 山武市板川

252 (株)内田設計事務所 山武市姫島

253 (有)ウチヤマ 九十九里町不動堂

254 (有)内山瓦店 東金市松之郷

255 (有)内山組 大網白里市四天木

256 (株)内山段ボール 九十九里町真亀

257 (有)内山屋 東金市東金

258 (有)宇津木 東金市川場

259 (有)宇津木商店 大網白里市桂山

260 (有)ウッド企画 九十九里町片貝

261 (株)産方産業 東金市南上宿

262 梅一輪酒造（株） 山武市松ケ谷イ

263 (有)エアー 東金市東金

264 (株)エアロワークスインターナショナル 芝山町大里

265 (株)エイ・エス・エクスプレス 東金市山田

266 (株)エイ・エム・アイ 山武市松尾町猿尾

267 (有)英建設 横芝光町栗山

268 (株)エイコウ 九十九里町片貝

269 (有)栄光 九十九里町粟生

270 (有)栄植造園 大網白里市星谷

271 営繕ささ家(株)東金店 東金市福俵

272 (株)エイチアンドテーブルカンパニー 九十九里町粟生

273 (株)HS Light 東金市士農田

274 (株)H.S.ホームズ 東金市堀上

275 （合）ＨＫシステム 東金市関下

276 (株)エイチテクニカ 山武市松ケ谷ロ

277 (株)エイテックシステム 東金市田間

278 (有)栄楽産業 東金市東金

279 (有)エー・シー・イー 東金市下谷

280 (有)AMT．アソシエーツ 横芝光町宮川

281 (有)エージェントオダカ 山武市松尾町借毛本郷

282 (有)エーテック設備 東金市日吉台

283 （同）エール 山武市森

284 (有)エクステリア21 大網白里市木崎



285 (株)エクステリアカクガワ 大網白里市駒込

286 (株)エクスハンズ 九十九里町田中荒生

287 (有)エクセレント 九十九里町真亀

288 (有)エコパーツ 山武市大木

289 (有)エス．エス．エー 山武市湯坂

290 (有)エス・ケイ・ライン 九十九里町作田

291 (株)エスエムエス 山武市本須賀

292 (有)エスオーエス　プロスタッフ 東金市求名

293 エスケイ工業（有） 東金市滝沢字向原

294 エスディー物流（有） 芝山町宝馬

295 (株)Ｓテック 大網白里市小中

296 (同)エストーレホテル東金 東金市八坂台

297 (株)えにし 山武市松尾町武野里

298 NK金属(株) 山武市松尾町五反田

299 (株)ＮＰＣ 山武市松尾町高富

300 (株)エヌファクトリー 東金市台方

301 (有)榎澤鈑金 大網白里市木崎

302 (有)江波戸商店 芝山町小池

303 エハラピーナツ（株） 芝山町新井田

304 (株)蝦名建設 大網白里市柳橋

305 海老原海運(株) 大網白里市南横川

306 (有)エブリー商会 東金市押堀

307 (株)エム・デザインリフォーム 東金市日吉台

308 (有)エムアールサービス 芝山町大台

309 (株)ＭＥ ｎｅｔ 山武市本須賀

310 (株)MSKガーデン 横芝光町中台

311 (有)エムオート 九十九里町真亀

312 MTゴルフ開発(株) ﾗﾌｫｰﾚ＆松尾ｺﾞﾙﾌ倶楽部 山武市松尾町八田

313 (有)エムビー設備 東金市小野

314 (有)エムライン 山武市椎崎

315 (有)江森金物店 山武市成東

316 (有)江里口教材社 大網白里市駒込

317 (株)エルケア 東金市東岩崎

318 (有)エレガンス 東金市田間

319 Angel-Project International(株) 東金市東金

320 (株)エンジェルライン 大網白里市北横川

321 (有)円治屋 大網白里市四天木乙

322 (有)遠藤石材 九十九里町不動堂

323 (有)遠藤ニット工業 九十九里町不動堂

324 及川工務店(株) 山武市椎崎

325 (有)老山縫製 大網白里市九十根



326 玉様　野中　守生 東金市東岩崎

327 (株)大網開発 大網白里市富田

328 (株)大網グリーンゴルフ 大網白里市大竹

329 大網白里市水産加工業(協） 大網白里市四天木乙

330 ㈱大網白里ショッピングセンター 大網白里市みやこ野

331 (株)大井建設工業 大網白里市大網

332 (有)大木家具 東金市東岩崎

333 (株)大木工務店 横芝光町横芝

334 (有)大木商店 芝山町小池

335 (有)大木造園 芝山町小池

336 (株)大木元広商店 東金市北之幸谷

337 (有)大熊商会 山武市津辺

338 (有)大坂工務店 山武市松尾町借毛本郷

339 大里綜合管理（株） 大網白里市みやこ野

340 (株)大島屋 東金市東金

341 (株)大須賀技建 大網白里市季美の森南

342 (有)オオスミスポーツ 山武市成東

343 (有)大高機工 東金市台方

344 (有)太田家具店 東金市田間

345 大髙醤油（株） 山武市富田

346 (有)大竹商事 芝山町大里

347 (有)太田興業 東金市酒蔵

348 (有)太田商店 芝山町宝馬

349 (有)オオツカエンジニアリング 大網白里市桂山

350 (有)大塚農機 九十九里町田中荒生

351 (株)ODEN 茂原市南吉田

352 (株)オーディーエス 山武市松尾町借毛本郷

353 (有)オーディーエス 東金市上谷

354 (有)オートウィル 東金市一之袋

355 (有)オートウィル大網支店 大網白里市大網

356 (有)大藤建設 山武市松尾町八田

357 (株)オートガラススズキ 山武市松尾町木刀

358 (有)オートサービス浅井 東金市滝沢

359 (有)オートランドさくらい 東金市薄島

360 (有)オートワールドジャパン 東金市求名

361 (株)大西製作所 山武市蓮沼ハ

362 ㈲大場創業 山武市松尾町八田

363 大村園緑化（株） 東金市西中

364 大谷建設工業（株） 横芝光町横芝

365 (有)大矢自動車 大網白里市北今泉

366 (有)大矢板金 大網白里市四天木乙



367 (株)大山工務店 芝山町大台

368 (有)岡製作所 東金市福俵

369 (有)岡田屋商店 東金市東金

370 (株)岡電気 東金市家徳

371 (有)岡部電気商会 大網白里市四天木乙

372 (株)岡本設備 大網白里市大網

373 (有)オガワ 九十九里町片貝

374 (有)小川油店 山武市埴谷

375 小川運輸土木（有） 山武市蓮沼ハ

376 (有)小川工業 東金市宿

377 (有)小川工務店 東金市田間

378 (有)小川材木店 横芝光町遠山

379 (有)小川重機 横芝光町木戸

380 (株)小川商店 山武市津辺

381 (有)小川商店 山武市蓮沼ハ

382 (有)小川荘 山武市蓮沼ホ

383 小川造園（株） 山武市島

384 (有)小川総業 横芝光町中台

385 小川タクシー（有） 東金市求名

386 (有)小川電機 大網白里市柳橋

387 (有)小川電建 山武市富田ト

388 (有)小川ドライクリーニング工場 九十九里町片貝

389 小川農機（有） 芝山町小池

390 (有)小川ファーム 山武市横田

391 (有)小川米菓 大網白里市北今泉

392 (株)小川屋 横芝光町横芝

393 (株)小川屋金物店 九十九里町片貝

394 (有)小川屋石材開発 東金市東金

395 (有)小川屋分店 東金市東金

396 (株)小川屋本店 東金市東金

397 (有)小川豊商店 山武市埴谷

398 沖興産（株） 大網白里市南飯塚

399 (有)小倉 山武市松ケ谷ロ

400 (有)小倉観光サービス 大網白里市南横川

401 (有)小倉宏樹園 大網白里市南横川

402 (株)小倉酒店 東金市東金

403 (有)小倉商店 横芝光町木戸

404 (有)小倉水産 九十九里町真亀

405 (有)小倉ブロック 大網白里市南飯塚

406 (株)小倉屋 大網白里市大網

407 (株)小栗山ワールド 九十九里町不動堂



408 (有)尾崎燃料 山武市松尾町八田

409 (株)尾崎本店 山武市松尾町八田

410 (有)押田工業 山武市成東

411 (有)押塚鉄工 東金市東金

412 (株)小高 大網白里市大網

413 (有)小髙建材設備 山武市椎崎

414 (有)尾高工業 山武市松ケ谷ロ

415 (有)オダカ写真店 東金市東新宿

416 (有)小高生花店 東金市東岩崎

417 (有)小髙モータース 大網白里市富田

418 (株)小高木工製作所 大網白里市富田

419 (株)小野食品機械 東金市南上宿

420 (有)小野薬局 東金市日吉台

421 (有)小幡銃砲火薬店 東金市田間

422 (有)オフィス大木 東金市南上宿

423 (有)オフィス京葉 横芝光町横芝

424 (有)オフィスフォーエイト 大網白里市季美の森南

425 小見川建設（株） 東金市小野

426 オライはすぬま（企業） 山武市蓮沼ハ

427 (有)折秋 横芝光町横芝

428 オリエント交通(株) 芝山町牧野

429 (株)ｵﾘｼﾞﾅﾙﾒｰｶｰ　ｵﾆｷｽ東金田間店 東金市田間

430 ｵﾘｯｸｽ･ｺﾞﾙﾌ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(同)　東千葉ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 東金市滝

431 (株)オリンピック 東金市東金

432 (株)ＯＲＡＮＧＥ 横芝光町芝崎

433 ㈲カーアシストジャパン 茂原市木崎

434 (有)カークラフト宮田 東金市山田

435 (株)ガードワン 芝山町岩山

436 (有)カーボディー大木 芝山町牧野

437 (有)海岸屋ふー 東金市家徳

438 (有)海幸 山武市森

439 (有)甲斐浄化槽サービス 大網白里市細草

440 (株)海 成 横芝光町坂田池

441 (有)貝塚種苗店 大網白里市仏島

442 (有)貝塚種苗本店 九十九里町不動堂

443 (株)カイホ 横芝光町北清水

444 (有)楓設計 東金市宿

445 (有)花川 山武市松尾町猿尾

446 角川石油（株） 大網白里市駒込

447 (株)かくじゅう 東金市東岩崎

448 (株)カサハラ 大網白里市永田



449 （司）風間事務所 大網白里市駒込

450 (株)梶建設 大網白里市砂田

451 (株)花縞技研 山武市松ケ谷ロ

452 (有)上総青果食品市場 東金市東新宿

453 嘉瀬建商（株） 山武市埴谷

454 (有)加瀬建設 横芝光町原方

455 (有)嘉瀬商店 東金市宿

456 (株)かせ緑化土木 東金市砂古瀬

457 (有)カターラ観光 横芝光町栗山

458 (有)片岡工務店 東金市薄島

459 (株)片貝　介護事業所 くつろぎの家 東金市藤下飛地

460 (有)片貝タクシー 九十九里町片貝

461 (株)片貝薬局 九十九里町片貝

462 葛飾精鋼（株）千葉工場 横芝光町栗山

463 (有)桂造園 東金市西中

464 加藤　健二 大網白里市季美の森南

465 (株)加藤運輸 大網白里市上貝塚

466 加藤岡建設（有） 大網白里市南今泉前川

467 (有)加藤岡自動車 大網白里市南今泉

468 (有)加藤岡傅商店 大網白里市大網

469 (株)加藤岡昌弘商店 大網白里市北今泉

470 加藤建設（株） 山武市椎崎

471 (有)加藤興業 東金市上谷

472 (株)加藤工業所 大網白里市大網

473 (株)加藤商店 山武市松尾町谷津

474 (有)加藤商店 山武市松尾町八田

475 (有)角源電器 大網白里市大網

476 角源マルヰガス（株） 大網白里市大網

477 (有)かなや油店 大網白里市南今泉

478 (同)カナル 山武市白幡

479 (有)カネオカホーム 大網白里市南今泉

480 かねご運送（株） 大網白里市四天木甲

481 (有)金子工務店 九十九里町粟生

482 (有)金坂工業所 大網白里市北横川

483 (有)金坂電気商会 大網白里市南今泉

484 金坂保険事務所 東金市西福俵

485 (有)カネシメ商店 九十九里町片貝

486 (株)金田興業 東金市薄島

487 (有)かねとも水産 九十九里町片貝

488 (株)カネハン商店 東金市田間

489 (有)カネヨン水産 九十九里町片貝



490 (株)紙風船 東金市西福俵

491 (有)上森工業 東金市山田

492 (株)萱生工務店 大網白里市大網

493 (有)唐笠工務店 山武市本須賀

494 からだ工房　みさきや 東金市家徳

495 (株)川久 山武市蓮沼ロ

496 川久石油（株） 山武市蓮沼ロ

497 川久設備工業（株） 山武市蓮沼ロ

498 (有)川崎管工 大網白里市長国

499 河崎造園土木（株） 大網白里市大網

500 (有)カワシマ 横芝光町北清水

501 (有)川島園 山武市小泉

502 (有)川島建材 山武市蓮沼ロ

503 (有)川島工業 東金市東金

504 (有)川島興産 山武市津辺

505 (有)川嶋商会 山武市成東

506 (有)川島商店 山武市蓮沼ロ

507 (有)川島醤油 山武市蓮沼ロ

508 (有)川島製作所 東金市道庭

509 (有)川島造花店 山武市白幡

510 川島総業（有） 東金市台方

511 (有)川嶋土木 横芝光町尾垂

512 (有)川昭工業 東金市松之郷

513 (有)河代工業 九十九里町真亀

514 (有)川田工業所 山武市松尾町高富

515 (資)寒菊銘醸 山武市松尾町武野里

516 (有)環境開発 芝山町朝倉

517 (有)環境千葉サービス 東金市極楽寺

518 (有)関西工業 九十九里町真亀

519 （宗）願成就寺 東金市松之郷

520 (有)関東産商 大網白里市ながた野

521 関東生コン（株） 横芝光町横芝

522 (福)関東福祉会 山武市横田

523 (株)関東ホーム 東金市台方

524 (株)カントー保険事務所 大網白里市細草

525 (株)カントリーライス・スズキ 横芝光町宮川

526 (宗)観音教寺 芝山町芝山

527 (株)関白 芝山町高田

528 (宗)元福寺 東金市道庭

529 (株)技建 九十九里町藤下

530 (株)機材センター小川屋 東金市東金



531 (株)鬼島商会 山武市津辺

532 (有)岸本薬局 東金市東金

533 (有)喜扇 東金市東金

534 北川製餡（株） 東金市田間

535 北藤機工（有） 横芝光町栗山

536 (有)きたむら 東金市東金

537 (株)北　守 山武市松尾町広根

538 (有)亀電システム 東金市南上宿

539 (株)儀八 市原市姉崎

540 (有)木原工務店 九十九里町真亀

541 （特非）　基本塾 東金市日吉台

542 (有)木村工業 大網白里市南横川

543 (有)木村屋製パン 東金市東金

544 (株)岐本 横芝光町栗山

545 (株)キャピタルメディカル 九十九里町片貝

546 (有)ギャラリー白鯨館スタジオ 横芝光町木戸

547 (有)キューズホームズ 大網白里市大網

548 牛まる 東金市福俵

549 京相製管（株） 山武市椎崎

550 (有)京増木工所 山武市森

551 (株)共同テクノ 山武事務所 山武市椎崎

552 (株)共楽園緑化土木 東金市広瀬

553 (株)共和自動車工業 九十九里町不動堂

554 (有)共和商店 山武市埴谷

555 (株)キヨックス 東金市田間

556 (株)旭弘建設 山武市埴谷

557 (株)九十九里市場 九十九里町作田

558 九十九里漁業(協） 九十九里町小関

559 (株)九十九里自動車教習所 九十九里町藤下

560 (有)九十九里浄化槽 九十九里町田中荒生

561 (同)九十九里振興 九十九里町藤下

562 九十九里水産加工開発（協） 九十九里町真亀

563 九十九里鉄道（株） 東金市田間

564 九十九里の恵（企組） 九十九里町片貝

565 (株)九十九里ハーブガーデン 九十九里町片貝

566 九十九里まき網漁業生産組合 九十九里町片貝

567 九十九里町水産加工業（協） 九十九里町小関

568 (株)クチーレ 東金市上武射田

569 (株)沓掛商事 横芝光町宮川

570 (株)グッドライスフィールド 大網白里市柳橋

571 (有)グッドライフ 九十九里町片貝



572 (宗)熊野神社 横芝光町宮川

573 ぐらいんだぁ 江東区大島

574 (有)くらえもん 東金市東金

575 (有)倉田屋 大網白里市大網

576 (有)グラッチェ 東金市日吉台

577 (株)倉野重光技術研究所 大網白里市清名幸谷

578 (有)倉林製作所 九十九里町真亀

579 グリーンケアヴィレッジ（株） 東金市田間

580 (有)グリーンファーム九十九里 横芝光町篠本

581 (有)グリーンメイク 大網白里市南今泉

582 (有)グリーンメイト佐久間 山武市木原

583 (有)クリーンライフ 山武市蓮沼ロ

584 (有)クリエイトグリーン 芝山町高田

585 (有)栗山ブロック工業所 横芝光町栗山

586 (有)グループホーム光 横芝光町目篠

587 (株)グルッポピエタ 九十九里町真亀

588 (株)グルメタイム 九十九里町真亀

589 (株)グレス 東金市西福俵

590 (同)グロウスリング　山武中央訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　さんむ・ナース 東金市東金

591 (株)クローバー 横芝光町尾垂イ

592 (有)グローバル・チーズ 東金市丘山台

593 (株)グローバルｅｃｏ 東金市田間

594 グローバルビレッヂ(株) 九十九里町片貝

595 (株)黒川自動車サービスセンター 東金市田中

596 (株)KUROSAKI 東金市広瀬

597 (同)クロスウイング 大網白里市駒込

598 (有)緇荘印刷 山武市森

599 (株)クワタ 東金市粟生飛地

600 (有)桑田設備工業 東金市南上宿

601 (有)桑原工務店 山武市上横地

602 （医）ケア・ユニティ 東金市田間

603 (有)ケアステーション渚 山武市本須賀

604 (株)ケイエスケイ 芝山町大里

605 (株)ＫＳＫ　ＬＩＮＥ 芝山町大里

606 (株)計画技術研究所 大網白里市季美の森南

607 KDHインターナショナル(株) 大網白里市大網

608 （株）ケイプランニング 横芝光町原方

609 (株)京葉銀行大網支店 大網白里市大網

610 (株)京葉銀行東金支店 東金市田間

611 (株)京葉銀行横芝支店 横芝光町横芝

612 京葉沢井薬品（株） 芝山町山田



613 (有)京葉産業 東金市松之郷

614 (有)敬葉産業 山武市富田ト

615 (株)京葉読売ニュースサービス 東金市堀上

616 (株)京葉読売ﾆｭｰｽｻｰﾋﾞｽ東金東部営業所 九十九里町片貝

617 (有)ケーエム酸商 山武市松尾町八田

618 (有)ケービー物流 大網白里市四天木乙

619 謙システム(株) 山武市板川

620 (株)建洋 東金市田間

621 (有)小池材木店 山武市五木田

622 (有)小池電気 山武市五木田

623 (有)小出植木 東金市中野

624 (株)コイノニア 東金市家之子

625 (有)コウ英 東金市上武射田

626 (有)広栄サービス 東金市東金

627 (有)恒栄電設 山武市埴谷

628 （株）晃輝建設 東金市家徳

629 (公財)航空科学博物館 芝山町岩山字久田山

630 (有)幸恵 東金市東新宿

631 (有)コウゴ 横芝光町鳥喰下

632 (株)向後商店 横芝光町横芝

633 (有)向後畜産 横芝光町宮川

634 (株)向後米穀 横芝光町宮川

635 香樹園緑化建設（株） 東金市幸田

636 光伸電機工業（株） 九十九里町真亀

637 紅仙観光(株) 芝山町大台

638 (有)コウタキ 山武市埴谷

639 (株)河野紙器 九十九里町片貝

640 (有)河野製茶工場 大網白里市大網

641 公平建設（株） 東金市家之子

642 (株)神戸屋ﾌﾛｰｽﾞﾝ部関東千葉工場 大網白里市南横川

643 （宗）光明寺 山武市富田

644 神山食品工業(株) 横芝光町木戸

645 (株)光陽 山武市松尾町八田

646 (福)光楽園 横芝光町木戸

647 (有)幸和産業 東金市滝沢

648 (株)GO 東金市田間

649 (株)KoeiRC 東金市丘山台

650 ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)山武支店 山武市松尾町大堤

651 五木田建設（株） 東金市東金

652 (資)五木田水産 山武市松ケ谷ロ

653 国際興仙（株） 芝山町大里



654 （宗）極樂寺 山武市蓮沼ハ

655 (有)ココ 横芝光町宮川

656 (有)コサキ建設 大網白里市南横川

657 (株)こさく 山武市松尾町八田

658 (有)越川 東金市求名

659 (有)越川アルミ 山武市松尾町大堤

660 (有)越川興業 山武市松尾町本柏

661 (有)越川鋼業物産 横芝光町二又

662 (有)越川材木店 横芝光町横芝

663 (有)越川商店 横芝光町二又

664 (株)越川スレート 横芝光町篠本

665 (有)越川鉄筋工業 横芝光町谷中

666 (株)ｺｼﾀﾞｶ　ｶﾗｵｹ本舗　まねきねこ　東金店 東金市川場

667 (有)小渋 山武市成東

668 (有)小島建設 山武市上横地

669 (有)コジョウコーポレーション 東金市薄島

670 ㈲コジョウコーポレーション　アフラックサービスショップ　九十九里大沼店 九十九里町大沼

671 (有)小菅運輸 山武市植草

672 (株)小菅電気 芝山町小池

673 (株)こすた 大網白里市北今泉

674 コスモ（株） 九十九里町下貝塚

675 (有)コスモクリエイト 横芝光町傍示戸

676 (有)小関興業 東金市台方

677 (有)小関商店 山武市横田

678 (有)コセキ塗装 東金市前之内

679 (有)ことのや 東金市北之幸谷

680 (有)ことぶき 山武市成東

681 (有)ことぶき産商 大網白里市南玉

682 (有)寿不動産 東金市薄島

683 (有)小中池公園管理 大網白里市小中

684 (有)小西企業建設 山武市埴谷

685 (株)古西商店 横芝光町栗山

686 五八不動産(株) 東金市東上宿

687 小林　久子 東金市日吉台

688 小林工業（株） 東金市台方

689 (有)小林自動車 大網白里市大網

690 (有)小林商店 東金市道庭

691 (有)ごはんまえ 大網白里市南今泉

692 (有)駒込駐車場 大網白里市駒込

693 (有)小松園 東金市松之郷

694 (株)小松土建 九十九里町片貝



695 (有)コミュニテイ・ケア 杜の街 大網白里市南飯塚

696 (株)小室 芝山町小池

697 (有)子安技建 東金市荒生

698 (株)子安建設工業 東金市広瀬

699 (有)子安商店 九十九里町田中荒生

700 (有)小山鈑金塗装工業 芝山町高田

701 ゴルフ設備工業（株） 山武市松尾町五反田

702 (有)権現水産 九十九里町真亀

703 (有)近藤金型 横芝光町栗山

704 (有)紺野運輸 横芝光町原方

705 (宗)金刀比羅神社 山武市松尾町八田

706 (株)彩巧社 山武市本須賀

707 (株)齊藤 東金市家徳

708 (有)齋藤運送 山武市五木田

709 (有)斉藤管工 大網白里市南今泉

710 (有)斎藤組 山武市本須賀

711 (有)斉藤建材 大網白里市桂山

712 (株)斉藤建設 横芝光町横芝

713 (有)齊藤工務店 山武市本須賀

714 (有)斉藤自動車整備工場 横芝光町横芝

715 (株)斉藤自動車工業 山武市本須賀

716 (有)斉藤商店 九十九里町小関

717 (有)齋藤新聞店 横芝光町栗山

718 (有)斉藤石材興業 大網白里市南今泉

719 (有)斎藤設備 大網白里市細草

720 (有)斉藤造園 山武市埴谷

721 (有)斉藤庭園 東金市田中

722 (有)齋藤鉄工所 東金市小沼田午開

723 斉藤電設（株） 東金市東岩崎

724 (有)斉藤留次商店 大網白里市南今泉

725 (有)齋藤ニュースサービス 山武市井之内

726 (資)斉藤農進舎 横芝光町栗山

727 斉藤ブロック工業（有） 山武市松尾町武野里

728 (有)斉藤ポンプ店 山武市五木田

729 (宗)最福寺 東金市東金

730 (株)三枝商事 大網白里市みやこ野

731 さがみ薬品(株) 東金市台方

732 (有)佐川工務店 山武市松尾町金尾

733 (有)鑿井工事 大網白里市細草

734 (有)作田建設 九十九里町作田

735 (有)作田工業 九十九里町作田



736 (有)作田水道 九十九里町作田

737 (有)作田鉄工所 山武市蓮沼ロ

738 佐久間運送（有） 九十九里町不動堂

739 佐久間建設（株） 山武市湯坂

740 (有)サクマ工業 山武市松ケ谷ロ

741 (株)佐久間商店 東金市宿

742 (有)佐久間商店 大網白里市南横川

743 佐久間総業（株） 東金市南上宿

744 (株)佐久間倉庫 山武市白幡

745 (有)佐久間測量事務所 大網白里市南横川

746 (有)佐久間板金工業 山武市松尾町古和

747 (有)桜井石油 九十九里町真亀

748 (有)桜ケアセンター 東金市求名

749 (有)櫻田工務店 東金市上谷

750 (有)桜田製作所 山武市五木田

751 (有)さくらハウジング 東金市東金

752 (株)佐々木ダイガスト工業 横芝光町宮川

753 (有)ササハラ薬局 山武市椎崎

754 （ノウ）篠本営農組合 横芝光町篠本

755 (資)佐瀬金物店 山武市松尾町本柏

756 (有)佐瀬商事 東金市下武射田

757 (資)佐瀬商店 横芝光町屋形

758 (有)佐瀬水道 山武市松尾町大堤

759 (株)佐瀨造園 東金市高倉

760 佐瀬土建（株） 山武市蓮沼ロ

761 (有)佐瀬モータース 山武市和田

762 (有)佐藤金属工業 東金市小沼田

763 佐野屋商事（有） 東金市東金

764 (有)サバンナ 横芝光町小川台

765 (株)サバンナブラン 東金市士農田

766 (有)佐山 大網白里市四天木乙

767 (有)サロン・ド・ラ・メール 九十九里町西野

768 (株)澤田組 山武市木原

769 (有)サワムラベッツ 東金市東上宿

770 (有)サンアート 横芝光町二又

771 (有)三栄興業 山武市成東

772 (株)三栄交通 芝山町岩山

773 (有)三英コーポレーション 東金市小野

774 (株)三英社 東金市北之幸谷

775 三栄メンテナンス(株) 芝山町香山新田

776 (有)サンエス木材 大網白里市大網



777 (有)三共 大網白里市四天木乙

778 三協コンクリート工事（株） 山武市麻生新田

779 (株)三京製作所 東金市薄島字杉田

780 (有)三幸ダクト 大網白里市みずほ台

781 三幸鍍金（株） 東金市小沼田

782 (有)三五郎商店 九十九里町粟生

783 (株)サンシャインオート 横芝光町木戸

784 (株)残心 横芝光町横芝

785 三水鐵工（株） 山武市松尾町八田

786 (株)サン測量設計 東金市道庭

787 (有)サンテック 大網白里市永田

788 (有)サンテック 東金市東金

789 (株)サントラベルセンター 大網白里市四天木乙

790 (株)サンピア 東金市東岩崎

791 (株)サンピアスポーツ 東金市東岩崎

792 (株)さんぶ 山武市津辺

793 (有)山武伊藤植木園 山武市板川

794 山武印刷（有） 山武市津辺

795 山武運輸（株） 山武市沖渡

796 (有)山武化学工業所 山武市富田幸谷

797 山武管工事業（協） 東金市家徳

798 (有)山武観光バス 山武市蓮沼ハ

799 山武クリーンサービス（有） 山武市松尾町八田

800 （一社）　山武郡市医師会 東金市東岩崎

801 山武郡市建設業（協） 東金市堀上

802 山武郡市農業（協） 山武市和田

803 (有)山武石材工業 山武市木原

804 山武造園土木（有） 山武市板川

805 山武造船（株） 九十九里町片貝

806 山武土地建物（株） 横芝光町横芝

807 (有)山武農園 横芝光町姥山

808 山武米油(名) 東金市東金

809 (株)さんぶ美杉野ファーム 山武市埴谷

810 (農)さんぶ野菜ネットワーク 山武市埴谷

811 (一社)山武郡市地籍調査協会 東金市東新宿

812 サンムパッケージ（株） 山武市本須賀

813 Sun夢ーPower（同） 山武市森

814 (有)山武米穀検査 山武市松ケ谷イ

815 (株)サンユウ 大網白里市上貝塚

816 (有)三友交通 横芝光町宮川

817 (有)山陽 東金市山田



818 三洋コンクリート工業（株） 九十九里町片貝

819 （一財）千葉県観光公社 国民宿舎　サンライズ九十九里 九十九里町真亀

820 (有)サン流通サービス 東金市小沼田

821 (有)三和企画 東金市小野

822 山和技建（株） 東金市台方

823 三和建設（株） 九十九里町真亀

824 (株)三和工務店 山武市津辺

825 (株)サンワテック 山武市松尾町木刀

826 (有)三和ファーム 東金市三ケ尻

827 (有)三和不動産 東金市川場

828 (株)シー・エス・物流 東金市滝沢

829 (株)Ｇ－ｉｎｇ 芝山町新井田

830 (株)シーエー企画 東金市田間

831 (株)シー・エス・ランバー 東金市滝沢

832 ジーオーピー(株)東金工場 東金市丘山台

833 (株)CK-Educations 大網白里市大網

834 (有)椎名人工孵化場 横芝光町木戸

835 (株)椎名畜産 横芝光町宮川

836 (有)椎名畜産 大網白里市細草

837 (株)CPK 大網白里市永田

838 (株)Ｃ１ 大網白里市駒込

839 ＪＳＴ(株) 九十九里町真亀

840 JDS(株) 大網白里市南今泉

841 (有)ジェイパーク 東金市道庭

842 ジェミニオート東金（株） 東金市田中

843 (有)塩田製作所 山武市蓮沼ニ

844 (有)四季工芸 山武市松尾町借毛本郷

845 敷島産業（株） 横芝光町宮川

846 重松エンジニアリング（株） 東金市大沼田

847 (株)資産運用管理事務所 大網白里市金谷郷

848 (有)宍戸製作所 山武市松尾町高富

849 （株）SHIZU 大網白里市永田

850 四川食品工業(株) 横芝光町宮川

851 (有)したはら造園 東金市西中

852 (有)実川造園土木 山武市松尾町本水深

853 ジック少額短期保険(株) 東金市東岩崎

854 (有)市東製作所 東金市東金

855 (有)市東製作所 大網白里市北今泉

856 (株)市東畜産食品 東金市東金

857 (有)市東肉店 東金市東金

858 (株)篠崎 大網白里市大網



859 (有)しのざき 山武市松ケ谷ロ

860 (株)篠崎建工 九十九里町小関

861 (有)シノヅカ 山武市津辺

862 (株)篠原商店 大網白里市駒込

863 篠原石油（株） 東金市堀上

864 (有)芝田履物店 横芝光町横芝

865 (有)芝山家禽 芝山町菱田

866 芝山交通（株） 芝山町菱田

867 芝山鉄道（株） 芝山町香山新田

868 (一財)芝山町振興公社 芝山町小池

869 (有)芝山ミニポンプ 芝山町大里

870 （一社）紫宝会 大網白里市大竹

871 (有)島村米菓 九十九里町真亀

872 (株)シマヤ 大網白里市みやこ野

873 (有)シマヤ 大網白里市みやこ野

874 (有)下埜工業所 九十九里町西野

875 (医)社団　一歯会 山武市蓮沼イ

876 (医)社団 鳳会 東金市東岩崎

877 (医)社団　幸会 大網白里市南今泉

878 (医)社団歯友会ファミリー歯科 東金市東岩崎

879 (医)社団 寿光会 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ山武 山武市本須賀

880 (医)社団　昌健会 大網白里市駒込

881 (医)社団 神歯会 東金市押堀

882 (医)社団　鎮誠会 東金整形外科 東金市東岩崎

883 (医)社団　大喜会 東金市台方

884 (医)社団 東成会 東金市東岩崎

885 (医)社団　ひかり歯科クリニック 横芝光町宮川

886 (医)社団 豊翔会 天野内科クリニック 東金市南上宿

887 (医)社団明正会柿栖眼科医院 東金市東岩崎

888 (医)社団隆仁会 秋葉医院 東金市東金

889 (医)社団おおあみ眼科 大網白里市みやこ野

890 (医)社団岸本医院 東金市南上宿

891 (医)社団九仁会 九十九里町片貝

892 (医)社団恵晃会 大網白里市南今泉

893 (医)社団健心会 山武市松尾町五反田字堤中

894 (医)社団皓歯会ぐみょう今井歯科医院 東金市求名

895 (医)社団慈優会九十九里病院 九十九里町片貝

896 (医)社団潤友会宇井医院 山武市蓮沼イ

897 (医)社団千歯会 大網白里市みやこ野

898 (医)社団伝統医学研究会 山武市蓮沼ニ

899 (医)社団 二洋会 岡崎医院 東金市油井



900 (医)社団増穂会佐久間医院 大網白里市南横川

901 (有)蛇の目寿し 山武市白幡

902 (株)住センター２１ 東金市家徳

903 (株)シューベルト 東金市田間

904 （宗）住本寺 大網白里市細草

905 秀和建設（株） 東金市山口

906 (有)秀和総建 大網白里市北今泉

907 (株)修和防災 東金市台方

908 (有)ジュエリージョイ 東金市東金

909 Chou　Chou 東金市下谷

910 (株)ジュンプラニング 東金市田間

911 (有)正一丸 九十九里町作田

912 (株)正栄 東金市台方

913 昭永ケミカル(株) 大阪府大阪市中央区麗橋

914 (有)城エージェンシー 東金市薄島

915 (宗)勝覚寺 山武市松ケ谷イ

916 (宗)上行寺 東金市田間

917 庄司工業（株） 東金市台方

918 (宗)浄泰寺 九十九里町真亀

919 湘南機工（株） 山武市横田

920 正福寺 山武市松ケ谷イ

921 常福寺 山武市埴谷

922 （宗）正法寺 大網白里市小西

923 (宗)松林寺 山武市大木

924 (株)松和 東金市押堀

925 昭和倉庫（株） 東金市押堀

926 (株)翔和緑花建設 大網白里市南今泉

927 (有)白磯 横芝光町木戸

928 (有)白樺 東金市南上宿

929 (有)白里ガス 大網白里市北今泉

930 (株)白里精密 大網白里市北今泉

931 （ノウ）白桝 芝山町大里

932 (株)ジロイム 山武市小松

933 伸一測量設計(株)東金支店 東金市油井

934 (有)新栄建材 横芝光町尾垂

935 (株)伸栄建設 大網白里市金谷郷

936 (有)信栄工業 山武市上横地

937 (株)新栄産業 山武市松尾町広根

938 (有)新栄自動車 大網白里市清水

939 (株)真行寺建設 芝山町小池

940 (株)新橋商事 東金市下武射田



941 (株)新興ウオターマネージメント工業 東金市家徳

942 (有)真幸産業 山武市松尾町八田

943 (宗)真光寺 山武市松尾町借毛本郷

944 (有)新興住建 山武市板中新田

945 シンコウデンセツ（有） 東金市広瀬

946 (宗)真言宗 智山派 長福寺 山武市松尾町八田

947 新生ビルド（株） 東金市山田

948 (有)新星運輸 山武市埴谷

949 (有)新星工務店 大網白里市上貝塚

950 (株)新盛堂薬局 山武市成東

951 (株)新千葉カントリー倶楽部 東金市家之子字茨台

952 (有)新東農薬 山武市殿台

953 新東冷熱（株） 東金市二之袋

954 新日本アルク工業（株） 東金市丘山台

955 (有)伸プラン 横芝光町屋形

956 (株)新保設備 山武市本須賀

957 (株)新洋精工 東金市川場

958 進和(株) 山武市松尾町蕪木

959 (株)進和建築 横芝光町横芝

960 (有)信和住建 東金市台方

961 (有)翠勝グリーン 東金市西中

962 (株)スウィング 東金市南上宿

963 Sky And Sea(株) 大網白里市木崎

964 (株)スガイ建設 山武市松尾町祝田

965 (有)菅井建設 芝山町新井田

966 (有)スカイシステム 東金市家徳

967 (株)スガイ不動産 山武市松尾町祝田

968 (有)菅野モータース 東金市田間

969 菅原工芸硝子（株） 九十九里町藤下

970 (有)スギハラ 九十九里町片貝

971 (有)杉森興業 横芝光町古川

972 鈴栄建設工業（株） 東金市南上宿

973 (有)寿々木 東金市台方

974 (有)鈴木運送 山武市草深

975 (有)鈴木園緑化土木 東金市堀上

976 (有)鈴木建業 横芝光町宮川

977 (有)スズキ研装 東金市田間

978 (株)鈴木興業 山武市松尾町上大蔵

979 鈴木工業（有） 横芝光町木戸

980 (株)鈴木工務店 大網白里市下ケ傍示

981 (有)鈴木工務店 芝山町大里



982 (有)鈴木自動車販売 芝山町大里

983 (有)鈴木商会 九十九里町片貝

984 (資)鈴木商店 山武市松尾町木刀

985 (有)鈴木設備 東金市東金

986 (有)鈴木鉄工建設 山武市埴谷

987 鈴木土建（株） 大網白里市細草

988 (有)鈴木農機 東金市上谷

989 (有)鈴木表具店 山武市松尾町折戸

990 鈴木木材工業（株） 横芝光町栗山

991 (有)鈴木薬局 九十九里町片貝

992 (有)鈴木輪業 東金市道庭

993 (有)鈴木輪業社 九十九里町片貝

994 (有)スズフジ電気 横芝光町原方

995 (株)スターシード 千葉市美浜区磯辺

996 (有)スチール内装 山武市井之内

997 (株)ステップ京葉 東金市山田

998 (有)須藤工業所 横芝光町北清水

999 須藤電工（株） 九十九里町真亀

1000 (有)須永製作所 東金市一之袋

1001 (有)砂明利自動車 芝山町小池

1002 (株)住まいの発見館 山武市津辺

1003 (有)スマイル 山武市白幡

1004 住友生命（相）　大網支部 大網白里市大網

1005 (有)寿美屋商店 芝山町小池

1006 (有)すみれ薬局 大網白里市みやこ野

1007 スリーアイ成東(株) 山武市成東

1008 (有)スリーオート・エスケイエム 大網白里市駒込

1009 (株)スリーモーション 大網白里市経田

1010 (有)青雲 横芝光町母子

1011 (有)清建 東金市松之郷

1012 (株)清左衛門 横芝光町木戸

1013 (株)セイミヤ 九十九里町下貝塚

1014 (有)清宮工務店 山武市白幡

1015 (有)清宮タイル住設 東金市大豆谷

1016 (宗)清滝寺 東金市滝

1017 (医)静和会浅井病院 東金市家徳

1018 成和交通(株) 山武市上横地

1019 (株)セーフティ 横芝光町横芝

1020 (株)セーフティ　東金支店 東金市川場

1021 (有)セーワ住設 大網白里市細草

1022 関工業所 東金市南上宿



1023 (株)関根 東金市山田

1024 (有)関谷商会 大網白里市北今泉

1025 (有)関芳商店 東金市田間

1026 (有)積和工業 横芝光町宮川

1027 (株)セコン 山武市松尾町八田

1028 世良総業（株） 東金市東金

1029 （一財）全日本労働福祉協会 大田区大森北

1030 （株）せんのは 旭市川口

1031 （宗）善福寺 九十九里町粟生

1032 ゼンミ食品（株） 横芝光町宮川

1033 造形舎（株） 東金市川場

1034 (株)創健 茂原市谷本

1035 (株)総合技建 山武市白幡

1036 (株)総合クリーンサービス 東金市台方

1037 (株)総合ケアサービス 横芝光町木戸

1038 (有)双商 東金市小野

1039 (株)造伸 山武市松尾町山室

1040 総武機械（株） 東金市丹尾

1041 總武建設（株） 横芝光町木戸

1042 總部建設（株） 九十九里町片貝

1043 (株)宗和 大網白里市大網

1044 (株)総和 九十九里町片貝

1045 総和商事（株） 東金市田間

1046 (宗)即随寺 東金市下武射田

1047 (有)第一住宅設備 横芝光町二又

1048 (有)大栄 東金市東金

1049 (株)大栄 大網白里市南今泉

1050 大勝企業（有） 東金市福俵

1051 (株)ダイカワ 東金市西中

1052 (有)大樹 大網白里市南今泉

1053 ㈲大樹　大網新道店 大網白里市大網

1054 (株)大貴設計 山武市白幡

1055 大恵飼料（株） 九十九里町田中荒生

1056 (有)大幸 芝山町大台

1057 (株)大功電気 山武市富口

1058 タイコウリフォーム(株) 東金市東岩崎

1059 (有)泰商 東金市押堀

1060 (宗)大正寺 山武市本須賀

1061 (株)大咲テック 九十九里町西野

1062 (有)大新工業 横芝光町北清水

1063 (株)ダイセイ工業 横芝光町鳥喰新田



1064 泰成緑栄（株） 大網白里市南横川

1065 (有)大仙 東金市家徳

1066 (有)大地 山武市白幡

1067 (有)大地造園建設 大網白里市柳橋

1068 (有)大登 大網白里市富田

1069 大同電氣工業（株） 東金市西福俵

1070 (有)太寛工務店 東金市日吉台

1071 大東産業(株) 東金市小沼田

1072 大同生命保険(株)千葉支社茂原営業所 茂原市八千代

1073 大同生命保険(株)千葉支社成田営業所東総連絡所 旭市イ

1074 (株)大塔不動産 東金市北之幸谷

1075 (同)Dining　Agent 東金市田間

1076 (株)だいのみせ長谷川商店 東金市東金

1077 (株)太平堂 東金市東岩崎

1078 (有)太平洋水産 山武市本須賀

1079 (有)太平洋旅行 横芝光町宮川

1080 (株)大松建設 山武支店 山武市松尾町八田

1081 (株)タイヤショップアイネット 東金市道庭

1082 (有)大雄電設 九十九里町真亀

1083 (株)太陽 大網白里市清水

1084 (株)太陽園芸 山武市松ケ谷イ

1085 (株)太陽社　たいよう東金店 東金市南上宿

1086 (有)太洋精密 九十九里町真亀

1087 太陽造園土木（株） 東金市高倉

1088 太陽電宅(有) 九十九里町不動堂

1089 (株)太陽ヒーティング 山武市富口

1090 (株)タイヨー 大網白里市南今泉

1091 (株)タイヨースポーツセンター 大網白里市南今泉

1092 (有)大和交通 山武市五木田

1093 (株)大和住建 大網白里市南今泉

1094 (有)高木 大網白里市四天木甲

1095 タカシナ工業(株) 東金市日吉台

1096 (有)高野運送 山武市上横地

1097 (有)高野商事 大網白里市大網

1098 (株)高橋運送 横芝光町木戸

1099 (有)髙橋園芸 九十九里町作田

1100 (株)高橋会計事務所 山武市成東

1101 (有)高橋コンクリート工業所 横芝光町横芝

1102 (有)タカハシサービスステーション 九十九里町片貝

1103 高橋産業（株） 九十九里町片貝

1104 (株)髙橋自動車鈑金工業 山武市成東



1105 (株)髙橋水道工業 山武市富口

1106 (株)髙橋造園 東金市関下

1107 (有)髙橋ブロック工業 大網白里市南飯塚

1108 (株)高橋マシニング 横芝光町北清水

1109 (有)髙橋屋根工事 東金市道庭

1110 (有)高浜オートサービス 大網白里市細草

1111 (株)髙林製作所 芝山町山中

1112 (資)高原自転車商会 大網白里市駒込

1113 (株)髙松金属 山武市木原

1114 高松工業（株） 東金市田間

1115 (有)高宮建設 東金市北之幸谷

1116 (有)高柳建築 東金市二之袋

1117 タカヤマ工業(株) 大網白里市みずほ台

1118 タカユー工業(株) 大網白里市上貝塚

1119 (有)高吉自動車 東金市北之幸谷

1120 (有)宝寿し 山武市井之内

1121 滝口工業（株） 山武市姫島

1122 (有)滝山鉄筋工業 東金市東金

1123 (有)タクミ広房 東金市下武射田

1124 (有)匠製作所 山武市富田ト

1125 (有)武石 山武市木戸

1126 (有)竹内無線電機商会 大網白里市大網

1127 武田電機（株） 山武市津辺

1128 (有)竹田屋 東金市東金

1129 (有)たけなか 芝山町新井田

1130 (株)竹端電気 九十九里町西野

1131 (株)竹屋 東金市東金

1132 (有)タケヤ 東金市東金

1133 (株)多幸屋本店 山武市松ケ谷イ

1134 (有)タコグラフ千葉製作所 山武市松尾町大堤

1135 (有)タジマオート 大網白里市北今泉

1136 (有)田島工業 大網白里市北今泉

1137 (有)ダスキン上総 東金市田間

1138 ＴＡＳＵＫＥ(株) 東金市東新宿

1139 立川機工（株） 山武市松ケ谷ロ

1140 (株)太智建設 横芝光町鳥喰上

1141 (有)橘ダイカスト 東金市一之袋

1142 (株)建国 大網白里市池田

1143 タナカ環境開発(株) 大網白里市みずほ台

1144 (有)田中商店 東金市上武射田

1145 (有)田中食品 大網白里市南横川



1146 (有)タナカ包装資材 大網白里市大網

1147 (有)田辺工務店 横芝光町鳥喰下

1148 (株)田邊房吉商店 大網白里市大網

1149 (株)田邊文三郎商店 大網白里市大網

1150 (有)谷川土建 九十九里町片貝

1151 谷乃井商事（株） 東金市東金

1152 (有)旅　路 東金市家之子

1153 ダブルシステムジャパン(株) 山武市小松

1154 (株)地域振興協会 芝山町岩山

1155 （宗）智弘院 大網白里市細草

1156 (有)千波園 山武市松尾町木刀

1157 （株）千葉アニマ 横芝光町屋形

1158 (有)千葉医薬リース ｵﾘｴﾝﾀﾙﾌｧｰﾏｼｰ 山武市蓮沼ニ

1159 (有)千葉機械産業 山武市松尾町八田

1160 (株)千葉北エンタープライズ 成田営業所 芝山町岩山

1161 (株)千葉銀行　大網支店 大網白里市駒込

1162 (株)千葉銀行九十九里支店 九十九里町片貝

1163 (株)千葉銀行東金支店 千葉市中央区千葉港

1164 (株)千葉銀行成東支店 山武市津辺

1165 (株)千葉銀行横芝支店 横芝光町横芝

1166 ちばぎん証券(株)東金支店 東金市東金

1167 千葉県木材市場（協） 東金市山田

1168 （一社）千葉県木材振興協会 東金市山田

1169 千葉県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市開発(株) 山武市蓮沼ホ

1170 (株)千葉興業銀行東金サンピア支店 東金市東岩崎

1171 (株)千葉興業銀行　大網支店 大網白里市みやこ野

1172 (株)千葉山陽 山武市木戸

1173 (株)千葉植物取引市場 東金市一之袋

1174 千葉信用金庫　芝山支店 芝山町小池

1175 千葉信用金庫東金支店 東金市東金

1176 (有)千葉製函 横芝光町横芝

1177 千葉セントラル測量（株） 東金市田間

1178 (株)千葉測器　山武営業所 山武市姫島

1179 (非営)ちば地域生活支援舎 東金市東金

1180 (株)千葉通商 東金市小野

1181 (有)千葉ニッサルコサービス 東金市松之郷

1182 千葉ファーム（株） 大網白里市大網

1183 ちばフラワーバス（株） 山武市津辺

1184 (有)千葉布留川総業 東金市松之郷

1185 (有)千葉容器 東金市東中

1186 千葉窯業（株） 横芝光町横芝



1187 （一社）千葉レスキュードッグ協会 山武市美杉野

1188 (有)地引組 東金市台方

1189 (有)チャイニーズレストラン孫悟空 東金市小野

1190 (株)チヤフルキョウエイ 九十九里町西野

1191 中央建設（株） 山武市成東

1192 (有)中央美化センター 大網白里市細草

1193 中和造園土木（有） 九十九里町田中荒生

1194 (宗）長光山　蓮成寺 東金市宮

1195 (宗)長光寺 山武市埴谷

1196 銚子商工信用組合九十九里支店 九十九里町片貝

1197 銚子商工信用組合東金支店 東金市東金

1198 銚子商工信用組合横芝支店 横芝光町横芝

1199 銚子信用金庫東金支店 東金市東岩崎

1200 銚子信用金庫蓮沼支店 山武市蓮沼ロ

1201 銚子信用金庫松尾支店 山武市松尾町大堤

1202 銚子信用金庫横芝支店 横芝光町横芝

1203 (宗)長德寺 山武市木原

1204 （宗）長福寺 大網白里市大網

1205 (株)銚洋陸運 山武市井之内

1206 (有)司商事 大網白里市南横川

1207 (株)つかさホークス 東金市田間

1208 (株)つくも 大網白里市大網

1209 (有)九十九工舎 東金市松之郷

1210 (有)つくも総合保険事務所 山武市埴谷

1211 (有)つくもタクシー 大網白里市南今泉

1212 (有)つくも美装 大網白里市南今泉

1213 九十九薬品（株） 大網白里市みやこ野

1214 （同）ツクモランド 九十九里町作田

1215 (有)ツクモリ工芸 東金市家徳

1216 (有)辻牛乳 東金市田間

1217 (株)土屋 横芝光町宮川

1218 (有)土屋工業 横芝光町木戸

1219 (有)土屋自動車 山武市松尾町山室

1220 (有)土屋重機 東金市福俵

1221 (有)土屋住設 大網白里市大網

1222 (有)土屋畜産 山武市早船

1223 土屋土木（株） 山武市森

1224 (株)土屋フーズ 横芝光町宮川

1225 (有)土屋ブロック 大網白里市富田

1226 (有)土屋ブロック工業 山武市蓮沼ニ

1227 (有)土屋ライスファーム 東金市松之郷



1228 坪井建設（株） 山武市松尾町祝田

1229 (有)ツミタアーキテック 東金市田間

1230 (有)積田商店 東金市押堀

1231 (有)積田土木 東金市押堀

1232 露口運輸（有） 芝山町大台

1233 (有)ツルオカ 東金市丹尾

1234 (株)鶴長本店 山武市松尾町大堤

1235 (有)津留八 山武市雨坪

1236 (株)Ｔ・A　TRUST 九十九里町片貝

1237 Ｄ･Ｙ EXPRESS(株) 芝山町岩山

1238 (有)ティアール・スズクラ 山武市植草

1239 (有)テイ・アイ・シー 東金市田間

1240 ティアラ・バンケット 東金市南上宿

1241 (株)テイー・エフ・シー 大網白里市駒込

1242 (有)ティーエーエス 大網白里市大網

1243 ティーエムコントロール(株) 東金市大沼田

1244 (株)TKG小川農園 山武市埴谷

1245 (株)TCS企画 芝山町香山新田

1246 (株)ＴＳ測建 大網白里市南今泉

1247 (有)帝国堂塗装店 東金市田間

1248 (同)テクノアンフォルマ 東金市東金

1249 (株)テクノワイズ 大網白里市四天木乙

1250 (株)寺門工務店 横芝光町鳥喰新田

1251 (有)寺門不動産 横芝光町鳥喰新田

1252 (株)テンダーヴィラ九十九里 横芝光町屋形

1253 (株)土肥建設工業 東金市松之郷

1254 (株)東雲堂 大網白里市南今泉

1255 (株)東栄 東金市川場

1256 （宗）東榮寺 大網白里市駒込

1257 東海建設(株) 山武市本須賀

1258 (一社)東金青色申告会 東金市南上宿

1259 東金印刷（株） 東金市東金

1260 (株)東金植木流通センター 東金市家之子

1261 東金駅東口商店街振興組合 東金市東岩崎

1262 (有)東金園 東金市田間

1263 (有)東金計算センター 東金市東金

1264 東金市ガス工事業（協） 東金市東上宿

1265 東金市松之郷ライスセンター 東金市松之郷

1266 東金酒販（協） 東金市山田

1267 東金商工会議所 東金市東岩崎

1268 東金商店街連合（協） 東金市東岩崎



1269 (協)東金ショッピングセンター 東金市東岩崎

1270 (有)東金精機製作所 東金市小野

1271 NPO法人トウガネゼーション 東金市東金

1272 (有)東金石材 東金市押堀

1273 東金タクシー（有） 東金市東金

1274 (有)東金電機 東金市台方

1275 (有)東金メディコム 東金市東岩崎

1276 (農)東金洋菜出荷組合 東金市求名

1277 東金酪農農業（協） 東金市広瀬

1278 (有)東金労務管理事務センター 東金市北之幸谷

1279 (有)東金渡辺農事 東金市台方

1280 (有)どうかん 大網白里市池田

1281 (株)東京庵 東金市東金

1282 東京監財(株)　東金支店 東金市東岩崎

1283 東京ｸﾞﾘｰﾝ富里ｶﾚﾄﾞﾆｱﾝ(株) 富里ｺﾞﾙﾌ倶楽部 芝山町小原子

1284 (有)東京工事機器 横芝光町古川

1285 （宗）東光寺 九十九里町作田

1286 (株)東光堂薬局 東金市東金

1287 東祥(株) 東金市田間

1288 (有)東省園 東金市酒蔵

1289 東松建設（株） 東金市松之郷

1290 藤助建設（株） 大網白里市四天木乙

1291 東総カッター(株) 東金市田間

1292 (株)東総機材 横芝光町木戸

1293 (有)東宗ゴルフ 東金市北之幸谷

1294 東総通運（株） 横芝光町横芝

1295 (有)東総ホームサービス 東金市菱沼

1296 (有)東築 大網白里市南横川

1297 (株)東都設備 大網白里市上谷新田

1298 (株)東邦 大網白里市養安寺

1299 (有)東豊住宅 東金市川場

1300 (有)東鋒貿易 大網白里市みずほ台

1301 (有)遠峯工業 大網白里市大網

1302 (株)東明自動車販売 山武市松尾町五反田

1303 東洋工業(株) 芝山町宝馬

1304 東洋テクノ（株） 山武市松尾町田越

1305 （株）東洋堂　はんこ広場　東金店 東金市東新宿

1306 (有)東葉メンテサービス 大網白里市柿餅

1307 (有)東和 東金市台方

1308 (有)十枝組 大網白里市南今泉

1309 (株)トーカン工業 横芝光町北清水



1310 (有)トータル介護サービスアイ 東金市東新宿

1311 (同)ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝｱｰﾙｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ 大網白里市上貝塚

1312 トーヨー警備(株) 東金市押堀

1313 (有)トーワ 大網白里市永田

1314 十川建設 山武市埴谷

1315 (株)德倉　 東京都江東区北砂

1316 (有)外口電気商会 東金市東新宿

1317 (株)ところ園 大網白里市九十根

1318 (有)ところ設備商会 東金市東新宿

1319 (株)敏エンジニアリング 東金市日吉台

1320 (福)豊島福祉会 光町保育園 横芝光町宮川

1321 (有)戸田商店 東金市前之内

1322 (有)トツカ製作所 山武市麻生新田

1323 利根住建土木（同） 芝山町新井田新田

1324 (有)鳶齋藤工務店 大網白里市大網

1325 (株)トマト 大網白里市みずほ台

1326 (株)富商事 九十九里町片貝

1327 (有)富永建設 山武市成東

1328 (有)戸村本店 九十九里町片貝

1329 (有)豊岡鋳造所 東金市大沼田

1330 (有)豊成運輸 東金市堀之内

1331 (有)トライ24 東金市田間

1332 (有)トラスト 東金市台方

1333 (資)トラストネット 大網白里市みどりが丘

1334 (有)トラックス 東金市山田

1335 (有)ドラッグ中島 大網白里市四天木乙

1336 (有)トラベルサテライト旅気球 東金市東岩崎

1337 とらや包装資材（株） 九十九里町片貝

1338 (有)トランタン 東金市東岩崎

1339 (有)ドリーム･シンフォニー 横芝光町木戸

1340 (株)ドリームス 東金市砂古瀬

1341 (有)鳥　新 九十九里町片貝

1342 (株)トレジャーカンパニー 大網白里市大網

1343 (有)トレンド 大網白里市南横川

1344 (有)とん亭九十九 横芝光町屋形

1345 なうコーポレーション 山武市井之内

1346 (有)ナガイ企画 大網白里市富田

1347 (有)中川水産 九十九里町片貝

1348 (株)中建設 大網白里市金谷郷

1349 (有)中志設備 東金市田間

1350 (有)長島産業 東金市福俵



1351 (有)長嶋自動車工業 東金市滝

1352 (有)中島緑花苑 東金市上武射田

1353 (株)中台商店 大網白里市大網

1354 (有)中田計算センター 東金市東金

1355 (資)中田商店 大網白里市金谷郷

1356 仲田タクシー（有） 東金市東金

1357 (株)中田洋品店 大網白里市大網

1358 (有)中つた 東金市東金

1359 (有)長門鉄工所 大網白里市大網

1360 (有)中野建鉄工業 九十九里町真亀

1361 (有)長野製作所 山武市松ケ谷ロ

1362 (株)ナカノテクニカル 東金市台方

1363 (株)ナカハル 東金市東岩崎

1364 (株)ナカムラ 横芝光町横芝

1365 (株)ナカムラ 東金市上武射田

1366 (有)ナカムラ 大網白里市細草

1367 (有)中村印刷 九十九里町片貝

1368 (有)中村自動車 大網白里市上貝塚

1369 (有)中村製麺所 東金市田間

1370 (株)中村薬局 横芝光町横芝

1371 (有)中山園芸 山武市松尾町水深

1372 (株)那須ダンボール 山武市木原

1373 (有)七番館 東金市道庭

1374 (有)鍋店酒店 東金市東金

1375 (株)鍋屋商店 大網白里市大網

1376 (有)浪川荘 山武市蓮沼ニ

1377 (有)ナミカワハウス 東金市田間

1378 (株)ナミカワ不動産 山武市成東

1379 (株)ナミカワ不動産販売 東金市台方

1380 (有)並木自動車工作所 東金市台方

1381 並木重機(有) 東金市大豆谷

1382 (有)並木商会 九十九里町片貝

1383 (有)並木商店 横芝光町木戸

1384 (株)並木薬局 山武市津辺

1385 (有)並建工業 山武市埴谷

1386 (有)なみのり運送 山武市蓮沼ホ

1387 (株)行川組 大網白里市大網

1388 (株)行木工務店 山武市本須賀

1389 (有)ナメキテック 東金市宿

1390 (株)ナリカワ 山武市本須賀

1391 成田ドライアイス（株） 芝山町大里



1392 （特非）成田臨空ｽﾎﾟｰﾂ文化推進ﾈｯﾄﾜｰｸ 芝山町大里

1393 (有)成松工業 芝山町宝馬

1394 (株)成東観光バス 山武市早船

1395 (有)成東シューパーツ 山武市本須賀

1396 (有)成東浄化槽センター 山武市津辺

1397 成東商業（協） 山武市松尾町松尾

1398 (有)鳴浜物流サービス 山武市本須賀

1399 (有)成美 山武市津辺

1400 (有)南郷ブロック工業所 山武市上横地

1401 (株)なんじゃもんじゃリゾート 横芝光町木戸

1402 (有)南条自動車 横芝光町芝崎

1403 (有)ナンソウ 九十九里町作田

1404 南総建設（株） 東金市東金

1405 南総国際旅行（株） 東金市東金

1406 南総住設（株） 東金市田間

1407 南総総業（株） 東金市東金

1408 南総タクシー（株） 東金市東金

1409 南総通運（株） 東金市東金

1410 (有)南総電子工業 山武市木原

1411 (有)南都 東金市道庭

1412 (有)南風荘 九十九里町片貝

1413 西尾レントオール（株）成田営業所 芝山町岩山字大宿

1414 (株)西川園 東金市東金

1415 (同)西野屋大島工務店 大網白里市柳橋

1416 (有)西村製作所 東金市山田

1417 西山産業（株） 東金市台方

1418 日栄飼料（株） 九十九里町田中荒生

1419 (有)日栄製作所 山武市本須賀

1420 (株)日経開発 大網白里市大網

1421 (有)日恵電設 大網白里市清名幸谷

1422 (有)日光苑 東金市田間

1423 日商電材（株） 東金市台方

1424 (有)日進工業 山武市井之内

1425 日新コンクリート工業（有） 山武市蓮沼ロ

1426 (株)日東保険センター 横芝光町栗山

1427 日本郵便(株)横芝北清水郵便局 横芝光町北清水

1428 日本郵便（株）九十九里西野郵便局 九十九里町大沼

1429 日本郵便（株）公平郵便局 東金市道庭

1430 日本郵便（株）豊海郵便局 九十九里町真亀

1431 日本郵便（株）豊成郵便局 東金市関内

1432 日本郵便(株)大網みずほ台郵便局 大網白里市みずほ台



1433 日本郵便(株)大網郵便局 大網白里市大網

1434 日本郵便(株)九十九里郵便局 九十九里町片貝

1435 日本郵便(株)芝山郵便局 芝山町小池

1436 日本郵便(株)白里郵便局 大網白里市南今泉

1437 日本郵便(株)千代田郵便局 芝山町大里

1438 日本郵便(株)東金小野郵便局 東金市小野

1439 日本郵便(株)東金上宿郵便局 東金市東金

1440 日本郵便(株)東金新宿郵便局 東金市東金

1441 日本郵便(株)東金郵便局 東金市東岩崎

1442 日本郵便(株)東陽郵便局 横芝光町宮川

1443 日本郵便(株)鳴浜郵便局 山武市本須賀

1444 日本郵便(株)南郷郵便局 山武市上横地

1445 日本郵便(株)日吉郵便局 横芝光町篠本

1446 日本郵便（株）正気郵便局 東金市家徳

1447 日本郵便(株)増穂郵便局 大網白里市富田

1448 日本郵便(株)松尾郵便局 山武市松尾町大堤

1449 日本郵便(株)緑海郵便局 山武市松ケ谷イ

1450 日本郵便(株)睦岡郵便局 山武市埴谷

1451 日本郵便(株)成東早船郵便局 山武市柴原

1452 日本アイティーオー(資) 東金市田間

1453 日本クライス（株） 東金市小沼田

1454 (株)日本興産 東金市道庭

1455 (株)日本フードサービス 八街市山田台

1456 日本ﾍﾟｲﾝﾄ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞｽ（株）千葉工場 東金市関下

1457 日本ベンディング（株） 九十九里町作田

1458 (有)日本ポートリーサービス 東金市東金

1459 (有)ニュー太洋 山武市本須賀

1460 (株)ヌーヴェルゴルフ倶楽部 大網白里市金谷郷

1461 (同)奴賀総合コンサルタント 東金市南上宿

1462 (株)ネイチャー 東金市東新宿

1463 (株)ネオ・クラフト 大網白里市駒込

1464 (株)根本 大網白里市南今泉

1465 （宗）能念寺 大網白里市柳橋

1466 (有)のぐち 東金市東金

1467 野口建材（株） 東金市田間

1468 (株)のじま 東金市台方

1469 野島　暉通 横芝光町横芝

1470 (有)野島組 山武市成東

1471 能勢工業（有） 山武市富口

1472 (有)野手屋商店 横芝光町横芝

1473 野村建設(株) 東金市山田



1474 野本運輸（有） 横芝光町取立

1475 (有)パークプラッツ大木 横芝光町横芝

1476 (株)はあと薬局 九十九里町片貝

1477 (有)バーネットビレッジ 横芝光町木戸

1478 (有)パールオートモービル 東金市堀上

1479 (有)灰吹屋鈴木薬局 東金市東金

1480 (有)ハウス・プーリー 山武市小松

1481 (有)ハウスショウ 大網白里市大網

1482 (有)萩原建業 山武市松尾町八田

1483 萩原土建（株） 芝山町大里

1484 (有)萩原薬局 東金市東岩崎

1485 (有)白宝社 横芝光町木戸

1486 (有)橋村商店 横芝光町木戸

1487 (有)橋本菓子舗 山武市津辺

1488 (株)橋本工務店 山武市麻生新田

1489 (有)橋本水産 山武市本須賀

1490 (有)橋本タイル店 九十九里町片貝

1491 (有)橋本電設 山武市蓮沼ニ

1492 パステック(株) 大網白里市大網

1493 蓮沼商業振興（協） 山武市松尾町松尾

1494 (有)長谷井石材 山武市津辺

1495 (有)長谷川会計センター 大網白里市北飯塚

1496 (有)長谷川興産 横芝光町横芝

1497 (有)長谷川造園 山武市上横地

1498 (株)ハセガワパッケージ 山武市上横地

1499 (株)八住設 九十九里町粟生

1500 (有)八角運送 大網白里市四天木乙

1501 (株)八角工務店 横芝光町寺方

1502 (有)八角設備 山武市松尾町八田

1503 (株)八鶴亭 東金市東金

1504 (有)八川工務店 九十九里町田中荒生

1505 (株)八起産業 山武市大木

1506 八紘測量開発（株） 東金市東新宿

1507 ハッピーリング（株） 芝山町境

1508 (株)PATRICK 芝山町岩山

1509 花沢建材工業（株） 山武市松尾町大堤

1510 (株)花澤工業所 山武市松尾町大堤

1511 (有)ハナザワ工芸 東金市台方

1512 (有)花澤商店 大網白里市南今泉

1513 (有)花澤袋物製作所 山武市松尾町大堤

1514 (株)花しょう 大網白里市南今泉



1515 (公財)花と緑の農芸財団 芝山町芝山東作

1516 (農)花の生産舎組合 芝山町香山新田

1517 花の友（株） 山武市松尾町大堤

1518 Pub　Club　LUMINOUS 横芝光町横芝

1519 (有)浜一 横芝光町横芝

1520 浜九水産（有） 大網白里市南今泉

1521 （株）浜田屋酒店 大網白里市大網

1522 (有)はまなす 山武市蓮沼イ

1523 (有)濱野 芝山町菱田

1524 (有)早川組 横芝光町屋形

1525 (有)ハヤカワ商工 横芝光町横芝

1526 (資)早川商店 山武市松尾町下之郷

1527 (有)早川陶器店 横芝光町横芝

1528 (株)ハヤカワ不動産 横芝光町横芝

1529 (株)林建材 山武市蓮沼ロ

1530 (有)林電設 横芝光町小川台

1531 (株)林プレス 東金市小沼田

1532 (有)早船 九十九里町片貝

1533 (有)HARADA三武 横芝光町北清水

1534 (株)Ｐａｒａｄｙ 九十九里町片貝

1535 （株）原野精機 山武市蓮沼イ

1536 パラマウントベッド(株)千葉工場 山武市白幡

1537 パラメディカル（株） 東金市田間

1538 (有)ハリカ横芝光店 横芝光町横芝

1539 (有)春木屋 東金市東金

1540 番匠井上(有) 大網白里市木崎

1541 (株)繁盛キムチ 芝山町岩山

1542 (株)バンダイハウジング 東金市南上宿

1543 （特非）ピアサポートセンターげんき 山武市新泉

1544 (有)ＢＲカンパニー 大網白里市みやこ野

1545 (株)ＢＩＣ 大網白里市大網

1546 (株)Peace Auto 東金市台方

1547 PWGジャパン（有） 横芝光町宮川

1548 (有)稗田材木店 東金市東金

1549 (有)稗田綜合建築設計事務所 東金市東上宿

1550 (株)ぴえて 大網白里市大竹

1551 （地独）東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター 東金市丘山台

1552 (有)光クリーンセンター 横芝光町目篠

1553 光コンクリート工業（株） 横芝光町宮川

1554 (株)ひかりサンクリーン 横芝光町宮川

1555 (有)光住販 横芝光町宮川



1556 (有)光美装 横芝光町宮川

1557 (有)ひかり薬局 横芝光町宮川

1558 (有)日暮商事 山武市井之内

1559 (有)彦七 東金市東金

1560 (株)彦兵衛建設工業 横芝光町木戸

1561 菱木商会（株） 山武市蓮沼イ

1562 (有)美聚社 東金市砂古瀬

1563 (有)菱和開発 山武市蓮沼イ

1564 （福）翡翠会 大網白里市大網

1565 (有)ビスターリ 東金市田間

1566 (有)ＨＩＤＡＫＡテクノ 大網白里市南横川

1567 (有)ヒタチデンキ 横芝光町横芝

1568 (有)日菜トレーディング 東金市下谷

1569 (有)日の出商会 東金市日吉台

1570 (有)日向台土地 山武市日向台

1571 (有)ビュー設計 東金市田間

1572 （福）日吉会 大網白里市南横川

1573 (有)平賀建材 東金市山田

1574 (有)平賀建設 大網白里市金谷郷

1575 (有)平賀商店 大網白里市永田

1576 (有)平田組 芝山町新井田

1577 平本建業（株） 東金市田間

1578 (有)平山工務店 横芝光町篠本

1579 (有)広尾建設 横芝光町鳥喰下

1580 (有)廣嶋屋 東金市東金

1581 ヒロセ(株) 山武市井之内

1582 (有)ＦＡＲ　ＥＡＳＴ 山武市雨坪

1583 (有)ファースト 山武市草深

1584 (有)ファーストジャパン 山武市津辺

1585 (有)ファス 山武市松ケ谷ロ

1586 (有)ファンハウス三共 東金市田間

1587 (有)フィックス 東金市東上宿

1588 フィデス(株) 千葉市緑区大高町

1589 (有)フードショップいちはら 横芝光町木戸

1590 (有)フォーリスト 横芝光町宮川

1591 (有)フォトスタジオマインド 九十九里町田中荒生

1592 (有)福田電気商会 横芝光町栗山

1593 (有)福屋 東金市東金

1594 (有)藤生電気 東金市田間

1595 (有)フジカワ 芝山町小池

1596 (有)藤建設 横芝光町小堤



1597 (有)藤崎農場 山武市松尾町高富

1598 フジ産業（株） 東金市家之子字茨台

1599 (有)藤代登記測量事務所 山武市松尾町八田

1600 (有)藤城土木 山武市小泉

1601 (有)藤城宝石店 横芝光町横芝

1602 (有)藤代洋服店 山武市松尾町大堤

1603 (有)フジ設備 山武市松尾町八田

1604 (株)ふじたか電気 横芝光町横芝

1605 (有)フジテック 九十九里町藤下

1606 (株)藤ノ木園芸 山武市横田

1607 (有)藤平電器 山武市津辺

1608 (有)藤平溶接工業 山武市松尾町五反田

1609 フジマル通商㈲ 九十九里町不動堂

1610 (株)不二邑興業 大網白里市経田

1611 (株)藤屋 大網白里市大網

1612 (株)富士屋 東金市東金

1613 (有)布施産業 東金市上武射田

1614 (資)布施商会 東金市東金

1615 (有)布施商事 東金市東金

1616 (有)布施洋蘭園 山武市松尾町上大蔵

1617 (有)扶桑 東金市東金

1618 (有)フタバスポーツ 横芝光町横芝

1619 (有)二葉ダイカスト さいたま市南区文蔵

1620 (有)フッチボールサーフ 大網白里市四天木乙

1621 (宗)不動院 山武市成東

1622 不動産の大地(株) 東金市川場

1623 (有)鮒　真 山武市成東

1624 (有)ふゆうず 横芝光町屋形

1625 (有)冬来 東金市東新宿

1626 （福）清規会 特別養護老人ﾎｰﾑ 芙蓉荘 東金市家之子

1627 (株)ブライト 山武市木原

1628 プラスウェル(株)千葉工場 大網白里市清名幸谷

1629 (有)プラネット化学研究所 東金市広瀬

1630 ブラベリーフューチャー(有) 山武市成東

1631 (株)ブラン 東金市士農田

1632 (有)プランニングフォロー 大網白里市北今泉

1633 (有)ブリエ 大網白里市柳橋

1634 (有)古内商店 大網白里市四天木乙

1635 古川運送（株） 東金市薄島

1636 フルカワ工業(株) 山武市松尾町谷津

1637 (有)古川コンクリート工業所 横芝光町横芝



1638 (有)古河商店 山武市戸田

1639 (株)布留川商店 東金市家之子

1640 (有)古川設備工業 東金市川場

1641 (有)古川総合保険事務所 九十九里町粟生

1642 (有)古川電気工事 東金市薄島

1643 (有)ふるや 山武市松尾町猿尾

1644 古谷建設（株） 横芝光町栗山

1645 (有)古谷葬祭 山武市松尾町猿尾

1646 フルヤ木材（株） 横芝光町横芝

1647 (株)ふれあいサービスセンター 大網白里市柳橋

1648 ブレス(株) 大網白里市柿餅

1649 プレステージ（株） 東金市川場

1650 プレステージ・コンサルティング(株) 東金市川場

1651 プレスト保険サービス(株) 東金市東金

1652 (株)フレンズ・ユウ 大網白里市大網

1653 (有)フローラ高山 東金市北之幸谷

1654 (株)ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ 東金市堀上

1655 (株)風和里しばやま 芝山町小池

1656 平成システム（株） 九十九里町西野

1657 平和機械（株） 大網白里市北横川

1658 (株)平和緑販 東金市上谷

1659 (株)ベストグロウ 東金市田間

1660 ベストシステム(株) 東金市福俵

1661 (有)ベストプランニングオフィス 東金市押堀

1662 (有)ベルーフ 大網白里市北今泉

1663 (株)ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝはなみずき 東金市東中島

1664 (有)ベルモア 大網白里市柳橋

1665 弁護士法人　九十九里 横芝光町横芝

1666 (有)弁天メディカル 東金市堀上

1667 (有)豊栄 山武市蓮沼ロ

1668 (有)豊栄 東金市下谷

1669 (有)豊栄自動車 九十九里町真亀

1670 (宗)鳳凰山本漸寺 東金市東金

1671 (株)豊技建設 東金市西福俵

1672 房総教材（株） 東金市山田

1673 房総自動車（有） 山武市富田ト

1674 (農)房総食料センター 横芝光町上原

1675 房総輸入魚加工（協） 九十九里町真亀

1676 房総リビング(株) 山武市成東

1677 （宗）芳墳寺 大網白里市南横川

1678 (株)ホームペイント 東金市山田



1679 (有)ホクショー千葉 横芝光町横芝

1680 (有)北斗工業 九十九里町粟生

1681 (株)ほけんのウェンズデー 山武市姫島

1682 (株)保坂設備 山武市板川

1683 細矢電気工業(株) 東金市南上宿

1684 (宗)法華寺 東金市菱沼

1685 (有)ほっとケア九十九里 九十九里町田中荒生

1686 (有)ボディショップ橋本 東金市田間

1687 (有)堀江商店 九十九里町細屋敷

1688 (有)堀川植木 九十九里町片貝

1689 (有)堀川スポーツ 東金市東岩崎

1690 (株)堀政興業 山武市白幡

1691 (株)ホリモト 大網白里市南今泉

1692 堀本産業（株） 大網白里市南今泉

1693 (宗)本光寺 東金市幸田

1694 (宗)本松寺 東金市松之郷

1695 （宗）本泰寺 大網白里市南今泉

1696 (株)ホンダカーズ千葉東 東金市東金

1697 (宗)本福寺 東金市福俵

1698 (宗)本隆寺 九十九里町片貝

1699 (株)マイホーム 九十九里町片貝

1700 (有)前川総業 横芝光町横芝

1701 (株)マエジマ 東金市田間

1702 (株)前嶋商店 東金市薄島

1703 馬狩建設(株) 横芝光町宮川

1704 (株)誠電設 九十九里町西野

1705 (株)眞起工業 山武市小松

1706 (株)雅久商事 東金市東岩崎

1707 増井工業（株） 山武市上横地

1708 (有)増田工業 東金市福俵

1709 (有)増田商事 大網白里市南玉

1710 NPO法人　まちづくりしばやま 芝山町新井田

1711 (株)街波通信社 東金市東金

1712 (株)松伊建材店 横芝光町横芝

1713 (有)松井建設 九十九里町片貝

1714 (株)松井紙器 九十九里町片貝

1715 (有)松井鉄工所 九十九里町片貝

1716 (有)松岡工業 東金市薄島

1717 (株)松尾工業 山武市松尾町八田

1718 (有)松尾商会 山武市松尾町大堤

1719 松尾商工業（協） 山武市松尾町松尾



1720 (株)マック 東金市丘山台

1721 (有)松坂屋油店 東金市東金

1722 (有)先崎建工 東金市日吉台

1723 (有)まつした 山武市椎崎

1724 (株)松戸園芸 東金市堀上

1725 (有)松戸屋 東金市田間

1726 松葉総業（株） 東金市松之郷

1727 (株)松半 東金市田間

1728 (株)松美家　松作 東金市福俵

1729 (株)マップ 東金市関下

1730 (株)松本工業 東京都北区田端

1731 (有)松本屋工務店 東金市東金

1732 (資)松屋商店 芝山町大里

1733 (有)松屋薬局 東金市東上宿

1734 (株)マナブ植木 東金市中野

1735 (株)まめや食品センター 山武市本須賀

1736 (有)まめや食品センター 東金市上武射田

1737 (有)マリノス 九十九里町小関

1738 (有)マリブエンタープロジェクト 東金市小野

1739 丸朝園芸農業（協） 芝山町山田

1740 マルイシ商事（株） 東金市油井

1741 (有)丸石造園土木 山武市蓮沼イ

1742 (有)丸一水産 九十九里町片貝

1743 (有)丸嘉造園土木 山武市上横地

1744 マルカ味噌（株） 東金市田間

1745 (株)マルゲン 横芝光町曽根合

1746 (有)マルゲン 山武市松尾町本柏

1747 丸源起業（株） 横芝光町曽根合

1748 丸五建設(有) 横芝光町木戸

1749 (有)丸五造園 東金市西中

1750 (有)丸小屋 横芝光町木戸

1751 (有)マルサイ 東金市松之郷

1752 丸四運輸（有） 大網白里市南今泉

1753 (有)まるしち水産 大網白里市四天木乙

1754 丸宿建材（有） 山武市埴谷

1755 (株)丸正工務店 東金市二又

1756 丸正自動車（有） 山武市成東

1757 (有)丸正ホームサービス 大網白里市南横川

1758 (株)マルシロ 九十九里町粟生

1759 (株)マルシン 大網白里市細草

1760 (有)マルセン工商 山武市松尾町山室



1761 (有)丸伝 東金市東金

1762 (有)丸傅自動車整備工場 東金市松之郷

1763 (株)マルトシ 東金市山田

1764 (有)マルト中村水産 九十九里町真亀

1765 (有)マルトモ建設 山武市蓮沼ロ

1766 丸豊建設（株） 山武市埴谷

1767 (株)丸二工務店 大網白里市南今泉

1768 丸西建材（有） 山武市津辺

1769 (有)マルニ造園土木 大網白里市金谷郷

1770 (有)まるに古川水産 九十九里町片貝

1771 (有)丸八住建 大網白里市南横川

1772 (有)丸間工業 山武市津辺

1773 (株)丸光運輸 山武市埴谷

1774 (有)丸美ミート 横芝光町栗山

1775 (株)丸屋 横芝光町横芝

1776 (有)丸屋 九十九里町細屋敷

1777 (有)丸屋ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 横芝光町横芝

1778 (有)丸山商店 九十九里町片貝

1779 (株)丸山製作所 千葉工場 東金市小沼田

1780 (有)マルヨ園 東金市幸田

1781 丸吉自動車興業（有） 山武市白幡

1782 (有)丸吉製作所 山武市松尾町高富

1783 (有)丸喜電気 大網白里市九十根

1784 (有)丸和 東金市堀上

1785 (株)マルンガイ・ジャパン 山武市蓮沼ホ

1786 萬潤(株) 東金市東岩崎

1787 (株)三上鉄工製作所 大網白里市南今泉

1788 (有)三河屋 東金市東金

1789 充光産業（株） 山武市松尾町松尾

1790 (有)岬水産 横芝光町北清水

1791 (株)美鈴興業 芝山町大里

1792 (株)ミズノ 東金市東岩崎

1793 （同）水野興産 大網白里市大網

1794 (有)水野商店 東金市東岩崎

1795 （ノウ）瑞穂営農組合 大網白里市小中

1796 (有)水間建設工業 大網白里市南今泉

1797 (有)三角商店 山武市武勝

1798 (有)みその水道設備工業 九十九里町西野

1799 (有)みその豆腐店 九十九里町作田

1800 (同)道 東金市台方

1801 (有)光川 大網白里市南今泉



1802 (有)三橋 東金市東岩崎

1803 ㈲みつはし 白子町牛込

1804 (福)緑海会 山武市木戸

1805 南建設（株） 芝山町大里

1806 (有)源基設備 大網白里市みどりが丘

1807 (有)ミニ圧送カワシマ 芝山町岩山

1808 (有)ミニポンプ大網 大網白里市柳橋

1809 (有)峯建設 横芝光町鳥喰新田

1810 （株）農 横芝光町宮川

1811 (株)みのわ商店 山武市松尾町八田

1812 (有)實籾通信 東金市台方

1813 (有)みや川 東金市道庭

1814 宮川(有) 横芝光町宮川

1815 (有)ミヤコ建施 大網白里市細草

1816 (有)都路建設 東金市西福俵

1817 (有)都自工 山武市松ケ谷イ

1818 都通商(株) 芝山町新井田

1819 宮下石材工業(有) 東金市山田

1820 (有)宮野工務店 山武市成東

1821 (有)雅建設工業 東金市台方

1822 (有)雅工業 大網白里市金谷郷

1823 ミヤマ自動車販売（株） 東金市田間

1824 (宗)妙覚寺 九十九里町小関

1825 (宗)妙宣寺 山武市埴谷

1826 (宗)妙宣寺 東金市家之子

1827 (宗)妙善寺 東金市御門

1828 (宗)妙徳寺 東金市北之幸谷

1829 (宗)妙本寺 東金市下武射田

1830 (株)ミルキィウェイ 大網白里市南今泉

1831 ㈲ミルクシステムズ 東金市堀上

1832 (有)民宿あぶらや 九十九里町真亀

1833 (株)ミント 大網白里市南今泉

1834 (有)向島 九十九里町真亀

1835 睦岡直販部 山武市沖渡

1836 (株)睦海 東金市台方

1837 (有)村井設備 九十九里町作田

1838 (有)村越設備 大網白里市南横川

1839 (株)村田屋本店 横芝光町横芝

1840 (株)村山商会 千葉営業所 大網白里市北吉田

1841 (株)明成電気 東金市関下

1842 明星不動産（株） 大網白里市駒込



1843 (有)メイユウ 横芝光町宮川

1844 (有)明和工業 芝山町大台

1845 明和総合防災（株） 東金市東岩崎

1846 (有)メカニック銚洋 山武市井之内

1847 (有)メディカルマーチン 東金市南上宿

1848 (有)メンズショップヤマグチ 大網白里市上谷新田

1849 (有)モアチャーズ 山武市沖渡

1850 (有)毛利石材店 大網白里市大網

1851 (有)最上畜産 横芝光町木戸

1852 (有)毛木不動産 大網白里市みずほ台

1853 (有)望月商店 九十九里町田中荒生

1854 森内合同税理士事務所 中央区日本橋小伝馬町

1855 (株)森川要商店 東金市台方

1856 (有)森川重機工事 東金市福俵

1857 (有)森川商店 横芝光町横芝

1858 森川輪業（株） 東金市東上宿

1859 (有)モリ企画 東金市山田

1860 守屋酒造（株） 山武市蓮沼ハ

1861 (有)諸岡電機 東金市田間

1862 (有)門谷製作所 山武市本須賀

1863 八百岩（株） 東金市台方

1864 (有)八百善 九十九里町片貝

1865 (株)ヤオトミ 東金市東金

1866 (宗)薬王寺 東金市上布田

1867 (有)矢沢機工 東金市一之袋

1868 八代建材（有） 芝山町小池

1869 (有)安井建設 東金市小野

1870 安井総業（有） 山武市津辺

1871 (株)安井堂 山武市津辺

1872 (株)ヤスゲン 大網白里市ながた野

1873 (有)安平商店 横芝光町栗山

1874 八宣建設（株） 東金市台方

1875 (有)八街自動車商会 山武市木原

1876 (資)矢仲商店 九十九里町片貝

1877 (株)ヤナギサワ電気 山武市下横地

1878 柳橋造園土木(有) 横芝光町長倉

1879 ㈲矢野鉄工 東金市下武射田

1880 (有)八幡商事 大網白里市駒込

1881 (株)山石商会 横芝光町長倉

1882 (有)やまいち 東金市南上宿

1883 山一土建（株） 横芝光町屋形



1884 山一不動産（株） 横芝光町屋形

1885 (株)やまきち水産 九十九里町粟生

1886 (有)ヤマグチ住設 東金市家徳

1887 (有)山口土木 山武市和田

1888 山元産業（有） 山武市松尾町八田

1889 (株)ヤマコー　東金工場 九十九里町西野

1890 (資)山下商店 横芝光町木戸

1891 (有)山小塗装 横芝光町谷中

1892 (有)山新運輸 山武市富田ト

1893 (有)ヤマソー段ボール 大網白里市永田

1894 (有)山田建設 東金市酒蔵

1895 (有)山田工芸 大網白里市神房

1896 (株)山田ゴルフ倶楽部 山武市松尾町下大蔵

1897 (有)山田商店 東金市田中

1898 (有)山田石油 大網白里市池田

1899 (有)山田内装 大網白里市ながた野

1900 (有)山田薬局 横芝光町横芝

1901 (株）ヤマト 山武市松尾町折戸

1902 大和(株) 東金市堀上

1903 ヤマト運輸(株)　台方センター 東金市台方

1904 (有)ヤマニ工業 東金市薄島

1905 (有)山之口瓦店 山武市大木

1906 (株)やまのべ 東金市東上宿

1907 (有)山野辺自動車 大網白里市大網

1908 ヤマヒサ建設（株） 九十九里町小関

1909 (株)ヤマヒロ 東金市台方

1910 (有)山宏興産 九十九里町作田

1911 (資)やま平商店 横芝光町横芝

1912 (資)ヤマモトサービス 東金市幸田

1913 山本造船（株） 九十九里町作田

1914 (有)山本板金工業 東金市北之幸谷

1915 (有)鎗田商店 東金市東金

1916 (有)和建設工業 山武市松尾町蕪木

1917 ヤンマーアグリジャパン(株)東金支店 東金市丹尾

1918 (有)ユーアイコーポレーション 東金市南上宿

1919 (株)由希 大網白里市仏島

1920 (農)有機農法菱田の会 芝山町菱田

1921 (資)結城屋 山武市津辺

1922 (有)優元 九十九里町下貝塚

1923 ユーコウ(株) 東金市田間

1924 猶興地産（株） 大網白里市駒込



1925 (有)勇幸丸 大網白里市北今泉

1926 (株)ユーシーエム 九十九里町真亀

1927 (有)ユート・アメニティ 横芝光町宮川

1928 (有)ゆうゆう 横芝光町木戸

1929 (株)ゆずの樹 九十九里町片貝

1930 (株)豊トレーディングカンパニー 東金市堀上

1931 (株)ユタカモータース 東金市八坂台

1932 (株)ユニオンテック 東金市上谷

1933 （宗）要行寺 大網白里市四天木

1934 (株)陽光 東金市田間

1935 (有)横石畳工業 山武市森

1936 (有)横川内装 東金市田中

1937 横芝運輸（有） 横芝光町横芝

1938 (学)横芝学園　横芝まさご幼稚園 横芝光町横芝

1939 (有)横芝産業 横芝光町栗山

1940 (有)横芝自動車整備工場 横芝光町横芝

1941 (有)横芝商事 横芝光町横芝

1942 (有)横芝タクシー 横芝光町栗山

1943 (有)横芝モータース 横芝光町北清水

1944 横山物流(株) 山武市日向台

1945 (有)吉井クリーニング商会 大網白里市大網

1946 (株)吉井精機 九十九里町片貝

1947 吉岡　靖浩 山武市大木

1948 (株)吉岡建材センター 東金市田間

1949 吉岡建設（株） 横芝光町横芝

1950 (株)吉川自動車 芝山町小池

1951 (株)吉田工業 大網白里市大網

1952 (有)吉原印刷 大網白里市四天木乙

1953 (株)ヨシヤ 東金市東金

1954 (株)米作 山武市成東

1955 (有)米澤薬局 大網白里市南今泉

1956 (有)米代保険企画 山武市成東

1957 (有)米山産業 東金市幸田

1958 ライフサービス(株) 芝山町宝馬

1959 (株)ライフネット千葉 山武市五木田

1960 (株)ライフプラン 大網白里市富田

1961 (有)ライフランド 山武市成東

1962 (有)ラック 東金市求名

1963 (株)ＲＡＴＳ 東金市求名

1964 LOVES　COMPANY(株) 山武市成東

1965 (有)らん 山武市松尾町山室



1966 (有)ランマ建機 山武市姫島

1967 (有)リアル建設 芝山町大里

1968 (有)リースキン大網 大網白里市大網

1969 (有)リーブル 東金市道庭

1970 (有)リサイクル．タケウチ 山武市松尾町高富

1971 (株)RISINO 東金市下武射田

1972 リソル生命の森(株) 長生郡長柄町上野

1973 (有)リトルチャイナ豊 東金市南上宿

1974 (株)リトル電設工業 九十九里町片貝

1975 (株)リバテイ 大網白里市駒込

1976 りびんぐ小川（有） 九十九里町片貝

1977 リフラット(株) 東金市東岩崎

1978 (有)リフレッシュサービス小川 大網白里市金谷郷

1979 (有)リベルテ 山武市蓮沼ハ

1980 (有)隆松園 芝山町高田

1981 (株)菱興社千葉工場 東金市上武射田

1982 両総観光（株） 山武市松尾町八田

1983 菱和精密（株） 大網白里市上貝塚

1984 （福）緑陽会 大網白里市柿餅

1985 (有)緑鈴造園 東金市菱沼

1986 (株)リングエンタープライズ 東金市東新宿

1987 (株)ルミエール 東金市田間

1988 (株)レイテッド 大網白里市四天木乙

1989 レイナー・ジャパン(株) 大網白里市みどりが丘

1990 (株)レクシス 横芝光町宮川

1991 (株)レクシスホーム 横芝光町宮川

1992 (有)レストランウィッチ 東金市油井

1993 （宗）蓮花寺 山武市蓮沼イ

1994 （宗）蓮光寺 山武市蓮沼ニ

1995 (宗)蓮照寺 大網白里市大網

1996 (有)ロード 九十九里町真亀

1997 ㈲ロード　大網支店 大網白里市みずほ台

1998 (有)六反測量 東金市堀上

1999 (有)ロッキー 山武市姫島

2000 （特非）わ 九十九里町片貝

2001 (有)ワーク・アイ 東金市上武射田

2002 (有)YSMエフピーカンパニー 大網白里市北飯塚

2003 ワイエスエンタープライズ（有） 山武市木原

2004 (有)ワイズ 東金市田間

2005 (有)Y'ｓ Auto 東金市押堀

2006 (有)ワイズマン企画 東金市台方



2007 (有)和一興業 東金市台方

2008 ワイルドアスタートレーディング(株) 山武市殿台

2009 (有)わかしおスポーツ 九十九里町真亀

2010 (株)若松 山武市白幡

2011 (株)和建興業 横芝光町鳥喰上

2012 (株)和光 大網白里市南今泉

2013 (株)和孝 九十九里町西野

2014 (株)我合商社 東金市田間

2015 (株)和幸設備 東金市御門

2016 和光電装（株） 芝山町大台

2017 和信産業(株)厚板本部東金工場 東金市小沼田

2018 (有)わたなべ 芝山町山田

2019 (有)渡辺運送 山武市白幡

2020 (有)ワタナベ鞄店 東金市東岩崎

2021 (有)渡辺清掃 東金市東中

2022 (有)渡辺鉄工所 横芝光町木戸

2023 (有)渡辺電気工業 横芝光町横芝

2024 (有)渡邊モータース 大網白里市大網

2025 (株)綿貫園芸 山武市木原

2026 (株)綿文商店 大網白里市大網

2027 和楽（有） 芝山町大里

2028 (株)ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東金店 東金市田間


