
企業名 産業分類 業種 所在地 従業員数 ホームページ

1 エスポワール岬 854 老人福祉・介護事業 いすみ市 90 http://www.esp-misaki.com/

2 社会福祉法幸志会　特別養護老人ホーム　やわらぎの郷 854 老人福祉・介護事業 市川市 86 http://www.yawaraginosato.jp/

3 東京製鉄㈱ 224 表面処理鋼材製造業 浦安市 43 http://www.ttc-g.co.jp

4 ㈲GUSUKU 073 鉄骨・鉄筋工事業 市川市 22 http://www.gusuku.net/

5 社会福祉法人長寿の里　
行徳ケアハウス翔裕園・行徳デイサービス翔裕園 854 老人福祉・介護事業 市川市 70 https://www.cyoujyunosato.jp/gyotoku/daycare.html

6 医療法人社団寿光会　
介護老人保健施設　エスポワール市川 854 老人福祉・介護事業 市川市 107 http://care-net.biz/12/esupo-itikawa/

7 社会福祉法人　天裕会 854 老人福祉・介護事業 市川市 36 http://www.tenyuukai.jp

8 社会福祉法人菊光会　さくらんぼ保育園 853 児童福祉事業 市川市 56 http://kikkokai.wix.com/kikkokai

9 ㈱エイジェック　千葉オフィス 912 労働者派遣業 千葉市 10,137 http://www.agekke.co.jp/

10 エクセルシオール千葉 854 老人福祉・介護事業 千葉市 52 http://www.excelsior-chiba.com/

11 社会福祉法人松涛会　特別養護老人ホーム　太陽と緑の家 854 老人福祉・介護事業 市川市 113 http://www.syoutoukai.jp/

12 医療法人社団幸葉会　西千葉整形外科 832 一般診療所 千葉市 73 http://www.i-seikei.jp/

13 社会福祉法人　苗場福祉会 854 老人福祉・介護事業 千葉市 1,150 http://naebafukushikai.com/

14 ㈱青木電気工事 081 電気工事業 柏市 51 http://www.aokidenki.co.jp

15 ㈱アルファ・オイコス 249 その他の金属製品製造業 佐倉市 110 http://alpha-oikos.co.jp/

16 築地産業㈱ 521 農畜産物・水産物卸売業 流山市 111 http://www.tsukijisangyo.co.jp

17 ㈱セレクション 561 百貨店，総合スーパー 市川市 600 www.foods-selection.co.jp

18 松丸土木 061 一般土木建築工事業 市川市 25

19 東邦建設㈱ 062 土木工事業（舗装工事業を除く） 成田市 51 http://www.toho-const.co.jp/

20 ㈱イーエスケイ 392 情報処理・提供サービス業 木更津市 64

21 社会福祉法人慈心会　木更津南清苑 854 老人福祉・介護事業 木更津市 130

22 ㈱味泉 094 調味料製造業 八千代市 95 http://www.ajisen-co.jp

23 ㈱東光東工事部 082 電気通信・信号装置工事業 船橋市 45 http://www.toko-east.co.jp

24 熊井倉庫㈱ 520
管理，補助的経済活動を行う事業所（52飲
食料品卸売業）

船橋市 26 http://www.kumai-soko.co.jp/

25 社会福祉法人千葉県福祉援護会障害者支援施設　　
ローゼンヴィラ藤原 855 障害者福祉事業 船橋市 70 www.engokai.or.jp

26 信和産業㈱ 184 発泡・強化プラスチック製品製造業 八千代市 130 http://www.shinwa417.co.jp/

27 ㈱トーハンスチール 073 鉄骨・鉄筋工事業 船橋市 82 http://tohansteel.co.jp/

28 社会福祉法人清和園（ゆいまーる習志野） 854 老人福祉・介護事業 習志野市 130 http://www.seiwaen.org/

29 ㈱パラレルワールド 542 自動車卸売業 船橋市 30 http://www.parallelworld-txt.co.jp/

30 ㈱エルピオ 605 燃料小売業 市川市 186 http://www.lpio.jp/

31 小泉塗装工業㈱ 246
金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄
器を除く）

匝瑳市 30 www.koizumi-tkk.com

32 エヌ・ティ・ティ・システム技研㈱　千葉支店 391 ソフトウェア業 千葉市 190 http://www.ntt-ipnet.co.jp/g/

33 ビジネスソフトサービス㈱ 391 ソフトウェア業 千葉市 44 http://www.we-bss.com/

34 ㈱かえで 853 児童福祉事業 千葉市 51 http://www.kaedekaede.net

35 ㈱シェフォーレ 097 パン・菓子製造業 八千代市 320 http://www.chezforet.co.jp

36 インターネットウエア㈱　千葉支店 391 ソフトウェア業 千葉市 33 http://www.inw.jp/

37 ㈲青蔵商店 581 各種食料品小売業 南房総市 18 http://www.aokura-sanga.com/

38 ㈱ろくや 751 旅館，ホテル 南房総市 18

39 ㈱グロリア 116 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 南房総市 85

40 吉田屋　鴨川館 751 旅館，ホテル 鴨川市 200 http://www.kamogawakan.co.jp/

41 ㈱カナヤ食品 099 その他の食料品製造業 旭市 86 http://www.kanayafoods.co.jp/

42 森幸漁網 115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 銚子市 17 http://www.morikou.e-choshi.jp/index.htm

43 社会福祉法人　信和会 854 老人福祉・介護事業 長生郡 65 http://www.shinwakaigo.org

44 エスポワール成田 854 老人福祉・介護事業 成田市 96 http://www.esp-narita.com

45 ㈱ブランド 593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 君津市 31 http://www.brand-gp.com/

46 千葉窯業㈱ 212 セメント・同製品製造業 千葉市 301 http://www.chibayogyo.co.jp/

47 ㈱ベイキューブシー 391 ソフトウェア業 千葉市 52 http://www.baycc.co.jp/

48 アイコミュニケーションズ㈱ 081 電気工事業 千葉市 14 http://ai-comm.net/

49 ㈱大塚商会　ホテル事業部 751 旅館，ホテル 長生郡 240 http://www.otsuka-shokai.co.jp/hotel/

50 千葉精密プレス㈱ 289
その他の電子部品・デバイス・電子回路製
造業

茂原市 75 http://www.chiba-pp.co.jp/

51 茨城グリーン開発㈱ 804 スポーツ施設提供業 長生郡 56 http://www.daystar-gc.co.jp

52 ㈱マツオー 761 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 松戸市 44 http://www.matsuoh-foods.co.jp

53 医療法人社団寿光会　エスポワール松戸 854 老人福祉・介護事業 松戸市 95 http://care-net.biz/12/esp-matsudo/

54 ㈱柏丸金会館 806 遊戯場 柏市 139 http://www.marukin-net.com/

55 ＯＢＭ㈱ 922 建物サービス業 市川市 267 http://www.obm.ne.jp
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56 ヒノデ第一交通㈱ 432 一般乗用旅客自動車運送業 市川市 1,500 http://www.daiichi-koutsu.co.jp/

57 マック㈱ 391 ソフトウェア業 市川市 20 http://mac-net.co.jp

58 社会福祉法人長寿の里　いちかわ翔裕園 854 老人福祉・介護事業 市川市 80 http://cyoujyunosato.jp/

59 原田鉄筋㈱ 073 鉄骨・鉄筋工事業 市川市 125 http://www.harada-tkk.com

60 ㈲ボタン美容室 783 美容業 木更津 40 http://www.botan-hair.co.jp

61 社会福祉法人治生会　特別養護老人ホーム　
船橋あさひ苑 854 老人福祉・介護事業 船橋市 95 http://www.jiseikai.sakura.ne.jp

62 社会福祉法人聖進會　
特別養護老人ホーム　さわやか苑 854 老人福祉・介護事業 船橋市 139 http://www.sawayakaen.com

63 ㈱カーム 929 他に分類されない事業サービス業 船橋市 12 http://cross-calm.com/

64 ㈱市川環境アセス 745 計量証明業 市川市 16 http://ichikawa-env.co.jp/

65 医療法人社団　創造会 831 病院 我孫子市 698 http://www.medicalplaza.or.jp

66 ㈱日動自販　（シンドバッド） 591 自動車小売業 船橋市 70 http://www.sindbad.co.jp

67 ㈱オープンセサミ 854 老人福祉・介護事業 八千代市 169 http://www.open-sesame.co.jp

68 日工マシナリー㈱ 244
建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金
業を含む)

野田市 61 https://www.nikko-net.co.jp/machinery/index.html

69 ㈲中屋 751 旅館，ホテル 鴨川市 35 http://ｎａｋａｙａｈｏｔｅｌ.ｃom/

70 館山信用金庫 631 中小企業等金融業 館山市 168 http://www.shinkin.co.jp/tateyama/

71 紀伊乃国屋 751 旅館，ホテル 安房郡 100 http://www.awa-kinokuniya.com/

72 日伸精機㈱かずさ工場 259 その他のはん用機械・同部分品製造業 君津市 47 http://www.nissin-seiki.co.jp

73 宍倉 569
その他の各種商品小売業（従業者が常時50
人未満のもの）

夷隅郡 130 http://www.s-leo.com/company.htnl

74 ㈱昭和製作所 293 民生用電気機械器具製造業 長生郡 66 http://syowa-ss.co.jp/company/

75 医療法人ＳＨＩＯＤＡ　塩田記念病院 831 病院 長生郡 229 http://www.s-fmc.jp

76 ㈱協和　千葉工場 200
管理，補助的経済活動を行う事業所（20な
めし革・同製品・毛皮製造業）

野田市 206 http://www.kyowa-bag.co.jp/kyowa_company.html

77 社会福祉法人　南生会 854 老人福祉・介護事業 船橋市 270 http://www.nanseikai.or.jp

78 ㈱
ＢＲＡＳＴ 071 大工工事業 佐倉市 70 http://www.brast-a.jp

79 イハラ建成工業㈱　関東事業所 189 その他のプラスチック製品製造業 成田市 31 http://www.ihara-ci.co.jp/

80 ㈲マリブエンタープロジェクト 901 機械修理業（電気機械器具を除く） 東金市 50 http://mep.co.jp/

81 マリン産業㈱ 062 土木工事業（舗装工事業を除く） 市原市 12

82 矢上工業㈱ 084 機械器具設置工事業 市原市 45 http://www.yagami-kogyo.co.jp/

83 コンドル産業㈱ 559 他に分類されない卸売業 茂原市 76 http://www.condoru.co.jp

84 ㈱ニッケ・ケアサービス 854 老人福祉・介護事業 市川市 440 http://nikkecare.com/

85 君塚鉄筋㈱ 100
管理，補助的経済活動を行う事業所（10飲
料・たばこ・飼料製造業）

千葉市 100 http://kimizukatekkin.jimdo.com

86 ㈱澤田組 061 一般土木建築工事業 山武市 10 http://www.sawadagumi.jp/

87 日本企画㈱ 391 ソフトウェア業 船橋市 740 http://www.nkcnet.co.jp

88 社会福祉法人愛弘会　特別養護老人ホーム　船橋愛弘園 854 老人福祉・介護事業 船橋市 35

89 ㈱ジョイネット 593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 佐倉市 96 http://www.joynetgp.co.jp

90 ㈱扇谷 060
管理，補助的経済活動を行う事業所（06総
合工事業）

佐倉市 18 http://www.ogiya.net

91 ㈱ノーフォール 323 時計・同部分品製造業 千葉市 100 http://www.nofall.jp/

92 マツモトファインケミカル㈱ 169 その他の化学工業 市川市 36 http://www.m-chem.co.jp

93 社会福祉法人高嶺福祉会　特別養護老人ホームさつまの里 854 老人福祉・介護事業 鎌ヶ谷市 260 http://takaminefukushikai.com/

94 社会福祉法人　八千代美香会 854 老人福祉・介護事業 八千代市 450 http://www.bikou.net/

95 ㈱てらお食品 581 各種食料品小売業 船橋市 200 http://www.terao-s.co.jp

96 社会福祉法人清和会　特別養護老人ホーム　ワールドナーシングホーム 854 老人福祉・介護事業 船橋市 216 http://wana.or.jp/

97 社会福祉法人　創明会 855 障害者福祉事業 船橋市 106 http://www1.odn.ne.jp/somei

98 東洋佐々木ガラス㈱　千葉工場 211 ガラス・同製品製造業 八千代市 459 http://www.sasaki.co.jp/

99 日本アトマイズ加工㈱ 239 その他の非鉄金属製造業 野田市 120 http://www.atomize.co.jp/

100 ㈱浜野ゴルフクラブ 804 スポーツ施設提供業 市原市 92 http://hamano-golf.co.jp

101 BX鐵矢㈱ 244
建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金
業を含む)

柏市 69 http://www.bunka-s.co.jp/corporate/group/

102 社会福祉法人佑啓会　ふるさと学舎千倉 855 障害者福祉事業 南房総市 23 http://fgakusya.sakura.ne.jp/

103 社会福祉法人佑啓会　ふるさと学舎和田浦 855 障害者福祉事業 南房総市 50 http://fgakusya.sakura.ne.jp/

104 ㈱不二精工 531 建築材料卸売業 千葉市 130 http://www.fujiseiko-net.co.jp/home/

105 社会福祉法人佑啓会　ふる里学舎 855 障害者福祉事業 市原市 480 http://fgakusya.sakura.ne.jp/

106 工建設㈱ 061 一般土木建築工事業 千葉市 26 http://www.takumi-kk.jp

107 社会福祉法人　アコモード 943 キリスト教系宗教 我孫子市 257 http://www.acomoder.or.jp

108 社会福祉法人　なゆた 855 障害者福祉事業 浦安市 36 http://www.facebook.com/nayuta.grin

109 ㈱藤田製作所 273
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量
機械器具・理化学機械器具製造業

茂原市 105 http://www.fujitass.co.jp/

110 ㈱ティーエスケー 066 建築リフォーム工事業 船橋市 151 http://www.kk-tsk.co.jp/

111 ㈱東葉テクノ 081 電気工事業 千葉市 12 http://www.to-yo-techno.co.jp/

112 ㈱大日商事 806 遊戯場 四街道市 239 http://www.dainichicorp.co.jp

113 ㈱崎山工業 072 とび・土工・コンクリート工事業 船橋市 28

114 社会福祉法人　健恒会 854 老人福祉・介護事業 船橋市 140 http://www.kenkohkai.com/

115 社会福祉法人　和習会 854 老人福祉・介護事業 船橋市 65 http://washu1.ec-net.jp/
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116 首都圏システム開発㈱ 391 ソフトウェア業 船橋市 42 http://www.msd-21.co.jp

117 特別養護老人ホーム　初富の里 854 老人福祉・介護事業 鎌ヶ谷市 75 http://takaminefukushikai.com

118 社会福祉法人朋友会　特別養護老人ホームアグリ・ケアホームいこいの森 855 障害者福祉事業 船橋市 73 http://www.h-ikoinomori.jp/

119 社会福祉法人長寿の里　ふなばし翔裕園 854 老人福祉・介護事業 船橋市 250 https://cyoujyunosato.jp/

120 ㈱ヤマシタ 244
建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金
業を含む)

野田市 17 http://mejibo.jp

121 姉ヶ崎カントリー倶楽部 804 スポーツ施設提供業 市原市 180 http://heiwanosan.co.jp/anegasaki/

122 医療法人社団　八心会　（上田医院） 831 病院 市川市 100 http://www.uedaiin.or.jp

123 社会福祉法人　昴 854 老人福祉・介護事業 野田市 92 http://www.care-subaru.jp

124 新栄建設㈱ 083 管工事業（さく井工事業を除く） 富里市 10 http://www.geocities.jp/shineikensetsu_hp/

125 京葉工管㈱ 083 管工事業（さく井工事業を除く） 千葉市 90 http://www.keiyo-koukan.co.jp/

126 社会福祉法人　東和福祉会 854 老人福祉・介護事業 山武郡 63 http://www.sanai-touwa.com

127 杉谷金属工業㈱　野田工場 235 非鉄金属素形材製造業 野田市 140 http://www.sugitani.co.jp

128 ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 804 スポーツ施設提供業 大網白里市 58 http://www.nouvelle-gc.co.jp

129 ㈱日本ライフデザイン　アーバンリビング稲毛 361 上水道業 千葉市 421 http://
j-lifedesign
.com

130 ㈱的場製餡所 341 ガス業 松戸市 90 http://www.matoba-seian.co.jp

131 ㈱スチール　東京支店 533 石油・鉱物卸売業 浦安市 36 http://www.steel.co.jp

132 社会福祉法人　市川会 854 老人福祉・介護事業 市川市 163 http://www.ichikawa-kai.com

133 社会福祉法人　愛生会 855 障害者福祉事業 八千代市 116 http://www.aiseien.or.jp

134 社会福祉法人　弘成会 854 老人福祉・介護事業 鎌ヶ谷市 63 http://kouseikai-gr.or.jp/

135 ㈱スポーツトラスト　ロイヤルスターゴルフクラブ 804 スポーツ施設提供業 君津市 80 http://www.royalstar-gc.com/

136 社会福祉法人　斉信会 855 障害者福祉事業 千葉市 65 http://seishinkai.native365.net/

137 社会福祉法人苗場福祉会　特別養護老人ホーム　さくら館 855 障害者福祉事業 船橋市 1,150 http://naebafukushikai.com/

138 医療法人社団　貴城会　 介護老人保健施設　アモールケア白井 854 老人福祉・介護事業 白井市 36 http://ac-shiroi.com/

139 田中電子㈱ 593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 習志野市 122 http://tanakadenshi.co.jp

140 千葉リース工業㈱ 702 産業用機械器具賃貸業 柏市 62 http://www.chibalease.co.jp

141 ㈱レカムサービス 593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 千葉市 113 http://www11.plala.or.jp/recam/

142 旭化工㈱ 223
製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材
を除く）

東金市 119 http://www.asahi-kakou.co.jp/

143 ㈱星有 061 一般土木建築工事業 千葉市 30 http://www.seiyou.jp

144 協友工業㈱ 083 管工事業（さく井工事業を除く） 市原市 35

145 ㈱サンピアスポーツ 804 スポーツ施設提供業 東金市 40 http://www.sunpia-net.com/sports/

146 ㈱津田屋 609 他に分類されない小売業 市原市 382 http://www.tsutaya-net.co.jp/

147 ＥＭオノエ㈱　
千葉事業所 099 その他の食料品製造業 千葉市 280 http://www.em-onoe.co.jp/

148 社会福祉法人　常盤会 854 老人福祉・介護事業 千葉市 87 http://www.tokiwa-en.or.jp/index.html

149 ㈱スズキ自販京葉 542 自動車卸売業 市原市 182 http://sj-keiyo.jp/

150 ㈲岩本製作所 084 機械器具設置工事業 東金市 18

151 ㈱ケイティー 083 管工事業（さく井工事業を除く） 柏市 12

152 社会福祉法人　温光会 854 老人福祉・介護事業 千葉市 110 http://mihamaen.net/

153 医療法人社団寿光会　エクセルシオール稲毛海岸 854 老人福祉・介護事業 千葉市 70 http://www.excelsior-inagekaigan.com/

154 ㈱スズキ自販千葉 542 自動車卸売業 千葉市 307 http://sj-chiba.jp/

155 社会福祉法人　泉寿会 854 老人福祉・介護事業 千葉市 149 http://senjyu-kai.com/

156 社会福祉法人うぐいす会　特別養護老人ホーム　誉田園 855 障害者福祉事業 千葉市 43 http://www.uguisukai.chiba.me/

157 ㈱アリガ製作所 253 一般産業用機械・装置製造業 松戸市 37 http://www.ariga-grp.co.jp/company/associate.html

158 ㈱市川精錬所 231 非鉄金属第1次製錬・精製業 市川市 30 http://www.ichikawaseiren.co.jp

159 東葉警備保障㈱ 923 警備業 柏市 750 http://toyo-security.jp/

160 ㈱ダイサン　千葉サービスセンター 959 他に分類されないサービス業 印西市 539 http://www.daisan-g.co.jp/

161 ㈱安西製作所 253 一般産業用機械・装置製造業 千葉市 36 http://anzai-mfg.com/

162 萩原建設㈱　 062 土木工事業（舗装工事業を除く） 千葉市 17 http://www.ab.auone-net.jp/~tobi-h/index.html

163 ｸﾞﾘ-ﾝﾛｼﾞ㈱　松戸物流ｾﾝﾀ- 180
管理，補助的経済活動を行う事業所（18プ
ラスチック製品製造業）

松戸市 55 https://www.midorikawa.co.jp/

164 ㈱ソラスト　ソラスト新松戸 854 老人福祉・介護事業 松戸市 35 http://www.solasto.co.jp

165 ㈱ソラスト　ソラスト二十世紀が丘 854 老人福祉・介護事業 松戸市 15 http://www.solasto.co.jp

166 新井鋼業㈱ 533 石油・鉱物卸売業 浦安市 26

167 ㈱デマゴーグ 573 婦人・子供服小売業 千葉市 35 www.dema.co.jp

168 日本賃貸保証㈱ 694 不動産管理業 木更津市 590 http://jid-net.co.jp/

169 ㈱ネクステージ 391 ソフトウェア業 千葉市 24 http://www.nextage.co.jp

170 豊四季造園土木㈱ 079 その他の職別工事業 柏市 20

171 ㈱ソラスト　ソラスト薬園台 854 老人福祉・介護事業 船橋市 58 http://www.solasto.co.jp

172 ㈱ソラスト　ソラスト西船橋 855 障害者福祉事業 船橋市 20 http://www.solasto.co.jp

173 高橋製粉㈱ 761 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 松戸市 40 http://www.takahashi-seifun.co.jp/

174 ㈲高山自動車工業 891 自動車整備業 千葉市 4 http://takayama-j.com/ziban.html

175 ㈱ベールヘルツ 854 老人福祉・介護事業 松戸市 130 http://www.veilherz-mirai.jp/

176 ㈱タツミ 959 他に分類されないサービス業 千葉市 7 http://tatsumi-co.jp/

177 （株）フォーナイン・ファーマシーズ 603 医薬品・化粧品小売業 四街道市 9 http://www.9999-ph.jp

178 ㈱永光自動車工業 891 自動車整備業 千葉市 40 http://www.ea-net.co.jp

179 ㈱ハウスパートナー 691 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 松戸市 170 http://www.h-partner.com/

180 医療法人社団　健尚会　幕張本郷ナーサリー 853 児童福祉事業 千葉市 22

181 ㈱太陽堂印刷所 159 印刷関連サービス業 千葉市 46 http://www.taiyodoprinting.co.jp

182 ㈲北柏交通 432 一般乗用旅客自動車運送業 柏市 78 http://kita-kou.jp

183 ㈱稲葉電機 081 電気工事業 千葉市 36 http://www.inabadenki.com/

184 よみうりスポーツ㈱　千葉よみうりカントリークラブ 804 スポーツ施設提供業 市原市 57 http://www.yomiuri-golf.co.jp

185 社会福祉法人　友和会 854 老人福祉・介護事業 千葉市 255 http://www.yuuwakai.jp

186 社会福祉法人　双樹会 854 老人福祉・介護事業 千葉市 274 http://www.souju-kai.or.jp/

187 ㈲シタァール 762 専門料理店 千葉市 31 http://www.sitar.co.jp/

188 ㈲シバ 761 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 千葉市 11

189 ㈱アルク　千葉支社 923 警備業 千葉市 900 WWW.anshin-media.co.jp
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