
宣言順

企業名 産業分類 業種 所在地

1 エヌ・ティ・ティシステム㈱ 391 ソフトウェア業 千葉市

2 ㈱吉田屋　鴨川館 751 旅館，ホテル 鴨川市

3 ㈱紀伊乃国屋 751 旅館，ホテル 鋸南町

4 ㈲青倉商店 581 各種食料品小売業 南房総市

5 ヒノデ第一交通㈱ 432 一般乗用旅客自動車運送業 市川市

6 ㈲中屋 751 旅館，ホテル 鴨川市

7 ㈱イーエスケイ 392 情報処理・提供サービス業 木更津市

8 ㈱シェフォーレ 097 パン・菓子製造業 八千代市

9 ㈱プライムハート 391 ソフトウェア業 船橋市

10 ㈱杉山会計 392 情報処理・提供サービス業 千葉市

11 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）

大多喜町

12 マツモトファインケミカル㈱ 169 その他の化学工業 市川市

13 広島建設㈱ 061 一般土木建築工事業 柏市

14 ㈲ボタン美容室 783 美容業 木更津市

15 日本企画㈱ 391 ソフトウェア業 船橋市

16 ㈱ハウスパートナー 682 不動産代理業・仲介業 松戸

17 千葉リース工業㈱ 702 産業用機械器具賃貸業 柏市

18 ㈱東横イン　鎌ケ谷駅前 751 旅館，ホテル 鎌ケ谷市

19
医療法人社団寿光会　グループ
ホームいきいきの家香取

854 老人福祉・介護事業 香取市

20 ㈱扇谷 061 一般土木建築工事業 佐倉市

21 東葛工業㈱ 189 その他のプラスチック製品製造業 千葉市

22 ㈱ティーエスケー 066 建築リフォーム工事業 船橋市

23 社会福祉法人　ロザリオ聖母会 831 病院 旭市

24 ㈱大塚商会　ホテル事業部 751 旅館，ホテル 一宮町

25 丸山金属工業㈱ 322
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製
造業（貴金属・宝石製を除く）

船橋市

26 ㈱ハードオフファミリー 606 書籍・文房具小売業 白井市

27 千葉精密プレス㈱ 282 電子部品製造業 茂原市
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28 社会福祉法人　南生会 854 老人福祉・介護事業 船橋市

29 ㈱かえで 853 児童福祉事業 千葉市

30 松丸土木㈱ 061 一般土木建築工事業 市川市

31 ㈱アスク 901 機械修理業（電気機械器具を除く） 君津市

32 中央機工㈱ 083 管工事業（さく井工事業を除く） 袖ヶ浦市

33 医療法人社団　SHIODA　塩田病院 831 病院 長柄町

34 特別養護老人ホームさつまの里 854 老人福祉・介護事業 鎌ケ谷市

35 ㈲川豊 761
食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

成田市

36 コモリテクニカ㈱ 901 機械修理業（電気機械器具を除く） 千葉市

37 ㈲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

38 ㈱木山製作所 249 その他の金属製品製造業 松戸市

39
医療法人社団寿光会　介護老人保
健施設エスポワール松戸

854 老人福祉・介護事業 松戸市

40 医療法人社団創造会 831 病院 我孫子市

41 ㈱三和 581 各種食料品小売業 柏市

42
医療法人社団愛友会　津田沼総合
病院

831 病院 習志野市

43 ㈱謙勇 084 機械器具設置工事業 館山市

44 ㈱基行 481 港湾運送業 富津市

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

46 ㈱アイ・エス・ビー 313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業 富津市

47
医療法人社団　SHIODA　塩田記念
病院

831 病院 勝浦市

48 ㈱グレートアイランド倶楽部 804 スポーツ施設提供業 長南町

49 茨城グリーン開発㈱　睦沢事業所 804 スポーツ施設提供業 睦沢町

50 ㈱昭和製作所 293 民生用電気機械器具製造業 白子町

51 ㈱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

52
医療法人京友会　老人保健施設つ
くも苑

854 老人福祉・介護事業 茂原市

53
医療法人社団　寿光会　エスポ
ワール岬

854 老人福祉・介護事業 いすみ市

54 ㈱青木電気工事 081 電気工事業 柏市

55 南信重機興業㈱ 441 一般貨物自動車運送業 柏市

56 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



57 ㈱湖北台産業 806 遊戯場 我孫子市

58 社会福祉法人　健恒会 854 老人福祉・介護事業 船橋市

59 CLC不動産コミュニティー㈱ 682 不動産代理業・仲介業 船橋市

60 社会福祉法人　康和会 854 老人福祉・介護事業 船橋市

61 東邦建設㈱ 062 土木工事業（舗装工事業を除く） 成田市

62 新栄建設㈱ 083 管工事業（さく井工事業を除く） 富里市

63 ㈱BRAST佐倉事業所 079 その他の職別工事業 佐倉市

64 ㈱アルファ・オイコス 299 その他の電気機械器具製造業 佐倉市

65 ㈱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

66 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

67 ㈱カマタ 099 その他の食料品製造業 千葉市

68 ㈱栄和紙器 149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 千葉市

69
社会福祉法人うぐいす会　特別養
護老人ホーム誉田園

854 老人福祉・介護事業 千葉市

70 社会福祉法人　苗場福祉会 854 老人福祉・介護事業 千葉市

71 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

72 ビジネスソフトサービス㈱ 391 ソフトウェア業 千葉市

73 社会福祉法人　東和福祉会　三愛 854 老人福祉・介護事業 横芝光町

74 日本カレット　㈱ 922 建物サービス業 千葉市

75 ㈱　ベイキューブシー 391 ソフトウェア業 千葉市

76 アイコミュニケーションズ　㈱ 081 電気工事業 千葉市

77 ㈱　八光電気工業 081 電気工事業 八街市

78 ㈱永光自動車工業 891 自動車整備業 若葉区

79 新井鋼業　株式会社 533 石油・鉱物卸売業 浦安市

80 (株)ハウジング重兵衛 061 一般土木建築工事業 東庄町

81 社会福祉法人　信和会 854 老人福祉・介護事業 長南町

82 （株）グッドユース 064 建築工事業(木造建築工事業を除く) 松戸市

83 （福）清泉会　特養老人ホームアネシス854 老人福祉・介護事業 柏市

84
（福）流山あけぼの会
　特別養護老人ホームあざみ苑

854 老人福祉・介護事業 流山市

85 日工マシナリー　株式会社 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

86 執行工業　株式会社 243
暖房・調理等装置,配管工事用附属品製
造業

野田市



87
医療法人社団　葵会
介護老人保健施設　葵の園・野田

854 老人福祉・介護事業 野田市

88 株式会社　協和　千葉工場 206 かばん製造業 野田市

89 矢上工業㈱ 084 機械器具設置工事業 市原市

90 (医）福寿会　鷲見医院 832 一般診療所 千葉市

91 工建設㈱ 061 一般土木建築工事業 千葉市

92 姉ヶ崎カントリー倶楽部 804 スポーツ施設提供業 市原市

93 ㈱せんどう 581 各種食料品小売業 市原市

94 竹村電気工事㈱ 081 電気工事業 八街市

95 ㈱アクシス 392 情報処理・提供サービス業 千葉市

96 株式会社　デマゴーグ 573 婦人・子供服小売業 千葉市

97 君塚鉄筋　株式会社 073 鉄骨・鉄筋工事業 千葉市

98 株式会社　澤田組 062 土木工事業（舗装工事業を除く） 山武市

99 ニューポート産業　株式会社 742 土木建築サービス業 千葉市

100 大州建設工業㈱ 071 大工工事業 千葉市

101 有限会社　ＧＵＳＵＫＵ 073 鉄骨・鉄筋工事業 市川市

102 株式会社　ろくや 751 旅館，ホテル 南房総市

103 創作キッチンふじ家 761
食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

香取市

104 社会福祉法人福祉楽団 854 老人福祉・介護事業 香取市

105 （有）ＴＳＫエンジニアリング 079 その他の職別工事業 船橋市

106 社会福祉法人　昴 854 老人福祉・介護事業 野田市

107 有限会社　ミント 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 富里市

108 医療法人社団 寿光会　介護老人保健施設　エスポーワール成田
 854 老人福祉・介護事業 成田市

109 マルシン興産㈱ 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）

千葉市

110 マリン産業㈱ 062 土木工事業（舗装工事業を除く） 市原市

111 ㈱シー・エス・ランバー 531 建築材料卸売業 東金市

112 大崎電設㈱ 081 電気工事業 市原市

113 ㈱アルファ 922 建物サービス業 千葉市

114 ㈱ケイ・ティ・サービス 854 老人福祉・介護事業 市原市

115 ㈱サービスワン 854 老人福祉・介護事業 市原市

116 ㈱儀八 854 老人福祉・介護事業 市原市



117 ㈱タムラカントウ 243
暖房・調理等装置,配管工事用附属品製
造業

千葉市

118 ㈱日本フーズデリカ千葉工場 099 その他の食料品製造業 千葉市

119 社会福祉法人　翠昴会 855 障害者福祉事業 四街道市

120 千葉窯業㈱ 212 セメント・同製品製造業 千葉市

121 　社会福祉法人　梅香会 854 老人福祉・介護事業 木更津市

122 株式会社　仲野水産 521 農畜産物・水産物卸売業 成田市

123
有限会社　ゼンブコーポレーショ
ン

769 その他の飲食店 稲敷市

124 （福）アコモード 854 老人福祉・介護事業 我孫子市

125 株式会社シダー　関東本部 854 老人福祉・介護事業 八千代市

126
イハラ建成工業㈱
関東事業所

184 発泡・強化プラスチック製品製造業 成田市

127 アドヴァンテクニカ㈱ 089 その他の設備工事業 千葉市

128 ㈱一幸 764 すし店 千葉市

129 櫻井建設㈱ 061 一般土木建築工事業 八街市

130 ㈱稲葉電機 081 電気工事業 千葉市

131 京葉段ボール工業㈱ 145 紙製容器製造業 千葉市

132 館山信用金庫 631 中小企業等金融業 館山市

133 合同会社　NEXT 859
その他の社会保険・社会福祉・介護事
業

香取郡

134 ㈱リアライズ 769 その他の飲食店 流山市

135 ㈱柏丸金会館 806 遊戯場 柏市

136 ㈱的場製餡所 099 その他の食料品製造業 松戸市

137 (株)オグラ 219 その他の窯業・土石製品製造業 袖ヶ浦市

138 (株)フッカクローム 246
金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろ
う鉄器を除く）

柏市

139 システムスリーテン(株) 391 ソフトウェア業 我孫子市

140 ㈲千葉補聴器センター 609 他に分類されない小売業 松戸市

141 日伸精機（株）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

142 （株）マツオー 761
食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

松戸市

143 （福）高砂福祉会 853 児童福祉事業 流山市

144 （福）ほほえみの会 853 児童福祉事業 松戸市

145 アルファテック（株） 253 一般産業用機械・装置製造業 松戸市

146 （株）内田工務店 061 一般土木建築工事業 松戸市



147 （株）味泉 094 調味料製造業 八千代市

148 （株）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

149 医療法人社団　幸葉会　西千葉整形外科 831 病院 千葉市

150 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

151 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

152 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

153 社会福祉法人天祐会　特別養護老人ホーム広尾苑 854 老人福祉・介護事業 市川市

154 東京鉄製　株式会社 224 表面処理鋼材製造業 浦安市

155 株式会社ケイティー 083 管工事業（さく井工事業を除く） 柏市

156 株式会社東光東工事部 082 電気通信・信号装置工事業 船橋市

157 熊井倉庫　株式会社 471 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 船橋市

158 社会福祉法人千葉県福祉援護会障害者支援施設 855 障害者福祉事業 船橋市

159 信和産業株式会社 184 発泡・強化プラスチック製品製造業 八千代市

160 株式会社
トーハン
スチール 073 鉄骨・鉄筋工事業 船橋市

161 株式会社　パラレルワールド 542 自動車卸売業 船橋市

162 秀工業㈱ 061 一般土木建築工事業 成田市

163 （株）てらお食品 581 各種食料品小売業 船橋市


