
事業所名 住　　　　　所

1 株式会社　アイベル 木更津市大和2-12-16

2 株式会社　アクアエステート木更津 木更津市ほたる野1-31-1

3 アトムケア　株式会社 木更津市岩根3-9-5

4 株式会社　アバンス 木更津市富士見1-2-1アクア木更津Ｂ1Ｆ

5 有限会社　アビリティサービス木更津 木更津市真舟5-5-4

6 epm不動産　株式会社 木更津市東太田4-3-7

7 イオンリテール㈱イオンスタイル木更津 木更津市築地1-4

8 有限会社　イシバシパッケージ 木更津市瓜倉510-1

9 有限会社　石畑工業 木更津市ほたる野2-14-10

10 合同会社　イシワタ 木更津市貝渕4-12-6

11 株式会社　岩田総業 袖ヶ浦市長浦拓1-1-52

12 有限会社　岩花建築 木更津市本郷2-1-15

13 特定非営利活動法人　ウエルビーイング 木更津市東中央1-1-13マコーラオービル　6Ｆ-604

14 有限会社　エイティー 木更津市貝渕2-12-15

15 株式会社　エサキエンタープライズ 木更津市潮浜2-1-9

16 株式会社　エッチ・アンド・シー 木更津市高柳2-5-35

17 榎本運送　株式会社　 木更津市中島2627-1

18 有限会社　エムズ・インシュアランス 木更津市港南台1-26-6

19 有限会社　大下内興業 木更津市高柳3448-6

20 税理士法人 大隅会計事務所 木更津市大和1丁目9－17

21 食事処　おおたけ 木更津市牛込617

22 株式会社　OTEC 木更津市祇園485-1

23 株式会社　大番食堂 木更津市大和2-11-12

24 有限会社　オサノ 木更津市木更津2-2-53

25 有限会社　オフィスマツザキ 木更津市朝日2-7-26

26 株式会社　角井 木更津市潮浜1-17-19

27 株式会社　鹿島商店 木更津市請西1丁目１１－１２

28 株式会社　かずさクリーンシステム 木更津市新港17番2

29 かねこ塗装工業 木更津市清見台南5-5-19
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30 有限会社　神子クリ-ニング工場 木更津市岩根1丁目3－45

31 有限会社　カメヤマ水管工業 木更津市新田1-2-5

32 関東自動車工業　株式会社 木更津市大久保475

33 有限会社　関東ミニポンプ 木更津市大久保475

34 有限会社　関東リース 木更津市大久保475

35 株式会社　木更津カンガルー堂 千葉市中央区弁天3-8-27

36 株式会社　木更津企業管理センター 木更津市東中央3-6-6

37 木更津商事　株式会社 木更津市潮見2-11

38 木更津倉庫　株式会社 木更津市新宿8-29

39 君津信用組合本店 木更津市潮見3丁目3番地

40 君津信用組合いわね支店 木更津市岩根3-10-15

41 君津信用組合ぎおん支店 木更津市祇園1-1-5

42 君津信用組合中央支店 木更津市中央2-6-5

43 君津信用組合東太田支店 木更津市東太田4-4-7

44 木更津木材　株式会社 木更津市木材港5

45 九州ラーメン友理 木更津市港南台4-2-7

46 共栄運輸　株式会社 木更津市潮浜2-1-23

47 共栄海運　株式会社 木更津市潮見3-14-1

48 有限会社　今日和 木更津市清見台南2丁目１６－１２

49 清田建設　株式会社 木更津市貝渕3-6-12

50 葛野電気工業　株式会社 木更津市清見台南3-11-16

51 くすりの小島 木更津市新田1-3-10

52 グランパークホテルエクセル木更津 木更津市朝日1-1-40

53 株式会社　ＫＵＲＯエージェンシー 木更津市矢那4027-2

54 光洋興産　株式会社 木更津市本郷1-12-20

55 株式会社　幸和 木更津市請西1-20-27

56 有限会社　ゴルフレンジ東清 木更津市犬成434-1

57 株式会社　権次郎 木更津市太田3-1-19

58 株式会社　齋藤農機商会 木更津市菅生1059-2
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59 有限会社　坂廣水産 木更津市久津間2039-2

60 有限会社　佐々木架設 木更津市矢那4563-1

61 社）さつき会　かずさアカデミアクリニック 木更津市かずさ鎌足2-3-9

62 有限会社　寒川商店 木更津市久津間３５０

63 山九　株式会社 木更津市畑沢1-12-14

64 三友社書店 木更津市文京1-4-16

65 株式会社　事務支援センター 木更津市東中央3-6-6

66 株式会社　十全社 木更津市潮浜2-1-51

67 有限会社　甚平 木更津市清見台2丁目５－１１

68 有限会社　親和商店 君津市人見1204-3

69 鈴木設備　株式会社 木更津市永井作1-9-12

70 株式会社　スズトヨ 木更津市富士見1-7-12

71 有限会社　鈴市商店　 木更津市新田1-5-19

72 有限会社　鈴木会計事務所 木更津市新田2-1-22

73 鈴木左官タイル店 木更津市日の出町100-7

74 株式会社　すず陶 木更津市大和2丁目２１－１８

75 有限会社　石勝石材 木更津市矢那3713-5

76 有限会社　設備保全センター 木更津市長須賀1107

77 綜和都市開発　株式会社 木更津市桜井新町2-4-21

78 綜和熱学工業　株式会社 木更津市桜井新町2-4-16

79 有限会社　そば処　はせ川 木更津市貝渕4-10-7

80 損保ジャパン日本興亜 木更津市東中央2-4-14

81 大一総業　有限会社 木更津市高柳1039

82 有限会社　大帝都市 木更津市ほたる野1-31-1

83 有限会社　台東部品商会 木更津市文京5-1-30

84 有限会社　髙野組 木更津市貝渕3-1-2

85 有限会社　タク 木更津市東中央2-11-1

86 竹内水産 木更津市中島2080

87 有限会社　竹本会計事務所 木更津市岩根4-6-6
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88 有限会社　竜巨電業 木更津市菅生135

89 千島建設　株式会社 木更津市桜井新町2-10-7

90 株式会社　千葉信興　木更津営業所　 木更津市潮浜2-1-63

91 株式会社　中央鈑金 木更津市潮見8-6

92 通所介護事業所ほくゆう 木更津市矢那3764-1

93 有限会社　ツバキ建装 木更津市清川1-3-14

94 株式会社　ティ・エス・シー 木更津市潮浜2-1-53

95 株式会社　テツゲン　君津支店 木更津市築地１番地1

96 有限会社　鐡研 木更津市幸町3-4-9

97 株式会社　東和機材 木更津市桜井３７９

98 有限会社　トータルコミュニケート 木更津市貝渕1-2-11

99 株式会社　冨田屋商店 木更津市潮浜1-17-26

100 有限会社　豊田 木更津市久津間1049

101 中村産業　株式会社 木更津市貝渕4-11-7

102 中村園 木更津市高砂1-5-18

103 日鉄住金物流君津　株式会社 君津市君津1番地

104 日東消毒　株式会社 木更津市八幡台2-2-1

105 有限会社　華美 木更津市岩根4-6-31

106 株式会社　ハマダ 木更津市潮見4-14-9

107 春川鉄工　株式会社 木更津市中央3-4-29

108 株式会社　ビッグワンオート 木更津市高柳3194-1

109 ヒノデテック　株式会社 木更津市菅生526-1

110 ビューティサロン　れーと 木更津市清見台1-23-4

111 有限会社　平井酒店 木更津市太田3-7-1

112 平野孫三郎商店 木更津市新田2-6-4

113 ヒラノ商事　株式会社 木更津市潮浜1-17-106

114 有限会社　ひらの 木更津市大和2-11-1

115 株式会社　FounD  LinK 木更津市請西1-1-22　風間ビル1F

116 有限会社　富士生コーポレーション 木更津市東太田2-16-15
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117 株式会社ふれあいサービスセンター木更津営業所 木更津市東中央1-1-13マコーラ第1ビル8階

118 株式会社　ホテルロイヤルガーデン 木更津市大和1-8-16

119 有限会社　ホテル銀河 木更津市新田3丁目1－24

120 株式会社　堀江商店　木更津営業所 木更津市富士見3-3-2

121 株式会社　ホリウチ 木更津市潮浜1-17-27

122 堀切建設　株式会社 木更津市吾妻2-9-16

123 株式会社　ホワイト 木更津市新田3-5-15

124 有限会社　ホンマ建設 富津市二間塚1956-7

125 マサキ商会 木更津市祇園1-13-1

126 松下設備工業　有限会社 木更津市中里2-11-8

127 株式会社　松本 木更津市潮見6丁目３－４

128 丸三スプリング　株式会社　 木更津市江川222-1

129 ごはん処　みなと屋 木更津市港南台4-3-4

130 株式会社　メイアイテック 木更津市請西2-25-22

131 有限会社　森電業社 袖ヶ浦市野里1223-1

132 谷中造園土木　株式会社 木更津市矢那2381

133 株式会社　ヤマホコーポレーション 木更津市請西南3-36-4

134 有限会社　やまみ介護サービス 木更津市大久保2-20-7

135 株式会社　やまよ 木更津市瓜倉610

136 有限会社　吉村商店 木更津市新田1-5-20

137 株式会社　ヨネカテック 袖ケ浦市飯富1533-1

138 RIZE 株式会社 君津市外箕輪2-8-33-2Ｆ

139 両総通運　株式会社 木更津市中央1-1-6

140 六幸電気工業　株式会社 木更津市請西南5-25-18

141 有限会社　和歌電機工業所 木更津市新田2-9-32

142 株式会社　ＷＡＴＡＮＡＢＥ 木更津市吾妻2-5-16

143 ワタナベメディアプロダクツ　株式会社 木更津市潮見4-14-4

144 木更津商工会議所　職員一同 木更津市潮浜1-17-59


