
登録番号 所在地 名称

22‐16 千葉市 千葉スズキ販売株式会社

22‐15 香取市 合同会社援兵隊

22‐14 千葉市 株式会社サンライズ千葉コーポレーション

22‐13 市原市 山陽電設工業株式会社

22‐12 柏市 新柏倉庫株式会社

22‐11 松戸市 みやび冷熱工業株式会社

22‐10 野田市 株式会社出口工業

22‐09 四街道市 岩渕薬品株式会社

22‐08 市原市 株式会社クラシノバ

22‐07 浦安市 一般社団法人労災センター

22‐06 船橋市 株式会社杉本製作所

22‐05 東京都 株式会社学研ココファン・ナーサリ―

22‐04 八千代市 株式会社東亜オイル興業所

22‐03 東金市 株式会社アトラボ

22‐02 千葉市 株式会社住まいるハウジング

22‐01 柏市 株式会社川和

21‐23 千葉市 有限会社ブリス保険コンサルタント

21‐22 千葉市 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社関東支店

21‐21 習志野市 株式会社ザーナス千葉営業所

21‐20 鴨川市 かめやす株式会社

21‐19 我孫子市 株式会社東進ビルシステム

21‐18 君津市 第一共創建設株式会社

21‐17 睦沢町 医療法人社団健勝会介護老人保健施設睦沢の里

21‐16 東金市 創販株式会社

21‐15 東京都 JFE溶接鋼管株式会社

21‐14 八千代市 キッズ・パワー株式会社

21‐13 船橋市 医療法人社団郷世会みやもと歯科医院

21‐12 館山市 昭和運送興業株式会社

21‐11 木更津市 三島光産株式会社　機工事業部　千葉工場　

21‐10 市原市 三島光産株式会社　千葉事業部

21‐09 君津市 三島光産株式会社　鉄鋼君津事業本部



登録番号 所在地 名称

21‐08 松戸市 株式会社大東

21‐07 市原市 株式会社櫻想

21‐06 八千代市 京成電設工業株式会社

21‐05 君津市 ひらいホールディングス株式会社

21‐04 市原市 株式会社ナガタ

21‐03 市原市 株式会社ユウコウ

21‐02 習志野市 株式会社丸山工務店

21‐01 四街道市 株式会社T-TRAD

20‐23 習志野市 株式会社Spelldata　習志野オフィス

20‐22 東京都 大東建託株式会社

20‐21 船橋市 株式会社イケダ測量設計

20‐20 佐倉市 ワークパワー株式会社

20‐19 千葉市 明治安田生命保険相互会社千葉本部

20‐18 成田市 共生建設株式会社

20‐17 八千代市 デラオ家プロジェクト合同会社

20‐16 成田市 成田運送株式会社

20‐15 野田市 株式会社共栄サービス

20‐14 流山市 社会福祉法人あかぎ万葉

20‐13 千葉市 東邦塗装工業株式会社

20‐12 市川市 株式会社ジェイコム千葉市川・浦安局

20‐11 松戸市 株式会社ジェイコム千葉東葛・葛飾局

20‐10 柏市 株式会社ジェイコム千葉東関東局

20‐09 木更津市 株式会社ジェイコム千葉木更津局

20‐08 千葉市 株式会社ジェイコム千葉千葉セントラル局

20‐07 市川市 株式会社キッズホーム欒

20‐06 船橋市 株式会社地域新聞社

20‐05 船橋市 株式会社新栄

20‐04 成田市 第一生命保険株式会社成田支社

20‐03 市原市 株式会社中西工業

20‐02 千葉市 株式会社東邦パスカル

20‐01 船橋市 リップル株式会社首都圏事業所



登録番号 所在地 名称

19‐72 千葉市 株式会社ＥＬＡＮ

19‐71 我孫子市 社会保険労務士法人本多社労士事務所

19‐70 四街道市 株式会社ウインターハート

19‐69 香取市 株式会社アタリヤ農園

19‐68 千葉市 株式会社ウッディホーム

19‐67 大阪府 日本生命保険相互会社

19‐66 千葉市 株式会社ホットスタッフ千葉

19‐65 千葉市 株式会社ジャパンマーケティング

19‐64 千葉市 五十嵐工業株式会社

19‐63 船橋市 株式会社中央機材

19‐62 成田市 社会福祉法人菜の花会

19‐61 千葉市 株式会社ストラクス

19‐60 千葉市 株式会社ワイズ保険センター

19‐59 船橋市 株式会社ランデックス

19‐58 習志野市 テックプロジェクトサービス株式会社

19‐57 船橋市 長印船橋青果株式会社

19‐56 木更津市 ライフスタイル株式会社

19‐55 柏市 ベル・エンジニアリング株式会社

19‐54 柏市 柏ろうむサポート

19‐53 野田市 スミテック株式会社

19‐52 鎌ケ谷市 株式会社ドリームアカデミー

19‐51 千葉市 株式会社シー・エス・ランバー

19‐50 千葉市 千葉市一般廃棄物収集運搬協同組合

19‐49 千葉市 株式会社若杉建設

19‐48 愛知県 東建コーポレーション株式会社

19‐47 市原市 株式会社シャイニーケア

19‐46 印西市 ユニ・フード株式会社

19‐45 千葉市 東京ガスライフバル千葉株式会社

19‐44 旭市 藤英建設株式会社

19‐43 成田市 秀工業株式会社

19‐42 銚子市 千和屋建材株式会社



登録番号 所在地 名称

19‐41 松戸市 株式会社ＪＰコンサルタンツ

19‐39 松戸市 株式会社三和テレム

19‐38 柏市 株式会社ハッピーナース

19‐37 南房総市 株式会社インターコムＲ＆Ｄセンター

19‐36 浦安市 株式会社ＫＣＳ

19‐35 浦安市 宇田川歯科医院

19‐34 千葉市 旭建設株式会社

19‐33 千葉市 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社千葉支店

19‐32 千葉市 株式会社アクアプラント

19‐31 千葉市 株式会社群馬ロジテム千葉営業所

19‐30 千葉市 株式会社レック

19‐29 山武市 介護付有料老人ホームエクセルシオール山武

19‐28 市原市 医療法人社団裕人会

19‐27 千葉市 ウッドワード・ジャパン合同会社

19‐26 市原市 丸池企業株式会社

19‐25 柏市 ゼロワットパワー株式会社

19‐24 長生村 社会福祉法人長生会

19‐23 船橋市 ＵＲＯ電子工業株式会社

19‐22 佐倉市 株式会社バリアス

19‐21 富里市 株式会社ホットスタッフ成田

19‐20 市川市 株式会社マジマ生コン

19‐19 千葉市 富士ゼロックス千葉株式会社

19‐18 浦安市 株式会社ニューウェイ

19‐17 市原市 株式会社リノベ

19‐16 栄町 株式会社池田自動車運輸

19‐15 千葉市 エーザイ株式会社千葉コミュニケーションオフィス

19‐14 流山市 社会福祉法人花幸福祉会

19‐13 船橋市 東都金属印刷株式会社

19‐12 横芝光町 SOSA株式会社

19‐11 匝瑳市 有限会社アイエムシー

19‐10 茂原市 株式会社ハイレックス関東



登録番号 所在地 名称

19‐09 成田市 印旛食肉センター事業協同組合

19‐08 鎌ケ谷市 株式会社竹森工業

19‐07 柏市 株式会社アセットオール

19‐06 柏市 アセットインベントリー株式会社

19‐05 船橋市 株式会社ジーアフター

19‐04 神奈川県 株式会社トーコン

19‐03 船橋市 SBIエステートファイナンス株式会社船橋支店

19‐02 館山市 社会福祉法人館山老人ホーム

19‐01 佐倉市 株式会社ジョイネット

18‐70 千葉市 一般財団法人同仁会

18‐69 佐倉市 株式会社ナレッジシード

18‐68 柏市 株式会社ステップケア

18‐67 市原市 株式会社オンフェイス

18‐66 千葉市 株式会社K'sプランニング

18‐65 習志野市 株式会社デリカシェフ習志野工場

18‐64 市川市 株式会社石井大一商店

18‐63 柏市 株式会社スピードクリーニングルック

18‐62 千葉市 イオンコンパス株式会社

18‐61 八千代市 信和産業株式会社

18‐60 千葉市 金剛薬品株式会社千葉支店

18‐59 鎌ケ谷市 株式会社平田精機

18‐58 千葉市 株式会社融和システム

18‐57 松戸市 有限会社センチュリー・オート

18‐56 船橋市 ハイブリッドテクノロジー株式会社

18‐55 千葉市 株式会社ホギメディカル千葉営業所

18‐54 神奈川県 株式会社ツクイ

18‐53 八千代市 東海住宅株式会社

18‐52 東京都 ホシザキ関東株式会社

18‐51 八街市 竹村電気工事株式会社

18‐50 市原市 株式会社エムシー・オペレーションサポート

18‐49 千葉市 住友林業情報システム株式会社



登録番号 所在地 名称

18‐48 千葉市 ミニストップ株式会社

18‐47 船橋市 株式会社ヒューマン・タッチ

18‐46 千葉市 明正工業株式会社

18‐45 千葉市 鈴木測量株式会社

18‐44 柏市 ＢＸ鐵矢株式会社

18‐43 松戸市 近代住機株式会社

18‐42 市川市 株式会社デベロップ

18‐41 千葉市 横山和男社労士・行政書士事務所

18‐40 習志野市 医療法人社団小羊会

18‐39 千葉市 浦田空調工業株式会社

18‐38 成田市 東関交通株式会社

18‐37 柏市 有限会社加賀計算センター

18‐36 旭市 社会福祉法人東風会

18‐34 鎌ケ谷市 W hospitality株式会社

18‐33 市原市 株式会社アクアプラス

18‐32 市原市 株式会社アクアテック

18‐31 千葉市 東邦オート株式会社

18‐30 千葉市 株式会社トポスエンタープライズ

18‐29 船橋市 株式会社クロスファクトリー

18‐28 香取市 有料老人ホームエクセルシオール佐原

18‐27 千葉市 セントラル警備保障株式会社千葉支社

18‐26 船橋市 株式会社ＳＡＪＩ

18‐25 東金市 総武機械株式会社

18‐24 八千代市 HITOWAケアサービス株式会社イリーゼ八千代台

18‐23 野田市 特別養護老人ホーム椿寿の里

18‐22 佐倉市 一般財団法人日本老人福祉財団佐倉〈ゆうゆうの里〉

18‐21 市原市 株式会社介護と絆

18‐20 白井市 合同会社しろい光夢辿

18‐19 富津市 株式会社基行

18‐18 香取市 株式会社大電テクニカ

18‐17 浦安市 株式会社舞浜倶楽部



登録番号 所在地 名称

18‐16 松戸市 株式会社起工業

18‐15 松戸市 OKIグループ株式会社

18‐14 松戸市 株式会社P.R.A.

18‐13 木更津市 株式会社キミツ鐵構建設

18‐12 成田市 成田エアポートサービス株式会社

18‐11 成田市 成田空港駐車場システム株式会社

18‐10 市川市 社会福祉法人柏井福祉会すえひろ保育園

18‐09 市川市 社会福祉法人柏井福祉会柏井保育園

18‐08 市原市 医療法人社団健老会

18‐07 松戸市 株式会社ラクシー

18‐06 栄町 株式会社ほがらか

18‐05 千葉市 社会福祉法人清輝会

18‐04 市原市 マリン産業株式会社

18‐03 旭市 社会福祉法人光福祉会ひかり保育園

18‐02 佐倉市 株式会社アルファ・オイコス

18‐01 船橋市 株式会社ジェイコム千葉　YY船橋習志野

17‐98 山武市 株式会社松央ミート

17‐97 船橋市 株式会社大木無線電気

17‐96 市川市 株式会社エスエスフードインターナショナル

17‐95 松戸市 都機工株式会社

17‐94 匝瑳市 株式会社カネハチエナジー

17‐93 匝瑳市 株式会社カネハチフーズ

17‐92 千葉市 株式会社ライフクリエイト

17‐91 千葉市 株式会社ライフランド

17‐90 鴨川市 株式会社正和物産

17‐89 千葉市 株式会社栄和紙器

17‐88 習志野市 コンピューター・システム・エコー株式会社

17‐87 千葉市 有限会社新栄工業

17‐85 東京都 株式会社日本アクア

17‐84 千葉市 空間情報サービス株式会社

17‐83 市川市 グッドウッド二輪商会株式会社



登録番号 所在地 名称

17‐82 東京都 イリオスネット株式会社

17‐81 千葉市 医療法人社団健尚会幕張本郷ナーサリー

17‐80 流山市 株式会社金子製作所

17‐79 千葉市 千葉窯業株式会社

17‐78 千葉市 株式会社ヒカリシステム

17‐77 船橋市 明日教育株式会社

17‐76 鎌ケ谷市 株式会社東洋ハウジング

17‐75 市川市 東京螺旋工業株式会社

17‐74 千葉市 都市ガスサービス株式会社

17‐73 柏市 丸和電機株式会社

17‐72 館山市 房南不動産有限会社

17‐71 館山市 上野商店株式会社

17‐70 館山市 房南興業建材株式会社

17‐69 東京都 株式会社丸山製作所

17‐68 柏市 株式会社小島製作所

17‐67 千葉市 千葉興行株式会社

17‐66 船橋市 学校法人健伸学院健伸幼稚園

17‐65 埼玉県 ケアサポート株式会社

17‐64 松戸市 株式会社松戸オートスタンド

17‐63 千葉市 有限会社黒子商事

17‐62 八千代市 株式会社赤門

17‐61 東京都 株式会社スガテック

17‐60 千葉市 社会福祉法人天光会

17‐59 市原市 源総業株式会社

17‐58 野田市 株式会社バウハウス

17‐57 千葉市 株式会社ベイサイドホールディングス

17‐56 君津市 株式会社広田鉄工所

17‐55 茂原市 株式会社みなくる

17‐54 浦安市 千曲鋼材株式会社

17‐53 千葉市 有限会社丸幸興産

17‐52 市川市 株式会社セレクション



登録番号 所在地 名称

17‐51 我孫子市 ロイアルエンジニアリング株式会社

17‐50 浦安市 扶桑鋼管株式会社

17‐49 市川市 株式会社すいぱと

17‐48 君津市 新井総合施設株式会社

17‐47 松戸市 株式会社宮田

17‐46 市川市 株式会社スライヴカンパニー

17‐45 習志野市 株式会社ワンズネットワーク

17‐44 木更津市 epm不動産株式会社

17‐43 八千代市 社会福祉法人悠久会

17‐42 山武市 株式会社澤田組

17‐41 千葉市 株式会社オーケー光学

17‐40 匝瑳市 株式会社富士テクニカルコーポレーション

17‐39 旭市 向後スターチ株式会社

17‐38 成田市 株式会社エヌ・ジー・エル

17‐37 白子町 株式会社森川製作所

17‐36 東京都 株式会社N.Sサポート

17‐35 成田市 有限会社小坂

17‐34 浦安市 奥澤産業株式会社

17‐33 千葉市 ビィー・トランセホールディングス株式会社

17‐32 野田市 株式会社K-LINE

17‐31 佐倉市 株式会社ワイビーエー

17‐30 千葉市 株式会社スワット

17‐29 千葉市 サン・ジオテック株式会社

17‐28 千葉市 松本ESテック株式会社

17‐27 千葉市 株式会社美濃忠

17‐26 千葉市 SHコーポレーション株式会社

17‐25 市川市 アスク薬品株式会社

17‐24 白井市 読売センター富士栄

17‐23 松戸市 株式会社パウート

17‐22 白井市 株式会社イシド

17‐21 市原市 株式会社KME



登録番号 所在地 名称

17‐20 山武市 横山物流株式会社

17‐19 流山市 医療法人社団愛友会ナーシングプラザ流山

17‐18 船橋市 A.S.O.調剤薬局株式会社

17‐17 木更津市 株式会社ピコロ

17‐16 船橋市 株式会社前原ハート

17‐15 山武市 有限会社川田工業所

17‐14 柏市 ナベプロセス株式会社東京支社

17‐13 松戸市 株式会社アリガ製作所

17‐12 横芝光町 医療法人社団ひかり歯科クリニック

17‐110 松戸市 社会福祉法人松戸市社会福祉協議会

17‐11 松戸市 株式会社スタッフエージェンシー

17‐109 千葉市 株式会社オニオン新聞社

17‐108 松戸市 城北信用金庫みのり台支店

17‐107 匝瑳市 株式会社ハウジングイノベーション

17‐106 千葉市 株式会社明伸通信

17‐105 市川市 株式会社言長

17‐104 船橋市 有限会社スターリンジャパン

17‐103 市川市 株式会社小川石油店

17‐102 我孫子市 上村建設工業株式会社

17‐101 市川市 株式会社佐野鉄工所

17‐100 習志野市 高橋電設運送株式会社

17‐10 成田市 医療法人社団宏和会青柳デンタルオフィス

17‐09 芝山町 株式会社石橋梱包運輸

17‐08 市原市 株式会社アルファテクノス

17‐07 千葉市 株式会社デイバイデイ

17‐06 八千代市 社会福祉法人定山会

17‐05 千葉市 社会福祉法人八越会ちどり保育園

17‐04 四街道市 医療法人社団暁会

17‐03 市川市 社会福祉法人長寿の里行徳ケアハウス翔裕園

17‐02 銚子市 株式会社イワイ

17‐01 銚子市 株式会社櫻井謙二商店



登録番号 所在地 名称

16‐76 船橋市 日本型枠工業株式会社

16‐75 千葉市 東葛工業株式会社

16‐74 いすみ市 有限会社石川自動車

16‐73 千葉市 株式会社京葉情報システム

16‐72 千葉市 三協株式会社

16‐71 我孫子市 我孫子つくし野病院

16‐70 船橋市 株式会社K GRIT

16‐69 松戸市 合同会社エクセレントブレイン

16‐68 千葉市 株式会社宇都宮カンガルー堂

16‐67 千葉市 株式会社千葉マツダ

16‐66 船橋市 関西陸運株式会社

16‐65 浦安市 株式会社キヨシゲ

16‐64 千葉市 日本通運株式会社千葉中央支店

16‐63 八千代市 有限会社山崎自動車整備工場

16‐62 千葉市 株式会社エフエフエス

16‐61 千葉市 ＡＥＣハイテクサービス株式会社

16‐60 八街市 菱木運送株式会社

16‐59 市川市 有限会社田中金属

16‐58 千葉市 株式会社与志建設

16‐57 船橋市 株式会社東光東工事部

16‐56 浦安市 株式会社木田屋商店

16‐55 市川市 有限会社武藤自動車

16‐54 鎌ケ谷市 株式会社檪山交通

16‐53 千葉市 特定非営利活動法人ユース・サポート・センター友懇塾

16‐52 千葉市 有限会社よし不動産

16‐51 木更津市 株式会社イーエスケイ

16‐50 千葉市 特養いなげ一倫荘

16‐49 千葉市 株式会社カコー千葉支店

16‐48 市川市 塚本建材株式会社

16‐47 旭市 株式会社ダッツノ

16‐46 船橋市 株式会社アルファビジネス



登録番号 所在地 名称

16‐45 鎌ケ谷市 日通千葉貨物運送株式会社茜浜事業所

16‐44 鎌ケ谷市 日通千葉貨物運送株式会社中央事業所

16‐43 千葉市 日通千葉貨物運送株式会社本社

16‐42 千葉市 株式会社虎の穴千葉店

16‐41 市川市 ユメノソラホールディングス株式会社

16‐40 館山市 富士工業株式会社

16‐39 千葉市 京葉工管株式会社

16‐38 鎌ケ谷市 株式会社ステラ

16‐37 市原市 株式会社ひらい

16‐36 市川市 賃貸スマイル株式会社

16‐35 市原市 株式会社深川商事

16‐34 長柄町 リソル生命の森株式会社

16‐33 習志野市 株式会社ミヤコシ

16‐32 浦安市 CEPホールディングス株式会社

16‐31 千葉市 フジセイコー株式会社

16‐30 東京都 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

16‐29 市原市 保育園はーもにぃ

16‐27 柏市 株式会社清水メガネ

16‐26 千葉市 社会福祉法人晴山会特別養護老人ホーム晴山苑

16‐25 白子町 カネイ産業株式会社

16‐24 船橋市 株式会社OneCompany

16‐23 千葉市 EMオノエ株式会社千葉事業所

16‐22 千葉市 株式会社ユナイテッドスタジオ

16‐21 船橋市 株式会社ホットスタッフ船橋

16‐20 木更津市 共栄運輸株式会社

16‐19 船橋市 ABC株式会社

16‐18 千葉市 みかど型枠株式会社

16‐17 船橋市 株式会社イストワールコンサルティング

16‐16 東京都 株式会社メモリアルアートの大野屋

16‐15 千葉市 有限会社長谷川製作所

16‐14 千葉市 株式会社サンライズジャパン



登録番号 所在地 名称

16‐13 香取市 合同会社NEXT

16‐12 習志野市 有限会社泰和建装

16‐11 旭市 株式会社海上自動車教習所

16‐10 市原市 ツルヤマテクノス株式会社

16‐09 松戸市 医療法人社団大伸会

16‐08 千葉市 株式会社ドットライン

16‐07 南房総市 株式会社ハヤサカ

16‐06 成田市 株式会社GOODSMILE

16‐05 東庄町 株式会社ハウジング重兵衛

16‐04 八千代市 習志野化工株式会社

16‐03 千葉市 株式会社かずさケアーサポート

16‐02 市原市 アヅマ株式会社

16‐01 船橋市 NTT東日本-南関東千葉西支店

15‐30 成田市 三和総業株式会社

15‐29 佐倉市 株式会社ビレッジアップ

15‐28 千葉市 有限会社春夏冬

15‐27 千葉市 株式会社伊勢豊

15‐26 千葉市 LMC社労士事務所

15‐25 千葉市 シーデーシー情報システム株式会社

15‐24 八千代市 株式会社日商グラビア

15‐23 千葉市 社会福祉法人常盤会

15‐22 市原市 市原興業株式会社

15‐21 館山市 館山信用金庫

15‐20 船橋市 社会福祉法人健恒会

15‐19 千葉市 株式会社太陽堂印刷所

15‐18 千葉市 浅山社会保険労務士事務所

15‐17 松戸市 株式会社めいとケア

15‐16 千葉市 千葉県住宅供給公社

15‐15 船橋市 株式会社スマイルケアブリッジ

15‐14 千葉市 株式会社協同工芸社

15‐13 八千代市 株式会社ホリキリ



登録番号 所在地 名称

15‐12 千葉市 株式会社アレグレホーム

15‐11 船橋市 有限会社ツインズ

15‐10 八千代 株式会社誠真工業

15‐09 鎌ケ谷市 ヤマモトホールディングス株式会社

15‐08 浦安市 エメラルドサポート株式会社

15‐07 千葉市 株式会社サンド・サンド

15‐06 鎌ケ谷市 有限会社岩井製作所

15‐05 木更津市 有限会社ボタン美容室

15‐04 柏市 広島建設株式会社

15‐03 習志野市 株式会社YOU-TOWN

15‐02 一宮町 株式会社よつば

15‐01 大多喜町 宍倉株式会社

14‐47 木更津市 君津信用組合

14‐46 市原市 ライオン株式会社千葉工場

14‐45 八千代市 医療法人社団恵仁会セントマーガレット病院

14‐44 千葉市 ネクストワンインターナショナル株式会社

14‐42 習志野市 株式会社レンティ営業本部

14‐41 横芝光町 横芝光法律事務所

14‐40 船橋市 社会福祉法人南生会

14‐39 習志野市 本田土木工業株式会社

14‐38 旭市 タカハタ産業株式会社旭工場

14‐37 富津市 株式会社荏原製作所富津事業所

14‐36 旭市 株式会社楽天堂

14‐35 木更津市 株式会社エコス

14‐34 市川市 株式会社マングース

14‐33 千葉市 株式会社五常

14‐32 柏市 株式会社東京自働機械製作所柏工場

14‐31 浦安市 株式会社インシップ

14‐30 千葉市 株式会社アイ・メデックス

14‐29 千葉市 シャープ株式会社幕張ビル

14‐28 柏市 社会保険労務士法人リンクス



登録番号 所在地 名称

14‐27 長南町 大和リース株式会社生産・ﾃﾞﾎﾟ推進部千葉長南事務所

14‐26 千葉市 医療法人社団淳英会

14‐25 習志野市 アシザワ・ファインテック株式会社

14‐24 旭市 医療法人京友会京友会病院

14‐23 市原市 住友化学株式会社千葉工場

14‐22 佐倉市 ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社

14‐21 市川市 株式会社トラバース

14‐20 南房総市 医療法人美篶会

14‐19 袖ヶ浦市 医療法人社団恒久会

14‐18 鎌ケ谷市 ユウ建築設計有限会社

14‐17 千葉市 株式会社ジュピターソリューションズ

14‐16 千葉市 トーフナ映像株式会社

14‐15 八街市 東関リサイクル株式会社

14‐14 市原市 有限会社ムツミ商事

14‐13 市原市 株式会社至誠堂

14‐12 市原市 株式会社儀八

14‐11 市原市 株式会社サービスワン

14‐10 市原市 株式会社ケイ・ティ・サービス

14‐09 横芝光町 社会福祉法人東和福祉会高齢者福祉施設三愛

14‐08 旭市 ちばみどり農業協同組合

14‐07 四街道市 株式会社大日商事

14‐06 佐倉市 山田機械工業株式会社

14‐05 我孫子市 バスリエ株式会社

14‐04 千葉市 株式会社ビクトリー

14‐03 柏市 ALLたま社会保険労務士事務所

14‐02 千葉市 社会福祉法人煌徳会特別養護老人ホーム一倫荘

14‐01 船橋市 医療法人弘仁会介護老人保健施設ロータスケアセンター

13‐20 市原市 宇部興産株式会社千葉石油化学工場

13‐19 千葉市 千葉県信用保証協会

13‐18 柏市 東葉警備保障株式会社

13‐17 千葉市 医療法人社団福寿会鷲見医院



登録番号 所在地 名称

13‐16 市川市 株式会社エルピオ

13‐15 船橋市 株式会社日本政策金融公庫船橋支店

13‐14 松戸市 株式会社日本政策金融公庫松戸支店

13‐13 館山市 株式会社日本政策金融公庫館山支店

13‐12 千葉市 社会福祉法人煌徳会特別養護老人ホーム新千葉一倫荘

13‐11 市川市 弁護士法人リバーシティ

13‐10 成田市 社会福祉法人豊立会新町デイサービスセンター玲光苑

13‐09 千葉市 医療法人社団クレドさとうクリニック

13‐08 市川市 アルプスレントオール株式会社千葉支店

13‐07 君津市 株式会社ソウマ

13‐06 市川市 ＯＢＭ株式会社

13‐05 千葉市 株式会社日本政策金融公庫千葉支店

13‐04 市川市 医療法人社団哺育会介護老人保健施設ハートケア市川

13‐03 市川市 宗教法人本光寺

13‐02 野田市 社会福祉法人野田みどり会

13‐01 富里市 医療法人社団知己会

12‐24 千葉市 モデン工業株式会社

12‐23 千葉市 ｓｅｃａ株式会社

12‐22 成田市 ＬＥＣＳＪＡＰＡＮ株式会社

12‐21 佐倉市 株式会社ＢＲＡＳＴ

12‐20 船橋市 社会福祉法人千葉県福祉援護会

12‐19 船橋市 株式会社カイルア

12‐18 木更津市 株式会社さわや

12‐17 佐倉市 山崎産業株式会社

12‐16 習志野市 株式会社パル・ミート

12‐15 松戸市 社会福祉法人三誠会

12‐14 習志野市 白鳥製薬株式会社

12‐13 浦安市 社会福祉法人敬心福祉会浦安市障がい者福祉センターきらりあ

12‐12 君津市 千葉オイレッシュ株式会社

12‐11 千葉市 ちばぎん証券株式会社

12‐10 千葉市 社会保険労務士法人ハーモニー



登録番号 所在地 名称

12‐09 千葉市 株式会社ＫＵＵＲＡＫＵＧＲＯＵＰ

12‐08 千葉市 千葉県貿易協同組合

12‐07 富津市 社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会

12‐05 千葉市 学校法人畠山学園はまの幼稚園

12‐04 佐倉市 株式会社ジィ・シィ企画

12‐03 千葉市 企業組合あしたね

12‐02 松戸市 株式会社木山製作所

12‐01 白井市 有限会社ツイキ

11‐48 成田市 成田観光開発株式会社

11‐47 鎌ケ谷市 鎌ヶ谷観光バス有限会社

11‐46 船橋市 株式会社エムアールピー

11‐45 船橋市 生活協同組合パルシステム千葉

11‐44 八千代市 株式会社小池電機

11‐43 成田市 株式会社石川物産

11‐42 四街道市 株式会社紺野工務店

11‐41 千葉市 株式会社スズキ自販千葉

11‐40 千葉市 株式会社弘報社

11‐39 千葉市 小峯電業株式会社

11‐38 千葉市 株式会社タケミホーム

11‐37 流山市 株式会社仁和運送

11‐36 木更津市 木更津合同タクシー株式会社

11‐35 柏市 株式会社ドリーム本社営業所

11‐34 市原市 株式会社昭和電業社

11‐32 市原市 サンワ工事株式会社

11‐31 八街市 株式会社アステック

11‐29 柏市 株式会社ナカムラ

11‐28 柏市 京北給食株式会社

11‐27 市原市 有限会社外尾商事

11‐26 流山市 株式会社木谷工業

11‐25 木更津市 有限会社栄興運輸

11‐24 市原市 市原自動車センター株式会社



登録番号 所在地 名称

11‐23 船橋市 株式会社お客様相談室

11‐22 四街道市 株式会社トキワ

11‐21 柏市 株式会社岡田運送

11‐19 柏市 株式会社助川工務店

11‐17 白井市 株式会社福寿台運輸

11‐16 松戸市 株式会社ユーカリ物流

11‐14 成田市 ＩＤＥＡ

11‐13 松戸市 株式会社カケンジェネックス

11‐11 市川市 生研化学株式会社

11‐10 千葉市 Ｅ＆Ｅシステム株式会社

11‐09 松戸市 福山電気株式会社

11‐08 市川市 有限会社スマイルキッズ

11‐07 松戸市 有限会社中田化成

11‐06 松戸市 株式会社東栄藤義建設

11‐05 印西市 千趣会コールセンター株式会社（千葉センター）

11‐04 鎌ケ谷市 協進交通有限会社

11‐03 千葉市 株式会社セキネ

11‐02 松戸市 バインド・ギアコーポレーション株式会社

11‐01 富里市 株式会社成田デンタル

10‐92 成田市 株式会社タスコフーズ

10‐91 八千代市 東海マテリアル株式会社

10‐90 千葉市 医療法人社団光愛会おゆみ野駅前歯科

10‐89 佐倉市 株式会社小川園

10‐88 旭市 高圧化工株式会社千葉工場

10‐87 野田市 キッコーマンフードテック株式会社

10‐86 市川市 株式会社ティップネス

10‐84 市川市 有限会社プレザン小森

10‐83 千葉市 医療法人社団康樹会（海岸歯科室）

10‐82 千葉市 有限会社モナークケア

10‐81 千葉市 株式会社スプリングス

10‐80 習志野市 株式会社生活設計



登録番号 所在地 名称

10‐79 市川市 東京ベイ信用金庫

10‐78 千葉市 千葉ピーナッツ株式会社

10‐77 市川市 有限会社英設備工業

10‐76 市川市 アース学園

10‐75 浦安市 株式会社秀建

10‐74 千葉市 アスカ自動車工業株式会社

10‐73 千葉市 ケメットジャパン株式会社

10‐72 八千代市 株式会社日本ライフサポート

10‐71 千葉市 株式会社デマゴーグ

10‐69 柏市 弁護士法人よつば総合法律事務所

10‐68 市川市 日本毛織株式会社

10‐67 一宮町 有限会社三共興業

10‐66 市川市 医療法人社団セイコー会

10‐64 市川市 株式会社スズキ技研

10‐63 市川市 株式会社石井表記

10‐62 市川市 株式会社ＴＲＩＢＥ

10‐61 市川市 有限会社ロンパーズ

10‐60 市川市 株式会社サウンドビュー

10‐59 市川市 株式会社マーキュリー（イエローハット浦安店）

10‐58 市川市 株式会社大塚総合リフォーム

10‐57 市川市 山岡産輸株式会社

10‐56 習志野市 松樹印刷有限会社

10‐55 松戸市 株式会社コミュニケーションサービス

10‐54 茂原市 株式会社エムズファクトリー

10‐53 市川市 ドゥ・ベストホーム株式会社

10‐52 千葉市 ＹＡＭＡテック株式会社

10‐51 千葉市 株式会社千葉京成ホテル

10‐50 茂原市 コンドル産業株式会社

10‐49 袖ヶ浦市 株式会社荏原エリオット

10‐48 南房総市 株式会社早坂園芸

10‐47 大網白里市 医療法人社団みずほ台歯科医院



登録番号 所在地 名称

10‐46 市川市 株式会社越智運送店

10‐45 千葉市 株式会社ワークルート

10‐44 千葉市 伸光エンジニアリング株式会社

10‐43 千葉市 株式会社センエー

10‐42 柏市 医療法人社団康喜会辻仲柏クリニック

10‐41 柏市 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉

10‐40 我孫子市 医療法人社団康喜会東葛辻仲病院

10‐39 香取市 株式会社スカイワールドトラベル

10‐38 松戸市 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院

10‐37 鴨川市 株式会社タムラ

10‐36 市川市 日本航運株式会社

10‐35 市川市 株式会社国分運輸

10‐34 千葉市 株式会社共進

10‐33 市川市 社会福祉法人市川朝日会

10‐32 市川市 株式会社石芳園

10‐31 市川市 学校法人和洋学園和洋女子大学

10‐30 船橋市 株式会社ホンダベルノ市川

10‐29 松戸市 開発化学工業株式会社

10‐28 船橋市 株式会社フューチャーリンクネットワーク

10‐27 市川市 株式会社寺村不動産

10‐26 船橋市 株式会社ニチオン

10‐25 市川市 サンアイパック株式会社

10‐24 千葉市 ノザキ建工株式会社

10‐23 市川市 株式会社ノブコイシカワ

10‐22 千葉市 須田屋株式会社

10‐20 市川市 特定非営利活動法人生前・死後サポート協議会

10‐19 千葉市 社会福祉法人うぐいす会特別養護老人ホーム誉田園

10‐18 市原市 有限会社丸原自動車

10‐17 千葉市 株式会社ケーズネットワーク

10‐16 大網白里市 医療法人社団千歯会

10‐15 千葉市 ITS工房株式会社



登録番号 所在地 名称

10‐14 市原市 株式会社協栄工業

10‐13 市原市 有限会社ウィズワタナベ

10‐12 市原市 株式会社草刈自動車

10‐11 松戸市 株式会社丸協

10‐10 市原市 有限会社中電工業

10‐09 千葉市 株式会社西原屋

10‐08 千葉市 セントケア千葉株式会社

10‐07 船橋市 東洋石油販売株式会社

10‐06 木更津市 株式会社トータルケア・システム

10‐05 柏市 まくら株式会社

10‐04 船橋市 ロイヤルスポーツ工業株式会社

10‐03 千葉市 公益財団法人千葉県下水道公社

10‐02 白井市 株式会社エヌ・アイ・エス

10‐01 南房総市 医療法人社団岬風会

09‐99 印西市 株式会社アーネスト

09‐80 東京都 株式会社ガリバーインターナショナル

09‐79 我孫子市 社会福祉法人アコモード

09‐78 富里市 株式会社サンコウ・トータル・サービス

09‐77 千葉市 中央日化サービス株式会社

09‐75 松戸市 松戸商工会議所

09‐74 流山市 サンコーテクノ株式会社

09‐73 富里市 富里市商工会

09‐72 白子町 酒井医院病児保育所ラッコッコ

09‐71 白子町 酒井医院

09‐70 千葉市 株式会社オオクシ

09‐69 鎌ケ谷市 医療法人社団木下会鎌ヶ谷総合病院

09‐68 八千代市 トオカツフーズ株式会社八千代工場

09‐67 習志野市 広栄化学工業株式会社

09‐66 千葉市 中外テクノス株式会社関東環境技術センター

09‐65 千葉市 社会福祉法人白雪会

09‐64 千葉市 一般財団法人千葉県環境財団



登録番号 所在地 名称

09‐63 浦安市 株式会社リエイ

09‐62 白井市 野水鋼業株式会社

09‐61 千葉市 東洋システム株式会社

09‐60 成田市 公益財団法人成田空港周辺地域共生財団

09‐59 鎌ケ谷市 公益社団法人鎌ケ谷市シルバー人材センター

09‐58 習志野市 公益社団法人習志野市シルバー人材センター

09‐57 千葉市 社団法人千葉県シルバー人材センター連合会

09‐56 千葉市 株式会社ゆうか

09‐55 野田市 野田商工会議所

09‐54 鴨川市 株式会社吉田屋

09‐53 千葉市 千葉県庁生活協同組合

09‐52 印西市 日本医科大学千葉北総病院

09‐51 君津市 日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区

09‐50 香取市 香取産業株式会社

09‐49 船橋市 古橋工業株式会社

09‐48 千葉市 公益社団法人千葉県観光物産協会

09‐47 千葉市 一般財団法人千葉県観光公社

09‐45 千葉市 株式会社スリーエス

09‐44 千葉市 千葉県ヤクルト販売株式会社

09‐43 千葉市 千葉県職業能力開発協会

09‐41 銚子市 ビジネス環境整備株式会社

09‐40 千葉市 公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー

09‐39 勝浦市 一般財団法人千葉県勝浦海中公園センター

09‐38 千葉市 公益財団法人千葉県産業振興センター

09‐37 千葉市 株式会社サンライフサービス

09‐36 柏市 ライフエンタープライズ株式会社

09‐35 千葉市 株式会社ザ・マンハッタン

09‐34 千葉市 オリオン電気工事株式会社

09‐33 船橋市 株式会社リンクス・ビルド

09‐32 千葉市 千葉県酒造組合

09‐31 佐倉市 株式会社村山ツーリストビューロー



登録番号 所在地 名称

09‐30 柏市 株式会社サニースマイル

09‐29 成田市 医療法人社団寿光会グループホームいきいきの家成田

09‐28 いすみ市 医療法人社団寿光会グループホームいきいきの家岬

09‐27 香取市 医療法人社団寿光会栗源病院

09‐26 いすみ市 医療法人社団寿光会岬病院

09‐25 いすみ市 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール岬

09‐24 いすみ市 医療法人社団寿光会介護老人保健施設エスポワール大原

09‐23 いすみ市 鶴岡食品株式会社

09‐22 千葉市 日本赤十字社千葉県支部

09‐21 成田市 株式会社カワイチ・テック

09‐20 千葉市 一般財団法人千葉県まちづくり公社

09‐19 千葉市 大和リース株式会社千葉支店

09‐18 流山市 医療法人財団東京勤労者医療会勤医会東葛看護専門学校

09‐17 流山市 医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院付属診療所

09‐16 流山市 医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院

09‐15 千葉市 日産部品千葉販売株式会社

09‐14 四街道市 株式会社アステム

09‐13 市原市 株式会社新成工業

09‐12 千葉市 エステイク株式会社

09‐102 佐倉市 医療法人社団愛信会佐倉中央病院

09‐10 野田市 株式会社ジャパン唐和木業

09‐09 千葉市 公益財団法人ちば県民保健予防財団

09‐08 船橋市 船橋商工会議所

09‐07 館山市 有限会社ＯＰＡ

09‐06 館山市 昭櫻精機株式会社

09‐05 館山市 医療法人社団博正会北条病院

09‐04 千葉市 豊田電気株式会社

09‐03 千葉市 中央労働金庫千葉県本部

09‐02 木更津市 医療法人社団志仁会薬丸病院

09‐01 千葉市 全労済千葉県本部

08‐27 野田市 キッコーマン株式会社



登録番号 所在地 名称

08‐26 千葉市 株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル

08‐25 柏市 社会福祉法人みなみ福祉会みなみ高柳保育園

08‐24 野田市 医療法人社団真療会野田病院

08‐23 千葉市 株式会社ジュエルはま

08‐22 市原市 株式会社東セン貿

08‐21 流山市 社会福祉法人流山あけぼの会

08‐19 市川市 株式会社ACTマーケティング　アドレス・インフォメーション事業部

08‐18 千葉市 国立大学法人千葉大学

08‐17 千葉市 医療法人社団紫雲会千葉南病院

08‐16 千葉市 ＪＦＥテクノワイヤ株式会社

08‐15 市川市 株式会社河野製作所

08‐13 千葉市 株式会社ＮＩＤ・ＭＩ

08‐12 市川市 一般財団法人市川市福祉公社

08‐11 浦安市 有限会社新浦安ホテルマネージメント

08‐10 千葉市 医療法人柏葉会柏戸病院

08‐09 勝浦市 医療法人社団南洲会勝浦整形外科クリニック

08‐08 木更津市 株式会社ＧＦＳ馬来田の太陽

08‐07 野田市 医療法人社団圭春会小張総合病院

08‐06 銚子市 株式会社アイテック

08‐05 千葉市 トラコム株式会社

08‐04 山武市 ゴムノイナキ工業株式会社

08‐03 千葉市 日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社

08‐02 旭市 株式会社ヴェリック

08‐01 浦安市 株式会社ホテルオークラ東京ベイ

07‐99 大多喜町 株式会社グリーンクラブ千葉夷隅ゴルフクラブ

07‐98 佐倉市 聖隷佐倉市民病院

07‐97 千葉市 株式会社ジャパンアイビック

07‐96 船橋市 株式会社東武百貨店船橋店

07‐95 千葉市 公益情報システム株式会社

07‐94 千葉市 有限会社エイペックス

07‐93 君津市 医療法人社団周晴会鈴木病院



登録番号 所在地 名称

07‐92 船橋市 キリンビール株式会社千葉支社

07‐91 柏市 エムエルアイ・システムズ株式会社

07‐90 千葉市 JFEスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）

07‐89 我孫子市 川村学園女子大学附属保育園

07‐88 我孫子市 川村学園女子大学

07‐87 千葉市 学校法人増田学園千葉女子専門学校附属聖幼稚園

07‐86 千葉市 学校法人増田学園千葉女子専門学校

07‐85 千葉市 学校法人増田学園千葉聖心高等学校

07‐84 成田市 社会福祉法人大成会

07‐83 船橋市 サッポロビール株式会社千葉工場

07‐82 千葉市 リコージャパン株式会社千葉支社

07‐81 君津市 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院

07‐80 松戸市 ハリマ産業株式会社

07‐79 千葉市 日産プリンス千葉販売株式会社

07‐78 船橋市 生活協同組合ちば住宅コープ

07‐77 千葉市 医療法人社団福生会斎藤労災病院

07‐76 千葉市 富国生命保険相互会社

07‐75 千葉市 医療法人社団普照会井上記念病院

07‐74 松戸市 マブチモーター株式会社

07‐73 栄町 日本食研ホールディングス株式会社千葉本社

07‐72 千葉市 公益財団法人千葉県文化振興財団

07‐70 市原市 株式会社ケンレック

07‐69 市原市 特定非営利活動法人エンター

07‐68 松戸市 社会福祉法人六高台福祉会

07‐67 茂原市 医療法人社団東光会茂原中央病院

07‐66 船橋市 土佐工業株式会社

07‐65 千葉市 株式会社正文社

07‐64 柏市 株式会社セディナ千葉支店柏営業所

07‐63 千葉市 株式会社セディナ千葉支店

07‐62 船橋市 介護老人保健施設大穴さくら苑

07‐61 茂原市 株式会社デーベロップヤリタ
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07‐60 千葉市 学校法人塩田学園ひまわり幼稚園

07‐59 千葉市 JFE東日本ジーエス株式会社

07‐58 市川市 東洋合成工業株式会社

07‐57 袖ヶ浦市 小湊造船株式会社

07‐56 袖ヶ浦市 株式会社クラナミ

07‐55 習志野市 大原簿記法律専門学校津田沼校

07‐54 銚子市 ヒゲタ醤油株式会社

07‐53 松戸市 ワヨー株式会社秋山工場

07‐52 千葉市 社会福祉法人三育ライフシャローム若葉

07‐51 千葉市 社会福祉法人淑徳福祉会

07‐50 松戸市 虎屋産業株式会社

07‐49 佐倉市 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院

07‐48 千葉市 袖ヶ浦興業株式会社

07‐47 館山市 社会福祉法人太陽会安房地域医療センター

07‐46 千葉市 イオンモール株式会社

07‐45 柏市 医療法人社団協友会柏厚生総合病院

07‐44 船橋市 アイ・エス・ガステム株式会社

07‐43 南房総市 医療法人光洋会三芳病院

07‐42 我孫子市 医療法人社団創造会小規模多機能型居宅介護ケアプラザ寿

07‐41 我孫子市 医療法人社団創造会グループホーム寿

07‐40 我孫子市 医療法人社団創造会デイサービス柴崎

07‐39 我孫子市 医療法人社団創造会グループホームヴィスタリオ

07‐38 我孫子市 医療法人社団創造会訪問診療室

07‐37 我孫子市 医療法人社団創造会アビーサあらき野

07‐36 我孫子市 医療法人社団創造会訪問看護ステーションふさ

07‐35 我孫子市 医療法人社団創造会居宅介護事業所ふさ

07‐34 我孫子市 医療法人社団創造会介護老人保健施設クレオ

07‐33 我孫子市 医療法人社団創造会介護老人保健施設エスぺーロ

07‐32 我孫子市 医療法人社団創造会平和台病院

07‐31 成田市 社会福祉法人豊立会

07‐30 柏市 株式会社京北スーパー
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07‐29 千葉市 有限会社タカダ薬局

07‐28 千葉市 東京ガス株式会社千葉支社

07‐27 千葉市 有限会社美麗

07‐26 千葉市 ちばぎんハートフル株式会社

07‐25 千葉市 株式会社京葉銀保証サービス

07‐21 千葉市 株式会社京葉銀カード

07‐20 千葉市 株式会社京葉銀行

07‐19 成田市 三信化工株式会社千葉工場

07‐18 松戸市 株式会社ヨシケイ松戸

07‐17 四街道市 株式会社久永製作所

07‐15 白井市 株式会社進富

07‐13 長柄町 ジャパンフーズ株式会社

07‐12 流山市 医療法人社団天宣会まちや外科・内科

07‐11 流山市 医療法人社団天宣会西浦眼科

07‐100 船橋市 日本郵便株式会社船橋郵便局

07‐10 野田市 医療法人社団天宣会梅郷整形外科クリニック

07‐09 野田市 医療法人社団天宣会梅郷ナーシングセンター

07‐08 柏市 医療法人社団天宣会北柏居宅介護支援事業所

07‐07 柏市 医療法人社団天宣会北柏訪問看護ステーション

07‐06 柏市 医療法人社団天宣会北柏ナーシングケアセンター

07‐05 柏市 医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院

07‐04 柏市 医療法人社団天宣会柏健診クリニック

07‐03 柏市 株式会社日本エフピー総合企画

07‐01 千葉市 京葉システム株式会社

06‐99 匝瑳市 社会福祉法人九十九里ホーム

06‐98 市川市 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

06‐97 千葉市 株式会社大東システムエンジニアリング

06‐96 東京都 アルケア株式会社

06‐95 大網白里市 社会福祉法人緑陽会

06‐94 木更津市 社会福祉法人かずさ萬燈会

06‐93 市川市 有限会社信共
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06‐91 松戸市 株式会社大功

06‐90 千葉市 検見川リフォーム工業株式会社

06‐87 松戸市 生活介護サービス株式会社

06‐85 八千代市 ポリマープラス株式会社

06‐84 八千代市 学校法人市藤学園認定こども園エンゼルガーデン幼稚園

06‐83 船橋市 京葉住設株式会社

06‐82 八千代市 昭和ゴム工業株式会社

06‐81 市川市 京葉ガス情報システム株式会社

06‐80 東京都 株式会社アクティブブレインズ

06‐79 旭市 ソーイングアサヒ株式会社

06‐78 船橋市 医療法人同和会

06‐77 船橋市 イケア・ジャパン株式会社

06‐76 船橋市 株式会社パール技研

06‐75 習志野市 テックビジネスサービス株式会社

06‐74 成田市 株式会社秋葉牧場（成田ゆめ牧場）

06‐73 市原市 医療法人芙蓉会五井病院

06‐72 旭市 郡建設株式会社

06‐71 鎌ケ谷市 医療法人梨香会秋元病院

06‐69 八千代市 富士化学工業株式会社

06‐68 芝山町 三栄メンテナンス株式会社

06‐67 大網白里市 介護老人保健施設杜の街

06‐66 香取市 株式会社和郷

06‐65 銚子市 ヤマサ醤油株式会社

06‐64 千葉市 株式会社ベイキューブシー

06‐63 香取市 医療法人社団志誠会介護老人保健施設夢プラスワン

06‐61 佐倉市 株式会社常磐植物化学研究所

06‐60 千葉市 株式会社ちばぎん総合研究所

06‐59 千葉市 ちばぎんリース株式会社

06‐58 千葉市 ちばぎんキャリアサービス株式会社

06‐57 千葉市 株式会社総武

06‐56 銚子市 医療法人財団みさき会たむら記念病院



登録番号 所在地 名称

06‐55 君津市 株式会社八千代商事

06‐54 柏市 学校法人草土学園柏みどりこども園

06‐53 千葉市 ちばぎんキャピタル株式会社

06‐52 千葉市 ちばぎんディーシーカード株式会社

06‐51 千葉市 ちばぎんコンピューターサービス株式会社

06‐50 千葉市 ちばぎん保証株式会社

06‐49 千葉市 デンタルサポート株式会社

06‐48 銚子市 銚子市漁業協同組合

06‐47 香取市 佐原テクノ工業株式会社

06‐46 銚子市 坂本飼料株式会社

06‐45 船橋市 医療法人成春会北習志野花輪病院

06‐44 茂原市 関東天然瓦斯開発株式会社

06‐43 茂原市 大多喜ガス株式会社

06‐42 茂原市 双葉電子工業株式会社

06‐41 千葉市 ちばぎんジェーシービーカード株式会社

06‐40 千葉市 ちば債権回収株式会社

06‐38 千葉市 株式会社プラムシックス

06‐37 茂原市 株式会社藤田製作所

06‐36 鎌ケ谷市 株式会社ヤマシナ商事

06‐35 市原市 シティライフ株式会社

06‐34 四街道市 ミシュランタイヤ千葉販売(株)

06‐32 市川市 京葉ガス株式会社

06‐30 船橋市 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院

06‐29 東京都 東京パワーテクノロジー株式会社

06‐27 船橋市 東京電設サービス株式会社千葉センター

06‐26 鎌ケ谷市 小林建材株式会社

06‐23 千葉市 東電タウンプランニング株式会社千葉総支社

06‐22 香取市 ちば醤油株式会社

06‐20 八千代市 医療法人社団心癒会しのだの森ホスピタル

06‐19 市原市 帝京大学ちば総合医療センター

06‐18 鎌ケ谷市 ニッポー株式会社



登録番号 所在地 名称

06‐17 野田市 山本建設工業株式会社

06‐16 千葉市 株式会社ジャストケア

06‐15 千葉市 株式会社千葉薬品

06‐14 大網白里市 大里綜合管理株式会社

06‐13 千葉市 千葉総合リース株式会社

06‐12 千葉市 ちば興銀カードサービス株式会社カード事業本部

06‐11 千葉市 株式会社千葉銀行

06‐105 八街市 医療法人三矢会新八街総合病院

06‐104 千葉市 株式会社ファソテック

06‐103 柏市 株式会社ツヅキ

06‐102 船橋市 日本機動警備システム株式会社

06‐101 四街道市 株式会社佐久間

06‐100 市原市 株式会社タカサ

06‐10 松戸市 太陽ハウス株式会社

06‐09 千葉市 ちば興銀カードサービス株式会社保証事業本部

06‐08 千葉市 ちば興銀コンピュータソフト株式会社

06‐07 鴨川市 医療法人鉄蕉会

06‐06 白井市 医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院

06‐05 八千代市 医療法人思誠会勝田台病院

06‐04 千葉市 丸金印刷株式会社

06‐03 佐倉市 光生土地建物有限会社

06‐01 四街道市 ふれあい総研株式会社

05‐28 富里市 医療法人社団千葉光徳会中沢病院

05‐27 市原市 株式会社千葉セントラルゴルフクラブ

05‐26 船橋市 パール歯科医院

05‐24 船橋市 前田京子カウンセリング事務所

05‐23 船橋市 株式会社ティーエスケー

05‐22 船橋市 医療法人社団成和会山口病院

05‐21 船橋市 イオンフードサプライ株式会社

05‐20 市川市 株式会社加藤新聞舗

05‐19 船橋市 株式会社ヒロハマ



登録番号 所在地 名称

05‐18 千葉市 株式会社千葉興業銀行

05‐17 千葉市 株式会社パソナ

05‐16 千葉市 株式会社坂戸工作所

05‐15 千葉市 株式会社ＱＶＣジャパン

05‐14 柏市 医療法人社団中郷会新柏クリニック

05‐13 東金市 医療法人社団鎮誠会

05‐11 八千代市 株式会社サンリツ

05‐10 松戸市 共進電機株式会社

05‐09 さいたま市 株式会社マミーマート

05‐08 東京都 株式会社トーテック

05‐07 市原市 旭ダイヤモンド工業株式会社

05‐06 千葉市 株式会社レカムサービス

05‐04 柏市 株式会社インテリア計画

05‐03 富津市 富洋観光開発株式会社

05‐02 松戸市 株式会社アイパル

05‐01 千葉市 生活協同組合コープみらい


