
有害使用
○：現在、▲：過去

習志野市 66                            （株）エフコーポレーション 習志野市東習志野6-15-2 ▲
習志野市 66-3ﾊ                         ホテル１０セゾン 習志野市谷津4-7-29   
習志野市 67                            株式会社 エンゼル舎 習志野市東習志野8-30-27   
習志野市 67                            有限会社大久保クリーニング 習志野市東習志野6-20-29 ○
習志野市 71                            勝又自動車株式会社 コルネット事業部 習志野市茜浜3-35   
習志野市 72                      (株)レナウン習志野インテリジェントジャンクション 習志野市茜浜3-6-3   
習志野市 81                        ニチハマテックス株式会社習志野工場 習志野市東習志野6-18-1   
習志野市 81                        日本ケーブル株式会社  本社工場 習志野市茜浜3-1-4   
習志野市  3  ﾛ                         （株）味丸 習志野市東習志野6-19-6   
習志野市 17                            三河屋豆腐店 習志野市津田沼6-2-1   
習志野市 17                            村山豆腐店 習志野市津田沼4-8-16   
習志野市 17                            遠藤豆腐店 習志野市東習志野6-2-1   
習志野市 17                            （有）宍倉清商店 習志野市大久保3-13-12   
習志野市 17                            木村豆富店 習志野市本大久保3-6-6   
習志野市 55                            ナラシノウベ（株） 習志野市実籾2-695   
習志野市 67                            日の出クリーニング 習志野市藤崎6-20-16   
習志野市 67                            有限会社白銀ランドリ－ 習志野市藤崎3-26-11   
習志野市 67                            (有)斉藤商会 習志野市花咲2-2-4   
習志野市 67                            （有）習志野新生舎 習志野市鷺沼1-17-18   
習志野市 67                            （有）塩田クリーニング店 習志野市津田沼5-6-19   
習志野市 67                            山崎クリーニング店 習志野市新栄1-9-27   
習志野市 67                            郡司クリーニング 習志野市藤崎6-11-9   
習志野市 67                            ドライクリーニング三愛 習志野市谷津5-29-14   
習志野市 71                            マルニ石油（株）津田沼駅前給油所 習志野市谷津1-14-20   
習志野市 71                            日本石油藤崎給油所 習志野市藤崎1-1-17   
習志野市 71                            有限会社松本油店 習志野市谷津8-1737   
習志野市 71                            酒井商店 習志野市津田沼7-1701-1   
習志野市 71                            株式会社榊原商店 習志野市大久保4-14-14   
習志野市 71                            （株）習志野トラックセンター 習志野市茜浜1-10-1   
習志野市 81                        藤崎小学校 習志野市藤崎4-12-1   
習志野市 81                        京葉測量株式会社 習志野市茜浜3-4-6   
習志野市 81                        ちゃんこ江戸沢谷津店 習志野市谷津5-40-19   
習志野市 81                        （株）日立ケーイーシステムズ 習志野市東習志野7-1-1   
習志野市 81                        CACスポーツクラブ 習志野市大久保2-13-1   
習志野市 81                        学校法人千葉工業大学芝園校舎茜浜運動施設 習志野市茜浜3-4-10   
習志野市 71                            京成バス(株)新習志野高速営業所茜浜車庫 習志野市茜浜3-38-6   
習志野市 71                            （株）東日本宇佐美296号船取線花輪インターＳＳ 習志野市谷津6-8-13   
習志野市 66-5                          （株）デリカシェフ習志野工場 習志野市東習志野7-4-32   
習志野市 67                            (有)三協ドライセンタ－ 習志野市東習志野２－２０－２   
習志野市 72                      ラオックス株式会社東習志野ショッピングモール 習志野市東習志野７丁目４番地   
習志野市 27  ｲ                         広栄化学工業株式会社 習志野市東習志野6-16-11 ▲
習志野市 64-2ﾛ                         習志野市企業局第２給水場 習志野市鷺沼台 1-９－１８   
習志野市 65                            株式会社日立産機システム習志野事業所 習志野市東習志野7-1-1 ○
習志野市 66                            日鉄溶接工業株式会社習志野工場 習志野市東習志野7-6-1 ○
習志野市 66                            エヌデーシー株式会社 習志野市実籾2-39-1 ○

水質汚濁防止法に基づく特定事業場等の一覧表（千葉県が所管するもの）

（注意事項）
１．この一覧表は令和4年3月31日現在、工場及び事業場から届出された情報を元に作成したものです。実際の特定
 事業場等の届出状況とは異なる場合があり、特定事業場等が所在地に現存することを保証するものではありません。
２．この一覧表に記載の所在地は届出時の表記に基づいたものであり、住居表示の変更後に届出等がされていない特定
 事業場等は旧表記のままとなる場合があります。
３．この一覧表における代表特定施設番号は、水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる番号です。
  ただし、代表特定施設番号の79は「有害物質貯蔵指定施設」、81は「指定地域特定施設」、
 91は「みなし病院施設」、92は「みなし浄化槽」を表します。
４．この一覧表における「有害使用」とは、有害物質使用特定施設を有する特定事業場等を示したものです。
５．表中の有害物質の「○」「▲」については、次の場合に記載されています。
  ・○：特定施設において、現在有害物質の製造、使用等がある。
  ・▲：既に廃止手続きを行った特定施設において有害物質の製造、使用等があった。
６．事業場名に屋号が含まれている場合、届出書に記載された表記と異なりますので、あらかじめ御了承ください。
 （例：○（マル）の中に貞、金 → ○貞、○金、 ￢（カネ）の下にタ、ナ → タ￢、ナ￢）
７．この一覧表の利用により生じた損害等について、千葉県では一切の責任を負いかねますため、あらかじめ御了承
 ください。
８．千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市内の特定事業場等については、それぞれの市へ直接お問い合わせ
 ください。

市町村名 代表特定施設 事業場名 所在地



習志野市 71-2ｲ                         日本大学生産工学部実籾校舎 習志野市新栄2ｰ1054ｰ1   
習志野市 71-2ｲ                         日本大学生産工学部津田沼校舎 習志野市泉町1ｰ2ｰ1 ▲
習志野市 71-2ｲ                         （株）日立産機ドライブ・ソリューションズ 習志野市東習志野3-15-11 ○
習志野市 73                            津田沼浄化センター 習志野市芝園3-3-1   
習志野市 73                            習志野市津田沼第２浄化センター 習志野市袖ヶ浦6-1-2   
習志野市 65                            日鉄SGワイヤ株式会社 習志野市東習志野7-5-1 ○
習志野市 64-2ﾛ                         習志野市第一給水場 習志野市泉町2ｰ4ｰ12   
習志野市 71-2ｲ                         千葉県習志野健康福祉センター 習志野市本大久保5-7-14 ○
習志野市 40                            日華化成株式会社 習志野市茜浜1-12-1   
習志野市 71-5                          島崎熱処理株式会社 習志野市東習志野6-21-6 ○
習志野市 65                            株式会社ニシマキ 習志野市茜浜1-8-9   
習志野市 71-3                          芝園清掃工場 習志野市芝園3-2-1   
習志野市  2  ｲ                         株式会社パル・ミート習志野事業所 習志野市実籾2-36-10   
習志野市 81                        ロイヤルホームセンター習志野店 習志野市東習志野６－７－１５   
習志野市 81                        住商グローバル・ロジスティクス株式会社 茜浜センター 習志野市茜浜３－６－２   
習志野市 81                        メルセデスベンツ日本（株）PDC 習志野市茜浜3-7-1   
習志野市 71                            国際油化株式会社 幕張インターSS 習志野市鷺沼５－６－２   
習志野市 81                        プロロジスパーク習志野IV 習志野市茜浜3-7-10   
習志野市 65                            株式会社イシバシ 習志野市茜浜1-2-20 ○
習志野市 81                        ブロンコビリー津田沼店 習志野市谷津６－２１－１７   
習志野市 92                        日軽建材工業株式会社船橋製造所 習志野市東習志野６－１８－３ ▲
習志野市 65                            鈴木住電ステンレス株式会社習志野工場 習志野市東習志野7-5-1 ○
習志野市 66-5                          デリシャス・クック（株）習志野工場 習志野市東習志野7-1-25   
習志野市 65                            市川製線株式会社 習志野工場 習志野市東習志野7-5-1 ○
習志野市 66-3ｲ                         幕張セミナーハウス 習志野市茜浜２－３－２   
習志野市 66-3ｲ                         習志野市秋津サッカー場 習志野市秋津３－７－３   
習志野市 68                            有限会社 秀映社 習志野市津田沼1-2-16 ○
習志野市 68                            有限会社 高山写真館 習志野市津田沼1-2-11 ○
習志野市 66-5                          フジフーズ（株）千葉工場 習志野市東習志野6-22-1   
習志野市 18-2ﾊ                         茜浜キッチン 習志野市茜浜3-2-5   
習志野市 71-2ｲ                         白鳥製薬株式会社R＆Dセンター 習志野市津田沼６－１１－２４ ○
習志野市 66-4                          習志野市学校給食センター 習志野市芝園２－１－３２   
習志野市 81                        しおかぜホール茜浜 習志野市茜浜3-7-6   
習志野市 81                        Landport習志野 習志野市茜浜3-36   
習志野市 71                            有隣習志野センター 習志野市東習志野7-1-1   
習志野市 71                            WOW!TOWN 幕張店 習志野市芝園1-3-1   
八千代市  1-2ﾛ                         （有）鈴木祐治牧場 八千代市大和田新田1100   
八千代市  2  ｲ                         石井食品株式会社八千代工場 八千代市吉橋1835   
八千代市  2  ｲ                         ＪＡ全農たまご株式会社八千代液卵工場 八千代市吉橋1844-1   
八千代市  9                            株式会社東あられ本鋪八千代工場 八千代市上高野1355-3   
八千代市 66-5                          シノブフーズ株式会社千葉工場 八千代市上高野1734-1   
八千代市 66-6                          中山カントリークラブ 八千代市桑橋1299   
八千代市 67                            （株）太陽ランドラーズ 八千代市米本2723   
八千代市 68-2ｲ                         セントマーガレット病院 八千代市上高野449   
八千代市 68-2ｲ                         八千代病院 八千代市下高野549   
八千代市 72                      GLP八千代Ⅳ 八千代市大和田新田686-3   
八千代市 72                      八千代市衛生センター 八千代市大和田新田584-1   
八千代市 72                      学校法人八千代松陰学園 八千代市村上727   
八千代市 91  ｲ                         新八千代病院 八千代市米本2167 ▲
八千代市 91  ﾊ                         しのだの森ホスピタル 八千代市島田台1212 ▲
八千代市 92                        医療法人社団踏青会 小池病院 八千代市小池374-1   
八千代市 92                        学校法人聖書学園千葉英和高等学校 八千代市村上709-1   
八千代市 92                        千葉県立八千代西高等学校 八千代市吉橋2405-1   
八千代市 92                        秀明八千代中学・高等学校 八千代市桑橋803   
八千代市  1-2ｲ                         金子養豚場 八千代市島田台920   
八千代市  1-2ｲ                         高橋養豚 八千代市大和田新田828-2   

八千代市  2  ｲ                         
JA全農ミートフーズ株式会社食肉統括事業本部首都圏第２
事業部東部営業課

八千代市吉橋1839   

八千代市 17                            安原豆腐店 八千代市吉橋2135   
八千代市 17                            浜野食品 八千代市大和田新田416-6   
八千代市 17                            桑原豆腐店 八千代市八千代台北12-13-12   
八千代市 17                            (有)山本食品店 八千代市八千代台東1-44-7   
八千代市 17                            染谷食品店 八千代市大和田254-3   
八千代市 66-3ﾊ                         ホテル八千代 八千代市島田台809   
八千代市 66-3ﾊ                         日の出旅館 八千代市八千代台東4-5-8   
八千代市 66-6                          八千代ゴルフクラブ 八千代市米本2880   
八千代市 67                            あづまクリーニング 八千代市大和田新田917-79   
八千代市 67                            有限会社ロ－ズクリ－ニング 八千代市大和田新田341-24   
八千代市 67                            株式会社第一タイムリ－ 八千代市大和田新田1054-71   
八千代市 67                            みやまクリーニング 八千代市大和田新田1152   



八千代市 67                            鈴屋本店 八千代市島田台766-1   
八千代市 67                            綾瀬綿業（株）八千代営業所 八千代市大和田新田666-4   
八千代市 67                            彦洗（株） 八千代市大和田新田666-45   
八千代市 71                            京葉産業（株）八千代台給油所 八千代市八千代台東1-19-16   
八千代市 71                            株式会社 ニュ－ヤチヨ 八千代市勝田14-1   
八千代市 92                        八千代市立阿蘇小学校 八千代市米本2586   
八千代市 92                        八千代市立睦中学校 八千代市島田台756   
八千代市 92                        八千代市少年自然の家 八千代市保品1060-2   
八千代市 55                            京葉ｱｻﾉｺﾝｸﾘ-ﾄ(株)八千代工場 八千代市上高野1976-8   
八千代市 67                            クリ－ニング セキネ 八千代市高津1210-3   
八千代市 92                        荒井記念ﾎ-ﾑ 八千代市米本1523   
八千代市 66-3ｲ                         ホテルドエル 八千代市勝田台北1-11-11   
八千代市 67                            （有）白洋舎 八千代市八千代台北12-18-13   
八千代市 91  ｲ                         島田台総合病院 八千代市島田台887-7 ▲
八千代市 66-5                          トオカツフーズ（株）八千代工場 八千代市大和田新田７２７   
八千代市 92                        八千代ふるさとステーション 八千代市米本４９０５－１   
八千代市 92                        特別養護老人ホーム 愛生苑 八千代市吉橋1059-17   
八千代市 71                            東葉高速鉄道車両基地 八千代市大和田新田884-5   
八千代市 71                            日本石油八千代東給油所日新商事(株)千葉営業所 八千代市勝田台南3-14-5   
八千代市 71                            洗車ＣＬＵＢ三代川八千代店 八千代市大和田新田917-1   
八千代市 67                            レッツクリーニング 八千代市高津東３－１－１１ ○
八千代市 10  ｲ                         ビアライゼ八千代ブルワリ－ 八千代市下市場2-3196-2   
八千代市 71                            ｴｯｿ石油株式会社 大和田給油所 八千代市大和田新田314-18   
八千代市 66-6                          Ism緑が丘 八千代市吉橋字西内野1851-1他   
八千代市 33  ｲ                         神東塗料株式会社千葉事業所 八千代市大和田新田711-1 ▲
八千代市 53  ｲ                         東洋佐々木ガラス株式会社 千葉工場 八千代市大和田新田559 ○
八千代市 61  ﾊ                         八千代特殊金属株式会社 八千代市大和田新田730   
八千代市 65                            東邦シートフレーム株式会社八千代事業所 八千代市上高野1812 ○
八千代市 65                            那須電機鉄工(株)八千代工場 八千代市吉橋1085番5 ○
八千代市 65                            アズマックス株式会社千葉工場 八千代市大和田新田564 ○
八千代市 66                            株式会社日商グラビア 八千代市上高野1436-2 ○
八千代市 71-3                          八千代市清掃センター 八千代市上高野1384-7   
八千代市 63  ﾎ                         有限会社 蒲生塗装工業所 八千代市大和田新田737-4   
八千代市 65                            日伸鋼業株式会社 八千代市大和田新田656-2 ○
八千代市 65                            渡新工業(株)八千代工場 八千代市吉橋字内野1085-24 ○
八千代市 65                            東京ｽﾃﾝﾚｽ研磨興業株式会社千葉工場 八千代市大和田新田590-5 ○
八千代市 71-4                          株式会社東亜オイル興業所 八千代市上高野1728-5   
八千代市 71-6                          住友精化株式会社千葉工場 八千代市上高野1384-1 ○
八千代市 71-2ｲ                         株式会社サンリツ 八千代市上高野1353-25 ▲
八千代市 64-2ﾛ                         八千代台浄水場 八千代市八千代台西7-2   
八千代市 65                            大亜真空株式会社 八千代市大和田新田495 ○
八千代市 74                       畜産環境整備特別対策事業八千代地区汚水処理場 八千代市吉橋１１－４   
八千代市 71-5                          タカラスタンダード株式会社千葉第一工場 八千代市上高野１８０７－４ ○
八千代市 66-5                          株式会社武蔵野千葉工場 八千代市上高野1355-32   
八千代市 72                      グリーンハイツ八千代7、8号館 八千代市大和田新田７４７－１   
八千代市 71                            トヨタカローラ千葉（株）勝田台店 八千代市村上1735-13   
八千代市 67                            障害福祉サービス事業所ビック・ハート 八千代市小池４１２－３   
八千代市 67                            株式会社大和田クリーニング 八千代市大和田新田４６７－８   
八千代市 92                        Ｄ’ステーション 八千代市吉橋１０７１   
八千代市 71-5                          タカラスタンダード株式会社千葉第二工場 八千代市上高野１９７９－３ ○
八千代市 71                            日産サティオ千葉八千代村上店 八千代市村上3968   
八千代市 66-5                          日本クッカリー㈱八千代工場 八千代市上高野字中野１７９５－５   
八千代市 61  ﾆ                         株式会社アーステクニカ八千代工場 八千代市上高野1780   
八千代市 92                        シーズンアベニュー八千代緑が丘2ndStage 八千代市大和田新田字八幡後１０８２－６０   
八千代市 67                            ㈱ローヤルクリーニング八千代工場 八千代市吉橋１０７９－１   
八千代市 72                      グリーンハイツ八千代1～6号館 八千代市大和田新田７４７－１   
八千代市 68-2ｲ                         東京女子医科大学八千代医療センター 八千代市大和田新田４７７－９６   
八千代市 92                        八千代リハビリテーション病院 八千代市米本1808   
八千代市 72                      シンワ総合健診センター 八千代市米本２１６７－８   
八千代市 71-2ｲ                         ㈱千葉分析センター 八千代市大和田１２３－６ ○
八千代市 71                            ルート16八千代サービスステーション 八千代市米本4032-14   
八千代市 67                            ローヤルクリーニング八千代大和田新田工場 八千代市大和田新田491-27   
八千代市 53  ｲ                         株式会社サンテクノ 八千代工場 八千代市吉橋1077番地 ○
八千代市 66-4                          八千代市学校給食センター西八千代調理場 八千代市緑が丘西8-7-1   
八千代市 65                            NSガルバ株式会社 八千代市大和田新田672 ○
八千代市  2  ｲ                         興真乳業株式会社八千代事業所 八千代市大和田新田１３０ ○
八千代市 66-3ｲ                         ウォーターホテルプラス 八千代市勝田台南３－１５－１０   
八千代市 71                            ㈱ENEOSジェネレーションズ八千代緑ヶ丘SS 八千代市緑ヶ丘西1-11-3   
八千代市 66                            信和産業（株） 八千代市吉橋1077-14 ○
八千代市 63  ﾎ                         エドワーズ（株）八千代工場 八千代市吉橋1078-1 ○



八千代市 67                            株式会社白光舎ユニフォームレンタル本社工場 八千代市大和田新田４６７－１３   
八千代市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉八千代緑が丘店 八千代市大和田新田437-6   
八千代市 71-2ｲ                         月島機械株式会社八千代事業所 八千代市上高野字中野1807-3 ○

八千代市 63  ﾎ                         
ダイキン油機エンジニアリング株式会社東日本ユニットセ
ンター

八千代市吉橋１１４９－８   

八千代市 67                            有限会社チェリー 八千代市勝田台1-31-12   

八千代市 66-4                          
（仮称）八千代市学校給食センター 東八千代調理場 整
備・運営事業

八千代市保品字上谷1772-16,1737-7,1737-12   

八千代市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 八千代店 八千代市大和田新田467-20   
浦安市 66-3ｲ                         ホテルサンルートプラザ東京 浦安市舞浜1-6   
浦安市 66-6                          東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ及び東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ 浦安市舞浜1-1他   
浦安市  3  ﾎ                         （有）内田商店 浦安市当代島1-21-11   
浦安市  3  ﾎ                         内徳商店 浦安市堀江３－１９－２５   
浦安市  3  ﾎ                         株式会社西金 浦安市猫実５－７－２３   
浦安市  3  ﾎ                         西敏商店 浦安市猫実５－６－２６   
浦安市  3  ﾎ                         文清 浦安市当代島2-20-9   
浦安市 16                            佐藤製麺所 浦安市猫実３－１０－１１   
浦安市 17                            埼玉屋豆腐店 浦安市堀江２－４－２８   
浦安市 17                            久清 浦安市堀江３－１１－１７   
浦安市 18-2ｲ                         （有）政丸水産 浦安市当代島2-21-16   
浦安市 52  ﾎ                         （株）宇田川染革所 浦安市猫実５－１６－３３   
浦安市 55                            株式会社内山アドバンス浦安工場 浦安市北栄4-10-16   
浦安市 55                            関東宇部コンクリート工業株式会社 浦安工場 浦安市北栄4-10-23   
浦安市 66-3ｲ                         シティホテル・バンガード 浦安市今川1-1-40   
浦安市 66-3ｲ                         林屋旅館 浦安市猫実４－１８－１４   
浦安市 66-3ｲ                         ホテルダイヤモンド 浦安市猫実５－１４－１０   
浦安市 67                            弁天クリーニング 浦安市猫実2-22-1   
浦安市 67                            丸十クリーニング 浦安市当代島2-2-4   
浦安市 67                            京屋クリーニング 浦安市堀江３－１０－１   
浦安市 67                            白河クリーニング 浦安市当代島1-27-21   
浦安市 67                            白富士ランドリー浦安支店 浦安市猫実２－２１－２６   
浦安市 67                            常木クリーニング店 浦安市富岡4-13-5   
浦安市 67                            クリーニング山口 浦安市北栄3-33-27   
浦安市 67                            クリーニング博栄 浦安市猫実４－１８－２１   
浦安市 67                            富士見クリーニング 浦安市富士見１－１６－７   
浦安市 68-2ｲ                         浦安市・市川市病院組合浦安市川市民病院 浦安市当代島3-４-32   
浦安市 71                            千葉日石（株）メテオ舞浜リゾート 浦安市舞浜３５－３   
浦安市 71                            北日本石油（株）浦安今川給油所 浦安市今川1-13-25   
浦安市 71                            ヤブサキ産業株式会社美浜SS 浦安市美浜４－１－１   
浦安市 71                            共同石油東浦安給油所 浦安市北栄4-26-29   
浦安市 81                        県立浦安南高校 浦安市高洲９－４－１   
浦安市 66-3ｲ                         ﾎﾃﾙ ﾘﾊﾞ-ｻｲﾄﾞ 浦安市猫実5-14-6   
浦安市 66-3ｲ                         オリエンタルホテル東京ベイ 浦安市美浜1-8-2   
浦安市 67                            ﾃｲｸ5浦安店 浦安市北栄1-7-1   
浦安市 67                            ﾐｽﾀ-ﾗﾝﾄﾞﾘ- 新浦安店 浦安市入船4-1-14   
浦安市 66-3ﾛ                         イクスピアリ 浦安市舞浜1-4,1-22,2-11   
浦安市 81                        ㈱ﾒﾃﾞｨｾｵ東京物流ｾﾝﾀｰ 浦安市港７６－１   
浦安市 66-3ｲ                         ナイスインホテル舞浜東京ベイ 浦安市東野２－２５－２５   
浦安市 71-3                          浦安市クリーンセンター 浦安市千鳥１５番２   
浦安市 10  ﾆ                         アクアクララ新浦安 浦安市鉄鋼通り１－２－７   
浦安市 66-3ｲ                         東京ディズニーセレブレーションホテル：ウィッシュ 浦安市明海７－１－１   
浦安市 66-4                          浦安市千鳥学校給食センター 浦安市千鳥１５番３４   
浦安市 66-3ﾊ                         東京ディズニーセレブレーションホテル：ディスカバー 浦安市日の出７－１－１   
浦安市 70-2                          東京いすゞ自動車㈱東京サービスセンター 浦安市港77番の4   
浦安市 66-3ｲ                         東京ディズニーランドホテル 浦安市舞浜２９－１   
浦安市 66-3ｲ                         グランドニッコー東京ベイ舞浜 浦安市舞浜１－７   
浦安市 71                            千葉スバル浦安 浦安市北栄4丁目1191-6   
浦安市 66-3ｲ                         ホテルエミオン東京ベイ 浦安市日の出1-1-1   
浦安市 71                            東京ベイシティ交通株式会社 千鳥車庫 浦安市千鳥12-5   
浦安市 66-3ｲ                         浦安ブライトンホテル 浦安市美浜1-9-1   
浦安市 66-3ｲ                         フレックステイイン新浦安 浦安市今川４－１－２９   
浦安市 66-3ﾊ                         マイステイズ新浦安コンファレンスセンター 浦安市明海２－１－４   
浦安市 66-3ｲ                         ホテルマイステイズ舞浜 浦安市鉄鋼通り３－５－１   
浦安市 66-3ｲ                         浦安市青少年交流活動センター 浦安市日の出７丁目２番１号   
浦安市 66-3ﾊ                         ペンションアンバスディ 浦安市高洲１－２２－２４   
浦安市 66-3ﾊ                         スパ＆ホテル 舞浜ユーラシア 浦安市千鳥１３－２０   
浦安市 66-3ﾛ                         浦安サンホテル 浦安市当代島１－１９－１３   
浦安市 66-3ﾊ                         ホテルドリームゲート舞浜 浦安市舞浜２６－５   
浦安市 66-3ｲ                         浦安ビューフォートホテル 浦安市猫実４－１８－２８   
浦安市 23-2                          浦安市ワークステーション 浦安市千鳥１５番地５   



浦安市 66-3ﾊ                         シェラトン・グランデ・トーキョー・ベイ・ホテル 浦安市舞浜1-9 ▲
浦安市 66-3ﾊ                         大江戸温泉物語 浦安 万華郷 浦安市日の出7-3-12   
浦安市 66-3ﾛ                         ホテル 醍醐 浦安市北栄１－１１－１   
浦安市 71-2ｲ                         順天堂大学 浦安キャンパス 浦安市高洲２－５－１   
浦安市 66-6                          明海大学 浦安市明海１－２－１   
浦安市 10  ﾛ                         クリクラ新浦安 浦安市鉄鋼通り１－２－８   
浦安市 66-3ｲ                         ヒルトン東京ベイ 浦安市舞浜1-8 ○
浦安市 71-2ｲ                         了徳寺大学 浦安市明海5-8-1   
浦安市 66-3ｲ                         新浦安明海計画（ホテル） 浦安市明海5丁目8番5、10、11、12、14、18   
浦安市 66-3ｲ                         東京ベイ東急ホテル 浦安市日の出7-2-3   
浦安市 66-3ｲ                         イビススタイルズ東京ベイ 浦安市日の出2-1-1   
浦安市 67                            株式会社ママショップ加納本社工場 浦安市北栄4-10-6   
浦安市 67                            株式会社ママショップ加納本社第二工場 浦安市北栄4-11-52   
浦安市 67                            株式会社プリーズ浦安工場 浦安市北栄4-13-58   
浦安市 66-3ﾛ                         舞浜アネックスホテル 浦安市千鳥10-5   
浦安市 71                            株式会社ホンダカーズ西千葉浦安店 浦安市北栄4-20-26   
浦安市 66-3ｲ                         フローリッシュ２１ 浦安市猫実4-21-12   
浦安市 66-3ｲ                         東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル 千葉県浦安市舞浜1-47   
浦安市 81                        (仮称)ＤＰＬ浦安Ⅲ新築工事 浦安市港77-3   
浦安市 71-2ｲ                         順天堂大学浦安・日の出キャンパス 浦安市日の出6丁目4番地   

野田市  2  ﾛ                         
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 千葉工
場

野田市蕃昌10 ▲

野田市  2  ﾛ                         雪印メグミルク株式会社 野田工場 野田市上三ケ尾字平井256-1 ○
野田市  5  ﾛ                         キッコーマン食品株式会社 野田工場 製造第２部 野田市中根97 ▲
野田市  5  ﾛ                         キッコーマン食品株式会社 野田工場 製造第１部 野田市野田110   
野田市  5  ﾛ                         キッコーマン食品株式会社 野田工場 製造第３部 野田市上花輪470 ▲
野田市  5  ﾛ                         窪田味噌醤油株式会社 野田市山崎691 ▲
野田市  5  ﾛ                         キノエネ醤油株式会社 野田市中野台157 ○
野田市 18-2ｲ                         有限会社富強食品 野田工場 野田市木野崎1692   
野田市 66                            関根化学工業株式会社 野田市西三ケ尾81-3 ○
野田市 66                            有限会社ハードシンク 野田市西三ケ尾古和清水233-5 ○
野田市 66-3ｲ                         ホテルウィルリゾート 野田市上三ケ尾60   
野田市 66-3ｲ                         クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 野田市瀬戸548   
野田市 66-4                          野田市学校給食センター 野田市宮崎210-5   
野田市 66-5                          株式会社サンデリカ 野田事業所 野田市七光台400   
野田市 66-6                          株式会社千葉カントリー倶楽部 野田コース 野田市蕃昌新田字溜台3-1   
野田市 66-6                          株式会社千葉カントリー倶楽部 梅郷コース 野田市堤根167   
野田市 81                        紫カントリークラブ あやめコース 野田市鶴奉463-1   
野田市 67                            新日本ウエックス株式会社 東京工場 野田市上三ケ尾金剛寺259-2 ○
野田市 67                            サンランドリー 野田市七光台405-111   
野田市 67                            クリーニングマミー 野田市七光台212-22   
野田市 68-2                          医療法人社団圭春会 小張総合病院 野田市横内29-1   
野田市 72                      野田市文化会館中央公民館 野田市鶴奉5-1   
野田市 72                      西武台千葉中学校・西武台千葉高等学校 野田市尾崎2241-2   
野田市 72                      千葉県立野田中央高等学校 野田市谷津713   
野田市 72                      野田市総合公園 野田市清水958   
野田市 72                      野田市第二清掃工場 野田市船形4236   
野田市 72                      野田病院 野田市中里1554-1   
野田市 81                        野田山崎第二県営住宅 野田市山崎2651-4   
野田市 81                        けやき台団地汚水処理施設 野田市東金野井948   
野田市 81                        ビレッジハウス 野田市山崎2649-1   

野田市 81                        
医療法人社団天宣会 老人保健施設梅郷ナーシングセン
ター

野田市山崎字中木戸2785-1   

野田市 81                        魚悦 野田市尾崎字尾崎前852-1   
野田市 81                        東和リバーサイド野田 野田市山崎字亀山2637-1   
野田市 81                        日高屋 野田１６号店 野田市横内字香取前16-2他   
野田市 81                        野田ライフケアセンタ－ 野田市野田840   
野田市  1-2ｲ                         坂斉忠 野田市目吹3290   
野田市  1-2ｲ                         増田金作 野田市三ツ堀308   
野田市  1-2ﾛ                         小倉久男 野田市瀬戸56   
野田市  1-2ﾛ                         志村畜産 野田市三ツ堀1443   
野田市  1-2ﾛ                         藤田肥育牛牧場 野田市瀬戸66   
野田市  1-2ﾛ                         大登牧場 野田市小山2714   
野田市  2  ｲ                         有限会社井野商店 野田市中里2273   
野田市  2  ｲ                         上原商店 野田市山崎2470   
野田市  2  ｲ                         関東畜産食肉販売株式会社 野田市吉春633   
野田市  3  ﾎ                         八木橋 野田市野田241   
野田市  4  ｲ                         千代田食品株式会社 野田市清水124   
野田市  4  ﾛ                         新井漬物店 野田市野田728   
野田市  4  ﾛ                         會田屋漬物店 野田市瀬戸604-1   



野田市  4  ﾛ                         有限会社長堀商店 野田市清水268   
野田市  4  ﾛ                         内木商店 野田市柳沢33-26   
野田市  5  ｲ                         坂倉味噌醤油株式会社 野田市野田608   
野田市  5  ｲ                         有限会社力醤油 野田市中野台726   
野田市  8                            有限会社丸嶋屋 野田市野田355   
野田市  8                            瀧製餡株式会社 野田市野田317   
野田市 10  ﾛ                         野田食菌工業株式会社 野田市七光台295   
野田市 16                            日本製麺株式会社 野田市清水548   
野田市 16                            宮製麺 野田市野田573   
野田市 17                            有限会社鈴木豆腐店 野田市野田52   
野田市 17                            小林豆腐店 野田市清水169   
野田市 17                            張谷豆腐店 野田市野田299   
野田市 17                            せきねや豆腐店 野田市清水1095   
野田市 17                            間中豆腐店 野田市中野台357   
野田市 17                            小林豆腐店 野田市野田780   
野田市 17                            山田豆腐店 野田市中里38   
野田市 17                            有限会社中野商店 野田市中根207   
野田市 17                            高桑豆腐店 野田市宮崎158   
野田市 17                            虎屋産業株式会社 野田市西三ケ尾字溜台330-10   
野田市 18-2ｲ                         万星食品株式会社 野田市西三ケ尾市橋87-10   
野田市 54  ﾛ                         糸川建材 野田市船形2389-7   
野田市 54  ﾛ                         日東工業株式会社 関東工場 野田市目吹2540   
野田市 54  ﾊ                         有限会社坂斉商事 野田市目吹1555   
野田市 54  ﾊ                         利根コンクリ－ト工業株式会社 野田市蕃昌84   
野田市 54  ﾊ                         矢崎コンクリート 野田工場 野田市目吹1163   
野田市 55                            中央商事株式会社 中央生コン野田工場 野田市目吹1636   
野田市 55                            野田生コン株式会社 野田市大殿井仲坪277   
野田市 66-3ﾊ                         ホテル山荘松 野田市大殿井326   
野田市 66-3ｲ                         船橋家旅館 野田市清水18   
野田市 66-3ｲ                         株式会社水明荘 野田市瀬戸835   
野田市 66-3ｲ                         有限会社山ふじ旅館 野田市清水431   
野田市 66-3ｲ                         寺田旅館 野田市野田494-2   
野田市 66-3ｲ                         馬酔木旅館 野田市上花輪624   
野田市 66-3ｲ                         有限会社和泉屋 野田市野田237   
野田市 66-3ｲ                         梓旅館 野田市野田430   
野田市 66-3ｲ                         玉の家 野田市尾崎840-6   
野田市 66-3ｲ                         喜久水 野田市野田757-7   
野田市 66-3ｲ                         モーターリストホテル川間 野田市中里3422   
野田市 66-3ｲ                         モーターリストホテル白樺 野田市目吹2014   
野田市 66-3ｲ                         KK・エヌアンドエー 野田市尾崎字尾崎前815-100   
野田市 66-3ﾛ                         ホテルマドンナ 野田市中里字愛宕前646   
野田市 66-6                          グルメドール野田店 野田市横内字香取前47-1   
野田市 67                            宮沢クリーニング 野田市中野台170   
野田市 67                            諸町クリーニング店 野田市中野台477   
野田市 67                            竹見クリーニング店 野田市鶴奉341-7   
野田市 67                            松田クリーニング 野田市野田365   
野田市 67                            マルケイクリーニング 野田市中野台152   
野田市 67                            冨士クリーニング店 野田市尾崎902-57   
野田市 67                            岡崎クリーニング店 野田市野田45   
野田市 67                            新雪舎クリーニング 野田市中野台680   
野田市 67                            細井クリーニング 野田市中野台401   
野田市 67                            新洋舎クリーニング 野田市野田572   
野田市 67                            三共舎 野田市柳沢299   
野田市 67                            遠藤クリ－ニング店 野田市花井281   
野田市 67                            大橋本店 野田市上花輪626   
野田市 67                            吉田クリーニング店 野田市野田276   
野田市 67                            山中クリーニング店 野田市中里480   
野田市 67                            大洋舎 野田市柳沢5   
野田市 67                            東京クリーニング商会 野田市清水607   
野田市 67                            わしだランドリー商会 野田市上花輪590   
野田市 67                            中屋クリーニング本店 野田市清水22   
野田市 67                            白栄舎 野田市中野台1062   
野田市 67                            白富士洗業KK 野田市尾崎805-30   
野田市 67                            柳クリーニング 野田市清水436   
野田市 67                            大橋クリーニング 野田市野田787   
野田市 67                            創映タオル 野田市中野台9   
野田市 67                            はた山ドライクリーニング 野田市上花輪768   
野田市 67                            亀甲クリーニング 野田市大殿井588-8   
野田市 67                            東京ベッド製造株式会社 野田市岩名1055   
野田市 67                            大塚クリーニング店 野田市目吹1162-3   



野田市 67                            大橋クリーニング 野田市中根140   
野田市 67                            日本アドバンサービス 野田市今上1594-1   
野田市 67                            亀甲ドライクリーニング 野田市大殿井588?8   
野田市 67                            山崎ドライ 野田市谷津400-1   
野田市 67                            駒崎ドライクリーニング 野田市清水205   
野田市 67                            有限会社吉沢ドライ 野田市中野台210   
野田市 67                            有限会社金子総業 野田工場 野田市船形907   
野田市 67                            有限会社サンローヤル 野田工場 野田市七光台56-1   
野田市 67                            ホワイト急便 野田 野田市七光台319-1   
野田市 71                            野田日石株式会社 野田給油所 野田市宮崎108   
野田市 71                            野田日石株式会社 梅郷給油所 野田市山崎1979   
野田市 71                            エッソスタンド石油 ニュー野田給油所 野田市船形1508-2   
野田市 71                            國際油化株式会社 野田イーストSS 野田市下三ケ尾447-6   
野田市 71                            ゼネラル 川間給油所 野田市岩名2-8-9   
野田市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 野田店 野田市山崎亀山2628-1   
野田市 81                        キッコーマン株式会社 文化体育館 野田市野田70   
野田市 81                        株式会社みの輪寿司 本店 野田市宮崎133-17   
野田市 81                        川崎重工業 宮崎独身寮 野田市宮崎79   
野田市 81                        野田レジャーパーク 野田市中野新田字横内6-1-8   
野田市 81                        ビバホーム 野田店 野田市柳沢字甲子前63-1   
野田市 81                        建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 野田市宮崎134   
野田市 81                        梅郷総合クリニック 野田市山崎字宿1866-1他   
野田市 81                        株式会社マルヤ 川間店 野田市尾崎866   
野田市 81                        ハーティビル 野田市山崎2638-68   
野田市 81                        野田市立東部小学校 野田市鶴奉220   
野田市 81                        野田市立北部小学校 野田市谷津25-1   
野田市 81                        野田市立福田第一小学校 野田市三ツ堀1372   
野田市 81                        野田市立清水台小学校 野田市清水773   
野田市 81                        野田市立柳沢小学校 野田市柳沢139   
野田市 81                        野田市立尾崎小学校 野田市尾崎1415   
野田市 81                        野田市立七光台小学校 野田市七光台20-1   
野田市 81                        野田市立北部中学校 野田市谷津673   
野田市 81                        野田市立川間中学校 野田市中里136   
野田市 81                        野田市立岩名中学校 野田市岩名1700   
野田市 81                        宗教法人 霊波之光教会 体育館 野田市下三ケ尾字長久保453-1   
野田市 81                        丸金会館 あたご店 野田市野田755   
野田市 81                        紳士服「アオキ」・レストラン「京樽」 野田市山崎字上宿1594-42   
野田市 81                        川間北口第2店舗 野田市尾崎字尾崎前823-2   
野田市 81                        平城苑 野田店 野田市横内字香取前21-2   
野田市 81                        野田市斉場 野田市目吹6-2   
野田市 22                            株式会社柏中井材木店 野田市三ツ堀1300-10   

野田市 71                            
ビッグトップ関東販売株式会社、ザウルス野田販売株式会
社

野田市谷津字木戸口1344-1、1345-1   

野田市 71                            株式会社東京宇佐美 16号野田給油所 野田市下三ケ尾字高野前353-1他   
野田市 71                            コスモ石油 七光台給油所 野田市七光台366-1、7、14他   
野田市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 野田営業所 野田市中野台鹿島町25-1   
野田市 81                        パレットタウン川間 野田市谷津字道北1299-1   
野田市 68-2ｲ                         江戸川病院 野田市山崎2702   
野田市 81                        野田中央病院 野田市二ツ塚148   
野田市 65                            日鉄ステンレス鋼管株式会社 北関東工場 野田地区 野田市上三ケ尾252-4 ○
野田市 65                            梅郷電子株式会社 野田市山崎2749 ○
野田市 65                            大森工業株式会社 野田工場 野田市二ツ塚23-1 ○
野田市 65                            株式会社協栄 野田市吉春176-2 ○
野田市 71-2ｲ                         東京理科大学 野田校舎 野田市山崎2641 ○
野田市 71-2ｲ                         千葉県立清水高等学校 野田市清水428 ▲
野田市 71-2                          千葉県野田保健所 野田市柳沢24 ▲
野田市 71-2ｲ                         東京理科大学 生命医科学研究所 野田市山崎2669-1∼3 ○
野田市 65                            株式会社SUMCO 野田市西三ケ尾金打314 ○

野田市 47  ﾛ                         
キッコーマンバイオケミファ株式会社 生産部 江戸川プ
ラント

野田市上花輪376-2 ○

野田市 61  ﾊ                         宮崎鋼圧株式会社 野田工場 野田市上三ケ尾268   
野田市 61  ﾆ                         チカラ工業株式会社 野田工場 野田市西三ケ尾233ｰ4   
野田市 64-2ﾛ                         野田市水道 上花輪浄水場 野田市上花輪486   
野田市 65                            株式会社陽銘 野田市西三ケ尾字古和清水233-14   
野田市 63  ｲ                         有限会社米田製作所 野田市目吹1788   
野田市 65                            田尻機械工業株式会社 野田工場 野田市上三ケ尾字金剛寺260ｰ4   
野田市 68                            有限会社ハマノフォート 野田市清水15   
野田市 68                            陽光堂フジカラーグリーンショップ 野田市野田695ｰ6   
野田市 68                            プリントショップ佐藤 野田市野田628   
野田市 68                            ミナトプリントショップ 野田市尾崎811   



野田市 71-3                          野田市清掃工場 野田市三ツ堀356ｰ1   
野田市 74                        東武鉄道株式会社 南栗橋車両管区 七光台支所 野田市谷津字菊割643-2   
野田市 71-5                          株式会社大倉アクト 野田市上三ケ尾259-15 ○
野田市 71-4                          木名瀬商事株式会社 下三ケ尾産業廃棄物中間処理場 野田市下三ケ尾古和清水464-4、5   
野田市  2                            有限会社鳥修ビル 野田市野田696-1   
野田市  2                            有限会社岡田商店 野田市野田309   
野田市  2                            株式会社鳥修商店 野田市野田568   
野田市 71-2ｲ                         東京理科大学 薬学部 野田市山崎北亀山2668 ○
野田市 71                            昭和シェル石油株式会社野田山崎SS 野田市山崎字上宿1594-57   
野田市  5  ﾛ                         キッコーマンフードテック株式会社 本社工場 野田市野田178   
野田市 81                        馬車道 野田店 野田市横内字香取前15-1、16-1の一部   
野田市 81                        清水公園花ファンタジア 野田市清水字川通1050-1他   
野田市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 野田営業所 野田市山崎亀山2628-1   
野田市 72                      千葉レジャーランド 野田店 野田市吉春字鎌田776-1   
野田市 71-2ｲ                         キッコーマン株式会社 研究開発本部 野田市野田399 ○
野田市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 野田店 野田市堤根新田字下荒久42-4   
野田市 72                      イオンタウン野田七光台 野田市七光台4-2他   
野田市 81                        特別養護老人ホームすばる 野田市上三ケ尾382   
野田市 72                      小張総合クリニック 野田市横内字香取前20-1   
野田市 72                      USS東京新オークション会場 野田市木間ケ瀬5653   
野田市 71                            株式会社ガリバーインターナショナル 野田営業所 野田市船形1670-1   
野田市 65                            株式会社オプトサイエンス 野田工場 野田市西三ケ尾市橋90 ○
野田市  4  ﾛ                         株式会社第一物産 野田市中里字管絃塚862-1   
野田市 71                            コスモ石油販売株式会社 セルフピュア野田岩名 野田市岩名1745-10   
野田市  1-2ﾛ                         青木牧場 野田市木間ケ瀬字大山下423-2他   
野田市  9                            王様製菓株式会社 野田工場 野田市木間ケ瀬5290   
野田市 66-4                          野田市関宿学校給食センター 野田市柏寺480-1   
野田市 66-6                          千葉カントリー倶楽部 川間コースクラブハウス 野田市中里3477   
野田市  1-2ﾛ                         知久牧場 野田市柏寺字北13-1他   
野田市  1-2ﾛ                         白石牧場 野田市桐ケ作1641   
野田市  2  ﾊ                         野田恒産株式会社 野田市岡田788   
野田市  2  ｲ                         平野商店 野田市東宝珠花208   
野田市  4  ﾛ                         松本漬物店 野田市平井329   
野田市  9                            株式会社喜八堂 野田市木間ケ瀬5175   
野田市 17                            和田豆腐店 野田市関宿台町300   
野田市 17                            山崎豆腐店 野田市関宿台町1214   
野田市 17                            秋田豆腐店 野田市関宿台町2605   
野田市 17                            小峯豆腐店 野田市関宿台町267   
野田市 17                            関豆腐店 野田市東高野62   
野田市 17                            山田豆腐店 野田市木間ケ瀬3664   
野田市 17                            山田豆腐店 野田市下新宿5345   
野田市 17                            ナカヒロ豆腐店 野田市木間ケ瀬2852-5   
野田市 17                            フレッシュフーズ株式会社 野田市木間ケ瀬552-1   
野田市 66-3ｲ                         ホテルペガサス 野田市岡田720-2   
野田市 66-3ｲ                         カプリス 野田市木間ケ瀬2718-2   
野田市 67                            浦和クリーニング店 野田市関宿江戸町145   
野田市 67                            東宝商会 野田市東宝珠花210   
野田市 67                            東都クリーニング 野田市桐ケ作853   
野田市 67                            川島クリーニング店 野田市東宝珠花58   
野田市 67                            張ヶ谷クリーニング 野田市木間ケ瀬3-195   
野田市 67                            浅野クリーニング 野田市木間ケ瀬1878-33   
野田市 67                            つるやクリーニング 野田市古布内1486-1   
野田市 67                            株式会社藤洋リネン 野田市桐ケ作1201   
野田市 67                            有限会社恵商サービス 野田市桐ケ作1653-41   
野田市 67                            奥山クリーニング店 野田市岡田783-44   
野田市 71                            北総石油株式会社 関宿給油所 野田市木間ケ瀬4677-6   
野田市 72                      医療法人社団福聚会 東葛飾病院 野田市中戸13   
野田市 79                            ファインポリマーズ株式会社 野田工場 野田市西高野353 ○
野田市 51-2                          東全ゴム工業株式会社 野田工場 野田市木間ケ瀬2462   
野田市 71-2ｲ                         飛島建設株式会社 技術研究所 野田市木間ケ瀬5472 ▲
野田市 51-2                          株式会社東京カツラ 千葉工場 野田市東高野131-1   
野田市 65                            ジャパンカクタス株式会社 野田市関宿台町字西17-1   
野田市 71-4                          株式会社朝田商会 関宿工場 野田市古布内948   
野田市 71-3                          野田市関宿クリーンセンター 野田市古布内1940-1   
野田市 71-2ｲ                         株式会社建設技術研究所 水質試験室 野田市山崎728-6   
野田市  1-2ｲ                         有限会社ユーエス・ジャパン 野田市関宿台町5322-4   
野田市 62  ﾎ                         日本マテリアル株式会社 野田市はやま19-2   
野田市 71                            株式会社アクオス 野田市木間ケ瀬5553-1   
野田市 71                            ローソン 野田平井店 野田市平井232-1   
野田市  3  ｲ                         株式会社日本一 本社工場 野田市目吹1965   



野田市 71-2ｲ                         エバーファーム株式会社 野田市二ツ塚55 ○
野田市 81                        はま寿司 野田堤台店 野田市堤台字北前125-1、137-1、138、139-1   
野田市 71-2ｲ                         有限会社鈴木理化商会 野田市山崎728-5   
野田市 27  ﾇ                         ラサ工業株式会社 野田工場 野田市谷津字田向746番地1   
野田市 71                            株式会社キタセキ 野田給油所 野田市下三ケ尾401-2   
野田市 55                            株式会社ツチサカ 関宿工場 野田市はやま8   
野田市 55                            共栄建材工業株式会社 関宿工場 野田市東高野186   
野田市 23-2ﾛ                         株式会社サイトーグラフィックアーツ 野田市谷津135-1   
野田市 23-2ﾛ                         株式会社クラウンパッケージ 東京工場 野田市平井323   
野田市 71                            株式会社坂自動車 カーライフ・サカ店 野田市つつみ野1-3-1   
野田市 81                        小張総合病院 Ｃ棟 野田市横内124   
野田市 71                            日立建機日本株式会社 野田整備センタ 野田市二ツ塚118-1   
野田市 41  ｲ                         曽田香料株式会社 野田支社 野田市船形1573-4 ○
野田市 71-2ｲ                         株式会社LIXIL 技術研究開発センター 野田市中里3000 ○
野田市 79                            エコラボ合同会社 野田工場 野田市尾崎2398番地1 ○
野田市 79                            サカタインクス株式会社 東京工場 野田市尾崎字槇の内2291 ○
野田市 71                            千葉日産自動車株式会社 野田店 野田市下三ケ尾465-7   
野田市 67                            株式会社白洋ランドリー ホワイト急便野田 野田市七光台187-1   
野田市 67                            小嶋クリーニング 野田市宮崎141-83   

野田市 71                            
株式会社G-7・オート・サービス オートバックスエクス
プレス野田梅郷店

野田市山崎字北中地1910番1、1909番1,6   

野田市  3  ｲ                         株式会社ヨモ七 千葉工場 野田市七光台366-3   
野田市 81                        東京理科大学 野田国際コミュニティハウス 野田市山崎字東亀山2642-3, -5   
野田市 65                            株式会社北浦工業 野田CAL 野田市西三ケ尾82-2 ○
野田市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 野田店 野田市山崎1594-45   
野田市 71                            株式会社千葉マツダ 野田店 野田市堤根13-1   
野田市 71-2ｲ                         ファルコバイオシステムズ東関東 野田市野田529-2   
野田市 71                            株式会社東日本宇佐美 16号野田中央 野田市横内47-12   
野田市 71                            株式会社アルファサービス 野田市船形1551   
野田市 23-2ﾛ                         共立速記印刷株式会社野田工場 野田市二ツ塚286-5   
野田市 71                            株式会社ジェイボーイ野田営業所 野田市船形2535-1   
野田市 71                            青翔運輸株式会社 野田営業所 野田市東金野井1388   
野田市 71                            株式会社スズキ自販千葉 野田営業所 野田市下三ケ尾327-5   
野田市 71                            エネクスフリート株式会社 野田フリートSS 野田市下三ケ尾字古和清水456-1   
野田市 71-2ｲ                         キッコーマン中央研究所 野田市野田338 ○
野田市 71-2ｲ                         キッコーマン株式会社 野田本社 野田市野田250   
野田市 71                            千葉トヨペット株式会社 野田店 野田市山崎1594-62   
野田市 81                        日立物流首都圏東物流センター 野田市西三ケ尾355-15   
野田市 71                            株式会社トヨタレンタリース千葉 野田梅郷駅東口店 野田市山崎1944-1   
野田市 71                            株式会社D&Dマネージメント 野田市船形1669-2   
野田市 1                             富士運輸株式会社 野田市蕃昌１３－３
野田市 71                            富士運輸株式会社 野田支店 野田市蕃昌13-3   
野田市 71                            株式会社K-LINE 野田市木間ケ瀬4949-1   
野田市 1                             株式会社ホンダカーズ千葉 野田北店 野田市柳沢87-1   
野田市 71-2ｲ                         KAZAMI Engineering株式会社 研究所 野田市瀬戸8-3 ○
野田市 67                            フトン巻きのジロー 野田中根店 野田市中根240-1   
流山市 10  ﾆ                         流山キッコーマン株式会社 流山市流山3-90   
流山市 54  ﾊ                         株式会社エスシー・プレコン 本社工場 流山市おおたかの森西3-440   
流山市 66-4                          流山市立北部調理場 流山市中野久木577   
流山市 66-6                          Royal Garden Palace 柏日本閣 流山市前ケ崎717   
流山市 67                            有限会社白洋舎 流山市美原1-156 ▲
流山市 67                            有限会社大塚クリーニング店 流山市流山6-570 ▲
流山市 67                            堀越クリーニング 流山市東深井880-14   
流山市 67                            サカマキクリーニング 流山市加1278-1   
流山市 67                            株式会社コイン 流山市駒木台171 ▲
流山市 72                      東葛病院 流山市下花輪409   
流山市 72                      南柏スカイハイツ 流山市前ケ崎719   
流山市 72                      ネオハイツ江戸川台汚水処理施設 流山市駒木台5-2   
流山市 81                        流山青年の家 流山市中110   
流山市 81                        千葉県立流山北高等学校 流山市中野久木7-1   
流山市 81                        流山市立西深井小学校 流山市西深井67-1   
流山市 81                        流山市立東小学校 流山市名都借856   
流山市 81                        流山市立八木中学校 流山市古間木210-2   
流山市 81                        リカスコート 流山市向小金2-560-1   
流山市  4  ﾛ                         荒井産業株式会社 流山市西深井193   
流山市 17                            コウロク商店 流山市西初石3-103-2   
流山市 17                            長崎屋 流山市流山5-19-3   
流山市 17                            中野屋豆腐店 流山市加6-1325   
流山市 17                            豊田屋豆腐店 流山市野々下964-5   
流山市 17                            椎橋豆腐店 流山市向小金新田81   



流山市 17                            月岡豆腐店 流山市富士見台1-3-14   
流山市 55                            千葉スミセ生コン株式会社 柏工場 流山市野々下5-1062-2   
流山市 66-3ｲ                         旅荘幸の家 流山市東深井41-2   
流山市 66-3ｲ                         ニュー運河 流山市西深井861   
流山市 66-3ｲ                         モータリストホテル志摩 流山市流山1063   
流山市 66-3ﾛ                         ホテル東光 流山市前ケ崎681-3   
流山市 66-3ｲ                         新川旅館 流山市西深井805   
流山市 67                            有限会社亀屋クリーニング商会 流山市江戸川台東3-252   
流山市 67                            雨宮クリーニング 流山市市野谷120-10   
流山市 67                            人見クリーニング店 流山市江戸川台東4-214   
流山市 67                            イトウランドリー 流山市野々下3-958   
流山市 67                            白王舎 流山市平和台3-6-12   
流山市 67                            トミークリーニング 流山市南流山8-18-17   
流山市 67                            平田クリーニング店 流山市富士見台2-15-4   
流山市 67                            ライオン商会 流山市西初石4-111-19   
流山市 67                            洗光舎クリーニング店 流山市鰭ケ崎1496   
流山市 67                            クリーニングいしい 流山市南流山6-24-8   
流山市 67                            石川クリーニング店 流山市東初石3-271-7   
流山市 67                            長妻クリーニング店 流山市前ケ崎668-13   
流山市 71                            日鉱石油販売株式会社 新流山給油所 流山市思井字柳田73-1   
流山市 92                        マルエツ 初石店 流山市東初石3-94-1   
流山市 81                        流山市立図書館 流山市加1225-6   
流山市 81                        流山市東部公民館 流山市前ケ崎756-4   
流山市 81                        不二団地浄化槽 流山市前ケ崎43-2   
流山市 81                        流山市立八木南小学校 流山市芝崎92   
流山市 81                        流山市立新川小学校 流山市中野久木339   
流山市 81                        株式会社日立ビルシステムサービス 南柏寮 流山市向小金1-305-1   
流山市 81                        蓮見育英センター 流山市東深井887   
流山市 71                            コスモ石油株式会社 駒木SS 流山市駒木491ー1   
流山市 71                            昭和シェル石油 柏の葉給油所 流山市駒木台388-4   
流山市 67                            有限会社中山クリーニング 流山市西平井945   
流山市 67                            白洗舎 流山市野々下3-902-7   
流山市 81                        マザアス南柏 流山市向小金3-147-2   
流山市 71                            株式会社ENEOSジェネレーションズ 柏の葉店 流山市青田43番1   
流山市 71                            加藤石油株式会社 松ケ丘SS 流山市松ケ丘1-453-5   
流山市 67                            白光工業所 流山市鰭ケ崎1393-2   
流山市 92                        ガスト 流山駒木台店 流山市駒木台108-5   
流山市 71                            株式会社湯浅 流山市中野久木給油所 流山市中野久木字米ﾉ台378-1他   
流山市 67                            有限会社 希修商事 流山市南流山3-17-2   
流山市 67                            ドライクリーナービック 流山市西平井4-23   
流山市 81                        江陽台病院 流山市西深井393   
流山市 81                        ナーシングプラザ流山 流山市前ケ崎248-1,2他   
流山市 92                        サイゼリヤ・すたみな太郎 流山青田店 流山市青田11   
流山市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 流山店 流山市鰭ケ崎964   
流山市 81                        医療法人社団愛友会 介護老人保健施設ハートケア流山 流山市小屋字土深割146-1   
流山市 81                        アークアベニュー松ケ丘管理組合 流山市松ケ丘3-290-1   
流山市 67                            有限会社山崎グループ 流山市流山8-1051-1   
流山市 64-2ﾛ                         流山市上下水道局 東部浄水場 流山市名都借392   
流山市 64-2ｲ                         北千葉広域水道企業団 北千葉浄水場 流山市桐ケ谷字和田130   
流山市 68                            日本ジャンボー株式会社 千葉現像所 流山市前ケ崎字奥の台411   
流山市 71-2ｲ                         千葉県立流山高等学校 流山市東初石2-98 ○
流山市 23-2ｲ                         アド・クレバー 流山市江戸川台西2ｰ155   
流山市 71-5                          株式会社廣根製作所 流山市流山960-5 ○
流山市 68                            株式会社カメラの寺島 流山市流山2ｰ294   
流山市 74                        山口ビル 流山市東深井334   
流山市 68                            FCフォトスーパー 初石店 流山市東初石3丁目96-28   
流山市 65                            株式会社 メルテック 流山市流山1035-4   
流山市 71-2                          須賀工業株式会社 技術研究所 流山市鰭ケ崎1610   
流山市  2                            鳥知商店 流山市駒木496   
流山市 71                            千葉トヨペット株式会社 柏店 流山市向小金1-455   
流山市 71                            千葉トヨペット株式会社 流山市流山蔵下1020-1   
流山市 81                        かっぱ寿司 流山店 流山市前ケ崎字川村台726-1   
流山市 92                        サフラン お菓子の森 流山市青田96-1の一部   
流山市 72                      柏の葉北総病院 流山市駒木台233-4   
流山市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 南流山店 流山市南流山6-21-6   
流山市 71-5                          株式会社ユーワ 流山市西深井字大堺1028-16 ○
流山市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 南柏店 流山市向小金1-302   
流山市 71                            JOMO前ケ崎サービスステーション 流山市前ケ崎363-2   
流山市 81                        ロジポート流山 流山市谷66-1   
流山市 72                      流山市汚泥再生処理センタ－ 流山市こうのす台1594   



流山市 92                        一幸 柏の葉公園店 流山市青田22-2   
流山市 67                            オーロラクリーニング南流山株式会社 流山市南流山8-2-13   
流山市 71                            中央シェル石油販売株式会社 柏の葉給油所 流山市駒木台字丸山388-4、390-13   
流山市 81                        特別養護老人ホーム あかぎ万葉 月の船 流山市野々下1-292   
流山市 68                            株式会社陽光堂 流山市江戸川台東2-22 ○
流山市 92                        ベイシア 流山駒木店 流山市駒木523-2   
流山市 71-3                          流山市クリーンセンター 流山市下花輪191   

流山市 71-2ｲ                         
ディップソール株式会社 おおたかの森テクニカルセン
ター

流山市おおたかの森西3-1-4 ○

流山市 67                            貸おしぼり栗田 流山市後平井138-2   
流山市 68-2ｲ                         東葛病院 流山市前平井155   
流山市 92                        ブロンコビリー 柏の葉店 流山市青田59-1   
流山市 71-2ｲ                         株式会社アース分析 松ケ丘事業所 流山市松ケ丘6丁目412 ○
流山市 72                      GLP ALFALINK 流山3 流山市南261番地   
流山市 81                        GLP ALFALINK 流山2 流山市南319番地   
流山市 71                            株式会社湯浅 南流山SS 流山市大字木250（木A58街区4）   
流山市 71                            三徳商事株式会社 BlueWash流山店 流山市青田97-16   
流山市 71                            株式会社千葉マツダ 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森西3-6-5   
我孫子市 66                            増田工業株式会社 我孫子市台田1-1-48 ○
我孫子市 66-6                          株式会社我孫子カンツリー倶楽部 我孫子市岡発戸1110   
我孫子市 67                            和光クリーニング 我孫子市新木野1-10-56 ▲
我孫子市 67                            ミヨダクリーニング 我孫子市寿1-4-13   
我孫子市 71                            東日本旅客鉄道株式会社 松戸車両センター我孫子派出所 我孫子市我孫子1438   
我孫子市 72                      我孫子市終末処理センター 我孫子市古戸1140   
我孫子市 72                      我孫子市久寺家処理場 我孫子市柴崎1   
我孫子市 92                        中央学院高等学校 我孫子市都部765   
我孫子市 92                        我孫子市立湖北小学校 我孫子市中里95   
我孫子市 92                        高野山胃腸科内科 我孫子市高野山285-3   
我孫子市  5  ｲ                         やまつね食品株式会社 我孫子市都12-21   
我孫子市  9                            大正煎餅 我孫子市緑1-10-11   
我孫子市 66-3ｲ                         株式会社旅館鈴木屋 本店 我孫子市寿1-10-21   
我孫子市 66-3ｲ                         角松本店旅館 我孫子市本町3-7-15   
我孫子市 66-3ｲ                         香取屋旅館 我孫子市布佐2280-1   
我孫子市 66-3ｲ                         伊勢屋旅館 我孫子市布佐3002   
我孫子市 66-3ｲ                         富桝旅館 我孫子市寿2-22-19   
我孫子市 67                            七重屋クリーニング店 我孫子市布佐3070   
我孫子市 67                            株式会社サイトウクリーニング 我孫子市船戸1-2-9   
我孫子市 71                            松南商会 我孫子市我孫子147-3   
我孫子市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 我孫子店 我孫子市寿2-15-7   
我孫子市 72                      中央学院大学 我孫子市久寺家451   
我孫子市 92                        ふれあいキャンプ場 我孫子市岡発戸字明門作1395   
我孫子市 71                            三菱石油株式会社 我孫子新田給油所 我孫子市我孫子新田字白山10-8､22-25   
我孫子市 92                        高野山汚水処理施設 我孫子市高野山字小暮555-3   
我孫子市  4  ﾆ                         株式会社みやま食品工業 本社工場 我孫子市中里227-3   
我孫子市 66-3ｲ                         ホテルマ－クワンアビコ 我孫子市柴崎台1-9-14   

我孫子市 72                      医療法人社団創造会 平和台病院･老人保健施設エスペーロ 我孫子市布佐834-28   

我孫子市 71-2ｲ                         一般財団法人電力中央研究所 我孫子運営センター 我孫子市我孫子1646 ▲
我孫子市 71-3                          我孫子市クリーンセンター 我孫子市中峠2264 ▲
我孫子市 73                            手賀沼終末処理場 我孫子市相島新田85-5   
我孫子市 64-2ﾛ                         我孫子市水道局湖北台浄水場 我孫子市湖北台9-3-6   
我孫子市  2                            有限会社鳥久商店 我孫子市布佐2735   
我孫子市  2                            小柳商店 我孫子市本町2-2-5   
我孫子市 92                        ガスト 我孫子店 我孫子市高野山295-1   
我孫子市 71                            スバルユーアイ株式会社 カースポット我孫子 我孫子市柴崎字天王台28-3   
我孫子市 71                            株式会社ENEOSジェネレーションズ 我孫子セルフ 我孫子市岡発戸604-1   
我孫子市 66-3ﾊ                         グラン・レジデンス 我孫子市我孫子2-1-1他   
我孫子市 66-3ﾊ                         アクア・レジデンス 我孫子市我孫子2-1-65他   
我孫子市 71                            株式会社ホンダカーズ柏 我孫子寿店 我孫子市寿2-15-10   
我孫子市 92                        特別養護老人ホーム アクイール 我孫子市岡発戸1498   
我孫子市 92                        千葉県立湖北特別支援学校 我孫子市日秀70   
我孫子市 71                            全農エネルギー株式会社 JASS-PORT我孫子 我孫子市日秀354-1   
我孫子市 71                            株式会社ベネフィット 我孫子市我孫子4丁目-33-5   

我孫子市 71                            
出光リテール販売株式会社 関東カンパニー セルフ我孫
子中央

我孫子市つくし野2丁目20-5   

我孫子市 71-2ｲ                         日本電気株式会社 我孫子事業場 我孫子市日の出1131 ○
我孫子市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 我孫子店 我孫子市若松163-1   
我孫子市 71                            國際油化株式会社 オブリステーション北柏 我孫子市根戸新田72-1   
我孫子市 67                            フトン巻きのジロー 我孫子店 我孫子市寿2-27   
鎌ケ谷市 67                            丸弥クリーニング店 鎌ケ谷市くぬぎ山2-9-51   



鎌ケ谷市 67                            ミツワ化学ドライ 鎌ケ谷市初富102   
鎌ケ谷市 67                            小林兄弟クリーニング 鎌ケ谷市南初富6-3-18   
鎌ケ谷市 67                            有限会社渡部商会 鎌ケ谷市丸山1-2-2   
鎌ケ谷市  5  ﾛ                         私市醸造株式会社 鎌ケ谷市東道野辺6-7-45   
鎌ケ谷市  5  ｲ                         山屋食品株式会社 鎌ケ谷工場 鎌ケ谷市南初富3-17-16   
鎌ケ谷市 16                            株式会社茂野製麺 鎌ケ谷市南初富6-2-12   
鎌ケ谷市 17                            桜井豆腐店 鎌ケ谷市道野辺971-63   
鎌ケ谷市 67                            東京ランドリー 鎌ケ谷市南初富5-7-54   
鎌ケ谷市 72                      アクアセンターあじさい 鎌ケ谷市軽井沢2102-1   
鎌ケ谷市 66-3ｲ                         かまや旅館 鎌ケ谷市初富447   
鎌ケ谷市 66-3ｲ                         徳寿司旅館 鎌ケ谷市東初富5-20-83   
鎌ケ谷市 67                            鈴木商会 鎌ケ谷市西佐津間2-10-38   
鎌ケ谷市 67                            丸越クリーニング店 鎌ケ谷市道野辺字北原970   
鎌ケ谷市 67                            有限会社東洋ランドリー 鎌ケ谷市馬込沢6-6-29   
鎌ケ谷市 67                            ワンデー 鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-1-67   
鎌ケ谷市 55                            有限会社小林建材店 鎌ケ谷市中沢1462-1   
鎌ケ谷市  1-2ﾛ                         鈴木牧場 鎌ケ谷市丸山3-14-22   
鎌ケ谷市 71                            有限会社中川石油 鎌ケ谷市粟野119   
鎌ケ谷市 71                            株式会社秀和昭和石油 初富給油所 鎌ケ谷市初富27   
鎌ケ谷市 71                            エッソ石油 くぬぎ山SS 鎌ケ谷市くぬぎ山4-3-7   
鎌ケ谷市 71                            有限会社ツルヤ商店 鎌ケ谷市南初富6-5   
鎌ケ谷市 71                            株式会社千東商店日石 鎌ケ谷大仏給油所 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-6   
鎌ケ谷市 71                            有限会社福島石油店 鎌ケ谷市南初富3-14   
鎌ケ谷市 71                            株式会社鎌ヶ谷自動車サービスステーション 鎌ケ谷市初富449   
鎌ケ谷市 71                            株式会社皆川石油 鎌ケ谷市東道野辺2-6   
鎌ケ谷市 67                            小林クリーニング店 鎌ケ谷市南初富1-12-7   
鎌ケ谷市 17                            守門豆腐店 鎌ケ谷市東道野辺7-19-37   
鎌ケ谷市 17                            大塚豆腐店 鎌ケ谷市東初富6-9   
鎌ケ谷市 17                            渡辺豆腐店 鎌ケ谷市馬込沢8-36   
鎌ケ谷市 17                            福島屋豆腐店 鎌ケ谷市南鎌ケ谷3-1-9   
鎌ケ谷市 17                            福多屋豆腐店 鎌ケ谷市中央2-6-33   
鎌ケ谷市 55                            有限会社カツ山建材店 鎌ケ谷市南鎌ケ谷3-2-53   
鎌ケ谷市 55                            有限会社伊藤建材 鎌ケ谷市くぬぎ山3-10-20   
鎌ケ谷市 67                            ファッションクリーニングムラカミ 鎌ケ谷市くぬぎ山3-6-35   
鎌ケ谷市 67                            株式会社第一タオル 鎌ケ谷市東道野辺5-12-29   
鎌ケ谷市 67                            クリーニングすずや 鎌ケ谷市くぬぎ山2-8-28   
鎌ケ谷市 17                            越後屋豆腐店 鎌ケ谷市中沢1485   
鎌ケ谷市 18-2ｲ                         東葛食品株式会社 鎌ケ谷市東初富1-5-32   
鎌ケ谷市 67                            中野ランドリー 鎌ケ谷市道野辺954   
鎌ケ谷市 70-2                          エンパイヤ自動車工業株式会社 鎌ケ谷市道野辺508   
鎌ケ谷市 72                      サンピア鎌ケ谷汚水処理施設 鎌ケ谷市初富89-1   
鎌ケ谷市 68-2ｲ                         初富保健病院 鎌ケ谷市初富114   
鎌ケ谷市 67                            株式会社鎌ケ谷クリーニング 鎌ケ谷市くぬぎ山3-12-37   
鎌ケ谷市 72                      船橋西二和グリーンハイツ（船橋地区） 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-14-12   
鎌ケ谷市 17                            初富豆腐店 鎌ケ谷市南初富3-1-1   
鎌ケ谷市 92                        コープ野村初富管理組合 鎌ケ谷市南初富6-4-14   
鎌ケ谷市 92                        鎌ケ谷市立西部小学校 鎌ケ谷市初富110   
鎌ケ谷市 92                        鎌ケ谷市立北部小学校 鎌ケ谷市粟野735   
鎌ケ谷市 92                        鎌ケ谷市立第三中学校 鎌ケ谷市粟野450   
鎌ケ谷市 92                        鎌ケ谷市立第五中学校 鎌ケ谷市初富806-262   
鎌ケ谷市 92                        鎌ケ谷市民体育館 鎌ケ谷市初富860-3   
鎌ケ谷市 92                        鎌ヶ谷高昌店舗 鎌ケ谷市右京塚2-20   
鎌ケ谷市 92                        千葉県立鎌ケ谷西高等学校 鎌ケ谷市初富284-7   
鎌ケ谷市 92                        鎌ケ谷市北部公民館 鎌ケ谷市佐津間631   
鎌ケ谷市 68-2                          秋元病院 鎌ケ谷市初富808-54   
鎌ケ谷市 91                            東邦鎌谷病院 鎌ケ谷市粟野字谷畑594   
鎌ケ谷市 72                      コスモ鎌ケ谷 鎌ケ谷市道野辺本町2-26-1   
鎌ケ谷市 67                            高橋クリーニング 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-5-30   
鎌ケ谷市 67                            スワンハイクリーナー 鎌ケ谷市道野辺中央1-2-13 ○
鎌ケ谷市 67                            スピードクイーン三愛 鎌ケ谷市くぬぎ山1-11-19   
鎌ケ谷市 66-5                          株式会社サンデリカ 千葉事業所 鎌ケ谷市くぬぎ山3-12-24   
鎌ケ谷市 67                            スピードクリーニング精巧舎 鎌ケ谷市くぬぎ山2-1-52   
鎌ケ谷市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東道野辺5-485   
鎌ケ谷市 71                            有限会社田口石油店 鎌ヶ谷バイパスSS 鎌ケ谷市丸山3-15-12   
鎌ケ谷市 67                            クリーニングOK 鎌ケ谷市南初富5-9-68   
鎌ケ谷市 81                        第18ホープタウン馬込沢 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-13   
鎌ケ谷市 81                        向原第6町会処理場 鎌ケ谷市東道野辺5-559-2   
鎌ケ谷市 81                        千葉県立鎌ケ谷高等学校 鎌ケ谷市東道野辺1-4-1   
鎌ケ谷市 81                        船橋西二和グリーンハイツ（鎌ヶ谷地区） 鎌ケ谷市南鎌ケ谷4-14-12   
鎌ケ谷市 81                        鎌ケ谷市立第四中学校 鎌ケ谷市中沢1024-1   



鎌ケ谷市 81                        鎌ケ谷市立図書館 鎌ケ谷市中央1-8-35   
鎌ケ谷市 81                        鎌ケ谷市立南部小学校 鎌ケ谷市中沢726   
鎌ケ谷市 81                        鎌ケ谷市立道野辺小学校 鎌ケ谷市東道野辺5-5-1   
鎌ケ谷市 81                        ローズハイツ船橋馬込沢 鎌ケ谷市東道野辺6-8-29   
鎌ケ谷市 81                        特別養護老人ホーム 慈祐苑 鎌ケ谷市道野辺214-4   
鎌ケ谷市 81                        マルエツ馬込沢店 鎌ケ谷市東道野辺7-19-16   
鎌ケ谷市 71                            日本石油 ニュー鎌ヶ谷SS 鎌ケ谷市初富928-358   
鎌ケ谷市 71                            昭和シェル 鎌ヶ谷給油所 鎌ケ谷市初富373-1   
鎌ケ谷市 71                            千葉日石株式会社 ニュー鎌ヶ谷給油所 鎌ケ谷市初富928-2192   
鎌ケ谷市 81                        ヨークマート 鎌ヶ谷道野辺店 鎌ケ谷市東道野辺5-11-38   
鎌ケ谷市 92                        ケーヨーデイツ－ 鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市右京塚2-19   
鎌ケ谷市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 鎌ヶ谷営業所 鎌ケ谷市道野辺字新中山485-2   
鎌ケ谷市 72                      第2北総病院 鎌ケ谷市初富803   
鎌ケ谷市 81                        ネオハイツ 鎌ヶ谷弐番館 鎌ケ谷市東道野辺3-17-50   
鎌ケ谷市 71                            三菱石油 鎌ヶ谷給油所 鎌ケ谷市東道野辺5-727-5､2   
鎌ケ谷市 71                            株式会社イハシ 鎌ヶ谷初富SS 鎌ケ谷市初富373-1   
鎌ケ谷市 71                            小沢物産株式会社 鎌ヶ谷給油所 鎌ケ谷市粟野801-2   
鎌ケ谷市 72                      日本ハムファイタ－ズタウン鎌ヶ谷 鎌ケ谷市中沢459   
鎌ケ谷市 67                            池田ドライクリ－ニング 鎌ケ谷市馬込沢2-24   
鎌ケ谷市 81                        チサンマンション鎌ケ谷 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-29   
鎌ケ谷市 71                            石井石油株式会社 初富給油所 鎌ケ谷市初富21-2   
鎌ケ谷市 92                        ベルドゥムール鎌ヶ谷 鎌ケ谷市南初富6-1-43   
鎌ケ谷市 81                        湯乃市 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市鎌ケ谷9-1-13   
鎌ケ谷市 72                      レクセルガーデン鎌ヶ谷ビューステージ 鎌ケ谷市東道野辺3-15-8   
鎌ケ谷市 68                            有限会社柏﨑写真 鎌ケ谷市道野辺950-1   
鎌ケ谷市 65                            高橋研磨 鎌ケ谷市道野辺926   
鎌ケ谷市 65                            新京成電鉄株式会社 くぬぎ山車両基地 鎌ケ谷市初富30-5   
鎌ケ谷市 74                        株式会社鎌ヶ谷カントリークラブ 鎌ケ谷市中沢1348   
鎌ケ谷市 65                            ニッポンブレーキシュー株式会社 鎌ケ谷市初富928   
鎌ケ谷市 71-5                          スーパーランドリー 白井店 鎌ケ谷市初富800-631 ○
鎌ケ谷市 72                      フラミンゴ鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東道野辺5-8-27   
鎌ケ谷市 67                            株式会社道野辺クリーニング 鎌ケ谷市東道野辺5-11-23   
鎌ケ谷市 92                        北初富集中浄化槽管理組合 鎌ケ谷市初富278-1   
鎌ケ谷市 92                        セレクション鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市北初富8-1   
鎌ケ谷市 67                            サカエヤクリーニング 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-2-16 ○

鎌ケ谷市 92                        
医療法人 沖縄徳洲会 介護老人保健施設 シルバーケア鎌ケ
谷

鎌ケ谷市初富125番1   

鎌ケ谷市 71-5                          中西産業株式会社 鎌ヶ谷工場 鎌ケ谷市初富866-1 ○
鎌ケ谷市 71                            ネッツトヨタ東都株式会社 新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市初富928-804,2211   
鎌ケ谷市 71                            太陽石油販売株式会社 サンセルフ初富 鎌ケ谷市初富本町2-337-8   
鎌ケ谷市 72                      aieアクロスシティ 鎌ケ谷市北中沢1-14-3   
鎌ケ谷市 92                        サンクレイドル鎌ヶ谷･初富レジデンス 鎌ケ谷市南初富6-4ｰ12   
鎌ケ谷市 67                            株式会社ロ－ヤルクリ－ニングセンタ－ 鎌ヶ谷工場 鎌ケ谷市東道野辺5-485-18   
鎌ケ谷市 81                        ビッグボーイ 鎌ヶ谷道野辺店 鎌ケ谷市東道野辺5-471-10   
鎌ケ谷市 72                      ヨークマート 東道野辺店 鎌ケ谷市東道野辺5-16-38   
鎌ケ谷市 71                            國際油化販売株式会社 オブリステーション鎌ヶ谷 鎌ケ谷市東道野辺2-10-18   
鎌ケ谷市 66-4                          鎌ケ谷市学校給食センター 鎌ケ谷市軽井沢字清水2047番9、2049番4   
鎌ケ谷市 81                        鎌ケ谷市立第二中学校 鎌ケ谷市東道野辺4-19-26   
鎌ケ谷市 71                            千葉スバル自動車株式会社 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市東道野辺5-9-19   
鎌ケ谷市 71                            日産プリンス千葉販売株式会社 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市初富本町1-1-29   
鎌ケ谷市 71                            株式会社スズキ自販千葉 新鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3丁目2-1   
鎌ケ谷市  1-2ﾛ                         百枝畜産 鎌ケ谷市東道野辺3-8-15   
鎌ケ谷市 81                        鎌ケ谷市東部学習センター 鎌ケ谷市東道野辺4-9-50   
鎌ケ谷市 81                        サイゼリヤ 船橋馬込店 鎌ケ谷市東道野辺5-470-3   
鎌ケ谷市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉東鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2-20-11   
鎌ケ谷市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市道野辺本町2-8-26   
成田市  8                            米屋株式会社第二工場 成田市新泉３２   
成田市 18-2ｲ                         フレッシュ食品株式会社成田工場 成田市新泉３８－１   
成田市 66-3ｲ                         成田東武ホテルエアポート 成田市取香320-1   
成田市 66-3ｲ                         ホテルマイステイズプレミア成田 成田市大山31   
成田市 66-3ｲ                         ホテル日航成田 成田市取香500番地   
成田市 72                      東横イン成田空港 成田市取香560   
成田市 66-3ｲ                         成田ビューホテル 成田市小菅700 ▲
成田市 66-3ｲ                         ホテルピムズ 成田市山之作303-1   
成田市 66-3ｲ                         ヒルトン成田 成田市小菅４５６   
成田市 66-3ｲ                         マロウドインターナショナルホテル成田 成田市駒井野763-1   
成田市 66-3ｲ                         成田ゲートウェイホテル 成田市大山６５８   
成田市 66-3ｲ                         ホテルデュアラ 成田市山之作304   
成田市 67                            東京航空クリーニング株式会社成田第一工場 成田市新泉29-2 ○
成田市 67                            川島クリーニング店 成田市上町190-1   



成田市 67                            白洋社クリーニング 成田市不動ケ岡2016-24   
成田市 68-2ﾊ                         医療法人鳳生会成田病院 成田市押畑896   
成田市 72                      医療法人社団聖母会聖マリア記念病院 成田市取香４４６   
成田市 72                      豊住工業団地汚水処理場 成田市南羽鳥570-24   
成田市 72                      成田浄化センター 成田市吉倉１２７－１   
成田市 72                      野毛平工業団地汚水処理施設 成田市新泉6   
成田市 92                        株式会社成田総合流通センター 成田市飯仲４５番地   
成田市  4  ｲ                         株式会社名取亭 成田市寺台５７５   
成田市  4  ｲ                         有限会社 沢田漬物店 成田市野毛平71-26   
成田市  4  ｲ                         伊藤平兵衛商店 成田市宝田１１２２   
成田市  4  ｲ                         合資会社小倉商店おぐらや 成田市幸町４９１   

成田市  4  ｲ                         東町額田屋
成田市飯田町１７２－６（R3.2.26宛所不明で郵便不
達）

  

成田市  4  ｲ                         有限会社小関商店 成田市竜台６３６   
成田市  4  ｲ                         株式会社翠屋本店 成田市田町２８８－２   
成田市  4  ｲ                         藤倉物産 成田市不動ヶ岡1127   
成田市  4  ｲ                         株式会社川村商店 成田市仲町３８１   
成田市  4  ｲ                         鈴木漬物店 成田市竜台７３３   
成田市  4  ｲ                         有限会社米屋分店 成田市上町５０３   
成田市  5  ﾊ                         後藤糀店 成田市押畑1039   
成田市  5  ﾛ                         吉岡隆醤油店 成田市和田69   
成田市 10  ｲ                         株式会社信水舎 成田市寺台417   
成田市 16                            合資会社佐原屋製麺 成田市寺台555   
成田市 16                            池田製麺所 成田市土屋217   
成田市 17                            池田屋 成田市土屋４３   
成田市 17                            金次屋豆腐店 成田市土屋１３９３   
成田市 17                            佐藤豆腐店 成田市北羽鳥２２５９   
成田市 17                            有限会社宮田納豆店 成田市成田４４１   
成田市 17                            小川豆腐店 成田市下方５６４   
成田市 17                            小川豆腐店 成田市宝田５５４   
成田市 17                            小梶豆腐店 成田市飯岡   
成田市 54  ﾊ                         戸田建設株式会社成田工場 成田市新泉23   
成田市 55                            小澤商事株式会社 成田市吉倉１０９   
成田市 66-3ﾊ                         美園旅館（ホテル ファーストウッド３号店） 成田市並木町221-42   
成田市 66-3ﾊ                         成田ビジネスホテル 成田市飯仲31-8   
成田市 66-3ｲ                         佐倉屋旅館 成田市宗吾2-479   
成田市 66-3ｲ                         鷺田屋旅館 成田市宗吾3丁目565番地   
成田市 66-3ｲ                         市山旅館 成田市松崎2114   
成田市 66-3                          みづほ旅館 成田市郷部154-1   
成田市 66-3                          岩館荘 成田市大清水14   
成田市 66-3ｲ                         飯塚旅館 成田市寺台446   
成田市 66-3ﾊ                         双葉旅館 成田市新町883   
成田市 66-3ｲ                         ホテルてら台 成田市東和田630-1，630-2   
成田市 66-3ｲ                         粉名屋旅館 成田市仲町389番地   
成田市 66-3ｲ                         成田屋旅館 成田市成田425   
成田市 66-3ｲ                         有限会社旅館田中屋本店 成田市本町332番地   
成田市 66-3ｲ                         はまや旅館 成田市田町317   
成田市 66-3ｲ                         田丸屋旅館 成田市田町318   
成田市 66-3ｲ                         ひしや旅館 成田市仲町365   
成田市 66-3ﾊ                         ビジネスホテル乃どり 成田市吉倉150の10   
成田市 66-3ｲ                         大黒屋 成田市仲町376   
成田市 66-3ｲ                         梅屋旅館 成田市成田376   
成田市 66-3ｲ                         わたや旅館 成田市東町327番地   
成田市 66-3ｲ                         ホテルニューつくば 成田市花崎町847   
成田市 66-3ﾊ                         菊水旅館 成田市上町863   
成田市 66-3ｲ                         有限会社近江屋旅館 成田市仲町384番地   
成田市 66-3ｲ                         旅館成毛家 成田市幸町395番地   
成田市 66-3ｲ                         株式会社旅館扇屋 成田市幸町474   
成田市 66-3ｲ                         大竹屋 成田市三里塚37   
成田市 66-3ｲ                         旭家旅館 成田市三里塚39   
成田市 66-3ﾊ                         御園旅館 成田市上町675   
成田市 66-3ﾊ                         Hotel Festa 成田市馬場80-7   
成田市 66-3ﾊ                         旅館モーテルさかえ 成田市南羽鳥541   
成田市 66-3ﾊ                         ホテルキャッスル 成田市東金山182番地   
成田市 66-3ﾊ                         ホテルエンペラル 成田市野毛平231-3   
成田市 66-5                          ジャルロイヤルケータリング株式会社 成田市三里塚1-720   
成田市 66-6                          ＰＧＭ総成ゴルフクラブ 成田市西和泉729   
成田市 66-6                          グリッサンドゴルフクラブ 成田市十余三30   
成田市 67                            中村クリーニング店 成田市大竹320（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 67                            有限会社大澤氷業 成田工場 成田市堀之内290-1（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   



成田市 67                            白光舎クリーニング店 成田市花崎町910   
成田市 67                            高野クリーニング店 成田市成田242   
成田市 67                            塚本クリーニング店 成田市飯田町174-121   
成田市 67                            溝上クリーニング 成田市成田1150-10   
成田市 67                            萩原クリーニング店 成田市新町1053   
成田市 67                            油井クリーニング店 成田市土屋925（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 67                            木川クリーニング店 成田市吉倉11-4（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 67                            中島クリーニング店 成田市成田1269-5   
成田市 67                            朝日クリーニング 成田市山口119   
成田市 68-2ｲ                         成田赤十字病院 成田市飯田町90番地1   
成田市 71                            米屋石油株式会社成田米屋給油所 成田市東和田５６８－１   
成田市 71                            株式会社成田オートサービスセンター 成田市花崎町801   
成田市 71                            共同石油成田給油所 成田市成田１１１０   
成田市 71                            加藤石油株式会社 成田市三里塚上町５   
成田市 71                            エアポートバス株式会社 成田市小菅666   
成田市 71                            千葉交通株式会社 成田市松崎1627   
成田市 71                            空港警備隊洗車場 成田市三里塚101-1   
成田市 71                            エッソスタンダード石油株式会社成田ニュータウン給油所 成田市土屋７２４－２   
成田市 71                            成田東栄商会 成田市大清水37   
成田市 71                            若葉石油株式会社 成田市花崎町787   
成田市 71                            若葉石油株式会社 成田市大山632-1   
成田市 71                            斉藤商店成田給油所 成田市並木町219-16   
成田市 71                            千葉トヨペット株式会社成田営業所 成田市花崎町797-1-2   
成田市 71                            成田空港交通株式会社 成田市駒井野1368-22   
成田市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社成田営業所 成田市並木町219-56   
成田市 71                            エアポートバス株式会社 成田市小菅440   
成田市 71                            株式会社日翔成田中央給油所 成田市加良部3-17-3   
成田市 66-3ｲ                         インターナショナルガーデンホテル成田 成田市吉倉241-1   
成田市 66-3ｲ                         ホテルフェスタ 成田市馬場80-7   
成田市 71                            三菱ふそうトラック・バス株式会社南関東ふそう成田支店 成田市新泉11-3   
成田市 92                        有限会社グリーンパーク長命泉 成田市飯仲11-10   
成田市 67                            東京航空クリーニング株式会社豊住工場 成田市南羽鳥570-16 ▲
成田市 71                            有限会社石毛石油成田大清水給油所 成田市大清水153-4   
成田市 66-6                          太平洋クラブ成田コース 成田市川栗240   
成田市 66-3ｲ                         成田Ｕシティホテル 成田市囲護台１－１－２   
成田市 92                        和風レストラン錦谷 成田市下方1384-2   
成田市 60                            成田市大室砂利採取工事 成田市大室２１９－１他   
成田市 67                            東京航空クリーニング株式会社成田第二工場 成田市新泉30-2 ○
成田市 71                            東京空港交通株式会社成田第二バスプール 成田市取香９７の外   
成田市 67                            ランドリースワン 成田市並木町159-7   
成田市 47  ﾊ                         日本製薬株式会社成田工場 成田市新泉3-1   
成田市 65                            TDK株式会社成田工場 成田市南羽鳥松ヶ下570-2 ○
成田市 71-2ｲ                         千葉県立成田西陵高等学校 成田市松崎20   
成田市 71-2                          エスエス製薬株式会社 成田市南平台1143 ○
成田市 65                            ナリタ合成株式会社 成田市南羽鳥570-5   
成田市 68                            フジカラープラザなりた 成田市囲護台1-1-1   
成田市 74                        成田国際空港第２旅客ターミナルビル 成田市古込1-1   
成田市 74                        成田国際空港立体駐車場ビル 成田市古込1-1   
成田市 71-2                          農林水産省動物検疫所成田支所天浪検疫場 成田市三里塚大字天浪字西原254-1   
成田市 74                        成田国際空港第１旅客ターミナルビル 成田市三里塚1-1新東京国際空港内   
成田市 71-5                          ミスターランドリー成田公津の杜店 成田市公津の杜2-41-10 ○
成田市 65                            コーエイ・デンカ株式会社 成田市東和泉443番地 ○
成田市 65                            株式会社ジャムコ航空機整備事業部部品整備工場 成田市新泉26 ▲
成田市 69                            印旛食肉センター事業協同組合印旛食肉センター 成田市芦田2420   
成田市 71                            東京空港交通株式会社成田ランプバス洗車場 成田市三里塚１－２   
成田市 51-2                          有限会社三和ゴム工業 成田市西三里塚１－１１２   
成田市 92                        大和の湯 成田市大竹1630   
成田市 66-3ﾊ                         ホテル CAMLLIA 成田市三里塚光が丘１－１１８８   
成田市 71                            ニッポンレンタカー成田空港営業所 成田市取香495-2   
成田市  1-2ﾛ                         野老牧場 成田市大山396-1その他   
成田市 72                      ビバランド団地汚水処理施設 成田市成井４２１   
成田市  9                            小沼米菓 成田市滑川1066   
成田市  9                            富沢米菓工場 成田市滑川1040   
成田市 17                            清宮豆腐店 成田市名古屋1118   
成田市 17                            梶山豆腐店 成田市高岡1198-31   
成田市 17                            鈴木豆腐店 成田市猿山521   
成田市 72                      日豊団地汚水処理施設 成田市名古屋1374-31   
成田市 17                            桜井商店 成田市小野774-1（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 72                      つつじヶ丘団地生活排水処理装置 成田市高880他   



成田市  1-2ﾛ                         株式会社秋葉牧場
成田市名木730、718-1の一部、718-3の一部、719の
一部、730-5、732-2

  

成田市 72                      成田芙蓉邸街 成田市名古屋702   
成田市  1-2ﾛ                         株式会社小竹牧場 成田市大和田256   
成田市  3  ｲ                         株式会社コーケンフーズ香取工場 成田市西大須賀890   
成田市 66-4                          成田市学校給食センター 下総分所 成田市名古屋1214   
成田市 72                      下総町倉水地区排水処理施設 成田市倉水412   
成田市 54  ｲ                         大成建設株式会社 千葉PC工場 成田市滑川８５７－１   
成田市  1-2ﾛ                         永澤克己 成田市西大須賀3401-67   
成田市  1-2ﾛ                         木村和夫 成田市成井777（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 55                            株式会社テクノマテリアル 成田市西大須賀550   
成田市 72                      名古屋地区農業集落排水処理施設 成田市名古屋1681-2   
成田市 71-2ｲ                         県立下総高等学校 成田市名古屋２４７   
成田市  5  ｲ                         岡本醤油合資会社 成田市多良貝245-979   
成田市  4  ｲ                         松下種苗店漬物部 成田市大栄十余三一区無番地   
成田市  4  ｲ                         林商店 成田市大栄十余三無番地   
成田市 71                            加藤勲商店石油部 成田市吉岡1295   
成田市  1-2ﾛ                         千葉県シャロレー生産組合大栄シャロレー牧場 成田市前林１３４６   
成田市  1-2ﾛ                         千葉県シャロレー生産組合大栄シャロレー牧場 成田市前林１６７０   
成田市  1-2ｲ                         穴沢養豚場 成田市横山610   
成田市  1-2ｲ                         有限会社飯田畜産 成田市大栄十余三３８５－７１   
成田市  1-2ｲ                         大木禎夫 成田市大栄十余三３８５－８３   
成田市  1-2ｲ                         熱田清太郎 成田市大栄十余三385-69   
成田市  1-2ｲ                         山岡幸之 成田市堀籠１０６０   
成田市  1-2ｲ                         高根養豚場 成田市吉岡1125-21   
成田市  1-2ﾛ                         高木牧場 成田市馬乗里111（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市  1-2ﾛ                         平野秋男 成田市官林３８８   
成田市  1-2ｲ                         井上養豚 成田市川上245-196   
成田市  1-2ｲ                         小貫種豚場 成田市所639   
成田市 17                            伊丹豆腐店 成田市所884-21   
成田市  1-2ｲ                         田谷養豚場 成田市大栄十余三385-47   
成田市  1-2ﾛ                         第一牧場 成田市桜田758-2（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 66-3ﾊ                         モータリストホテル嵐山 成田市吉岡1290   
成田市 66-3ｲ                         宮本旅館 成田市伊能2058番地   
成田市 66-3ｲ                         ホテルファーストウッド 成田市新田77-4   
成田市  1-2ｲ                         繁殖豚舎 成田市吉岡1217   
成田市  1-2ｲ                         角田繁殖豚舎 成田市大栄十余三245-33   
成田市 72                      大栄ニュータウン汚水処理施設（吉岡） 成田市吉岡５６０－１   
成田市 66-3ｲ                         ホテルユーノス 成田市新田５０   
成田市 66-3ﾊ                         ホテルラムール 成田市新田77-3   
成田市 72                      リバティヒル５００ 成田市稲荷山391-293   
成田市 72                      東関東自動車道大栄パーキングエリア汚水処理施設 成田市吉岡1072   
成田市 66-3ｲ                         スカイハートホテル成田 成田市新田161   
成田市 66-3ｲ                         ホテル横浜 成田市新田49-1   
成田市 66-3ｲ                         ホテルコックピット（ホテル オーロラ） 成田市伊能638-200   
成田市 70-2                          東京空港交通株式会社成田運行事業所 成田市吉岡９３３－５   
成田市 66-6                          大栄カントリー倶楽部 成田市横山638   
成田市 17                            丸和食品株式会社成田工場 成田市伊能２１５   
成田市 66-5                          コスモ企業株式会社 成田市吉岡709-9   
成田市 18-2ｲ                         株式会社江戸清千葉工場 成田市吉岡６４１－７   
成田市  1-2ｲ                         齊藤養豚場 成田市前林65-13（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市 71                            加登石油 成田市吉岡1209   

成田市 66-3ｲ                         
ビジネスホテルルパン（ホテル ファーストウッド２号
店）

成田市新田50   

成田市  3  ｲ                         株式会社ティンホン 成田市吉岡1310-1   
成田市  1-2ｲ                         有限会社新井ファーム 成田市吉岡１１８８   
成田市 67                            株式会社リゾートコスチューミングサービス 成田市吉岡709-12 ▲
成田市 72                      新田地区農業集落排水処理施設 成田市新田４４９   
成田市 39  ｲ                         高級アルコール工業株式会社 成田市吉岡8-2   
成田市 71-5                          株式会社町山製作所本社工場 成田市吉岡641-2 ○
成田市  1-2ｲ                         株式会社ヒラノ桜田農場 成田市桜田754   
成田市 74                        大栄工業団地汚水処理施設 成田市吉岡933-5   
成田市 68-2ﾊ                         大栄病院・透光苑 成田市桜田１１３７   
成田市 74                        成田市畜産環境保全組合 成田市前林１０３－１   
成田市 71                            成田東峰トラック洗車場 成田市川上245   
成田市 72                      堀籠・奈土・津富浦地区農業集落排水処理施設 成田市堀籠４３６   
成田市 55                            成田エスオーシー株式会社 成田市寺台２４６－８   
成田市 71                            千葉交通株式会社成田営業所 成田市吉倉２５９－５他   
成田市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社アレス成田店 成田市土屋1109-4   
成田市 71                            株式会社ホンダカーズ東総成田空港通り店 成田市土屋543-1   



成田市  3  ｲ                         長信水産貿易有限会社 成田工場 成田市伊能８８８－１   
成田市 71-2ｲ                         日本製薬株式会社 研究所 成田市新泉３４   
成田市 60                            三信建設株式会社成田支店一坪田事業所 成田市前林３４１－１   
成田市 71-3                          株式会社ナリコー ナリコークリーンセンター 成田市十余三214-62 他   
成田市 66-3ﾊ                         アパホテル京成成田駅前 成田市花崎町906、814-3の一部   
成田市  5  ﾛ                         株式会社ヤマサ成田工場 成田市浅間452番5   
成田市 71-3                          成田富里いずみ清掃工場 成田市小泉334番地1ほか28筆   
成田市  1-2ﾛ                         秋山ファーム 成田市津富浦（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市  1-2ｲ                         株式会社ヒラノ 成田市多良貝245-2235   
成田市 66-3ｲ                         ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 成田市堀之内68番地   
成田市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社成田店 成田市土屋402-8   
成田市 17                            遠藤豆腐製造所 成田市松崎2571（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
成田市  1-2ｲ                         久米滋 成田市安西   
成田市  8                            株式会社大井戸製餡 成田市幸町911   
成田市 10  ﾛ                         宮崎フーズ株式会社 成田市前林803   
成田市 71                            加藤悦朗商店大栄ＳＳ 成田市吉岡橋本１２９３－１２   
成田市 65                            日本航空株式会社エンジン整備工場 成田市三里塚御料牧場1-1 ○
成田市 67                            株式会社ママショップ加納成田工場 成田市東町155－1   
成田市  4  ｲ                         株式会社美山成田工場 成田市浅間452番27, 28   
成田市 66-4                          成田市立本城小学校学校給食共同調理場 成田市本城178-1   
成田市 60                            宮野建材有限会社 成田市松子字砂こぼう500番1   
成田市 79                            マークテック株式会社成田工場 成田市吉岡681-4 ○
成田市 71                            株式会社トヨタレンタリース東京 成田取香店 成田市取香530-13   

成田市 68                            パレットプラザ成田ユアエルム店
成田市公津の杜４－５－３ 成田ユアエルム店内Ｂ１
Ｆ

○

成田市 60                            株式会社秀栄 成田市村田字藤ヶ崎61番1ほか49筆   
成田市 60                            有限会社八木建材興業 成田市所字大額1127番3   
成田市 60                            株式会社平野建材 成田市一坪田字一夜山661番地ほか25筆   
成田市 39  ﾛ                         高級アルコール工業株式会社第2工場 成田市吉岡709-13   
成田市 92                        特別養護老人ホーム杜の家なりた 成田市下方686番１   
成田市 71                            千葉日産自動車株式会社成田空港店 成田市寺台107   

成田市 72                      成田リハビリテーション病院
成田市南三里塚字宮園18-1の一部、20、21-1の一
部、21-3の一部、21-14の一部

  

成田市 71                            大川運輸株式会社成田営業所 成田市浅間452-3   

成田市 71                            
ユアサモビリティサービス株式会社 オリックスレンタ
カー成田空港店

成田市駒井野1373-7   

成田市 66-5                          ゲートグルメジャパン有限会社 成田市三里塚1番地720   
成田市 71                            JAかとり 大栄給油所 成田市伊能250   
成田市 71                            成田最終処分場 成田市大室字高台1100番2 他   
成田市  3  ｲ                         株式会社エスケーフーズ 成田市吉岡460-1,5   
成田市  1  ﾊ                         株式会社合同資源 中島基地 成田市土屋字中島４５１   
成田市 66-3ﾊ                         HOTEL R9 The Yard成田空港西 千葉県成田市三里塚光ケ丘1-388   
成田市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉成田駅前店 成田市不動ヶ岡２１６０－１   
成田市 69-2ｲ                         成田市公設地方卸売市場 千葉県成田市天神峰字道場80-1-1、81-1   
成田市 71                            成田エアポートＳＳ 千葉県成田市天神峰字中央153-5   
成田市 71                            成田SS 成田市土屋字吾妻５８９－１   
成田市 68-2ｲ                         国際医療福祉大学成田病院 成田市畑ケ田８５２番地   
成田市 10  ﾛ                         株式会社滝沢本店 成田市上町540   
成田市 67                            有限会社星クリーニング本店 成田市猿山５０７   
成田市  1  ﾊ                         株式会社合同資源土屋基地 成田市土屋1400   
佐倉市  1-2ﾛ                         石井戸牧場 佐倉市山崎５１０   
佐倉市  1-2ｲ                         熱田種豚場 佐倉市上別所３３６   
佐倉市  1-2ｲ                         実川豚舎 佐倉市馬渡875-2   
佐倉市  1-2ﾛ                         斉藤文孝 佐倉市上勝田105   
佐倉市  1-2ﾛ                         山本長作 佐倉市上別所(麻賀田山)317-3   
佐倉市  1-2                          藤井毅 佐倉市下勝田４２３   
佐倉市  1-2                          乳用雄子牛哺育センター 佐倉市畔田898-2   
佐倉市  1-2ﾛ                         竹内牧場 佐倉市小篠塚507   
佐倉市  1-2ﾛ                         有坂隆晴 佐倉市吉見５７９   
佐倉市  1-2ﾛ                         山本元宣 佐倉市上別所５５９   
佐倉市  1-2ｲ                         長谷川養豚場 佐倉市上志津原８８   
佐倉市  1-2ｲ                         熱田種豚場 佐倉市上別所３９５－６   
佐倉市  1-2ｲ                         高宮二郎 佐倉市大篠塚230   
佐倉市  1-2ｲ                         池田稔 佐倉市上別所292   
佐倉市  1-2ｲ                         山本和義 佐倉市下勝田７４３   
佐倉市  1-2ｲ                         高宮久男 佐倉市大篠塚１１５４－１   
佐倉市  1-2ｲ                         山本清幸 佐倉市下勝田７８２   
佐倉市  1-2ｲ                         岩井平吉 佐倉市飯田1622他   
佐倉市  1-2ﾛ                         那須正幸 佐倉市上勝田１０２５   
佐倉市  1-2ﾛ                         永野忠英 佐倉市馬渡1118-1   



佐倉市  1-2ﾛ                         山本純治 佐倉市上別所123-3   
佐倉市  1-2ﾛ                         有限会社千葉肉牛牧場 佐倉市岩富町577-1   
佐倉市  2  ﾛ                         株式会社東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ▲
佐倉市 18-2ｲ                         株式会社ホソヤコーポレーション 佐倉市太田２０５６   
佐倉市 66-3ﾊ                         ホテル佐倉 佐倉市木野子２４８－１   
佐倉市 66-6                          佐倉カントリー倶楽部 佐倉市飯田１０００   
佐倉市 67                            吉岡クリーニング店 佐倉市田町４１ ▲
佐倉市 67                            有限会社丸進クリーニングセンター 佐倉市臼井1236-13   
佐倉市 67                            菊地ランドリー 佐倉市井野1103-105 ▲
佐倉市 92                        株式会社フジクラ佐倉事業所六崎社宅 佐倉市六崎1389   
佐倉市 92                        市立内郷小学校 佐倉市岩名８７０   
佐倉市 92                        社会福祉法人ユーカリ優都会南ヶ丘病院 佐倉市下志津218-1   
佐倉市 92                        古河ユニック株式会社佐倉工場 佐倉市太田２３４８ ○
佐倉市 66-3ｲ                         佐倉草ぶえの丘 佐倉市飯野820   
佐倉市 92                        志津南クリニック 佐倉市上志津原36-5   
佐倉市  2  ｲ                         大櫻屋 佐倉市裏新町66   
佐倉市  5  ｲ                         市原醤油店 佐倉市生谷503   
佐倉市  5  ﾛ                         株式会社ヤマニ味噌 佐倉市並木町33   
佐倉市 10  ﾛ                         株式会社旭鶴 佐倉市馬渡918   
佐倉市 16                            大木屋製麺店 佐倉市本町76   
佐倉市 17                            中村食品 佐倉市臼井89   
佐倉市 17                            志津屋食品 佐倉市上志津1669   
佐倉市 17                            渡辺豆腐店 佐倉市栄町1169   
佐倉市 17                            みつもと食品 佐倉市城354   
佐倉市 17                            有限会社岩佐食品 佐倉市上志津1472   
佐倉市 17                            藤原豆腐店 佐倉市生谷1566-148   
佐倉市 55                            佐倉エスオーシー株式会社 佐倉市長熊290   
佐倉市 66-3ｲ                         さくら荘旅館 佐倉市並木町5-1   
佐倉市 66-3ｲ                         寿々乃家旅館 佐倉市栄町1135   
佐倉市 66-3ｲ                         旅館静観荘 佐倉市臼井台４８５   
佐倉市 66-3ｲ                         油屋旅館 佐倉市六崎296   
佐倉市 66-3ｲ                         旅館清月 佐倉市六崎264-13   
佐倉市 66-3ﾊ                         ホテルフォレストイン 佐倉市馬渡469   
佐倉市 66-3ﾊ                         ホテルライム 佐倉市坂戸1452   
佐倉市 66-3ﾊ                         モータリストホテル新珠 佐倉市坂戸1213   
佐倉市 66-3ｲ                         佐倉第一ホテル 佐倉市六崎1149-5   
佐倉市 66-5                          株式会社武蔵野フーズ八千代配送センター 佐倉市井野1460   
佐倉市 67                            市川クリーニング店 佐倉市本町127-8   
佐倉市 67                            松岡クリーニング商会 佐倉市大佐倉138   
佐倉市 67                            ふじクリーニング 佐倉市臼井627-3   
佐倉市 67                            兼坂クリーニング店 佐倉市野狐台町74   
佐倉市 67                            三協ドライセンター 佐倉市中志津4-1-19   
佐倉市 67                            ファッションクリーニング小松屋 佐倉市臼井台506-37   
佐倉市 67                            シャネルクリーナース 佐倉市城188-269   
佐倉市 67                            有限会社太陽商事 佐倉市上座826   
佐倉市 67                            ホープクリーニング 佐倉市井野町107-40   
佐倉市 67                            白映舎クリーニング 佐倉市上志津原332-6   
佐倉市 67                            冨士クリーニング山王 佐倉市山王2-20-4   
佐倉市 67                            松本クリーニング店 佐倉市新町166 ▲
佐倉市 69                            北総化成 佐倉市八木211   
佐倉市 71                            ちばグリーンバス株式会社 佐倉市角来1474-1   
佐倉市 71                            三菱石油志津給油所有限会社わたなべ 佐倉市井野１４６０   
佐倉市 71                            東京丸善実業株式会社佐倉給油所 佐倉市六崎266-4   
佐倉市 71                            湊商事株式会社志津給油所 佐倉市上志津１０９０－２   
佐倉市 71                            京葉石油販売株式会社 佐倉市臼井台1714,1715   
佐倉市 71                            シャワーランド千代田有限会社イーグル 佐倉市生谷１１７８－１   
佐倉市 71                            日本石油佐倉駅前給油所岩淵石油株式会社 佐倉市栄町２３－４   
佐倉市 71                            青木石油商事株式会社佐倉生谷給油所 佐倉市生谷1310-1   
佐倉市 72                      汚泥再生処理センター 佐倉市宮本３３２   
佐倉市 92                        川村記念美術館 佐倉市坂戸631   
佐倉市 10  ﾛ                         シモアールユーカリが丘店 佐倉市上座1193   
佐倉市  1-2ﾛ                         高橋牧場 佐倉市小竹705-1 706-1 752-2   
佐倉市 92                        農業集落排水事業坂戸処理場 佐倉市坂戸１７０   
佐倉市 92                        浮間合成株式会社佐倉製造事業所 佐倉市太田2087-4   

佐倉市 67                            
有限会社桜木クリーニングファッションクリーニングオン
リー

佐倉市上志津1765-2   

佐倉市 71                            カーピカランド重田 佐倉市青菅437-2   
佐倉市 71                            キグナス石油株式会社千代田給油所 佐倉市吉見1236-10   
佐倉市 71                            東洋石油販売株式会社佐倉セルフステーション 佐倉市六崎1600-1   
佐倉市 71                            エッソ石油株式会社佐倉ニュータウン給油所 佐倉市白銀2-1   



佐倉市 66-3ｲ                         ウィシュトンホテル・ユーカリ 佐倉市上座字遠間作526-1他   
佐倉市 66-3ｲ                         湯ぱらだいす佐倉 佐倉市六崎字町田301-8   
佐倉市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社白銀営業所 佐倉市白銀1-3，2-1   
佐倉市 92                        ジョナサン佐倉高岡店 佐倉市高岡字境町463-1   
佐倉市 67                            株式会社平成クリーニング 佐倉市石川５５７－１３ ▲
佐倉市 92                        ららポーク 佐倉市高岡453の1番地   
佐倉市 71                            昭和シェル石油株式会社佐倉鏑木SS 佐倉市鏑木仲田町424-1   
佐倉市 67                            クリーントップ 佐倉市王子台3-2-5   
佐倉市 47  ﾛ                         株式会社常磐植物化学研究所 佐倉市木野子158   
佐倉市 63  ﾎ                         株式会社アルファ・オイコス佐倉事業所 佐倉市大作1-8-6   
佐倉市 65                            株式会社フジクラ佐倉事業所 佐倉市六崎1440番地 ○
佐倉市 65                            千代田鋼業株式会社佐倉工場 佐倉市大作1-8-3   
佐倉市 71-5                          東京丸善工業株式会社 佐倉市石川591-11 ○
佐倉市 71-2ｲ                         千葉県中央家畜保健衛生所 佐倉市岩富町497 ○
佐倉市 71-2ｲ                         千葉県水産総合研究センター内水面水産研究所 佐倉市臼井台1390   
佐倉市 71-2ｲ                         全国農業協同組合連合会家畜衛生研究所 佐倉市大蛇町7 ○
佐倉市 47  ﾎ                         岩城製薬佐倉工場株式会社 佐倉市太田2183-1 ▲
佐倉市 71-2ｲ                         ＤＩＣ株式会社総合研究所 佐倉市坂戸631 ○
佐倉市 71-2ｲ                         太平洋セメント株式会社中央研究所 佐倉市大作2-4-2 ▲
佐倉市 64-2ﾛ                         佐倉市南部浄水場 佐倉市小篠塚1240-1   
佐倉市 64-2ﾛ                         佐倉市志津浄水場 佐倉市上志津原59-2   
佐倉市  2  ｲ                         相澤鶏肉店 佐倉市西志津3-25-1   
佐倉市 65                            株式会社島村ビーム 佐倉市太田2043-1 ○
佐倉市 71                            株式会社日産サティオ千葉佐倉店 佐倉市中志津2-35-10   
佐倉市 71                            中央シェル石油販売株式会社ユーカリが丘給油所 佐倉市下志津266-3   
佐倉市 65                            大同化成株式会社 佐倉市大作２－７－１   
佐倉市 67                            有限会社白進舎 佐倉市上志津1096-6 ▲
佐倉市 67                            エヌテーアクアツインズ株式会社 佐倉市六崎560-4 ○
佐倉市 71                            西濃運輸株式会社佐倉支店 佐倉市直弥673   
佐倉市 71                            コスモ石油販売株式会社 佐倉市生谷７８９－１   
佐倉市 67                            株式会社東基千葉佐倉工場 佐倉市大作１－２－１   

佐倉市 71                            
コスモ石油販売株式会社東関東カンパニーセルフ＆カーケ
アステーション佐倉インター

佐倉市小篠塚１１５３－６他   

佐倉市 71                            南総通運株式会社佐倉配送センター 佐倉市太田２３０６－１   
佐倉市 71                            南総通運株式会社佐倉支店 佐倉市大作１－７－５   
佐倉市 92                        みはま佐倉クリニック 佐倉市下志津６０２－１   
佐倉市 92                        すぎのや本陣佐倉店 佐倉市高岡字尾余481-1他3筆   
佐倉市 71                            ネッツトヨタ南千葉株式会社佐倉店 佐倉市王子台６丁目１番２号   
佐倉市 92                        特別養護老人ホーム弥富あさくら 佐倉市岩富町541   
佐倉市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘3-3   
佐倉市 71-4ｲ                         株式会社IWDアグリ 佐倉工場 佐倉市大作2-4-1   
佐倉市  1-2ｲ                         岩井豚舎 佐倉市萩山新田549   
佐倉市 17                            越後屋豆腐店 佐倉市大蛇町743-39   
佐倉市 46  ｲ                         高圧ガス工業株式会社佐倉工場 佐倉市石川620－1 ○
佐倉市 71                            日立建機日本株式会社東京センタ 佐倉市太田2325番地1   
佐倉市 66                            山一電機株式会社佐倉事業所 佐倉市大作1‐4‐1 ○
佐倉市 71                            興栄燃料株式会社ユーカリが丘SS 佐倉市ユーカリが丘1-1-26   
佐倉市 67                            ワタキューセイモア株式会社関東支店佐倉工場 佐倉市太田2464-1他   
佐倉市  2  ｲ                         カスミ佐倉流通センターカスミ佐倉精肉加工センター 佐倉市太田２４５６－１   
佐倉市 71-2ｲ                         株式会社科学飼料研究所開発センター 佐倉市大蛇町7 ○
佐倉市 92                        飯野台観光振興施設 佐倉市飯野町27番地   
佐倉市 71                            中央石油販売株式会社セブンイレブン佐倉神門店 佐倉市神門478   
佐倉市 71                            株式会社千葉マツダユーカリが丘店 佐倉市上座591-18   
佐倉市 68-2ｲ                         社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 佐倉市江原台2-36-2   
佐倉市 71                            株式会社白光舎佐倉江原洗車場 佐倉市江原146-2   
佐倉市 21-4ﾛ                         東京ボード工業株式会社佐倉工場 佐倉市西御門653-16   
佐倉市 67                            株式会社ユニマットライフ佐倉工場 佐倉市大作2-11-4   
佐倉市 67                            エヌクリーン 佐倉市石川567-9   
佐倉市 71                            千葉スバル自動車株式会社ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘6丁目3番3、3番4、3番5   
佐倉市 46  ｲ                         スズカケミー株式会社本社工場 佐倉市石川６２０－１   
佐倉市 71-2ｲ                         千葉県印旛健康福祉センター 佐倉市鏑木仲田町8-1 ▲
佐倉市 67                            ドライクリーニング レークサイド 佐倉市臼井田620-82   
佐倉市 67                            ランドリー平野 佐倉市大蛇町752-93   
佐倉市 67                            松本クリーニング店 佐倉市新町６７   
佐倉市 71                            洗車パーク洗うゾウ 佐倉市臼井台字新地下１６９０   
佐倉市 71-4ｲ                         千葉工業用水道事務所佐倉浄水場 佐倉市角来２２２２   
佐倉市 71                            西尾レントオール株式会社東京機械センター 佐倉市太田２０８５－１   
佐倉市 71                            株式会社大日商事カーウォッシュステーション千代田 佐倉市吉見１２５５   
佐倉市 71                            洗車CLUB田町店 佐倉市田町字田中２４５－１   
四街道市  1-2ｲ                         神保常治 四街道市物井９５１   



四街道市  1-2ﾛ                         加藤牛舎 四街道市大日２１   
四街道市  1-2ﾛ                         清宮彦久 四街道市亀崎143   
四街道市  2  ﾛ                         株式会社千葉ヤクルト工場 四街道市和田１６６   
四街道市 67                            株式会社白光舎ユニフォームレンタル四街道工場 四街道市物井1597-2   
四街道市 92                        四街道市温水プール 四街道市山梨2027   
四街道市 92                        医療法人それいゆ会れいわクリニック 四街道市大日５９３－１   
四街道市 81                        四街道市立西中学校 四街道市大日23   
四街道市  5  ｲ                         櫻井醤油釀造工場 四街道市鹿渡1018   
四街道市 10  ｲ                         糸日谷商店 四街道市四街道1523   
四街道市 16                            規中麺工業四街道支店 四街道市大日873-6   
四街道市 17                            松戸豆腐店 四街道市四街道1531   
四街道市 17                            有限会社千代田屋豆腐店 四街道市四街道1523   
四街道市 17                            高橋豆腐製造所 四街道市四街道1527   
四街道市 17                            旭屋豆腐店 四街道市山梨旭ヶ丘グリーンタウン50-10   
四街道市 66-3ﾊ                         ホテルゆり 四街道市吉岡1163   
四街道市 66-3ﾊ                         ホテルアモーレ 四街道市内黒田315-2   
四街道市 66-3ﾊ                         ホテルニューポート 四街道市鹿放ケ丘195   
四街道市 66-3ｲ                         ホテルKEI 四街道市南波佐間360-4   
四街道市 67                            宮野クリーニング 四街道市四街道1523   
四街道市 67                            白清舎 四街道市四街道1578-34   
四街道市 67                            滝上クリーニング店 四街道市四街道1-19-6   
四街道市 67                            株式会社スピードクリーナーさかい 四街道市四街道3-1-22   
四街道市 67                            小川クリーニング店 四街道市大日428   
四街道市 67                            大友ランドリー 四街道市大日198-20   
四街道市 67                            ドライクリーニングクローバー 四街道市大日351-6   
四街道市 67                            ハイグレードクリーニングうず潮 四街道市物井1520-8   
四街道市 67                            株式会社白光舎ユニフォームレンタル千代田工場 四街道市物井1597-37   
四街道市 67                            吉岡クリーニング 四街道市四街道1523   
四街道市 67                            株式会社白光舎鹿放ヶ丘工場 四街道市鹿放ケ丘428-2,10   
四街道市 71                            千葉内陸バス株式会社千代田営業所 四街道市千代田5-67   
四街道市 71                            千代田興産株式会社 四街道市四街道1574   
四街道市 71                            株式会社三河屋金物店石油部 四街道市四街道1523   
四街道市 71                            永野石油 四街道市吉岡405   
四街道市 71                            湊商事株式会社四街道インター給油所 四街道市栗山988-1   
四街道市 71                            國際油化株式会社オブリプラーザ四街道 四街道市鹿放ケ丘504   
四街道市 71                            東洋国際石油株式会社小名木給油所 四街道市小名木121-8   
四街道市 71                            矢野新商事株式会社ハローピット四街道給油所 四街道市大日548-4   
四街道市 71                            菱油販売株式会社グレートサン四街道Ｓ／Ｓ 四街道市大日２０６８   
四街道市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社四街道店 四街道市四街道1537-9   
四街道市 71                            有限会社山崎石油旭ヶ丘Ｓ／Ｓ 四街道市小名木87-124   
四街道市 71                            株式会社ケーヨー御成台給油所 四街道市吉岡1807-2   
四街道市 71                            ルート51四街道給油所 四街道市南波佐間336-4   
四街道市 71                            アジア商事株式会社美しが丘給油所 四街道市和良比517-15   
四街道市 72                      医療法人社団威風会栗山中央病院 四街道市栗山906-1   
四街道市 67                            田原商会 四街道市旭ｹ丘5-13-7   
四街道市 71                            エッソ石油株式会社千代田ニュータウン給油所 四街道市物井1445-7   
四街道市 71                            京成バス株式会社千葉営業所御成台車庫 四街道市吉岡1181-1他3筆   
四街道市 81                        パチンコフラミンゴ四街道店 四街道市大日1920   
四街道市 71                            ニュー千都タクシー有限会社四街道営業所 四街道市鹿放ｹ丘231-5   
四街道市 71                            JOMO四街道インターSS 四街道市栗山812   
四街道市 71                            昭和シェル石油株式会社四街道大日給油所 四街道市大日1865-1，-4   
四街道市 71                            中央シェル石油販売株式会社四街道IC SS 四街道市栗山849-6，-7   
四街道市 92                        ジョイフル四街道店 四街道市栗山868-1   
四街道市 66-6                          株式会社長五楼四街道新館 四街道市四街道１５４４－２   
四街道市  5  ｲ                         よもぎの里 四街道市栗山７５１－１   
四街道市 65                            中央ビルト工業株式会社千葉工場 四街道市小名木300 ○
四街道市 68                            株式会社三京カラースポット55大日店 四街道市大日423   
四街道市 71-3                          四街道市クリーンセンター 四街道市山梨2002   
四街道市 64-2                          四街道市第３浄水場 四街道市千代田1-14   
四街道市 71-2ｲ                         ハウス食品グループ本社株式会社研究開発本部 四街道市鷹の台1-4 ○
四街道市 71-5                          有限会社吉井製作所 四街道市物井598-15 ○
四街道市 68                            有限会社四街道クリーニング千葉ホープカラー 四街道市物井1597-37   
四街道市  2  ｲ                         大橋鳥肉店 四街道市四街道1-7-13   
四街道市 81                        ゆで太郎鹿放ヶ丘店 四街道市鹿放ケ丘４９４－３   
四街道市 92                        SOU CLINIC 四街道市大日738-1,2ほか   
四街道市 67                            アート・クリーニング 四街道市大日314-22   
四街道市 72                      医療法人徳洲会四街道徳洲会病院 四街道市吉岡1830-1他   
四街道市 71-2ｲ                         株式会社加藤建設東京支店工事部 四街道市大日1097番地7 ○
四街道市 71                            東洋石油販売株式会社四街道IC 四街道市栗山924   
四街道市 65                            株式会社久永製作所 四街道市物井598 ○



四街道市 71                            ネッツトヨタ南千葉株式会社四街道店 四街道市鹿方ケ丘502   
四街道市 71                            コスモ石油株式会社セルフピュア四街道吉岡SS 四街道市南波佐間332-1   
四街道市 71                            株式会社日東物流 四街道市大日572番地   
四街道市 67                            有限会社ランドリー・キーパー 四街道市大日547   
四街道市 92                        医療法人それいゆ会四街道さくら病院 四街道市大日526-1   
四街道市 71                            トキコメンテナンス株式会社千葉工場 四街道市和良比269-4   
四街道市 71-5                          株式会社ナルビー四街道工場 四街道市物井598-28，598-46 ○
四街道市 65                            エース工機株式会社千葉サービスセンター 四街道市物井栗木谷598-32   
四街道市 71-2ｲ                         株式会社ハウス食品分析テクノサービス 四街道市鷹の台1-4 ○
四街道市 74                        ハウス食品株式会社開発研究所 四街道市鷹の台1-4   
四街道市 71-2ｲ                         ハウスウェルネスフーズ株式会社 四街道市鷹の台1-4 ○
四街道市 68                            パレットプラザせんどう美しが丘店 四街道市美しが丘１-１８-１ ○
四街道市 71                            ミツウロコ石油株式会社四街道給油所 四街道市鹿放ヶ丘483   
四街道市  1-2ﾛ                         若月牧場 四街道市鹿放ケ丘248番外17筆   
四街道市 92                        四街道ゴルフ倶楽部 千葉県四街道市小名木２６８   
四街道市 71                            株式会社本宮自動車 四街道市物井1349   
八街市  1-2ｲ                         高宮養豚場 八街市八街ろ29   
八街市  1-2ｲ                         宇野養豚場 八街市沖４７０   
八街市  1-2ｲ                         稲子勤 八街市山田台８７５   
八街市  1-2ｲ                         宇野豚舎 八街市沖４９１   
八街市  1-2ﾛ                         貝良塚達雄 八街市山田台２７２   
八街市  1-2ﾛ                         村上牧場 八街市山田台390-2   
八街市  1-2ｲ                         久古養豚場 八街市上砂８４０   
八街市  1-2ｲ                         今井秀男 八街市山田台１２４   
八街市  1-2ｲ                         山本正幸 八街市上砂７９８－３   
八街市  1-2ｲ                         綿貫昌幸 八街市上砂278-5   
八街市  1-2ｲ                         石山養豚場 八街市八街は2-30   
八街市  1-2ﾛ                         石渡牧場 八街市四木１６１   
八街市  1-2ﾛ                         羽佐田牧場 八街市東吉田７２５   
八街市  1-2ﾛ                         斉藤享夫 八街市八街ろ１８５－２   
八街市  1-2ﾛ                         山本新六 八街市砂１４   
八街市  1-2ﾛ                         醍醐公明 八街市砂６３８   
八街市  4  ﾛ                         株式会社ピックルスコーポレーション千葉工場 八街市文違301   
八街市 66-4                          八街市学校給食センター 八街市八街へ１９９－１０６０   
八街市 67                            株式会社大滝千葉工場 八街市八街い30-1   
八街市 72                      竹中団地管理組合 八街市八街ほ２８０   
八街市 72                      富山住宅地 八街市富山１６４８   
八街市 72                      県立八街高等学校 八街市八街ろ１４５－３   
八街市 72                      第１八街ニュータウン 八街市文違157-21   
八街市 72                      第12八街ニュータウン 八街市文違145-7   
八街市 72                      文違新栄ニュータウン汚水処理施設 八街市文違2-3   
八街市 72                      希望ヶ丘 八街市希望ケ丘601-6   
八街市 72                      藤の台団地 八街市八街は1-5他   
八街市 72                      ガーデンタウン八街 八街市吉倉２６９－２１   
八街市 72                      立会松邸街第一 八街市八街は１１－３   
八街市 91  ﾛ                         医療法人みつや会新八街総合病院 八街市八街ほ１３７－１   
八街市 72                      やちまた喜望の杜 八街市文違310-17他   
八街市 92                        八街県営住宅 八街市八街ほ950-1   
八街市 92                        八街長者街共用施設管理組合 八街市八街ろ111-51   
八街市 92                        坂江ニュータウン自治会 八街市八街い166-111   
八街市 92                        八街南台団地 八街市東吉田624-1,2   
八街市 92                        レグラン瀬田 八街市勢田８２４－１   
八街市 92                        八街市ささの台団地 八街市八街へ199-1326他   
八街市 92                        八街立会松浄化槽管理組合 八街市八街は7-29   
八街市 17                            堀部豆腐店 八街市文違301   
八街市 17                            森田屋豆腐店 八街市八街い214-46，213-54   
八街市 54                            関東小野田プロック 八街市八街い103-2   
八街市 66-3ｲ                         ホテルニューサンフラワー 八街市八街に323-8   
八街市 66-3ｲ                         栄屋旅館 八街市八街に121   
八街市 66-3ｲ                         八湖園旅館 八街市大木798-23   
八街市 66-3ｲ                         松楽旅館 八街市八街に120   
八街市 66-3ﾊ                         ホテル三幸（ホテル１９８０） 八街市東吉田230-20   
八街市 66-3ｲ                         民宿ほおじろ 八街市大関214-4他   
八街市 67                            有限会社丸本クリーニング商会 八街市八街ほ230   
八街市 67                            栄ランドリー 八街市富山1580   
八街市 67                            小畑クリーニング 八街市八街に120   
八街市 67                            河野クリーニング（房総クリーニング） 八街市八街い234-20   
八街市 67                            みゆきクリーニング 八街市八街ほ365   
八街市 67                            クリーニングハウスクニイ 八街市山田台728-2   
八街市 67                            戸村クリーニング商会 八街市八街に120   



八街市 67                            宮沢クリーニング店 八街市八街ほ945-54   
八街市 67                            株式会社クリーンライフ・フジ八街工場 八街市八街に254-9，250   
八街市 71                            有限会社平山砿油店 八街市八街ほ４９６   
八街市 71                            有限会社宮本商店 八街市八街に６２   
八街市 71                            カーウオッシュ八街 八街市砂３０－１０   
八街市 71                            九州石油八街給油所池田産業株式会社 八街市八街ほ９４５   
八街市 71                            共同石油八街給油所 八街市八街ほ１０３０－３０   
八街市 92                        南八街病院 八街市四木1241-2   
八街市 71                            川久石油株式会社八街南給油所 八街市東吉田816-20   
八街市 66-4                          八街市学校給食センター第二調理場 八街市八街へ199-1631   
八街市 92                        エステ･アベニュー佐倉野 八街市東吉田225-8   
八街市 92                        ランドマーク八街店 八街市八街ろ169-30他   
八街市 72                      ロイヤルパークタウン 八街市八街へ215-355   
八街市 72                      八街・榎戸学園台 八街市八街は17-212外   
八街市 92                        さくら台団地 八街市大関９５－１   
八街市 92                        エステルナタウン松ケ丘 八街市八街い９７－１２   
八街市 92                        有料老人ホーム アビタシオン白松 八街市文違301   
八街市 72                      みどりヶ丘ニュータウン 八街市吉倉171-5   
八街市 72                      プロムナードヒル大網 八街市山田台1210-1他   
八街市 92                        八街市榎戸サクラ台ニュータウン 八街市榎戸378-3他   
八街市 71                            株式会社阿部商店八街四木給油所 八街市四木849-4､864-4   
八街市 71                            有限会社柿本商店八街給油所 八街市八街ほ149-3   
八街市 71                            富士菱興株式会社西林給油所 八街市八街い234-21   
八街市 92                        カスミ八街店 八街市八街ほ963-1，964-1   
八街市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社八街営業所 八街市文違301   
八街市 92                        デニーズ八街店 八街市文違301-3605   
八街市 92                        八街市文違文違野宅造地（文違南ビレッジ） 八街市文違301-221他   
八街市 92                        第2さくら台ニュータウン 八街市榎戸407   
八街市 92                        ケーヨーデイツー八街店 八街市八街ほ734   
八街市 72                      グリーンタウンやちまた 八街市文違301-3-6他   
八街市 71                            田実興産株式会社 八街市八街は12-131   
八街市 72                      イーストブルータウン 八街市東吉田226-2   
八街市 92                        PZ（Sakura） 八街市八街ほ736   
八街市  1-2ﾛ                         師岡牧場 八街市八街い６３－７５   
八街市 92                        寿司・うまいもの処伊勢家 八街市文違301-3429   
八街市 92                        パールショップともえ八街店 八街市八街ほ951-1   
八街市 92                        ステーキガスト八街店 八街市文違301-1329   
八街市 72                      カインズホーム八街店 八街市八街字初番杭 は21-14   
八街市 92                        パールショップともえ八街HIZIKAI 八街市文違301-114,105,2463   
八街市 71-2ｲ                         千葉県農林総合研究センター落花生研究室 八街市八街へ199   
八街市 71-2ｲ                         千葉黎明高等学校 八街市八街ほ625   
八街市 63  ｲ                         株式会社昌立製作所千葉工場 八街市沖1228-5   
八街市 68                            タカヨシブックセンター八街店 八街市八街ほ945-11   
八街市  1-2ｲ                         千葉県畜産センター 八街市八街へ16-1   
八街市 92                        MGM八街榎戸店 八街市榎戸906番1   
八街市 92                        第７町内会集中浄化槽 八街市八街ろ１６５－４０４   
八街市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社八街店 八街市八街ほ492-2   
八街市 92                        文違野ニュータウン 八街市文違301-130   
八街市 53  ﾛ                         株式会社千葉光学 八街市小谷流847-3 ○
八街市 92                        バーミヤン八街店 八街市八街ほ947-1   
八街市 71                            株式会社ホンダクリオ千葉八街店 八街市大関４０－１   
八街市 92                        八街市スポーツプラザ 八街市八街い84-10他   
八街市 71                            東洋国際石油株式会社セルフステーション八街 八街市八街は１９－８   
八街市 92                        ランドロームフードマーケット東吉田店 八街市東吉田818-29   
八街市 92                        ハッピーボックス八街店 八街市文違301-2822   
八街市 66-6                          千葉バーディクラブ 八街市小谷流５０５   
八街市 71                            コスモ石油販売株式会社セルフピュア八街松林SS 八街市八街い179   
八街市  3  ｲ                         株式会社かね貞関東工場 八街市八街は105-31他   
八街市 67                            株式会社白光舎クリーニング 八街市文違301-1821 ▲
八街市 67                            仲クリーニング 八街市八街に76   
八街市 92                        川上ニュータウン 八街市勢田780   
八街市 71                            千葉日産自動車株式会社八街店 八街市八街ほ661-7   

八街市 66-3ﾊ                         小谷流の里ドギーズアイランド
八街市小谷流字稲古田向634番2、635番1、635番2
他、大谷流字鳥越194の一部、464-3の一部、大谷流
鳥越172番

  

八街市 66-6                          カメダ珈琲八街店 八街市文違字文違野301-2434,2433,2973,2222,960   

八街市 92                        焼肉屋漫遊亭八街店
八街市文違字文違野301-3095の一部、301-3097の一
部

  

八街市 71                            株式会社アクティオ八街重機工場 八街市八街い234-21   
八街市 92                        小谷流温泉 森の湯 八街市小谷流616番、他１３筆   



八街市 71                            株式会社SHINSEI TRANSPORT 千葉県八街市八街ろ27-27   
八街市 71                            川久石油株式会社ニュー八街営業所 八街市八街ほ７１９－３   
八街市 92                        ワンダーグー八街店 八街市文違301-115、835～7   
八街市 71                            株式会社スズキ自販京葉アリーナ八街店 千葉県八街市八街ほ662-1   
八街市 71                            株式会社ナベカヰ 佐倉機材センター 八街市八街ろ30-1   
八街市 72                      （仮称）中谷流ハーヴェストレジデンス（賃貸棟第１期） 八街市小谷流字二澤台７９８番地１他   
印西市  1-2ﾊ                         東京都競馬株式会社小林牧場事務所 印西市小林2886   
印西市 66-6                          総武カントリークラブ総武コース 印西市草深３０２   
印西市 66-6                          アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 印西市大森７   
印西市  2  ﾛ                         有限会社肉乃大升 印西市松崎866-2   
印西市  5  ﾛ                         株式会社藤巻商店 印西市平岡１０８８   
印西市  5  ｲ                         千葉県立印旛高等学校加工室 印西市木下814   
印西市  5  ﾊ                         印西町白幡農産物加工場 印西市浦部２６３８－２   
印西市 17                            大竹豆腐店 印西市木下１５０７   
印西市 66-3ｲ                         有限会社銚子屋旅館 印西市木下1392   
印西市 66-3ｲ                         兵隊屋旅館 印西市浦部1165   
印西市 66-3ｲ                         ビジネスホテル印西 印西市木下1744-6   
印西市 66-3ｲ                         旅荘芦の家 印西市大森3968-12   
印西市 67                            岩井クリーニング 印西市大森3790-4   
印西市 67                            荒野クリーニング商会 印西市草深17-2   
印西市 67                            ダイヤモンドクリーニング 印西市浦部1985   
印西市 71                            ちばレインボーバス株式会社本社営業所 印西市船尾１３７７   
印西市 71                            京葉アポロ株式会社木下東Ｓ／Ｓ 印西市木下東1-14-8～10 1-14-17～20   
印西市 71                            出光興産千葉ニュータウン給油所 印西市武西1134-18   
印西市 66-4                          牧の原学校給食センター 印西市牧の原2-5   
印西市 71                            エッソ石油千葉ニュータウン中央給油所 印西市草深67-17   
印西市 67                            米山ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ 印西市木下725-81   
印西市 66-3ｲ                         旅館高盛館 印西市草深1119-4   
印西市 66-3ﾊ                         ホテルマークワンＣＮＴ 印西市中央南字猿塚527番10   
印西市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社木下店 印西市木下東１－１４   
印西市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社木下店 印西市木下東２－２－１２   
印西市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社千葉ニュータウン店 印西市高花２－１－２   
印西市 71                            和幸工業株式会社 印西市小林2008   
印西市  1-2ｲ                         渡辺良一 印西市安食卜杭９７０－１   
印西市  1-2ｲ                         土井養豚場 印西市萩埜98-14   
印西市  1-2ｲ                         秋葉市太郎 印西市竜腹寺176   
印西市  1-2ｲ                         五十嵐修 印西市竜腹寺565   
印西市  1-2ｲ                         伊藤栄二 印西市滝８８５－３   
印西市  9                            株式会社丸善 印西市将監288   
印西市  9                            株式会社木村食品 印西市将監82-1   
印西市  2  ｲ                         イトウファーム工房山小屋 印西市滝883-20   
印西市 17                            竹井豆腐製造販売所 印西市本埜小林８０   
印西市 17                            岩井豆腐店 印西市笠神７０１   
印西市 92                        本埜村役場庁舎及び保健センター 印西市笠神2587   
印西市 71                            洗車CLUB小林牧場前店 印西市滝883-18   
印西市 92                        本埜公民館 印西市中根1375   
印西市 71                            都市基盤整備公団車両基地 印西市雨古瀬４６８,４６９   
印西市 64-2ｲ                         千葉県企業局北総浄水場 印西市竜腹寺296   
印西市 71-2ｲ                         ﾏﾌﾞﾁﾓｰﾀｰ株式会社技術ｾﾝﾀｰ 印西市竜腹寺280-3   
印西市  1-2ｲ                         小那木武男 印西市師戸２２９７   
印西市  1-2ﾛ                         山口牧場 印西市瀬戸1746   
印西市 66-6                          総武カントリークラブ印旛コース 印西市造谷495-2   
印西市 72                      吉高台団地 印西市吉高1886-10   
印西市 68-2ｲ                         医療法人社団愛慈会西佐倉印西病院 印西市岩戸1844-10   
印西市  1-2ｲ                         成山衡夫 印西市山田３６７０－１   
印西市  1-2ｲ                         平山静一 印西市萩原１３５   
印西市  1-2ｲ                         岡田兵一 印西市瀬戸５５５－９   
印西市 72                      泉カントリー倶楽部 印西市吉田４５６   
印西市  5                            佐瀬醤油店 印西市瀬戸１８７３   
印西市  5                            カタノ食品 印西市瀬戸１７３３－８   
印西市 17                            荒木豆腐店 印西市岩戸１５７８   
印西市 17                            柴倉豆腐店 印西市鎌苅５２９－１   
印西市 55                            千葉菱光コンクリート工業株式会社印旛工場 印西市岩戸3552   
印西市 66-4                          印西市印旛学校給食センター 印西市美瀬2-2   
印西市 68-2ｲ                         日本医科大学付属千葉北総病院 印西市鎌苅1715   
印西市 71                            有限会社岡田石油 印西市瀬戸１４３０－４   
印西市 92                        成田射撃場 印西市山田166   
印西市 47  ﾛ                         株式会社千葉合成研究所 印西市瀬戸1985   
印西市 71-2ｲ                         東洋合成工業株式会社感光材研究所 印西市若萩4丁目2番地1 ○
印西市 92                        印旛村中央公民館 印西市瀬戸1518   



印西市 71-2ｲ                         順天堂大学 印西市平賀学園台1-1 ○
印西市  1-2ｲ                         浦部ファーム 印西市浦部9   
印西市 71-4ｲ                         北総浄水場内排水処理施設 印西市竜腹寺296 北総浄水場内排水処理施設   
印西市 71                            出光リテール販売株式会社 千葉ニュータウン店 印西市牧の原２－１   
印西市 92                        社会福祉法人昭桜会特別養護老人ホーム印西 印西市草深字新井堀225番5,6   
印西市 92                        はな膳ニュータウン店 印西市草深1089-1   
印西市 66-4                          印西市中央学校給食センター 印西市鹿黒南1丁目-5   
印西市 66-5                          株式会社スウィングベーカリー 印西市松崎台1丁目1番地11   
印西市 66-3ﾛ                         アパホテル千葉印西牧の原駅前 印西市原1丁目1-3   
印西市 10  ﾛ                         株式会社コメダホールディングス関東コーヒー工場 印西市若萩4-3-2   
印西市 66-3ｲ                         ホテルルートイン千葉ニュータウン 印西市中央北１－１   
印西市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社千葉ニュータウン店 印西市高花１－２５－７   
印西市 92                        社会福祉法人昭桜会 特別養護老人ホーム原山 印西市草深１１６６番 他１筆   
印西市 71-2ｲ                         オーベクス株式会社 千葉ニューテックセンター 印西市鹿黒南１－７   
印西市 71                            株式会社エスワイプロモーション東関東営業所 印西市牧の台２－１   

印西市 71                            
株式会社スズキ自販千葉スズキアリーナ千葉ニュータウン
店

印西市高花１丁目２５－５   

印西市 71                            HondaCars市川 印西牧の原店 印西市東の原１－１－３   

印西市 71                            
株式会社トヨタレンタリース新千葉千葉ニュータウン中央
駅前店

印西市中央南１－１－１   

白井市  1-2ｲ                         山本武男 白井市神々廻１５９２   
白井市  1-2ｲ                         小島養豚場 白井市十余一５－８   
白井市  1-2ｲ                         鈴木養豚場 白井市白井４３６－１   
白井市  1-2ｲ                         柳枝養豚場 白井市清戸50   
白井市  1-2ｲ                         山崎養豚場 白井市神々廻９５７   
白井市  1-2ｲ                         石田種豚場 白井市神々廻２６３－３   
白井市  1-2ｲ                         大久保正則 白井市十余一４３－２６   
白井市  1-2ｲ                         後藤ファーム 白井市根３９２－７   
白井市  1-2ｲ                         宇賀操 白井市根１５７０   
白井市  1-2ｲ                         大久保養豚場 白井市根１７９３   
白井市  1-2ｲ                         渡辺養豚場 白井市神々廻1363-3   
白井市  1-2ｲ                         渡辺養豚 白井市神々廻1401-4   
白井市  1-2ﾊ                         日本中央競馬会競馬学校 白井市根８３５－１   
白井市  1-2ｲ                         IMF AIセンター 白井市十余一３８   
白井市 66-5                          株式会社給食センター頂好 白井市根３８３－２   
白井市 66-6                          株式会社船橋カントリー倶楽部 白井市清戸７０３   
白井市 91  ｲ                         北総白井病院 白井市根325-2-1   
白井市  5                            カネクラ工場 白井市白井46   
白井市 16                            五陽食品 白井市清戸46   
白井市 17                            石田豆腐店 白井市神々廻1647   
白井市 17                            松沢豆腐店 白井市冨士50-6   
白井市 52  ｲ                         有限会社加藤染革 白井市冨士93-76   
白井市 54  ﾛ                         マックスコンクリート株式会社 白井市中80-1   
白井市 63-2                          クリーン・エコ株式会社 白井市河原子366-1   
白井市 66                            株式会社ケーヨーハード 白井市河原子317 ○
白井市 66-5                          株式会社デイリーフレッシュ白井工場 白井市根60-23   
白井市 67                            柴山クリーニング店 白井市十余一58-9   
白井市 67                            アヅマクリーニング 白井市冨士84-28   
白井市 67                            株式会社ローヤルクリーニングセンター 白井市名内370-3   
白井市 71                            有限会社油藤屋油店 白井市白井４２８   
白井市 71                            ちばレインボーバス株式会社白井車庫 白井市神々廻1866-1   
白井市 71                            エッソスタンダード石油白井ＳＳ佐藤石油 白井市根７６－３   
白井市 71                            八千代自動車工業株式会社千葉ニュータウン白井町給油所 白井市復字根木山611-3   
白井市 71                            共同石油千葉ニュータウン給油所 白井市復９７９   
白井市 71                            共同石油千葉ニュータウン西給油所 白井市根772-14   
白井市 92                        船橋カントリークラブ練習場 白井市神々廻字東原地内   
白井市 92                        ガスト千葉ニュータウン白井店 白井市根713-7   
白井市 67                            株式会社潮来ハッコウ千葉工場 白井市平塚2768   
白井市 22  ﾛ                         株式会社ザイエンス 関東工場千葉分工場 白井市平塚2788-1   
白井市 71                            新日本石油冨士南園給油所 白井市冨士272-7   
白井市 71                            ｺｽﾓ石油千葉ﾆｭ-ﾀｳﾝ白井給油所 白井市谷田1147-7   
白井市 17                            株式会社日の出 白井市河原子340-10   
白井市 71                            ﾔﾏｼﾞﾝ石油株式会社西白井給油所 白井市清水口1-1063-1   
白井市 67                            株式会社エムアイシー 白井市中436-6   
白井市 66-3ｲ                         トレビ 白井市根200-23   
白井市 61  ﾊ                         株式会社シルド千葉工場 白井市中402-1 ○
白井市 63  ﾎ                         株式会社進富河原子工場 白井市河原子358-1 ▲
白井市 65                            株式会社土井製作所白井工場 白井市平塚2668-1   
白井市 65                            株式会社藤井製作所千葉工場 白井市中157-8 ○
白井市 65                            日化工業株式会社 白井市平塚2668-22   



白井市 71-4                          株式会社和光サービス 白井市河原子327   
白井市 71-4                          有限会社産業オイル 白井市平塚2683-14   
白井市 71-2ｲ                         株式会社生体化学研究所 白井市名内340-2   
白井市 71-2ｲ                         株式会社生体化学研究所分析センター 白井市名内1   
白井市 71-2ｲ                         株式会社生体化学研究所 白井市平塚2802-1   
白井市 71-5                          株式会社五関製作所 白井市河原子263 ○
白井市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社テクノ白井 白井市平塚２７６１－３   
白井市 92                        社団法人白井市社会福祉協議会白井市福祉ｾﾝﾀｰ 白井市清戸766-1   
白井市 71-2ｲ                         白井研究所 白井市河原子273-6 ○
白井市 65                            東豊電化工業株式会社 白井市名内360-4 ○
白井市 71                            千葉スバル自動車株式会社白井整備センター 白井市名内３３６－１１   
白井市 67                            株式会社エム・アイ・シー千葉第２工場 白井市中434-20   
白井市 70-2                          白井サービスセンター 白井市復1422-3   
白井市 71                            コスモ石油株式会社ｾﾙﾌﾋﾟｭｱ ﾍﾞﾘｰﾌｨｰﾙﾄﾞSS 白井市大山口１９２０－３   
白井市 71-3                          株式会社フジコー白井事業所 白井市折立３２－８   
白井市 71                            コスモ21白井サービスステーション 白井市冨士11-1   
白井市  1-2ｲ                         大菅養豚場 白井市復995-1   
白井市 79                            オーベクス株式会社 白井市河原子265 ○
白井市 66                            東京金属工業株式会社千葉工場 白井市河原子367番地 ○
白井市 55                            鈴木建材株式会社 白井市復1460番地   
白井市 71-4ｲ                         株式会社関東ミキシングコンクリート 白井市名内字向山318-5,9   
白井市 66-4                          白井市学校給食共同調理場 白井市復字山谷1323番15,字中山1422番8   
白井市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉白井センター 白井市河原子329-3   
白井市 65                            菊川工業株式会社 白井市中98番15号 ○
白井市 71                            セルフ洗車場ウォッシュアイランド白井 白井市冨士字南園242-4   
白井市 71                            千葉日産自動車株式会社白井店 白井市根79   
白井市  2  ｲ                         東葛食品株式会社 白井市根２３５番地１号   
富里市 72                      桜台団地 千葉県富里市久能２３８－３３   
富里市  1-2                          森澄ＳＰＦ養豚場 富里市十倉２３１４－１   
富里市  1-2ｲ                         保谷養豚場 富里市三区   
富里市  1-2ｲ                         国本養豚場 富里市中沢８９８   
富里市  1-2ｲ                         塩沢ＳＰＦ養豚場 富里市十倉２３５５   
富里市  1-2ｲ                         立川養豚場 富里市立沢５５１   
富里市  1-2ｲ                         鳴田保幸養豚場 富里市中沢１４２９－１   
富里市  1-2ｲ                         青木養豚場 富里市十倉１８５－４４０   
富里市  1-2ｲ                         森田清市養豚場 富里市十倉２８６－２   
富里市  1-2ｲ                         高橋養豚場 富里市御料   
富里市  1-2ｲ                         堀江光洋養豚場 富里市七栄６５０   
富里市  1-2ｲ                         清水俊次養豚場 富里市久能２６１   
富里市  1-2ｲ                         有限会社矢部農場 富里市七栄525-43   
富里市  1-2ﾛ                         吉田牧場 富里市根木名２３０   
富里市 10  ﾛ                         和歌山ノーキョー食品工業株式会社 千葉工場 第一 富里市立沢新田172-1 ○
富里市 66-3ｲ                         ラディソン成田 富里市七栄６５０－３５   
富里市 66-3ﾊ                         ホテルレモンツリー 富里市日吉倉1205-1   
富里市 67                            株式会社ヤマシタ千葉事業所 富里市根木名８４－３ ○
富里市 72                      ファミリータウン富里団地汚水処理場 富里市根木名８２０、８１７   
富里市 72                      南七栄区会 富里市七栄１１１，１７１他   
富里市 72                      ハニワ台ニュータウン団地 富里市十倉901   
富里市 72                      緑ヶ丘団地 富里市大和２１１   
富里市 72                      大和ニュータウン 富里市大和255-13   
富里市 72                      旭ヶ丘ニュータウン 富里市根木名324他   
富里市 72                      富里工業団地汚水処理場 富里市高野185   
富里市 72                      小松台団地管理組合 富里市日吉倉１４５１   
富里市 72                      富里南山団地 富里市中沢1513-3   
富里市 72                      富里新中沢団地 富里市新中沢486   
富里市 72                      富里南平台団地 富里市新橋７１１－１   
富里市 72                      桜台団地 富里市久能238-33   
富里市 92                        立沢ニュータウン 富里市立沢580-1   
富里市 92                        十倉台団地 富里市十倉126   
富里市 92                        県立富里高等学校 富里市七栄１８１－１   
富里市  1-2ﾛ                         江原農園 富里市十倉８１３－１   
富里市  1-2ｲ                         武井勝彦 富里市十倉６７７   
富里市  1-2ｲ                         有限会社佐々木農場 富里市十倉９４７   
富里市  1-2ｲ                         佐々木秀雄 富里市十倉６４５－４   
富里市  1-2ｲ                         佐々木謙次郎 富里市十倉６６９－１   
富里市  1-2ｲ                         田中農場 富里市十倉１９５－８   
富里市  1-2ｲ                         江原優 富里市十倉５４２－１０   
富里市  1-2ｲ                         佐々木一則 富里市御料１８７－３   
富里市  1-2ｲ                         堀井克吉 富里市中沢４２３－１   
富里市  1-2ｲ                         鈴木理人 富里市高野８６   



富里市  1-2ｲ                         篠原康弘 富里市中沢１０４９－２   
富里市  1-2ｲ                         鳴田正雄 富里市中沢１０４９－２   
富里市  1-2ﾛ                         大竹孝雄 富里市七栄４５５－２   
富里市  1-2ﾛ                         板倉幸雄 富里市根木名５３８－１，５３１，５４３   
富里市  1-2ﾛ                         秋山英一 富里市根木名８６８   
富里市  1-2ｲ                         江口幸太郎 富里市十倉６８６   
富里市  1-2                          千神農場 富里市七栄６４   
富里市  2  ｲ                         土屋真治 富里市十倉302-62   
富里市 17                            エビスヤ豆腐店 富里市十倉703-6   
富里市 17                            潟場豆腐店 富里市十倉219-2   
富里市 17                            フタミ豆腐店 富里市七栄418   
富里市 17                            丸伝食品 富里市御料763-11   
富里市 55                            多摩生コンクリート株式会社成田工場 富里市七栄649   
富里市 66-3ｲ                         春芳旅館 富里市日吉倉3-4   
富里市 66-3ﾊ                         サンパークホテル 富里市七栄569-16   
富里市 66-3ﾊ                         ホテルニューシャトー 富里市七栄525-215   
富里市 66-3ｲ                         ホテルクリスタル 富里市七栄525-205他   
富里市 66-3ﾊ                         ホテルメルヘン 富里市七栄525-219   
富里市 66-3ﾊ                         まつのき 富里市日吉倉3-17   
富里市 66-3ﾊ                         ホテルローズガーデン（テラス ブーゲンビリア） 富里市七栄525-157   
富里市 66-3ｲ                         ニューガラスの城（ホテル さくら） 富里市日吉倉1205-1   
富里市 66-3ｲ                         ホテルルサンチェ富里 富里市七栄525-294   
富里市 66-3ｲ                         ホテルバロン富里 富里市七栄525-314   
富里市 66-3ｲ                         ホテルレインボー 富里市七栄525-320   
富里市 66-6                          久能カントリー倶楽部 富里市久能721   
富里市 67                            社会福祉法人福葉会福葉苑 富里市中沢975   
富里市 67                            みのりクリーニング店 富里市七栄649-207   
富里市 67                            椎名クリーニング店 富里市御料２０４－１   

富里市 67                            
株式会社成田クリーンタオル（株式会社 第一タイムリー
成田）

富里市御料1004   

富里市 67                            斉藤クリーニング 富里市高松443-1   
富里市 67                            白星舎クリーニング 富里市新中沢157-5 ▲
富里市 67                            白清舎 富里市七栄639-58   
富里市 67                            ドライクリーニング星 富里市日吉台1-22-4   
富里市 71                            斉藤商店富里給油所 富里市七栄４８０   
富里市 71                            有限会社やまき 富里市七栄６４６－１０２   
富里市 71                            千葉トヨペット株式会社富里店 富里市七栄480-6   
富里市 92                        エアポートプラザホテル 富里市七栄651   
富里市 92                        富里中央クリニック 富里市七栄字獅子穴705-8   
富里市  5  ﾛ                         株式会社パニーデリカ 富里市十倉185-400 ▲
富里市 71                            葛飾石油株式会社富里インターSS 富里市七栄535-5   
富里市 71                            鈴木配送有限会社トラック洗車場 富里市御料872-2   
富里市 71                            エッソ石油富里給油所 富里市七栄130-18他   
富里市 71                            コスモ石油富里七栄S.S 富里市七栄427-4   
富里市 71                            有限会社石澤モータース 富里市十倉307-1   
富里市 71                            洗車CLUB富里店 富里市七栄440-3   
富里市  1-2ﾛ                         板倉幸雄 富里市根木名686   
富里市  3  ｲ                         太海株式会社富里工場 富里市美沢6-12   
富里市 66-5                          株式会社アイコーメディカル 富里市美沢８－８   
富里市 68                            株式会社ゼネラルフォト 富里市七栄770   
富里市 66-3ﾊ                         ホテルプラスアルファ富里店（ザ バレ） 富里市七栄525-262   
富里市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社U-CAR富里インター店 富里市七栄535   
富里市 66-5                          富士総合食品株式会社富里臨空工場 富里市美沢6-7,6-8及び6-9の一部   
富里市 16                            株式会社ニッセーデリカ千葉工場 富里市日吉倉1422-1   
富里市 71-2ｲ                         株式会社アルバック千葉超材料研究所 富里市美沢10番2 ○
富里市  1-2ｲ                         原養豚場 富里市中沢790   
富里市 66-3ｲ                         ハイツまつのき 富里市日吉倉6-14他   
富里市 65                            山老商店 富里市七栄１８３－６   

富里市  1-2ﾊ                         乗馬クラブクレイン千葉富里
富里市七栄字獅子穴650-198他4筆根木名字松作882-1
の一部他6筆

  

富里市 63  ﾎ                         株式会社アルバック千葉富里工場 富里市美沢10-1 ○
富里市 66-4                          富里市学校給食センター 富里市御料1092-3   
富里市 10  ﾛ                         和歌山ノーキョー食品工業株式会社 千葉工場 第二 富里市高野700-1 ○
富里市 66-3ﾊ                         東都国際株式会社（Karindooホテル東京） 富里市日吉倉36-8、37-1   
富里市 71                            出光リテール販売株式会社富里店 富里市七栄５２５－２４   
富里市 71                            千葉スバル株式会社成田店 富里市七栄525-1   
酒々井町 68-2ｲ                         千葉しすい病院 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1035番地   
酒々井町 10  ﾆ                         株式会社飯沼本家 印旛郡酒々井町馬橋106   
酒々井町  5                            山下産業株式会社 印旛郡酒々井町酒々井888   
酒々井町  5                            飯沼醤油製造所 印旛郡酒々井町馬橋527   



酒々井町 55                            船橋レミコン株式会社北千葉工場 印旛郡酒々井町尾上67-1   
酒々井町 66-3ﾊ                         ホテルニュー成田 印旛郡酒々井町伊篠154-43   
酒々井町 67                            日栄クリーニング店 印旛郡酒々井町中川339   
酒々井町 67                            安田クリーニング店 印旛郡酒々井町馬橋579-1   
酒々井町 71                            京成電鉄株式会社車両部検車課宗吾検車区 印旛郡酒々井町上岩橋   
酒々井町 71                            共同石油酒々井サービスステーション 印旛郡酒々井町伊篠５０４－2   
酒々井町 71                            東洋国際石油株式会社酒々井給油所 印旛郡酒々井町尾上１２５－６   
酒々井町 71                            モービル石油酒々井給油所 印旛郡酒々井町下台191-4   
酒々井町 71                            葛飾石油株式会社51号成田給油所 印旛郡酒々井町篠山新田2-10   
酒々井町 67                            サンドライクリ－ニング 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-85   
酒々井町 67                            つちやクリーニング（長谷川クリーニング） 印旛郡酒々井町上本佐倉1-2   
酒々井町  1-2ﾛ                         大川牧場 印旛郡酒々井町酒々井368-2 369-3､-4   
酒々井町 71                            クリーンプラザ酒々井 印旛郡酒々井町酒々井1307-3   
酒々井町 71                            株式会社ホンダカーズ千葉酒々井店 印旛郡酒々井町伊篠124-6   
酒々井町 71-3                          酒々井リサイクル文化センター 印旛郡酒々井町墨1506   
酒々井町 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社酒々井店 印旛郡酒々井町上本佐倉177-2   
酒々井町 70-2                          南関東日野自動車株式会社成田支店 印旛郡酒々井町伊篠97-1 ▲
酒々井町 67                            株式会社ヤマシタTR千葉事業所酒々井工場 印旛郡酒々井町飯積1丁目1-8   

酒々井町 71                            
全国農業協同組合連合会 南関東石油事業所 JA成田市
NACS酒々井

印旛郡酒々井町中川104-2   

栄町  1-2ｲ                         浮島貫二
印旛郡栄町須賀１９４２（R3.2.26宛所不明で郵便不
達）

  

栄町  1-2ｲ                         成毛利夫 印旛郡栄町須賀１９９６   
栄町  1-2ｲ                         浮島昇 印旛郡栄町須賀16   
栄町 72                      印西地区衛生組合衛生センター 印旛郡栄町須賀1997-27   
栄町  2  ﾛ                         よつ葉乳業株式会社東京工場 印旛郡栄町矢口神明1-6-1 ○
栄町  5  ｲ                         泰上醤油株式会社 印旛郡栄町安食卜杭新田947   
栄町 17                            畑豆腐店 印旛郡栄町安食2834（R3.2.26宛所不明で郵便不達）   
栄町 17                            有限会社大野豆腐店 印旛郡栄町安食3584-1   
栄町 55                            内山北総レミコン株式会社 印旛郡栄町西650-6   
栄町 66-3ｲ                         常盤屋旅館 印旛郡栄町安食官堤37-2   
栄町 71                            三菱石油株式会社竜角寺給油所 印旛郡栄町竜角寺888-1   
栄町  3  ﾎ                         株式会社紀文食品 新千葉工場 印旛郡栄町矢口神明2-1-1   
栄町 73                            栄町終末処理場 印旛郡栄町須賀2000-1   
栄町 61  ﾊ                         株式会社シルド成田工場 印旛郡栄町矢口神明4-13-1   
栄町  1-2ｲ                         加藤牧場 印旛郡栄町須賀1981   
栄町  5  ﾛ                         日本食研製造株式会社 千葉工場 栄町矢口神明３丁目１番地   
香取市  1-2ｲ                         株式会社 ナルケ 香取市大倉２０３７   
香取市  1-2ｲ                         宮本源之丞 香取市大島１１９４   
香取市 10                            東薫酒造（株） 香取市佐原イ６２７   
香取市 10  ｲ                         馬場本店 香取市佐原イ６１４   
香取市  8                            （資）北川商店 香取市牧野２０３４   
香取市 16                            （有）沼田製麺工場 香取市佐原イ１７３２   
香取市 71                            長島石油（株）佐原給油所 香取市佐原ロ２１２２－１０   
香取市 16                            （資）石井商店 香取市佐原イ４１４７   
香取市  8                            柿原祖一 香取市牧原イ１７３２   
香取市  4  ｲ                         青柳食品（株） 香取市与倉７３－２   
香取市 72                      千葉県立佐原病院 香取市佐原イ２２８５   
香取市  2  ｲ                         二葉園 香取市佐原イ５９３   
香取市  3  ｲ                         上総屋商店 香取市佐原イ１８２   
香取市  3  ｲ                         上総屋分店 香取市佐原ロ2116   
香取市  3  ｲ                         麻生屋支店 香取市佐原ロ２１２７   
香取市  3  ｲ                         （株）正上 香取市佐原イ３４０６   
香取市  3  ｲ                         出沼商店 香取市佐原イ４４４   
香取市  3  ｲ                         麻生屋本店 香取市佐原イ４１４９   
香取市  3  ｲ                         鮒彦 香取市佐原イ４９６   
香取市  3  ｲ                         不二よし 香取市佐原イ８８   
香取市  4  ｲ                         岩瀬漬物店 香取市佐原イ１９５８   
香取市  9                            宮田せんべい店 香取市佐原イ３８６２   
香取市  9                            大山米菓工場 香取市佐原イ１９７３   
香取市  9                            （有）根本商店 香取市佐原イ５６１   
香取市  9                            宮中米菓工場 香取市佐原イ８１１   
香取市  9                            鶴屋米菓産業 香取市佐原４１４９   
香取市 17                            （資）日野屋商店 香取市佐原イ８０３   
香取市 17                            福田屋豆腐店 香取市佐原イ１６３３   
香取市 17                            福岡豆腐店 香取市佐原イ１２９５   
香取市 17                            江口豆腐店 香取市佐原イ５６１   
香取市 17                            北見豆腐店 香取市佐原イ７０１   
香取市 17                            池田屋 香取市佐原イ４５４   
香取市 17                            角田豆腐店 香取市佐原イ３２１８   



香取市 17                            小倉豆腐店 香取市佐原イ１９５４   
香取市 17                            高砂屋豆腐店 香取市佐原イ２８０１   
香取市 17                            五十嵐豆腐店 香取市吉原４６１   
香取市 17                            笹屋豆腐店 香取市香取１７６２－１   
香取市 17                            原豆腐店 香取市佐原イ１１８５   
香取市 17                            高木豆腐店 香取市津宮８０６   
香取市 17                            高砂屋 香取市佐原イ３４７３－１   
香取市 17                            丸山豆腐店 香取市笄島４７７０   
香取市 17                            渡辺豆腐店 香取市佐原ホ４６６   
香取市 17                            島田屋豆腐店 香取市佐原イ３３１６   
香取市 17                            玉井豆腐店 香取市下小野１９６－３   
香取市  1-2ｲ                         宮本勝男 香取市大島利根通１９６３   
香取市 54  ﾊ                         中寅商店 下川岸工場 香取市佐原ロ２１２２   
香取市 54  ﾊ                         石澤建材株式会社 香取市佐原イ２１６   
香取市 54  ﾊ                         利根建材工業（有）本社工場 香取市佐原イ４２１５   
香取市 54  ﾊ                         利根建材工業（有）上谷津工場 香取市大根１６８５   
香取市 54  ﾊ                         （有）城之内商店 香取市佐原イ４１４８   
香取市 54  ﾊ                         佐原生コン（株） 香取市与倉８８１   
香取市 54  ﾊ                         南日コンクリート（株）佐原工場 香取市堀之内１５７   
香取市 54  ﾛ                         北村ｺﾝｸﾘ-ﾄ工業(株) 香取市多田2065   
香取市  1-2ｲ                         畔蒜恭治 香取市下小野１２４   
香取市  2  ｲ                         椎名ブロイラー 香取市森戸４２１   
香取市  1-2ｲ                         名古屋正治 香取市九美上１０５   
香取市  1-2ｲ                         石毛松雄 香取市九美上１３５   
香取市  1-2ｲ                         高橋門 香取市九美上１２５   
香取市  1-2ｲ                         玉井徳行 香取市九美上４５   
香取市  1-2ｲ                         大竹章五 香取市川尻１１９   
香取市  1-2ｲ                         秋葉安利 香取市九美上９１   
香取市  1-2ｲ                         岸本五郎 香取市九美上７９   
香取市  1-2ｲ                         宮本興一 香取市八筋川甲２００２   
香取市  1-2ｲ                         高須克己 香取市大島５７１   
香取市  5  ｲ                         野口食品工業 香取市佐原イ１７２３   
香取市  1-2ｲ                         香取泰明 香取市多田２４０１   
香取市  1-2ｲ                         玉井正浩 香取市下小野１１３８   
香取市  1-2ｲ                         高岡勝明 香取市下小野１１６３   
香取市  1-2ｲ                         宮本豊 香取市本津甲６８９   
香取市  1-2ﾛ                         畔蒜源 香取市下小野１１５６   
香取市  1-2ｲ                         玉井養豚場 香取市下小野１３５   
香取市  1-2ｲ                         藤崎不二雄 香取市下小野１３０－３   
香取市  1-2ｲ                         藤崎養豚舎 香取市下小野８４   
香取市 67                            高橋クリーニング店 香取市堀之内１６５１   
香取市 66-3ｲ                         入船旅館 香取市佐原イ１７６   
香取市 66-3ｲ                         川村旅館 香取市佐原イ４９３   
香取市 66-3ｲ                         笹川屋旅館 香取市香取１６５９   
香取市 66-3ｲ                         ことぶき旅館 香取市佐原ホ１２１１   
香取市 66-3ｲ                         木の下旅館 香取市佐原イ４９８   
香取市 66-3ｲ                         パレス大藤 香取市佐原１００４   
香取市 66-3ｲ                         美松旅館 香取市佐原イ６０３   
香取市 66-3ｲ                         水楽荘 香取市扇島３０３   
香取市 66-3ｲ                         （有）一蘭荘 香取市佐原イ３８３９   
香取市 66-3ｲ                         佐久間旅館 香取市佐原イ５０９   
香取市 66-3ｲ                         鈴木屋旅館 香取市佐原イ１９５６   
香取市 66-3ｲ                         モーテル新静 ハニーレモン 香取市観音９８５－２   
香取市 66-3ｲ                         ホテル蝶 香取市大崎１６５７   
香取市 67                            永澤クリーニング店 香取市佐原ロ２１２７－７   
香取市 67                            （有）洗匠たくみ 香取市佐原ロ２１２９   
香取市 71                            秋葉石油 香取市佐原ホ１１５９   
香取市  1-2ﾛ                         平野茂男 香取市大崎２３１－１   
香取市  1-2ｲ                         平野豊 香取市長島１６１９   
香取市  1-2ｲ                         鎌形幸雄 香取市九美上１１３   
香取市  1-2ｲ                         飯田盛悦 香取市加藤洲１０７７   
香取市 72                      香取市香北地区浄化施設（生活） 香取市三島1210-1   
香取市  3  ｲ                         （株）カトキチフーズ 香取市牧野３３０１－１   
香取市 66-3ｲ                         ホテルナイト 香取市鳥羽４１５－６   
香取市 72                      みずほ台団地汚水処理施設 香取市みずほ台２丁目１１６０番地１   
香取市 67                            ミトヤクリーニング 香取市佐原イ１３８２－１   
香取市 66-3ｲ                         ホテルホクエー 香取市緑岸イ２４４－１   
香取市 66-3ｲ                         ホテルウィング 香取市観音９８０   
香取市  3  ｲ                         （有）マルコー食品 香取市寺内８０７   
香取市 72                      東関東自動車道佐原Ｐ・Ａ休憩施設 香取市大倉２８－２   



香取市 72                      潮来富士屋ホテル別館 香取市扇島１２２３－８   
香取市 66-4                          佐原市学校給食センター 香取市佐原イ１８００   
香取市  1-2ｲ                         高須 寿 香取市大島５７１   
香取市  1-2ｲ                         篠塚文吉 香取市大倉１８０８－７   
香取市  1-2ｲ                         高橋 健 香取市大島４８５，２０６０－４，２０１９   
香取市  1-2ｲ                         篠塚徳治 香取市大倉中郷１８０４   
香取市 66-3ｲ                         ホテルギャラクシー 香取市観音字大割９７９   
香取市 60                            （株）資源開発センター 香取市伊地山２０６   
香取市  1-2ｲ                         本矢作ファーム 香取市本矢作２８３   
香取市 67                            （有）色川商会 香取市佐原イ－４６８   
香取市 67                            藤田クリーニング店 香取市佐原イ－７８９－７   
香取市 67                            石毛クリーニング 香取市佐原イ－３３７０   
香取市 67                            榊クリーニング店 香取市佐原ホ－７６９   
香取市 67                            久保木クリーニング店 香取市佐原イ－５２９   
香取市 67                            伊藤クリーニング店 香取市佐原イ－３３９０－５   
香取市 67                            岡田クリーニング店 香取市佐原イ－５４５   
香取市 67                            高橋クリーニング店 香取市堀之内１６５２   
香取市 67                            萩原クリーニング店 香取市大戸川２７   
香取市 67                            利根クリーニング 香取市扇島１１２６－１   
香取市 67                            興倉ランドリー 香取市与倉７７８－３   
香取市 10  ｲ                         京屋産業（株）佐原工場 香取市大根字木戸脇６１７－５   
香取市 72                      し尿処理場 香取市牧野２７８８－１   
香取市 67                            プリンスクリーニング 香取市牧野５６－１   
香取市 55                            （株）太陽健商 香取市観音１６９   
香取市 66-3ｲ                         ホテルシャトー原宿 香取市多田２５２０－１   
香取市 66-3ｲ                         ホテルサンライズ 香取市鳥羽１４４０－１   
香取市 66-3ｲ                         沙奈美 香取市大崎１６６３－１   
香取市  1-2ｲ                         香取義己 香取市山之辺１１０７   
香取市  1-2ｲ                         香取一郎 香取市大倉４３５５   
香取市  1-2ｲ                         小林信一 香取市昭和町い126   
香取市  1-2ｲ                         成毛憲司 香取市大倉１９９６   
香取市 92                        大利根博物館 香取市扇島１８３７－１   
香取市 66-3ｲ                         モータリストホテル５１号 香取市鳥羽４１５－６   
香取市 71                            シャワ－アイランド 香取市香取字道口1031-1   
香取市  1-2ﾛ                         畠中牧場 香取市下小野字遠窪148､147   
香取市 71                            千葉ﾄﾖﾀ自動車(株)佐原営業所 香取市与倉787-1   
香取市 67                            ﾊﾔｼ商会 香取市新市場733   
香取市 71                            (有)今井商店 香取市佐原ホ１１５９   
香取市 71                            ｶｰｸﾘｰﾝﾂﾊﾞｷ 香取市玉造2-8-1   
香取市  1-2ｲ                         桜井養豚場 香取市福田528-10   
香取市 66-3ｲ                         ビジネスホテル朋泉 香取市佐原ホ1199   
香取市 71-2ｲ                         千葉県農林総合研究センター 北総園芸研究所 香取市大根１２９５   
香取市 73                            佐原浄化センター 香取市佐原ｲ-3746-1   
香取市 68                            (株)千葉富士カラー佐原支店 香取市佐原ｲ450ｰ3   
香取市 71-3                          伊地山クリーンセンター 香取市伊地山665-2   
香取市  2  ｲ                         丸トポートリー食品株式会社 関東支店 香取市大倉5708-2   
香取市  2  ｲ                         椎名商店 香取市森戸421   
香取市 71                            トヨタカローラ千葉㈱佐原店 香取市佐原ホ１２０４－１   
香取市 71                            ネッツトヨタ千葉（株）佐原店 香取市山之辺１－４   
香取市 74                        香取市香北地区浄化施設（畜産） 香取市三島１２１０－１   
香取市 71-2ｲ                         株式会社江東微生物研究所東関東支社 香取市吉原４２０－１   
香取市  1-2ﾛ                         佐藤 功 香取市長岡１１１４   
香取市 10                            鎌形三四郎 香取市長岡１６９５   
香取市 17                            吉野豆腐店 香取市山倉６７６   
香取市 17                            株式会社利根食品 香取市府馬２８３３－２   
香取市  2  ｲ                         香取酪農々業協同組合 香取市米野井５１   
香取市  5  ｲ                         カネシチ醤油（資） 香取市桐谷２９０   
香取市 17                            秋山豆腐店 香取市山倉８４１   
香取市 17                            木内豆腐店 香取市神生３６０   
香取市 17                            小松屋商店 香取市竹之内６０１   
香取市 17                            林豆腐ヤ 香取市田部１９５７   
香取市  1-2ｲ                         石毛久子 香取市小川３１   
香取市  1-2ｲ                         石毛 茂 香取市桐谷６１１－２   
香取市  1-2ｲ                         林 輝夫 香取市小川３３７－１   
香取市  1-2ｲ                         農事組合法人大権農場大角農場 香取市大角１６６３   
香取市  1-2ｲ                         高木俶夫 香取市府馬４４７５   
香取市  1-2ｲ                         成毛行雄 香取市米野井６０３   
香取市  1-2ｲ                         戸田 勇 香取市米野井７   
香取市  1-2ｲ                         秋葉市太郎 香取市府馬２５２４   
香取市  1-2ｲ                         竹内 金秋 香取市新里９１７   



香取市  1-2ｲ                         越川養豚場 香取市府馬４８５８   
香取市  1-2ｲ                         香取誠寿 香取市府馬２３８３   
香取市  1-2ｲ                         本城康良 香取市長岡1708-2   
香取市  1-2ｲ                         安原農場 香取市長岡１２７８   
香取市  1-2ｲ                         農事組合法人大権農場仁良農場 香取市仁良１１８５   
香取市  1-2ｲ                         木内康夫 香取市桐谷４７７   
香取市  1-2ｲ                         林種豚場 香取市小川３３２－３   
香取市  1-2ｲ                         長嶋良一 香取市新里１９３７   
香取市  1-2ｲ                         竹蓋養豚場 香取市神生１２９６   
香取市  1-2ｲ                         前田種豚場 香取市長岡１０２５－２   
香取市  1-2ｲ                         八木養豚場 香取市山倉１３３６－３３   
香取市  1-2ｲ                         平野養豚場 香取市川上６２６   
香取市  1-2ｲ                         竹蓋誠一郎 香取市神生２３４   
香取市  1-2ｲ                         菅谷養豚場 香取市志高３７４   
香取市  1-2ｲ                         高梨養豚場 香取市志高２４９   
香取市  1-2ｲ                         菅谷養豚場 香取市志高１４０   
香取市  1-2ｲ                         竹蓋養豚場 香取市神生１３６１   
香取市  1-2ｲ                         多田 哲 香取市山倉１８８６－２   
香取市  1-2ｲ                         黒津又右エ門 香取市神生庚甲塚１２９６   
香取市 66-3ｲ                         若松屋 香取市山倉２３４６   
香取市 66-3ｲ                         吉野屋 香取市山倉１９３８   
香取市 66-3ｲ                         山田屋 香取市府馬２８２３   
香取市  1-2ｲ                         細根養豚場 香取市長岡７９２－４   
香取市  1-2ﾛ                         遠藤牧場 香取市志高赤羽３６７   
香取市  1-2ｲ                         木内幸雄 香取市鳩山１９９－２   
香取市  1-2ﾛ                         遠藤芳宏 香取市志高２２８－２   
香取市  1-2ﾛ                         都祭栄一 香取市新里１６１０   
香取市 66-3ｲ                         ダイナシティゴルフ倶楽部成田コース 香取市山倉字関ノ台２６２８－４   
香取市  1-2ｲ                         ㈲ブライトピック第二農場 香取市新里１８７９－９   
香取市  1-2ｲ                         農事組合法人大権農場第一農場 香取市新里２０４４   
香取市 66-6                          成田スプリングス 香取市山倉１３６７   
香取市  1-2ｲ                         （農）大権農場第２農場 香取市大角１６６３   
香取市  1-2ｲ                         木内牧場 香取市桐谷７９７－９   
香取市 66-3ｲ                         高須 敏子 香取市府馬２８１２   
香取市  1-2ｲ                         ㈲ブライトピック第一農場 香取市桐谷１０７７   
香取市  1-2ﾛ                         磯部浩久 香取市志高148-1   
香取市  1-2ｲ                         菅谷昭二郎 香取市府馬4854   
香取市  1-2ﾛ                         宮崎正明 香取市米野井263､419-1   
香取市  1-2ﾛ                         木内憲一 香取市鳩山403-2   
香取市  1-2ｲ                         高木久之 香取市高野980   
香取市  1-2ｲ                         大権農場子豚育成場 香取市新里1961-2   
香取市  1-2ｲ                         野平博 香取市高野438   
香取市  1-2ｲ                         高野庸輔 香取市高野306   
香取市  1-2ｲ                         遠藤操 香取市志高568   
香取市  1-2ﾛ                         佐藤功牧場 香取市大角1798   
香取市 72                      黒部川右岸地区浄化施設 香取市川上1282番地１   
香取市  1-2ｲ                         遠藤 清 香取市岩部１９５４－４   
香取市  1-2ｲ                         小倉高之 香取市沢１７７２   
香取市  2  ｲ                         興真乳業（株）栗源集乳所 香取市岩部１１７６   
香取市 17                            橋本屋 香取市岩部４９５   
香取市  1-2ｲ                         栗源町農業協同組合放飼養豚実験施設 香取市高萩２６１   
香取市 17                            高橋豆腐店 香取市沢１０３０   
香取市  1-2ｲ                         斉木又八郎 香取市岩部８６９－４２   
香取市  1-2ｲ                         堀越勘治 香取市助沢６５０－６   
香取市  1-2ｲ                         佐藤幸子 香取市荒北９４３   
香取市  1-2ｲ                         高橋養豚場 香取市荒北６６２－２，６６４－２   
香取市  1-2ｲ                         斉木成彬 香取市岩部８６９－３８   
香取市  1-2ｲ                         菅谷武雄 香取市高萩１６２６   
香取市  1-2ｲ                         内田一雄 香取市高萩４６５   
香取市  1-2ｲ                         根本 進 香取市高萩３４３－３   
香取市  1-2ｲ                         伊藤重雄 香取市高萩１６４９－３   
香取市  1-2ｲ                         宇野 厳 香取市高萩１６５４－２４   
香取市  1-2ｲ                         松田養豚場 香取市荒北１２２７   
香取市  1-2ｲ                         斉木養豚場 香取市岩部８６９－６   
香取市  1-2ｲ                         石橋畜産 香取市高萩９４１   
香取市  1-2ｲ                         菅澤養豚場 香取市岩部１７９－４   
香取市 66-3ｲ                         浅黄旅館 香取市岩部５２４   
香取市  1-2ｲ                         平野泰明 香取市高萩１５０８   
香取市  1-2ﾛ                         斉藤牧場 香取市西田部６７１－１   
香取市  1-2ﾛ                         高橋 清 香取市沢２６３５   



香取市  1-2ｲ                         角田義治 香取市高萩１０７２   
香取市  1-2ｲ                         小林平太郎 香取市高萩１６３５－２   
香取市  1-2ｲ                         木村勝幸 香取市高萩１６４７－８１   
香取市  1-2ｲ                         青柳 茂 香取市高萩１６５５－２０１   
香取市  1-2ｲ                         小島正夫 香取市高萩１－１０   
香取市  1-2ｲ                         宇野重光 香取市高萩４８３   
香取市  1-2ｲ                         青柳耕一 香取市高萩１６５５   
香取市  1-2ｲ                         畔蒜久雄 香取市岩部竹の台２５１－１   
香取市  1-2ｲ                         斉木佐吉 香取市岩部前野８６９－１２５   
香取市  1-2ｲ                         伊藤 幹 香取市高萩２－２   
香取市  1-2ｲ                         小川 渉 香取市岩部７２０   
香取市  1-2ｲ                         須賀畜産 香取市高萩中峯１５５４－２   
香取市 66                            ｼﾞｪｲﾌｨﾙﾑ㈱成田工場 香取市岩部１７９－９３ ○
香取市  2  ｲ                         農事組合法人大権農場 香取市高萩上台１２６３－２   
香取市 67                            高木クリーニング店 香取市岩部１２０３－３   
香取市  1-2ｲ                         長田畜産 香取市高萩３４３－３   
香取市  2  ﾛ                         キユーピータマゴ（株）栗源工場 香取市岩部字大関1804-1   
香取市 11  ｲ                         (株)ｴﾝｼﾞｪﾙ獣畜化製処理ｾﾝﾀ- 香取市高萩1575-67   
香取市  2  ｲ                         株式会社食と環境 栗源ハム工場 香取市高萩１－３１   
香取市 11  ｲ                         王冠産業有限会社 香取市高萩１５７５－５３   
香取市 10  ｲ                         澤泉酒造（株） 香取市岩部６８７   
香取市 60                            総葉工業(株) 香取市岩部８７５－２   
香取市 72                      栗源病院 香取市助沢８３２－１   
香取市  1-2ｲ                         細野清作 香取市久保１１７８   
香取市 10  ｲ                         福迎酒造（株） 香取市八日市場９７２   
香取市 10  ｲ                         （株）飯田本店 香取市小見川１７８－２   
香取市  2  ｲ                         小見川牛乳弘養舎 香取市羽根川６８   
香取市  8                            根本製餡所 香取市小見川１９８   
香取市  5  ﾛ                         ちば醤油（株）本社工場 香取市木内１２０８   
香取市  5  ｲ                         （株）金親商店 香取市小見川１２３   
香取市 54  ﾊ                         鎌形建材（株） 香取市小見川１２３６－１   
香取市  4  ｲ                         山中本店 香取市小見川２９５   
香取市  9                            （株）稲葉食品 香取市虫幡１－６２   
香取市  9                            高岡米菓 香取市富田８６９   
香取市 12  ｲ                         木内製油所 香取市小見川５２９   
香取市 17                            木村豆腐店 香取市虫幡１２５０   
香取市 17                            宮崎豆腐店 香取市小見川１３０６   
香取市 17                            篠塚豆腐店 香取市三の分目２４６   
香取市 17                            浅田豆腐店 香取市小見川２７５   
香取市 17                            高安豆腐店 香取市野田１９８   
香取市 54  ﾊ                         （資）山本コンクリート工業小見川事業所 香取市木内１１８１－１   
香取市 71                            片野商店 香取市三の分目２０３   
香取市 54  ﾊ                         （株）皆川建設 香取市小見川９３   
香取市 54  ﾊ                         高木ブロック 香取市五郷内１７６０   
香取市 54                            白鳥石材 香取市虫幡２１４   
香取市  1-2ｲ                         東孝三 香取市岡飯田３７０   
香取市  1-2ｲ                         高木 進 香取市阿玉台２８４   
香取市  1-2ｲ                         篠塚 等 香取市木内平六７７   
香取市  1-2ｲ                         諏訪養豚場 香取市八本４６８－２   
香取市  1-2ｲ                         吉常ピックセンター 香取市南原地新田６４２   
香取市  1-2ｲ                         宮崎種豚場 香取市阿玉台８３１   
香取市  1-2ｲ                         ＳＰＦモデル 小見川町農協 香取市増田１０５   
香取市  1-2ｲ                         西山種豚場 香取市油田４７５－３   
香取市  1-2ｲ                         伊藤養豚場 香取市竜谷２４８－５   
香取市  1-2ｲ                         内山富美教 香取市分郷356   
香取市 66-3ｲ                         丸山旅館 香取市小見川４７   
香取市 66-3ｲ                         島村旅館 香取市小見川１２８１   
香取市 66-3ｲ                         油屋 香取市小見川５７４   
香取市  1-2ｲ                         （有）伊藤農場 香取市虫幡１２６９   
香取市  1-2ｲ                         篠塚重勝 香取市富田424   
香取市  1-2ｲ                         佐藤養豚場 香取市富田４６３８   
香取市 55                            嘉幡建材（株）生コン工場 香取市虫幡１６９６   
香取市 66-3ｲ                         かまはる 香取市小見川１２７９   
香取市 17                            高岡豆腐店 香取市富田９６４   
香取市  1-2ｲ                         宮崎昌樹 香取市山川字羽黒内６０   
香取市 71                            千葉交通（株）小見川出張所 香取市殿原小路１５９４－１   
香取市  1-2ｲ                         向後 勇 香取市分郷２３－１，２４－１，２５－１   
香取市  1-2ｲ                         （農）小見川種豚センター 香取市虫幡１６１８－１   
香取市 66-3ｲ                         ホテルシヨン 香取市小見川字道ノ下６８４－１，２   
香取市 67                            小見川ランドリー 香取市小見川２７   



香取市 67                            須田クリーニング 香取市小見川２７０   
香取市 67                            三河屋クリーニング支店 香取市小見川８５６   
香取市 67                            三河屋クリーニング本店 香取市小見川９４   
香取市 67                            三河屋クリーニング店 香取市小見川５７０   
香取市  2  ｲ                         （株）須田産業 香取市野田３１５   
香取市 67                            株式会社アールシー 香取市八日市場９２１－２ ○
香取市  1-2ｲ                         小堀屋畜産 香取市上小堀１－１３２   
香取市 67                            日下部クリーニング 香取市油田781-2   
香取市 66-3ｲ                         ホテルぼくんち 香取市増田字八重籠谷６５４－７   
香取市  1-2ｲ                         小林畜産 香取市上小堀１－７   
香取市 66-6                          香取カントリークラブ 香取市織幡１１２８   
香取市  1-2ｲ                         木内貞一郎 香取市増田46-2   
香取市  1-2ｲ                         木内貞一郎 香取市増田442   
香取市  1-2ｲ                         諏訪富良 香取市白井柏場939   
香取市 66-3ｲ                         千葉県立水郷小見川少年自然の家 香取市小見川字八丁面5249-1   
香取市 71                            トヨタカローラ千葉（株） 小見川営業所 香取市八日市場９７－１   
香取市 11                            坂本飼料株式会社 香取工場 香取市木内１１８２－５   
香取市 72                      岡飯田地区浄化施設 香取市布野２８９   
香取市 16                            （資）鶴島商店 香取市小見川４２８   
香取市 55                            常総ｺﾝｸﾘｰﾄ (株) 香取工場 香取市木内1243   
香取市  2  ﾛ                         弘養舎小見川牛乳処理工場 香取市羽根川68   
香取市 71-4                          ﾁﾊﾞﾃﾞﾝ･ﾏｲﾃｨ株式会社 香取市鳩山ﾊﾈｶﾜ723-1   
香取市  1-2ｲ                         有限会社サンライズ 香取市高野６７７   
香取市 73                            小見川浄化センター 香取市阿玉川番外８４４－１   
香取市 64-2ｲ                         城山第２浄水場 香取市小見川4854-1   
香取市 72                      新福寺地区浄化施設 香取市上小堀２１２８－６   
香取市  2  ｲ                         菅谷商店 香取市府馬1791   
香取市  4  ｲ                         （有）和郷 香取市新里１０３１－１   
香取市 74                        山田ブロック浄化処理施設 香取市新里１７４４   
香取市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 佐原店 香取市与倉787-1   
香取市  1-2ｲ                         鳩山第２農場 香取市鳩山ハネカワ199-2   
香取市 71                            コスモ石油販売㈱ セルフピュア香取木内 香取市木内１号区－９０－１   
香取市 71                            株式会社なかじま 香取市川頭126   
香取市  1-2ｲ                         ㈲伊とう輝 香取市観音650   
香取市  1-2ｲ                         竹内 隆夫 香取市新里917   
香取市 11  ｲ                         ㈱和郷 リサイクルセンター 香取市新里2316-2, 香取市新里98-2   
香取市 60                            返田山砂採取場 香取市返田字浅間377番 ほか51筆   
香取市 60                            有限会社 京北資材 香取市九美上26-5   
香取市 60                            三信建設株式会社 毛成事業所 香取郡神崎町毛成744-1他4筆   
香取市 66-4                          香取市学校給食センター 第一調理場 香取市小見川5215番地   
香取市  1-2ﾊ                         エスティホースパーク 香取市小見川字ハノ部4813番の一部 外3筆   
香取市  1-2ｲ                         サンライズ豚舎 香取市岡飯田1018   
香取市  1-2ｲ                         三浦祥正 香取市神生1217   
香取市 71                            太陽鉱油株式会社 大栄インターSS 香取市観音字下割952   
香取市 79                            三英化学株式会社 小見川工場 香取市上小堀1578-46 ○
香取市 10  ﾆ                         キンキサイン株式会社 千葉工場 香取市与倉812-7   
香取市 60                            株式会社ＹＡＳＵ 大倉砂利採取場 香取市大倉字藤株台2230-14外17筆   
香取市 60                            石津建材株式会社 香取市大根字つるまき583番地   
香取市 65                            株式会社 大東製作所 小見川工場 香取市小見川2097番3   
香取市 71                            株式会社 小見川自動車整備センター 香取市阿玉川11-1   
香取市  3  ｲ                         大栄フーズ株式会社 千葉香取工場 香取市小見川2170-1   
香取市 92                        水郷佐原水生植物園 香取市扇島1837番地2   
香取市 60                            エバーグリーン プラント用地 香取市伊地山字石塔前21-1他1筆   
香取市  1-2ｲ                         （有）ジェリービーンズ 香取農場第一 香取市神生1217   
香取市 74                       株式会社千葉ピッグ 香取市新里1743   
香取市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社 佐原店 香取市山之辺1472-2   
香取市 17                            斉藤豆腐店 千葉県香取郡多古町島1983   
香取市 74                        与倉汚水処理施設 香取市与倉812-17   
香取市 60                            株式会社 新晃千葉支店 千葉県香取市岩部875-22   
香取市 66-3ﾊ                         ホテルサンマリノ 千葉県香取市増田字八重篭谷654-2   
香取市 66-3ﾊ                         (仮)ホテルロビンフッド 千葉県香取市大字富田字大和台4621-1   
香取市 66-3ﾊ                         (仮)ホテルブローニュ 千葉県香取市大字富田字大和台4621-1   
香取市 66-3ﾊ                         ホテルルイ 千葉県香取市増田字八重篭谷654-7   
香取市 17                            高岡豆腐店 香取市富田1385   
香取市 66-4                          東庄町学校給食センター 千葉県香取郡東庄町青馬1752番地1   
香取市 66-3ｲ                         Re（旅館業簡易宿泊所） 香取郡多古町島2361   
香取市  1-2ｲ                         多古第4農場 多古町染井981-1   
香取市  1-2ﾛ                         小澤牧場 香取郡多古町十余三385-998   
神崎町  5  ｲ                         フジハシ醤油（株） 香取郡神崎町神崎神宿６７６   
神崎町  5  ｲ                         ヤマウ醤油 香取郡神崎町神崎本宿１９７４   



神崎町  9                            （資）石井食品工業 香取郡神崎町神崎本宿２９８   
神崎町  9                            小川萬吉 香取郡神崎町神崎本宿７３   
神崎町 17                            石橋豆腐店 香取郡神崎町並木６３０－３   
神崎町 17                            池上豆腐店 香取郡神崎町神崎本宿２０８０   
神崎町 17                            石橋商店 香取郡神崎町大貫９７７   
神崎町 10  ﾊ                         鍋店（株）神崎工場 香取郡神崎町神崎本宿１９１６   
神崎町 10  ｲ                         （株）寺田本家 香取郡神崎町神崎本宿１９６４   
神崎町  1-2ﾛ                         木内俊雄 香取郡神崎町神崎本宿２１６１－４０   
神崎町  1-2ｲ                         荒井完治 香取郡神崎町大貫１３１９   
神崎町 17                            （有）関川商店 香取郡神崎町神崎本宿２０５３   
神崎町 72                      成田成城台 香取郡神崎町郡1732-50,1733-9   
神崎町 67                            郡司クリーニング店 香取郡神崎町神崎本宿２０８３－１   
神崎町  5  ｲ                         鈴木 キヨ 香取郡神崎町郡６５１   
神崎町 72                      四季の丘合併処理施設 香取郡神崎町四季の丘1-56   
神崎町 65                            エヌ・デー・シー(株)神崎工場 香取郡神崎町武田２０－５ ○
神崎町 72                      地域交流拠点施設（道の駅） 香取郡神崎町松崎855,856,857,858,859番地   
多古町 10  ﾎ                         富士正食品株式会社 香取郡多古町水戸1-40   
多古町 71                            ジェイアールバス関東㈱ 東関東支店 香取郡多古町多古台2000-1   
多古町 72                      多古工業団地汚水処理場 香取郡多古町水戸１５７８   
多古町 72                      国保多古中央病院 香取郡多古町多古３８８－１   
多古町  1-2                          大谷靖男 香取郡多古町喜多４８８   
多古町  1-2                          木内 実 香取郡多古町喜多１０１５   
多古町  1-2                          鈴木武之 香取郡多古町喜多２４１   
多古町  1-2                          谷川俊夫 香取郡多古町喜多７４１－２   
多古町  1-2                          宮内政雄 香取郡多古町南中１３０   
多古町  1-2                          佐藤新治 香取郡多古町東松崎２５８９   
多古町  1-2                          穴沢 誠 香取郡多古町次浦宮脇１８１４   
多古町  1-2                          岩渕俊雄 香取郡多古町出沼６６６   
多古町  1-2                          佐藤康基 香取郡多古町出沼４０４   
多古町  1-2                          飯田義臣 香取郡多古町南並木２０８   
多古町  1-2                          三枝武司 香取郡多古町南借当４３５   
多古町  1-2                          秋葉隆男 香取郡多古町一鍬田５５   
多古町  1-2                          佐藤達雄 香取郡多古町東松崎２２７９   
多古町  1-2                          鈴木隆雄 香取郡多古町林６２３－１   
多古町  1-2                          平山英夫 香取郡多古町方田３８１   
多古町  1-2                          小川恵司 香取郡多古町南玉造６６１   
多古町  2  ﾛ                         古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸１－１６   
多古町  1-2                          平山敏弥 香取郡多古町南中二又谷１６６２   
多古町  1-2                          越川弘視 香取郡多古町方田１２０   
多古町  1-2                          大矢茂夫 香取郡多古町遠駒木４－１   
多古町  1-2                          加瀬信男 香取郡多古町非戸山４２５   
多古町  1-2                          香取初雄 香取郡多古町西古内１６４   
多古町  1-2                          黒須昭治 香取郡多古町北中９８７－２   
多古町  1-2                          三橋栄治 香取郡多古町喜多６４   
多古町  1-2                          山田昭一 香取郡多古町大門４７２－４   
多古町  1-2                          鈴木理一 香取郡多古町染井３８４   
多古町  1-2                          角田伊佐男 香取郡多古町十余三３８４   
多古町  1-2                          加藤 清 香取郡多古町喜多３９２－２７   
多古町  1-2                          菅沢秀夫 香取郡多古町高津原大門入会番外１－１２   
多古町  1-2                          藤崎武明 香取郡多古町次浦２２２４－１６９   
多古町  1-2                          秋山養豚場 香取郡多古町飯笹犬喰１０９－３   
多古町  1-2                          渡辺圭一 香取郡多古町染井５３０   
多古町  1-2                          大谷 勇 香取郡多古町飯笹１１３６－５０－５１   
多古町  1-2                          加瀬俊雄 香取郡多古町井戸山９２５   
多古町  1-2                          大谷靖男 香取郡多古町井野４９７   
多古町  1-2                          北総畜産処理農業協同組合連合会 香取郡多古町次浦１３６７   
多古町  1-2                          大谷晴美 香取郡多古町喜多１２１８   
多古町  1-2                          瓜生章雄 香取郡多古町喜多大原下６６－２   
多古町  1-2                          篠宮 茂 香取郡多古町林６７２   
多古町  1-2                          香取金二 香取郡多古町大門古内７２４   
多古町  1-2                          管沢信一 香取郡多古町御所台１３５   
多古町  1-2                          前橋寅之助 香取郡多古町井戸山１３６５－７１   
多古町  1-2ｲ                         （有）ジェリービーンズ 多古第1農場 香取郡多古町間倉544-54   
多古町  1-2                          秋山茂樹 香取郡多古町飯笹６３３   
多古町  1-2                          紀川和克 香取郡多古町船越２０３５   
多古町  1-2                          加藤悦夫 香取郡多古町喜多９３８   
多古町  1-2ｲ                         佐久間真良 香取郡多古町喜多８９９   
多古町  1-2ｲ                         大谷原穂 香取郡多古町喜多１１４０   
多古町  1-2                          藤崎 一 香取郡多古町次浦字出戸2004   
多古町  1-2ｲ                         椎名紀夫 香取郡多古町島１７９２   



多古町  1-2ｲ                         青澤重孝 香取郡多古町西古内１８１   
多古町  1-2ｲ                         山辺 香取郡多古町船越２１３５   
多古町  1-2ｲ                         勝又純一 香取郡多古町船越２００６   
多古町  1-2                          山辺 胖 香取郡多古町船越２１４０   
多古町  4  ﾆ                         カセイ食品（株）千葉工場 香取郡多古町御所台１９１   
多古町  5  ﾛ                         根本正油醸造元 香取郡多古町多古２６２５   
多古町  8                            伊橋商店 香取郡多古町間倉３９２   
多古町  8                            白石菓子店 香取郡多古町多古２１９   
多古町  8                            坂本製菓 香取郡多古町川島２９８   
多古町  8                            広川商店 香取郡多古町十余三２９１－４   
多古町  8                            白石本店 香取郡多古町多古５４７   
多古町  8                            加瀬菓子店 香取郡多古町牛尾１９７５   
多古町  8                            船越龍泉堂 香取郡多古町船越１１５０－１   
多古町  8                            高田屋菓子店 香取郡多古町多古２７１０   
多古町  8                            大黒屋菓子輔 香取郡多古町多古２５９９－２   
多古町  8                            モン・レープ 香取郡多古町多古２７５６   
多古町  8                            古西支店 香取郡多古町多古２７６０   
多古町  8                            さつまや 香取郡多古町多古３８６３   
多古町  8                            坂本菓子輔 香取郡多古町多古２７７２－１   
多古町  8                            佐藤パン店 香取郡多古町多古６９３   
多古町  8                            大山製パン所（有） 香取郡多古町多古２７４０   
多古町 10  ﾛ                         渡辺酒造（株） 香取郡多古町染井２６４   
多古町 16                            共栄社 香取郡多古町多古３６４   
多古町 16                            国内興業（株） 香取郡多古町喜多３１９－４   
多古町 17                            平野豆腐店 香取郡多古町東松崎１７５０   
多古町 17                            太田豆腐店 香取郡多古町多古２６５１   
多古町 55                            （株）多古生コンクリート 香取郡多古町多古３４９０   
多古町 66-3ｲ                         神崎屋旅館 香取郡多古町多古３５１   
多古町 66-3ｲ                         ますがたや 香取郡多古町多古９７０   
多古町 66-3ｲ                         ホテルはな・はな 香取郡多古町飯笹字鹿ノ原７９５－１３   
多古町 67                            佐藤クリーニング店 香取郡多古町多古５７０－１０   
多古町 67                            大友クリーニング 香取郡多古町多古１７６－２   
多古町 67                            多古ランドリー 香取郡多古町多古高根２１５   
多古町 67                            越川クリーニング店 香取郡多古町多古４５６   
多古町 67                            萩原クリーニング店 香取郡多古町多古３６１ ○
多古町 67                            ホワイトクリーニング 香取郡多古町飯笹１１６０－１５５   
多古町 67                            総合クリーニングセンター村山 香取郡多古町喜多３２０－１４   
多古町 67                            新宿クリーニング店 香取郡多古町坂９８２   
多古町 71                            千葉交通株式会社多古営業所 香取郡多古町多古１０８－２   
多古町 72                      十余三地区農業集落排水処理施設 香取郡多古町高津原1230-3   
多古町 72                      島地区農業集落排水処理施設 香取郡多古町島4058   
多古町 72                      牛尾・船越地区農業集落排水処理施設 香取郡多古町牛尾３７０－１   
多古町 71-2ｲ                         千葉県立多古高等学校 香取郡多古町多古３２３６ ▲

多古町 71-2ｲ                         株式会社 LSIメディエンス 診断薬 生産・R&Dセンター 香取郡多古町水戸字水戸台１４６０－６ ○

多古町  2  ｲ                         有限会社千葉屋商店 香取郡多古町間倉544   
多古町  1-2ｲ                         多古三明寺農場 香取郡多古町染井字三明寺９６７－１   
多古町 66-4                          多古町学校給食センター 香取郡多古町多古3546-4   
多古町 72                      多古町飯笹つつじヶ丘住宅 香取郡多古町飯笹１０９６－５   
多古町 66-3ｲ                         オークガーデンゴルフクラブ 香取郡多古町出沼字バクメキ664-6   
多古町  1-2ﾛ                         岩渕牧場第２ 香取郡多古町出沼69-1   
多古町  1-2ｲ                         多古第２農場 多古町飯笹１０９番地１   
多古町 79                            昭和電工マテリアルズ株式会社 松戸事業所（香取） 香取郡多古町水戸1番地 ○
多古町 66-5                          株式会社農 多古町セントラルキッチン 千葉県香取郡多古町中村新田399-1   
多古町  1-2ｲ                         小川勝太郎 千葉県香取郡多古町喜多485   
多古町 71                            中央シェル石油販売株式会社多古町染井SS 千葉県香取郡多古町染井141-1   
多古町 71-2ｲ                         一般社団法人 再資源化研究機構 香取分析事業所 千葉県香取郡多古町千田字岩ノ台74-3 ○
東庄町 46  ﾛ                         東洋合成工業株式会社 プロセス開発研究所 香取郡東庄町宮野台1-57 ○
東庄町  1-2ｲ                         小長谷稔 香取郡東庄町小南林作１１４５－１   
東庄町  1-2ｲ                         江波戸敏雄 香取郡東庄町宮本２９３   
東庄町 10  ｲ                         神明酒造（株） 香取郡東庄町夏目２９８   
東庄町  5  ﾛ                         入正醤油（株） 香取郡東庄町笹川い２１３２   
東庄町 72                      日本製鉄株式会社 東庄団地合併処理し尿浄化槽 香取郡東庄町羽計２３２４   
東庄町  9                            宮沢米菓 宮沢松枝 香取郡東庄町笹川い４６８２   
東庄町 17                            浅羽食堂 香取郡東庄町笹川イ５８９   
東庄町 17                            丸子屋豆腐店 香取郡東庄町窪野谷１４９－１   
東庄町 17                            忍屋商店 香取郡東庄町笹川イ４７１４   
東庄町 17                            鈴木豆腐店 香取郡東庄町粟野１０８２－１   
東庄町  1-2ｲ                         林 昭一 香取郡東庄町宮本３５１   
東庄町  1-2ｲ                         実川通男 香取郡東庄町今郡３４８   



東庄町  1-2ｲ                         石橋秀夫 香取郡東庄町宮本２５７   
東庄町  1-2ｲ                         石毛養豚場 香取郡東庄町宮本２８１－３   
東庄町  1-2ｲ                         篠塚守人 香取郡東庄町新宿１０２４   
東庄町  1-2ｲ                         鎌形 聖 香取郡東庄町宮本３４０   
東庄町  1-2ｲ                         渡辺恒久 香取郡東庄町夏目１２７４   
東庄町  1-2ｲ                         高橋照道 香取郡東庄町平山４５６   
東庄町  1-2ｲ                         高安富美子 香取郡東庄町窪野谷６３２   
東庄町 55                            林長生コン 香取郡東庄町笹川い５５５２   
東庄町  1-2ｲ                         菅谷昇一 香取郡東庄町神田１４２   
東庄町  1-2ｲ                         吉田秀夫 香取郡東庄町今郡３４２   
東庄町  1-2ｲ                         宮沢養豚場 香取郡東庄町今郡８２９   
東庄町  1-2ｲ                         （資）青野種豚センター 香取郡東庄町小南１２９５   
東庄町  1-2ｲ                         伊藤 博 香取郡東庄町東今泉３２６   
東庄町  1-2ｲ                         青柳富男 香取郡東庄町東今泉９５９－１   
東庄町  1-2ｲ                         青野吉松 香取郡東庄町小南８３１－２，８３１－１   
東庄町  1-2ｲ                         高木 誠 香取郡東庄町東和田５３８－５   
東庄町  1-2ｲ                         （有）東総ファーム 香取郡東庄町小南２４２１   
東庄町  1-2ｲ                         永島農場 香取郡東庄町小南２４４２   
東庄町  1-2ｲ                         種豚豚舎 香取郡東庄町笹川１３１８   
東庄町  1-2ｲ                         遠藤武重 香取郡東庄町東今泉１８２５   
東庄町  1-2ｲ                         青柳豚舎 香取郡東庄町東今泉１７９７   
東庄町  1-2ｲ                         高木種豚場 香取郡東庄町窪野谷５９５   
東庄町  1-2ｲ                         伊藤牧場 香取郡東庄町東今泉９３０   
東庄町  1-2ｲ                         岡野牧場 香取郡東庄町東今泉１８２７   
東庄町  1-2ｲ                         高安養豚場 香取郡東庄町窪野谷７１０－１   
東庄町  1-2ｲ                         佐藤喜久夫 香取郡東庄町小南２６４３   
東庄町  1-2ｲ                         篠本誠一 香取郡東庄町小南１０８８   
東庄町  1-2ｲ                         飯田文雄 香取郡東庄町大友８７   
東庄町  1-2ｲ                         岡野養豚場 香取郡東庄町小座１１７   
東庄町  1-2ｲ                         岡野長幸 香取郡東庄町小座１７１   
東庄町  1-2ｲ                         岡野長幸 香取郡東庄町小座１６９－３   
東庄町  1-2ｲ                         岡野長幸 香取郡東庄町小座３２６－１   
東庄町  1-2ｲ                         江波戸賢一 香取郡東庄町宮本２８１－３   
東庄町  1-2ｲ                         菅谷種豚場 香取郡東庄町神田２０９   
東庄町  1-2ｲ                         実川養豚 香取郡東庄町東ノ入1050   
東庄町  1-2ｲ                         鈴木養豚場 香取郡東庄町粟野９０２   
東庄町  1-2ｲ                         鈴木養豚場 香取郡東庄町窪野谷１０８９   
東庄町  1-2ｲ                         岡野養豚場 香取郡東庄町小座１０９   
東庄町  1-2ｲ                         清水養豚 香取郡東庄町石出３８４   
東庄町  1-2ｲ                         清水養豚 香取郡東庄町石出３７７   
東庄町  1-2ｲ                         土屋牧場 香取郡東庄町笹川い６９００   
東庄町  1-2ｲ                         （有）東総養豚センター 香取郡東庄町窪野谷１６３７   
東庄町  1-2ｲ                         永島養豚場 香取郡東庄町小南三番割２４４２   
東庄町 66-3ｲ                         （有）鯉屋旅館 香取郡東庄町笹川い５２１４   
東庄町  1-2ｲ                         岡野牛舎 香取郡東庄町東今泉１８２９   
東庄町  1-2ｲ                         伊藤養豚 香取郡東庄町窪野谷６４０   
東庄町  1-2ｲ                         木内豚舎 香取郡東庄町小南１５８５－１   
東庄町  3  ｲ                         向後 勇 香取郡東庄町笹川い１６４３   
東庄町  3  ｲ                         多部田喜代志 香取郡東庄町笹川い４７１９   
東庄町  3  ｲ                         水産加工所 香取郡東庄町笹川坊内原４６３４－２   
東庄町  1-2ｲ                         高森養豚場 香取郡東庄町小南２２８７   
東庄町  1-2ｲ                         高安 昿 香取郡東庄町今郡４７８   
東庄町  1-2ｲ                         宝理義人 香取郡東庄町小南８７４   
東庄町  1-2ｲ                         高橋 勇 香取郡東庄町小座狸谷５０７   
東庄町  1-2ｲ                         高橋養豚 香取郡東庄町谷津２７４   
東庄町  1-2ｲ                         石井 操 香取郡東庄町平山５５６   
東庄町  1-2ｲ                         渡辺 昭 香取郡東庄町平山５３２－２   
東庄町 67                            安藤クリーニング店 香取郡東庄町笹川い５４５１   
東庄町  1-2ｲ                         高橋 保 香取郡東庄町小座２９９,３００   
東庄町  1-2ｲ                         鎌田 明 香取郡東庄町夏目１４１１   
東庄町 66-3ｲ                         （有）土善 香取郡東庄町笹川い６２４   
東庄町 66                            （株）トーテック千葉事業所 香取郡東庄町宮野台１－５０ ○
東庄町  1-2ｲ                         （有）林畜産 山崎ファーム 香取郡東庄町東今泉向台1761   
東庄町  1-2ｲ                         飯田寿博 香取郡東庄町今郡７３０   
東庄町  1-2ｲ                         飯田寿博 香取郡東庄町東今泉２１４１，２１４５   
東庄町  1-2ﾛ                         田谷清 香取郡東庄町羽計新掘2117   
東庄町 72                      東庄工業団地汚水処理場 香取郡東庄町宮野台１－５６   
東庄町 67                            ウツギクリーニング 香取郡東庄町新宿６３５   
東庄町  1-2ｲ                         野口養豚場 香取郡東庄町笹川４５３９－１   
東庄町  1-2ﾛ                         横田義弘 香取郡東庄町笹川巴の日3032   



東庄町  1-2ｲ                         山本雅史 香取郡東庄町青馬1688   
東庄町  1-2ﾛ                         青柳牧場 香取郡東庄町東今泉字一ノ町６、９、１０   
東庄町  1-2ﾛ                         横田牧場 香取郡東庄町笹川一己の日３０３２－１－２   
東庄町  9                            岩田米菓 香取郡東庄町平山４１４   
東庄町 66-5                          ｸｯｸﾎﾟｰﾄ 香取郡東庄町羽計2181   
東庄町  1-2ｲ                         吉田養豚 香取郡東庄町今郡重田山441   
東庄町 66-3ｲ                         ホテルアイ 香取郡東庄町新宿2292-1   
東庄町 19  ﾄ                         銚子織物(株) 香取郡東庄町小南1287   
東庄町 64-2ｲ                         東総広域水道企業団笹川浄水場 香取郡東庄町笹川ろー１   
東庄町 65                            中立電機株式会社 千葉工場 香取郡東庄町宮野台１－８９ ○
東庄町 46  ｲ                         東洋合成工業株式会社 千葉工場 香取郡東庄町宮野台１－５１ ○
東庄町 53  ｲ                         中島硝子工業株式会社 関東・東庄工場 香取郡東庄町宮野台1ｰ49   
東庄町 69                            東庄町食肉センター 香取郡東庄町笹川い４７１４   
東庄町 74                        畜産環境整備事業橘（１）ブロック 香取郡東庄町東今泉２０９８ほか   
東庄町 74                        畜産環境整備事業橘（２）ブロック浄化施設 香取郡東庄町今郡７３６－１   

東庄町 74                        
資源リサイクル畜産環境整備事業神代（１）ブロック浄化
処理施設

香取郡東庄町小座506-3   

東庄町 74                        畜産環境整備事業東城（２）ブロック浄化施設 香取郡東庄町小南３９４７，３９４３－１   
東庄町 74                        資源ﾘｻｲｸﾙ畜産環境事業神代２ﾌﾞﾛｯｸ浄化処理施設 香取郡東庄町大友４２９   
東庄町 46  ﾆ                         東洋合成工業株式会社 千葉第２工場 香取郡東庄町宮野台１－５５ ○
東庄町  1-2ｲ                         (有)アリタホックサイエンス 香取郡東庄町小南２５０６   
東庄町 74                        万才ブロック浄化処理施設 香取郡東庄町小南2197   
東庄町  1-2ｲ                         有限会社ブライトピック 東庄農場 香取郡東庄町窪野谷高槻１０９５－１   
東庄町 46  ﾆ                         東洋合成工業株式会社 香料工場 香取郡東庄町宮野台1-58   
東庄町  1-2ｲ                         青野養豚場 香取郡東庄町小南2670   
東庄町  1-2ﾛ                         高木牧場 香取郡東庄町窪野谷358   
東庄町  1-2ｲ                         サンファーム東庄農場 香取郡東庄町小貝野３４１   
東庄町  1-2ｲ                         木内考次郎 千葉県香取郡東庄町小南一番割2278   
銚子市  3  ｲ                         田原缶詰（株）銚子工場 銚子市橋本町１９８２－１   
銚子市  3                            一松水産（株） 銚子市明神町２－３０２－１   
銚子市  3  ｲ                         株式会社 江戸野 銚子市愛宕町３３９０   
銚子市  3  ｲ                         （株）辻野銚子工場 銚子市川口町２－６４１７   
銚子市  3  ｲ                         松岡水産（株） 銚子市川口町２－６３４３   
銚子市  3                            丸幸食品（株） 銚子市芦崎町１４８４   
銚子市  3  ｲ                         （株）奈村魚問屋 銚子市明神町１－１９６   
銚子市  3                            協同組合銚子生魚商外港センター 銚子市川口町２－６５２８－４３   
銚子市  3                            嘉平屋（株） 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                            銚子生魚商業協同組合 銚子市川口町２－６５２８－４３   
銚子市  3  ｲ                         銚子東洋（株） 銚子市潮見町６－１   
銚子市  3                            （株）丸富斉藤 銚子市川口町２－６３６７   
銚子市  3  ﾛ                         株式会社 野口水産 銚子市芦崎町１４２０   
銚子市  5  ﾛ                         ヒゲタ醤油（株）銚子工場 銚子市八幡町５１６   
銚子市 11                            （有）伊勢水産飼料 銚子市笠上町３４０８   
銚子市 11  ｲ                         千葉化学株式会社 銚子市三崎町３－７７   
銚子市 17                            宮崎食品 銚子市笹本町２５３－８   
銚子市 66-3ｲ                         絶景の宿 犬吠埼ホテル 銚子市犬吠埼９５７５   
銚子市 66-3                          犬吠埼観光ホテル 銚子市犬吠埼１０２９３   
銚子市 66-3                          株式会社 ルネッサンス ビーチリゾート 銚子市長崎町１０８２３   
銚子市 66-3ｲ                         （株）グランドホテル磯屋 銚子市犬吠埼１０２９２   
銚子市 66-3ｲ                         ホテルニュー大新 銚子市犬吠埼１０２９２   
銚子市 66-3ｲ                         暁鶏館 銚子市犬吠埼１０２９３   
銚子市 72                      レインボーヒルズカントリークラブ 銚子市諸持町８６１   
銚子市 68-2ﾊ                         銚子市立総合病院 銚子市前宿町５９７ ○
銚子市 72                      豊里住宅団地下水道終末処理場 銚子市豊里台１－１０４４－１４５   
銚子市 72                      銚子市衛生センター 銚子市三崎町３－７６   
銚子市 72                      銚子漁港黒生１期浄化槽設備 銚子市川口町２－６５２９－６   
銚子市  1-2                          江口忠蔵 銚子市本城町５－１０６２－２   
銚子市  1-2                          木内畜産 銚子市富川町４０４   
銚子市  1-2                          栗林牧場 銚子市宮原町１３５３   
銚子市  1-2                          菅生養豚 銚子市茶畑町１３０   
銚子市  1-2                          山本和夫 銚子市宮原町３９４－３   
銚子市  1-2                          栗林敏明 銚子市宮原町１０５   
銚子市  1-2                          石上博 銚子市諸持町６６１－１－２   
銚子市  1-2                          向後寛 銚子市諸持町６７０   
銚子市  1-2                          川嶋俊枝養豚場 銚子市森戸町大割１６１０   
銚子市  1-2                          飯林栄治郎 銚子市忍町煙野１３２２   
銚子市  1-2                          宮内牧場 銚子市岡野台町２－５３２   
銚子市  1-2                          浪川養豚場 銚子市三宅町３－１３４６   
銚子市  1-2                          宮内清治 銚子市正明寺町１８   
銚子市  1-2                          江畑正治 銚子市三崎町１－１８８８   



銚子市  1-2                          山崎養豚 銚子市長山町２１００－５   
銚子市  1-2                          萩谷正雄 銚子市猿田町１０６９   
銚子市  1-2                          白石四郎 銚子市長山町２２６４   
銚子市  1-2                          山幸養豚場 銚子市三崎町１８１１   
銚子市  1-2                          高木正男 銚子市諸持町５４４－１   
銚子市  1-2                          菅谷平一 銚子市諸持町４４４   
銚子市  1-2                          坪井牧場 銚子市三崎町３－１２   
銚子市  1-2                          小池牧場 銚子市常世田町１１２１－１   
銚子市  1-2                          平山弥太郎 銚子市猿田町７６７   
銚子市  1-2                          太田養豚 銚子市猿田町７３０   
銚子市  1-2                          浪川養豚 銚子市猿田町１４３３   
銚子市  1-2                          加瀬養豚場 銚子市余山町３９３   
銚子市  1-2                          高野養豚 銚子市猿田町年信１４５７－２   
銚子市  1-2                          山本養豚場 銚子市諸持町５９７－２   
銚子市  1-2                          鵜沢畜産 銚子市猿田町１５４０－６   
銚子市  1-2                          浪川畜産 銚子市猿田町６７０   
銚子市  1-2                          加藤健司 銚子市八木町１０７３   
銚子市  1-2                          浪川養豚場 銚子市猿田町１３７０   
銚子市  1-2                          糟谷弘和 銚子市猿田町４６３－１   
銚子市  1-2                          古川種栄 銚子市親田町９４６－２   
銚子市  1-2                          小池栄一 銚子市親田町９２７   
銚子市  1-2                          栗林和夫 銚子市宮原町１０５   
銚子市  1-2                          グリーン牧場 銚子市森戸町１６５３他   
銚子市  1-2ｲ                         根本隆司 銚子市榊町５１１５   
銚子市  1-2                          浪川常義 銚子市猿田町４４９   
銚子市  1-2ｲ                         宮内秀忠 銚子市三宅町２－３９９   
銚子市  1-2ｲ                         大網作治郎 銚子市森戸町１９７０   
銚子市  1-2ｲ                         宮内泰男 銚子市森戸町１４１４   
銚子市  1-2ｲ                         宮内和夫 銚子市森戸町１３９０－１５   
銚子市  1-2ｲ                         小池三郎 銚子市親田町１５９０－１   
銚子市  1-2ﾛ                         丸金牧場 銚子市三崎町１－９１５   
銚子市  1-2ﾛ                         丸金牧場 銚子市三崎町１－１８９３   
銚子市  1-2ﾛ                         佐久間勝胤 銚子市三崎町３－３７   
銚子市  1-2ｲ                         （有）ウナカミピッグセンター 銚子市猿田町１４３３   
銚子市  1-2ｲ                         崎山静一 銚子市猿田町１３９０   
銚子市  1-2ﾛ                         大胡徹家 銚子市笹本町４６０   
銚子市  1-2ｲ                         泉  潔 銚子市森戸町２０６２   
銚子市  1-2ｲ                         高安源一 銚子市森戸町４９３   
銚子市  1-2ｲ                         木内裕行 銚子市森戸町４３９   
銚子市  1-2ﾛ                         平山 豊 銚子市猿田町１０６４   
銚子市  1-2ﾛ                         信太憲治 銚子市三宅町２－１０７６   
銚子市  1-2ｲ                         木内郁也 銚子市森戸町３４０   
銚子市  1-2ﾛ                         白石武利 銚子市長山町２２６４   
銚子市  1-2ｲ                         五木田政司 銚子市船木町１４１２   
銚子市  1-2ｲ                         塙勝雄 銚子市芦崎町３８５   
銚子市  1-2ｲ                         内山利之 銚子市猿田町１４３３   
銚子市  2                            原牛乳 銚子市三軒町１５０   
銚子市  2                            日東ブロイラー（有） 銚子市芦崎町９４８   
銚子市  2                            小川鳥屋 銚子市松岸町１－１０３   
銚子市  2                            伊藤乳業 銚子市東小川町１７３０   
銚子市  2                            君塚武一郎 銚子市末広町１－２１９   
銚子市  3                            尾張商店 銚子市明神町１－１６８   
銚子市  3                            マルゴ産業（株） 銚子市芦崎町１４２６   
銚子市  3                            佐久間一郎商店 銚子市明神町２－２２７   
銚子市  3                            米倉水産（株） 銚子市竹町１５４５   
銚子市  3                            （株）小高商店 銚子市川口町２－６５２５   
銚子市  3                            釜藤商店 銚子市内浜町１７５４   
銚子市  3                            一枝食品工業 銚子市松本町２－９７５   
銚子市  3                            松金屋 銚子市内浜町１６１２   
銚子市  3                            日本冷蔵（株）銚子工場 銚子市清水町１４３６   
銚子市  3                            三河商店 銚子市内浜町1616   
銚子市  3                            大黒屋水産（有） 銚子市明神町２－２６５   
銚子市  3                            砂村水産 銚子市川口町２－６３３６   
銚子市  3                            ○貞水産加工場 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                            長塚水産加工場 銚子市大橋町４－２２   
銚子市  3                            大塚商店 銚子市大橋町３－９   
銚子市  3                            高橋水産（株）銚子営業所 銚子市長塚町３－９７   
銚子市  3                            （有）フカサク 銚子市本城町２－４０６   
銚子市  3                             竹谷水産 銚子市新生町２－１７２－６   
銚子市  3                            角己之 銚子市本町１８３２   



銚子市  3                             （有）宮内水産 銚子市本城町４－４０６   
銚子市  3                             清水蒲鉾店 銚子市浜町２４２   
銚子市  3                            尾鷲きく 銚子市幸町１－2６   
銚子市  3                            時友商店 銚子市仲町１８２７   
銚子市  3                            大割商店 銚子市弥生町１－１３   
銚子市  3                            岩田商店 銚子市仲町１７７７   
銚子市  3                            田中商店 銚子市仲町１８０９   
銚子市  3                            三浦市雄商店 銚子市橋本町１９２２   
銚子市  3                            佐原商店 銚子市仲町１７８０   
銚子市  3                            鎌田商店 銚子市弥生町１－３２   
銚子市  3                            小坪善太郎 銚子市東町３７９－５   
銚子市  3                            箱家秀雄 銚子市新生町３３０８   
銚子市  3                            丸玉産業（有） 銚子市東小川町２２６１   
銚子市  3                            境商店 銚子市西小川町９９７   
銚子市  3                            加瀬清商店 銚子市大橋町６－１４   
銚子市  3                            柴重商店 銚子市前宿町１１９８   
銚子市  3                            高橋庄治郎商店 銚子市北小川町２４６９   
銚子市  3                            原野商店 銚子市愛宕町３１５４－１   
銚子市  3                            時友商店 銚子市明神町１－１５３   
銚子市  3                            オコデン商店 銚子市弥生町２－４２   
銚子市  3                            田辺商店 銚子市通町２６１９   
銚子市  3                            勝浦商店 銚子市愛宕町３２２５   
銚子市  3                            下谷商店 銚子市弥生町２－１３   
銚子市  3                            （株）飯田商店 銚子市川口町２－６３４２   
銚子市  3                            （合）杉山商店 銚子市明神町１－７５   
銚子市  3                            東港水産（株） 銚子市長塚町３－１２２   
銚子市  3                            新洋漁業生産組合 銚子市新生町１－２０   
銚子市  3                            長谷川水産 銚子市黒生町７３０６   
銚子市  3                            笠上食品工場 銚子市川口町１－２０５４   
銚子市  3                            佐倉水産加工場 銚子市内浜町１７４９   
銚子市  3                            網中水産加工場 銚子市内浜町１７５４   
銚子市  3                            小松屋商店 銚子市内浜町１６１４   
銚子市  3                            （株）分津徳兵衛商店 銚子市竹町１５１３   
銚子市  3                            大割水産加工場 銚子市弥生町１－１３   
銚子市  3                            内山厳 銚子市松岸町２－１５６   
銚子市  3                            （株）興農食品 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                             坂本商店 銚子市明神町１－１２９   
銚子市  3                             マルサ水産加工場 銚子市内浜町１６１１   
銚子市  3                            （株）あ印網谷商店 銚子市明神町２－２７１   
銚子市  3                            山岸商店 銚子市芦崎町１４５３   
銚子市  3                            （株）福島商店 銚子市和田町１３９２   
銚子市  3                            市田商店 銚子市笠上町６９８１   
銚子市  3                            金正水産（株） 銚子市明神町２－３１３   
銚子市  3                            大東水産(株) 銚子市川口町２－６３８５－７５   
銚子市  3                            吉岡水産 銚子市黒生町７３１４   
銚子市  3                            辻萬商店 銚子市笠上町５１４１   
銚子市  3                            津島孝 銚子市黒生町６７１５   
銚子市  3                            藤田商店 銚子市笠上町６１０４   
銚子市  3                             加瀬商店 銚子市長崎町１０８１７   
銚子市  3                             楠本商店 銚子市外川町１－１０６６９   
銚子市  3                             田村商店 銚子市犬若１１１６９   
銚子市  3                            キ￢水産 銚子市黒生町６８４５   
銚子市  3                            カ印境商店 銚子市黒生町６８５３   
銚子市  3                            （合）中村商店 銚子市西小川町１０７２   
銚子市  3                            江畑水産 銚子市黒生町１７３０６－４   
銚子市  3                            （資）ヤマミ水産 銚子市明神町２－２３９   
銚子市  3                            松崎商店 銚子市清水町３１８３   
銚子市  3                            大割水産 銚子市明神町１－１６   
銚子市  3                            （有）佐久間水産 銚子市明神町１－１８６   
銚子市  3                            （有）磯初 銚子市川口町２－６３４６   
銚子市  3                            名洗商店 銚子市愛宕町３２４０   
銚子市  3                            （株）荒野商店 銚子市明神町１－１２   
銚子市  3                            鎌倉水産 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                            杉山食品 銚子市松本町５－４８   
銚子市  3                            森水産加工所 銚子市明神町２－２２０   
銚子市  3                            千印松下水産 銚子市浜町１５４８   
銚子市  3                            鈴千代水産（株） 銚子市長塚町１－１－１９   
銚子市  3                            宮内商店 銚子市大橋町３－２   
銚子市  3                            武内水産 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                            ○金商店 銚子市清水町２８０２   



銚子市  3                            広野水産 銚子市内浜町１７５６   
銚子市  3                            大崎商店 銚子市長塚町３－９８   
銚子市  3                            佐野水産 銚子市弥生町１－３   
銚子市  3                            本宮水産 銚子市栄町４－１５００   
銚子市  3                            浅川水産 銚子市港町１７６０   
銚子市  3                            木村商店 銚子市明神町７－２４６－１   
銚子市  3                            仲田屋 銚子市川口町１－２０７１   
銚子市  3                            亀屋商店 銚子市西小川町９７０   
銚子市  3                            傅虎水産（株） 銚子市明神町２－２９３   
銚子市  3                            山崎商店 銚子市明神町２－２７４   
銚子市  3                            八木新商店 銚子市弥生町１－１９   
銚子市  3                            浅野商店 銚子市弥生町２－１   
銚子市  3                            潮来商店 銚子市弥生町２－１３   
銚子市  3                            （有）鴨志田商店 銚子市川口町２－６５０４   
銚子市  3                             糸川蒲鉾店 銚子市新生町１－３６   
銚子市  3                             柴田茂男 銚子市馬場町１６４   
銚子市  3                            玉田屋蒲鉾店 銚子市唐子町１９０   
銚子市  3                            鶴岡蒲鉾店 銚子市田中町１４６４   
銚子市  3                            池永安蔵 銚子市新生町１－２   
銚子市  3                             白鳥蒲鉾店 銚子市飯沼町２０５   
銚子市  3                            丸山蒲鉾店 銚子市芝町１－３６３   
銚子市  3                            小松屋 銚子市新生町３－１３６   
銚子市  3                            境蒲鉾店 銚子市浜町２４１   
銚子市  3                             イリヤマセ 銚子市大橋町１５１９   
銚子市  3                            （有）祝長 銚子市東町３８４   
銚子市  3                            （資）平野食品 銚子市愛宕町３５６３   
銚子市  3                            （有）網谷嘉吉商店 銚子市仲町１６９０   
銚子市  3                            山一蒲鉾店 銚子市外川台町１０６０６   
銚子市  3                            （有）丸泰商店 銚子市北小川町２５６２   
銚子市  3                            地下商店 銚子市仲町１６６３   
銚子市  3                            今津商店 銚子市幸町２－５４   
銚子市  3                            渡辺商店 銚子市弥生町１－１７   
銚子市  3                            （株）木村商店 銚子市橋本町１９８３   
銚子市  3                             カネジョウ商店 銚子市植松町２１４４   
銚子市  3                            小西商店 銚子市通町２０３６   
銚子市  3                            芦崎商店 銚子市通町２０４１   
銚子市  3                            佐野水産加工場 銚子市弥生町１－３   
銚子市  3                            桶谷商店 銚子市幸町２２５   
銚子市  3                            兆星加工場 銚子市仲町１８２１   
銚子市  3                            小西水産 銚子市長塚町３－６６６   
銚子市  3                            （有）斉藤商店 銚子市陣屋町１２９   
銚子市  3                            太田屋商店 銚子市内浜町１５４６   
銚子市  3                            加藤清造 銚子市内浜町１８４８   
銚子市  3                            青野水産加工所 銚子市港町１８４２   
銚子市  3                            日￢日高商店 銚子市大橋町７－２   
銚子市  3                            久保水産加工場 銚子市大橋町４－９   
銚子市  3                            大根商店 銚子市川口町１－２０８１   
銚子市  3                            宮内水産加工場 銚子市長塚町１－１－４１   
銚子市  3                            中村六兵衛 銚子市芦崎町２７４－１   
銚子市  3                             斎藤元司商店 銚子市明神町２－２０７   
銚子市  3                            海老市太郎商店 銚子市明神町１－１２５   
銚子市  3                            木津商店 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                            伊藤商店 銚子市竹町１５６７   
銚子市  3                            えびす商店 銚子市本町１８７２   
銚子市  3                            田原商店 銚子市本町１８３５   
銚子市  3                            越川商店 銚子市芦崎町１５０５－１   
銚子市  3                            （株）辻野商店（第二工場） 銚子市川口町２－６３４７   
銚子市  3                            仲印仲村水産 銚子市黒生町６５２７   
銚子市  3                            山司産業（株） 銚子市明神町２－２６３   
銚子市  3                            （有）カネテツ冷蔵 銚子市潮見町２－１０   
銚子市  3                            （株）福島商店冷凍冷蔵工場 銚子市西小川町１９５   
銚子市  3                            株式会社 上総屋 銚子市笠上町３４０１－１   
銚子市  3                            （資）伊豆大作商店新工場 銚子市潮見町７－３   
銚子市  3                            弥八水産（株）冷凍食品部 銚子市内浜町１５４８   
銚子市  3                            フカサク 銚子市芦崎町１４５０   
銚子市  3  ｲ                         全国生鮮食品ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ協同組合 銚子市川口町２－６５２９   
銚子市  3                            明石水産（有） 銚子市川口町２－６３８５   
銚子市  3                            木樽商店 銚子市明神町２－２５０   
銚子市  3                            ハクタカ産業（株） 銚子市潮見町２   
銚子市  3                            銚子海産（株） 銚子市清川町２－６－９   



銚子市  3                            銚子鮮魚小売商業協同組合 銚子市川口町２－６５２８   
銚子市  3                            （株）カネジョウ大崎 銚子市潮見町２－９   
銚子市  4                            （有）高上商店 銚子市本町１９４３   
銚子市  5                            ジョータ味噌（株） 銚子市松本町３－９７３   
銚子市  5                            マルフク味噌（株） 銚子市新生町１－１２７   
銚子市  5                            君野商事（有） 銚子市本町１７６６   
銚子市  5                            玉食品（株） 銚子市本通り２－１５６   
銚子市  5                            和田藤商店 銚子市小船本町１－４１０   
銚子市  5                            （合）銚子山十商店 銚子市本通り２－１９２   
銚子市  5                            ヤマショウ醤油製造（有） 銚子市高田町６－８０１   
銚子市  5                            小倉醤油（株） 銚子市八木町１０１５   
銚子市  8                            （有）八百鉄製餡所 銚子市三軒町３９   
銚子市  8                            小林製餡所 銚子市春日町３４６９   
銚子市 10                            石上酒造（株） 銚子市田中町２４９－１   
銚子市 10                            飯田酒造場 銚子市八幡町４５３   
銚子市 10                            小林酒造場 銚子市松岸町２－７８   
銚子市 10                            高砂酒造（株） 銚子市野尻町２７９   
銚子市 10                            （株）神水舎 銚子市幸町１－２０   
銚子市 10                            （有）三河商店 銚子市清水町１４２２   
銚子市 11                            山口政夫 銚子市上野町３１８   
銚子市 11                            （有）岩田米茂商店 銚子市川口町２－６４３４   
銚子市 11                            深作水産 銚子市芦崎町１４５０   
銚子市 11                            伊藤飼料製造所 銚子市清水町３１７４   
銚子市 11                            伊藤和志 銚子市三崎町   
銚子市 11                            （有）西広進商店三崎工場 銚子市三崎町３－７３   
銚子市 11                            竹中飼料商店 銚子市川口町２－６５２６   
銚子市 11                            川嶋飼料商店 銚子市黒生町７２２０－１   
銚子市 11                            矢萩商店 銚子市愛宕町３３２８   
銚子市 11                            山口政夫 銚子市小浜町２９５１－２   
銚子市 11                            伊藤飼料（株） 銚子市小浜町２９５２   
銚子市 11                            銚子物産 銚子市長山町２０９５   
銚子市 12                            日誠マリン工業（株）銚子工場 銚子市松岸町３－３３２   
銚子市 12                            （株）岸本特殊肝油工業所 銚子市長塚町１－１３   
銚子市 16                            （有）根長商店 銚子市後飯町１３５３   
銚子市 16                            （株）田杭商店 銚子市松岸町３－２２０   
銚子市 16                            （有）桜井商店 銚子市松岸町２－１３２   
銚子市 16                            福島商店（株） 銚子市松本町３－３８９   
銚子市 17                            （資）坂仲商店 銚子市栄町３－１５１８   
銚子市 17                            吉川豆腐製造業 銚子市妙見町２１６２６   
銚子市 17                            内匠豆腐製造業 銚子市松岸町２－１０４   
銚子市 17                            藤本豆腐店 銚子市南町４１   
銚子市 17                            大胡豆腐店 銚子市柴崎町１－３９   
銚子市 17                            酒井豆腐店 銚子市橋本町１９４７   
銚子市 17                            野口豆腐店 銚子市愛宕町３７０８   
銚子市 17                            宮崎豆腐店 銚子市笹本町３４７－１   
銚子市 17                            藤本豆腐店 銚子市北小川町２４９０   
銚子市 17                            伊東豆腐店 銚子市清水町１４１２   
銚子市 17                            福島豆腐店 銚子市若宮町２－１２６   
銚子市 17                            平野豆腐店 銚子市内浜町１６０９   
銚子市 17                            信田豆腐店 銚子市南町３２   
銚子市 17                            大塚豆腐店 銚子市新生町１－３７   
銚子市 17                            日高豆腐店 銚子市竹町１５６４   
銚子市 17                            孫兵衛豆腐店 銚子市川口町１－２０６７   
銚子市 17                            高橋豆腐店 銚子市末広町４－２８１   
銚子市 17                            大阪豆腐店 銚子市橋本町１９７８－１０   
銚子市 17                            山口豆腐店 銚子市松岸町１－９１   
銚子市 17                            高根豆腐店 銚子市本城町２－３３   
銚子市 17                            島屋商店 銚子市野尻町２５４   
銚子市 17                            佐久間商店 銚子市唐子町１７２   
銚子市 17                            石井豆腐店 銚子市松本町３－９５９   
銚子市 17                            宮内豆腐店 銚子市唐子町９６   
銚子市 17                            菅谷豆腐店 銚子市宮原町４４９   
銚子市 17                            犬吠食品（株） 銚子市森戸町５０１－１   
銚子市 17                            岩瀬豆腐店 銚子市海鹿島町５３９８   
銚子市 17                            榊原商店 銚子市外川町２－１０９２７   
銚子市 17                            沼橋商店 銚子市外川町２－１０９１５   
銚子市 17                            犬吠食品（株） 銚子市愛宕町３５２５   
銚子市 17                            （有）佐久間食品 銚子市春日町３０７５   
銚子市 55                            両総小野田レミコン（株） 銚子市三崎町３－１０４   
銚子市 66-3                          天金旅館 銚子市東町３６２   



銚子市 66-3                          民宿犬若 銚子市犬若１１３１０－２   
銚子市 66-3                          いこい旅館 銚子市末広町３－２３９   
銚子市 66-3                          川上旅館 銚子市田中町１４６３   
銚子市 66-3                          上総屋 銚子市長塚町１－２   
銚子市 66-3                          ホテルなぎさ 銚子市犬吠埼９５７５   
銚子市 66-3                          常陸屋旅館 銚子市小船木町１－４０４   
銚子市 66-3                          清助荘民宿 銚子市外川町４－１１２１２   
銚子市 66-3                          八潮 銚子市海鹿島町５３９６   
銚子市 66-3                          いとや旅館 銚子市笹本町１３６   
銚子市 66-3                          木内旅館 銚子市本城町２－３７   
銚子市 66-3                          小川湯旅館 銚子市南小川町２９０４   
銚子市 66-3                          むらさき旅館 銚子市垣根町１－３００－１   
銚子市 66-3                          福田丸 銚子市外川町１－１０８２９   
銚子市 66-3                          かしや旅館 銚子市野尻町４   
銚子市 66-3                          むつみ旅館 銚子市松本町１－８   
銚子市 66-3                          民宿ねぎどの 銚子市外川町１１２４６   
銚子市 66-3                          銚南荘 銚子市外川町２－１１０３６   
銚子市 66-3                          越中屋 銚子市馬場町７０   
銚子市 66-3                          正力旅館 銚子市大橋町６－１２   
銚子市 66-3                          旅館あけぼの 銚子市興野２－４３   
銚子市 66-3                          ホテルヴェニス 銚子市犬吠埼１０１９７－１   
銚子市 66-3                          大新旅館 銚子市興野４－１２   
銚子市 66-3                          日乃出荘 銚子市黒生町７３８４   
銚子市 66-3                          大徳別館 銚子市海鹿島町５２４８－１   
銚子市 66-3                          光村旅館 銚子市若宮町２－１２６   
銚子市 66-3                          民宿天満家 銚子市海鹿島町５２５７－１   
銚子市 66-3                          こめや旅館 銚子市外川町１－１０６７７   
銚子市 66-3                          宮崎旅館 銚子市西芝町１－５２０   
銚子市 66-3                          大利根旅館 銚子市桜井町７０６   
銚子市 66-3                          旅荘旅路 銚子市新地町１４８０   
銚子市 66-3                          さかえ旅館 銚子市興野４－１６   
銚子市 66-3                          銚子館 銚子市西芝町１－５１５   
銚子市 66-3                          ますほ旅館 銚子市末広町４－３２５   
銚子市 66-3                          黒生センター 銚子市黒生町７３８１－１   
銚子市 66-3                          ホテル吉川館 銚子市黒生町７３８２   
銚子市 66-3                          銚子市外川漁協同館 銚子市外川町１－１０８４２   
銚子市 66-3                          旅館あしか荘 銚子市海鹿島町５２８７   
銚子市 66-3                          民宿大野 銚子市海鹿島町５２８３－１   
銚子市 66-3                          丸竹旅館 銚子市新地町１４７７   
銚子市 66-3                          旅荘伏見 銚子市笠上町５５５７   
銚子市 66-3                          モーターリストホテル静 銚子市北小川町２４９６   
銚子市 66-3                          浜伝（民宿） 銚子市外川町４－１１１３８   
銚子市 66-3                          清造 銚子市外川町１－１０６９５   
銚子市 66-3                          民宿文治 銚子市外川町４－１１１２０－２   
銚子市 66-3                          川藤旅館 銚子市桜井町５１   
銚子市 66-3                          日の出屋（民宿） 銚子市犬吠埼１０２３５   
銚子市 66-3                          島崎（民宿） 銚子市外川町２－１０９０９   
銚子市 66-3                          民宿三盛丸（三浦） 銚子市犬若１１３１８   
銚子市 66-3                          林屋 銚子市長塚町２－３４   
銚子市 66-3                          いづや旅館 銚子市西芝町１－５００   
銚子市 66-3                          モーターリストホテル山路荘 銚子市海鹿島町５３６６   
銚子市 66-3                          川安 銚子市興野２－７７   
銚子市 66-3                          旅館潮苑 銚子市犬吠埼１０２９２   
銚子市 66-3                          早船旅館 銚子市長崎町１０７７５   
銚子市 66-3                          吉野屋支店 銚子市興野２－４１   
銚子市 66-3                          いち楽旅館 銚子市田中町１４５９   
銚子市 66-3                          旅館栃木荘 銚子市犬吠埼９５８９   
銚子市 66-3                          五洲寿旅館 銚子市西芝町１－５５３   
銚子市 66-3                          喜久よし旅館 銚子市興野３－９１   
銚子市 66-3                          日本善行会青年の家 銚子市春日町７７６   
銚子市 66-3                          銚子船員保険保養所 銚子市新生町１－３－２０   
銚子市 66-3                          ビジネスホテルかまくら 銚子市川口町２－６３８５－３４８   
銚子市 66-3                          ニュー八潮 銚子市海鹿島町５３９６－１   
銚子市 66-3                          寺村ビジネスホテル 銚子市川口町２－６５２６－３   
銚子市 66-3                          ペンションヘルシーウイング 銚子市犬吠埼９５５０－１   
銚子市 66-3                          ホテルウエストウッド 銚子市八木町６００４－１   
銚子市 66-3                          ホテルマリオン 銚子市長塚町６－４４５８－１   
銚子市 66-4                          銚子市学校給食第２共同調理場 銚子市四日市場町９２４   
銚子市 67                            篠田クリーニング店 銚子市松本町１－９３９   
銚子市 67                            渡辺クリーニング店 銚子市松本町２－９５４   



銚子市 67                            ホワイトスター 銚子市松本町２－９５２   
銚子市 67                            森山クリーニング店 銚子市橋本町２２４９   
銚子市 67                            英新舎クリーニング店 銚子市前宿町３４   
銚子市 67                            渡辺クリーニング店 銚子市栄町４－１４９９   
銚子市 67                            東洋舎クリーニング店 銚子市清川町４－１２５７   
銚子市 67                            シマヤクリーニング店 銚子市唐子町９７   
銚子市 67                            ハタヤクリーニング店 銚子市春日町２０５７－４６   
銚子市 67                            ホワイト舎クリーニング店 銚子市北小川町２４９６   
銚子市 67                            弘栄舎クリーニング店 銚子市笠上町６０８３   
銚子市 67                            荒木屋クリーニング店 銚子市笠上町６９８１   
銚子市 67                            菅谷クリーニング店 銚子市小畑新町７７１４   
銚子市 67                            高島クリーニング店 銚子市新生町３－４６７   
銚子市 67                            近江谷クリーニング店 銚子市新生町１－４２５   
銚子市 67                            白洋舎クリーニング店 銚子市若宮町２－１２６   
銚子市 67                            萩原クリーニング店 銚子市松岸町１－４６   
銚子市 67                            さかえやクリ－ニング店 銚子市芦崎町３２１－１   
銚子市 67                            陸奥クリーニング店 銚子市馬場町５８   
銚子市 67                            宮国クリーニング店 銚子市浜町２０７   
銚子市 67                            音屋クリーニング店 銚子市春日町２０５７－６２   
銚子市 67                            野間クリーニング店 銚子市西芝町１－５２０   
銚子市 67                            港クリーニング店 銚子市三軒町３４５   
銚子市 67                            高木クリーニング店 銚子市清川町１－１２６１   
銚子市 67                            島田クリーニング店 銚子市四日市場町１６２１   
銚子市 67                            鈴屋クリーニング店 銚子市清水町１４１９   
銚子市 67                            林クリーニング店 銚子市長塚町３－１４８ ○
銚子市 67                            宮田クリーニング店 銚子市本城町２－１７６   
銚子市 67                            光進舎クリーニング店 銚子市和田町１４４３   
銚子市 67                            春日クリーニング店 銚子市春日台町１５－７   
銚子市 67                            菊屋クリーニング店 銚子市愛宕町２９９５   
銚子市 67                            北川クリーニング店 銚子市愛宕町３０６４   
銚子市 67                            旭屋クリーニング店 銚子市北小川町２４９９   
銚子市 67                            網中クリーニング店 銚子市竹町１５４５   
銚子市 67                            富士クリーニング店 銚子市新生町２－２１７   
銚子市 67                            （株）篠田クリーニング店 銚子市末広町１－１４   
銚子市 67                            宮内クリーニング店 銚子市前宿町３１０   
銚子市 67                            山口クリーニング店 銚子市飯沼町２０２   
銚子市 67                            森クリーニング店 銚子市東小川町１７６５   
銚子市 67                            田村クリーニング店 銚子市外川町２－１０５９５   
銚子市 67                            山崎クリーニング店 銚子市外川町１－１０３４１   
銚子市 67                            白光舎クリーニング店 銚子市外川町２－１０６４０   
銚子市 67                            鈴木クリーニング店 銚子市黒生町７２２７   
銚子市 67                            森クリーニング店 銚子市宮原町５１６－２   
銚子市 71                            興野サービスステーション 銚子市興野３－２９   
銚子市 71                            （株）常世田石油 銚子市興野５－１０５   
銚子市 71                            銚子磯長商店 銚子市興野１－６４   
銚子市 71                            銚子磯長商店駅前給油所 銚子市西芝町１－５６５－１５   
銚子市 71                            嶋田石油豊里給油所 銚子市桜井町５０８   
銚子市 71                            大岩石油（株）銚子給油所 銚子市唐子町７３   
銚子市 71                            トヨタカローラ千葉（株）銚子松岸店 銚子市松岸町３－２７７－３   
銚子市 67                            石田ドライセンター松本工場 銚子市松本町３－５８１ ○
銚子市  1-2ｲ                         (株）千葉エ－コ－プ畜産 銚子市森戸町1650   
銚子市  3  ｲ                         一政水産(株) 銚子市明神町2-314-2   
銚子市  1-2ﾛ                         金芳事務所 銚子市猿田町461-2,3,4   
銚子市  3                            「タ」田中商店 銚子市笠上町3412   
銚子市 66-3                          ホテルぼくんち 銚子市松岸町4-1853   
銚子市 67                            東京クリ－ニング 銚子市後飯町1358-22   
銚子市 67                            ファッションクリ－ニングエコ－ 銚子市今宮町898-3   
銚子市 71                            有限会社吉原石油 銚子市宮原町516-1,515-2   
銚子市 71                            宮内石油 銚子市小畑新町7938   
銚子市 66-3ｲ                         ﾎﾃﾙｻﾝﾗｲｽﾞ銚子 銚子市三軒町14-1   
銚子市  1-2ﾛ                         青柳牧場 銚子市正明寺町１１６０－１   
銚子市  5  ﾛ                         ヤマサ醤油(株) 銚子市新生町2-10-1、2-17-4 ○
銚子市 71-2ｲ                         千葉県立銚子商業高等学校海洋校舎 銚子市長塚町1-1-12 ▲
銚子市 64-2ｲ                         銚子市水道部本城浄水場 銚子市本城町6-1308   
銚子市 65                            協伸化成 銚子市三宅町2-1218   
銚子市 73                            芦崎終末処理場 銚子市芦崎町１１０２   
銚子市 68                            イシザワ写真 銚子市清川町4-4-3   
銚子市 27  ｲ                         細井化学工業(株)小浜工場 銚子市小浜町2644-10   
銚子市 68                            井上写真館 銚子市本城町4-294-1   
銚子市 68                            きのくに写真館 銚子市後飯町7-1   



銚子市 68                            ﾀｶﾖｼﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ銚子南店 銚子市清川町4-1082   
銚子市 71-4                          千葉産業クリーン株式会社 銚子市小浜町２９５０   
銚子市  2  ｲ                         有限会社銚子農産加工所 銚子市西小川町160   
銚子市  3  ｲ                         ㈱マルヒカリ水産 銚子市川口町２－６５２９－２０   
銚子市 71                            千葉トヨタ自動車（株）銚子長塚店 銚子市長塚町１－１－１９   
銚子市  1-2ｲ                         (有)ブライトピック千葉 銚子農場 銚子市新町１６４２－１   
銚子市  1-2ﾛ                         石毛牧場 銚子市船木町１６５１－１   
銚子市 74                        銚子青魚加工協同組合 銚子市黒生町７４００－３   
銚子市  1-2ﾛ                         石上畜産 銚子市森戸町１９９５－１   
銚子市  3  ｲ                         株式会社 丸安 銚子市川口町２－６５３２－１２   
銚子市 71                            ネッツトヨタ千葉（株）銚子三崎店 銚子市三崎町３－３   
銚子市  3  ｲ                         信田缶詰株式会社 銚子市黒生町７４００－７   
銚子市  1-2ｲ                         山崎畜産 銚子市森戸町1509-1-5   
銚子市 72                      千葉科学大学 銚子市潮見町１５－８ ○
銚子市  1-2ｲ                         銚子離乳子豚農場 銚子市新町1632-1 他   
銚子市 71-2ｲ                         千葉科学大学管理教養棟 銚子市潮見町３番地   
銚子市  5  ﾛ                         宝醤油株式会社 西地区 銚子市松本町５－２７０   
銚子市  5  ﾍ                         宝醤油株式会社 銚子市八幡町663   
銚子市  5  ﾛ                         ヒゲタパッキング株式会社 銚子市八幡町653   
銚子市 66-3ｲ                         ALI'I REZORT 君ヶ浜 銚子市君ケ浜8853-159   
銚子市  3  ｲ                         信田缶詰株式会社 銚子市三軒町２－１   
銚子市 72                      カインズホーム銚子店 銚子市芦崎町810   
銚子市 72                      みさき会診療棟（たむら記念病院） 銚子市三崎町２－２６０９－１   
銚子市 71                            ストークサービス㈱セルフステーション千葉銚子 銚子市垣根町２丁目214-1   
銚子市  1-2ｲ                         田丸信祐 銚子市三崎町3-62   
銚子市  3  ｲ                         株式会社大栄水産 黒生工場 銚子市黒生町７４００－６   
銚子市 11  ｲ                         千葉化学株式会社 銚子市三崎町３－７１－２   
銚子市  3  ﾛ                         高橋水産株式会社 銚子市黒生町７４００－１０   
銚子市 72                      イオンモール銚子 銚子市三崎町２－２６０９－４外   
銚子市  1-2ｲ                         ㈲ブライトピック 銚子市新町１４９０他   
銚子市 72                      スパ＆リゾート犬吠埼太陽の里 銚子市犬吠埼１０２９２番   
銚子市  3  ｲ                         株式会社 飯田商店 銚子市黒生町７４００－２   
銚子市 71                            株式会社 ホンダエスアール ホンダカーズ銚子南 銚子市三崎町2-2566   
銚子市 66-4                          銚子市学校給食センター 銚子市唐子町17番地の１   
銚子市 71                            ホテル Ｆ 銚子市松岸4-1853   
銚子市 69-2                          銚子市漁業協同組合 銚子市新生町1-36-2   
銚子市 71                            ジェイ・クエスト銚子店 銚子市芦崎町９３３－１   
銚子市  1-2ｲ                         有限会社ブライトピック千葉 黒潮農場 銚子市新町１６４２－２   
銚子市 55                            常総コンクリート（株）銚子工場 銚子市小浜町２５９０－９   
銚子市  1-2ﾛ                         平野牧場 銚子市八木町６０３４、６０３６   
銚子市 71-2ｲ                         千葉大学銚子団地 銚子市外川町1の10835-6   
銚子市 71                            エム・シー・オイル株式会社 イオンモール銚子SS 銚子市三崎町2－2660－1   
銚子市  3  ｲ                         有限会社鈴木安太郎商店 銚子工場 銚子市塚本町1689－1   
銚子市  3  ｲ                         トライデントシーフード・ジャパン合同会社 銚子市潮見町6-7   
銚子市 71-2ｲ                         ヒゲタ醤油株式会社研究所 銚子市中央町2-11 ○
銚子市 64  ｲ                         銚子瓦斯株式会社 銚子営業所 銚子市内浜町1603   
銚子市 71-3                          東総地区クリーンセンター 銚子市野尻町1678番地1 ○
銚子市 66-3ｲ                         ルートイン銚子 銚子市三軒町16-13   
銚子市  3  ｲ                         富士正食品株式会社（本社工場） 銚子市高田町４－８７４   
銚子市  3  ｲ                         千葉県漁業協同組合連合会 新銚子工場 銚子市本城町一丁目2-15、34   
銚子市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 ギャラリー東総 匝瑳市上谷中新宿2211番地15   
旭市  1-2                          株式会社正和 旭市井戸野2689-1   
旭市 14  ｲ                         向後スターチ株式会社 旭市ニ６００５   
旭市 67                            ヤマザキクリーニング 旭市ニ６３２３   
旭市 68-2ｲ                         地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 旭市イ１３２６ ▲
旭市 72                      あさひニュータウン 旭市江ケ崎１６６１   
旭市 72                      ショッピングセンターサンモール 旭市イ２６８５   
旭市  1-2                          柴安治郎 旭市足洗５２９－１   
旭市  1-2                          椎名畜産 旭市井戸野１５１４   
旭市  1-2                          関東畜産 旭市神宮寺６０２４－４   
旭市  1-2                          椎名畜産 旭市神宮寺大塚９３０９   
旭市  1-2                          （株）清水屋 旭市井戸野１１１０   
旭市  1-2                          崎山養豚場 旭市江ヶ崎９８２－２   
旭市  1-2                          江ヶ崎養豚場 旭市江ヶ崎９００   
旭市  1-2                          伊藤四郎 旭市ハ－５８４   
旭市  1-2                          金谷豚舎 旭市鎌数１０６６   
旭市  1-2                          宇井牛舎 旭市琴田２０８５－１   
旭市  1-2                          江波戸牧場 旭市イ－２０４６   
旭市  1-2                          渡辺養豚 旭市川口８５７   
旭市  1-2                          （有）高橋商店 旭市ニ－１２０８   



旭市  1-2                          飯笠酪農 旭市野中２７０５   
旭市  1-2                          江波戸畜産業 旭市イ－６７５   
旭市  1-2                          遠藤酪農園 旭市江ヶ崎２２０－４   
旭市  1-2                          大松養豚場 旭市鎌数２３６   
旭市  1-2                          阿曽芳文 旭市井戸野１１７０   
旭市  1-2                          神崎 旭市新町７４４－３   
旭市  1-2                          石毛文雄 旭市萩畑５８０９   
旭市  1-2                          椎名養豚場 旭市東足洗７０８   
旭市  1-2ｲ                         加瀬 旭市中谷里荒久下１６４６   
旭市  1-2ｲ                         渡辺養豚場 旭市江ヶ崎６９   
旭市  1-2                          武井義男 旭市仁玉２１１０   
旭市  1-2ｲ                         加瀬一雄 旭市中谷里１３４２   
旭市  2                            大木牛乳 旭市ロ－４８０   
旭市  2                            多田商店 旭市イ－２６０２－１   
旭市  2                            旭石万処理工場 旭市新川ニ－４９６６   
旭市  2                            高橋商店 旭市鎌数３８７６－１   
旭市  2                            東日本食肉（株） 旭市井戸野１１１０   
旭市  2                            旭食肉協同組合 旭市ニ－５９４4   
旭市  3                            土屋浩三商店 旭市足川３９８１   
旭市  3  ﾛ                         有限会社 鈴木安太郎商店 旭市足川３９８９   
旭市  3                            ヤ￢水産 旭市足川３９７２   
旭市  3                            土屋庄三郎商店 旭市足川３９８５   
旭市  3                            石橋幸郎商店 旭市椎名内３１７１   
旭市  3                            （有）土屋由寛商店 旭市椎名内３２１１   
旭市  3                            林水産 旭市中谷里８２２６   
旭市  3  ｲ                         有限会社ぼうか水産 旭市足川3992-1   
旭市  3                            谷中徳治 旭市足川３９７２   
旭市  3                            株式会社永松 旭市中谷里８３２８   
旭市  3                            桑田水産 旭市中谷里８３２６   
旭市  3                             実川商店 旭市中谷里８２３２   
旭市  3                            （資）石橋倉次 旭市椎名内３２１３   
旭市  3                            丸万商店 旭市中谷里８２７９   
旭市  3                             家鍋水産 旭市中谷里８１１０－１－１   
旭市  3                            ∧五水産 旭市中谷里浜７９８７－２   
旭市  3                            タ￢嶋田商店 旭市中谷里８３３５   
旭市  3  ｲ                         石橋商店 旭市椎名内３１７５   
旭市  3                            林水産 旭市中谷里８２００   
旭市  3                            伊藤水産 旭市ハ－２８０１   
旭市  3                            加瀬商店 旭市仁玉２１５６   
旭市  3                            ナ￢水産 旭市仁玉２２７６   
旭市  3                            ○五飯田水産 旭市中谷里８１６５   
旭市  3                            林重作 旭市中谷里８１２９   
旭市  3                            （有）マルヘイ商店 旭市中谷里８１４８   
旭市  3                            カクカ土屋商店 旭市足川浜３９８０   
旭市  5                            山桝醤油（株） 旭市中谷里５３５３   
旭市  5                            （有）小久保工場 旭市ロ－８６５   
旭市  8                            （有）嶋倉製餡所 旭市ロ－３５８   
旭市 11  ｲ                         平野飼糧 旭市仁玉１４７８   
旭市 16                            伊藤製麺所旭工場 旭市新町１７００   
旭市 17                            楽華屋 旭市足川３９１５   
旭市 17                            石橋食品 旭市井戸野２３７０   
旭市 17                            高梨豆腐店 旭市中谷里８２３６   
旭市 17                            平野豆腐店 旭市ニ－６４５８   
旭市 17                            宍倉豆腐店 旭市ニ－６４５７   
旭市 17                            山倉屋支店 旭市ニ－２４６６－１   
旭市 17                            金谷豆腐店 旭市鎌数１１１８－２   
旭市 17                            橋本豆腐店 旭市新町１０９６   
旭市 17                            渡辺豆腐店 旭市新町７５   
旭市 17                            山倉屋豆腐店 旭市ロ－７９７   
旭市 17                            （有）神生屋 旭市ロ－６８６   
旭市 17                            穴沢豆腐店 旭市ロ－８２４   
旭市 17                            穴沢豆腐店 旭市ロ－７６３   
旭市 17                            高砂豆腐店 旭市イ－１９７８   
旭市 66-3                          旅館下根屋 旭市ロ８８９   
旭市 66-3                          レステルデコ 旭市ニ１０６９   
旭市 66-3                          東簡易宿所 旭市椎名内３０９７   
旭市 66-3                          鎌倉屋（民宿） 旭市西足洗３２８３   
旭市 66-3                          郷金旅館 旭市ニ－２１０１   
旭市 66-3                          ホテル旅路 旭市イ北野場３６４９－１   
旭市 66-3                          夢路 旭市高塚４３０３   



旭市 66-3                          モータリストホテル浜路 旭市野中宇神原台４０７６   
旭市 66-3                          旅嶋旅館 旭市新野場３４５２－１   
旭市 66-3                          南海旅館 旭市東足洗字浜方２７４４－２   
旭市 66-3                          ホータリストホテル白鳥 旭市東足洗１－１１２－２   
旭市 66-3                          大月旅館 旭市ニ－５９３５－１   
旭市 66-3                          民宿いいだ 旭市中谷里７８７４   
旭市 66-3                          民宿藤木 旭市中谷里８２１６   
旭市 66-3                          大橋 旭市中谷里８３０８   
旭市 66-3                          旭楼旅館 旭市ロ－８９８   
旭市 66-3                          遠藤商店 旭市中谷里浜７８３５－２   
旭市 66-3                          鈴木民宿五郎 旭市西足洗浜３３００   
旭市 66-3                          旅荘嘉川 旭市神宮寺５４９８－１   
旭市 66-3                          民宿三四郎 旭市井戸野４４７５   
旭市 66-3                          磯なぎ荘旅館 旭市椎名内３２５９   
旭市 66-3                          富士屋旅館 旭市ロの６６２   
旭市 66-3                          かさや旅館 旭市ロ－４９６－６   
旭市 66-3                          大利旅館 旭市ロ－６７０   
旭市 66-3                          割烹旅館昇月 旭市ロ－８９７   
旭市 66-3                          銚子屋本店 旭市西足洗３１９８   
旭市 66-3                          民宿長島 旭市椎名内３２２４   
旭市 66-3                          ホテルパルコ 旭市東足洗２７７２－１   
旭市 66-3                          垣内ペンション 旭市神宮寺字西野５３７２－２６   
旭市 66-3                          ホテルヴィ－ナス 旭市野中字大割３７１８－１   
旭市 66-3                          ニュー旭楼 旭市中谷里字塩場８３１３－２   
旭市 66-3                          ホテル白亜 旭市仁玉字追分山谷２０９０   
旭市 66-3                          ビジネスホテルあづま 旭市ニ－６０１２－２   
旭市 66-3                          ホテルグレート 旭市東足洗２７５３－３６   
旭市 66-3                          ホテルエル 旭市東足洗１２３２－２   
旭市 66-3                          ホテルスコアファースト 旭市野中字子割３９２１   
旭市 66-3                          ホテルアクティー 旭市イ－４０６５－５   
旭市 67                            大丸クリーニング 旭市ロ－１４５８   
旭市 67                            大塚クリーニング 旭市ニ－２０９９   
旭市 67                            あずまクリーニング 旭市ハ－２９５－３   
旭市 67                            平野クリーニング工場 旭市ロ－９６６   
旭市 67                            だいいち（ハヤシ） 旭市ニ－５８８０   
旭市 67                            旭ランドリー 旭市ロ－３５８   
旭市 67                            関根クリーニング店 旭市中谷里８１５２   
旭市 67                            ユカワ商会 旭市椎名内２３３６   
旭市 67                            うなかみクリーニング 旭市椎名内１９７３   
旭市 67                            岩井クリーニング店 旭市ニ－９７６－５   
旭市 67                            伊藤クリーニング工場 旭市井戸野１３５２   
旭市 67                            友愛ランドリー 旭市鎌数４３４５   
旭市 67                            林クリーニング商会 旭市泉川１１４４   
旭市 67                            安孝クリーニング 旭市ロ－４９６   
旭市 67                            渡辺ランドリー 旭市ロ－６６２－２   
旭市 67                            （株）森商 旭市ニ－５９４７－７   
旭市 71                            共同石油ニュー旭ＳＳ 旭市ニ－３２４０－１   
旭市 71                            北総通運（株）馬橋給油所 旭市ニ－５８８８－２   
旭市 71                            出光興産旭海岸給油所 旭市中谷里７８３１－３   
旭市 71                            千葉交通（株）旭車庫 旭市イ－１７４２－１   
旭市 66-3ｲ                         矢指ｹ浦温泉館 旭市足川3914-30   
旭市 72                      江ヶ崎地区農業集落排水処理施設 旭市鎌数３９８６   
旭市 66-3ｲ                         かんぽの宿旭 旭市仁玉２２８０－１   
旭市  1-2                          旭市畜産環境整備組合 旭市中谷里６８６２－１   
旭市 72                      琴田地区汚水処理施設 旭市琴田字一番割102-3,102-4   
旭市 67                            大島ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 旭市ﾆ2559   
旭市 72                      ﾋｭｰﾏﾝﾌﾟﾗｻﾞ黄鶴 旭市鎌数９２２９－１   
旭市 66-4                          旭市第一学校給食センター 旭市ニ５１１６ー２   
旭市 65                            新日本ブラス株式会社 旭市鎌数５８４４－３ ○
旭市 71-2ｲ                         千葉県東総食肉衛生検査所 旭市ニ５９０８－３ ▲
旭市  1-2ｲ                         千葉県立旭農業高等学校 旭市ロ－１ ▲
旭市 71-2ｲ                         千葉県立東総工業高等学校 旭市鎌数５１４６ ▲
旭市 68                            ハヤシカメラ 旭市ニ6361   
旭市 71-3                          旭市クリーンセンター 旭市ニ５９３８－１   
旭市 71-2ｲ                         ヤングバ－グ記念研究所 旭市イ－９８７－１   
旭市 73                            旭市浄化センタ－ 旭市ニ５９１１－１   
旭市 69                            千葉県食肉公社 旭市鎌数６３５４－３   
旭市  2  ｲ                         高橋食鶏 旭市鎌数川西2-10313-1   
旭市  2  ｲ                         相沢本店直売所 旭市ｲ-276   
旭市  2  ｲ                         有限会社若梅鶏業 旭市ﾆ-5124   



旭市  2  ｲ                         旭食鶏 旭市神宮寺5928   
旭市 71                            トヨタカローラ千葉（株）旭店 旭市イ２６５６－１   
旭市  1-2ｲ                         有限会社 高橋ファーム 旭市井戸野２７８９   
旭市  3  ｲ                         有限会社 井上商店 旭市椎名内３１７１－３   
旭市  1-2ｲ                         神宮寺農場 旭市神宮寺９２８８   
旭市 71-5                          有限会社芝田焼付塗装 旭市鎌数字二十間8番地の1 ○
旭市  1-2ｲ                         下山農場 旭市塙３９７６－１他   
旭市 71                            ネッツトヨタ東都（株）旭店 旭市ニ3094   
旭市  1-2                          石毛畜産 旭市倉橋字西野場外１３５８－１   
旭市  1-2                          浪川養豚場 旭市蛇園砂子山２６８７   
旭市  1-2                          小林養豚所 旭市蛇園３６４８   
旭市  1-2                          藤崎市太郎 旭市倉橋字今塚1034-3   
旭市  1-2                          海上町農協乳用雄子牛哺育センター 旭市見広１１６４－１   
旭市  1-2                          宮竹畜産 旭市岩井字氷山１６３６－２   
旭市  1-2                          岩渕畜産 旭市岩井小仲山１９６７   
旭市  1-2                          石毛牧場 旭市倉橋1264   
旭市  1-2                          鵜沢畜産 旭市倉橋栗山３１８６   
旭市  1-2                          石毛文治 旭市倉橋１２６４   
旭市  1-2                          渡辺喜八 旭市蛇園２６０６   
旭市  1-2                          浪川操 旭市蛇園２５９５   
旭市  1-2                          石橋牧場 旭市蛇園愚沢５０４７－３   
旭市  1-2                          渡辺牧場 旭市蛇園４８０９－２   
旭市  1-2                          平野養豚場 旭市後草１８９３   
旭市  1-2                          浅岡雅武 旭市大間手８９０   
旭市  1-2                          青柳養豚場 旭市高生９８８   
旭市  1-2                          鮎田養豚場 旭市琴田２７２８－２   
旭市  1-2                          平野養豚場 旭市後草８７７   
旭市  1-2                          浪川養豚場 旭市後草新之沢3193   
旭市  1-2                          崎山養豚場 旭市琴田２６４８   
旭市  1-2                          江橋農場 旭市高生１１６６   
旭市  1-2                          菅谷養豚場 旭市琴田２７４４   
旭市  1-2                          服部治右エ門 旭市大間手７１５   
旭市  1-2                          石毛養豚場 旭市琴田９６   
旭市  1-2                          石毛養豚 旭市蛇園雅芝野５６９０   
旭市  1-2                          渡辺酪農 旭市後草新の沢３２５４   
旭市  1-2                          崎山養豚場 旭市後草字西茅場１７２９   
旭市  1-2                          渡辺豚房 旭市蛇園渓谷栗化割５１５４－１   
旭市  1-2                          平野養豚場 旭市岩井１８５１   
旭市  1-2                          浪川養豚場 旭市蛇園２６５８   
旭市  1-2                          ○さ養豚場 旭市岩井１１８２   
旭市  1-2                          島田種豚場 旭市見広１２８２   
旭市  1-2                          市田養豚場 旭市蛇園５２５７－１   
旭市  1-2                          岩橘伸一 旭市蛇園平山５００４－１   
旭市  1-2                          遠藤新司 旭市岩井小仲山1182   
旭市  1-2                          嶋田養豚場 旭市倉橋２４７５   
旭市  1-2ｲ                         平野養豚 旭市高生金地３０９１   
旭市  1-2ｲ                         青柳養豚場 旭市高生行内地２２６４   
旭市  1-2ｲ                         平山 隆 旭市倉橋１３５７－３   
旭市  1-2ｲ                         塙 優 旭市岩井１５８２   
旭市  1-2ｲ                         鮎田恒雄 旭市琴田2728-2   
旭市  1-2ｲ                         石毛養豚 旭市倉橋１２４３－４   
旭市  1-2ｲ                         日下昭治 旭市見広２０３６   
旭市  1-2ｲ                         （有）ユニオンホックセンター 旭市見広１２８１   
旭市  1-2ｲ                         石毛農場 旭市琴田96   
旭市  1-2ｲ                         塙 利秋 旭市岩井１２９８   
旭市  1-2ｲ                         崎山静一 旭市後草１６４４   
旭市  1-2ｲ                         平野芳子 旭市後草１４５６   
旭市  1-2ｲ                         松ヶ谷養豚場 旭市見広４２５０   
旭市  1-2ｲ                         渡辺順治 旭市倉橋２７９－６   
旭市  1-2ｲ                         （有）下山農場 旭市岩井１６２４   
旭市  1-2ｲ                         寿ファーム 旭市岩井８１５   
旭市  1-2ｲ                         多田○伊種豚場 旭市岩井1616   
旭市  1-2ｲ                         多田○伊種豚場 旭市松ヶ谷２１４０－１   
旭市  1-2ｲ                         （有）バーボンホックファーム 旭市岩井１８５１   
旭市  1-2ｲ                         （有）岩崎畜産 旭市倉橋４１０５－１   
旭市  1-2ｲ                         多田俊彦 旭市松ヶ谷2194   
旭市  1-2ｲ                         田宮養豚 旭市清滝７０５   
旭市  1-2ｲ                         平山 隆 旭市蛇園２４２０   
旭市  1-2ｲ                         （有）浪川ファーム 旭市後草３２３３   
旭市  1-2ｲ                         岩橘伸一 旭市蛇園5004-2   



旭市  1-2ｲ                         （有）ウナカミピックセンタ－ 旭市蛇園２５７８   
旭市  1-2ｲ                         ハンターファーム遠藤 旭市岩井１９６３   
旭市  1-2ｲ                         菅谷仁一 旭市琴田２７２１   
旭市  1-2ｲ                         石橋弘道 旭市蛇園３４８９   
旭市  1-2ｲ                         青柳 茂 旭市高生１００７－２   
旭市  1-2ｲ                         嶋田平治 旭市倉橋３７８６   
旭市  1-2ｲ                         （有）東海ファーム 旭市倉橋４２３８   
旭市  1-2ﾛ                         藤崎浩一 旭市倉橋４０２８   
旭市  1-2ﾛ                         石毛忠雄 旭市倉橋２４８８   
旭市  1-2ﾛ                         浅岡牧場 旭市大間手８７５   
旭市  1-2ﾛ                         浅岡牧場 旭市見広１１６４－１   
旭市  1-2ﾛ                         東林農場 旭市後草３２５４   
旭市  1-2ﾛ                         渡辺喜八郎 旭市蛇園５１４３   
旭市  1-2ﾛ                         石毛清敬 旭市倉橋１８６９   
旭市  1-2ﾛ                         斉藤富美雄 旭市蛇園５０８６   
旭市  1-2ﾛ                         岩渕牧場 旭市岩井1967   
旭市  1-2ﾛ                         藤崎浩一 旭市倉橋１０３４   
旭市  1-2ﾛ                         石橋牧場 旭市蛇園5047   
旭市  1-2ﾛ                         嶋田牧場 旭市蛇園５１３９   
旭市  1-2ﾛ                         浅岡雅武 旭市見広２２４０   
旭市  1-2ﾛ                         渡辺裕志 旭市蛇園4809-2   
旭市  1-2ﾛ                         石毛牧場 旭市倉橋１２８８   
旭市  1-2ﾛ                         小林牧場 旭市見広2183   
旭市  1-2ﾛ                         崎山 栄 旭市琴田２７７７   
旭市  2                            多田孝 旭市幾世１４５６   
旭市  2                            小川処理場 旭市後草   
旭市 10                            日本自然科学（株） 旭市後草字新の沢３２１９   
旭市 17                            赤池豆腐店 旭市清滝３４４   
旭市 17                            （有）根本商店 旭市後草２０４３   
旭市 17                            穴沢豆腐店 旭市後草１９９８   
旭市 66-3                          才兵衛旅館 旭市幾世７８９   
旭市 67                            新生舎クリーニング店 旭市後草１９９５   
旭市 67                            亀屋クリーニング店 旭市後草２００６   
旭市 67                            海上クリーニング店 旭市後草１６４３   
旭市 67                            マミー商会 旭市後草２０１４－５   
旭市  1-2ｲ                         千葉エ－コ－プ畜産海上農場 旭市蛇園字西割5631   
旭市  8                            （株）イソムラ 旭市三川５８３７   
旭市 66-3ｲ                         いいおか潮騒ホテル 旭市萩園１４３７   
旭市  1-2                          常盤屋養豚場 旭市三川字倉橋前１８４３６   
旭市  1-2                          向後養豚場 旭市上永井仲野１３６６   
旭市  1-2                          斉藤万次 旭市熊の前２８９０   
旭市  1-2                          鈴木元司 旭市川向３６２２   
旭市  1-2                          向後嘉一郎 旭市飯岡上町６６２   
旭市  1-2                          鈴木守一 旭市平松１３５３   
旭市  1-2                          臼塚養豚場 旭市三川３６３２－２   
旭市  1-2                          菅生清一郎 旭市堀新川２７８４   
旭市  1-2                          長谷川庄一郎 旭市塙１１９０   
旭市  1-2                          鈴木耕一 旭市平松１３５１   
旭市  1-2                          菅生茂雄 旭市塙１３７５   
旭市  1-2                          加瀬孝夫 旭市塙１４３０   
旭市  1-2                          原牧場 旭市塙西町２９３２－２   
旭市  1-2                          向後正男 旭市上永井８３９   
旭市  1-2                          嶋田養豚場 旭市三川３３９７－２   
旭市  1-2                          菱木喜平 旭市三川３０２６   
旭市  1-2                          近藤養豚場 旭市三川セ２９３９   
旭市  1-2                          常世田養豚場 旭市三川３９７６   
旭市  1-2                          宮内常安養豚場 旭市三川１３４１３   
旭市  1-2                          加瀬三右衛門 旭市塙１１７８   
旭市  1-2                          大久保友雄 旭市三川１３２９   
旭市  1-2                          柴正寿 旭市塙２８４１   
旭市  1-2                          長谷川淳司 旭市塙１２１５   
旭市  1-2                          伊藤 旭市三川横大道6609   
旭市  1-2                          仲條満男 旭市飯岡善行   
旭市  1-2                          渡辺正行 旭市茶畑１６５   
旭市  1-2ｲ                         平野芳子 旭市三川１４８２４   
旭市  1-2ｲ                         小林俊明 旭市三川１４８３６   
旭市  1-2ｲ                         石井征治 旭市三川３８５１－７   
旭市  1-2ﾛ                         向後 真 旭市萩園１４７１－１   
旭市  1-2ﾛ                         向後 真 旭市三川字狢野１４９３６－２   
旭市  3                            （有）魚定支店 旭市下永井６６０   



旭市  3                            水野カマボコ店 旭市飯岡２２３３   
旭市  3                            ○ハ赤二商会 旭市飯岡２１７５   
旭市  3  ﾎ                         野間商店 旭市三川５４２７－１   
旭市  3                            六￢水産 旭市下永井８０２   
旭市  3                            六￢水産 旭市飯岡２２９５   
旭市  9                            （株）山中食品 旭市萩園１４３９   
旭市  9                            石橋あられ 旭市飯岡２３０１   
旭市 12                            旭畜産商事（株）飯岡営業所 旭市下永井６９０   
旭市 14                            加瀬照雄澱粉工場 旭市塙２６８１   
旭市 16                            （有）村田商店 旭市飯岡２１５７   
旭市 17                            梅原青果店 旭市萩園１１１０   
旭市 17                            宮内豆腐店 旭市永井岡６１５   
旭市 17                            （有）紅谷豆腐店 旭市下永井７８３   
旭市 17                            小松屋豆腐店 旭市飯岡２０５９   
旭市 17                            大木豆腐店 旭市下永井７０５   
旭市 66-3                          民宿岬亭 旭市上永井１１７７   
旭市 66-3                          民宿ばいか丸 旭市飯岡２２１９   
旭市 66-3                          民宿丸吉 旭市三川４８７２－１   
旭市 66-3                          民宿入舟 旭市飯岡２２２６   
旭市 66-3                          民宿いとう 旭市三川５７１７－８２   
旭市 66-3                          桃源旅館 旭市三川塩場５５２２   
旭市 66-3                          船宿幸丸 旭市谷原３３７４－１   
旭市 66-3                          市兵衛民宿 旭市飯岡３５０８   
旭市 66-3                          三次郎丸 旭市下永井３８８－３   
旭市 66-3                          ペンションたんぽぽ 旭市三川字塩場５９２９－２５   
旭市 66-3                          ペンション武駒 旭市三川４９３８   
旭市 67                            （株）大橋染工場 旭市飯岡１９６８   
旭市 67                            木内クリーニング店 旭市飯岡１９２４   
旭市 67                            加瀬クリーニング店 旭市飯岡２３３３   
旭市 67                            工藤クリーニング店 旭市下永井７５０   
旭市 71                            飯岡石油（有） 旭市行内７４８   
旭市 71                            大橋弥兵工商店 旭市平松１５７６   
旭市 71                            （有）向清商店飯岡給油所 旭市犬林セの３８８９   
旭市 66-3                          ホテルエム 旭市塙字三番割3767-1   
旭市 66-3                          リゾ－トホテル飯岡 旭市三川字塩場5775-6   
旭市  1-2ｲ                         (有）ブライトピック千葉新農場 旭市三川字蔵橋前14834   
旭市  1-2                          高木豚舎 旭市長部砂押４６－１   
旭市  1-2                          藤井義雄 旭市清和乙清平谷352-2、352-19、352-20   
旭市  1-2                          菅谷 守 旭市清和乙清平谷３２５   
旭市  1-2                          佐伯諄一郎 旭市万才１８２７   
旭市  1-2                          石毛健司 旭市万才九町５３０   
旭市  1-2                          高野安善 旭市桜井１２８０   
旭市  1-2                          熱田良雄 旭市米込西三番割８２２   
旭市  1-2                          農事組合法人丸昭畜産 旭市清和甲   
旭市  1-2                          農事組合法人石毛畜産 旭市南堀之内新林700の5   
旭市  1-2                          農事組合法人岩崎畜産 旭市清和甲北１６３４   
旭市  1-2                          農事組合法人菅谷畜産 旭市清和甲４１   
旭市  1-2                          清手畜産 旭市清和甲北一番割   
旭市  1-2                          花香畜産 旭市万才８７３   
旭市  1-2                          長谷川養豚場 旭市米込東三番割７４６－５   
旭市  1-2                          新井 襄 旭市万力９１４   
旭市  1-2                          高木清次 旭市万才４０９－１   
旭市  1-2                          堀江克雄 旭市万才地目水門１５５１   
旭市  1-2                          佐野国太郎 旭市南堀之内内野３８２－１   
旭市  1-2                          菅谷輝夫 旭市入野１３００   
旭市  1-2                          小久保養豚場 旭市入野４７０－１   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市鏑木２４６４   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市万力１１８３   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市鏑木２４５８   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市鏑木２２６８   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市万力９３７   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市万力１１４７   
旭市  1-2                          干潟町鏑木畜産団地 旭市万力１１４６   
旭市  1-2                          飯田武久 旭市米込６３０   
旭市  1-2                          加納畜産南堀之内養豚分場 旭市南堀之内新林６７９   
旭市  1-2                          杉崎 繁 旭市米込２２７   
旭市  1-2                          菅谷政亜 旭市清和甲２７４   
旭市  1-2                          柴田正義 旭市万才１７７６   
旭市  1-2                          菅谷重義 旭市清和甲１２８   
旭市  1-2                          花香養豚場 旭市万才７８６   



旭市  1-2                          伊藤正己 旭市万力２６０９   
旭市  1-2                          宮沢幸一 旭市南堀之内   
旭市  1-2                          栗栖 新 旭市鏑木３５０４－１   
旭市  1-2                          農事組合法人米本畜産 旭市鏑木３４９５   
旭市  1-2                          高木畜産 旭市南堀之内森林６００   
旭市  1-2                          山田種豚牧場 旭市万力５２３   
旭市  1-2                          農事組合法人高畜産 旭市南堀之内森林６６０   
旭市  1-2                          多田博夫 旭市鏑木大岡台５０８，５０９，５１０，４９０   
旭市  1-2                          佐藤信衛 旭市鏑木１９０－１   
旭市  1-2                          高木吉弘 旭市鏑木高根１８８－２   
旭市  1-2                          菅谷 茂 旭市溝原６０６   
旭市  1-2                          実川光雄 旭市鏑木大岡台４６３   
旭市  1-2                          高木安臣 旭市長部砂押４４   
旭市  1-2                          伊藤敏夫 旭市鏑木御塚６４９   
旭市  1-2                          農事組合法人清和畜産 旭市清和甲北番割   
旭市  1-2                          八角道雄 旭市南堀之内森林   
旭市  1-2                          岩岡民雄 旭市鏑木浅ノ谷   
旭市  1-2ｲ                         鈴木 博 旭市溝原２６８   
旭市  1-2ｲ                         岩岡隆治 旭市鏑木３３６２   
旭市  1-2ｲ                         寺嶋 茂 旭市鏑木2458   
旭市  1-2ｲ                         堀江 平 旭市南堀之内４１０   
旭市  1-2ｲ                         井上治佐エ門 旭市万才１９６１   
旭市  1-2ｲ                         菅谷由昭 旭市南堀之内３３９－１   
旭市  1-2ｲ                         松ヶ谷正一 旭市万才１２１０   
旭市  1-2ｲ                         遠藤惣一 旭市長部３１２   
旭市  1-2ｲ                         島田栄一 旭市長部１２５   
旭市  1-2ｲ                         柴田晃造 旭市万才1749   
旭市  1-2ｲ                         伊知地直 旭市万才２７０３   
旭市  1-2ｲ                         大根 武 旭市溝原２３４   
旭市  1-2ｲ                         斉藤喜代治 旭市万力２３９２   
旭市  1-2ｲ                         金谷勝男 旭市入野１２０４   
旭市  1-2ｲ                         岩岡由加 旭市秋田１３８２   
旭市  1-2ﾛ                         小堀三佳 旭市万才寺町場１６５２   
旭市  1-2ﾛ                         柴田好雄 旭市関戸６７２   
旭市  1-2ﾛ                         実川治徳 旭市鏑木１８２－１   
旭市  1-2ﾛ                         鏑木惇一 旭市鏑木１９１０   
旭市  1-2ﾛ                         熱田正男 旭市鏑木３４４３－３   
旭市  1-2ﾛ                         高山傳一 旭市溝原１７８   
旭市  2                            （株）ユニオン千葉 旭市長部字峯崎３２５－１０、－１１、－１２   
旭市  5                            （有）大橋商店 旭市万才２０６３   
旭市 16                            大新食品（株） 旭市関戸３４   
旭市 17                            越川豆腐店 旭市鏑木１２７３－３   
旭市 17                            いとう屋食品 旭市万才１８１３   
旭市 17                            伊藤豆腐店 旭市鏑木１２４６   
旭市 17                            宮応豆腐店 旭市鏑木６１７－６   
旭市 66-3ｲ                         嘉儀屋 旭市桜井新田３６－２－２   
旭市 72                      干潟工業団地汚水処理場 旭市さくら台１－１５   
旭市  1-2ｲ                         (有)菅井物産第二農場 旭市鏑木字猪草野 3490   
旭市  1-2ｲ                         菅谷ファーム肥育農場 旭市清和乙字清平谷３５２－２０   
旭市  1-2ｲ                         高木民治 旭市溝原608   
旭市  1-2ｲ                         遠藤三男 旭市長部155   
旭市  1-2ｲ                         遠藤三男(粟路農場) 旭市溝原303   
旭市  1-2ｲ                         粟路農場 旭市溝原３２   
旭市  1-2ﾛ                         土佐牧場 旭市倉橋3704   
旭市  1-2ﾛ                         土佐牧場 旭市倉橋3706   
旭市 66-3ｲ                         岸壁荘 旭市下永井字妙見前6   

旭市 74                        
資源リサイクル畜産環境整備事業東城１ブロック浄化処理
施設

旭市松ケ谷１４９４   

旭市 72                      カインズ旭飯岡店 旭市三川４３３４－１   
旭市 24  ﾆ                         朝日アグリア株式会社 千葉工場 旭市さくら台1-13   
旭市  2  ｲ                         石毛鳥店 旭市万才2629   
旭市  1-2ｲ                         （有）鏑木ピックファーム南農場 旭市鏑木３３５９－２   
旭市  1-2ｲ                         有限会社 藤崎農場 旭市塙字曲橋3976-1,3978-1,3979-1   
旭市  1-2ｲ                         大松畜産 旭市鎌数２３６   
旭市  1-2ｲ                         (有)伊藤養豚 飯岡農場 旭市横根宇賀神２９１０   
旭市  1-2ｲ                         加瀬一四郎 旭市倉橋字大仲野４２５－１外   
旭市  1-2ｲ                         トントン堆肥組合 旭市三川字狢野１４９３７   
旭市  1-2ｲ                         三川畜産環境整備組合 旭市三川１４５５２   
旭市  4  ｲ                         トム.ロジスティクス有限責任事業組合 旭市鎌数川西２－７０８０－１８   
旭市 71-6                          日清紡ケミカル株式会社旭事業所 旭市鎌数9163-13 ○



旭市 74                        浄化処理施設（鏑木２） 旭市清和甲2160   
旭市 71                            コスモ石油販売㈱セルフピュア飯岡カインズSS 旭市三川字大林セ4302他   
旭市 11  ｲ                         （有）ブライトピック千葉 溝原工場 旭市溝原1009他   
旭市 72                      東総衛生組合 旭クリーンパーク 旭市ニ5933   
旭市 71                            （株）ホンダカーズ東総 旭市ニ1720ー２   
旭市 66-4                          旭市第二学校給食センター 旭市高生９６   
旭市  1-2ｲ                         ㈲菅谷ファーム海上農場 旭市松ケ谷1504   
旭市  5  ﾛ                         株式会社GFF 東関東第一工場 旭市鎌数川西２番7080-17   
旭市  1-2ｲ                         米本幸彦 旭市鏑木２３６２   
旭市 74                       東総西部地区畜産環境施設管理組合 浄化処理施設 旭市鏑木３８６７，３８６８，３８６９   
旭市 71                            （株）スズキ自販京葉 アリーナ旭中央店 旭市川口３４９３－１５   
旭市 71                            ストークサービス（株）セルフステーション千葉旭 旭市イ４２１２－１、５１３１   
旭市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社旭店 旭市ニ３２４０   
旭市 72                      旭市万力店舗開発工事 旭市萬力字五番割２９１７－１４他   
旭市  1-2ｲ                         （有）鏑木ピックファーム北農場 旭市鏑木３７８９－１８   
旭市 71                            株式会社トヨタレンタリース千葉 旭店 旭市イ2659-1   
旭市 71                            株式会社川久 旭南サービスステーション 旭市川口字及内3438番4、3438番5   
旭市 71                            株式会社 八本自動車 旭市鎌数678   
旭市 55                            清滝トンネル作業所 千葉県旭市大間手２１－２   
旭市 71                            株式会社ホンダカーズ東総 Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ旭 千葉県旭市ニ５３５５－３   
旭市 66-3ﾊ                         グロリアケープタワー 旭市上永井1201-1   
旭市 71-4ｲ                         千葉緑環境システム(株)飯岡工場 旭市萩園1630   
旭市 47  ﾆ                         株式会社ハピネス 旭製造工場 旭市蛇園２５７２ ○
旭市  1-2ﾛ                         有限会社平山牧場 旭市三川14421   
匝瑳市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 アレス八日市場 匝瑳市八日市場ハ973-1   
匝瑳市  5  ﾊ                         タイヘイ（株）本社工場 匝瑳市八日市場イ２６１４   
匝瑳市  5  ｲ                         三栄農協農産加工施設 匝瑳市吉田４０１０   
匝瑳市 72                      八日市場工業団地汚水処理場 匝瑳市みどり平６－３   
匝瑳市  1-2                          山崎養豚場 匝瑳市蕪里１０９３   
匝瑳市  1-2ｲ                         八木種豚場 匝瑳市飯塚５０１   
匝瑳市  1-2                          林養豚場 匝瑳市上谷中所目５９５－２   
匝瑳市  1-2                          大木弥兵衛養豚場 匝瑳市浦立１０２２   
匝瑳市  1-2                          伊藤養豚場 匝瑳市吉崎１００－２   
匝瑳市  1-2                          及川誠 匝瑳市金原９０   
匝瑳市  1-2                          宇野養豚場 匝瑳市長谷８１５－７   
匝瑳市  1-2ｲ                         青木操 匝瑳市亀崎本鎌４１   
匝瑳市  1-2                          須郷養豚場 匝瑳市貝塚６５１   
匝瑳市  1-2                          葉計養豚場 匝瑳市小高６２７   
匝瑳市 72                      飯倉台ﾆｭｰﾀｳﾝ共用施設管理組合 匝瑳市飯倉台３８番地   
匝瑳市  1-2                          大木藤雄 匝瑳市長谷７６５   
匝瑳市  1-2ｲ                         （有）井上商店 匝瑳市内山８５８   
匝瑳市  1-2ｲ                         石毛富士雄 匝瑳市吉田２７２７   
匝瑳市  1-2ｲ                         大木正史 匝瑳市長谷６７８   
匝瑳市  1-2ｲ                         鎌形 宏 匝瑳市飯塚４３５   
匝瑳市  1-2ｲ                         佐知川敏男 匝瑳市入山崎５３３   
匝瑳市  1-2ｲ                         土屋源市 匝瑳市飯倉１６６０   
匝瑳市  1-2ﾛ                         松沢三千夫 匝瑳市飯笹仙神１４３－１   
匝瑳市  2                            龍田食鳥 匝瑳市春海１６   
匝瑳市  8                            （有）木村製飴所 匝瑳市八日市場イ－７４６   
匝瑳市 10  ﾛ                         （株）宇野本家 匝瑳市長谷１４７１   
匝瑳市 10  ﾛ                         ムツミ飲料工場 匝瑳市八日市場ホ２０２６   
匝瑳市 17                            磯部豆腐店 匝瑳市八日市場ハ７１７   
匝瑳市 17                            木野豆腐店 匝瑳市八日市場イ２７４９   
匝瑳市 17                            木野豆腐製造業 匝瑳市八日市場イ２４２２   
匝瑳市 17                            山倉屋豆腐店 匝瑳市八日市場ハ５０２～１   
匝瑳市 17                            渡辺豆腐店 匝瑳市南山崎１３５   
匝瑳市 17                            林豆腐店 匝瑳市飯倉３２５～１   
匝瑳市 17                            丸富食品有限会社 匝瑳市八日市場イ７６１   
匝瑳市 55                            八日市場宇部生コンクリート（株）八日市場工場 匝瑳市上谷中２２１５－９   
匝瑳市 55                            （有）平野屋分店 匝瑳市八日市場イ－２６１１   
匝瑳市 66-3ｲ                         桐屋旅館 匝瑳市八日市場イ－２９４５   
匝瑳市 66-3ｲ                         かみや旅館 匝瑳市八日市場イ－２１８   
匝瑳市 66-3ｲ                         喜楽旅館 匝瑳市八日市場イ－１１２   
匝瑳市 66-3ｲ                         ビジネスホテルクリス 匝瑳市上谷中１１７１   
匝瑳市 66-3ｲ                         ビジネスホテル竹屋 匝瑳市八日市場イ－２９５６－１   
匝瑳市 66-3ｲ                         モータリストホテルエンペラル 匝瑳市登戸字塔之前１３   
匝瑳市 66-3ｲ                         ホテルピース 匝瑳市平木字仲才２４２５   
匝瑳市 66-3ｲ                         ホテル青い城 匝瑳市中台字行下７６－２   
匝瑳市 66-3ｲ                         東洋ハイツ 匝瑳市春海６９２０－２   
匝瑳市 66-3ｲ                         ホテルアルファー 匝瑳市東谷字子ノ尾５８１   



匝瑳市 66-3ｲ                         ホテル ホワイトー２ 匝瑳市中台字行下８０－１   
匝瑳市 66-3ｲ                         ホテル  フィガロ 匝瑳市東谷１２９７－１，５５９－１～２   
匝瑳市 66-3ｲ                         ホテルマリンウッド 匝瑳市中台２３－１   
匝瑳市 66-3ｲ                         ホテル マリオン 匝瑳市東谷字子ノ尾５７９   
匝瑳市 67                            峰島クリーニング店 匝瑳市八日市場イ－２７３１   
匝瑳市 67                            （有）角田屋 匝瑳市八日市場イ－２５１４   
匝瑳市 67                            ツバサクリーニング店 匝瑳市春海７４１０   
匝瑳市 67                            伊藤クリーニング 匝瑳市八日市場イ－１１２   
匝瑳市 67                            サンエイクリーニング 匝瑳市椿１９８５－１   
匝瑳市 67                            うなかみクリーニング 匝瑳市平木４８６３   
匝瑳市 67                            セントラルクリーニング 匝瑳市横須賀１８０２－１   
匝瑳市 67                            小田ドライクリーニング 匝瑳市大寺１８７６   
匝瑳市 67                            カツマタクリーニング 匝瑳市大浦１２４２－１   
匝瑳市 67                            三和クリーニング 匝瑳市上谷中２２１８－６   
匝瑳市 67                            伊藤クリーニング 匝瑳市吉崎５７１   
匝瑳市 67                            山崎クリーニング店 匝瑳市飯高１７０２－３   
匝瑳市 71                            越川商店石油部 匝瑳市八日市場ハ－９６９   
匝瑳市 71                            （有）山下商店 匝瑳市八日市場イ－７１０－１   
匝瑳市 71                            出光興産干潟給油所 匝瑳市椿１２７４－６   
匝瑳市 71                            千葉交通（株）八日市場（営） 匝瑳市八日市場イ－４４７   
匝瑳市 71                            ＪＲ関東（株）八日市場支店 匝瑳市八日市場イ－５１３   
匝瑳市 71                            八日市場自動車営業所 匝瑳市八日市場イ513   
匝瑳市  5  ﾛ                         工房知足 匝瑳市飯塚８２０   
匝瑳市 71                            トヨタカローラ千葉（株）八日市場店 匝瑳市時曽根４１２－１   
匝瑳市  1-2ｲ                         宮内畜産 匝瑳市山崎１６８   
匝瑳市 68                            うさみカメラ八日市場店 匝瑳市八日市場イ字四反町661ｰ3 ○
匝瑳市 65                            株式会社ワノテックジャパン 匝瑳市春海７２８５－１ ▲
匝瑳市 71-3                          松山清掃工場 匝瑳市松山１０７   
匝瑳市  2  ｲ                         及川商店 匝瑳市飯高1604-14   
匝瑳市  2  ｲ                         関食鶏 匝瑳市中台492   
匝瑳市  1-2ｲ                         長谷農場 匝瑳市長谷３４２４－２   
匝瑳市  1-2ｲ                         (有)ジェリービーズ西小笹農場 匝瑳市西小笹６２６   
匝瑳市 72                      カインズホーム八日市場店 匝瑳市八日市場ロ１１８   
匝瑳市  1-2ｲ                         長谷農場 匝瑳市長谷１１   
匝瑳市 71                            ネッツトヨタ千葉㈱八日市場店 匝瑳市八日市場イ２－４８５－２   
匝瑳市 66-3ｲ                         民宿きみのや 匝瑳市吉崎３１０１   
匝瑳市 71                            株式会社ジェイ・クエスト 匝瑳市八日市場ハ968番地2他   
匝瑳市  1-2                          熱田治江 匝瑳市今泉６３５７   
匝瑳市  1-2                          石井正義 匝瑳市堀川１   
匝瑳市  1-2                          宇井野照夫 匝瑳市堀川６６５２   
匝瑳市  1-2                          及川敏夫 匝瑳市川辺６５８－３   
匝瑳市  1-2                          越川繁 匝瑳市堀川２８６２－１   
匝瑳市  1-2                          熱田正行 匝瑳市今泉５２９   
匝瑳市  1-2                          渡辺修一 匝瑳市今泉５１６－１   
匝瑳市  1-2                          渡辺忠男 匝瑳市栢田１１５５   
匝瑳市  1-2                          及川忠昭 匝瑳市川辺３０１７   
匝瑳市  1-2                          行木博之 匝瑳市川辺６４４７   
匝瑳市  1-2                          伊藤幸夫 匝瑳市川辺３９３１   
匝瑳市  1-2                          熱田祐司郎 匝瑳市野手１１２００   
匝瑳市  1-2                          熱田忠雄 匝瑳市今泉５９８６   
匝瑳市  1-2                          大木昇 匝瑳市栢田５９８９   
匝瑳市  1-2                          土屋正 匝瑳市野手松ヶ谷２３３０－２   
匝瑳市  1-2                          熱田牧場 匝瑳市今泉原田２１９７   
匝瑳市  1-2                          熱田新司 匝瑳市野手１８２８，６８９９   
匝瑳市  1-2                          土屋秀夫 匝瑳市今泉８４４０   
匝瑳市  1-2                          熱田正行 匝瑳市今泉６２５９   
匝瑳市  1-2                          越川広康 匝瑳市堀川４９６   
匝瑳市  1-2                          林 久 匝瑳市野手１７１４０   
匝瑳市  1-2ｲ                         椎名弘勝 匝瑳市堀川５７１６   
匝瑳市  1-2ｲ                         椎名弘勝 匝瑳市川辺７２６   
匝瑳市  1-2ｲ                         小川治朗 匝瑳市野手５２１   
匝瑳市  1-2ｲ                         株式会社 大川養豚場 匝瑳市野手６０   
匝瑳市  1-2ｲ                         林 肇 匝瑳市野手５６１９   
匝瑳市  1-2ｲ                         宇井 隆 匝瑳市野手１７４６   
匝瑳市  1-2ｲ                         土屋 正 匝瑳市野手１２７５６   
匝瑳市  1-2ｲ                         伊藤長寿 匝瑳市川辺２０９２   
匝瑳市  1-2ｲ                         小川雅器 匝瑳市栢田１１４０   
匝瑳市  1-2ﾛ                         小川昭衛 匝瑳市栢田３６３   
匝瑳市  1-2ﾛ                         熱田寛司 匝瑳市今泉兵部町２１２４   
匝瑳市  2  ｲ                         株式会社コープミート千葉 匝瑳市今泉５３３２   



匝瑳市  5                            石井正義 匝瑳市堀川２６５－２   
匝瑳市 10  ｲ                         （株）宮崎本家 匝瑳市野手１６９９   
匝瑳市 17                            小川食品 匝瑳市野手６１１４   
匝瑳市 17                            熱田豆腐店 匝瑳市野手１５８１   
匝瑳市 17                            渡辺豆腐店 匝瑳市栢田１４４２   
匝瑳市 17                            つま新宅 匝瑳市堀川６１９６－２   
匝瑳市 18-2                          （株）京葉フード千葉工場 匝瑳市栢田目奈８５１５－１   
匝瑳市 66-3                          日乃出屋 匝瑳市野手１６３９－２   
匝瑳市 66-3                          民宿久 匝瑳市新堀浜１４６４－２６   
匝瑳市 66-3                          磯料理なぎさ 匝瑳市野手１７１４６－８８１   
匝瑳市 66-3                          ちどり荘 匝瑳市堀川６６７８－２   
匝瑳市 66-3                          旅館 ヤマショウ 匝瑳市栢田７９５１   
匝瑳市 66-3ﾊ                         ｲﾙｶﾊｳｽ1号棟 匝瑳市堀川字浜辺６６９３－２９   
匝瑳市 66-3                          民宿 水産 匝瑳市野手１７１４６   
匝瑳市 66-3                          吉田屋 匝瑳市堀川浜６６８０   
匝瑳市 66-3                          民宿熱田 匝瑳市野手１７１１８   
匝瑳市 66-3                          ういの 匝瑳市堀川浜６６８７   
匝瑳市 66-3                          しんみせ 匝瑳市栢田浜７９５２－３７   
匝瑳市 66-3                          秋葉 匝瑳市野手浜１７１４６－１４０   
匝瑳市 66-3                          大常 匝瑳市新堀１４６２－１   
匝瑳市 66-3                          いこい 匝瑳市川辺７２２０   
匝瑳市 66-3                          民宿加瀬 匝瑳市堀川６０４５－１４   
匝瑳市 66-3                          多加良 匝瑳市野手１７１４６－１３０４   
匝瑳市 66-3                          はまべ荘 匝瑳市堀川浜６６９３－３０   
匝瑳市 66-3                          民宿石原 匝瑳市堀川６８５４－２   
匝瑳市 66-3                          まる仙 民宿 匝瑳市野手浜１７１４６－１３０   
匝瑳市 66-3                          岩沢荘 匝瑳市野手１７１２５   
匝瑳市 66-3                          民宿高野 匝瑳市川辺７２５６   
匝瑳市 66-3                          久兵衛漁業 匝瑳市堀川６６９３－５８   
匝瑳市 66-3                          及川荘 匝瑳市栢田７９５２－８５   
匝瑳市 66-3                          堀川食堂 匝瑳市堀川６６７４   
匝瑳市 66-3                          志小川水産 匝瑳市今泉８１１３   
匝瑳市 66-3                          やどかり 匝瑳市野手１７１４６－９７１   
匝瑳市 66-3                          ニューカモメ 匝瑳市野手１７１１８   
匝瑳市 66-3                          食堂増田屋 匝瑳市野手１７１２６   
匝瑳市 66-3ｲ                         民宿大島 匝瑳市野手１７１４０   
匝瑳市 66-3                          ペンション九十九里 匝瑳市野手１７１４６－９３４   
匝瑳市 67                            セリカクリーニング 匝瑳市野手１４４８－１   
匝瑳市 65                            鋼管工業(株)千葉工場 匝瑳市今泉３９０９－１   
匝瑳市  1-2ｲ                         野手農場 匝瑳市野手５５６－１   
匝瑳市  3  ｲ                         株式会社 石田 匝瑳市栢田７８７３   
匝瑳市  1-2ｲ                         野手農場２ 匝瑳市野手５７１－１   
匝瑳市  1-2ｲ                         野手釜前農場 匝瑳市野手2599-1   
匝瑳市 71                            セルフ＆カーケアステーション八日市場 匝瑳市八日市場ロ171-4   
匝瑳市 71                            加藤石油株式会社八日市場バイパス 匝瑳市八日市場ホの４５   
匝瑳市 71                            千葉トヨペット㈱八日市場店 匝瑳市八日市場ハ922   
匝瑳市  1-2ｲ                         長谷農場 匝瑳市長谷松山52-3   
匝瑳市  1-2ｲ                         長谷農場第二 匝瑳市長谷松山20-2   
匝瑳市  9                            株式会社 太陽社 匝瑳市飯倉293   
匝瑳市  1-2ｲ                         ストックブリーディング・アツタ 野手農場 匝瑳市野手552番地   
匝瑳市 66-4                          匝瑳市学校給食センター 匝瑳市春海1916番地   

匝瑳市 71-5                          
スプレーイングシステムスジャパン合同会社（八日市場工
場）

匝瑳市みどり平2-4 ○

匝瑳市 71                            千葉日産自動車（株）匝瑳店 匝瑳市飯倉３８２－１   
匝瑳市 71                            千葉トヨタ自動車（株）八日市場営業所 匝瑳市上谷中字新宿２２１１   
匝瑳市 17                            渡辺豆腐店 匝瑳市南山崎１７０－１   
匝瑳市  1-2ｲ                         （株）グランハ・フジヒラ 匝瑳市内山１７２６   
匝瑳市 17                            株式会社セガワ 匝瑳工場 匝瑳市野手1437-1   
匝瑳市 71                            株式会社ジェイ・クエスト 八日市場店 匝瑳市八日市場ハ９６９   
匝瑳市 11  ｲ                         （株）エコ・フード千葉第２工場 匝瑳市野手５５２   
匝瑳市 71                            センコー物流倉庫株式会社 ほくそう営業所 匝瑳市飯塚300   
茂原市 55                            三協レミコン株式会社 茂原市早野１１４１   
茂原市 66-3ｲ                         アーバンホテル翠嵐 茂原市大沢２５１－１   
茂原市 67                            株式会社ダスキンプロダクト東関東千葉東工場 茂原市高師1912   
茂原市 71                            豊国商事（株）野巻戸S.S. 茂原市茂原 641   
茂原市 72                      つつじ野団地自治会 茂原市北塚955-74   
茂原市 72                      茂原工業団地造成事業汚水処理施設 茂原市本納字富士見台3210-41   
茂原市 72                      コスモ茂原 茂原市早野１９２９－３   
茂原市 72                      公立長生病院 茂原市本納２７７７   
茂原市  1-2ｲ                         豊橋飼料株式会社種豚センター 茂原市萱場１５２４   



茂原市  2  ｲ                         房総食品株式会社 茂原市六ツ野１１４   
茂原市  8                            藤平菓子製造所 茂原市茂原１５１   
茂原市  8                            松月堂本店 茂原市本納２０１２   
茂原市  8                            花笑堂 茂原市本納１９７９   
茂原市  8                             伊勢屋 茂原市茂原１７２   
茂原市  8                            九十製パン（株） 茂原市高師１０１４   
茂原市  8                            クロバ 茂原市東郷１２８３   
茂原市  8                            大塚製菓 茂原市町保１２   
茂原市 17                            東篠豆腐店 茂原市本納２８８６   
茂原市 17                            三橋豆腐店 茂原市本納３０６０   
茂原市 17                            （株）みづさわや 茂原市高師８５１   
茂原市 17                            白井豆腐店 茂原市高師１０１０   
茂原市 17                            中山豆腐店 茂原市下永吉２６９９   
茂原市 17                            松本食品 茂原市高師３９２   
茂原市 17                            福美屋豆腐店 茂原市茂原１３５   
茂原市 66-3ｲ                         ＮＳホテル 茂原市町保字高師野１１－１１１   
茂原市 66-3ｲ                         グランパークホテル茂原 茂原市高野字千尋７３７－１９   
茂原市 66-3                          明日香 茂原市高師３－６－１   
茂原市 66-3                          鈴木屋 茂原市茂原５６２   
茂原市 66-6                          茂原カントリー倶楽部 茂原市中善寺７００   
茂原市 67                            荒井クリーニング 茂原市本納２８００   
茂原市 67                            日の出クリーニング 茂原市高師４１８   
茂原市 67                            千葉県リネンサプライ株式会社 茂原市高師７６   
茂原市 67                            松屋クリーニング 茂原市長清水４２   
茂原市 67                            西島ドライクリーニング 茂原市中の島町１６１   
茂原市 67                            第一クリーニング 茂原市高師４１３   
茂原市 67                            川﨑染洗 茂原市本納３０５９－１   
茂原市 67                            有限会社トキワクリーニング 茂原市茂原５５５   
茂原市 67                            秋場クリーニング 茂原市中の島町８５３   
茂原市 67                            太洋舎クリーニング工場 茂原市茂原５１８   
茂原市 67                            福田クリーニング 茂原市小林１４９   
茂原市 67                            角屋クリーニング 茂原市早野３００４   
茂原市 67                            京葉クリーニング 茂原市小林２４０６－１   
茂原市 67                            クリーニングのむら 茂原市町保７   
茂原市 71                            千葉中央バス茂原営業所 茂原市茂原字毛無塚７６５   
茂原市 71                            （有）中田屋金物店 茂原市字道の下２１０３   
茂原市 71                            （有）カネカ 茂原市高師１－１０－１０   
茂原市 71                            （株）堀江商店茂原営業所 茂原市高師１０３５   
茂原市 71                            カートピア中の島サービスステーション千葉石油（株 茂原市下永吉字下廻り９０７－１   
茂原市 71                            千葉トヨペット（株）茂原営業所 茂原市高師２２２３   
茂原市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社アレス茂原物流センター 茂原市本納３２１０－１５   
茂原市 67                            有限会社椿クリーニング 茂原市下永吉下廻り963-1   
茂原市 72                      農業集落排水事業東郷第一地区汚水処理場 茂原市六ツ野2965   
茂原市 72                      農業集落排水事業豊岡第一地区汚水処理場 茂原市南吉田１０８０、１０７５－２、１０７６   
茂原市 72                      カインズ茂原店 茂原市腰当６５３－１   
茂原市 66-3ｲ                         シティーイン茂原 茂原市高師737-2   
茂原市 66-6                          貴船 茂原市高師1726   
茂原市 66-6                          真名カントリークラブ 真名クラブハウス 茂原市真名１７４４   
茂原市 67                            クリーニング専科 茂原工場 茂原市本納３３４６－１   
茂原市 67                            石井クリーニング商会 茂原市八幡原６５９－１   
茂原市 71                            トヨタカロ－ラ千葉(株)本納営業所 茂原市法目2143-1   
茂原市 71                            日石共石茂原給油所 茂原市渋谷864-1   
茂原市 71                            昭和シェル石油北茂原給油所 茂原市腰当1280-9   
茂原市 71                            株式会社堀江商店ニュ－茂原給油所 茂原市小林2880-3   
茂原市 71                            コインセルフ洗車場 茂原市道表6-3   
茂原市 71                            三井石油株式会社  茂原南ss 茂原市下永吉190-1   
茂原市 71                            (株)トヨクニオイル茂原東部給油所 茂原市大芝439-2   
茂原市 71                            クリ－ンアップみなみ 茂原市六ツ野４００８－１   
茂原市 72                      農業集落排水事業豊岡第二地区汚水処理場 茂原市萓場字天王免3522-4､-5､-6､3523-2   
茂原市 71                            洗車みなみ早野店 茂原市早野2130-1   
茂原市 66-3ｲ                         シティ・イン茂原ＡＮＮＥＸ 茂原市高師千尋737-19   
茂原市 66-6                          イトーピア千葉ゴルフコ－ス 茂原市押日964-5他   
茂原市 67                            株式会社茂原ドライ 茂原市高師７０６   
茂原市 47  ﾛ                         妙中鉱業株式会社 茂原市大芝４５２ ○
茂原市 73                            茂原市川中島下水処理場 茂原市早野字川中島3750   
茂原市 33  ｲ                         三井化学株式会社茂原分工場 茂原市東郷1900 ○
茂原市 68                            (株)フジミカラー 茂原市小林2602   
茂原市 68                            タカヨシブックセンター茂原店 茂原市大芝606ｰ1   
茂原市 65                            アトリエ・ド・モバラ 茂原市本納3210-17 ○
茂原市 71-2ｲ                         長生健康福祉センター（長生保健所） 茂原市茂原１１０２－１ ▲



茂原市 53  ｲ                         
富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社
茂原サイト

茂原市三ケ谷１７５４ ○

茂原市 65                            国際電子科学株式会社 茂原市東郷権現前68-1   
茂原市 66-6                          すたみな太郎茂原店 茂原市長尾字内芝２５４６－１他   
茂原市 71                            千葉スバル株式会社茂原店 茂原市小林１７３２   
茂原市 66-3ｲ                         ビジネスホテル クイーン 茂原市猿袋１１９３   
茂原市 71                            千葉日産自動車株式会社茂原バイパス店 茂原市小林１９７８－３１   
茂原市 23-2ｲ                         緑川地図印刷株式会社 千葉工場 茂原市本納富士見台３２１０－７   
茂原市 72                      ベイシア茂原店 茂原市腰当字東部田7番地   
茂原市 71                            千葉ﾄﾖﾀ自動車（株）ｱﾚｽ茂原店 茂原市北塚985   
茂原市 63  ﾎ                         株式会社ジャパンディスプレイ茂原工場 茂原市早野３３００ ○
茂原市 71                            トヨタカローラ千葉㈱茂原店 茂原市早野新田字長者ｹ谷８７－１   
茂原市 71                            有限会社カトウ自動車 茂原市法目３０２９－１   
茂原市 72                      カスミ東郷店 茂原市谷本２１２２   
茂原市 71                            有限会社 オートウィル 茂原市高田６９４－２   
茂原市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社茂原店 茂原市高師１９１１   
茂原市 66-6                          真名カントリークラブ GPクラブハウス 茂原市上太田４７６   
茂原市 71                            日石レオン株式会社新茂原給油所 茂原市小林字三坂歩２８８０－１   
茂原市 71                            中央シェル石油販売㈱ニュー北茂原 茂原市腰当１２８０－３   
茂原市 71                            川久石油株式会社 茂原市大芝字東割３３１－１   
茂原市 71                            有限会社オートウィル 茂原市法目字北沼２０２０－１他   
茂原市 71                            コスモ石油販売株式会社セルフピュア茂原鷲巣S.S. 茂原市鷲巣字高田２８７－１他   
茂原市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉茂原北店 茂原市北塚１２２１－１   

茂原市 66                            
株式会社日立パワーソリューションズ プロダクトソ
リューション本部デバイスソリューション部マグネトロン

茂原市早野３３００ ○

茂原市 65                            三和電気株式会社茂原工場 茂原市茂原６４６ ○
茂原市 79                            株式会社NSC茂原工場 茂原市早野３３００ ○
茂原市 71                            日立建機日本株式会社 茂原営業所 茂原市七渡８２６   
茂原市 67                            東海クリーニング 茂原市早野２７０２－１   
茂原市 71                            ネッツトヨタ千葉㈱ネッツタウン茂原 茂原市小林１７３５   
茂原市 46  ﾆ                         トーヨーカラー株式会社茂原工場 茂原市東郷１４３０   
茂原市 67                            八鶴舎鷲巣店 茂原市鷲巣４７３－１ ○
茂原市 71                            ㈱スズキ自販千葉 茂原店 茂原市押日１５４６   
茂原市 71                            コスモ石油株式会社セルフピュア茂原ベイシア 茂原市腰当字東新田４７－１ ４６－１他   
茂原市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉茂原東店 茂原市木崎３０５－１０   
茂原市 71                            オートウェーブ洗車場 茂原市北塚堤前１２２７－２７   
茂原市 65                            株式会社ライトニングファクトリー茂原工場 茂原市谷本１１８０－２   
茂原市 66-4                          茂原市学校給食センター 茂原市木崎字佐々塚1868番地1他7筆   
茂原市 66-3ｲ                         ベルメゾン三栄 茂原市長尾2682-6   
茂原市  8                            嶋倉製餡所 茂原市茂原１０１４   
茂原市  8                            美好屋菓子店 茂原市茂原２５１   
茂原市 71                            株式会社ホンダカーズ茂原本店 茂原市小林１６１８番地２   
茂原市 71-2ｲ                         千葉県立茂原樟陽高等学校 茂原市上林283 ○
茂原市  1  ﾊ                         MH-1基地 茂原市長尾字坂下１２４   
茂原市  1  ﾊ                         ＣＨ－２基地 茂原市千町字桜園１９３６   
茂原市  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社ＮＷＨ－１基地 茂原市本小轡字七渡境４９－４番地   
茂原市 27  ﾄ                         関東天然瓦斯開発株式会社AH-3基地 茂原市木崎字棒田2332番地   
茂原市  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社BH-1基地 茂原市六ツ野字稲荷台2092-2番地   
茂原市  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社CH-6基地 茂原市六ツ野字南柳保田2275番地   
茂原市  1  ﾊ                         三井化学株式会社TH-2基地 茂原市東郷字六ツ野415番地   
茂原市 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社BH-1基地 茂原市六ツ野3953番地   
茂原市 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社AH-3基地 茂原市木崎2332番地   
茂原市 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社TH-2基地 茂原市東郷415番地   
茂原市 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社CH-6基地 茂原市千町2267-1番地   
茂原市 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社NWH-1基地 茂原市本小轡49-4番地   
一宮町 66-3ｲ                         一宮シーサイドオーツカ 長生郡一宮町一宮１００００   
一宮町 66-3ｲ                         一宮館 長生郡一宮町一宮９２４１   
一宮町 66-3ｲ                         株式会社一の宮カントリー倶楽部 長生郡一宮町東浪見３１６６   
一宮町 67                            勘定クリーニング 長生郡一宮町一宮２９８２   
一宮町 67                            長谷川クリーニング 長生郡一宮町一宮２６３８－３ ▲
一宮町 72                      原地区農業集落排水処理施設 長生郡一宮町一宮字山王１０７０２他   
一宮町 72                      東野地区集中浄化槽施設管理組合 長生郡一宮町東野８－１   
一宮町 72                      松美ヶ丘分譲地 長生郡一宮町綱田５６３－１   
一宮町  5                            商店 長生郡一宮町宮原６６０   
一宮町  5                            東食品（株） 長生郡一宮町一宮２９７８   
一宮町 17                            永島豆腐店 長生郡一宮町一宮２９６９   
一宮町 17                            森川豆腐店 長生郡一宮町一宮２２５７   
一宮町 66-3                          第一紙業株式会社一の宮保養所 長生郡一宮町一宮東台場１０１１０   

一宮町 66-3ｲ                         安田火災上総一宮保養所
長生郡一宮町一宮１０１７６，１０１７７，１０１８
４，１０１８

  



一宮町 66-3                          カサブランカ９９ 長生郡一宮町東浪見７５２８－７   
一宮町 66-3                          ペンション サードプレイス 長生郡一宮町東浪見７１９８－２   
一宮町 66-3ｲ                         サンビレッジ一宮 長生郡一宮町一宮３２７－１   
一宮町 66-3                          民宿渡辺 長生郡一宮町一宮９２３９   
一宮町 66-3ｲ                         松涛軒 長生郡一宮町一宮字神門２８２４   
一宮町 67                            君塚クリーニング工場 長生郡一宮町田町８－１   
一宮町 71                            日本石油給油所 長生郡一宮町宮原７０５   
一宮町 71                            （有）カネカ 長生郡一宮町東浪見道５８８１   
一宮町 72                      堆肥センター 長生郡一宮町一宮７４５９－１   
一宮町 66-3ｲ                         ホテルくじゅうくり 長生郡一宮町一宮10024   
一宮町 72                      東浪見クリーンプラント 長生郡一宮町東浪見7985-4   
一宮町 27  ﾄ                         伊勢化学工業株式会社一宮工場 長生郡一宮町一宮10230-15   
一宮町 72                      北部クリーンプラント 長生郡一宮町船頭給東新田１３３－２   
一宮町 66-3ｲ                         東京電子機械工業健康保険組合 上総一ノ宮海浜保養所 長生郡一宮町一宮１０１６３   
一宮町 66-3ﾊ                         Enfield 長生郡一宮町一宮350番地78   

一宮町 66-3ｲ                         馬場家 長生郡一宮町一宮字東三保松１０２３０－６８、７１   

一宮町 66-3ｲ                         COFF 長生郡一宮町一宮字東神ノ道10006、10007   
一宮町 66-3ｲ                         COFF ANNEX 長生郡一宮町一宮字東神ノ道10010   
一宮町 66-3ﾊ                         TENT 長生郡一宮町一宮10217-1   
一宮町 66-3ｲ                         Plumeria 長生郡一宮町東浪見7543   
一宮町 66-3ｲ                         プライベートリゾートsendouQ 長生郡一宮町船頭給2512番110   
一宮町 66-3ｲ                         船橋市立一宮少年自然の家 長生郡一宮町東浪見７４９３－２   
一宮町 66-3ｲ                         ルーダス グランピング一宮 長生郡一宮町一宮10088-2   
一宮町 66-3ｲ                         楽天STAYHOUSE九十九里一宮 長生郡一宮町東浪見字釣新田7296-4外   
一宮町 66-3ｲ                         プライベートリゾートsendouQ2 長生郡一宮町船頭給1274-1   
一宮町 11  ｲ                         有限会社 小林釣餌 長生郡一宮町一宮２６３７－６   
睦沢町  2  ﾛ                         新生酪農株式会社千葉工場 長生郡睦沢町上市場2301 ○
睦沢町 72                      むつざわ中央団地 長生郡睦沢町森字総禄33-2   
睦沢町  2  ｲ                         Ｌｉｔｔｌｅ Ｗｏｏｄｓ（リトルウッズ） 長生郡睦沢町妙楽寺１７０   
睦沢町 17                            長谷豆腐店 長生郡睦沢町大上３８０９   
睦沢町 54  ﾛ                         日東工業株式会社 睦沢ブロック工場 長生郡睦沢町下之郷２８３０   
睦沢町 66-3ﾊ                         ファーストウッド 長生郡睦沢町寺崎字熊野前1617-1,2   
睦沢町 66-6                          房総カントリークラブ大上ゴルフ場 長生郡睦沢町妙楽寺１２６２   
睦沢町 72                      むつざわゴルフパーク株式会社 長生郡睦沢町佐貫４９００   
睦沢町  1-2ｲ                         系統造成豚維持農場 長生郡睦沢町北山田寺崎新田4番地   
睦沢町 66-3ﾊ                         ホテルアマナ新館 長生郡睦沢町上之郷字苗代谷63-1､72-4   
睦沢町 69                            県南畜産処理事業協同組合 長生郡睦沢町北山田寺崎新田１５－１   
睦沢町 72                      北部地区農業集落排水処理施設 長生郡睦沢町寺崎９４３地崎   
睦沢町 66-3ｲ                         房総カントリークラブロッジ 長生郡睦沢町妙楽寺２３００ ▲
睦沢町 72                      川島榊住宅団地 長生郡睦沢町川島１３   
睦沢町 72                      むつみニュ－タウン汚水処理施設 長生郡睦沢町上市場６４４   
睦沢町 66-3ﾊ                         sou 長生郡睦沢町大谷木２６９－１   
睦沢町  5  ﾛ                         松﨑糀屋 長生郡睦沢町佐貫７３８   
長生村 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社DH-3基地 長生郡長生村本郷5337番地   
長生村 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社FH-1基地 長生郡長生村本郷5069-2番地   
長生村 55                            一宮宇部コンクリート 長生郡長生村一松乙１７４６   
長生村 66-3ﾊ                         チロリン村ロッジ 長生郡長生村一松戊3445   
長生村 71-3                          環境衛生センター 長生郡長生村薮塚１１１５－１   
長生村  5                            鵜沢酢醸造（有） 長生郡長生村本郷１５１１   
長生村  5                            （有）石井酢店 長生郡長生村七井土１４７１   
長生村 16                            長生食品（株） 長生郡長生村岩沼７６０   
長生村 66-3                          モーターリストホテルマリーナ 長生郡長生村七井土１９８９   
長生村 66-3                          モーターリストホテルロマン 長生郡長生村七井土１５８９   
長生村 66-3ｲ                         旅館野道 長生郡長生村本郷小屋塚５２４３－１   
長生村 66-3                          民宿二三屋 長生郡長生村一松戊３４５１－９   
長生村 66-3ｲ                         ルナパーク千葉 長生郡長生村七井土２００３－３   
長生村 71                            茂原観光株式会社 長生郡長生村金田2641-1   
長生村 71                            佐藤石油(株) 長生郡長生村本郷7352   
長生村 66-3ｲ                         オーシャンスパ九十九里”太陽の里” 長生郡長生村驚字１２号６０３番他   
長生村 65                            双葉電子工業株式会社長生工場 長生郡長生村薮塚１０８０ ○
長生村 71-2                          千葉県農業総合研究センター 育種研究所 長生郡長生村水口１７－５   
長生村 73                            長生浄化センター 長生郡長生村一松丙４４２８－７９   
長生村 27  ﾇ                         株式会社合同資源千葉事業所 長生郡長生村七井土1365 ○
長生村 66-3ﾊ                         ペンション&民宿 太陽 長生郡長生村一松戊３４５１－１０２   
長生村 72                      ケーヨーデイツー長生店 長生郡長生村七井土字中割1492－1   
長生村 72                      ベイシア長生店 長生郡長生村大字金田３２３７   
長生村 71                            九州石油ストークサービス株式会社 長生郡長生村七井土１４８３－４   
長生村 17                            ながいき村 豆富 長生郡長生村七井土１５０５   
長生村 27  ﾇ                         三雄化工株式会社 長生工場 長生郡長生村薮塚字柳前１０２７－２   



長生村 71-2ｲ                         ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ 長生郡長生村一松丙４４２７－１ ○
長生村 66-6                          ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ食堂 長生郡長生村一松丙４４２８番１他   
長生村  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社ＦＨ－１基地 長生郡長生村本郷字北道添５０６９－２番地   
長生村  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社DH－３基地 長生郡長生村本郷字天ヶ台手樋添５３３７番地   
長生村 46  ﾆ                         ヨード・ファインケム株式会社 千葉工場 長生郡長生村七井土１３６５   
長生村  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社ＪＨ－１基地 長生郡長生村小泉字北原82番地   
長生村 66-3ﾊ                         River side village Loa 長生郡長生村一松丙４４３１－３３   
長生村 71                            株式会社ジェイ・クエスト長生 長生郡長生村金田３１０７   
長生村 67                            勘定クリーニング（長生村） 長生郡長生村金田３４４１   
長生村 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社JH-1基地 長生郡長生村小泉1448-1番地   
白子町 66-3ｲ                         東海荘 長生郡白子町中里４４３７－１   
白子町 66-3ｲ                         ホテルサニーむかい 長生郡白子町中里４３６９   
白子町 66-3ｲ                         サンシャイン・白子 長生郡白子町中里４５０７－２   
白子町 66-3ｲ                         国民宿舎白子荘 長生郡白子町古所３２９１－３１   
白子町 66-3ｲ                         ニューカネイ 長生郡白子町中里４４４２－１１   
白子町 66-3ｲ                         城の内荘 長生郡白子町中里４４４２－３   
白子町 66-3ｲ                         ホテル東天光 長生郡白子町驚９６３   
白子町 66-3ｲ                         リゾートインまさや 長生郡白子町中里４４２９－１   
白子町 66-3ｲ                         旅館白砂 長生郡白子町古所３３１２   
白子町 66-3ｲ                         ホテルカアナパリ 長生郡白子町中里４５１９   
白子町 66-3ｲ                         ホテルニューオーツカ 長生郡白子町驚１０１４   
白子町 66-3ｲ                         白子ニューシーサイドホテル 長生郡白子町中里４４８２－６   
白子町 66-3ｲ                         ホテル白洋 長生郡白子町幸治２８６６   
白子町 72                      白子町第一クリーンセンター 長生郡白子町幸治3201-21   
白子町 72                      ダイアパレス白子管理組合法人 長生郡白子町剃金2730-27   
白子町 72                      ダイアパレス白子第２汚水処理施設 長生郡白子町剃金字川岸２７２９－６   
白子町 72                      フラワーパレス白子 長生郡白子町剃金２７３０－６   
白子町 72                      白子町第二クリーンセンター 長生郡白子町古所3443-20   
白子町  3  ﾎ                         三四郎水産 長生郡白子町中里４４０８   
白子町  3  ﾎ                         斉藤嘉一水産 長生郡白子町牛込３９２０   
白子町  3  ﾎ                         斉藤一水産 長生郡白子町牛込３９１７－７   
白子町  3  ﾎ                         岩佐彊水産 長生郡白子町牛込２９３６   
白子町  3  ﾎ                         鶴岡春吉水産 長生郡白子町浜宿２６３７   
白子町  3  ﾎ                         篠崎水産 長生郡白子町中里４４２９   
白子町  3  ﾎ                         水産片岡治長 長生郡白子町中里４４０８－１６   
白子町  3  ﾎ                         上代隆之水産 長生郡白子町浜宿２６２４   
白子町  3  ﾎ                         御園春房 長生郡白子町中里４４０８   
白子町  3  ﾎ                         有限会社森川水産 長生郡白子町驚８６４   
白子町  3  ﾎ                          やまぼし水産 長生郡白子町中里４３８９   
白子町  3  ﾎ                         片岡水産 長生郡白子町中里   
白子町  3  ﾎ                         まると水産 長生郡白子町中里４４３７－１   
白子町  3  ﾎ                         ぼうき水産 長生郡白子町中里４４８２   
白子町  3  ﾎ                         斉藤忠夫水産 長生郡白子町牛込３９１２   
白子町  3  ﾎ                         万煮干製造場 長生郡白子町浜宿２５８３   
白子町  3  ﾎ                         山本煮干加工場 長生郡白子町浜宿２３６０   
白子町  8                            浜屋製パン 長生郡白子町剃金２４５３   
白子町  9                            斉藤米菓 長生郡白子町牛込４６７   
白子町 17                            長島豆腐店 長生郡白子町剃金２７０４   
白子町 66-3                          アネックス・サンシャイン 長生郡白子町中里４３７０   
白子町 66-3                          民宿畑中 長生郡白子町古所３２５８－２   
白子町 66-3                          民宿山中荘 長生郡白子町中里４３７０－１   
白子町 66-3ｲ                         旅館竹の家 長生郡白子町中里４４１４   
白子町 66-3                          浜紫 民宿しのざき荘 長生郡白子町中里４３７０－１４   
白子町 66-3                          鵬洋荘 長生郡白子町古所３３０２－２０，２１，７６   
白子町 66-3                          民宿みその 長生郡白子町中里４４１２   
白子町 66-3                          九十九里浜白子ユースホステル 長生郡白子町剃金２７２２   
白子町 66-3ｲ                         三井白子荘 長生郡白子町剃金２７２９   
白子町 66-3ｲ                         グリーン向井 長生郡白子町中里４４２８－２   
白子町 67                            田辺クリーニング 長生郡白子町古所４６１７   
白子町 67                            御園クリーニング店 長生郡白子町中里４４４３   
白子町 67                            鵜沢クリーニング店 長生郡白子町古所３３２８   
白子町 67                            長谷川クリーニング店 長生郡白子町幸治２９８１   
白子町 67                            片岡クリーニング店 長生郡白子町古所１８４８   
白子町 72                      白子町第三クリーンセンター 長生郡白子町剃金９９２   
白子町 71                            小湊鉄道株式会社ﾊﾞｽ部白子第二車庫 長生郡白子町古所3302-15   
白子町 66-3ｲ                         白子・サンライズオーツカ 長生郡白子町中里４４０８－１８   
白子町 67                            斉藤クリ－ニング 長生郡白子町古所３３２７   
白子町 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社千葉工場 長生郡白子町南日当2508   
白子町 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社第二千葉工場 長生郡白子町幸治塩浜添3200-7   
白子町 27  ﾇ                         伊勢化学工業株式会社白子工場 長生郡白子町牛込4017   



白子町 74                        水産加工排水処理施設 長生郡白子町牛込４０１７－１５   
白子町 67                            クリーニングショップ太陽 長生郡白子町福島９４   
白子町 66-3ｲ                         サンシャイン・白子 南館 長生郡白子町中里４４０７－２   
白子町 66-4                          白子町学校給食共同調理所 長生郡白子町古所４３０２－１   
白子町 66-3ｲ                         Gardenia Lodge 長生郡白子町八斗２０９０   
白子町  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社JH－２基地 長生郡白子町幸治字上高谷１７０２－１番地   
白子町  1  ﾊ                         関東天然瓦斯開発株式会社ＫＮＨ－１基地 長生郡白子町北高根字八反歩3928-2番地   
白子町 66-3ｲ                         ビーチサイドハウス癒 長生郡白子町中里４４０８－４９   
白子町  1  ﾊ                         C-3基地 長生郡白子町浜宿２６５７－１１   
白子町  1  ﾊ                         C-5・6基地 長生郡白子町浜宿２６５７－３８   
白子町  1  ﾊ                         C-7・8基地 長生郡白子町浜宿２６５７－９３   
白子町  1  ﾊ                         C-10～14基地 長生郡白子町牛込４０１７   
白子町  1  ﾊ                         T基地 長生郡白子町五井川向１６３４－５   
白子町  1  ﾊ                         N基地 長生郡白子町剃金龍宮台１８１２－２   
白子町  1  ﾊ                         UA基地 長生郡白子町浜宿１８４   
白子町  1  ﾊ                         UC基地 長生郡白子町浜宿３６９   
白子町 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社JH-2基地 長生郡白子町幸治1702-1番地   
白子町 27  ﾄ                         K&Oヨウ素株式会社KNH-1基地 長生郡白子町北高根3928-2番地   
長柄町 10  ﾛ                         ジャパンフーズ株式会社 長生郡長柄町皿木２０３－１   
長柄町 66-3ﾊ                         レークサイドホテル 長生郡長柄町六地蔵字皿木沢244   
長柄町 66-6                          千葉国際カントリークラブ 長生郡長柄町山之郷754番地32   
長柄町 72                      長柄ふる里村 4000人槽 長生郡長柄町上野４４４   
長柄町 72                      聖光会病院 長生郡長柄町立鳥７４５－１   
長柄町 17                            宮代豆腐店 長生郡長柄町長柄山４４０   
長柄町 66-3                          ホテルＫ．Ｉ 長生郡長柄町山根２０１３－２０   
長柄町 66-6                          メディカルトレーニングセンター 長生郡長柄町上野５２１－４   
長柄町 66-6                          ミルフィーユゴルフクラブ 長生郡長柄町長柄山１０９５－１   
長柄町 66-4                          長柄町学校給食センタ－ 長生郡長柄町鴇谷８７１－１   
長柄町 72                      刑部・金谷クリーンセンター 長生郡長柄町金谷４５０－１   
長柄町 66-6                          丸の内倶楽部 長生郡長柄町力丸３５４   
長柄町 71                            長生農業協同組合長柄給油所 長生郡長柄町立鳥851-1   
長柄町  5  ﾛ                         長柄町農林産物加工施設 長生郡長柄町山之郷 337-11   
長柄町 63  ﾎ                         大崎電気システムズ(株)千葉工場 長生郡長柄町鴇谷163-1   
長柄町 66-3ｲ                         九十九里地域水道企業団 長柄浄水場 長生郡長柄町山之郷小山483-27   
長柄町 64-2ｲ                         千葉工業用水事務所袖ヶ浦浄水場皿木分場 長生郡長柄町皿木177-13   
長柄町 67                            ナイスリネン 長生郡長柄町大津倉８６０－４   
長柄町 72                      LONGWOOD STATION 湖と森の中の商店街 長生郡長柄町山之郷字矢指67-1   
長柄町 66-3ﾊ                         千葉市少年自然の家 長生郡長柄町針ケ谷字中野1591-40   
長柄町 72                      医療法人SHIODA 塩田記念病院 長生郡長柄町国府里５５０－１   
長柄町 71                            南総通運株式会社 茂原支店 長生郡長柄町山根１１９３－１   
長柄町 67                            有限会社エヌ・ケー・ピー 長生郡長柄町皿木１５７－４   
長柄町 66-3ｲ                         アルビンスポーツパーク 長生郡長柄町長柄山５２２   
長柄町 10  ﾛ                         ウォーターネット東京中央工場 長生郡長柄町力丸７８３－１   
長柄町 33  ﾛ                         邦杰産業有限会社 長生郡長柄町山根１２５３   
長南町 66-4                          長南町給食所 長生郡長南町長南２１０５   
長南町 72                      長南工業団地汚水処理施設 長生郡長南町美原台１－２   
長南町 17                            今井豆腐店 長生郡長南町佐坪６５９   
長南町 17                            加納豆腐店 長生郡長南町長南２４３０   
長南町 54                            相鉄興産（株）千葉工場 長生郡長南町豊原１０６１   
長南町 54                            山内コンクリート工業（株） 長生郡長南町美原台地先   
長南町 66-3ﾊ                         グレートアイランド倶楽部 長生郡長南町佐坪１７８２   
長南町 74                        長南カントリークラブ 長生郡長南町又富８０４   
長南町 66-6                          南茂原カントリークラブ 長生郡長南町地引７４２   
長南町 71                            プジョー・シトロエン・ジャポン㈱長南VPC 長生郡長南町美原台１－６   
長南町 72                      芝原地区農業集落排水処理プラント 長生郡長南町芝原2244番地   
長南町 10  ﾛ                         房総麦酒株式会社 長生郡長南町長南1476   
長南町 66-6                          千代田興産株式会社トーヨーカントリークラブ 長生郡長南町市野々６８５   
長南町 72                      豊栄東部地区農業集落排水処理プラント 長生郡長南町須田22番地の1   
長南町 66-6                          ゴールデンクロスカントリークラブ 長生郡長南町市野々575   
長南町 71                            小湊鉄道株式会社   長南営業所 長生郡長南町長南2117-1   
長南町 66-6                          ラ・ヴィスタ ゴルフ リゾート 長生郡長南町大字佐坪373   
長南町 72                      給田地区汚水処理場 長生郡長南町地引383-1   
長南町 65                            株式会社オーツカ千葉第一工場 長生郡長南町米満500 ○
長南町 23-2ｲ                         アベイズム株式会社千葉事業所 長生郡長南町美原台1ｰ31   
長南町 63  ﾎ                         旭ダイヤモンド工業株式会社千葉第２工場 長生郡長南町美原台１－３５ ○
長南町 74                        長南パブリックコース 長生郡長南町棚毛908   
長南町 65                            関東電子株式会社 長生郡長南町市野々字向谷１６４８   
長南町 65                            二宮産業株式会社長南工場 長生郡長南町美原台１－３６ ○
長南町 65                            日本プレシジョンキャスチング株式会社本社工場 長生郡長南町美原台1-5 ○
長南町  1-2ﾛ                         田中牧場 長生郡長南町小生田９８１   



長南町 33  ﾛ                         千葉ファインケミカル株式会社長南工場 長生郡長南町美原台1-14   
長南町 66-3ｲ                         ちょうなん西小 長生郡長南町佐坪１３４８－１   
長南町  1  ﾊ                         YO-7プラント 長生郡長南町山内字清水谷７７８－１   
長南町  1  ﾊ                         養老プラント 長生郡長南町佐坪字鳥井前８３   
長南町  1  ﾊ                         YO-3プラント 長生郡長南町佐坪字大橋１４２３   
長南町  1  ﾊ                         YO-5プラント 長生郡長南町佐坪字茗ヶ谷出口１８０３   
長南町 33  ﾛ                         株式会社セイコーインターナショナル 関東第一工場 長生郡長南町報恩寺472   
東金市  5  ﾛ                         株式会社 小川屋味噌店 東金市小沼田1662-5   
東金市 17                            上原食品工業㈱千葉工場 東金市小沼田1624-27   
東金市 66                            三幸鍍金株式会社 東金市小沼田１６２４－１５ ○
東金市 67                            東洋リネンサプライ株式会社東金工場 東金市台方１１７４   
東金市 67                            日本ウエックス株式会社東金工場 東金市家徳４６３－２ ○
東金市 68-2ﾛ                         医療法人静和会 浅井病院 東金市家徳38   
東金市 72                      千葉県警察学校 東金市士農田２８－１   
東金市 72                      柳橋ニュータウン 東金市上谷3464-1   
東金市 72                      桜台団地 東金市山口８８８   
東金市 72                      極楽寺ニュータウン 東金市極楽寺４１９－１   
東金市 72                      ソニーカスタマーサービス㈱東金テクノロジーサイト 東金市上武射田2310   
東金市 72                      東千葉カントリークラブ 東金市滝５０３   
東金市  1-2                          綿貫牧場 東金市松之郷願前５６６－１   
東金市  1-2                          斉藤養豚場 東金市東中１３３５   
東金市  1-2                          伊藤牧場 東金市広瀬１４６   
東金市  1-2                          土肥達 東金市松之郷２８１２   
東金市  1-2                          布留川酪農 東金市殿廻４３３   
東金市  4  ﾛ                         (有)辻村漬物工業 東金市幸田６９９   
東金市  5  ｲ                         マルカ味噌株式会社 東金市田間１９７６   
東金市  9                            土屋麹店 東金市東中７８０   
東金市  9                            村井本店 東金市東金１６４０   
東金市 10                            （株）湖月堂 東金市薄島４５８   
東金市 16                            （有）中村製麺所 東金市田間２２００   
東金市 16                            丸吉・吉野食品（株）東金工場 東金市殿廻３１５   
東金市 17                            （株）エモッフ東金工場 東金市東金１２８－２   
東金市 55                            寿生コン 東金市家徳南桜田２９０－４   
東金市 66-3                          秋葉 東金市東金５８８   
東金市 66-3                          八福 東金市東上宿3-1   
東金市 66-3                          嘉島園 東金市東金２２９   
東金市 66-3                          旅館ふみわ 東金市台方２３４－１   
東金市 66-3                          ビジネスホテルロイヤルイン菊水 東金市東上宿２６－１３   
東金市 66-3                          花ホテル 東金市油井２５８－２   
東金市 66-3                          ホテル東金 東金市山田１３３２   
東金市 66-3                          油井グランドホテル 東金市油井２６２－１   
東金市 66-3                          ホテルクリスタル 東金市幸田８１５－２   
東金市 66-3ｲ                         ホテル ラ・マン 東金市滝４４１－１   
東金市 66-3                          ホテルコロン 東金市山田１３０２－９   
東金市 66-3                          ドリーム 東金市西野飛地１６３４   
東金市 66-3                          ホテルコロン 東金市小野１６０３   
東金市 66-3                          ホテルオープラス 東金市油井２６３－１   
東金市 66-3ﾊ                         ホテルツクバランド 東金市小野１６１７－３   
東金市 66-3                          ホテル・ラ・フォーレ 東金市北幸谷１１３２－１   
東金市 67                            三上美洗舎 東金市田間２１８３   
東金市 67                            大木クリーニング 東金市家徳４０   
東金市 67                            タキサワクリーニング 東金市大豆谷２７２－１   
東金市 67                            クリーニングマルイ 東金市東金１９７－３   
東金市 67                            カラキヤクリーニング 東金市台方１６５１   
東金市 67                            白洗舎 東金市東金３８２   
東金市 67                            高崎クリーニング店 東金市東金９８６   
東金市 67                            ハート商会 東金市田間１９６５－１   
東金市 67                            古川クリーニング 東金市田間２３７５－１   
東金市 67                            八鶴舎クリーニング 東金市東金８５６－１   
東金市 67                            マックスクリーニング 東金市菱沼８４６－２   
東金市 71                            日本石油大和給油所 東金市田中５６   
東金市 71                            安藤興業㈱台方ＳＳ 東金市台方２３６   
東金市 71                            （有）松坂屋油店東金給油所 東金市東金１３４４   
東金市 71                            篠原石油株式会社 東金給油所 東金市堀上２３２   
東金市 71                            ㈱ＪＯＭＯネット 東金１２６ステーション 東金市田間７５１   
東金市 71                            三菱石油東金ＳＳ 東金市小野字関田８４－２   
東金市 71                            （有）柴宮商店東金給油所 東金市丹尾字千眼下２０－１   
東金市 71                            （株）ヤナセ東金給油所 東金市油井字高足居下１３３－１   
東金市 71                            土気第２コイン洗車場 東金市川場1452   
東金市 71                            日石伊藤忠(株)東金給油所 東金市福俵字蛇島517-1   



東金市 71                            中央シェル石油販売株式会社東金東ＳＳ 東金市道庭字八島654   
東金市 72                      山武郡市広域行政組合環境ｱｸｱﾌﾟﾗﾝﾄ 東金市家徳335‐1   
東金市 72                      城西国際大学 東金市求名１ ○
東金市 66-3ｲ                         千葉県立東金青年の家 東金市松之郷270   
東金市 72                      嶺南・正気西部クリーンセンター 東金市押堀1456   
東金市 71                            千葉ﾄﾖﾀ自動車(株)ｱﾚｽ東金 東金市台方873-1   
東金市 72                      上谷クリ－ンセンタ－ 東金市上谷249   
東金市 71                            ㈱ＪＯＭＯネット東金台方ＳＳ 東金市台方397   

東金市 33  ｲ                         
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
千葉工場

東金市関下６３０ ○

東金市 65                            NSGインテリア株式会社 東金工場 東金市家徳１５－１ ○
東金市 65                            株式会社 丸山製作所 千葉工場 東金市小沼田1554-3 ○
東金市 71-2ｲ                         千葉県東部家畜保健衛生所 東金市川場1105-3 ○
東金市 71-2ｲ                         株式会社ダイワ千葉支店 東金市家徳238ｰ3 ○
東金市 73                            東金市浄化センター 東金市家徳256-1   
東金市 37  ﾎ                         小松川化学株式会社千葉工場 東金市薄島下申新田1072-2 ▲
東金市 64-2ｲ                         九十九里地域水道企業団東金浄水場 東金市松之郷3761   
東金市 71-2ｲ                         千葉県山武保健所 東金市東金907-1   
東金市  2                            越川鶏肉店 東金市東金413-3   
東金市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 東金店 東金市小野80-1   
東金市 71                            千葉日石㈱メテオ東金山田インターＳＳ 東金市山田1200-4   
東金市 71                            千葉トヨペット（株）東金店 東金市台方２０７０－２   
東金市 72                      松之郷排水浄化センター 東金市松之郷103-1   
東金市 72                      みきの湯 東金市山田1155-1   
東金市 71                            （株）ホンダベルノ市川東金東店 東金市家之子２３４７   
東金市 27  ﾇ                         株式会社ケミコート 東金工場 東金市丘山台１－１４ ○
東金市 71                            ㈱ＪＯＭＯネット東東京 東金アリーナＳＳ 東金市家徳２８７－１   
東金市 23-2ﾛ                         相互印刷紙器株式会社 関東工場 東金市丘山台２－３－１   
東金市 71                            南総通運株式会社 東金支店 東金市山田1056-1   
東金市 71                            シンエネ㈱ エクスプレス東金ＳＳ 東金市田間１２８３－３   
東金市 71-4                          三友プラントサービス㈱千葉工場 東金市滝沢６３１－１   
東金市 72                      福岡クリーンセンター 東金市小沼田151   
東金市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社 東金物流センタ－ 東金市丘山台3-2-2   
東金市 72                      ㈱ベイシア東金店 東金市道庭495-2   
東金市 71                            日産プリンス千葉販売㈱東金店 東金市小野９３－１   
東金市 65                            マルヤマエクセル㈱千葉工場 東金市小沼田１６２４－１   
東金市 71                            （株）千葉マツダ東金店 東金市家之子４６０－３   
東金市 68-2ｲ                         東千葉メディカルセンター 東金市丘山台三丁目6番2   
東金市 71                            國際油化株式会社 オブリステーション東金バイパス 東金市田間１７７－１   
東金市 55                            明治生コンクリート株式会社 東金工場 東金市田間901-1   
東金市 71                            古川運送株式会社 東金物流センター 東金市山田1218-2   
東金市 71                            千葉日産自動車株式会社 東金田間店 東金市田間983-1   
東金市 46  ｲ                         グローバル・リッチ株式会社 東金工場 東金市一之袋１４２－８   
東金市 71                            株式会社日産サティオ千葉 東金店 東金市田間９８１－１   

東金市 33  ﾛ                         
株式会社セイコーインターナショナル 千葉プロダクツセ
ンター

東金市小野５０３－４   

東金市 66-3ｲ                         株式会社グリーンジャケット
千葉県山武郡大網白里町四天木乙２５７４－３１、２
５７４－６４、２５７４－９１

  

山武市 66-4                          山武市成東学校給食センター 山武市富田ト1177-6   
山武市 67                            だいもんクリーニング 山武市成東2486   
山武市 67                            （株）レンティ千葉工場 山武市成東１９５５－１   
山武市 72                      成東愛宕台汚水処理施設 山武市成東2935   
山武市 68-2ｲ                         地方独立行政法人さんむ医療センター 山武市成東167   
山武市 72                      成東富士見台団地Ａ 山武市成東２６２０－４１   
山武市 72                      白幡ニュータウン 山武市本須賀14-136   
山武市 72                      成東富士見台団地Ｂ 山武市成東２７４２－５６   
山武市  1-2ｲ                         橋本畜産(橋本 宏夫) 山武市本須賀3796-5   
山武市  2                            吉原貞吉 山武市富口荒起1753   
山武市  3  ｲ                         （有）太平洋水産食品工場 山武市本須賀3401-2   
山武市  5                            大髙醤油株式会社 山武市富田５４０   
山武市  5                            鳴浜農業協同組合 山武市本須賀   
山武市  9                            木戸糀屋 山武市木戸359   
山武市  9                            小山麹店 山武市下横地935   
山武市  9                            岩崎麹店 山武市姫島1012   
山武市 10                            梅一輪酒造株式会社 山武市松ケ谷２９０２   
山武市 10                            東條酒造（株） 山武市姫島1010   
山武市 17                            秋葉保豆腐店 山武市草深5592-2   
山武市 17                            伊庭豆腐店 山武市成東2479-1   
山武市 17                            今関豆腐店 山武市井ﾉ内浜   
山武市 17                            五木田豆腐店 山武市松ｹ谷ﾛ-3037   



山武市 17                            篠塚豆腐店 山武市白幡1370-1   
山武市 17                            中西豆腐店 山武市白幡1199   
山武市 66-3                          稲高荘 山武市本須賀3641   
山武市 66-3                          さくらや旅館 山武市津辺99   
山武市 66-3                          ホテルスウィング 山武市本須賀2857   
山武市 66-3                          成美旅館 山武市津辺273   
山武市 66-3                          株式会社ジロイム 山武市小松3798   
山武市 66-3                          平浜荘 山武市小松4162   
山武市 66-3                          荒田屋旅館 山武市木戸8   
山武市 66-3                          みのや 山武市本須賀2608   
山武市 66-3                          モータリストホテルパインフラワー 山武市小松2855   
山武市 67                            川崎ランドリー 山武市早船880-1   
山武市 67                            橋本クリーニング 山武市白幡1598-1   
山武市 67                            今関クリーニング商会 山武市松ｹ谷3189-3   
山武市 67                            平川クリーニング店 山武市津辺236-3   
山武市 71                            ちばフラワーバス㈱成東営業所 山武市津辺４７   
山武市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 成東店 山武市成東773‐1   
山武市 66-3                          シーサイドハウス白金 山武市本須賀3841-337   
山武市 72                      ダイアパレス成東 山武市殿台２０７－２   
山武市 67                            サンキュークリーニング 山武市富田267-2   
山武市 67                            株式会社ドア－ズ 山武市白幡2777番地2   
山武市 72                      MEGAドン・キホーテ ラパーク成東店A 山武市成東1808-1   
山武市 72                      MEGAドン・キホーテ ラパーク成東店B 山武市成東1808-1   
山武市 65                            ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ株式会社 千葉工場 山武市白幡2078   
山武市 71                            ＥＮＥＯＳ セルフステーション成東 山武市成東671-1   
山武市 71                            ネッツトヨタ千葉（株）成東店 山武市成東738-2   
山武市 71                            コスモ石油 セルフ＆カーケアステーション成東 山武市成東５４６－１   
山武市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社 東金店 山武市姫島８２１   
山武市 66-4                          山武市山武学校給食センター 山武市埴谷1868-1   
山武市 72                      パークランド日向台 山武市日向台５８   
山武市 72                      湘南台団地 山武市森字高浪279   
山武市 72                      京増第２寿団地 浄化槽 山武市木原２２５－３   
山武市 72                      日向ニュータウン汚水処理施設 山武市木原５１   
山武市 72                      坂ノ上陽光台自治会 山武市埴谷１７４１－２   
山武市 72                      車久保自治会 山武市木原949-7,950-2   
山武市  1-2ｲ                         小川 俊英 山武市横田字西ノ谷265-3   
山武市  1-2ｲ                         小川 菊三 山武市横田204   
山武市  1-2ﾛ                         戸村牧場 山武市戸田1116   
山武市  1-2ﾛ                         鈴木 芳治 山武市麻生新田馬場128-5   
山武市  9                            綿貫麹店 山武市木原441   
山武市 54                            京相製管（株） 山武市椎崎458   
山武市 66-3                          山武荘旅館 山武市森1298   
山武市 66-6                          （株）山武グリーンカントリー倶楽部 山武市椎崎1552   
山武市 72                      美杉野下水処理施設 山武市美杉野１－１４－１２   
山武市 72                      八街ガーデンヒル 山武市埴谷２４０６－６   
山武市 72                      さんぶの森美杉野団地４丁目 山武市美杉野4-18-36   
山武市 72                      美杉野２丁目汚水処理場 山武市美杉野2-9-20   
山武市 66-3ｲ                         ホテル浪川荘 山武市蓮沼ニの４６６５   
山武市 66-3ｲ                         ホテル サンクチュアリ 山武市蓮沼ホ６４５－８   
山武市  5                            （有）川島醤油 山武市蓮沼ﾛ-3004   
山武市 10                            守屋酒造（株） 山武市蓮沼ﾊ-2929   
山武市 16                            伊藤製粉製麺（株） 山武市蓮沼ｲ343   
山武市 17                            小川屋豆腐店 山武市蓮沼ﾛ-2777-1   
山武市 66-3                          北島荘 山武市蓮沼ﾛ3018   
山武市 66-3                          飯島荘 山武市蓮沼ﾆ4643   
山武市 66-3                          川野荘 山武市蓮沼ﾛ2995   
山武市 66-3                          蓮沼シーサイドイン小川荘 山武市蓮沼ホ６０１   
山武市 66-3                          ペンション「白い貝がら」 山武市蓮沼ﾛ2929-4   
山武市 66-3                          プチハウスはな家 山武市蓮沼ﾛ2784-12   
山武市 66-3                          ログハウス 山武市蓮沼ホ14-34   
山武市 66-3                          かわさきや 山武市蓮沼ロ2932   
山武市  1-2ｲ                         花沢養豚 山武市松尾町借毛本郷字道下3492   
山武市  1-2ｲ                         越川喜一 山武市松尾町本柏2828-2､3   
山武市  1-2ｲ                         秋庭清一 山武市松尾町借毛本郷字大日3978   
山武市  1-2ｲ                         有限会社 藤﨑農場 山武市松尾町高富字向2254､2255   
山武市  4  ﾆ                         カセイ食品株式会社千葉工場 山武市松尾町富士見台２０８－１６５   
山武市 18-2ﾊ                         スターゼン株式会社松尾工場 山武市松尾町富士見台２０８－８７   
山武市 67                            有限会社 オアシス 山武市松尾町松尾93 ▲
山武市 72                      松尾台工業団地汚水処理場 山武市松尾町富士見台208-96   
山武市  1-2ｲ                         北田 明 山武市松尾町広根155-1   



山武市  1-2ｲ                         大木 義久 農場 山武市松尾町本柏3217-1､3216他   
山武市  1-2ｲ                         渡辺勝也 山武市松尾町五反田2375､2820-1､2821-1   
山武市  1-2ｲ                         柳谷 隆紀 山武市松尾町広根2288   
山武市  1-2ｲ                         秋葉 正好 山武市松尾町本柏2926   
山武市  1-2ｲ                         秋葉 正好 山武市松尾町本柏2882-1   
山武市  1-2ｲ                         ナミキファーム 山武市松尾町本柏3190   
山武市  1-2ｲ                         越川 喜一 山武市松尾町高富2029-2他   
山武市  1-2ｲ                         鈴木 章 山武市松尾町本柏2851-1   
山武市  1-2ｲ                         鈴木 章 山武市松尾町本柏3393   
山武市  1-2ｲ                         鈴木 章 山武市松尾町本柏3329   
山武市  1-2ｲ                         関 操 山武市松尾町本柏3353-2   
山武市  1-2ｲ                         高木啓視 山武市松尾町本柏新田後2842-2   
山武市  1-2ｲ                         吉野吉信 山武市松尾町本柏3034-3   
山武市  1-2ｲ                         北田 守 山武市松尾町広根1203   
山武市  1-2ｲ                         越川 寛 山武市松尾町広根251   
山武市  1-2ｲ                         越川 政男 山武市松尾町広根386-4   
山武市  1-2ｲ                         鈴木 文夫 山武市松尾町本柏160-4   
山武市  1-2ｲ                         北田 稔 山武市松尾町高富1487-1   
山武市  1-2ｲ                         大木義久 山武市松尾町本柏175-2   
山武市  1-2ｲ                         日進養豚(斉藤 三鶴) 山武市松尾町借毛本郷   
山武市  1-2ｲ                         大木 義久 山武市松尾町本柏944-1   
山武市  1-2ﾛ                         古谷 帥 山武市松尾町高富1305   
山武市  1-2ﾛ                         佐瀬 誠 山武市松尾町八田2676   
山武市 10                            （合）寒菊銘醸 山武市松尾町武野里11   
山武市 10                            花の友㈱ 山武市松尾町大堤438   
山武市 17                            江沢豆腐店 山武市松尾町八田2485   
山武市 17                            川島豆腐店 山武市松尾町武野里1826   
山武市 17                            鈴木食品支店 山武市松尾町蕪木1222-1   
山武市 17                            鈴木源治豆腐店 山武市松尾町松尾25   
山武市 54                            （有）朝日コンクリート 山武市松尾町借毛本郷490   
山武市 54  ﾊ                         花沢建材工業（株） 山武市松尾町借毛本郷715   
山武市 66-3                          藤松旅館 山武市松尾町大堤30   
山武市 66-3                          朝日館 山武市松尾町大堤100   
山武市 66-6                          ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部 山武市松尾町八田1563   
山武市 71                            ＢＭＷ新車整備センター 山武市松尾町富士見台208-97   
山武市 71                            千葉トヨペット㈱松尾店 山武市松尾町猿尾1-1   
山武市 66-6                          山田ゴルフ倶楽部 山武市松尾町下大蔵790   
山武市 66-6                          シーフードレストラン魚屋 山武市松尾町木刀1340   
山武市 72                      武野里地区農業集落排水処理施設 山武市松尾町武野里671-1他   
山武市 62  ﾎ                         株式会社 アルバック 千葉山武工場 山武市横田516 ○
山武市 71-2                          千葉県農林総合研究センター林業試験場 山武市埴谷1887-1   
山武市 66-3ﾊ                         有野実苑オートキャンプ場 山武市板中新田２０７   
山武市 72                      山武市さんぶの森 元気館 山武市美杉野2-672-10   
山武市  1-2ﾛ                         鈴木 茂光 山武市戸田字内凪1709-1   
山武市 66-3ｲ                         蓮沼ガーデンハウスマリーノ 山武市蓮沼ホ311   
山武市 66-3                          喜八旅館 山武市蓮沼ロ2981-3   
山武市 66-3                          池田荘 山武市蓮沼ロ２１３６．２１３８   
山武市 71-3                          山武郡市環境衛生組合 山武市松尾町金尾1149-1   
山武市 65                            ゴムノイナキ工業株式会社 山武市松尾町富士見台208ｰ75 ▲
山武市 63  ｲ                         村岡電器産業(株)松尾工場 山武市松尾町借毛本郷６８３   
山武市 71-2ｲ                         東洋テクノ株式会社分析センター 山武市松尾町田越328-1 ○
山武市  2                            石田商店 山武市松尾町松尾30-1   
山武市 72                      借毛本郷地区集落排水処理施設 山武市松尾町折戸1187   
山武市 72                      大平地区農業集落排水処理施設 山武市松尾町広根2199   
山武市 66-3ﾊ                         株式会社 旅籠屋 山武市松尾町蕪木366   
山武市 72                      大富地区農業集落排水処理施設 山武市富田ト141   
山武市 67                            ㈱ユーゴー クリーニング専科成東店 山武市成東９９－１   
山武市 72                      フードプラザハヤシ成東店 山武市成東486-1   
山武市  1-2ﾛ                         石橋牧場 山武市森１７８１   
山武市 54  ﾊ                         有限会社ともえ商会松尾工場 山武市松尾町木刀字野々中1295－1   
山武市 71                            株式会社アクティオ東金工場 山武市白幡字南上原２０１０-１   
山武市 71-2ｲ                         公益財団法人 日本植物調節剤研究協会研究所 千葉支所 山武市成東2894-1 ○
山武市 65                            （株）山本合金鋳造所千葉工場 山武市本須賀３１７１ ○
山武市 72                      蓮沼ウォーターガーデン 山武市蓮沼ホ368-1   
山武市 71                            日立建機日本株式会社 松尾店 山武市松尾町田越201   
山武市 79                            日本カニゼン株式会社 千葉製造工場 山武市木原１４３３ ○
山武市 71                            株式会社 スズキ自販千葉 アリーナ成東店 山武市早船870   
山武市  2  ﾛ                         スターゼン株式会社千葉工場 山武市松尾町富士見台２０８－３６   
山武市  1-2ｲ                         麻生 一郎 山武市戸田字麻生1630-1   
山武市 71                            千葉スバル自動車株式会社 東金店 山武市姫島１４１－１   



山武市 65                            アルバックテクノ株式会社 山武市横田５１６ ○
山武市 71                            株式会社トヨタレンタリース千葉 成東店 山武市津辺２４５－６   
山武市 66-3ｲ                         金子邸 山武市松尾町古和６０８－１   
大網白里市 66-3                          （株）タイヨースポーツセンター（サンパティオ） 大網白里市南今泉４５８０   
大網白里市  1-2                          加藤豚舎 大網白里市清名幸谷１７８０－１   
大網白里市  1-2                          清宮豚舎 大網白里市小西８４－１   
大網白里市  1-2                          富塚牧場 大網白里市南飯塚４１３   
大網白里市  1-2                          北田伝作（種豚場） 大網白里市南横川３２２８   
大網白里市  2                            土橋商店 大網白里市下傍示５７   
大網白里市  2                            染谷カット工場 大網白里市清名幸谷９３１   
大網白里市  2                            鳥伸商店藤村実 大網白里市清名幸谷１３４０   
大網白里市  3                             内山商店 大網白里市北今泉３６９６－２２   
大網白里市  3                            牧野新商店 大網白里市北今泉３６９６   
大網白里市  3                            ぼうじゅう水産 大網白里市南今泉４６３４   
大網白里市  3                            かねの水産 大網白里市南今泉４８８１   
大網白里市  3                             水産根本環 大網白里市南今泉４８５４   
大網白里市  3                            揚野武次水産 大網白里市南今泉４６０６   
大網白里市  3                            高中商店 大網白里市四天木乙２７８８   
大網白里市  3                            潮水産 大網白里市北今泉３４９６   
大網白里市  3                               糸日谷水産加工 大網白里市北今泉３６９０－２   
大網白里市  3                                 田村正美 大網白里市北今泉４７１６   
大網白里市  3                            九八商店 大網白里市南今泉４７６９   
大網白里市  3                            堀本産業ＫＫ 大網白里市南今泉４８８１－４１   
大網白里市  3                             内山商店 大網白里市南今泉４８８１－１８   
大網白里市  3                            幸印水産椎名幸夫 大網白里市四天木乙２７６１－２   
大網白里市  3                            鶴岡商店 大網白里市四天木乙２６０７－２   
大網白里市  3                            かねいち物産 大網白里市四天木甲２５６２   
大網白里市  3                            内山伝次 大網白里市南今泉４７５７   
大網白里市  3                            谷口商店 大網白里市四天木乙丙浜原   
大網白里市  3                                 内山貞夫 大網白里市南今泉４８８１－２１   
大網白里市  3                            吉原水産 大網白里市四天木乙２４９３   
大網白里市  3                            内山商店 大網白里市四天木乙２５７３－１５   
大網白里市  3                            まるよし水産片岡吉治 大網白里市四天木乙９１０   
大網白里市  3                            佐久間一正水産加工場 大網白里市四天木乙２７６１－７   
大網白里市  3                            四之宮商店 大網白里市四天木甲浜原乙２５７３－１   
大網白里市  3                            かねと水産 大網白里市四天木乙２５１６   
大網白里市  3                            古内商店 大網白里市四天木乙２５７３   
大網白里市  3                            小高商店 大網白里市四天木乙２５００   
大網白里市  3                            やまご水産 大網白里市四天木乙２３７０   
大網白里市  3                            丸七水産 大網白里市四天木乙２３７９   
大網白里市  3                            内山岩待水産 大網白里市四天木２５４７   
大網白里市  3                            片岡商店 大網白里市四天木乙２４６７   
大網白里市  3                            吉原商店 大網白里市四天木乙９３６   
大網白里市  3                            飯高商店 大網白里市四天木乙２４４７   
大網白里市  3                            なかの商店 大網白里市四天木乙２５８６   
大網白里市  3                            かねだい水産 大網白里市四天木乙２６９６   
大網白里市  3                            マルキ水産 大網白里市四天木乙２７５９－４   
大網白里市  3                            かねいち物産 大網白里市四天木甲浜原２５６７   
大網白里市  3                             水産椎名久夫 大網白里市四天木乙２７６１－１８   
大網白里市  3                            かねす水産 大網白里市四天木乙２８５４   
大網白里市  3                            片岡忠一商店 大網白里市四天木乙２３９３   
大網白里市  3                            中村水産 大網白里市四天木乙２５７４   
大網白里市  3                            松中敬商店 大網白里市四天木乙２６９５   
大網白里市  3                            松井商店 大網白里市四天木乙２４５２   
大網白里市  3                                  渡辺信義 大網白里市四天木乙２６３３   
大網白里市  3                            三橋商店 大網白里市四天木乙２４５９   
大網白里市  3                                吉原孝 大網白里市四天木乙２５７３－１６   
大網白里市  3                            大網水産（株） 大網白里市九十根３０１－５   
大網白里市  5                            （株）藤屋 大網白里市大網７０１   
大網白里市  9                            田村米菓 大網白里市南今泉４８８１   
大網白里市  9                            中村米菓 大網白里市南今泉４７７８   
大網白里市  9                            （資）田村製菓工場 大網白里市南今泉４６６３   
大網白里市  9                            （有）池田製菓 大網白里市北今泉３４７２   
大網白里市  9                            柳屋米菓 大網白里市南今泉４８１２   
大網白里市  9                            博多屋麺店 大網白里市大網４２８   
大網白里市  9                            内山米菓 大網白里市南今泉４５８３   
大網白里市  9                            浅野屋食品（株） 大網白里市四天木乙２８３２   
大網白里市  9                            宇津木麺店 大網白里市桂山１２６５   
大網白里市 10                            （株）片岡商店 大網白里市大網１１０   
大網白里市 10                            （合）中田商店 大網白里市金谷郷３２－１   



大網白里市 10                            （合）石野商店 大網白里市大網６４９   
大網白里市 17                            千葉屋豆腐店 大網白里市南今泉４５９４   
大網白里市 17                            関屋豆腐店 大網白里市北今泉１９３４   
大網白里市 17                            篠崎豆腐店 大網白里市北今泉３６７２   
大網白里市 17                            林豆腐店 大網白里市大網３８５   
大網白里市 55                            大野屋総業 大網白里市池田砂田５６－１   
大網白里市 66-3                          いよや 大網白里市南今泉４８８１－８６   
大網白里市 66-3                          すみだ荘 大網白里市南今泉４８４７   
大網白里市 66-3                          ニュー米澤旅館 大網白里市南今泉４８８１－７７   
大網白里市 66-3                          川端屋 大網白里市北今泉３３９１   
大網白里市 66-3ｲ                         山中荘 大網白里市四天木乙２５７４－８   
大網白里市 66-3                          やねや荘 大網白里市南今泉４８５５－２   
大網白里市 66-3                          さかえ 大網白里市南今泉４８５２   
大網白里市 66-3ｲ                         山中荘 大網白里市四天木乙２５７４－５４   
大網白里市 66-3                          桜ホテル大網店 大網白里市駒込４３８－７   
大網白里市 66-3                          げんご 大網白里市北今泉３５４６   
大網白里市 66-3                          民宿松竹 大網白里市南今泉４８２８   
大網白里市 66-3                          ねもと荘 大網白里市南今泉４８５４   
大網白里市 66-3                          丸善 大網白里市南今泉４６５５   
大網白里市 66-3                          やまに 大網白里市南今泉４８３２   
大網白里市 66-3                          まがめ 大網白里市南今泉4838   
大網白里市 66-3                          源吾 大網白里市北今泉3546   
大網白里市 66-3                          かもめ荘別館 大網白里市南今泉４６４１   
大網白里市 66-3                          三善 大網白里市北今泉４８６０   
大網白里市 66-3                          ホテルキャッスル 大網白里市富田１２０８   
大網白里市 66-3ﾊ                         ニュー東かまぶろ 大網白里市細草１４１２   
大網白里市 66-3                          はなざわ５ 大網白里市南今泉４８６１   
大網白里市 66-3                          ビジネス旅館高陽 大網白里市駒込字南岩谷前   
大網白里市 66-6                          季美の森ゴルフ倶楽部 大網白里市季美の森南2-49   
大網白里市 67                            市川ランドリー 大網白里市大網３６９   
大網白里市 67                            片岡クリーニング 大網白里市富田２１３５－１０   
大網白里市 67                            鶴槙クリーニング 大網白里市北今泉３６９０－２４   
大網白里市 67                            ベルクリーニング 大網白里市南今泉４８０６－１   
大網白里市 67                            （有）キング 大網白里市大網３９６１   
大網白里市 67                            有限会社吉井クリーニング商会 大網白里市小中４０４－１ ▲
大網白里市 71                            （有）かなや油店 大網白里市南今泉２９７２   
大網白里市 71                            小川油店 大網白里市柿餅９   
大網白里市 71                            日本石油白里ＳＳ 大網白里市四天木乙２７５８   
大網白里市 71                            モービルＳＳ（株）田辺文三郎商店 大網白里市経田３０２   
大網白里市 71                            日商岩井（株）大網白里給油所 大網白里市大網字七島４６１－２   
大網白里市 66-3                          旅館エンヂ荘 大網白里市南今泉4644   
大網白里市 72                      小西・養安寺地区クリーンプラント 大網白里市小西232-2他   
大網白里市 72                      弥幾野地区ｺﾐﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ 大網白里市南横川3120-1   
大網白里市 72                      南横川地区クリーンプラント 大網白里市南横川3688-2   
大網白里市 66-6                          ヌーヴェルゴルフ倶楽部 大網白里市金谷郷３１５１の１   
大網白里市 27  ﾄ                         伊勢化学工業株式会社 白里工場 大網白里市北今泉3695 ▲
大網白里市 71-2ｲ                         千葉県立大網高等学校 大網白里市大網４３５－１ ○
大網白里市 65                            (株)御田釦製作所白里工場 大網白里市四天木乙2862   
大網白里市 65                            三正興業(株) 大網白里市池田251   
大網白里市 73                            大網白里市浄化センター 大網白里市四天木556-2   
大網白里市 71                            ｺｽﾓ石油販売㈱東洋国際石油ｶﾝﾊﾟﾆｰ ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ大網 大網白里市北飯塚字大道北439-1,440-1   
大網白里市 71                            コスモ石油販売会社 東洋国際石油カンパニー 大網白里市北飯塚４３９－１他   
大網白里市 71                            株式会社万世工業 大網白里市清名幸谷５２－１   
大網白里市 71                            株式会社ジェイ・クエスト大網白里店 大網白里市大網２３７   
大網白里市 66-3ｲ                         yuzur beach resort 大網白里市南今泉４８８１－１３６   
大網白里市 66-3ｲ                         エグザクト株式会社 １号貸別荘 大網白里市北今泉３４９３－５８   
九十九里町 18-2                          （有）三五郎商店 山武郡九十九里町粟生2306   
九十九里町 72                      フラワータウン 山武郡九十九里町作田1557-36   
九十九里町  1-2ﾊ                         九十九里サラブレッド育成センター 山武郡九十九里町作田５６－１   
九十九里町  1-2                          今関牧場 山武郡九十九里町作田99   
九十九里町  1-2                          鈴木敏夫 山武郡九十九里町小関９４４   
九十九里町  2                            佐藤勉 山武郡九十九里町小関１０４２   
九十九里町  3                            （有）柳屋 山武郡九十九里町片貝６６６５   
九十九里町  3                            かねよ水産古川四郎 山武郡九十九里町片貝３７７２   
九十九里町  3                            （株）アジマル千葉工場 山武郡九十九里町西野５６０－３   
九十九里町  3                            柏屋水産 山武郡九十九里町片貝６８８６   
九十九里町  3                            熊ノ屋商店 山武郡九十九里町片貝６７３８   
九十九里町  3                            高柳整治 山武郡九十九里町片貝６７２０   
九十九里町  3                            かねまるいち水産 山武郡九十九里町片貝６５３７   
九十九里町  3                            かねと水産 山武郡九十九里町片貝６９２８   



九十九里町  3                            かねせ海産 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            花房利一水産 山武郡九十九里町片貝６８２０   
九十九里町  3                            行方義郎 山武郡九十九里町片貝６６１０   
九十九里町  3                            並木直治水産 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            古川秀男商店 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            小高商店 山武郡九十九里町片貝６９２８－９３   
九十九里町  3                            かねえ商店古川英司 山武郡九十九里町片貝６５２６   
九十九里町  3                            かね天水産古川喜一 山武郡九十九里町片貝４００３－１   
九十九里町  3                            ﾔﾏﾏ水産山沢満佐喜 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            ひしえ水産 山武郡九十九里町片貝１７０６   
九十九里町  3                            まるなか水産加工業中川義一 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            橋本長夫 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            古川績商店 山武郡九十九里町片貝１７６６   
九十九里町  3                            村井佐太郎商店 山武郡九十九里町片貝６８６１   
九十九里町  3                            なかみち水産 山武郡九十九里町片貝１７３２   
九十九里町  3                             丸嶋善太郎水産 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            小川清一 山武郡九十九里町片貝６７００   
九十九里町  3                            さしか水産 山武郡九十九里町片貝６９２８－４５   
九十九里町  3                            （合）矢仲商店 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            長谷川商店 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            古川水産加工業 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            今関水産 山武郡九十九里町粟生２３５９   
九十九里町  3                            みつうろこ水産 山武郡九十九里町粟生2359-81   
九十九里町  3                             やまきち水産 山武郡九十九里町粟生２３５９   
九十九里町  3                             行木商店 山武郡九十九里町西野１９１４－６   
九十九里町  3                            やまさ商店 山武郡九十九里町下貝塚９６９－１１   
九十九里町  3                            山丁水産 山武郡九十九里町小関納屋   
九十九里町  3                            まる汲水産 山武郡九十九里町田中荒生１４１７   
九十九里町  3                            まるA水産 山武郡九十九里町粟生２－２９７   
九十九里町  3                            ヤマタ水産 山武郡九十九里町小関２３４７－２   
九十九里町  3                            （有）権見中村兼吉店 山武郡九十九里町真亀   
九十九里町  3                             宇津木武夫 山武郡九十九里町真亀４７０２   
九十九里町  3                            小倉水産 山武郡九十九里町真亀４９０８   
九十九里町  3                            小高水産 山武郡九十九里町真亀４７７６   
九十九里町  3                            安藤商店 山武郡九十九里町藤下１０５４   
九十九里町  3                            水口商店 山武郡九十九里町西野１８３３   
九十九里町  3                            小川和男 山武郡九十九里町片貝６５９９   
九十九里町  3                            古川伊作 山武郡九十九里町片貝３４９９   
九十九里町  3                            かねくち海産 山武郡九十九里町片貝３６９７   
九十九里町  3                            作田勇 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            石田海産 山武郡九十九里町片貝６７４２   
九十九里町  3                            古川平四郎 山武郡九十九里町片貝６７０５   
九十九里町  3                            鈴木文男 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            小川丑松 山武郡九十九里町片貝６５３５   
九十九里町  3                            行本貞雄 山武郡九十九里町片貝６６８５   
九十九里町  3                            川島義郎 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                             酒井水産 山武郡九十九里町田中荒生２３４７－１２   
九十九里町  3                            やまたけ商店 山武郡九十九里町小関２３４７－１７   
九十九里町  3                            かねいち海産 山武郡九十九里町田中荒生浜芝１５９４－２   
九十九里町  3                            橋本五郎商店 山武郡九十九里町田中荒生１５８８   
九十九里町  3                            若葉屋野間さよ 山武郡九十九里町小関２３４７   
九十九里町  3                            大岩善助商店 山武郡九十九里町小関２２８８   
九十九里町  3                            酒井武延水産 山武郡九十九里町小関２３４７－１２   
九十九里町  3                            小川商店 山武郡九十九里町片貝６５９７   
九十九里町  3                            やまいし水産 山武郡九十九里町片貝１７８４   
九十九里町  3                            ﾏﾙﾔﾏ水産 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            （有）魚重商店 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            （有）カネシメ商店 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            小まつ水産 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            カネモト海産 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            ｶﾈｲﾁ水産 山武郡九十九里町片貝６６８８   
九十九里町  3                            ｶﾈﾅｶ水産 山武郡九十九里町片貝６６８８   
九十九里町  3                             ヤマフル水産 山武郡九十九里町片貝６６１６   
九十九里町  3                            まるに水産 山武郡九十九里町片貝６７９９   
九十九里町  3                            丸山勝作 山武郡九十九里町片貝６８５７   
九十九里町  3                            有限会社 堀江商店 山武郡九十九里町細屋敷636   
九十九里町  3                            坂田水産 山武郡九十九里町不動堂４５０   
九十九里町  3                            鴇田水産 山武郡九十九里町真亀４９０８－２   
九十九里町  3                            ヤママス水産 山武郡九十九里町真亀４５７２－１   
九十九里町  3                             中村水産 山武郡九十九里町真亀４７９７   



九十九里町  3                             酒井水産 山武郡九十九里町真亀新田北浜４   
九十九里町  3                            さくま水産 山武郡九十九里町細屋敷   
九十九里町  3                            鈴木商店 山武郡九十九里町粟生２－３５９   
九十九里町  3                            田水産古川博 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                             平塚藤吉 山武郡九十九里町片貝６６３０   
九十九里町  3                            かねやま水産 山武郡九十九里町片貝６９２８－１９   
九十九里町  3                            松井水産 山武郡九十九里町片貝６９２８－２３   
九十九里町  3                            かねひ水産 山武郡九十九里町小関２３４７－６   
九十九里町  3                            岩崎商店 山武郡九十九里町片貝６６２８   
九十九里町  3                            タノ商店高柳正直 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町  3                            かねとも水産 山武郡九十九里町片貝６９２８－３   
九十九里町  3                            古川篤司 山武郡九十九里町片貝６７９８   
九十九里町  3                            かねすり一海産 山武郡九十九里町片貝６５７１   
九十九里町  3                             古川豊 山武郡九十九里町片貝６７３８   
九十九里町  3                            鈴木三吉 山武郡九十九里町片貝４００９   
九十九里町  3                            三浦屋水産 山武郡九十九里町片貝６７８２   
九十九里町  3                             林商店 山武郡九十九里町片貝１６７３   
九十九里町  3                            ヤマツ水産 山武郡九十九里町小関６９２８   
九十九里町  3                            高橋重一郎 山武郡九十九里町小関２３４７   
九十九里町  3                            ﾏﾙﾔ水産行方武雄 山武郡九十九里町尾形１７２２   
九十九里町  3                            中村志ん 山武郡九十九里町田中荒生１５０４   
九十九里町  3                            板倉竹蔵 山武郡九十九里町田中荒生１５９４－２２   
九十九里町  5                            作田醸造 山武郡九十九里町作田３７０５－１   
九十九里町  9                            亀田米菓工場 山武郡九十九里町片貝６９０３－１６   
九十九里町 16                            （株）石橋乾麺工場 山武郡九十九里町真亀４５５７   
九十九里町 17                            大井豆腐センター 山武郡九十九里町片貝６７８１   
九十九里町 17                            鈴木豆腐店 山武郡九十九里町細屋敷地納屋６０９   
九十九里町 55                            （株）小川屋金物店 山武郡九十九里町片貝３２８２   
九十九里町 66-3                          ニューかずさ 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町 66-3                          ホテルシーサイドちよもと 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町 66-3                          土橋 山武郡九十九里町作田５２３９   
九十九里町 66-3                          高橋民宿 山武郡九十九里町片貝６７７４   
九十九里町 66-3                          民宿田畑荘 山武郡九十九里町作田５６０１   
九十九里町 66-3                          ペンション源七 山武郡九十九里町片貝６９２８   
九十九里町 66-3                          こうじや荘 山武郡九十九里町田中荒生１４８９－１   
九十九里町 66-3                          鳴浜荘 山武郡九十九里町作田５１９１   
九十九里町 66-3                          （有）民宿あぶらや グリーンアベニュー 山武郡九十九里町真亀４６７４   
九十九里町 66-3                          民宿やまいち 山武郡九十九里町真亀４９０８   
九十九里町 66-3                          民宿汐見 山武郡九十九里町不動堂４６４－４   
九十九里町 66-3                          民宿桑田 山武郡九十九里町真亀４９０８   
九十九里町 66-3                          伊藤民宿 山武郡九十九里町真亀４９０８   
九十九里町 66-3                          稲毛荘 山武郡九十九里町西野１９１１－１   
九十九里町 66-3                          カレン 山武郡九十九里町粟生北紫地２３５９－８８   
九十九里町 66-3                          民宿茶畑 山武郡九十九里町細屋敷６６２   
九十九里町 66-3                          点心飯店 山武郡九十九里町下貝塚９６９－３   
九十九里町 66-3                          割烹民宿あきはら 山武郡九十九里町不動堂４５０－１６   
九十九里町 66-3                          民宿大鉄 山武郡九十九里町田中荒生１４５２   
九十九里町 66-3                          かね仙 山武郡九十九里町真亀４９０８   
九十九里町 66-3                          ホテルプラス１ 山武郡九十九里町田中荒生４１４－６６   
九十九里町 66-3                          ホテルＡＢＣ 山武郡九十九里町粟生２３１５－１５   
九十九里町 66-3                          farer inn Plage 山武郡九十九里町下貝塚９６９－４０   
九十九里町 66-3                          南風荘 山武郡九十九里町片貝6910   
九十九里町 66-3                          民宿高田 山武郡九十九里町西野字魚屋地１２１９－９   
九十九里町 67                            東和クリーニング 山武郡九十九里町片貝１６８３   
九十九里町 67                            鈴木尚後商会 山武郡九十九里町片貝６０７４   
九十九里町 67                            八千代クリーニング 山武郡九十九里町作田5373-1   
九十九里町 67                            太田屋総本店ドライ工場 山武郡九十九里町田中荒生１３９１   
九十九里町 67                            （有）小川ドライクリーニング工場 山武郡九十九里町片貝３０５７   
九十九里町 71                            (有)双葉屋商店（ゼネラル石油） 山武郡九十九里町片貝１７０５   
九十九里町 71                            長谷川油店日石片貝給油所 山武郡九十九里町田中荒生１４７５－２   
九十九里町 71                            北三軒屋商会 山武郡九十九里町不動堂２９２   
九十九里町 66-4                          九十九里町学校給食センター 山武郡九十九里町片貝２５４４   
九十九里町  1-2ﾛ                         作田牧場 山武郡九十九里町作田3525   
九十九里町 66-3                          ゆたか荘トレ－ニングセンタ－ 山武郡九十九里町西野1924-2   
九十九里町 17                            有限会社日本豆腐大和屋 山武郡九十九里町粟生２９８   
九十九里町 66-3                          喜楽 山武郡九十九里町粟生2359-141   
九十九里町 66-3                          民宿 さいとう 山武郡九十九里町片貝3490-2   
九十九里町 72                      国民宿舎ｻﾝﾗｲｽﾞ九十九里 山武郡九十九里町真亀４９０８－１４   
九十九里町 72                      ｢まがめ丘｣水ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ- 山武郡九十九里町真亀1533   
九十九里町 66-3                          早船 山武郡九十九里町片貝6823-2   



九十九里町 67                            宮内ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ 山武郡九十九里町粟生739-2   
九十九里町 72                      作田岡クリーンセンター 山武郡九十九里町作田1220-1   
九十九里町 27  ﾄ                         Ｋ＆Ｏヨウ素株式会社 九十九里工場 山武郡九十九里町真亀1626-5   
九十九里町 65                            (有)高橋電化工業 山武郡九十九里町田中荒生1486   
九十九里町 72                      豊海クリーンプラント 山武郡九十九里町不動堂２７９   
九十九里町 66-5                          株式会社 グルメタイム 山武郡九十九里町真亀4005-1   
九十九里町 12  ﾆ                         株式会社 新光 九十九里第二工場 山武郡九十九里町田中荒生字浜芝１５９４－６５   
九十九里町 54  ﾊ                         三洋コンクリート工業株式会社 山武郡九十九里町片貝4025   
九十九里町 66-3ｲ                         ドゥカーレ トレーラーハウスプラザ 山武郡九十九里町粟生２３５９－１０   
九十九里町 66-3ｲ                         ドゥカーレトレーラーハウスプラザ２ 山武郡九十九里町粟生２３１５－１９   
芝山町  1-2ｲ                         萩原 清 山武郡芝山町大里348-3   
芝山町  1-2ｲ                         萩原 清 山武郡芝山町大里262-2   
芝山町  1-2ｲ                         堀越 実 山武郡芝山町小池240   
芝山町  1-2ｲ                         岩沢養豚場 山武郡芝山町大台225   
芝山町  1-2ｲ                         佐瀬養豚場 山武郡芝山町新井田522   
芝山町  1-2ｲ                         萩原 美以 山武郡芝山町大里600-2   
芝山町  1-2ｲ                         吉岡養豚場(吉岡 信) 山武郡芝山町山中1201   
芝山町  1-2ｲ                         川口 幸雄 山武郡芝山町下吹入押堀11-12   
芝山町  1-2ｲ                         秋葉 健 山武郡芝山町宮崎4   
芝山町  1-2ｲ                         吉川 清 山武郡芝山町山中高月925,926   
芝山町  1-2ﾛ                         堀越牧場 山武郡芝山町高田小渡作528   
芝山町  1-2ﾛ                         鈴木泰三 山武郡芝山町大里1227   
芝山町  1-2ﾛ                         飯田 武男 山武郡芝山町大里1488   
芝山町  1-2ﾛ                         平山酪農 山武郡芝山町大里1250   
芝山町  1-2ﾛ                         平山 文治郎 山武郡芝山町大里1242   
芝山町  1-2ﾛ                         石井 忠治 山武郡芝山町大里1223   
芝山町  1-2ﾛ                         戸崎酪農 山武郡芝山町大里1408   
芝山町  2  ﾛ                         株式会社洋菓子のヒロタ千葉工場 山武郡芝山町牧野３７１   
芝山町 66-3ﾊ                         京カントリークラブ芝山コース 山武郡芝山町山田1281   
芝山町 66-6                          富里ゴルフクラブ 山武郡芝山町小原子773   
芝山町 67                            東京航空クリーニング株式会社 芝山工場 山武郡芝山町大里３３４－１   
芝山町 72                      芝山富里台団地 山武郡芝山町小池字日暮2601-1   
芝山町 72                      芝山第二工業団地汚水処理場 山武郡芝山町大台3155-7   
芝山町  4  ｲ                         菅井璋 山武郡芝山町新井田347   
芝山町  9                            木川麹店 山武郡芝山町大台684   
芝山町 17                            土屋豆腐店 山武郡芝山町芝山143   
芝山町 17                            平山豆腐店 山武郡芝山町山中764-2   
芝山町 17                            斉田豆腐店 山武郡芝山町新井田445-159   
芝山町 66-4                          芝山町学校給食センター 山武郡芝山町小池2700-51   
芝山町 67                            麻生クリーニング 山武郡芝山町小池２４４９   
芝山町 67                            鈴木クリーニング 山武郡芝山町小池2456   
芝山町 72                      空港南部工業団地汚水処理場 山武郡芝山町岩山148-50   
芝山町  2  ﾛ                         キユーピータマゴ株式会社 成田工場 山武郡芝山町菱田字野中４７８－４   
芝山町  4  ｲ                         ㈱プレ・ドウ・ボブール 山武郡芝山町高谷字戸造80-8   
芝山町 70-2                          東京いすゞ自動車(株)NATC 山武郡芝山町岩山字大宿1340-4   
芝山町 72                      芝山第一クリーンセンター 山武郡芝山町下吹入265-5   
芝山町 63  ﾎ                         南容器工業(株) 山武郡芝山町小池2811ｰ14   
芝山町 71-5                          インターライト株式会社 山武郡芝山町小池2811-1 ○
芝山町  1-2ｲ                         橋本畜産 山武郡芝山町牧野３７７－８   
芝山町 72                      芝山第二クリーンセンター 山武郡芝山町殿部田175   
芝山町 73                            芝山クリーンセンター 山武郡芝山町小池５２２   
芝山町 19  ﾆ                         有限会社サンプレスジョイント 山武郡芝山町山中１1145-2   
芝山町 72                      医療法人社団 徳風会 高根病院 山武郡芝山町岩山２３０８   
芝山町 71                            有限会社 たけなか 芝山給油所 山武郡芝山町高田296-3   
芝山町 65                            コクヨ株式会社ファニチャー事業本部 芝山工場 山武郡芝山町大台3155番4号 ○

芝山町 66-3ﾊ                         成田空港温泉 空の湯
山武郡芝山町香山新田２７－１の一部、３９－１の一
部、４１－４４、４１－５、４３－２の一部

  

芝山町 71                            株式会社アルファ交通バス 山武郡芝山町山田１０７７番地   
芝山町 72                      ベイシア成田芝山店 山武郡芝山町岩山字林山２２９９－１ 外１６筆   
芝山町 55                            株式会社大林組圏央道芝山ＪＶ工事事務所 千葉県山武郡芝山町殿部田   
横芝光町 71                            マルネン株式会社ピアシティ横芝SS 山武郡横芝光町横芝2152   
横芝光町 72                      テンダーヴィラ九十九里 山武郡横芝光町屋形5025-3   
横芝光町 72                      カレドニアンゴルフクラブ 山武郡横芝光町長倉1658   
横芝光町  1-2ｲ                         成田 久蔵 山武郡横芝光町栗山4464   
横芝光町  1-2ｲ                         石田 和之 山武郡横芝光町鳥喰下2359-2   
横芝光町  1-2ｲ                         石橋養豚 山武郡横芝光町新島1442   
横芝光町  1-2ｲ                         有限会社 秋山養豚 山武郡横芝光町新島246   
横芝光町  1-2ｲ                         滝田 利夫 山武郡横芝光町鳥喰上2156-2   
横芝光町  1-2ｲ                         鈴木養豚場 山武郡横芝光町中台877他   
横芝光町  1-2ｲ                         伊藤 真次 山武郡横芝光町中台1131   



横芝光町  1-2ｲ                         高埜 和 山武郡横芝光町鳥喰下2457   
横芝光町  1-2ｲ                         伊藤養豚 山武郡横芝光町長倉636   
横芝光町  1-2ﾛ                         有限会社 鈴木商事 山武郡横芝光町栗山字稔台4576､4578-2   
横芝光町 17                            伊東豆腐店 山武郡横芝光町新島2942   
横芝光町 17                            五木田豆腐店 山武郡横芝光町中台1361   
横芝光町 17                            五木田豆腐店 山武郡横芝光町栗山2936   
横芝光町 54                            ベルテクス株式会社千葉工場 山武郡横芝光町北清水６８３２   
横芝光町 55                            千葉窯業（株） 山武郡横芝光町横芝1092   
横芝光町 67                            湯山クリーニング 山武郡横芝光町長倉1267-3   
横芝光町 67                            丸吉クリーニング店 山武郡横芝光町栗山4362-3   
横芝光町 67                            林クリーニング 山武郡横芝光町横芝422   
横芝光町 66-3                          山源丸 山武郡横芝光町屋形5338-21   
横芝光町 66-3                          新八屋 山武郡横芝光町屋形5329   
横芝光町 66-3                          山五丸 山武郡横芝光町屋形5338-8   
横芝光町 66-3                          ホテルノンノン 山武郡横芝光町北清水6797   
横芝光町 66-3                          ホテルＣｏｏ (ﾎﾃﾙｸｰ) 山武郡横芝光町栗山4711   
横芝光町 66-3                          日本大学横芝セミナーハウス 山武郡横芝光町屋形5348-10   
横芝光町 66-3                          ペンションかもめ 山武郡横芝光町屋形５３４８－２６   
横芝光町 71                            (有)村田屋石油 横芝バイパスＳＳ 山武郡横芝光町横芝559-10   
横芝光町 54                            千葉窯業（株） 山武郡横芝光町中台字大岳284-1外   
横芝光町 41  ﾛ                         横山香料株式会社 成田工場 山武郡横芝光町長山台1-6 横芝工業団地内   
横芝光町 72                      木戸台クリーンセンター 山武郡横芝光町木戸台1166-1   
横芝光町 27  ﾄ                         Ｋ＆Ｏヨウ素株式会社 横芝工場 山武郡横芝光町屋形外沼2501-1   
横芝光町 65                            葛飾精鋼株式会社 千葉工場 山武郡横芝光町栗山4209 ○
横芝光町 68                            コセキカメラセンター 山武郡横芝光町横芝1526-10   
横芝光町 65                            日本フォ－ムサ－ビス(株)千葉工場 山武郡横芝光町長山台1-4   
横芝光町 65                            ネグロス電工株式会社 横芝工場 山武郡横芝光町長山台1-13 ○
横芝光町  5  ｲ                         北清水営農組合 山武郡横芝光町北清水1049-1   
横芝光町  3  ﾛ                         株式会社 石田 山武郡横芝光町北清水６４２３－１   
横芝光町  2  ｲ                         サンヨーエッグ株式会社 山武郡横芝光町長山台１－１ ○
横芝光町 63  ﾎ                         株式会社 放電精密加工研究所 成田事業所 山武郡横芝光町長山台1-8 ○
横芝光町 65                            葛飾精鋼㈱千葉第二工場 山武郡横芝光町北清水6624 ○
横芝光町  3  ｲ                         神山食品工業株式会社 山武郡横芝光町木戸8528   
横芝光町 66-5                          株式会社ひかり食品 山武郡横芝光町宮川６５６７   
横芝光町 67                            田中寝具（株）千葉工場 山武郡横芝光町宮川６９９２   
横芝光町 72                      東総衛生組合光ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 山武郡横芝光町木戸8954-1   
横芝光町 72                      東陽病院 山武郡横芝光町宮川12100   
横芝光町 72                      セザール九十九里浜 山武郡横芝光町尾垂3513-39   
横芝光町  1-2                          椎名弘憲 山武郡横芝光町宮川５４８   
横芝光町  1-2                          椎名康夫 山武郡横芝光町宮川５４７３   
横芝光町  1-2                          海保養豚場 山武郡横芝光町尾垂３４９０－１   

横芝光町  1-2                          伊藤養豚場
山武郡横芝光町尾垂字下山３１０１－１．２，３１０
２－１．２

  

横芝光町  1-2                          稗田養豚場 山武郡横芝光町尾垂字下山３５１８   
横芝光町  1-2                          椎名文代 山武郡横芝光町木戸６０６７   
横芝光町  1-2                          鈴木茂昭 山武郡横芝光町傍示戸２６５   
横芝光町  1-2                          土屋卓養豚場 山武郡横芝光町宝米宮ノ下１７３４   
横芝光町  1-2                          村越養豚場 山武郡横芝光町小川台９０   
横芝光町  1-2ｲ                         鈴木養豚場 山武郡横芝光町宮川11557-1   
横芝光町  1-2                          川野畜産 山武郡横芝光町木戸９９６３   
横芝光町  1-2                          信田三郎 山武郡横芝光町虫生字海老崎９２１   
横芝光町  1-2                          信田市郎 山武郡横芝光町虫生字海老崎９２１   
横芝光町  1-2                          稗田養豚場 山武郡横芝光町尾垂３５１８   
横芝光町  1-2                          須合清勝 山武郡横芝光町小川台２３３   
横芝光町  1-2                          関口貞治 山武郡横芝光町篠本５１２０   
横芝光町  1-2                          実川徳太郎 山武郡横芝光町木戸８３２５   
横芝光町  1-2                          海保佳司 山武郡横芝光町尾垂３４９０   
横芝光町  1-2ｲ                         伊橋 一 山武郡横芝光町目篠１７６５   
横芝光町  1-2ｲ                         椎名澄夫 山武郡横芝光町木戸１３２３   
横芝光町  1-2ｲ                         伊藤知茂 山武郡横芝光町尾垂２５１６   
横芝光町  1-2ｲ                         伊橋信夫 山武郡横芝光町目篠１７８９   
横芝光町  1-2ｲ                         実川卯平 山武郡横芝光町木戸８１９４－１   
横芝光町  1-2ｲ                         伊藤健治 山武郡横芝光町木戸２５２１   
横芝光町  1-2ｲ                         （有）椎名畜産 山武郡横芝光町宮川１１７１   
横芝光町  1-2ｲ                         土屋義博 山武郡横芝光町篠本４６１６   
横芝光町  1-2ｲ                         伊藤 澄 山武郡横芝光町谷中１４６８   
横芝光町  1-2ｲ                         斉藤 徹 山武郡横芝光町宮川６９７９   
横芝光町  1-2ﾛ                         郡司和昭 山武郡横芝光町篠本４５３８   
横芝光町  1-2ﾛ                         林 一男郎 山武郡横芝光町小川台１９５   
横芝光町  1-2ﾛ                         及川孝夫 山武郡横芝光町宮川１１７１   



横芝光町  1-2ﾛ                         伊藤敬二郎 山武郡横芝光町尾垂イ１９６０   
横芝光町  1-2ﾛ                         川野雅弘 山武郡横芝光町木戸７９１   
横芝光町  1-2ﾛ                         大木健治 山武郡横芝光町目篠６５２   
横芝光町  2  ｲ                         大木畜産工業（株） 山武郡横芝光町宮川６５２   
横芝光町  5  ﾛ                         四川食品工業株式会社 山武郡横芝光町宮川６０５６－６   
横芝光町 10  ｲ                         青柳酒造（株） 山武郡横芝光町篠本７２６   
横芝光町 54  ﾛ                         光コンクリート工業株式会社 山武郡横芝光町宮川4627-2   
横芝光町 54                            （株）日本高圧コンクリート 山武郡横芝光町宮川字鶴巻６３８５   
横芝光町 66-3                          旅館白磯 山武郡横芝光町木戸9629-6   
横芝光町 66-3                          萩原荘 山武郡横芝光町木戸９５３７   
横芝光町 66-3                          白浪荘 山武郡横芝光町木戸９５５１－２   
横芝光町 66-3ｲ                         山柄荘 山武郡横芝光町木戸９６３３－１５   
横芝光町 66-3ｲ                         浜の家 山武郡横芝光町尾垂３８５６－４１   
横芝光町 66-3ｲ                         松原荘 山武郡横芝光町木戸9633-67   
横芝光町 66-3ｲ                         ハッピーペンション九十九里 山武郡横芝光町木戸８４０５   
横芝光町 66-3ｲ                         コテーションＮＡＮじゃＭＯＮじゃ 山武郡横芝光町木戸８５４９－１   
横芝光町 66-3ｲ                         ホテルフレンド 山武郡横芝光町宮川字海老川６６５６－１   
横芝光町 66-3ｲ                         ホテル  ファーストウッド九十九里 山武郡横芝光町尾垂イ3439-37   
横芝光町 66-3ｲ                         ペンションダック 山武郡横芝光町木戸字六十六割８９   
横芝光町 66-3ｲ                         白鳥 山武郡横芝光町木戸９６３８－２８   
横芝光町 66-3                          民宿白さぎ 山武郡横芝光町木戸字百割9571-86   
横芝光町 66-3ｲ                         ファミリーイン青柳 山武郡横芝光町木戸百割９６４０－７   
横芝光町 67                            伊橋クリーニング 山武郡横芝光町宮川４５５１－１   
横芝光町 67                            片岡クリーニング 山武郡横芝光町木戸９５２６－２３   
横芝光町 67                            加瀬クリーニング 山武郡横芝光町宮川５４６８－２ ▲
横芝光町 66-3ｲ                         白磯別館 山武郡横芝光町木戸9629-7   
横芝光町 66-3ｲ                         新館 松原荘 山武郡横芝光町木戸9634-5   
横芝光町 70-2                          株式会社スズキ納整センター 千葉納整センター 山武郡横芝光町篠本根切１   
横芝光町 27  ﾄ                         伊勢化学工業株式会社 白里工場 光作業所 山武郡横芝光町木戸43   
横芝光町 64-2ｲ                         九十九里地域水道企業団光浄水場 山武郡横芝光町傍示戸1026   
横芝光町 69                            横芝光町営東陽食肉センター 山武郡横芝光町芝崎１３９０   
横芝光町 66-3ｲ                         ペンションココ 山武郡横芝光町木戸九六割8930-5   
横芝光町 66-3ｲ                         ホテルラベンダー 山武郡横芝光町母子４２３   
横芝光町 66-3ｲ                         バーネットビレッジ 山武郡横芝光町木戸５１４３－１   
横芝光町 71                            洗車CLUB光町店 山武郡横芝光町宮川１１９１０－１０   
横芝光町  5  ｲ                         農事組合法人 房総食料センター 山武郡横芝光町上原３６８－１   
横芝光町  2  ﾛ                         長兵工育牛場 山武郡横芝光町小川台２３３   
横芝光町 71                            コスモ石油販売㈱横芝給油所 山武郡横芝光町遠山３０４－６   
横芝光町 55                            関東生コン株式会社 山武郡横芝光町横芝１０４８－１   
横芝光町 66-4                          横芝光町学校給食センター 山武郡横芝光町宮川１２１１４－１   
横芝光町  1-2ｲ                         エコ・フード 山武郡横芝光町尾垂イ字藤木4282-3   
横芝光町  2  ｲ                         株式会社土屋 山武郡横芝光町宮川１１９４９－２   
勝浦市 67                            君塚クリーニング 勝浦市勝浦１０３－２ ▲
勝浦市 67                            （有）大野染洗工場 勝浦市勝浦１０５   
勝浦市 67                            細川クリーニング店 勝浦市勝浦９９ ▲
勝浦市 67                            岩瀬クリーニング店 勝浦市串浜１２９５－４   
勝浦市 67                            丸京染洗分工場 勝浦市興津８３０   
勝浦市  8                            喜楽屋 勝浦市出水１２９９   
勝浦市  8                            （有）岡埜栄泉 勝浦市勝浦１６１   
勝浦市  8                            江戸屋 勝浦市勝浦１１３   
勝浦市 17                            田中豆腐店 勝浦市松部１４９４   
勝浦市 17                            久我豆腐店 勝浦市部原１０７   
勝浦市 17                            （有）木村商店 勝浦市南山田８６－１   
勝浦市 17                            市川 勝浦市松野６５４   
勝浦市 17                            高梨商店 勝浦市興津２６９０   
勝浦市 17                            宮原屋商店 勝浦市興津２６１６   
勝浦市 17                            加藤商店 勝浦市植野６４１   
勝浦市 17                            関商店 勝浦市新官２５１   
勝浦市 17                            岩瀬商店 勝浦市興津１９１   
勝浦市 17                            金高豆腐店 勝浦市墨名７２１   
勝浦市  3  ｲ                         山川水産第１工場 勝浦市浜勝浦４１４   
勝浦市 55                            太平開発（株）勝浦工場 勝浦市興津１０５０   
勝浦市  3                            澤加工場 勝浦市勝浦１３９   
勝浦市  3                            株式会社サラヤ保﨑商店虫浦工場 勝浦市浜勝浦１７８   
勝浦市  3                            鶴岡商店加工場 勝浦市浜勝浦４４４   
勝浦市  3                            君塚水産加工場 勝浦市部原１１２９   
勝浦市  3                            （株）唐木商店 勝浦市沢倉３５６   
勝浦市  3                            川津三引屋商店 勝浦市川津１６１６   
勝浦市  3                            （合）植村市太郎商店 勝浦市沢倉６４５－１   
勝浦市  3                            勝浦水産加工業協同組合加工場 勝浦市浜勝浦１７８   



勝浦市  3                            浅野商店加工場 勝浦市浜勝浦１３０   
勝浦市  3                            浜野水産加工場 勝浦市部原１２１７   
勝浦市  3                            斉藤金雄 勝浦市浜勝浦１７８－１３   
勝浦市  3                            渡辺一郎商店 勝浦市川津３３０   
勝浦市  3                            瀬戸熊加工場 勝浦市川津１６１７   
勝浦市  3                            君塚商店加工場 勝浦市浜勝浦１７８－１２   
勝浦市  3                            （株）石源商店 勝浦市勝浦９８   
勝浦市  3                            丸福水産（株） 勝浦市出水１１１５   
勝浦市  3                            中澤加工場 勝浦市川津１６１１   
勝浦市  3                            （株）古川喜之助商店加工場 勝浦市沢倉６３９   
勝浦市  3                            保崎商店加工場 勝浦市浜勝浦９９   
勝浦市  3                            高梨商店 勝浦市串浜１１９４－２   
勝浦市  3                            まるいち水産（株） 勝浦市杉戸１００２－４   
勝浦市  3                            （有）鶴岡水産冷蔵庫勝浦工場 勝浦市沢倉６４５   
勝浦市  3                            共同飼料 勝浦市浜勝浦１７８   
勝浦市 66-3ｲ                         尾代旅館 勝浦市吉尾３３６   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿こいずか 勝浦市部原１１３３   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿田中 勝浦市部原１０２   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿豊浜荘 勝浦市部原１９５３－１   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿十浜 勝浦市部原１１３７   
勝浦市 66-3ｲ                         あたらしや 勝浦市部原１１１５   
勝浦市 66-3ｲ                         豊浜荘 勝浦市部原１１６３   
勝浦市 66-3ｲ                         都海家 勝浦市部原１９２８－２６   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿半造 勝浦市部原１１６８   
勝浦市 66-3ｲ                         竹屋 勝浦市部原１１２３－４   
勝浦市 66-3ｲ                         いぐち 勝浦市部原３０   
勝浦市 66-3ｲ                         いそ路 勝浦市部原１１１６   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿菊水 勝浦市部原３７－４   
勝浦市 66-3ｲ                         塩藤 勝浦市浜勝浦４４１   
勝浦市 66-3ｲ                         一力 勝浦市浜勝浦１７８   
勝浦市 66-3ｲ                         平山荘 勝浦市浜勝浦１１０   
勝浦市 66-3ｲ                         田中屋旅館 勝浦市浜勝浦２９３   
勝浦市 66-3ｲ                         長寿山荘 勝浦市浜勝浦１０   
勝浦市 66-3ｲ                         若菜園 勝浦市浜勝浦２９７   
勝浦市 66-3ｲ                         善栄荘 勝浦市浜勝浦１７８   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿まんまる 勝浦市川津１８００－２   
勝浦市 66-3ｲ                         保養所新矢の浦荘 勝浦市川津１１４４   
勝浦市 66-3ｲ                         旅館松の家 勝浦市勝浦３０   
勝浦市 66-3ｲ                         旅館松美荘 勝浦市勝浦１１４   
勝浦市 66-3ｲ                         浜田屋旅館 勝浦市勝浦１３７   
勝浦市 66-3ｲ                         旅館利和丸 勝浦市新官１７６   
勝浦市 66-3ｲ                         カーホテルかつうら 勝浦市新官４３８   
勝浦市 66-3ｲ                         オリーブセンター旅館 勝浦市新官９３５   
勝浦市 66-3ｲ                         おし塚旅館 勝浦市新官１９３   
勝浦市 66-3ｲ                         （株）勝浦フィッシングセンター 勝浦市新官２９９－１   
勝浦市 66-3ｲ                         しぶき荘 勝浦市墨名５６５－５７   
勝浦市 66-3ｲ                         うしお 勝浦市墨名８０１   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿旅館やしろ 勝浦市墨名８１８－３２   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿米屋 勝浦市墨名８１７   
勝浦市 66-3ｲ                         末広荘 勝浦市墨名８１８－５   
勝浦市 66-3ｲ                         勝浦西部漁業フィッシングセンター 勝浦市松部１９６３   
勝浦市 66-3ｲ                         旅館黒鼻荘 勝浦市松部１６１７－１２   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿鈴木荘 勝浦市松部１６１７－８   
勝浦市 66-3ｲ                         坂下 勝浦市串浜１１９９   
勝浦市 66-3ｲ                         佐吾 勝浦市串浜７４８   
勝浦市 66-3ｲ                         美盛 勝浦市串浜１１９９   
勝浦市 66-3ｲ                         やまや 勝浦市串浜１１９３   
勝浦市 66-3ｲ                         まる太 勝浦市串浜１２７０   
勝浦市 66-3ｲ                         丸山 勝浦市串浜７５３   
勝浦市 66-3ｲ                         さかや 勝浦市串浜７７４   
勝浦市 66-3ｲ                         太ぜむ 勝浦市串浜７２５   
勝浦市 66-3ｲ                         金太郎 勝浦市串浜７３３   
勝浦市 66-3ｲ                         串浜シーサイド 勝浦市串浜７６６   
勝浦市 66-3ｲ                         サクエム 勝浦市串浜７７８   
勝浦市 66-3ｲ                         よしべ 勝浦市串浜７９７   
勝浦市 66-3ｲ                         吉田屋 勝浦市串浜１１９２   
勝浦市 66-3ｲ                         醍醐 勝浦市串浜１１９５   
勝浦市 66-3ｲ                         下やしき 勝浦市串浜７２７   
勝浦市 66-3ｲ                         みさき 勝浦市串浜２０－２   
勝浦市 66-3ｲ                         半重郎 勝浦市串浜３４   



勝浦市 66-3ｲ                         たか荘 勝浦市串浜７３８   
勝浦市 66-3ｲ                         狩野旅館 勝浦市串浜７４９   
勝浦市 66-3ｲ                         栄屋 勝浦市串浜１２７９   
勝浦市 66-3ｲ                         臨海荘 勝浦市串浜１２５３   
勝浦市 66-3ｲ                         旅館春日荘 勝浦市串浜１２４１   
勝浦市 66-3ｲ                         カクイ旅館 勝浦市串浜１７   
勝浦市 66-3ｲ                         秋葉さつ 勝浦市串浜７７９   
勝浦市 66-3ｲ                         桜台 勝浦市守谷９６   
勝浦市 66-3ｲ                         トーベ 勝浦市守谷２１３   
勝浦市 66-3ｲ                         加寿丸 勝浦市守谷１５６   
勝浦市 66-3ｲ                         あぶらや 勝浦市守谷１４７   
勝浦市 66-3ｲ                         太郎ぜむ 勝浦市守谷６７   
勝浦市 66-3ｲ                         尾張屋 勝浦市守谷６６   
勝浦市 66-3ｲ                         ごんぜむ 勝浦市守谷７０   
勝浦市 66-3ｲ                         三木屋 勝浦市守谷７８   
勝浦市 66-3ｲ                         へいむ 勝浦市守谷７３   
勝浦市 66-3ｲ                         やえむ 勝浦市守谷７６   
勝浦市 66-3ｲ                         左官屋 勝浦市守谷７９－４   
勝浦市 66-3ｲ                         太平治 勝浦市守谷４１３－６   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿田原 勝浦市守谷６０７   
勝浦市 66-3ｲ                         ぶへい 勝浦市守谷７３１   
勝浦市 66-3ｲ                         正之助新宅 勝浦市守谷７１２－３   
勝浦市 66-3ｲ                         五郎太夫本家 勝浦市守谷７１０   
勝浦市 66-3ｲ                         ごんべ 勝浦市守谷７５６   
勝浦市 66-3ｲ                         小西 勝浦市守谷７３１   
勝浦市 66-3ｲ                         やつ 勝浦市守谷９６８   
勝浦市 66-3ｲ                         つーだ 勝浦市守谷９６２   
勝浦市 66-3ｲ                         重倉 勝浦市守谷８７８   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿源助 勝浦市守谷８５２   
勝浦市 66-3ｲ                         季節民宿鈴木 勝浦市守谷８７０－１   
勝浦市 66-3ｲ                         藤本 勝浦市守谷７８２   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿正之助 勝浦市守谷６０   
勝浦市 66-3ｲ                         南房総マリーナ 勝浦市興津７４   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿小倉家 勝浦市興津７１－２   
勝浦市 66-3ｲ                         長五郎 勝浦市興津２６０８   
勝浦市 66-3ｲ                         竹屋旅館 勝浦市興津２６４６   
勝浦市 66-3ｲ                         玉利屋 勝浦市興津２５９８   
勝浦市 66-3ｲ                         本館末広 勝浦市興津２５６２   
勝浦市 66-3ｲ                         魚鱗荘 勝浦市興津８９１   
勝浦市 66-3ｲ                         旅館志むら 勝浦市興津６６９   
勝浦市 66-3ｲ                         円次郎 勝浦市興津６３８   
勝浦市 66-3ｲ                         室山旅館 勝浦市興津１１９３－４   
勝浦市 66-3ｲ                         仁屋旅館 勝浦市興津１６２０   
勝浦市 66-3ｲ                         みかみ 勝浦市興津１５７４   
勝浦市 66-3ｲ                         ヤマト化学工業ＫＫ興津寮 勝浦市興津８２７   
勝浦市 66-3ｲ                         金福 勝浦市興津２０２   
勝浦市 66-3                          民宿おしだり 勝浦市興津１７８   
勝浦市 66-3                          海岸荘 勝浦市興津２５３３   
勝浦市 66-3                          岩瀬 勝浦市鵜原７９８   
勝浦市 66-3                          民宿川ばた 勝浦市鵜原７３７   
勝浦市 66-3                          民宿あみぐら 勝浦市鵜原７５９－３５   
勝浦市 66-3                          民宿ぶへどん 勝浦市鵜原７０４   
勝浦市 66-3                          民宿でんさ 勝浦市鵜原７０８   
勝浦市 66-3                          太重 勝浦市鵜原７０５   
勝浦市 66-3                          保呂田 勝浦市鵜原７８３   
勝浦市 66-3                          民宿あいば 勝浦市鵜原７２１   
勝浦市 66-3                          民宿由基屋く 勝浦市鵜原７５９－２７   
勝浦市 66-3                          だんごや 勝浦市鵜原７７６－１   
勝浦市 66-3                          民宿大屋 勝浦市鵜原７７０   
勝浦市 66-3                          横山荘 勝浦市鵜原３０８－１   
勝浦市 66-3                          木津新宅 勝浦市鵜原１１０－１   
勝浦市 66-3                          市三郎 勝浦市鵜原６５   
勝浦市 66-3                          民宿高梨 勝浦市鵜原６４   
勝浦市 66-3                          久兵衛 勝浦市鵜原８５７   
勝浦市 66-3                          八造どん 勝浦市鵜原８１４   
勝浦市 66-3                          半三郎民宿 勝浦市鵜原８０８   
勝浦市 66-3                          清八とん 勝浦市鵜原８１５   
勝浦市 66-3                          くくみ 勝浦市鵜原８６９   
勝浦市 66-3                          民宿すわらや 勝浦市鵜原８１９－１   
勝浦市 66-3                          民宿鈴木屋 勝浦市鵜原８６２   



勝浦市 66-3                          紋次郎 勝浦市鵜原８６３   
勝浦市 66-3                          五郎屋 勝浦市鵜原８５５－１   
勝浦市 66-3                          民宿又兵衛 勝浦市鵜原７５９－２９   
勝浦市 66-3                          民宿日吉屋 勝浦市鵜原７７１   
勝浦市 66-3                          大森屋 勝浦市鵜原７５９－３４   
勝浦市 66-3                          馬車屋 勝浦市鵜原７５９－２４   
勝浦市 66-3                          民宿丸山 勝浦市鵜原７９６   
勝浦市 66-3                          はじ 勝浦市鵜原７５２   
勝浦市 66-3                          民宿きんべ 勝浦市鵜原７５４   
勝浦市 66-3                          よろずや 勝浦市鵜原７７８   
勝浦市 66-3                          美根屋 勝浦市鵜原８６２－３   
勝浦市 66-3                          屋代 勝浦市鵜原８５９   
勝浦市 66-3                          扇屋 勝浦市鵜原８１２－２   
勝浦市 66-3                          あたらしや 勝浦市鵜原７８７   
勝浦市 66-3                          亀井屋 勝浦市鵜原８８５   
勝浦市 66-3                          せしとん 勝浦市鵜原５０   
勝浦市 66-3                          跡見学園鵜原寮 勝浦市鵜原９０１   
勝浦市 66-3                          田中荘 勝浦市鵜原１６０１－３   
勝浦市 66-3                          材木屋 勝浦市鵜原１６６５   
勝浦市 66-3                          みどりや 勝浦市鵜原１６６６－２   
勝浦市 66-3                          まんざ 勝浦市鵜原１６５４   
勝浦市 66-3                          あゆみ荘 勝浦市鵜原９３３－４   
勝浦市 66-3                          浜美屋 勝浦市鵜原９６８   
勝浦市 66-3                          よつば荘 勝浦市鵜原９２８   
勝浦市 66-3                          吉野荘 勝浦市鵜原６８   
勝浦市 66-3                          民宿丸七 勝浦市鵜原１６５５   
勝浦市 66-3                          民宿かじや 勝浦市鵜原８０７   
勝浦市 66-3                          民宿五平治 勝浦市鵜原８５５   
勝浦市 66-3                          磯ちどり 勝浦市鵜原８４０   
勝浦市 66-3                          民宿南屋 勝浦市鵜原８５２   
勝浦市 66-3                          南風楼 勝浦市鵜原７４９   
勝浦市 66-3                          民夫六助 勝浦市鵜原８１７   
勝浦市 66-3                          浜たろべえ 勝浦市鵜原８５８－２，８５８－３   
勝浦市 66-3                          川むら旅館 勝浦市鵜原７６９   
勝浦市 66-3                          民宿勘五郎 勝浦市鵜原８２３   
勝浦市 66-3                          東屋旅館 勝浦市鵜原９４２－２   
勝浦市 66-3                          鵜原館 勝浦市鵜原９９８   
勝浦市 66-3                          民宿藤えむ 勝浦市鵜原７５９－２８   
勝浦市 66-3                          民宿ながせ 勝浦市鵜原９０７   
勝浦市 66-3                          豊島至楽荘 勝浦市鵜原９２０   
勝浦市 66-3                          モータリストホテル行川 勝浦市大沢２１５   
勝浦市 66-3                          日本武道館研修センター 勝浦市沢倉５８２   
勝浦市  1-2ﾛ                         君塚潔 勝浦市法花４１２   
勝浦市  1-2ﾛ                         鈴木畜産 勝浦市大森３６２   
勝浦市  1-2ｲ                         君塚養豚場 勝浦市芳賀３３３   
勝浦市  1-2ﾛ                         清水牧場 勝浦市台宿２５２－１   
勝浦市  1-2ﾛ                         鈴木酪農 勝浦市植野９－３   
勝浦市  1-2ﾛ                         関坂栄 勝浦市赤羽根山神   
勝浦市 72                      ニュー黒潮台第２期分譲地集中浄化槽 勝浦市新官１４５５－２０   
勝浦市 72                      勝浦ニュー黒潮台 勝浦市新官９６６－１外   
勝浦市 72                      勝浦市衛生処理場 勝浦市部原２１４１   
勝浦市 72                      学校法人 国際武道大学 勝浦市新官841   
勝浦市 72                      ミレーニア勝浦汚水処理場 勝浦市興津久保山台４５   
勝浦市 72                      三日月シーパークホテル勝浦 勝浦市墨名８２０   
勝浦市 72                      パサージュ勝浦 勝浦市沢倉４４１－１０   
勝浦市 72                      東急リゾーツ＆ステイ株式会社 勝浦市守谷１５３４－１   
勝浦市 66-6                          勝浦ゴルフクラブ 勝浦市市野川６２８－１   
勝浦市 72                      ヴァカンシア勝浦 勝浦市部原１５０４－１   
勝浦市 66-3                          ＲＥＳＯＲＴ ＩＮＮ Ｂ＆Ｂ 勝浦市勝浦１２０   
勝浦市 55                            丸高建材興業（有） 勝浦市新官９２３   
勝浦市 66-3                          ペンションロングアイランド 勝浦市興津４７２   
勝浦市  3                            （株）西川冷凍工場 勝浦市勝浦２０６   
勝浦市 66-3                          マリブ イン 勝浦市部原１９２８－４０   
勝浦市 66-3                          （株）ヘンミン ロング 勝浦市部原９８１   
勝浦市 66-3                          牛屋 勝浦市串浜７１８   
勝浦市 66-3                          要助 勝浦市串浜５２   
勝浦市 72                      セレブラール勝浦 勝浦市川津１－１   
勝浦市 67                            株式会社勝浦ゴルフ倶楽部 勝浦市串浜新田1991-1 ○
勝浦市 72                      ロイヤルヴァンベール勝浦ビーチ 勝浦市部原1928-58   
勝浦市 72                      ブルーベリーヒル汚水処理場 勝浦市興津1920   



勝浦市 66-3                          三日月旅館 勝浦市墨名２５８   
勝浦市 66-3                          民宿 幸運丸 勝浦市勝浦９２－１３   
勝浦市 66-3                          鵜原海浜荘 勝浦市鵜原909   
勝浦市 66-3                          ペンションすずき陶苑 勝浦市興津1534-3   
勝浦市 66-3ｲ                         ペパ－ミント 勝浦市植野字解行谷1350-1   
勝浦市 72                      若潮台団地 勝浦市墨名字楠ヶ谷４８５－１   
勝浦市 66-3                          （株）高速商会勝浦研修センター 勝浦市守谷93-1   
勝浦市 66-3                          東京都立九段高等学校 至大荘 勝浦市守谷41-3   
勝浦市 66-3                          民宿大吉 勝浦市鵜原７５９－２６   
勝浦市 66-3                          民宿長盛屋 勝浦市鵜原933-2   
勝浦市 66-3                          海原荘 勝浦市鵜原876   
勝浦市 66-3                          民宿きろく 勝浦市鵜原824   
勝浦市 66-3                          民宿旅館多津美 勝浦市沢倉43-2   
勝浦市 66-3                          民宿こしば 勝浦市大沢153-6   
勝浦市 66-3                          （財）豊島修練会鵜原至楽荘 勝浦市鵜原９２０，９２５－１   
勝浦市  3                            近江 勝浦市勝浦１４６   
勝浦市 66-3ｲ                         ネイチュア・ガ－デン 勝浦市鵜原字坂の上2144･2147   
勝浦市 66-3ｲ                         作エム 勝浦市串浜７７８－１   
勝浦市 66-3ｲ                         民宿 藤兵衛 勝浦市守谷７６５－９   
勝浦市 68-2ｲ                         医療法人ＳＨＩＯＤＡ 塩田病院 勝浦市出水１２２１   
勝浦市 66-3ｲ                         ペンション アフロート 勝浦市鵜原字西ノ谷１３９－２、８，９   
勝浦市  1-2ﾛ                         田仲一雄 勝浦市赤羽根３０１   
勝浦市  1-2ﾛ                         磯野畜産 勝浦市市野郷４８９－１   
勝浦市  1-2ﾛ                         畑山 好 勝浦市浜行川１９４９   
勝浦市  1-2ﾛ                         関川 勝浦市赤羽根４２９   
勝浦市  1-2ﾛ                         黒田牧場 勝浦市法花２４３   
勝浦市  1-2ﾛ                         長田牧場 勝浦市芳賀４１１   
勝浦市  1-2ﾛ                         堀込牧場 勝浦市杉戸７０６   
勝浦市 71-2ｲ                         千葉県立大原高等学校勝浦若潮校舎 勝浦市新官1380 ▲
勝浦市 68                            久我写真館 勝浦市浜勝浦69   
勝浦市 71-4                          有限会社プラセンター千葉 勝浦市大森字蛭田625   
勝浦市 71-2ｲ                         千葉県立中央博物館 分館 海の博物館 勝浦市吉尾123他   
勝浦市 66-3ｲ                         ハマナ 勝浦市鵜原139-10   
勝浦市 66-3ｲ                         海友荘 勝浦市大沢153-8   
勝浦市 66-3ｲ                         漁夫里 勝浦市新官５０１   
勝浦市 66-3ｲ                         海がめ 勝浦市部原1928-20   
勝浦市 66-3ｲ                         有限会社日の出屋旅館 勝浦市墨名８１５   
勝浦市  3  ｲ                         （株）鈴八フーズ 勝浦市松部１００５   
勝浦市  3  ｲ                         （株）鈴八フーズ第２工場 勝浦市宿戸３６３－１   
勝浦市  3  ｲ                         水野水産株式会社 勝浦市白井久保３１２－２   
勝浦市  3  ｲ                         （株）傳之亟 勝浦市上植野４９０－２   
勝浦市 72                      ホテル 里杏 勝浦市貝掛362   
勝浦市 66-3ｲ                         目黒区興津自然学園 勝浦市興津１４３   
勝浦市 72                      勝浦ヒルトップホテル＆レジデンス 勝浦市沢倉441-1   
勝浦市 66-4                          勝浦市学校給食共同調理場 勝浦市新戸２７０－２   
勝浦市 66-3ﾊ                         マリブポイント 勝浦市串浜1224-1   
勝浦市 66-3ｲ                         Splash Guest House 勝浦市部原1122-4   
勝浦市  2  ｲ                         有限会社竹屋 勝浦市白木710-1   
勝浦市  2  ｲ                         ジビエ勝浦 勝浦市関谷４９７－１   
勝浦市 66-3ｲ                         房州勝浦里山発信施設 勝浦市白井久保字掘込３６５番地   
勝浦市 66-3ﾊ                         勝浦マリンサポート 勝浦市興津字次郎間１６２８－１   
勝浦市 72                      ベイシア勝浦 勝浦市新官字長畑１３９２番の一部ほか   
勝浦市 66-3ﾊ                         東急ハーヴェストクラブ勝浦 勝浦市中島５９０－１   
勝浦市 48                            日本工機械株式会社興津工場 勝浦市守谷１００番地   
勝浦市 66-3ｲ                         卯庵 勝浦市南山田313   
勝浦市 66-3ｲ                         勝浦最南端の岬 パワースポット天 勝浦市浜勝浦字虫浦201番地1   
勝浦市  1-2ｲ                         株式会社北守勝浦養豚施設 千葉県勝浦市小羽戸478－2   
いすみ市 17                            古金豆腐店 いすみ市万木９４０   
いすみ市 17                            三橋豆腐店 いすみ市行川６８７   
いすみ市 17                            吉野豆腐店 いすみ市仲町２０４   
いすみ市 17                            鈴木豆腐店 いすみ市苅谷１４０   
いすみ市 67                            マキノクリーニング店 いすみ市国府台１５７９ ○
いすみ市  1-2ﾛ                         伊大知畜産 いすみ市深谷１１６１，１１６８   
いすみ市  1-2ﾛ                         野村畜産 いすみ市大野４７７－１，４７６－１   
いすみ市  1-2ｲ                         麻生畜産 いすみ市正立寺１９７   
いすみ市  1-2ﾛ                         関畜産 いすみ市松丸１４７３   
いすみ市  1-2ﾛ                         福岡畜産 いすみ市松丸４０－１   
いすみ市  1-2ﾛ                         江沢畜産 いすみ市松丸３３６１－３，３３６３－１   
いすみ市  1-2ﾛ                         峯島畜産 いすみ市須賀谷３１４５，４１４７－１   
いすみ市  1-2ｲ                         藤平養豚 いすみ市大野４９３   



いすみ市  1-2ｲ                         高木仁一 いすみ市荻原３８３６   
いすみ市 54                            千葉特殊コンクリート工業 いずみ工場 いすみ市松丸２７６２－２他   
いすみ市 66-6                          万木城カントリークラブ いすみ市作田２   
いすみ市 72                      夷隅環境衛生組合 いすみ市万木5   
いすみ市 72                      いすみ医療センター いすみ市苅谷1177   
いすみ市 66-3ﾊ                         乗馬クラブカムフィ－ルド いすみ市万木1834   
いすみ市 66-3ｲ                         夷隅町ふるさと憩いの家 いすみ市大野3990-7   
いすみ市 66-3ﾊ                         ホテルティファナイン いすみ市引田１２５１－１   
いすみ市  1-2ﾛ                         高秀牧場 いすみ市須賀谷１３３９－１   
いすみ市  1-2ｲ                         株式会社グランハ・フジヒラ いすみ市大野４９１－１ ▲
いすみ市  1-2ﾛ                         村田牧場 いすみ市須賀谷１３６７   
いすみ市  1-2ﾛ                         （有）鈴木牧場 いすみ市須賀谷１４４１   
いすみ市  1-2ﾛ                         小島畜産 いすみ市須賀谷１６１８－１   
いすみ市 46  ｲ                         日宝化学株式会社千町工場 いすみ市松丸1240 ○
いすみ市 71-3                          いすみクリーンセンター いすみ市小又井１７０   
いすみ市 67                            小高衣服クリーニング店 いすみ市大原７９４４－２   
いすみ市 67                            パリー舎 いすみ市大原８６８３   
いすみ市 67                            酒井ランドリー いすみ市大原９４１２－１   
いすみ市 67                            実方クリーニング いすみ市大原９３３７   
いすみ市 67                            丸クリーニング いすみ市大原１１６０   
いすみ市 67                            小髙クリーニング店 いすみ市大原８６８６ ▲
いすみ市 67                            大洋舎クリーニング店 いすみ市深堀７８２   
いすみ市  8                            大美屋菓子店 いすみ市大原８６６０   
いすみ市  5                            （株）橋本商店 いすみ市大原８７４３   
いすみ市  5                            （株）大惣商店味噌工場 いすみ市大原７７６５   
いすみ市  5                            木戸醤油（株） いすみ市大原７６３５－２   
いすみ市  5                            （株）岩瀬商店 いすみ市小沢５０５   
いすみ市 17                            小林商店 いすみ市下布施２２１０   
いすみ市 17                            山口豆腐店 いすみ市大原９７３２－３   
いすみ市 17                            山口豆腐店 いすみ市大原９６８６   
いすみ市 17                            堀田豆腐工場 いすみ市大原８１０２   
いすみ市 17                            吉野豆腐製造工場 いすみ市新田野６３   
いすみ市 17                            永野豆腐店 いすみ市大原３９０７   
いすみ市 17                            山口豆腐店 いすみ市小沢１１５８   
いすみ市 17                            田村豆腐店 いすみ市大原１０１４２   
いすみ市 17                            田辺豆腐店 いすみ市山田１１６８   
いすみ市 17                            矢野豆腐店 いすみ市大原７８８０   
いすみ市 17                            秋葉豆腐店 いすみ市深堀３８６   
いすみ市 17                            篠崎豆腐工場 いすみ市大原７８２１－２   
いすみ市 17                            渡辺豆腐店 いすみ市山田１１８４   
いすみ市  3                            岩瀬忠二 いすみ市深堀１９４   
いすみ市  3                            尾今屋 いすみ市大原１０３１９－１   
いすみ市  3                            丸角商店 いすみ市大原１０１０９   
いすみ市  3                            田中芳郎 いすみ市大原９２９５   
いすみ市  3                            浅野宗治 いすみ市大原１０５９   
いすみ市  3                            藤平正二 いすみ市深堀２４６   
いすみ市  3                            荘司重則 いすみ市大原１０１５５   
いすみ市  3                            山口明利 いすみ市大原１０１４２－４   
いすみ市  3                            斉藤国男 いすみ市日在２１９８   
いすみ市  3                            實方商店 いすみ市深堀１１５   
いすみ市  3                            渡辺酉蔵 いすみ市深堀１００－３   
いすみ市  3                            日高精一 いすみ市大原１０３３４   
いすみ市  3                            岩瀬正 いすみ市深堀１３２   
いすみ市  3                            中村嘉九 いすみ市日在２０３３   
いすみ市  3                            山口武 いすみ市大原９１９７   
いすみ市  3                            山口末男 いすみ市深堀４   
いすみ市  3                            山口正夫 いすみ市大原１０２６５   
いすみ市  3                            （株）鶴岡昇商店 いすみ市小沢２   
いすみ市  3                            （株）岩瀬商店 いすみ市大原１００９５－６   
いすみ市  3                            （株）仙印商店 いすみ市大原１００３０   
いすみ市  3                            （有）やままんが いすみ市大原１０２５８   
いすみ市  3                            太陽プラザ通商 いすみ市大原１０６６３   
いすみ市  3                            丸正水産（株） いすみ市大原９７４９   
いすみ市  3                            （有）ほうまた水産 いすみ市大原１０３１９   
いすみ市  3                            （株）山崎商店 いすみ市大原１０１３８   
いすみ市  3                            （株）荘司貞次商店 いすみ市大原９８０６   
いすみ市  3                            永野信男 いすみ市大原３３５９   
いすみ市  3                            玉田敏彦 いすみ市大原１０３５９   
いすみ市  3                             水産加工 いすみ市大原９７４２   
いすみ市  3                            山吉商店 いすみ市大原１０５３４－１   



いすみ市  3                            マルキ水産（株） いすみ市大原１０４２７   
いすみ市  3                            藤平操 いすみ市深堀１９８   
いすみ市  3                            井上兼一 いすみ市大原９８５３   
いすみ市  3                            山口芳夫 いすみ市大原１０４９７   
いすみ市  3                            大原水産加工業協同組合 いすみ市大原９２９６   
いすみ市  3                            田中千代台 いすみ市大原９７２５   
いすみ市  3                            浅野多一郎 いすみ市大原１０５９４   
いすみ市  8                            大原製餡所 いすみ市大原１２１４－１   
いすみ市 55                            （株）丸昇建設 いすみ市大原字沢田８１２６－１   
いすみ市 54  ﾛ                         外房ブロック（株） いすみ市佐室１５３０－２２   
いすみ市  3  ｲ                         鶴岡食品株式会社 いすみ市大原８１４７   
いすみ市 66-3                          かしとん いすみ市大原１０５１０－４   
いすみ市 66-3                          よしおか いすみ市大原１０２８５   
いすみ市 66-3                          力漁丸 いすみ市大原１００８２   
いすみ市 66-3                          進誠丸 いすみ市大原１０００５   
いすみ市 66-3                          浜さんべえ いすみ市大原１００９５－３０   
いすみ市 66-3                          松栄丸 いすみ市大原１０１０５－２   
いすみ市 66-3                          井戸端 いすみ市大原１０３２９   
いすみ市 66-3                          春日丸 いすみ市大原１００９４－１   
いすみ市 66-3                          栄屋 いすみ市大原７７７９   
いすみ市 66-3                          鰻屋旅館 いすみ市大原７９４６   
いすみ市 66-3                          清水屋旅館 いすみ市大原８６６３   
いすみ市 66-3                          潮路ホテル いすみ市大原１００７３   
いすみ市 66-3                          臼井丸 いすみ市大原１０２７２－３   
いすみ市 66-3                          政吉丸 いすみ市大原１０６６４   
いすみ市 66-3                          秀丸 いすみ市大原１０５２２   
いすみ市 66-3                          共進丸 いすみ市大原１０４０２   
いすみ市 66-3                          政栄丸 いすみ市大原１００８２   
いすみ市 66-3                          和丸 いすみ市大原１０１６６   
いすみ市 66-3                          春栄丸 いすみ市大原１０３０３   
いすみ市 66-3                          敷嶋丸 いすみ市大原１０３３５   
いすみ市 66-3                          にでや いすみ市大原１０５４７   
いすみ市 66-3                          清水屋 いすみ市大原１０４６２   
いすみ市 66-3                          民宿井上 いすみ市大原１００９３－７   
いすみ市 66-3                          義之丸 いすみ市大原８９３５－４   
いすみ市 66-3                          よしえ丸 いすみ市大原１００９２－５   
いすみ市 66-3                          利永丸 いすみ市大原１００９４－１   
いすみ市 66-3                          うたえ旅館 いすみ市大原８８８６－２   
いすみ市 66-3                          九十九里屋 いすみ市深堀１７３５－３   
いすみ市 66-3                          民宿わたなべ いすみ市深堀１７０５   
いすみ市 66-3                          大原町サイクリングセンター いすみ市深堀１７４５   
いすみ市 66-3                          国民宿舎大原荘 いすみ市深堀１７１５   
いすみ市 66-3                          民宿丸角 いすみ市深堀１８７８   
いすみ市 66-3ｲ                         佐助 いすみ市深堀１７６８   
いすみ市 66-3                          むかい いすみ市若山７   
いすみ市 66-3                          小池商事研修センター いすみ市日在２２１７－８   
いすみ市 66-3                          花富士 いすみ市岩船１６６８   
いすみ市 66-3                          長福丸旅館 いすみ市大原９８２３   
いすみ市 66-3                          ホテルかもめ いすみ市大原１１１１８   
いすみ市  1-2ﾛ                         大原農協畜産団地 いすみ市釈迦谷１３８８－１   
いすみ市  1-2ﾛ                         ユートピア牧場 いすみ市山田５９４４   
いすみ市  1-2ﾛ                         藤平畜産 いすみ市新田野１３９６   
いすみ市  1-2ﾛ                         野村牧場 いすみ市山田４５５０   
いすみ市 66-3ｲ                         （有）つり船 鈴栄丸 いすみ市大原１０１３４－２０   
いすみ市 72                      南房総・大原西武グリーンタウン いすみ市小池７２９   
いすみ市 66-6                          大原御宿ゴルフコース いすみ市大原台２００   
いすみ市 67                            スズキインテリアクリーン いすみ市日在２７０５－５   
いすみ市 66-3                          （有）伝九郎 いすみ市大原８９８８－５   
いすみ市 66-3                          イエローサブマリン長野武昭 いすみ市日在１７８３－２７   
いすみ市 71                            （有）小谷商店 いすみ市大原９５２２   
いすみ市 67                            サンコー いすみ市大原８２２０－２   
いすみ市 66-3                          民宿 中野 いすみ市大原６０１２   
いすみ市 66-3                          釣船 長栄丸 いすみ市大原１０３９８－５５   
いすみ市  3                            潮食品（株） いすみ市深堀１０６   
いすみ市  3                            マルキ水産（株） いすみ市深堀１８８７－２   
いすみ市  3                            山口忠司 いすみ市深堀１８８８－２   
いすみ市 71                            共同石油大原給油所 いすみ市若山120   
いすみ市 71                            （有）カネカ いすみ市大原８９３３－２   
いすみ市 66-3ｲ                         ﾘﾝｸﾞｳｯﾄﾞ ﾌｨｰﾙﾄﾞ いすみ市山田3976-4   
いすみ市  3  ﾎ                         （株）やままんが 水産物加工場 いすみ市深堀１８８６－２   



いすみ市 66-3                          家族コテージ山田 いすみ市山田４９８６   
いすみ市  1-2ﾛ                         （有）房翔ポートリー 大原農場 いすみ市山田６５９４－１   
いすみ市  1-2ﾛ                         谷田牧場 いすみ市下布施３４８２   
いすみ市 68                            タカヨシブックセンター大原店 いすみ市深堀1620-3   
いすみ市 71                            トヨタカローラ千葉（株）大原店 いすみ市日在１４１４－１   
いすみ市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 大原店 いすみ市日在997   
いすみ市 71                            （有）小谷商店大原南給油所 いすみ市小沢７８   
いすみ市 55                            大原生コンクリート（株） いすみ市岬町三門１８８９   
いすみ市 66-3                          ホテル 千鳥 いすみ市岬町和泉４３３５－６   
いすみ市 67                            共和クリーニング いすみ市岬町長者７６   
いすみ市 67                            勘定クリーニング いすみ市岬町長者１６６ ▲
いすみ市 17                            四郎兵ヱ豆腐店 いすみ市岬町中滝１４５９－６   
いすみ市 17                            石田豆腐店 いすみ市岬町椎木１８２４   
いすみ市 17                            板倉豆腐店 いすみ市岬町長者４０２   
いすみ市 17                            太田豆腐店 いすみ市岬町椎木１７５３   
いすみ市 17                            所豆腐店 いすみ市岬町岩熊２０６６   
いすみ市 17                            秋葉豆腐店 いすみ市岬町椎木１７８８   
いすみ市 17                            藤江豆腐店 いすみ市岬町中滝５６５   
いすみ市 17                            在原豆腐店 いすみ市岬町榎沢５５４   
いすみ市  1-2ﾛ                         田上征一，所愿吾共同牧場 いすみ市岬町市野々１２３３   
いすみ市  1-2ﾛ                         柳川畜産 いすみ市岬町桑田２４７４   
いすみ市  1-2ﾛ                         田所畜産 いすみ市岬町市野々２１７   
いすみ市  1-2ﾛ                         所牧場 いすみ市岬町市野々９８２   
いすみ市  1-2ﾛ                         渡辺牧場 いすみ市岬町押日１０２９   
いすみ市 66-3ｲ                         九十九里ヴィラそとぼう いすみ市岬町和泉4427-1   
いすみ市 72                      みかど台団地汚水処理施設 いすみ市岬町三門５０－１   
いすみ市 66-3                          わかしお いすみ市岬町和泉１１３   
いすみ市 66-3                          民宿三富士屋荘 いすみ市岬町中原３８４３   
いすみ市 66-3                          中屋旅館 いすみ市岬町椎木１８１１   
いすみ市 66-3                          民宿関田荘 いすみ市岬町中原６２   
いすみ市 66-3                          吉野荘 いすみ市岬町中原５４－１   
いすみ市 66-3                          民宿なぎさ いすみ市岬町中原５７   
いすみ市 66-3                          ペンション尾瀬 いすみ市岬町中原１３２－１   
いすみ市 67                            （有）スワン いすみ市岬町椎木８６０－１ ▲
いすみ市  1-2ｲ                         森田養豚 いすみ市岬町中原３２２４－１   
いすみ市 72                      シーサイドリゾ－ト南房総貴賓館 いすみ市岬町和泉１８５－１２   
いすみ市 67                            ナイスクリ－ニング岬工場 いすみ市岬町椎木1220-1   
いすみ市 55                            株式会社トッコン いすみ市岬町桑田１２７１   
いすみ市 16                            洞爺製麺関東工場 いすみ市岬町和泉１６２１   
いすみ市 67                            岬クリーニング いすみ市岬町椎木１０７７－１   
いすみ市  1-2ｲ                         渡部養豚場 いすみ市岬町榎沢２２０－１ ▲
いすみ市 27  ﾄ                         伊勢化学工業株式会社一宮工場太東作業所 いすみ市岬町榎沢６８０ ▲
いすみ市 17                            （有）源氏商店 いすみ市岬町中滝504-1   
いすみ市  3  ｲ                         株式会社西川 大原工場 いすみ市深堀字南塩田１８８７－１   
いすみ市 71                            出光興産（株）セルフ大原給油所 いすみ市若山３２－１ 他   
いすみ市 66-3ﾊ                         いすみスカイホテル神明前館 いすみ市岬町和泉４２４１番１   
いすみ市 71-5                          株式会社髙原製作所 いすみ市松丸309 ○
いすみ市 54  ﾊ                         株式会社トッコン 本社 いすみ市岬町桑田１２７１   
いすみ市 71                            株式会社ジェイ・クエスト 大原店 いすみ市日在字下反田２７１－１ 他   
いすみ市  3  ｲ                         株式会社山尾食品 いすみ市深堀１８８６－５   
いすみ市 66-3ｲ                         ザ・レジェンド・クリフホテル いすみ市岬町中原７３－１他   
いすみ市  3  ｲ                         有限会社アルファ いすみ市深堀1885-9   
いすみ市  3  ｲ                         有限会社かねちょう水産 いすみ市深堀1885-4   

いすみ市 66-4                          いすみ市学校給食センター
いすみ市今関1032の一部，1033の一部，1044の一
部，1626，1627，1628

  

いすみ市 66-3ｲ                         和久庵 いすみ市岬町三門72-6   
いすみ市 66-3ﾊ                         外房海の宿花園 いすみ市深堀128-3   
いすみ市 66-3ﾊ                         ボートハウス いすみ市岬町椎木3493-36   
いすみ市 18-2ﾊ                         コスモ食品株式会社いすみ工場 いすみ市岬町和泉4468-2   
いすみ市  1-2ﾛ                         江沢淳 いすみ市松丸３３４６－２   
いすみ市  1-2ﾛ                         関博 いすみ市松丸１１１－１   
いすみ市 66-3ﾊ                         Capetown Resort いすみ市岬町中原3814-20   
いすみ市 71                            株式会社ホンダカーズ茂原 岬店 いすみ市岬町江場土2712-2   
いすみ市 66-3ﾛ                         （仮称）HOTEL R9 The Yard いすみ市岬町江場土 いすみ市岬町江場土字甲島1694-1,1695-1,1696-1   
いすみ市 66-3ｲ                         ALL SEASON No.2 いすみ市岬町和泉2269番地3   
いすみ市 66-3ｲ                         晴海食堂、民泊晴海 いすみ市深堀１８８５番地１０   
いすみ市 66-3ｲ                         Umimae Isumi いすみ市岬町和泉字新川4303番地   
いすみ市 33  ﾛ                         SSK株式会社 いすみ市岬町和泉417番地１   
大多喜町 67                            鈴木クリーニング店 夷隅郡大多喜町久保１７５   
大多喜町 67                            川﨑染洗店 夷隅郡大多喜町新丁４０ ○



大多喜町 71                            （有）カネカ 夷隅郡大多喜町船子１２７   
大多喜町 72                      大多喜町立西中学校 夷隅郡大多喜町中野５８９   
大多喜町 55                            鴨川生コン（株） 夷隅郡大多喜町猿稲３８５－１   
大多喜町  2  ｲ                         コサカフーズ 夷隅郡大多喜町柳原５５   
大多喜町 66-3ｲ                         民宿さかや 夷隅郡大多喜町葛藤１４３   
大多喜町  1-2ﾛ                         東総肉牛哺育センター 夷隅郡大多喜町紙敷８０   
大多喜町  1-2ﾛ                         大多喜町森宮酪農企業集団組合 夷隅郡大多喜町森宮３６５   
大多喜町  1-2ﾛ                         渡辺満寿子 夷隅郡大多喜町横山１３０５   
大多喜町  1-2ﾛ                         大戸牧場 夷隅郡大多喜町大戸６７８   
大多喜町 68-2ｲ                         大多喜病院 夷隅郡大多喜町上原７８６ ▲
大多喜町 66-3ｲ                         滝見苑 夷隅郡大多喜町粟又５   
大多喜町 66-6                          千葉夷隅ゴルフクラブ 夷隅郡大多喜町板谷588   
大多喜町 66-4                          大多喜町学校給食センター 夷隅郡大多喜町大多喜２１５－２   
大多喜町  1-2ｲ                         三上一二 夷隅郡大多喜町弓木１０４   
大多喜町  1-2ｲ                         池田養豚場 夷隅郡大多喜町部田台原４３８－３８   
大多喜町  1-2ｲ                         関養豚場 夷隅郡大多喜町石神６８３   
大多喜町  1-2ｲ                         農事組合法人総武肉豚生産組合熊野原団地 夷隅郡大多喜町堀之内３０   
大多喜町  1-2ﾛ                         永島牧場 夷隅郡大多喜町面白４１８   
大多喜町 66-3                          橋本 夷隅郡大多喜町三又２５４   
大多喜町 66-3                          民宿ひらさわ 夷隅郡大多喜町平沢１１２４－３   
大多喜町 72                      東急リゾーツ＆ステイ株式会社 夷隅郡大多喜町上原１０９０   
大多喜町 66-6                          花生カントリークラブ 夷隅郡大多喜町平沢１５２３－１８   
大多喜町 66-3ｲ                         福水 夷隅郡大多喜町小田代５９１－１ 外   
大多喜町 17                            原田豆腐店 夷隅郡大多喜町黒原４２１   
大多喜町 17                            澤豆腐店 夷隅郡大多喜町柳原３７   
大多喜町 17                            木更津屋豆腐店 夷隅郡大多喜町中野２７８   
大多喜町 17                            二三屋豆腐店 夷隅郡大多喜町桜台１   
大多喜町 17                            金子屋豆腐店 夷隅郡大多喜町船子３１４   
大多喜町 17                            （株）瑞沢屋商店 夷隅郡大多喜町紺屋６   
大多喜町 66-6                          大多喜カントリークラブ 夷隅郡大多喜町下大多喜2419   
大多喜町 72                      サットスポーツクラブ 夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会字沢山11-310   
大多喜町 66-3ﾊ                         峠の山小屋 夷隅郡大多喜町小沢又字中の台986-1､-2   
大多喜町 74                        有限会社たけゆらの里大多喜 夷隅郡大多喜町石神８５５   
大多喜町 71                            小湊鉄道（株） 夷隅郡大多喜町新丁１６   
大多喜町 66-3ｲ                         ペンション滝の郷 夷隅郡大多喜町小沢又１００７－１   
大多喜町 66-3                          民宿食堂 おさだ 夷隅郡大多喜町新丁１４   
大多喜町 66-3ｲ                         元祖 養老館 夷隅郡大多喜町葛藤７   
大多喜町 66-3ｲ                         新川 旅館 夷隅郡大多喜町小田代５５９   
大多喜町 66-3ｲ                         天龍荘 夷隅郡大多喜町葛藤１６３   
大多喜町 66-3ｲ                         嵯峨和 夷隅郡大多喜町葛藤２０   
大多喜町 66-3ｲ                         岩風呂別館 河の家 夷隅郡大多喜町葛藤９３２   
大多喜町 72                      大多喜ショッピングセンタ－ 夷隅郡大多喜町船子858   
大多喜町 66-3ｲ                         グリーンファームおおたき 夷隅郡大多喜町三又日天山1051-1   
大多喜町 66-3ﾊ                         ﾌｧｰﾑｲﾝ大多喜市原棟 夷隅郡大多喜町田代795-1   
大多喜町 71                            大多喜船子ＳＳ 夷隅郡大多喜町船子字惣宮885-3   
大多喜町 66-3ｲ                         民宿なかじまや 夷隅郡大多喜町中野２７６   
大多喜町  1-2ﾛ                         刈込牧場 夷隅郡大多喜町馬場内１６３－１   
大多喜町  1-2ﾛ                         清水牧場 夷隅郡大多喜町紙敷１３５３   
大多喜町  1-2ﾛ                         磯野牧場 夷隅郡大多喜町三又１０６４   
大多喜町  1-2ﾛ                         中村文行 夷隅郡大多喜町紙敷８８２   
大多喜町 68                            三上写真館 夷隅郡大多喜町久保47   
大多喜町 64-2ｲ                         南房総広域水道企業団大多喜浄水場 夷隅郡大多喜町小谷松５００   
大多喜町 66-3ｲ                         渓谷別庭もちの木 夷隅郡大多喜町大田代105-1   
大多喜町 71                            洗車みなみ 大多喜オリブ店 夷隅郡大多喜町船子872-2   
大多喜町 66-3ｲ                         大多喜リゾートホテル 夷隅郡大多喜町沢山１－１   
大多喜町 71                            千葉トヨタ自動車（株）大多喜店 夷隅郡大多喜町猿稲６１３－１   
大多喜町 66-3ｲ                         竹仙郷 夷隅郡大多喜町平沢１５９８   
大多喜町  4  ﾛ                         有限会社養老渓谷やまびこ 夷隅郡大多喜町会所74-3   
大多喜町 71                            セキハツオートワークス（有） 夷隅郡大多喜町笛倉４２－１   
大多喜町 71                            國際油化株式会社 オブリステーション大多喜 夷隅郡大多喜町船子字船堀８５２－１   
大多喜町 74                        マグレガーカントリークラブ 夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会字沢山２－１   
大多喜町 17                            （株）創食 ゆば喜 夷隅郡大多喜町堀之内字山中966   
大多喜町 66-3ﾊ                         ResortView大多喜 夷隅郡大多喜町新丁347-1   
大多喜町 66-3ｲ                         Wasato810Village 夷隅郡大多喜町筒森810   
大多喜町 66-3ｲ                         まるがやつ 夷隅郡大多喜町下大多喜1530   
大多喜町 10  ｲ                         mitosaya薬草園蒸留所 夷隅郡大多喜町大多喜486-13   
大多喜町 27  ﾇ                         合同資源産業株式会社千葉事業所上瀑工場 夷隅郡大多喜町下大多喜３９３６   
大多喜町 66-3ｲ                         蔵の宿 夷隅郡大多喜町湯倉175   
大多喜町 66-3ｲ                         OMOSHIRO 夷隅郡大多喜町面白553－5   
御宿町  3                            竹原惣治商店 夷隅郡御宿町岩和田７９３   



御宿町  3                            鶴岡商店 夷隅郡御宿町六軒町４３６   
御宿町  3                            江沢商店 夷隅郡御宿町岩和田   
御宿町  3                            弐田賢一商店 夷隅郡御宿町浜４４３   
御宿町  3                            後藤省吾商店 夷隅郡御宿町岩和田１０２３   
御宿町  3                            石井商店 夷隅郡御宿町浜   
御宿町  3                            君塚常吉商店 夷隅郡御宿町浜   
御宿町  3                            五福屋商店 夷隅郡御宿町浜４４２   
御宿町  3                            鈴勘商店 夷隅郡御宿町六軒町４８８   
御宿町  3                            吉野商店 夷隅郡御宿町浜３４７   
御宿町  3                            加藤商店 夷隅郡御宿町六軒町３５５   
御宿町  3                            大谷商店 夷隅郡御宿町浜５３５   
御宿町  3                            熊井直治商店 夷隅郡御宿町浜４４８   
御宿町 17                            山口豆腐店 夷隅郡御宿町新町４６２   
御宿町 17                            山口豆腐店 夷隅郡御宿町六軒町３６５   
御宿町 17                            早川豆腐店 夷隅郡御宿町岩和田８８６   
御宿町 17                            福豆腐店 夷隅郡御宿町浜５３３   
御宿町 17                            岩瀬豆腐店 夷隅郡御宿町久保２０２６   
御宿町 66-3                          扇町しんたく 夷隅郡御宿町岩和田１１２３   
御宿町 66-3                          やしろ 夷隅郡御宿町岩和田６９０   
御宿町 66-3                          小川屋 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          末吉 夷隅郡御宿町岩和田１０３３   
御宿町 66-3                          新場村上 夷隅郡御宿町岩和田９５３－１   
御宿町 66-3                          新場せどごま 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          浜よし 夷隅郡御宿町岩和田７１６－８   
御宿町 66-3                          長七とん 夷隅郡御宿町岩和田９０８   
御宿町 66-3                          高木 夷隅郡御宿町岩和田９５４－１   
御宿町 66-3                          かまくら 夷隅郡御宿町岩和田８６５   
御宿町 66-3                          藤四郎 夷隅郡御宿町岩和田１０５６－２   
御宿町 66-3                          早川 夷隅郡御宿町岩和田８９２   
御宿町 66-3                          六ゼム 夷隅郡御宿町岩和田１０７９   
御宿町 66-3                          人相 夷隅郡御宿町岩和田９２０   
御宿町 66-3                          新戸新宅 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          民宿ギュージ 夷隅郡御宿町岩和田１０６７   
御宿町 66-3                          天野 夷隅郡御宿町岩和田１０６８   
御宿町 66-3                          丸山 夷隅郡御宿町岩和田９５５   
御宿町 66-3                          新場いどばた 夷隅郡御宿町岩和田９４７   
御宿町 66-3                          店のかじや 夷隅郡御宿町岩和田１００１   
御宿町 66-3                          柏屋 夷隅郡御宿町岩和田８５１   
御宿町 66-3                          扇町たがや 夷隅郡御宿町岩和田１０６２   
御宿町 66-3                          大森 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          かねきち 夷隅郡御宿町岩和田７９３   
御宿町 66-3                          うさみ 夷隅郡御宿町岩和田９６０   
御宿町 66-3                          さへどん 夷隅郡御宿町岩和田８２８   
御宿町 66-3                          芦屋 夷隅郡御宿町岩和田９０６   
御宿町 66-3                          なべや 夷隅郡御宿町岩和田８６２   
御宿町 66-3                          たつみ屋 夷隅郡御宿町岩和田７４１   
御宿町 66-3                          じいむ 夷隅郡御宿町岩和田８７６   
御宿町 66-3                          民宿茶屋 夷隅郡御宿町岩和田８５６   
御宿町 66-3                          せどごま 夷隅郡御宿町岩和田７７２   
御宿町 66-3                          からたけ 夷隅郡御宿町岩和田１００８   
御宿町 66-3                          まるい 夷隅郡御宿町岩和田１０２２   
御宿町 66-3                          八兵ヱ 夷隅郡御宿町岩和田９９４   
御宿町 66-3                          つるとみ 夷隅郡御宿町岩和田９８４   
御宿町 66-3                          ひこべ 夷隅郡御宿町岩和田８６９   
御宿町 66-3                          瀬川 夷隅郡御宿町岩和田８１４   
御宿町 66-3                          宇田利 夷隅郡御宿町岩和田９５１   
御宿町 66-3                          民宿かんじ 夷隅郡御宿町岩和田１０１６   
御宿町 66-3                          後宿まごえむ 夷隅郡御宿町岩和田９５４－７   
御宿町 66-3                          はんざぶ 夷隅郡御宿町岩和田９５６   
御宿町 66-3                          船谷山下ちょうべい 夷隅郡御宿町岩和田６５０－５   
御宿町 66-3                          稲荷丸 夷隅郡御宿町岩和田９７５－１   
御宿町 66-3                          新平 夷隅郡御宿町岩和田９４７－３   
御宿町 66-3                          七兵衛新宅 夷隅郡御宿町岩和田１０１４   
御宿町 66-3                          マミヤ 夷隅郡御宿町岩和田９３０   
御宿町 66-3                          しろぜむ 夷隅郡御宿町岩和田８７１   
御宿町 66-3                          吉栄丸 夷隅郡御宿町岩和田６５２   
御宿町 66-3                          かしま 夷隅郡御宿町岩和田８７５   
御宿町 66-3                          浜のゲーム 夷隅郡御宿町岩和田９３５   
御宿町 66-3                          くろしお 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          甲伸 夷隅郡御宿町岩和田９９８   



御宿町 66-3                          民宿もんちん 夷隅郡御宿町岩和田７９８   
御宿町 66-3                          新場の吉五郎 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          三貴丸 夷隅郡御宿町岩和田９０３   
御宿町 66-3                          さくべ 夷隅郡御宿町岩和田９１９   
御宿町 66-3                          平岡 夷隅郡御宿町岩和田１０８１   
御宿町 66-3                          もんざ 夷隅郡御宿町岩和田８５２   
御宿町 66-3                          神定 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          助次郎 夷隅郡御宿町岩和田９２９   
御宿町 66-3                          でんざぶ 夷隅郡御宿町岩和田１０５４   
御宿町 66-3                          いわさき 夷隅郡御宿町岩和田１０４７   
御宿町 66-3                          まんぞ 夷隅郡御宿町岩和田８９１   
御宿町 66-3                          水野 夷隅郡御宿町岩和田８１２   
御宿町 66-3                          権兵衛 夷隅郡御宿町岩和田８６３   
御宿町 66-3                          八五郎 夷隅郡御宿町岩和田８４３   
御宿町 66-3                          民宿そばや 夷隅郡御宿町岩和田９４６   
御宿町 66-3                          じんくろう 夷隅郡御宿町岩和田９２３   
御宿町 66-3                          遊仙 夷隅郡御宿町岩和田７４３   
御宿町 66-3                          次郎四郎 夷隅郡御宿町岩和田１０２９－１   
御宿町 66-3                          上のゲーム 夷隅郡御宿町岩和田８２６   
御宿町 66-3                          波月荘 夷隅郡御宿町岩和田４２６   
御宿町 66-3                          粕谷荘 夷隅郡御宿町岩和田９４９   
御宿町 66-3                          民宿三角屋 夷隅郡御宿町岩和田９５４   
御宿町 66-3                          大津屋 夷隅郡御宿町岩和田１０３６   
御宿町 66-3                          こうじや新宅 夷隅郡御宿町岩和田７９７   
御宿町 66-3                          四平どん 夷隅郡御宿町岩和田９４６   
御宿町 66-3                          大野荘 夷隅郡御宿町岩和田９２４   
御宿町 66-3                          旅館つりぼり荘 夷隅郡御宿町新町８１５   
御宿町 66-3                          石井 夷隅郡御宿町新町２９０   
御宿町 66-3                          藤井荘 夷隅郡御宿町新町７７８   
御宿町 66-3                          ふじい荘 夷隅郡御宿町新町２２１４   
御宿町 66-3                          海楽 夷隅郡御宿町新町５３６   
御宿町 66-3                          福井旅館 夷隅郡御宿町久保２１０２   
御宿町 66-3                          太洋館旅館 夷隅郡御宿町久保２２２０   
御宿町 66-3                          宇兵 夷隅郡御宿町久保２１２６   
御宿町 66-3                          渡辺 夷隅郡御宿町久保２１４５   
御宿町 66-3                          大地電気 夷隅郡御宿町久保２０３７   
御宿町 66-3                          三郎えんどん 夷隅郡御宿町久保２１４３   
御宿町 66-3                          民宿くまい 夷隅郡御宿町浜４４８   
御宿町 66-3                          民宿大谷荘 夷隅郡御宿町浜５３５   
御宿町 66-3                          旅館かのや 夷隅郡御宿町浜２１６３   
御宿町 66-3ｲ                         旅館いしい荘 夷隅郡御宿町浜２１６４－２   
御宿町 66-3                          太陽 夷隅郡御宿町浜５２９   
御宿町 66-3                          五兵衛 夷隅郡御宿町浜５５５   
御宿町 66-3                          銚子屋 夷隅郡御宿町浜５５５－１   
御宿町 66-3                          長エム 夷隅郡御宿町浜５２８   
御宿町 66-3                          浜野 夷隅郡御宿町浜２１６３   
御宿町 66-3                          大工どん田中 夷隅郡御宿町浜２１６３   
御宿町 66-3                          朝日屋 夷隅郡御宿町浜２１６３   
御宿町 66-3                          アサヒヤ新宅 夷隅郡御宿町浜２１６３   
御宿町 66-3                          南部 夷隅郡御宿町浜２１６３   
御宿町 66-3                          五郎屋 夷隅郡御宿町浜２０２   
御宿町 66-3                          さえんどん 夷隅郡御宿町浜１４８   
御宿町 66-3                          太郎 夷隅郡御宿町浜３６４   
御宿町 66-3                          きみづか 夷隅郡御宿町浜４０２   
御宿町 66-3                          加藤荘 夷隅郡御宿町六軒町３５５   
御宿町 66-3                          しんかや 夷隅郡御宿町六軒町３５５   
御宿町 66-3                          幸保 夷隅郡御宿町六軒町３５４   
御宿町 66-3                          木原 夷隅郡御宿町六軒町４８８   
御宿町 66-3                          長九郎本家 夷隅郡御宿町六軒町３８７   
御宿町 66-3                          金井 夷隅郡御宿町六軒町２９６   
御宿町 66-3                          てるみ 夷隅郡御宿町六軒町４８８   
御宿町 66-3                          小松 夷隅郡御宿町六軒町４８８   
御宿町 66-3                          ニュー日の丸 夷隅郡御宿町須賀３３９   
御宿町 66-3                          民宿旅館池上家 夷隅郡御宿町須賀１５１   
御宿町 66-3                          たちはる 夷隅郡御宿町須賀５５９   
御宿町 66-3                          もえむ 夷隅郡御宿町須賀５５６   
御宿町 66-3                          伊藤民宿 夷隅郡御宿町須賀５６５   
御宿町 66-3                          六えむ 夷隅郡御宿町須賀４８１   
御宿町 66-3                          柳や 夷隅郡御宿町須賀５９０   
御宿町 66-3                          素泊り旅宿チャイナ 夷隅郡御宿町新町５４０   



御宿町 66-3                          みんなの御宿 夷隅郡御宿町浜２１６３－５７他   
御宿町 66-3                          ツーリングイン御宿 夷隅郡御宿町六軒町２８１   
御宿町 66-3                          扇寿し 夷隅郡御宿町岩和田９４２   
御宿町 66-3                          伝兵衛 夷隅郡御宿町岩和田１０２５   
御宿町 66-3                          年間民宿あわや荘 夷隅郡御宿町六軒町５０５－１   
御宿町 66-3                          長田荘 夷隅郡御宿町新町５４４   
御宿町 66-3                          あおざい 夷隅郡御宿町新町８４２   
御宿町 66-3                          銚子信用金庫海ノ家 夷隅郡御宿町新町８２１－２   
御宿町 66-3                          民宿 浜よし 夷隅郡御宿町岩和田７１６－２   
御宿町 66-3                          おやすみ場の関 夷隅郡御宿町新町５４９   
御宿町 66-3ｲ                         サンダンスリゾート御宿 夷隅郡御宿町浜２１６３－９７   
御宿町 66-3                          リゾートハウスオオタニ 夷隅郡御宿町浜５３５   
御宿町 72                      ローレルプラザ御宿第１ 夷隅郡御宿町浜４６７－３   
御宿町 66-3ｲ                         サヤン・テラス ホテル＆リゾート 夷隅郡御宿町浜2163   
御宿町 72                      南房総御宿西武グリーンタウン 夷隅郡御宿町御宿台１   
御宿町 72                      御宿アーバンコンフォート 夷隅郡御宿町新町８１６－５   
御宿町 72                      エスカール御宿 夷隅郡御宿町須賀４９６   
御宿町 66-3                          （株）千葉ステーションビル黒潮荘 夷隅郡御宿町新町６７０－１   
御宿町 66-3                          旅館 かんろく 夷隅郡御宿町岩和田１００６   
御宿町 66-3ｲ                         株式会社キャメルゴルフリゾート 夷隅郡御宿町上布施３３６０   
御宿町 67                            渡辺クリーニング店 夷隅郡御宿町新町４７１   
御宿町 67                            ファッションクリーニングT.K 夷隅郡御宿町新町４６７   
御宿町 67                            ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ外房白洋舎 夷隅郡御宿町須賀４４３－４   
御宿町 67                            米本クリーニング 夷隅郡御宿町久保１９２７   
御宿町 67                            白鳥クリーニング店 夷隅郡御宿町久保２０４６   
御宿町 66-3                          川端 夷隅郡御宿町岩和田８３２   
御宿町 66-3                          大工どん 夷隅郡御宿町岩和田１１１８   
御宿町 66-3                          じいむ 夷隅郡御宿町岩和田855   
御宿町 66-3                          しんたく 夷隅郡御宿町浜526   
御宿町 66-3                          民宿 吉野 夷隅郡御宿町新町840-1   
御宿町 66-3                          ハルディンマール 夷隅郡御宿町須賀２２０８－２８   
御宿町 66-3                          民宿 春日荘 夷隅郡御宿町浜2163   
御宿町 66-3                          ペンションむぎわらぼうし 夷隅郡御宿町久保598-3   
御宿町 66-3                          民宿 太平丸 夷隅郡御宿町岩和田954   
御宿町  1-2ﾛ                         吉野牧場 夷隅郡御宿町七本34-1   
御宿町 67                            渡辺ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店西砂原工場 夷隅郡御宿町西砂原113-7   
御宿町 66-3ｲ                         トミー 夷隅郡御宿町岩和田本場９３９－１   
御宿町 66-3                          シーサイド・イン・ナカノ 夷隅郡御宿町新町字仲町２９３－１   
御宿町  1-2ﾛ                         （有）房翔ポートリー御宿農場 夷隅郡御宿町実谷１５３－５   
御宿町  1-2ﾛ                         （有）村石養鶏場 御宿農場 夷隅郡御宿町実谷４３７   
御宿町  1-2ﾛ                         君塚 俊成 夷隅郡御宿町実谷１４４０   
御宿町  1-2ﾛ                         有限会社 大地牧場 夷隅郡御宿町上布施２６９６   
御宿町 71-2                          公益財団法人 海洋生物環境研究所 夷隅郡御宿町岩和田300番地   
御宿町 71-3                          御宿町清掃センター 夷隅郡御宿町久保１０４１ ▲
御宿町 66-3ｲ                         民宿「貴浜」 夷隅郡御宿町新町120-17   
御宿町 66-3ｲ                         富丸 夷隅郡御宿町岩和田742   
御宿町 66-3ｲ                         だいくどん 夷隅郡御宿町浜2163-139   
御宿町 66-3ｲ                         白い砂 夷隅郡御宿町岩和田７９３－３   
御宿町 66-3                          コモハウス御宿 夷隅郡御宿町久保２２２８－１   
御宿町 66-3ｲ                         （有）大野荘 夷隅郡御宿町新町７７５   
御宿町  3  ｲ                         三木平治商店 夷隅郡御宿町新町108   
御宿町 66-3ﾊ                         電設工業健康保険組合保養所おんじゅく 夷隅郡御宿町岩和田1339-3   
御宿町 66-3ｲ                         ビーチハウスがっちゃり 夷隅郡御宿町岩和田926-1   
御宿町 66-3ｲ                         御宿 海小屋 夷隅郡御宿町岩和田1120   
木更津市  1-2ｲ                         平野Ｓ．Ｐ．Ｆ豚農場 木更津市上望陀 576   
木更津市  1-2ﾛ                         有限会社 河野農場 木更津市矢那 3638   
木更津市 16                            有限会社 文明軒 岩根工場 木更津市万石 433   
木更津市 66-3                          株式会社 観月荘 木更津市新田 2-2-1   
木更津市 66-3ﾊ                         第５山一ビル(カプセルホテルオーシャン) 木更津市江川 1336-5   
木更津市 66-5                          株式会社 あづま給食センター 木更津市畑沢1471-1   
木更津市 67                            ㈲神子クリーニング工場(第1) 木更津市岩根 1-3-45 ▲
木更津市 67                            有限会社 秋山クリーニング店 木更津市文京 6-7-9   
木更津市 67                            三峯クリーニング 木更津市桜井 29-2   
木更津市 67                            ナチュラルクリーン（株）リーガル木更津工場 木更津市高柳 2404   
木更津市 67                            クリーニングエンダ 木更津市清川 1-23-15   
木更津市 72                      社会医療法人社団同仁会木更津病院 木更津市岩根2-3-1   
木更津市 72                      木更津市新川園衛生処理場 木更津市牛袋字下新川 469-1   
木更津市 72                      木更津分屯基地汚水処理場 木更津市岩根1-4-1   
木更津市 72                      東清団地汚水処理場 木更津市日の出町 100-22   
木更津市 72                      学校法人暁星国際学園 木更津市矢那 1083-1 他   



木更津市 81                        トーヨーカネツ清見台第一社宅 木更津市清見台南4-7   
木更津市 81                        真舟県営住宅 木更津市真舟 2-29   
木更津市 81                        高名清養病院 木更津市長須賀 1236-1   
木更津市 81                        医療法人社団邦清会 木更津東邦病院 木更津市菅生 725-1   
木更津市 81                        木更津市立岩根中学校 木更津市高柳 3-7-49   
木更津市 81                        木更津市立高柳小学校 木更津市高柳 5932   
木更津市 81                        重城病院1号館 木更津市万石341-1   
木更津市 81                        海上自衛隊 航空補給処 木更津市江川無番地   
木更津市 81                        加藤病院 木更津市高柳 2-12-31   
木更津市 81                        住吉県営住宅 木更津市高柳 3-8   
木更津市  1-2ﾛ                         農事組合法人鎌足牧場 木更津市矢那猪沢 2496   
木更津市  1-2ｲ                         石井末吉 木更津市請西 2398-1   
木更津市  1-2ｲ                         鈴木一徳 木更津市真里谷 4753   
木更津市  1-2ｲ                         小沢房雄 木更津市真里谷 4431-1   
木更津市  1-2ｲ                         石井勝次 木更津市茅野七曲 337-1   
木更津市  1-2ｲ                         小沢 勇 木更津市真里谷 4519 他   
木更津市  3  ﾎ                         かねいち水産（有） 木更津市畔戸浜戸 1350-10   
木更津市  3                            岩崎水産食品株式会社 木更津市中島 4366-7   
木更津市  3                            有限会社 石川松太郎商店 木更津市新宿 8-32   
木更津市  3  ﾛ                         白井 登 木更津市桜井 706   
木更津市  3  ｲ                         有限会社 山一水産 木更津市久津間 235-3   
木更津市  8                            木更津製餡所 木更津市貝渕 3-5-20   
木更津市  8                            有限会社 北川製餡所 木更津市朝日 2-1-23   
木更津市 17                            有限会社 櫃木豆腐店 木更津市朝日 2-8-18   
木更津市 17                            中山豆腐店 木更津市請西 680   
木更津市 17                            有限会社 有住豆腐店 木更津市中央 2-4-21   
木更津市 17                            有限会社 山長豆腐店 木更津市永井作 272   
木更津市 17                            有限会社 吾妻豆腐店 木更津市吾妻 1-2-11   
木更津市 17                            有限会社 河島豆腐店 木更津市桜井 818   
木更津市 17                            大岩豆腐店 木更津市矢那 2075   
木更津市 17                            大橋屋豆腐店 木更津市祇園 903-3   
木更津市 17                            有限会社 山口豆腐店 木更津市清見台東 1-12-2   
木更津市 17                            釜屋豆腐店 木更津市中島 2191   
木更津市 17                            有限会社 渡辺豆腐店 木更津市井尻 987   
木更津市 17                            加藤豆腐店 木更津市高砂 1-2-25   
木更津市 17                            江原食品 木更津市高柳 2-2-5   
木更津市 17                            ますや豆腐店 木更津市高柳 2-4-10   
木更津市 17                            椎名豆腐店 木更津市矢那 3775   
木更津市 17                            松本豆腐店 木更津市真里 107   
木更津市 21-3                          株式会社 キーテック 木更津工場 木更津市木材港 15   
木更津市 54  ﾊ                         共和コンクリート工業（株）木更津工場 木更津市真里字水神 1771   
木更津市 55                            有限会社 波多野組 木更津市矢那 3720   
木更津市 55                            かずさ生コンクリート（株）木更津工場 木更津市大久保 470-1   
木更津市 55                            山田興業 木更津市大寺 1076   
木更津市 55                            山岡コンクリート工業有限会社 木更津市中島１   
木更津市 55                            太平開発(株)木更津工場 木更津市請西 18   
木更津市 60                            有限会社 大東土木 木更津市田川字宮脇 708-1   
木更津市 66-3ｲ                         ビジネスホテル 明幸館 木更津市畑沢 2-39-3   
木更津市 66-3ｲ                         八幡屋旅館 木更津市中央 3-5-25   
木更津市 66-3ｲ                         いづみ 木更津市新田 3-1-29   
木更津市 66-3ｲ                         宴 木更津市岩根 3-4-25   
木更津市 66-3ｲ                         富士屋ホテル 木更津市富士見 3-7-35   
木更津市 66-3ｲ                         株式会社 栄楽 木更津市中央 2-3-20   
木更津市 66-3ｲ                         千楽 木更津市中央 3-3-5   
木更津市 66-3ｲ                         一楽 木更津市富士見 2-3-17   
木更津市 66-3ﾊ                         ホテル憩 木更津市高柳 5257-1   
木更津市 66-3ﾊ                         モータリストホテルハイランド 木更津市木更津 3-10-8   
木更津市 66-3ﾊ                         美ふじ 木更津市高柳 1-2-13   
木更津市 66-3                          モータリストホテル本陣 木更津市高柳 4910-2   
木更津市 66-3ｲ                         ホテル三笑 木更津市富士見 1-11-6   
木更津市 66-3ｲ                         有限会社 双葉荘 木更津市小浜 129-1   
木更津市 66-3ｲ                         有限会社 浜藤旅館 木更津市小浜 10-1   
木更津市 66-3ｲ                         ホテル銀河 木更津市新田 3-1-24   
木更津市 66-3                          翆扇(芳月) 木更津市朝日 1-3-21   
木更津市 66-3ﾊ                         モータリストホテル紅葉 木更津市牛袋 127   
木更津市 66-3ｲ                         梅乃家 木更津市江川 423   
木更津市 66-3ｲ                         旅館ぎおん 木更津市祇園 3-20-16   
木更津市 66-3ｲ                         山庄 木更津市小浜 621-1   
木更津市 66-3ｲ                         森田屋旅館 木更津市富士見 1-10-6   
木更津市 66-3ｲ                         たかはし 木更津市桜井 446   



木更津市 66-3ｲ                         有限会社 木更津パークホテル 木更津市新田 3-2-30   
木更津市 66-3ｲ                         大坪荘 木更津市桜井 704-115   
木更津市 66-3ｲ                         うづき旅館 木更津市岩根 3-6-15   
木更津市 66-3ｲ                         山楽 木更津市岩根 4-6-13   
木更津市 66-3ｲ                         旅荘すずらん 木更津市請西字作田 607-1   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルエフセル 木更津市桜井 80-1   
木更津市 66-3                          岩根旅館(ホテルいわね館) 木更津市本郷 3-4-40   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルバレンシア 木更津市潮見 4-14-7   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルサンシャイン 木更津市太田 294   
木更津市 66-3ﾊ                         ホテルエレガンス(Ｂ．タイム) 木更津市高柳字西山 1487-1   
木更津市 66-3ｲ                         木更津第一ホテルみほし館 木更津市中央3-2-13   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルエトワール 木更津市桜井 325-1   
木更津市 66-3ｲ                         ザ・カントリークラブジャパン迎賓館 木更津市茅野七曲 905番地   
木更津市 66-3ｲ                         山一第六ビル(ビジネスホテルオーシャン) 木更津市江川1464-1   
木更津市 66-3ｲ                         (仮)ホテル木更津(ホテルホワイト) 木更津市牛袋新林 260   
木更津市 66-3ｲ                         グランパークホテル木更津 木更津市朝日1-1-40   
木更津市 66-3                          ホテルチャオ 木更津市大久保円の内 256   
木更津市 66-3ｲ                         ビジネス旅館千景 木更津市小浜字権現山 321-34   
木更津市 66-5                          すみれフーズ 木更津市菅生 529   
木更津市 66-6                          PGMゴルフリンクス 木更津市真里谷2935番地7   
木更津市 67                            有限会社 植野クリーニング 木更津市中央2-6-22   
木更津市 67                            市原クリーニング 木更津市中央2-5-13   
木更津市 67                            小川クリーニング 木更津市木更津2-1-28   
木更津市 67                            清水クリーニング 木更津市吾妻1-3-12   
木更津市 67                            石渡クリーニング 木更津市桜井693   
木更津市 67                            竹根クリーニング店 木更津市桜井684   
木更津市 67                            吉川クリーニング店 木更津市有吉1765   
木更津市 67                            春ランドリー 木更津市中野45   
木更津市 67                            寿々木商事 木更津市朝日 2-1-2   
木更津市 67                            エージュランドリー 木更津市祇園 2-28-15   
木更津市 67                            花沢クリーニング店 木更津市清川 2-22-7   
木更津市 67                            鳥海ランドリー 木更津市高柳 3-3-11   
木更津市 67                            小川ドライクリーニング店 木更津市高柳 3-3-15   
木更津市 67                            宮木クリーニング 木更津市牛袋 134-2   
木更津市 67                            竹内クリーニング店 木更津市新田 2-3-6   
木更津市 67                            大河ランドリー 木更津市太田2-1-12   
木更津市 67                            ランドリーかづさや 木更津市中央 1-3-22   
木更津市 67                            クリーニング・ジュン 木更津市清見台東 2-1-21   
木更津市 67                            渡辺ランドリー 木更津市井尻521-1   
木更津市 67                            中央クリーニング 木更津市畑沢南 2-3-28   
木更津市 67                            板垣クリーニング店 木更津市富士見 1-13-14   
木更津市 67                            加藤クリーニング店 木更津市大和2-1-11   
木更津市 67                            よし乃クリーニング 木更津市東太田1-10-6   
木更津市 67                            飯田ランドリー 木更津市清見台南 1-6-25   
木更津市 67                            内田クリーニング店 木更津市祇園2-7-3   
木更津市 67                            片桐ランドリー 木更津市東中央 2-14-4   
木更津市 67                            若山クリーニング店 木更津市請西 534-7   
木更津市 67                            ドライセンター小柴(ワンディクリーナース) 木更津市本郷1-9-22   
木更津市 67                            ライフリフレッシュサービス(株) 木更津市築地7-1   
木更津市 67                            有限会社 共和商会 木更津市桜井新町 3-4-21   
木更津市 67                            堀井クリーニング 木更津市桜井新町1-1-7   
木更津市 67                            スピードクリーニングピュアハウス 木更津市岩根 3-3-13   
木更津市 67                            寿のクリーニング 木更津市大久保 2-16-9   
木更津市 67                            小林ランドリー 木更津市清見台 1-23-17   
木更津市 67                            有限会社 千葉化学クリーニング 木更津市東太田 2-11-15   
木更津市 67                            営光舎白染クリーニング 木更津市請西 4-1-37   
木更津市 71                            京葉産業(株)木更津給油所 木更津市請西 353-2   
木更津市 71                            東邦石油(株) 木更津市木更津 568   
木更津市 71                            第一建業(株) 木更津市長須賀 2022   
木更津市 71                            出光興産(株)中央給油所 木更津市潮見3-2   
木更津市 71                            高芳石油(株) 木更津市岩根2-6-20   
木更津市 71                            株式会社 ケーヨー木更津給油所 木更津市文京 3-1-23   
木更津市 71                            京葉石油(株) 木更津市椿 510-1   
木更津市 71                            有限会社 竹内石油 木更津市下烏田 838   
木更津市 71                            串田商事(有)ニュー木更津給油所 木更津市長須賀2510   
木更津市 71                            嶋野商店 木更津市上烏田 81-1   
木更津市 71                            富士見タクシー 木更津市潮浜2-1-35   
木更津市 71                            日東交通(株)木更津営業所 木更津市貝渕2-12-44   
木更津市 71                            株式会社 千歳商会木更津給油所 木更津市請西71-7   
木更津市 71                            株式会社 堀江商店木更津清見台ＳＳ 木更津市太田 584-1   



木更津市 71                            國協石油(株)君津給油所（仮） 木更津市畑沢南 3-1-8   
木更津市 81                        木更津市民総合福祉会館 木更津市潮見 2-9   
木更津市 81                        木更津市老人福祉センター 木更津市十日市場 826   
木更津市 81                        木更津市立岩根小学校 木更津市西岩根 8-1   
木更津市 81                        木更津市立富来田小学校 木更津市真里谷 518   
木更津市 81                        木更津市立岩根西中学校 木更津市久津間 373   
木更津市 81                        日の出第一ビル 木更津市東中央 1-1-13   
木更津市 81                        木更津市立富岡小学校 木更津市下郡 1886   
木更津市 81                        木更津市立清川中学校 木更津市中尾1086   
木更津市 81                        岩根サテライト 木更津市高柳 4196   
木更津市 81                        有限会社 ホームセンター小松 木更津市木更津 3-8-4   
木更津市 81                        パチンコプラザ 木更津市請西 1-24-29   
木更津市 81                        PLAZA DO 木更津市請西 1-24-20   
木更津市 81                        木更津中央高等学校男子寮 木更津市木更津 3-6-17   
木更津市 81                        木更津中央通り防災建築街区域共同店舗 木更津市中央 1-6-6   
木更津市 81                        医療法人社団志成会ロイヤル眼科クリニック 木更津市清見台 3-6-5   
木更津市 81                        アウルスイミングクラブ木更津 木更津市潮見 3-8   
木更津市 81                        日東交通(株)岩根社宅 木更津市岩根2-1   
木更津市 81                        本郷宿舎 木更津市本郷2-1   
木更津市 81                        ライオンズマンション木更津巌根 木更津市高砂 2-3-46   
木更津市 66-6                          カントリークラブ ザ・ファースト 木更津市真里谷藪台 4324   
木更津市 71                            ネッツトヨタ千葉株式会社 木更津店 木更津市高柳字深水 2182-1-2   
木更津市 71                            洗車のジャバ 木更津朝日店 木更津市朝日 3-6-16   
木更津市 71                            富士石油販売(株)ｻｳｽﾋﾟｱ木更津ｲﾝﾀｰSS 木更津市桜井 995-2   
木更津市 67                            ランドリーしらくま 木更津市大久保 4-1-5   
木更津市 67                            共和クリーニング 木更津市祇園 2-30-33   
木更津市 66-3ｲ                         木更津港湾労働者福祉センター 木更津市桜井字北町 1600-4   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルロイヤルガーデン 木更津市大和 1-8-12   
木更津市 66-3ｲ                         オークラアカデミアパークホテル 木更津市かずさ鎌足 2-3-9   
木更津市 66-3ｲ                         三照 木更津市富士見 2-5-4   
木更津市 66-3ｲ                         萩原旅館 木更津市中央 2-3-16   
木更津市 66-3ｲ                         藤川旅館 木更津市真里 121-7   
木更津市 66-3ｲ                         ホテル一休 木更津市祇園 4-28-4   
木更津市 66-3ｲ                         民宿 与兵衛 木更津市中島 3864   
木更津市 66-3ｲ                         ふじ旅館(ﾋﾞｼﾞﾈｽ旅館ふじ) 木更津市小浜字権現 321-43   
木更津市 66-3ｲ                         ホテル BNA 木更津市下烏田 831   
木更津市 81                        ステーキ宮 木更津店 木更津市太田 3-7-8   
木更津市 66-3ｲ                         ホテル花依 木更津市真里谷字上長作 4804-1   
木更津市 81                        医療法人新都市医療研究会 君津会 木更津市高柳 4737   
木更津市 81                        (仮称)星野マンション（星の街スフィア） 木更津市貝渕 3-9-17   
木更津市 81                        重城産婦人科小児科医院 木更津市万石字九日田 363   
木更津市 81                        ＰＡＬＡＣＥ１００ 木更津市真舟 5-7   
木更津市 81                        ドミトリー巌根寮 木更津市岩根 2-6-23   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルロードス 木更津市長須賀 1825   
木更津市 81                        バーミヤン木更津インター店 木更津市畑沢字岡清水 1303-1   
木更津市 71                            有限会社 三津和石油 木更津東口給油所 木更津市大和 2-3-4   
木更津市 71                            ＬＥＴ’Ｓ洗王 木更津市請西塚田 88-5   
木更津市 81                        関東財務局木更津住宅 木更津市高砂 1-8-31   
木更津市 66-3ｲ                         ホテルくらしき 木更津市請西 1-2-3   
木更津市 67                            ミツワクリーニング 木更津市江川 480-1   
木更津市 71                            ミタニ東京(株)木更津中央給油所 木更津市潮見 3-2   
木更津市 71                            株式会社東日本宇佐美16号君津 木更津市畑沢南 1-1-15   
木更津市 81                        ｽ-ﾊﾟ-ﾎﾞ-ﾙKISARAZU 木更津市菅生 1-35外   
木更津市 66-3ｲ                         浜松 木更津市小浜 321-52   
木更津市 81                        花沢ドライブイン（キングバーベキュー） 木更津市長須賀 1933   
木更津市 81                        メディケア さざなみ 木更津市中島 2366-1 外   
木更津市 81                        かずさのお風呂屋さん 木更津市清見台南5-1-40   
木更津市 81                        上総あいらいの郷（ゆうゆうの郷） 木更津市下郡 2270-1   
木更津市 72                      拓殖大学紅陵高等学校 木更津市桜井 1403   
木更津市  3  ﾎ                         いじま 木更津市中島 4364-75   
木更津市 72                      龍宮城スパ・ホテル三日月 木更津市北浜町 1   
木更津市 81                        老人保健施設 ケアセンターきさらづ 木更津市長須賀 1239   
木更津市 81                        木更津市立富来田公民館 木更津市真里谷 110   
木更津市 81                        海上自衛隊 航空補給処 長須賀宿舎 木更津市長須賀境目 1620－2外   
木更津市  4  ｲ                         株式会社 美山 木更津工場 木更津市江川 462-13   
木更津市 66-6                          かつ波奈木更津店 木更津市長須賀 1977番1   
木更津市 81                        重城病院2号館 木更津市万石341-1   
木更津市 81                        トーヨーカネツ株式会社  千葉事業所 木更津市築地 2   
木更津市 64-2ｲ                         かずさ水道広域連合企業団 大寺浄水場 木更津市大寺 346   
木更津市 71-2ｲ                         木更津工業高等専門学校 木更津市清見台東 2-11-1   



木更津市 73                            木更津下水処理場 木更津市潮浜 1-19-1   
木更津市 68                            コミヤ写真店 木更津市大和 1-4-7   
木更津市 69-2ｲ                         木更津市公設地方卸売市場 木更津市新田 3-3-12   
木更津市 68                            有限会社 星光堂カメラ支店ラビット 木更津市大和 2-1-1   
木更津市 71-2ｲ                         株式会社 上総環境調査センター 木更津市潮見 4-16-2 ○
木更津市 71-2ｲ                         日鉄機能材製造株式会社 有機ディスプレイ材料工場 木更津市新港 15-7 ▲
木更津市 68                            ﾀｶﾖｼﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ清見台店 木更津市清見台南 4-2   
木更津市 68                            光栄堂写真スタジオ 木更津市東太田 1-11-33   
木更津市 68                            三平写真店 木更津市岩根 3-4-26   
木更津市 66                            三島光産株式会社 機工事業本部 機工千葉工場 木更津市新港21番地 ○
木更津市 71-3                          木更津市クリーンセンター 木更津市潮浜 3-1   
木更津市 64-2ｲ                         かずさ水道広域連合企業団 十日市場浄水場 木更津市十日市場 500   
木更津市 68                            タカヨシブックセンター太田店 木更津市太田 4-15-1   
木更津市 47  ﾛ                         玉川衛材(株)木更津工場 木更津市潮見 3-11-6   

木更津市 65                            
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 機能材料事業部 木
更津管理室

木更津市築地1番地   

木更津市 71-2                          千葉県君津健康福祉センター［君津保健所］ 木更津市新田 3-4-34   
木更津市 71-2ｲ                         株式会社 ユーベック(旧棟) 木更津市久津間 613 ○
木更津市 71-2ｲ                         かずさＤＮＡ研究所 木更津市かずさ鎌足 2-6-7   
木更津市 71-2ｲ                         日鉄環境株式会社 分析ソリューション事業本部 木更津市畑沢 1-1-51 ○
木更津市 74                        新栄ビル 木更津市清見台南 1-1-20   
木更津市 72                      海ほたるＰＡ 木更津市中島沖海ほたる   
木更津市 68                            フジカラーパレットプラザ木更津請西店 木更津市請西 2-9-1いなげや木更津請西店店頭   
木更津市 71-2ｲ                         かずさインキュベーションセンター 木更津市かずさ鎌足 2-1-5 ○
木更津市 71-2ｲ                         木更津市水運用総合センタ－ 木更津市潮見 2-8   
木更津市 81                        パールショップともえ 木更津店 木更津市中里字光 600-1   
木更津市 71-2ｲ                         日鉄環境株式会社 環境ソリューション技術センター 木更津市潮浜2-1-38 ▲
木更津市 47  ﾛ                         佐藤製薬株式会社 かずさアカデミア工場 木更津市かずさ小糸 5-1   
木更津市 81                        木更津漁業協同組合潮干狩場 木更津市中の島 2   
木更津市 68-2ﾊ                         君津中央病院 木更津市桜井 1010番地   
木更津市 65                            松菱金属工業株式会社 君津工場 木更津市築地6-1 ○
木更津市 71                            トヨタカローラ千葉（株）木更津営業所 木更津市幸町 3-2-16   
木更津市 81                        特別養護老人ホーム中郷記念館 木更津市井尻951   
木更津市 81                        志学館中・高等部 木更津市真舟 3-29-1   
木更津市 65                            株式会社GLORY 木更津市菅生358 ○

木更津市 71-2ｲ                         
独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセ
ンター

木更津市かずさ鎌足 2-5-8 ○

木更津市  1-2ﾛ                         ユウキュウ牧場 木更津市下郡 2733-2   
木更津市 74                        かずさDNA研究所ﾊﾞｲｵ共同研究開発ｾﾝﾀｰ 木更津市かずさ鎌足 2-5-23   
木更津市 71                            日立建機日本㈱千葉南営業所 木更津市真里 1765-1   
木更津市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社  木更津営業所 木更津市長須賀 2089   
木更津市 71-2ｲ                         株式会社  ユーベック(新棟) 木更津市久津間 1-822-1,2 ○
木更津市 81                        ダイエー木更津店 木更津市江川 291-2   
木更津市 71                            ネッツトヨタ南千葉（株）  木更津店 木更津市請西 1-24-23   
木更津市 71-2ｲ                         協立化学産業株式会社 Ｒ＆Ｄセンター 木更津市潮見 4-18-2 ○
木更津市 71                            千葉日産自動車株式会社 木更津市潮見 2-4   
木更津市 66-4                          木更津市学校給食センター 木更津市潮見２－１３－１   
木更津市 71                            木更津の滝セルフステーション 木更津市ほたる野 4-6-3   

木更津市 65                            
三愛プラント工業株式会社クリーンテック事業本部 かず
さクリーンテック事業所

木更津市かずさ鎌足 1-7-3 ○

木更津市 71-6                          協立化学産業株式会社 木更津第３製造所 木更津市潮見 5-1-2 ○
木更津市 71                            ネッツトヨタ千葉(株)木更津店 木更津市高柳 1474-1   
木更津市 65                            日鉄機能材料製造株式会社 木更津エスパネックス工場 木更津市築地１   
木更津市 67                            ㈲神子クリーニング工場（第3） 木更津市西岩根4-5 ○
木更津市 67                            ㈲神子クリーニング工場(第2) 木更津市西岩根4-2   
木更津市 71                            日石レオン株式会社Dｒ.Drive木更津金田インター店 木更津市金田東 土地区画整理事業92街区3,4,5画地   
木更津市 71-2ｲ                         Green Earth研究所 木更津市かずさ鎌足2丁目5-9 ○
木更津市 71                            千葉スバル自動車㈱木更津店 木更津市高柳952   
木更津市 10  ﾛ                         ソングバードビール 木更津市清川１－１４－１２   

木更津市 71                            コスモ石油販売株式会社 ｾﾙﾌ＆ｶｰｹｱｽﾃｰｼｮﾝ ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津 木更津市築地1番4   

木更津市 66-3ｲ                         ファミリーロッジ旅籠屋・木更津金田店 木更津市中島金田東地区64街区10画地   
木更津市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉 長須賀北店 木更津市長須賀2108-1   
木更津市 71                            株式会社ホンダカーズ千葉 朝日南店 木更津市朝日3-10-7   

木更津市 66-3ｲ                         ルートイン木更津
木更津市清見台２丁目29-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-
10,-11

  

木更津市 67                            クリーニング専科 木更津桜町店 木更津市桜町２－７－９   
木更津市 71                            千葉日産自動車株式会社 木更津長須賀店 木更津市長須賀１７４３   

木更津市 71-2ｲ                         
日鉄環境株式会社 分析ソリューション事業本部 君津セ
ンター

木更津市新港15-7 ○



木更津市 71                            國際油化株式会社 オブリステーション木更津 木更津市清見台3-1-21   
木更津市 66-3ｲ                         株式会社 志村発條製作所 木更津市新田３－６－１１   
木更津市 81                        木更津特借宿舎（１，２号棟浄化槽） 木更津市高砂1-6   
木更津市 18-2ﾊ                         株式会社 尾張屋 木更津工場 木更津市新田３－２－３０   
木更津市 71-2ｲ                         株式会社 プロテイン・エクスプレス研究所 木更津市かずさ鎌足2-1-6 ○
木更津市 71                            株式会社千葉マツダ木更津店 千葉県木更津市長須賀2133   
木更津市 10  ﾆ                         ベアーズリキュール製造所 千葉県木更津市中里590番地   
木更津市 81                        ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京 千葉県木更津市伊豆島1148-1 他１００筆   

木更津市 71-2ｲ                         
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社総合研究所 光学・
ディスプレイ材料センター

千葉県木更津市築地15-7   

木更津市 71                            株式会社ホンダカーズ木更津 朝日東店 木更津市朝日3-10-14   
木更津市 71                            株式会社石山 木更津市太田1-1-1   
木更津市 81                        医療法人社団明敬会 重城病院 木更津市万石341-1   
君津市 71                            株式会社 ワシダ 君津構内給油所 君津市君津１   
君津市  1-2ｲ                         寺沢農場 君津市寺沢 750   
君津市 66-3ｲ                         ハミルトンホテル上総 君津市中野 4-6-28   
君津市 66-3ｲ                         君津パレスホテル 君津市中野 4-9-7   
君津市 66-4                          君津市学校給食南子安共同調理場 君津市南子安 4-3-37   
君津市 72                      鹿野山ゴルフ倶楽部 君津市鹿野山 288   
君津市 66-6                          上総富士ゴルフクラブ 君津市大坂富士山 1639   
君津市 67                            磯貝ドライ工場 君津市中野 1-14-18   
君津市 72                      日本製鉄㈱君津製鉄所 八重原社宅 君津市八重原 172   
君津市 72                      芙蓉ミオ・ファミリアマンション 君津市広岡375   
君津市 72                      君津市衛生センター 君津市戸崎 2650-1   
君津市 72                      君津市民文化ホール 君津市三直 622   
君津市 72                      翔凛中学校・高等学校 君津市三直 1348-1   
君津市 81                        山九(株)原料サブセンター 君津市君津 1   
君津市 81                        特別養護老人ホーム上総園 君津市広岡 375   
君津市 81                        鈴木病院 君津市上 238   
君津市 81                        千葉芙蓉病院 君津市広岡 297-1   
君津市 81                        君津市立大和田小学校 君津市大和田 425   
君津市 81                        日鉄テックスエンジ株式会社 電計エンジセンター 君津市人見1462-2   
君津市 81                        県立君津亀山少年自然の家 君津市笹字片倉 1661-1   
君津市 81                        君津市立坂田小学校 君津市坂田 532   
君津市 81                        千葉県立君津高等学校 君津市坂田 454   
君津市 81                        吉川工業(株)君津内箕輪社宅 君津市内箕輪 71-2   
君津市 81                        株式会社 サン・ラポール南房総(二番館) 君津市豊英355-10   
君津市 81                        株式会社 サン・ラポール南房総(一番館) 君津市豊英 355-1   
君津市  1-2ｲ                         戸倉養豚場 君津市三直 161   
君津市  1-2ｲ                         地引養豚場 君津市三直 1186   
君津市  1-2ｲ                         池田養豚場 君津市三直 1233   
君津市  1-2ｲ                         並木養豚 君津市長谷川 912   
君津市  1-2ｲ                         鮎川牧場 君津市貞元中台 631   
君津市  1-2ｲ                         村吉昭男 君津市山高原 205-1   
君津市  1-2ｲ                         有限会社 富士三畜産 君津市山滝野 1331-1   
君津市  1-2ｲ                         山口養豚 君津市戸崎 2650-25   
君津市  1-2ｲ                         鈴木康弘 君津市長谷川 1137   
君津市  1-2ｲ                         山坂養豚 君津市賀恵渕 500   
君津市  1-2ｲ                         太田養豚 君津市箕輪 521   
君津市  1-2ｲ                         笹本 登 君津市長谷川 1261   
君津市  1-2ｲ                         株式会社ツナシマ 君津市香木原 83   
君津市  1-2ｲ                         佐久間養豚 君津市戸崎 1991   
君津市  1-2ｲ                         塩谷養豚場 君津市賀恵渕 47-1   
君津市  1-2ｲ                         塩谷養豚場 君津市戸崎 2561-9   
君津市  1-2ｲ                         養豚場（鴇田） 君津市芋窪外角 73   
君津市  1-2ｲ                         上総農場 君津市芋窪 430   
君津市  1-2ｲ                         分目芳雄 君津市長谷川 364   
君津市  1-2ﾛ                         渡辺乳牛 君津市笹 1795   
君津市  1-2ﾛ                         土橋誠一 君津市芋窪 149   
君津市  1-2ﾛ                         鴇田治雄 君津市折木沢 426   
君津市  1-2ﾛ                         佐久間牧場 君津市大山野 1112   
君津市  1-2ﾛ                         有限会社 鹿野山牧場 君津市荻作 390   
君津市  1-2ﾛ                         荒井肉牛肥育場 君津市白駒 368   
君津市  1-2ﾛ                         本吉牧場 君津市笹 1896   
君津市  1-2ﾛ                         中村牧場 君津市長石 461   
君津市  1-2ﾛ                         小高伊和夫 君津市大戸見 1811   
君津市  1-2ﾛ                         本吉米吉 君津市笹 1894-2   
君津市  5  ｲ                         明石醤油(株) 君津市坂田 1585   
君津市 10                            有限会社 須藤飲料工業所 君津市人見 747-1   
君津市 10  ﾛ                         宮崎酒造店 君津市戸崎 1780   



君津市 10                            藤平酒造合資会社 君津市久留里市場 147   
君津市 10                            株式会社 須藤藤本家 君津市青柳 16-10   
君津市 10  ｲ                         鹿野山水道(株)原水充填場 君津市市宿字吾妻 418   
君津市 17                            鈴屋豆腐店 君津市川谷 587   
君津市 17                            紀平豆腐店 君津市久留里市場 739   
君津市 17                            斉藤(てい)豆腐店 君津市久留里市場 152   
君津市 17                            石井豆腐店 君津市高水 70   
君津市 17                            八代豆腐店 君津市広岡 1723   
君津市 17                            直井豆腐店 君津市柳城 452   
君津市 17                            反町豆腐店 君津市末吉 150-6   
君津市 17                            榎本豆腐店 君津市大井戸 431   
君津市 17                            平野豆腐店 君津市鎌滝 233   
君津市 17                            有限会社 山田食品 君津市塚原 195   
君津市 17                            茂木豆腐店 君津市中島 301-6   
君津市 17                            浅井豆腐店 君津市根本 794   
君津市 17                            浦辺豆腐店 君津市法木作 92   
君津市 17                            佐野豆腐店 君津市南久保 1-14-7   
君津市 22  ﾛ                         有限会社 平井プレカット 君津市小櫃台字下川 48   
君津市 55                            ヤスミ生コン(株) 君津市山本 1045   
君津市 55                            三好生コンクリート株式会社 君津市人見 1135-1   
君津市 60                            DC千葉資源株式会社 寺沢事業所 君津市寺沢863   
君津市 60                            千葉石産(株) 君津市吉野 404   
君津市 60                            株式会社 デイ・シイ  吉野事業所 君津市吉野 250   
君津市 60                            関東山砂興業(株)唐沢山採取所 君津市市宿 554-2   
君津市 60                            日本開発興業株式会社 千葉事業所 君津市法木270   
君津市 60                            ヤスミ資材(株) 君津市吉野 300   
君津市 60                            千葉砂礫興業(株) 君津市久留里大谷 968-1   
君津市 60                            鎌滝建材(株)第２工場 君津市市宿552   
君津市 60                            (有)大川海運日渡根鉱業所 君津市日渡根 360   
君津市 66-3ﾛ                         モーターリストホテル山王 君津市南子安 1393-1   
君津市 66-3ﾊ                         ホテルアポロ(ホテルリーブル) 君津市北子安 970   
君津市 66-3ﾛ                         ビジネスホテル１２７ 君津市郡 101-1   
君津市 66-3ｲ                         鎌田屋旅館 君津市豊英 191-1   
君津市 66-3ｲ                         亀山山荘 君津市高水 50   
君津市 66-3ﾊ                         モータリストホテル風林 君津市南子安 1393-2   
君津市 66-3ｲ                         山徳 君津市久留里市場 118   
君津市 66-3ｲ                         金子屋 君津市久留里市場 140   
君津市 66-3ｲ                         泉里 君津市小山野 448-1   
君津市 66-3ｲ                         大正屋 君津市西粟倉 134   
君津市 66-3ｲ                         かわな旅館 君津市人見 915   
君津市 66-3ｲ                         ホテル千成 君津市東坂田 4-1-1   
君津市 66-3ｲ                         君津荘 君津市人見 1388-1   
君津市 66-3ｲ                         亀山温泉ホテル 君津市豊田 65   
君津市 66-3ﾊ                         モータリストホテル香 君津市山滝野 1331   
君津市 66-3ｲ                         有限会社 清澄温泉 君津市黄和田畑 2241   
君津市 66-3ﾊ                         国民宿舎清和 君津市正木 406-1   
君津市 66-3ｲ                         習志野市立鹿野山少年自然の家 君津市鹿野山 73   
君津市 66-3                          ビジネス旅館竹龍 君津市東坂田 3-5-14   
君津市 66-3ｲ                         ホテルとまり木 君津市箕輪舞台 713-3   
君津市 66-3ｲ                         旅荘シャイアン 君津市内箕輪 489-2   
君津市 66-3ﾊ                         松下 君津市川俣 1-15   
君津市 66-3ｲ                         リバーサイドインとしまや 君津市人見 1462   
君津市 66-3                          つばきもと 君津市草川原 863   
君津市 66-3ｲ                         (仮)白渓山荘 君津市鹿野山 477-1   
君津市 66-3ｲ                         ロイヤルスターゴルフクラブ 君津市平山 32-1   
君津市 66-3ｲ                         ビジネス旅館小糸川 君津市人見 1445   
君津市 66-3ﾊ                         ともえや 君津市正木 321-3   
君津市 66-3ｲ                         ホテル鹿野山 君津市鹿野山 319   
君津市 66-3ｲ                         ビジネスホテル大晁 君津市人見 2-21   
君津市 66-6                          上総モナークカントリークラブ 君津市柳城字安郷沢 856-2   
君津市 66-6                          君津香木原カントリークラブ 君津市香木原288   
君津市 66-6                          カナリヤガーデンカントリークラブ 君津市大坂 1228-1   
君津市 67                            石井クリーニング店 君津市上 228   
君津市 67                            杉田クリーニング店 君津市長谷川 1116   
君津市 67                            平野クリーニング店 君津市久留里市場 748   
君津市 67                            小倉クリーニング店 君津市中野 2-12-10   
君津市 67                            吉田クリーニング店 君津市鹿野山 159   
君津市 67                            大前クリーニング店 君津市台 1-10-3   
君津市 67                            八重原クリーニング店 君津市内箕輪 165   
君津市 67                            佐野クリーニング店 君津市中野 1-8-10   



君津市 67                            石井クリーニング 君津市台 1-12-2   
君津市 67                            高級ドライ和田クリーニング 君津市杢師 1-2-40   
君津市 67                            富士クリーニング 君津市人見 1-13-16   
君津市 67                            有限会社 ミネックス企画 君津工場 君津市北久保 1-3-1   
君津市 71                            関東協和興産（株） 君津市坂田 39-16   
君津市 71                            木更津菱油(株)君津給油所 君津市坂田 675   
君津市 71                            有限会社 八重原モービルセンター 君津市南子安 1152   
君津市 71                            日東交通(株)君津製鐵所構内営業所 君津市人見 1031   
君津市 71                            有限会社 川六商店 君津市人見 1289-1   
君津市 71                            有限会社 三津和石油 君津駅前給油所 君津市東坂田 4-9-19   
君津市 71                            丸善石油(株)君津サービスステーション 君津市大和田浜 571-1   
君津市 71                            洗車ＣＬＵＢ久留里 君津市久留里市場 501   
君津市 71                            千葉トヨペット(株)君津営業所 君津市外箕輪 3-17-7   
君津市 71                            大隆石油(株)東坂田ＳＳ 君津市東坂田 3-7   
君津市 72                      黒崎窯業(株)中野社宅 君津市中野 3-4-45   
君津市 81                        日鐵エレックス君津支店(日鐡構内) 君津市君津 1   
君津市 81                        株式会社 高田工業所 高芝寮 君津市下湯江 613   
君津市 81                        君津市立周南中学校 君津市宮下 2-25-5   
君津市 81                        三島光産八重原寮ＭＩ棟社宅 君津市内箕輪 111-1   
君津市 81                        日鐡君津体育館 君津市大和田 324   
君津市 81                        君津市立小櫃小学校 君津市俵田 1416   
君津市 81                        山九(株)君津支店機工第１サブセンター 君津市君津 1   
君津市 81                        君津市立八重原中学校 君津市三直 1305   
君津市 81                        小櫃公民館 君津市末吉 128   
君津市 81                        八重原友好館 君津市八重原 172   
君津市 81                        君津日の丸本店 君津市坂田字浜大津 673-1   
君津市 81                        日の丸君津駅前店 君津市中野 1-1-1   
君津市 81                        ジョイフル本田君津店 君津市外箕輪 823-2   
君津市 81                        友和産業(株)大和田工場 君津市大和田 663   
君津市 67                            守クリーニング 君津市人見 1-10-10   
君津市 71                            君津高速洗車場 君津市坂田 313-1   
君津市 81                        君津合同庁舎 君津市南子安 6-24-15   
君津市 18-2ｲ                         マルユー食品工業(有) 君津市山本 1703   
君津市 71                            株式会社 堀江商店ニュー君津給油所 君津市南久保 2-14-16   
君津市 71                            大隆石油(株)三直ＳＳ 君津市三直 532-2   
君津市 71                            サイリス君津 君津市外箕輪 3-5-13   
君津市 71                            大隆石油(株)中野ＳＳ 君津市中野字御文 26-1   
君津市 71                            千葉トヨタ自動車(株)君津営業所 君津市外箕輪字杓子田 749-1   
君津市 71                            国際油化(株)君津給油所 君津市中野字御文 2-3   
君津市 66-3ｲ                         柿沼ビジネスホテル(君津グリーンホテル) 君津市東坂田 3-1-8   
君津市 66-3ｲ                         (仮称)亀山園(ペンション亀山園) 君津市豊田旧菅間田 33   
君津市 66-3ｲ                         老人保養センター小糸川温泉 君津市日渡根 206   
君津市 66-3ｲ                         神野寺 君津市鹿野山 324-1   
君津市 66-3ｲ                         鹿野山グリーンパーク 君津市馬登 658   
君津市 66-3ｲ                         シルクヴイラ ロマンの森 君津市豊英 659-1   
君津市 66-3ﾊ                         コテージ とよふさ 君津市豊英 659-7   
君津市 66-3ｲ                         島屋旅館 君津市正木 199-2   
君津市 66-3ｲ                         湖水亭 嵯峨和 君津市笹 614   
君津市 67                            リーガル 君津市外箕輪 2-10-1   
君津市 81                        ライフタウン新小糸 君津市糠田字西郷181-1   
君津市 81                        夢庵 君津店 君津市南子安 9-2-33   
君津市 66-3ｲ                         大江戸温泉物語 君津の森 君津市法木字法木野 384-119   
君津市 81                        君津市営聖地公園 君津市向郷 1632-1   
君津市 81                        サニーライフ君津 君津市東猪原字堂山 248-2   
君津市 71                            株式会社 石渡商店 陽光台給油所 君津市陽光台 3-2-3   
君津市 81                        君津市泉地区分譲住宅 君津市泉 303-32   
君津市 81                        荷倉住宅地 君津市泉字荷倉 829   
君津市 67                            Ｙ．Ｋ．ドライクリーナーズ 君津市久留里市場 534-6   
君津市 66-6                          亀山湖カントリークラブ 君津市川俣旧月毛字月毛峰 346-2   
君津市 66-6                          ジャパンＰＧＡゴルフクラブハウス 君津市平田字鹿野沢 501-1   
君津市 71                            株式会社 津田屋君津給油所 君津市南子安 6-6   
君津市 67                            サンエークリーニング 君津市南子安 9-1-7   
君津市 71                            セルフ洗車場 ウオッシュアイランド 君津市人見 2-20-3   
君津市 66-3ｲ                         つばきもとボートセンター 君津市草川原字稲ケ崎 863-1   
君津市 67                            クリーニング スマイル 君津市人見 4-6-5   
君津市 66-6                          ゴールド木更津カントリークラブ 君津市大野台字五行台 765-2   
君津市 66-3ｲ                         けんこう民宿 はぎのさと 君津市鹿野山字常緑平 762 他   
君津市 66-3ｲ                         七里川温泉 君津市黄和田畑 921-1   
君津市 66-3ﾊ                         グリーンヒルズ 君津市大坂 1271外   
君津市  1-2ﾛ                         水野農場 君津市練木 111   



君津市 81                        スーパー銭湯 君津の湯 君津市外箕輪字中入 154   
君津市 66-3ｲ                         お食事処 笹川 君津市笹 1726-3   
君津市  5  ﾊ                         なごみの里君津 君津市大井 126   
君津市  1-2ﾛ                         鈴木牧場 君津市大井戸 1529   
君津市 66-3ｲ                         ホテル ボヴ 君津市長石 531-1   
君津市  5  ｲ                         田中醤油株式会社 君津市西原 1   
君津市 72                      折木沢地区農業集落排水施設 君津市折木沢字砂田 523-1,524-1,525-1   
君津市 66-3ｲ                         清和県民の森ロッジ村 君津市豊英   
君津市 64-2ｲ                         日本製鉄㈱君津製鉄所（小糸川浄水場） 君津市人見 720   
君津市 61  ﾛ                         日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区 君津市君津 1 ○
君津市 65                            日鉄建材株式会社  君津鋼板工場 君津市君津 1 ○
君津市 81                        千葉県立上総高等学校 君津市上957 ▲
君津市 71-2                          千葉県立君津青葉高等学校 君津市青柳48   
君津市 71-3                          君津市清掃工場 君津市三直 1552-35   
君津市 68                            房総カラーラボ(有) 君津市大和田 191   
君津市 68                            トミーカラー(株)富伊映像 君津市大和田土地区画整理組合保留地12街区1   
君津市 68                            メルヘン２９君津店 君津市東坂田 2-9-15   
君津市  2                            石井食鳥 君津市俵田 1643-5   
君津市 66-3ｲ                         ペンション田中 君津市香木原字鳥帽子台 48-14   
君津市 66                            吉川工業株式会社 吉川ハイプレシジョン君津工場 君津市人見 1038-2 ○
君津市 71-2ｲ                         千葉県立君津青葉高等学校天王原キャンパス 君津市青柳字天王原4   
君津市 67                            有限会社 ヒロ 君津市泉字堰田 352-4,353-4   
君津市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 君津店 君津市坂田673-2   
君津市 55                            駒建材興業株式会社 君津市長谷川 192   
君津市  1-2ﾛ                         鈴木牧場 君津市大字糸川字怒和目要 2324-1他   
君津市 81                        グリーンラブカントリークラブ 君津市東猪原 12   
君津市 71-2ｲ                         株式会社 ＴＵＭジーン かずさラボラトリー 君津市かずさ小糸 3-1   
君津市 71-2ｲ                         河村産業株式会社 かずさ工場 君津市かずさ小糸 3-10   
君津市 17                            松本豆腐店 君津市大野台 572   
君津市 81                        君津タイガー 君津市坂田 1-5   
君津市 81                        房総  四季の蔵 君津市三直170-1   
君津市 71                            富士見タクシー（株）  人見車庫 君津市大和田 613-6   
君津市 81                        君津ＰＡ 休憩施設（上り線） 君津市大山野字曲作728-1の一部 他8筆   
君津市 66-3ﾊ                         森林塾 かずさの森 君津市折木沢 1367   
君津市 27  ﾆ                         株式会社クロサキ 関東工場 君津市人見川尻 1057-45   
君津市 66-3ｲ                         リゾートピア香木原 君津市香木原字二ツ川 396   
君津市 64-2ｲ                         君津工業用水道事務所 人見浄水場 君津市人見5-7-31   
君津市 66-3ｲ                         三宝苑 君津市南子安 1383-1   
君津市  4  ﾛ                         株式会社 美山 木更津工場 君津市外箕輪 4-120-1   
君津市 71-2ｲ                         ＩＭＩＴＥＸ株式会社かずさ研究所 君津市かずさ小糸 3-1   
君津市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社 君津店 君津市外箕輪３－１７－２６   
君津市  1-2ｲ                         ㈱スワインファームジャパン第四農場 君津市山滝野1591   
君津市  1-2ｲ                         ㈱スワインファームジャパン第三農場 君津市大野台815   
君津市 71-2ｲ                         日鉄環境株式会社 東日本支店 君津市君津1 ○
君津市 71                            ＪＡきみつジャスポートさだもとＳＳ 君津市貞元字塚田133-1   
君津市  2  ｲ                         獣肉処理加工施設 君津市宿原866-30   
君津市 71                            有限会社房総エキスプレス 君津市法木作1-5-16   
君津市 60                            ㈱内山アドバンス清和市場山砂採取場 君津市清和市場430-1   
君津市 71-4                          千葉オイレッシュ株式会社 君津市笹1249番3号   
君津市 81                        山九株式会社整備サブセンター（ＰＥサブ） 君津市君津１   
君津市 60                            山高原採取場（グローバル石材㈱） 君津市山高原225番地1   
君津市 60                            戸崎工場（有限会社丸和建材社） 君津市戸崎字梶開2631番4   
君津市 71-2ｲ                         日鉄環境株式会社 君津センター資源分析室 君津市君津1番地 ○
君津市 61  ﾛ                         日本製鉄株式会社 技術開発本部 試験高炉 君津市君津1番地   
君津市 63-3                          君津共同火力株式会社 君津共同発電所 君津市君津1番地   
君津市 71                            新井総合施設株式会社 君津環境整備センター 君津市怒田字花立643-1   
君津市  2  ｲ                         ㈱プロット 君津工場 君津市清和市場字吾妻433-1   
君津市 71                            株式会社ホンダカーズ木更津 君津店 君津市大和田６６７   
君津市 55                            館山コンクリート株式会社 君津工場 君津市白駒９４－２   
君津市 66-3ｲ                         千石台オートキャンプ場 君津市黄和田畑２２４５－１６   
君津市  2  ｲ                         森旧解体場 君津市奥米287   
君津市 66-4                          君津市学校給食共同調理場 君津市中島３６３番地１ほか   
君津市 81                        山九株式会社 エンジ総合センター 君津市君津1   
君津市 81                        有料老人ホームアビタシオン君津 君津市八重原１３３８－１他   
君津市 81                        日鉄テックスエンジ株式会社 君津総合センター 君津市君津１（新日鐵住金 君津製鐵所構内）   
君津市 71                            株式会社 東日本エネルギー 八重原SS 君津市南子安六丁目１－２，１－３   
君津市 72                      君津市衛生センター 千葉県君津市戸崎2650番地24   

君津市 55                            
飛島・伊藤建設工事共同企業体 蔵玉トンネル作業所
No.1

千葉県君津市蔵玉   

君津市 10  ﾛ                         はちみつとミードのはちみつ工房 千葉県君津市大井字片淵305-1、305-2、306-1   



富津市 66-3ｲ                         味覚の宿 志ら井 富津市富津２６－１   
富津市  1-2ﾛ                         白石牧場 富津市篠部 1067   
富津市  1-2ﾛ                         池田和禮 富津市上 1346   
富津市  1-2ﾛ                         高橋博美 富津市亀田 999   
富津市 66-3ｲ                         TJKリゾート金谷城 富津市金谷 4111-1 ○
富津市 66-4                          天羽共同調理場 富津市数馬572番地2   
富津市 66-4                          大貫共同調理場 富津市岩瀬587番地   
富津市 67                            京葉ランドリー 富津市下飯野 770   
富津市 67                            岡本クリーニング店 富津市富津 2042   
富津市 67                            ドライクリーニングスズキ 富津市青木 1483   
富津市 67                            太陽クリーニング店 富津市千種新田 403   
富津市 67                            木村クリーニング 富津市大堀 565   
富津市 72                      富津公園屋外プール 富津市富津2280   
富津市 66-3ｲ                         株式会社 マザー牧場 富津市田倉940-3   
富津市 72                      富津市庁舎 富津市下飯野 2443   
富津市 81                        君津中央病院大佐和分院 富津市千種新田 710   
富津市 81                        株式会社JERA 富津火力発電所 富津市新富25番地   
富津市 81                        千葉県立天羽高等学校 富津市数馬229   
富津市 81                        山王台分譲地 富津市下飯野字高橋前1128-18,1151-4   
富津市 81                        富津公園屋内プール 25mプール 富津市富津 2280   
富津市 81                        千葉県立君津商業高等学校 富津市岩瀬1172   
富津市 81                        富津県営住宅 富津市千種新田 1-2   
富津市 81                        日本製鉄株式会社 富津寮（Ａ～Ｅ棟） 富津市富津字八王子679－101   
富津市 81                        ミッドナイトミッションのぞみ会望みの門紫苑荘 富津市富津 617-14   
富津市 81                        メルヴェール富津 富津市青木1188   
富津市 81                        大堀アパート 富津市大堀 ２２１６   
富津市 81                        東京湾フェリー(株)金谷支店 富津市金谷 4303   
富津市  1-2ｲ                         川崎養豚場 富津市宝竜寺 243-1   
富津市  1-2ｲ                         石井養豚場 富津市志駒奥井沢   
富津市  1-2ｲ                         角ヶ谷農場 富津市鶴岡 522-1   
富津市  1-2ｲ                         朝倉養豚 富津市鶴岡 557   
富津市  1-2ｲ                         林田養豚場 富津市大田和 668   
富津市  1-2ｲ                         能城甚蔵 富津市上飯野 60   
富津市  1-2ｲ                         岩崎養豚場 富津市上飯野 851-2   
富津市  1-2ﾛ                         山口牧場 富津市加藤 555   
富津市  1-2ﾛ                         川名牧場 富津市不入斗 996   
富津市  1-2ﾛ                         松本昌子 富津市田原 37   
富津市  1-2ﾛ                         島田 昭 富津市押切 21   
富津市  1-2ﾛ                         茂木 義之 富津市豊岡 1913   
富津市  1-2ﾛ                         茂木新一 富津市豊岡 1798   
富津市  1-2ﾛ                         細井洋治 富津市田倉 892   
富津市  2                            君津牛乳(有) 富津市大堀 1757-8   
富津市  2  ｲ                         (有)マザーデイリーセンター 富津市桜井 94   
富津市  4  ﾛ                         富津市農業協同組合農産物加工貯蔵施設 富津市岩瀬 157-1   
富津市 10                            小泉酒造合資会社 富津市上後 423-1   
富津市 10  ﾛ                         和蔵酒造株式会社 富津市竹岡 1   
富津市 16                            双葉産業(有) 富津市西大和田 910   
富津市 17                            秦豆腐店 富津市大堀 1813   
富津市 17                            (有)大嵩豆腐店 富津市富津 175   
富津市 17                            (有)小柴豆腐店 富津市大堀 1499   
富津市 17                            山崎屋豆腐店 富津市佐貫 33-1   
富津市 17                            錦織豆腐店 富津市東大和田 94-2   
富津市 17                            鈴木豆腐店 富津市湊 28   
富津市 17                            大野豆腐店 富津市長崎 25   
富津市 17                            押豆腐店 富津市豊岡 1365   
富津市 17                            (有)小幡豆腐店 富津市小久保 2895-2   
富津市 17                            佐生豆腐店 富津市岩瀬 878   
富津市 17                            伝助豆腐店 富津市小久保 2768   
富津市 17                            (有)森山豆腐店 富津市竹岡 598   
富津市 17                            藤平豆腐店(多平治豆腐店) 富津市小久保 2797   
富津市 17                            (有)アサヒ商事 富津市岩瀬 1111   
富津市 17                            三辻豆腐店 富津市大堀 2-8-4   
富津市 54                            三立ブロック(株) 富津市湊字清水 1199   
富津市 55                            田村生コン(有) 富津市宝竜寺 349   
富津市 60                            (有)丸和建材社富士山工場 富津市鶴岡 486   
富津市 60                            三栄港運(株)大佐和工場 富津市鶴岡 1033-1   
富津市 60                            旭石産(株)大佐和工場 富津市宝竜寺 351   
富津市 60                            三栄開発株式会社 富津市湊 1206   
富津市 60                            千葉開発(株)天羽工場 富津市宇藤原 587   
富津市 60                            松浦企業株式会社 富津市鶴岡 449   



富津市 66-3ｲ                         旅館石井 富津市富津 2165   
富津市 66-3ｲ                         富津岬荘 富津市富津 2342-1   
富津市 66-3ｲ                         小松荘 富津市富津 720   
富津市 66-3ｲ                         魚辰荘 富津市富津 1380-3   
富津市 66-3ｲ                         榎本荘 富津市富津 66   
富津市 66-3ｲ                         なかむら(パークサイドインなかむら) 富津市富津 2232-2   
富津市 66-3ｲ                         東屋 富津市富津 1555   
富津市 66-3ｲ                         もりた 富津市富津 2094   
富津市 66-3ｲ                         栄荘 富津市富津 968   
富津市 66-3ｲ                         藤次郎(民宿 織本) 富津市富津 2167   
富津市 66-3                          浜の織本荘 富津市富津 2174   
富津市 66-3ｲ                         小坂丸 富津市富津 2266   
富津市 66-3ｲ                         関野 富津市富津 70   
富津市 66-3ｲ                         民宿さんご 富津市八幡 144-2   
富津市 66-3ｲ                         錦海亭 富津市八幡 158   
富津市 66-3ｲ                         さざ波館 富津市小久保 2782   
富津市 66-3ｲ                         川本屋旅館 富津市小久保 2774   
富津市 66-3ｲ                         若松屋旅館 富津市小久保 2834-1   
富津市 66-3ｲ                         喜楽館 富津市大堀 1571   
富津市 66-3ｲ                         清海楼 富津市岩瀬 881   
富津市 66-3ｲ                         旅館若武 富津市篠部 2134-1   
富津市 66-3ｲ                         モータリストホテルあけぼの 富津市上 832   
富津市 66-3ｲ                         ホテルグッドラック 富津市上 774-2-2   
富津市 66-3ｲ                         ホテル ラ・フェスタ 富津市上 852-1   
富津市 66-3ｲ                         モータリスト山林 富津市亀沢 912-4   
富津市 66-3ｲ                         ホテルさつき 富津市宝竜寺 117-1   
富津市 66-3ｲ                         宮川旅館 富津市青木 1531   
富津市 66-3ｲ                         桂舟庵 富津市湊 52   
富津市 66-3ｲ                         清風荘 富津市湊 526   
富津市 66-3ｲ                         こなや旅館 富津市湊 231   
富津市 66-3ｲ                         彦次郎 富津市湊 316   
富津市 66-3ｲ                         吉野屋(藤市) 富津市湊 97   
富津市 66-3ｲ                         鈴木玉枝(鈴孝荘) 富津市湊 603   
富津市 66-3ｲ                         エイフク 富津市金谷 49-1   
富津市 66-3ｲ                         小糸 富津市金谷 3869   
富津市 66-3ｲ                         金泉館 富津市金谷 2175   
富津市 66-3ｲ                         かぢや旅館 富津市金谷 3887   
富津市 66-3ｲ                         房総勝栄荘 富津市金谷 4238-7   
富津市 66-3ｲ                         まつだ荘 富津市金谷 2116   
富津市 66-3                          棚橋旅館 富津市竹岡 664   
富津市 66-3ｲ                         菊華 富津市竹岡 550   
富津市 66-3ｲ                         あかまつ 富津市竹岡 571   
富津市 66-3ｲ                         造海荘 富津市萩生 105   
富津市 66-3ｲ                         斉藤角治 富津市萩生 1119   
富津市 66-3ｲ                         油や 富津市萩生 223   
富津市 66-3ｲ                         ホテルみゆき(ホテルエフセル) 富津市宝竜寺 140-1   
富津市 66-3ｲ                         釣宿あいざわ 富津市金谷 559   
富津市 66-3ｲ                         ホテルメルヘン 富津市一色 93-2   
富津市 66-3ｲ                         ホテル静養園 富津市大堀 1528   
富津市 66-3ｲ                         太海丸船宿 富津市金谷 3958   
富津市 66-3ｲ                         福屋 富津市金谷 4042-1   
富津市 66-3ｲ                         ＮＩＮＥ１／２ 富津市上 818-1   
富津市 66-3ﾊ                         ホテルサンフラワー 富津市上 830   
富津市 66-3ｲ                         鋸山観光ホテル 富津市金谷 2178   
富津市 66-3ｲ                         日本オーナーズクラブ 富津市金谷 758   
富津市 66-3ｲ                         ホテルアイネ 富津市宝竜寺 130-1   
富津市 66-3ｲ                         鏡屋旅館 富津市竹岡 434-1   
富津市 66-3ｲ                         東京都硝子業健康保険組合たから浜荘 富津市笹毛高良浜 74   
富津市 66-3                          ホテル鈴鹿 富津市亀沢 287-1   
富津市 66-3ﾊ                         ホテル土曜の午後 富津市亀沢 203-1   
富津市 66-3                          富津荘 富津市大堀 2295   
富津市 66-3                          松丸 富津市湊 141-3   
富津市 66-3ｲ                         サンラインマリンハウス 富津市富津 2201-52   
富津市 66-3ｲ                         ホテルアイネ 富津市一色 100   
富津市 66-3ｲ                         割烹旅館(有)旅荘山の上 富津市湊 699   
富津市 66-3ｲ                         鈴孝丸 富津市湊 601-7   
富津市 66-3ｲ                         進藤館 富津市富津 937   
富津市 66-3ｲ                         新栄プラント大堀寮 富津市大堀 1573-4   
富津市 66-3ｲ                         高島(株)富士見ヶ丘研修センター 富津市萩生 1459-1   
富津市 66-3ｲ                         ビジネスホテル青堀 富津市大堀 566-1   



富津市 66-3ｲ                         ホテルアルファーイン 富津市上 861-33   
富津市 66-3ｲ                         古藤 富津市千種新田 757-5   
富津市 66-3ｲ                         ヒルズ１６ 富津市上字栩山 594   
富津市 66-6                          南総ヒルズカントリークラブ 富津市田倉 865-1   
富津市 66-6                          浜金谷ドライブイン見波亭 富津市金谷 2288   
富津市 67                            松野クリーニング店 富津市青木 725   
富津市 67                            大胡クリーニング店 富津市富津 1764   
富津市 67                            飯田クリーニング店 富津市大堀 1747   
富津市 67                            嶋野クリーニング店 富津市下飯野 57   
富津市 67                            浜名クリーニング店 富津市竹岡 430   
富津市 67                            早川クリーニング店 富津市佐貫 546   
富津市 67                            山田クリーニング店 富津市湊 52   
富津市 67                            よしわらドライクリーニング 富津市数馬 450   
富津市 67                            村上クリーニング店 富津市湊 292   
富津市 67                            川島クリーニング店 富津市海良 117-2   
富津市 67                            平野クリーニング店 富津市小久保 2796   
富津市 67                            佐久間ドライ工業 富津市竹岡 4405   
富津市 67                            高梨クリーニング店 富津市湊 198   
富津市 67                            山一クリーニング店 富津市花香谷 66-3   
富津市 67                            栗田クリーニング 富津市岩瀬 870   
富津市 71                            有限会社 東屋商店 富津市湊 660   
富津市 81                        富津市立青堀小学校 富津市大堀 2005   
富津市 81                        富津市立富津小学校 富津市富津 396   
富津市 81                        富津市立飯野小学校 富津市下飯野 150   
富津市 81                        富津市立大貫小学校 富津市小久保 120   
富津市 81                        富津市立佐貫中学校 富津市佐貫 39   
富津市 81                        富津市立佐貫小学校 富津市鶴岡 988   
富津市 81                        富津市民会館 富津市湊 765   
富津市 81                        富津市立湊小学校 富津市数馬 576   
富津市 81                        パチンコラーク 富津市湊 1199   
富津市 81                        富津市立大貫中学校 富津市岩瀬 616-1   
富津市 81                        富津公民館 富津市新井 932-34   
富津市 81                        富津市中央公民館 富津市小久保 2958-1   
富津市 81                        パチンコダークホース 富津市亀田 543   
富津市 81                        富津市民ふれあい公園 富津市新富 146-2   
富津市 81                        川口市立大貫海浜学園 富津市千種新田 755-1   
富津市 81                        富津漁業協同組合潮干狩り休憩所 富津市富津字元洲 2307-2   
富津市 55                            有限会社 富津生コン 富津市横山字北根 392   
富津市  1-2ﾛ                         有限会社 きなだ農産 富津市田倉 942-18   
富津市 67                            三洋クリーニング 富津市大堀 2-16-8   
富津市 67                            安本クリーニング店 富津市湊 118-2   
富津市 67                            池田クリーニング 富津市富津 941   
富津市 66-3ｲ                         萬里 富津市富津 1243   
富津市 66-3                          い津代(ホテル富士) 富津市富津 480-1   
富津市 71                            コスモ石油富津ＳＳ 富津市青木土地区画整理内 53街区1-2   
富津市 66-3ｲ                         有限会社 横田屋 富津市富津 2025   
富津市 66-3ｲ                         シーサイドインホテル清水 富津市竹岡 130-1   
富津市 66-3ｲ                         旅荘かなや(旅荘 寿) 富津市金谷 1960-1   
富津市 66-3ｲ                         (株)房総農場(鹿野山青少年研修所) 富津市田倉 942   
富津市 66-3ｲ                         のもと旅館 富津市大堀4-4-16   
富津市 66-3ｲ                         松下民宿 富津市富津 1113-1   
富津市 66-3ｲ                         ホテルニューエフセル 富津市上字堂谷 795-1   
富津市 66-3ｲ                         民宿かねこ 富津市湊 559-1   
富津市 66-3ｲ                         伝九郎荘 富津市大堀 1458   
富津市 66-3ｲ                         大磯屋旅館 富津市湊 719   
富津市 66-3ｲ                         ホテルニューアルプス 富津市竹岡 4487   
富津市 66-3ｲ                         民宿源助 富津市富津 2254   
富津市 66-3ｲ                         孫三 富津市富津 2213   
富津市 66-3ｲ                         青木荘 富津市富津 1932   
富津市 66-3ｲ                         丸福 富津市湊 1687-51   
富津市 66-3ｲ                         浜藤荘別館 富津市富津 786-3   
富津市 66-3ｲ                         いち川旅館 富津市岩瀬 841   
富津市 66-3ｲ                         足立区立上総湊健康学園 富津市湊 773   
富津市 81                        浜金谷マリーンハイツ 富津市金谷 758   
富津市 81                        富津スターレーン 富津市大堀 1751   
富津市 81                        乗馬クラブクレイン 富津市宝竜寺字芝ヶ谷 373-1   
富津市 66-3ｲ                         竹岡清藍荘 富津市萩生 160-1   
富津市 66-3ｲ                         菊華旅館 富津市竹岡字川脇 550-1   
富津市 81                        医療法人社団三友会 三枝病院 富津市青木1641   
富津市 81                        ガスト浜金谷店 富津市金谷 2291-1   



富津市 81                        ガスト富津店 富津市青木 1233-1   
富津市 66-3ｲ                         桜茶や 富津市竹岡 4411   
富津市 67                            土橋クリーニング 富津市近藤 415-6   
富津市 66-3ｲ                         旅館いぶき 富津市岩瀬 1060-6   
富津市 81                        老人保健施設 わかくさ 富津市上字神妻 335-1外   
富津市 81                        おどやスーパーセンター富津店 富津市西大和田1316-1   
富津市 72                      ザ・フィッシュ 富津市金谷 2288   
富津市 66-6                          東京ベイサイドゴルフコース 富津市竹岡４２７７－２   
富津市 46  ﾛ                         株式会社キミカ 千葉プラント 富津市大堀 1029   
富津市 63  ｲ                         黒田精工株式会社 富津工場 富津市千種新田 132   
富津市 71-2ｲ                         千葉県水産総合研究センター 東京湾漁業研究所 富津市小久保 3091 ○
富津市 64-2ｲ                         富津市水道部 大佐和浄水場 富津市亀田 218   
富津市 68                            写真のシミズ 富津市湊 724   
富津市 68                            写真のワタナベ 富津市岩瀬 1141   
富津市 71-2ｲ                         日本製鉄株式会社 技術開発本部 富津市新富20ｰ1 ○
富津市 73                            君津富津終末処理場 富津市新富 9-2   
富津市 71-5                          ハヤシレピック株式会社 富津市佐貫 482 ○
富津市 60                            DC千葉資源株式会社 富津事業所 富津市湊1260   
富津市 27  ﾛ                         サンコー物産株式会社 富津工場 富津市東大和田 672-1   
富津市 72                      漁師料理 かなや 富津市金谷525‐17   
富津市 55                            五洋建設株式会社  山中トンネル工事 富津市山中 1662-2   
富津市 72                      富津市クリーンセンター 富津市新富 12-1   
富津市 11  ﾎ                         株式会社エス・イーティ エコステーション富津 富津市新富 64-4   
富津市 65                            日本ドラム株式会社 富津市新富 72-15   
富津市 11  ｲ                         有限会社  千葉農産 富津市篠部 229   
富津市 63  ｲ                         黒田精工株式会社 TL・TQ工場 富津市千種新田 141   
富津市 72                      富津ブリストルヒル ゴルフ＆レジデンス 富津市亀沢619   
富津市 60                            五月女建材 富津採取場 富津市亀田 66-1   
富津市 60                            千葉産業株式会社 富津市鶴岡 457   
富津市 81                        富津ブリストルヒル ゴルフ＆レジデンス 富津市小久保字三ノ明賀 775-1   
富津市 74                        株式会社荏原製作所富津事業所 富津市新富 78-1   
富津市  5  ｲ                         有限会社 宮醤油店 富津市佐貫 247   
富津市 81                        山九株式会社 二間塚寮 富津市二間塚 1503-2   
富津市 72                      山九株式会社 下飯野社宅 富津市下飯野 1126   
富津市 63  ﾎ                         住友重機械モダン株式会社 富津市新富93-8   
富津市  8                            野口製菓 富津市富津１４８７－２   
富津市 81                        日本製鉄株式会社 富津寮（Ｆ棟） 富津市富津679-102   
富津市 63  ﾎ                         石川金属工業株式会社 富津テクノセンター 富津市上1080-1 ○

富津市 81                        （仮称）金谷グランピング計画 富津市金谷2171、2171-2、2178-3、2184-2、2185-4   

富津市 71                            サンエルティ株式会社 整備工場・洗車場 富津市亀沢653-1,654   
富津市 66-3ｲ                         （仮称）富津グランピング 富津市湊1660-3   
袖ケ浦市  1-2ﾛ                         山口牧場 袖ケ浦市飯富字九日田 1905   
袖ケ浦市  1-2ﾛ                         岸牧場 袖ケ浦市飯富西山野 3617   
袖ケ浦市  4  ﾆ                         三育フーズ 袖ケ浦市長浦拓 1-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ホテルタカザワナガウラ 袖ケ浦市蔵波宿畑 24-5   
袖ケ浦市 66-5                          わらべや日洋食品(株)千葉工場 袖ケ浦市永地字鎮守越1163   
袖ケ浦市 66-5                          フジフーズ株式会社 袖ケ浦工場 袖ケ浦市大鳥居 622-1   
袖ケ浦市 66-6                          東京湾スプリングス カントリー倶楽部 袖ケ浦市蔵波 1147   
袖ケ浦市 67                            東急リネン・サプライ株式会社 袖ケ浦市中袖 33-1   
袖ケ浦市 72                      千葉県袖ケ浦福祉センター 汚水処理場 袖ケ浦市蔵波3108-1   
袖ケ浦市 72                      ファミリータウン袖ヶ浦汚水処理場 袖ケ浦市滝ノ口字鬼塚 306-1   
袖ケ浦市 72                      東京都千葉福祉園 袖ケ浦市代宿8   
袖ケ浦市 81                        株式会社JERA 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦市中袖2-1   
袖ケ浦市  1-2ﾛ                         伊東牧場 袖ケ浦市上宮田 216   
袖ケ浦市  1-2ﾛ                         星野牧場 袖ケ浦市谷中 13   
袖ケ浦市  2  ﾛ                         有限会社 千葉牛乳 袖ケ浦市神納 803-1   
袖ケ浦市  3  ｲ                         牧和水産(株)袖ヶ浦第２工場 袖ケ浦市長浦拓 2-580-82   
袖ケ浦市  3  ｲ                         暁魚類株式会社 袖ケ浦市奈良輪高洲 2554-19   
袖ケ浦市  4  ｲ                         袖ヶ浦市農村地域食品振興センター 袖ケ浦市横田 120-1   
袖ケ浦市  5  ﾛ                         溝口醤油(株) 袖ケ浦市横田 989   
袖ケ浦市 17                            松沢豆腐店 袖ケ浦市川原井 494   
袖ケ浦市 17                            金田豆腐店 袖ケ浦市蔵波 59-2   
袖ケ浦市 17                            梅屋食品 袖ケ浦市横田 2666   
袖ケ浦市 54  ﾛ                         秩父センメント(株)ＩＬＢ千葉工場 袖ケ浦市南袖 49   
袖ケ浦市 55                            富二商事(株)袖ヶ浦生コンクリート工場 袖ケ浦市久保田 2464   
袖ケ浦市 55                            小澤商事㈱袖ケ浦宇部生コンクリート工場 袖ケ浦市蔵波字勝下2039   
袖ケ浦市 55                            かずさ生コンクリート(株)袖ヶ浦工場 袖ケ浦市長浦拓 2-580-13   
袖ケ浦市 55                            ヤマカ建材工業(株) 袖ケ浦市永地 1281-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         亀寿し 袖ケ浦市久保田 3258-4   



袖ケ浦市 66-3ｲ                         たからや旅館 袖ケ浦市奈良輪 1054-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ビジネスホテル汐美 袖ケ浦市蔵波 51-2   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         有限会社 旅館あい川荘 袖ケ浦市久保田 2415-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         かじや荘 袖ケ浦市蔵波 2606   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         亀寿し旅館 袖ケ浦市久保田 3260-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         有限会社 豊島や旅館(ビジネスホテル豊島や) 袖ケ浦市蔵波 2016   
袖ケ浦市 66-3                          ﾓｰﾀﾘｽﾄﾎﾃﾙおびつ(ホテルパリエ) 袖ケ浦市神納 1834   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         田中旅館(ビジネス旅館たなか荘) 袖ケ浦市久保田 2379-3   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         たけや旅館 袖ケ浦市奈良輪 336   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ビジネスホテル白金(グランビュー白金) 袖ケ浦市蔵波 1918   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ゆたか旅館駅前館 袖ケ浦市蔵波 24-3   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ホテル ル・ポールミラージュ 袖ケ浦市今井 1-39   
袖ケ浦市 66-6                          カメリアヒルズカントリークラブ 袖ケ浦市大竹字中原南 290   
袖ケ浦市 67                            池田クリーニング店 袖ケ浦市横田 2657   
袖ケ浦市 67                            共栄クリーニングセンター 袖ケ浦市久保田 235   
袖ケ浦市 67                            有限会社 臨海ドライクリーニング 袖ケ浦市奈良輪 2285   
袖ケ浦市 67                            たちばなクリーニング店 袖ケ浦市神納 4135-141   
袖ケ浦市 67                            有限会社 濱田 袖ケ浦市野里 461-1   
袖ケ浦市 67                            清水クリーニング 袖ケ浦市長浦駅前 6-8-1   
袖ケ浦市 67                            小原クリーニング店 袖ケ浦市長浦駅前 2-7-14   
袖ケ浦市 71                            株式会社 小野田油店 袖ヶ浦給油所 袖ケ浦市坂戸市場 1323-1   
袖ケ浦市 71                            高橋興業(株) 袖ケ浦市長浦拓 1-1-81   
袖ケ浦市 71                            日東交通(株)平岡車庫 袖ケ浦市高谷 1565-1   
袖ケ浦市 71                            千葉三菱ふそう自動車販売（株）袖ケ浦支店 袖ケ浦市長浦拓 2-580-20   
袖ケ浦市 71                            トヨタカローラ千葉袖ヶ浦(営) 袖ケ浦市長浦拓 2-580-107   
袖ケ浦市 71                            千葉トヨペット(株)袖ヶ浦営業所 袖ケ浦市福王台 3-30-8   
袖ケ浦市 81                        京葉シーバース株式会社 袖ケ浦市長浦拓 1-1-18   
袖ケ浦市 81                        袖ヶ浦市立平川中学校 袖ケ浦市横田 500   
袖ケ浦市 81                        袖ヶ浦市立平川公民館 袖ケ浦市横田 115-1   
袖ケ浦市 81                        袖ヶ浦市根形公民館 袖ケ浦市下新田 1277   
袖ケ浦市 66-6                          木更津ゴルフクラブ 袖ケ浦市下宮田 216   
袖ケ浦市 81                        袖ヶ浦市百目木公園プール 袖ケ浦市百目木 200   
袖ケ浦市 66-3                          ゆたか旅館 奈良輪館 袖ケ浦市奈良輪字麦田 313-1   
袖ケ浦市 81                        株式会社尾張屋 横田店 袖ケ浦市横田 1915   
袖ケ浦市 67                            渡辺クリーニング店 袖ケ浦市神納 35-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         旅館福王 袖ケ浦市奈良輪 222   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         八幡旅館 袖ケ浦市今井 3-3-1   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         富喜屋旅館 袖ケ浦市今井 1-15   
袖ケ浦市 66-3                          有限会社 浜戸屋旅館 袖ケ浦市蔵波 1983   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         豊島屋旅館 袖ケ浦市蔵波 1940   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         有限会社 山京(ビジネスホテル山京) 袖ケ浦市長浦拓 1-1-95   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         小川屋旅館 袖ケ浦市横田 303   
袖ケ浦市 18-2ｲ                         有限会社 エムコ食品 袖ケ浦市奈良輪 450-1   
袖ケ浦市 18-2ｲ                         有限会社 昇栄 袖ケ浦市奈良輪 452   
袖ケ浦市 71                            昭和シェル石油袖ヶ浦給油所 袖ケ浦市神納字新田原 1154-1   
袖ケ浦市 81                        袖ヶ浦市郷土博物館 袖ケ浦市下新田 1333   
袖ケ浦市 81                        袖ヶ浦市立根形小学校 袖ケ浦市三ッ作 761   
袖ケ浦市 10  ﾛ                         株式会社トッパンパッケージングサービス 袖ケ浦市川原井 480-1 ▲
袖ケ浦市 72                      袖ヶ浦東部浄化センター 袖ケ浦市三箇2402   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ホテル割烹 鈴や 袖ケ浦市奈良輪 63-2   
袖ケ浦市 71                            太陽鉱油(株) 袖ケ浦市神納字山王下 1117-1   
袖ケ浦市  1-2ﾛ                         秋葉牧場 袖ケ浦市上宮田 219   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         オークラ 袖ケ浦市蔵波 7   
袖ケ浦市 72                      東京ドイツ村 袖ケ浦市永吉 419   
袖ケ浦市 22  ﾛ                         株式会社 ひらい プレカット工場 袖ケ浦市川原井 2069-8   
袖ケ浦市 24  ｲ                         日本燐酸株式会社 袖ケ浦市北袖 14 ○
袖ケ浦市 24  ﾆ                         片倉コープアグリ株式会社 千葉工場 袖ケ浦市北袖 13番地 ○
袖ケ浦市 27  ｲ                         日産化学株式会社 袖ケ浦工場 袖ケ浦市北袖 11-1 ○
袖ケ浦市 37  ﾀ                         株式会社ADEKA  千葉工場 袖ケ浦市北袖 3-1 ○
袖ケ浦市 46  ﾆ                         広栄化学株式会社千葉工場 袖ケ浦市北袖25番地 ○
袖ケ浦市 46  ﾛ                         東邦化学工業(株)千葉工場 袖ケ浦市北袖 10 ○
袖ケ浦市 51  ﾊ                         富士石油株式会社袖ケ浦製油所 袖ケ浦市北袖 1 ○
袖ケ浦市 62  ｲ                         日誠金属(株)千葉工場 袖ケ浦市長浦 2-580-39 ○
袖ケ浦市 71-2ｲ                         三井化学株式会社袖ケ浦センター 袖ケ浦市長浦580-32 ▲
袖ケ浦市 81                        出光興産株式会社 次世代技術研究所 袖ケ浦市上泉1280 ○
袖ケ浦市 71-3                          袖ヶ浦ごみ処理施設 袖ケ浦市長浦 580-5   
袖ケ浦市 73                            袖ケ浦終末処理場 袖ケ浦市中袖 4   
袖ケ浦市 33  ﾛ                         旭化成株式会社 製造統括本部川崎製造所千葉工場 袖ケ浦市中袖５番１号 ○
袖ケ浦市 74                        住友化学(株)千葉工場（袖ケ浦地区） 袖ケ浦市北袖 9-1 ○
袖ケ浦市 27  ﾆ                         水ｉｎｇ株式会社 袖ヶ浦薬品事業所 袖ケ浦市中袖 35 ○



袖ケ浦市 58  ﾆ                         吉野石膏株式会社  千葉第一工場 袖ケ浦市北袖 18   
袖ケ浦市 64-2                          千葉工業用水道事務所 袖ケ浦浄水場 袖ケ浦市代宿字駒作553-2   
袖ケ浦市 65                            ｺﾄﾌﾞｷﾃｸﾚｯｸｽ株式会社千葉工場 袖ケ浦市長浦拓 1-27   
袖ケ浦市 71-2ｲ                         出光興産株式会社 石炭・環境研究所 袖ケ浦市中袖 3-1 ○
袖ケ浦市 71-2ｲ                         有限会社 君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田 3954   
袖ケ浦市 71-4                          エコシステム千葉株式会社 袖ケ浦市長浦拓 1-1-51 ○
袖ケ浦市 71-2                          株式会社 サカタのタネ君津育種場 袖ケ浦市打越 358   
袖ケ浦市 71-4                          株式会社ダイセキ千葉事業所 袖ケ浦市南袖 21-13,23-8   
袖ケ浦市 71-5                          カスヤ精工株式会社 袖ケ浦市長浦拓 2-580-22 ○
袖ケ浦市 65                            ㈱荏原製作所袖ケ浦事業所 袖ケ浦市中袖20-1   
袖ケ浦市 71                            株式会社  津田屋  袖ヶ浦給油所 袖ケ浦市飯富 165-1   
袖ケ浦市 79                            エコシステム千葉株式会社 2号炉 袖ケ浦市長浦拓1号30番2、30番3、30番4、30番5 ○
袖ケ浦市 62  ｲ                         田中貴金属工業株式会社 袖ケ浦工場 袖ケ浦市椎の森 385-17 ○
袖ケ浦市 55                            宮松城南株式会社 千葉工場 袖ケ浦市南袖 31   
袖ケ浦市 81                        袖ケ浦フォレストレースウェイ 袖ケ浦市林字妙法台 348   
袖ケ浦市 33  ｲ                         日鉄エポキシ製造株式会社 千葉工場 袖ケ浦市北袖11番地5 ○
袖ケ浦市 66-3ｲ                         ファミリーロッジ旅籠屋 袖ケ浦店 袖ケ浦市今井１－２９   
袖ケ浦市 67                            株式会社 サニクリーン東京 千葉工場 袖ケ浦市椎の森３８５－２２   
袖ケ浦市 81                        上総路菜心味館 袖ケ浦市のぞみ野6-1   
袖ケ浦市 71-5                          株式会社イー・シー・イー 二次反応工場 袖ケ浦市中袖30-1 ○
袖ケ浦市 65                            株式会社中村塗装店袖ケ浦工場 袖ケ浦市奈良輪2554-26   
袖ケ浦市 66-4                          袖ケ浦市立学校給食センター 袖ケ浦市三ツ作1862番地先   
袖ケ浦市 79                            ㈱イースクエアかずさパワープラント 袖ケ浦市中袖22-2 ○
袖ケ浦市 55                            アサヒ生コン有限会社 袖ケ浦市神納字大川端1798-1   
袖ケ浦市 33  ｲ                         ＤＩＣ ＥＰ株式会社袖ケ浦工場 袖ケ浦市北袖１１－５   
袖ケ浦市 71-2ｲ                         株式会社トクヤマエムテック 東京セメント開発センター 袖ケ浦市南袖１０   
袖ケ浦市 71-5                          カスヤ精工株式会社 中袖工場 袖ケ浦市中袖３７ ○
袖ケ浦市 55                            有限会社近藤コンクリート 袖ケ浦市神納1900   
袖ケ浦市 58  ﾆ                         株式会社トクヤマ・チヨダジプサム関東工場 袖ケ浦市南袖10番地   
袖ケ浦市 71-2ｲ                         株式会社環境生物化学研究所 千葉事業所 袖ケ浦市南袖29 ○
袖ケ浦市 68-2ﾊ                         社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院 袖ケ浦市長浦駅前5丁目21番   
袖ケ浦市 71                            株式会社 東日本宇佐美 １６号木更津バイパス 袖ケ浦市神納1115-1   
袖ケ浦市 65                            千葉日野自動車株式会社 新木更津支店 千葉県袖ケ浦市長浦2-580-307   
袖ケ浦市 12  ﾆ                         かどや製油株式会社 袖ケ浦工場 千葉県袖ケ浦市椎の森385番41   
袖ケ浦市 65                            いすゞ自動車首都圏株式会社 袖ケ浦支店・袖ケ浦工場 袖ケ浦市椎の森３８５－４６   
袖ケ浦市 66-3ｲ                         東横ＩＮＮ 袖ケ浦駅北口 袖ケ浦市袖ケ浦駅前１－３９－６   
袖ケ浦市 79                            袖ケ浦バイオマス発電株式会社 袖ケ浦バイオマス発電所 袖ケ浦市中袖5番地6 ○
袖ケ浦市 63  ﾎ                         旭ダイヤモンド工業株式会社千葉工場 千葉県袖ケ浦市椎の森385-42 ○
袖ケ浦市 81                        株式会社横河システム建築千葉工場 千葉県袖ケ浦市南袖11番地   
袖ケ浦市 71-2ｲ                         株式会社荏原製作所中袖地区事務所 千葉県袖ケ浦市中袖30-1   
袖ケ浦市 71                            株式会社ホンダカーズ南千葉 袖ケ浦店 袖ケ浦市神納２－２１－７   
袖ケ浦市 71-6                          株式会社イー・シー・イー B棟 袖ケ浦市中袖30-1 ○
袖ケ浦市 33  ﾛ                         三井化学サンアロイ株式会社 袖ケ浦市長浦580-271   
袖ケ浦市 71                            エスアールエス株式会社 袖ヶ浦 袖ケ浦市長浦拓字拓弐号580-135   
館山市  1-2ｲ                         株式会社シムコ館山事業所 館山市西長田９２４   
館山市  4  ｲ                         コミヤ味工株式会社 館山市笠名１５７５   
館山市 66-3ﾊ                         平砂浦ビーチホテル 館山市伊戸１５３５   
館山市 72                      館山カントリークラブ 館山市坂井字翁作７７２－５４   
館山市 66-3                          南房観光株式会社館山シーサイドホテル 館山市八幡８２２   
館山市 72                      医療法人沖縄徳洲会館山病院 館山市長須賀１９６   
館山市 72                      海上自衛隊館山航空基地 館山市宮城無番地 ○
館山市 72                      休暇村 館山 館山市見物７２５   
館山市 72                      館山市衛生センター 館山市出野尾５３４   
館山市 72                      アロハガーデンたてやま 館山市藤原１４９７   
館山市 72                      館山リゾートホテル 館山市小沼字居下３５２   
館山市 81                        館山小学校 館山市館山３１７   
館山市 81                        第一中学校 館山市那古９５４   
館山市 81                        第二中学校 館山市長須賀１３６   
館山市  1-2                          川名牧場 館山市江田４７４   
館山市  1-2                          進幸屋畜産 館山市大神宮１０３１－１他   
館山市  1-2                          かにた村農園 館山市大賀５９４   
館山市  1-2                          佐野牧場 館山市正木４７９   
館山市  1-2                          柳林畜産 館山市亀ケ原２９２－１   
館山市  1-2                          安田畜産 館山市上真倉２１４   
館山市  1-2                          生稲 信 館山市正木２９４０   
館山市  2                            雪印乳業（株）館山工場 館山市正木６４５   
館山市  3                            堀口水産加工場 館山市館山４１   
館山市  3                            （株）やま久大善商店 館山市沼１０２８   
館山市  3                            山口水産加工所 館山市八幡３６３   
館山市  3                            川崎源六丸 館山市正木１２５６   



館山市  3                            （有）大塚屋商店 館山市船形１２２５   
館山市  3  ｲ                         （有）平野源六丸商店 館山市船形１２３１   
館山市  3                            清水常吉商店 館山市船形１０６５   
館山市  3                            秋本水産加工場 館山市船形１２２６   
館山市  3                            （有）山八商店 館山市船形４１１   
館山市  3                             商店 館山市船形３２２   
館山市  3                             水産加工場 館山市船形１２２１   
館山市  3                            吉田正一郎商店 館山市宮城２８０   
館山市  3                            （有）信和キンシ工場 館山市宮城１０６８   
館山市  3                            （有）桝屋商店 館山市川名６５２   
館山市  3                            田中屋水産加工場 館山市船形１１１４   
館山市  3                            （有）山入水産加工所 館山市正木１２５６   
館山市  3                            山本礼之助商店 館山市沼９８５－１６   
館山市  3                            勘六水産加工所 館山市北条２１５５   
館山市  3                            （有）錦丸商店 館山市佐野８５２   
館山市  8                            小林製餡所 館山市北条２１１４   
館山市  8                            房洋堂安布里工場 館山市安布里７８０   
館山市 10                            武香陵酒造合名会社 館山市北条１９０１   
館山市 10                            合資会社青木酒造店 館山市八幡９３－１   
館山市 10                            （有）秋山酒造店 館山市長須賀１９   
館山市 16                            （株）吉田屋 館山市館山９９９   
館山市 17                            （有）隈澤豆腐店 館山市館山８３８   
館山市 17                            安田豆腐店 館山市館山１５３５   
館山市 17                            吉野豆腐店 館山市館山１０４１   
館山市 17                            いずみや豆腐店 館山市沼９４９   
館山市 17                            國藤豆腐店 館山市北条１８１３   
館山市 17                            旭屋豆腐店 館山市北条２２９０－２４   
館山市 17                            なかだい豆腐店 館山市北条１７３０   
館山市 17                            笠井豆腐店 館山市北条２１５８   
館山市 17                            （有）島田豆腐店 館山市長須賀３１３   
館山市 17                            安藤豆腐店 館山市八幡２９１－８   
館山市 17                            栃木屋豆腐店 館山市那古１１４５   
館山市 17                            柳屋豆腐店 館山市那古６７５   
館山市 17                            川名屋豆腐店 館山市那古７０４   
館山市 17                            野崎豆腐店 館山市船形９９９   
館山市 17                            （有）みやぎや 館山市宮城２８５   
館山市 17                            山下豆腐店 館山市宮城２８５   
館山市 17                            黒川豆腐店 館山市中里１１２   
館山市 54  ﾛ                         房南興業建材（株） 館山市大戸７８   
館山市 55                            大平開発（株）館山工場 館山市八幡６１２   
館山市 55                            （株）池田運輸生コン工場 館山市宮城１０３９   
館山市 66-3                          大浜 館山市館山７９４   
館山市 66-3                          いけだ荘 館山市館山９４７   
館山市 66-3                          にい釜旅館 館山市館山１５１０   
館山市 66-3                          さくらや旅館 館山市館山１５６０－３３   
館山市 66-3                          松善旅館 館山市館山１５６０   
館山市 66-3                          モーターホテルニューヨーク 館山市上真倉１２３５   
館山市 66-3                          旅館エコー 館山市上真倉１４４５   
館山市 66-3                          旅荘山水 館山市上真倉１４６９－１   
館山市 66-3                          民宿吉原屋 館山市沼１０２１   
館山市 66-3                          民宿ぎんざ 館山市沼１６６６－２   
館山市 66-3                          五十嵐旅館 館山市沼８２４   
館山市 66-3                          民宿やまもと 館山市沼９５５－１０   
館山市 66-3                          まるへい 館山市沼７０２   
館山市 66-3                          大阪屋 館山市沼９８５－１６   
館山市 66-3                          やまもと 館山市沼９７６   
館山市 66-3                          アリスの海家 館山市大賀４１２   
館山市 66-3                          民宿かやま 館山市北条２６４５   
館山市 66-3                          渚ガーデン 館山市北条２３００   
館山市 66-3                          民宿きらく 館山市北条２３０７   
館山市 66-3                          みはらし亭別館 館山市北条２６４５   
館山市 66-3                          かどや旅館 館山市北条１７６８   
館山市 66-3                          館山旅館 館山市北条２６４５   
館山市 66-3                          （有）幸田旅館 館山市北条１８３７   
館山市 66-3                          小沢屋旅館 館山市北条２５４９   
館山市 66-3                          見晴亭旅館 館山市北条２６７５   
館山市 66-3                          喜代ふじ旅館 館山市北条１７６６   
館山市 66-3                          渚ガーデン別館 館山市北条２２９０   
館山市 66-3                          光文社館山光文荘 館山市北条２０６９－１   
館山市 66-3                          北浜 館山市北条２６４５－３１   



館山市 66-3                          ニューきくやホテル 館山市北条２３０７   
館山市 66-3                          たけみ 館山市北条２５９５   
館山市 66-3                          小笠原旅館 館山市新宿５８   
館山市 66-3                          民宿あけぼの荘 館山市八幡７２１－２   
館山市 66-3                          ホテル海幸苑 館山市八幡８２２   
館山市 66-3                          （株）大和屋旅館 館山市那古１６７２－２   
館山市 66-3                          第一渚ガーデン 館山市正木１２０６－１２   
館山市 66-3                          角田 館山市正木１２０２－１   
館山市 66-3                          浜一 館山市正木１２０６－２４   
館山市 66-3                          やまだ旅館 館山市船形２９７   
館山市 66-3                          館山保養所（ぺんてる） 館山市船形１３６２   
館山市 66-3                          しおさい 館山市船形１２９５－５２   
館山市 66-3                          千葉商科大学館山セミナーハウス 館山市船形１３９０   
館山市 66-3                          ホテル川端 館山市西川名８５５   
館山市 66-3                          小網代 館山市塩見２４５   
館山市 66-3                          たろべ民宿 館山市塩見２２５   
館山市 66-3                          民宿さつき荘 館山市塩見２６７   
館山市 66-3                          寿美田旅館 館山市浜田３３０   
館山市 66-3                          智恵子宿 館山市見物９７－４   
館山市 66-3                          ぎへい 館山市見物７５０   
館山市 66-3                          武田荘 館山市見物８１   
館山市 66-3                          民宿竜ヶ崎荘 館山市見物７８３－４   
館山市 66-3                          佐野屋 館山市見物７４７   
館山市 66-3                          さざ波荘 館山市見物７４４   
館山市 66-3                          橘 館山市見物６３７ 他   
館山市 66-3                          鈴木民宿 館山市早物１   
館山市 66-3                          永井 館山市加賀名２０   
館山市 66-3                          ペンション菜の花 館山市加賀名１１，１２   
館山市 66-3                          民宿伝平 館山市波左間９４４   
館山市 66-3                          民宿ニイ 館山市波左間９７３   
館山市 66-3                          民宿せみどん 館山市波左間９９６   
館山市 66-3                          みつえの宿 館山市波左間４７１   
館山市 66-3                          せいざ 館山市波左間５４６   
館山市 66-3                          ハーハ゛ービュー やどかり 館山市波左間２３０ 他   
館山市 66-3                          民宿弥五ヱ門 館山市坂田４９２   
館山市 66-3                          （株）大豊建設 館山市坂田５９１－１ 他   
館山市 66-3                          とこや 館山市坂田３６４   
館山市 66-3                          白山重平 館山市坂田３７１－１   
館山市 66-3                          庄次郎 館山市坂田２９２   
館山市 66-3                          那須野ペンション 館山市坂田８３２   
館山市 66-3                          八郎平 館山市坂田３６３   
館山市 66-3                          民宿大和荘 館山市香９８８   
館山市 66-3                          民宿ほんま 館山市香１９０   
館山市 66-3                          古原屋香館 館山市香１９１－３   
館山市 66-3                          民宿六平丸 館山市洲崎１２７２   
館山市 66-3                          喜多山旅館 館山市洲崎１３７８   
館山市 66-3                          ホテル洲の崎 風の抄 館山市洲崎１９８－１   
館山市 66-3                          加登屋 館山市洲崎１２４１－２   
館山市 66-3                          明神荘 館山市洲崎１２６８   
館山市 66-3                          源平丸旅館 館山市洲崎１２２４   
館山市 66-3                          望洋パレス サンタムール 館山市伊戸１３５８－１   
館山市 66-3                          いそしぎ 館山市伊戸１８８   
館山市 66-3                          ペンションＤＡＹ ＯＦＦ 館山市伊戸１７５９－５   
館山市 66-3                          エヌアイシー館山研修センター 館山市坂井７７６－５   
館山市 66-3                          ホテルマリソル 館山市藤原１０８２番１   
館山市 66-3                          カントリーインザリンクス 館山市坂足381, 382, 383, 384, 385-2, 392-13   
館山市 66-3                          ペンション荒井 館山市犬石１６７８－１２３   
館山市 66-3                          館山リゾートハウス 館山市犬石１４０４－３０   
館山市 66-3                          マリンペンションさんで－ Ｂｅａｃｈ 館山市犬石１６８７－４   
館山市 66-3                          ペンションノアノア 館山市洲宮５１３   
館山市 66-3                          ペンションフローラ 館山市洲宮１８０３－４   
館山市 66-3                          ホテルシャトー京塚 館山市佐野２０４４   
館山市 66-3                          巴川温泉たむら 館山市大神宮３６－１   
館山市 66-3                          清雲荘 館山市大神宮２８－１   
館山市 66-3                          バーベキューセンター山本山 館山市大神宮６３６   
館山市 66-3                          みのすけ 館山市大神宮２４４－２   
館山市 66-3                          かねさ荘 館山市布良３０７－３   
館山市 66-3                          富崎館 館山市布良３０３－１   
館山市 66-3                          民宿布良浜 館山市布良１１３３   
館山市 66-3                          ハワイ庵 館山市布良１３０２－１   



館山市 66-3                          森荘 館山市相浜２３３   
館山市 66-3                          しちべ 館山市相浜１８３   
館山市 66-3                          鈴木甚三郎 館山市相浜１１   
館山市 66-3                          ペンション海岸通りレストランプチ 館山市布沼１２０７－３３   
館山市 66-3                          ペンションマーメイド 館山市布沼１２０７－３   
館山市 66-3                          ペンションキャッチボール 館山市布沼１２０７－５０   
館山市 66-3                          West Peninsula Hotel 館山市波左間５８８   
館山市 66-3                          トムズ・ブロス・クラブ 館山市犬石１９３３－１   
館山市 66-3                          東京理科大学館山研修所 館山市相浜２８０－１   
館山市 66-3                          日の出 館山市正木１２２５－９   
館山市 66-3                          花のアトリエ 館山市坂井７７５－１１３   
館山市 66-3                          椿屋荘 館山市坂田４８９   
館山市 66-3                          シーサイド・びら・ＵＳＵＩ 館山市西川名１７９－１   
館山市 66-3                          鷹遊館山保養所 館山市坂田１９－１   
館山市 66-3                          日本団体生命健保館山保養センター 館山市浜田３２１   
館山市 66-3                          ホテル ニュービジネスＩＴＯ 館山市北条２６４５－２７   
館山市 66-3                          （株）ビックアイランドクラブハウス館山 館山市船形１２９５－５７   
館山市 66-3                          ペンション ムラタ 館山市犬石１９１０－２   
館山市 66-3                          海の湯宿  花しぶき 館山市塩見２３３－４   
館山市 66-3                          ホテル海王 館山市布良１２９３   
館山市 66-3                          民宿次郎吉 館山市大神宮５２－３   
館山市 66-3                          ペンション安田 館山市犬石１４１６－１７   
館山市 66-3                          関電工健康保険組合 館山保養所 館山市北条２３０７－６   
館山市 67                            君塚クリーニング 館山市館山８２４－１   
館山市 67                            白陽舎 館山市館山１２３７   
館山市 67                            白銀クリーニング 館山市北条１６６８   
館山市 67                            スターランドリー 館山市北条１５５６   
館山市 67                            明治屋クリーニング 館山市北条１７６３   
館山市 67                            セッツルメントクリーニング 館山市北条１６２５   
館山市 67                            盛洗社 館山市北条２０２０   
館山市 67                            ツノダクリーニング 館山市長須賀１９１   
館山市 67                            岩崎クリーニング 館山市長須賀２４２   
館山市 67                            和田屋クリーニング 館山市那古１２２０   
館山市 67                            川上クリーニング 館山市那古１０５２   
館山市 67                            丸平クリーニング 館山市那古６９８   
館山市 67                            山本クリーニング 館山市正木１３１０   
館山市 67                            ドライクリーニング山洋 館山市那古９０９－４   
館山市 67                            鈴木クリーニング店 館山市館山９２０－２   
館山市 67                            フジヤクリーニング店 館山市北条２６１７   
館山市 71                            ジェイアールバス関東株式会社館山営業所 館山市北条２２００－２   
館山市 71                            （株）藤田亀造商店館山ＳＳ 館山市八幡３６０   
館山市 81                        新宿区立館山塩見臨海学園 館山市塩見１２６   
館山市 81                        千葉県立安房高等学校 館山市八幡３８５   
館山市 81                        十字屋館山店 館山市北条１８４１   
館山市 81                        昭和女子大学望秀海浜学寮 館山市那古１６７２－３０   
館山市 81                        館山市コミュニティセンター 館山市北条７４０－１   
館山市 81                        船形小学校 館山市船形４０５－２   
館山市 81                        老人福祉センター 館山市湊２８８－８８   
館山市 66-6                          館山夕日海岸ホール 館山市八幡８２２   
館山市 66-3                          ホテルマイグラント 館山市北条１８３４－１１   
館山市 71                            松崎石油(株) 館山市犬石５８８－１   
館山市 71                            東海石油株式会社 館山市館山９５   
館山市 71                            有限会社 原田石油 館山市国分９２１－５   
館山市 71                            有限会社 黒川石油 館山市洲宮３３   
館山市 71                            有限会社 中央石油 館山市北条６４１   
館山市 71                            加藤石油 館山市神余１４１８－１   
館山市 71                            松本石油店 館山市館山９５   
館山市 71                            小川商店 館山市上真倉１８４２   
館山市 71                            (有)秋山石油店 館山市稲３７５－１   
館山市 71                            株式会社 藤田亀蔵商店 館山船形Ｓ・Ｓ 館山市船形１４２２   
館山市 71                            (有)和田屋商店 館山市北条１７６２   
館山市 71                            日東株式会社 館山営業所 館山市北条２２０３－３   
館山市 71                            オサダ石油 館山市大神宮１８１－１   
館山市 71                            有限会社 川名石油店 館山市館山１０３５   
館山市 71                            (有)佐野石油 館山市大戸１８９－５   
館山市 71                            株式会社ジャスティス 平砂浦給油所 館山市布沼１２０９－７８   
館山市 71                            福原石油 西岬ＳＳ 館山市見物４   
館山市 71                            安房農業協同組合 プラザＲ１２８ 館山市山本２５７－１   
館山市 71                            (有)押元商店 館山市薗１８２－２   
館山市 71                            日下石油(有) 館山市八幡８２１   



館山市 71                            館山湊橋給油所 館山市正木１１０３   
館山市 71                            (有)早川石油 館山給油所 館山市北条１４４５－１   
館山市 71                            (有)早川石油 館山バイパス給油所 館山市正木８０３－６   
館山市 71                            丸高石油株式会社 ウオッシュアイランド館山 館山市沼９８６－２   
館山市 71                            丸高石油株式会社 館山ＳＳ 館山市北条２６１７－７   
館山市 71                            丸高石油株式会社 館山ハーバーステーション 館山市沼９７９   
館山市 71                            (有)庄司商店 館山市館山市上真倉１９３４   
館山市 71                            南国石油(株)館山給油所 館山市長須賀４６０   
館山市 71                            野田石油 館山市北条１２１３   
館山市 71                            共同石油 那古給油所 館山市那古１２３３   
館山市 71                            宮本商会 館山市那古１０６３   
館山市 72                      千葉県南総文化ホ－ル 館山市北条７４０－１ 他   
館山市 66-3ｲ                         つり船民宿 善平丸 館山市洲崎字間口1279   
館山市 66-3ｲ                         ﾍﾟﾝｼｮﾝ ｸﾛ-ﾊﾞ- 館山市神余字揚橋3290-7   
館山市 67                            玉屋ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ 館山市館山947   
館山市 66-3ｲ                         千里の風 館山市藤原1495-1   
館山市 66-3ｲ                         ホテルファミリーオ館山 館山市大賀81-17､18   
館山市 66-3ｲ                         ﾍﾟﾝｼｮﾝﾋﾎﾟ 館山市布沼1002   
館山市 81                        新昭和館山市高井宅地分譲地 館山市高井２６８－１   
館山市 66-3ｲ                         釣船  松丸 館山市相浜169   
館山市 66-3                          ペンション きゃっせ 館山市浜田352-1   
館山市 66-3                          ペンション スズキアグリ 館山市山本1038   
館山市 72                      医療法人社団  寿会  小林病院 館山市船形909   
館山市 72                      社会福祉法人 太陽会 安房地域医療センター 館山市山本１１５５   
館山市 71                            トヨタカローラ千葉株式会社 館山営業所 館山市長須賀449-1   
館山市 66-3ｲ                         ほりきり荘 館山市洲崎８０９－１   
館山市 71                            千葉トヨタ自動車株式会社 館山店 館山市安布里字青木田１９１－１   
館山市 66-3ｲ                         ペンション The Ｋ－９ 館山市沼１２１０－１０２ 外   
館山市 66-3ｲ                         ビジネス はな 館山市北条字浜新田２６４５－６２   
館山市 66-3ｲ                         アクアサイド イン サニーフィッシュ 館山市波左間１３５－１   
館山市 66-3ｲ                         鳩山荘「松庵」 館山市見物７８７番地２   
館山市 66-3ｲ                         ゲスト ハウス ブル 館山市大神宮３１２番地   
館山市 71-2ｲ                         千葉県安房保健所 館山市北条1093-1   
館山市 71-2ｲ                         千葉県立館山総合高等学校（水産校舎） 館山市長須賀１５５ ▲
館山市 71-2ｲ                         千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所 館山市山本1762 ○
館山市 71-2ｲ                         千葉県立館山総合高等学校（本校舎） 館山市北条106 ○
館山市 71-3                          館山市清掃センター 館山市出野尾字上大久保538-1   
館山市 68                            (有)館山カラーサービス 館山市北条1126   
館山市 72                      富士工業株式会社 館山事業所 館山市山本1580 ○
館山市 68                            福原写真館 館山市船形293   
館山市 68                            フォトグラフィイワシタ 館山市北条1901   
館山市 68                            オオツカ写真店 館山市北条2212   
館山市 68                            タカヨシブックセンター館山店 館山市長須賀161-1   
館山市 74                        オーパ・ヴィラージュ 館山市犬石1687   
館山市 73                            館山市鏡ヶ浦クリーンセンター 館山市湊字中芝465-1外 ▲
館山市 81                        田村病院 館山市館山字町通１８３－１他   
館山市 71                            ネッツトヨタ千葉㈱館山店 館山市正木１９４１－１   
館山市 72                      カインズホーム 館山店 館山市高井１７７１   
館山市 72                      南総城山温泉里見の湯 館山市下真倉３０５－１   

館山市 81                        
東京電力パワーグリッド株式会社 木更津支社 館山事務
所

館山市長須賀９５－６   

館山市 81                        館山マーケットプレイス 館山市湊１８８   
館山市 67                            （有）尾崎商事 館山市亀ケ原７０５   
館山市 81                        ガスト館山東店 館山市安布里字五反田１６２－１   
館山市 72                      亀田ファミリークリニック館山 館山市正木４３０４－９   
館山市 71                            千葉トヨペット（株）館山店 館山市上野原３３－１   
館山市 66-3ｲ                         コテージ ともしげ 館山市加賀名156-9,見物373-29   
館山市 68                            ＳＮＡＰＳ！ロックシティ館山店 館山市八幡５４５－１ ロックシティ館山内   
館山市 71-4                          三芳水道企業団 作名浄水場 館山市作名５７０－１   
館山市 71                            館山テックピットガーデン 館山市八幡２３３－１，－２､２３４､２３５   
館山市 81                        スキップ館山店 館山市湊２３１外   
館山市 81                        はま寿司館山店 館山市八幡６０８   
館山市 81                        ビッグボーイ館山店 館山市八幡６０８   
館山市  3  ｲ                         有限会社 サクマ 館山市上真倉１４９０   
館山市 66-3ｲ                         森羅 館山市塩見１０５７   
館山市 71                            有限会社三平商会 館山市安布里７４３   
館山市 72                      漁師料理たてやま 館山市下真倉371   
館山市 71                            ダイハツ千葉販売株式会社 館山店 館山市山本２３１-2   
館山市  4  ﾛ                         T・P・F(館山パイオニアファーム) 館山市正木大字市合免４４１   
館山市  2  ｲ                         船形南市場工房 館山市船形1451   



館山市 66-3ﾊ                         トスラブ館山ルアーナ 館山市洲宮字白岾８３３－１   
館山市 81                        館山整形外科クリニック 館山市安布里字昭田２２９   
館山市 71-2ｲ                         千葉大学館山２団地 館山市大賀字西台地   
館山市 66-3ﾊ                         デュエットリゾート館山 コスモス 館山市洲崎字沼田８０７－１、８０９－１   
館山市 71                            千葉日産自動車株式会社 館山店 館山市国分８９８   

館山市 67                            
たてやま北条プラザ エコラックスランドリー＆クリーニ
ング

館山市北条４２５   

館山市 66-3                          弥平 館山市洲崎１００８－２   
館山市 66-3ﾛ                         The Guesthouse Brioso 館山 館山市伊戸１７５７－１   
館山市 71-2ｲ                         株式会社安房地域検査センター 館山市山本２４２４－１   
館山市 71                            株式会社鴨川三平自動車 鴨川市横渚１５９０－１   
館山市 71                            株式会社ホンダプリモ金子 館山バイパス店 館山市高井７９５－１   
館山市 66-3ｲ                         有限会社 館山旅館 館山市北条２６４５－６５   
館山市 66-4                          館山市学校給食センター 館山市北条４２０－１   
館山市  1-2ﾛ                         SO-up牧場 館山市神余４７１９   
館山市 66-3ｲ                         TAIL 館山市北条１７５８   
館山市 66-3ｲ                         旅館海紅豆 千葉県館山市大賀８５－１   
館山市 66-3ｲ                         正木の家 千葉県館山市正木３５９６   
館山市 71                            株式会社タムラ マツダオートザム館山 館山市高井８００－１   
館山市 71                            株式会社スズキ自販京葉アリーナ館山店 千葉県館山市正木1910-1   
館山市 66-3ｲ                         ペンションKEIKO 館山市犬石１６８７－６   
館山市 66-3ﾊ                         （仮称）塩見プロジェクト 館山市塩見字東浜２４９－１   

館山市 66-3ｲ                         
館山ファミリーパークキャンプ場 ｂｙ ＲＥＣＡＭＰ
西側エリア

館山市布沼１２０９－５３   

鴨川市 66-3                          吉田屋 鴨川館 鴨川市西町１１７９   
鴨川市 66-3ｲ                         鴨川シーワールドホテル 鴨川市東町１４６４－１８   
鴨川市 66-3                          （株）鴨川グランドホテル 鴨川市広場８２０   
鴨川市 66-3                          （株）鴨川ユニバースホテル 鴨川市前原８６   
鴨川市 66-3                          （有）海光苑モテル嘉納屋 鴨川市太海１１０   
鴨川市 66-3                          潮騒リゾート鴨川 鴨川市太海浜７３－１   
鴨川市 66-3                          千葉県市町村職員共済組合鴨川保養所黒潮荘 鴨川市貝渚２５６５   
鴨川市 66-3ｲ                         かんぽの宿鴨川 鴨川市西町１１３７ ▲
鴨川市 67                            （株）鴨川グランドホテル鴨川リネンサプライ部 鴨川市横渚１５７７－４   
鴨川市 72                      医療法人鉄蕉会亀田総合病院 鴨川市東町９２９   
鴨川市 72                      エビハラ病院 鴨川市太海６３０   
鴨川市 72                      鴨川市衛生センター 鴨川市大里５５８－１   
鴨川市 72                      鴨川シーワールド 鴨川市東町１４６４－１８   
鴨川市 72                      サーフサイド鴨川 鴨川市東町１１２０－２   
鴨川市 66-3ｲ                         鴨川グランドタワー 鴨川市広場８３４－２   
鴨川市 72                      セレーニア鴨川 鴨川市東町１４００－２   
鴨川市 72                      イオン鴨川ショッピングセンター 鴨川市横渚９７３－１   
鴨川市 72                      鴨川サンクレメンテタウン 鴨川市宮字鎌倉１６６７－１   
鴨川市 72                      医療法人鉄蕉会 亀田クリニック 鴨川市東町１３５４   
鴨川市  1-2ｲ                         高橋養豚場 鴨川市東町３６－１   
鴨川市  1-2ﾛ                         長狭酪農協同組合上山入共同牧場 鴨川市成川１５７０，１６８１－１   
鴨川市  1-2ｲ                         柴田養豚 鴨川市来秀字平台９３９   
鴨川市  1-2                          竹沢牧場 鴨川市古畑５０２   
鴨川市  1-2                          田村牛舎 鴨川市南小町１９９１－１   
鴨川市  1-2ﾛ                         井上農場 鴨川市北小町１５３   
鴨川市  1-2                          庄司牧場 鴨川市和泉１７７，１７８   
鴨川市  1-2ﾛ                         飯田牧場 鴨川市西町９１４－１   
鴨川市  1-2ﾛ                         角田牧場 鴨川市奈良林９０３   
鴨川市  1-2ﾛ                         糟谷文男 鴨川市横尾１０９   
鴨川市  1-2ﾛ                         佐藤牧場 鴨川市仲町７４７   
鴨川市  1-2                          平岡繁利 鴨川市平塚２２０３   
鴨川市  1-2ﾛ                         高梨栄一 鴨川市横尾４７－３，９９－２，９９－３   
鴨川市  2                            農業組合法人鴨川プロイラー養鶏組合 鴨川市東町１５６２   
鴨川市  2                            鳥源商店 鴨川市前原３   
鴨川市  2                            鴨川食鳥処理場 鴨川市大里４３０３   
鴨川市  2                            長狭酪農業協同組合 鴨川市北風原２０４   
鴨川市  3                            七水産青木仙吉 鴨川市江見青木６０６－８   
鴨川市  3                            （株）久根崎善次郎商店 鴨川市前原１５１   
鴨川市  3                            （有）白井勝之助商店 鴨川市前原１６８   
鴨川市  3                            株式会社ダイコクヤ 鴨川市横渚１７６８   
鴨川市  3                            （有）たびや海産 鴨川市貝渚３２５８－１   
鴨川市  3                            （有）真田商店 鴨川市貝渚２８６６   
鴨川市  3                            （有）いすみや商店 鴨川市貝渚２９５４   
鴨川市  3                            松本仙吉商店 鴨川市貝渚３０３０   
鴨川市  3                            藤代海産物合資会社 鴨川市貝渚２７９９   
鴨川市  3                            岩瀬水産合資会社 鴨川市貝渚２７７０   



鴨川市  3                            （有）松本庄九郎商店 鴨川市貝渚２７６３   
鴨川市  3                            （有）太治平商店 鴨川市貝渚２７００   
鴨川市  3                            （有）佐藤商店 鴨川市貝渚２６７２   
鴨川市  3  ﾛ                         （有）嶋津商店 鴨川市前原３５４   
鴨川市  3                            （有）小川屋商店 鴨川市磯村１２８   
鴨川市  5                            鈴木醤油店 鴨川市大里２１   
鴨川市  5                            山安正油醸造所 鴨川市貝渚３０７０－３   
鴨川市  5                            羽原醤油店 鴨川市貝渚３０９３   
鴨川市  5                            渡辺醤油店 鴨川市池田１９９   
鴨川市  8                            鴨川製餅所 鴨川市横渚８０８－３８   
鴨川市  8                            松井堂 鴨川市前原２３９   
鴨川市 10                            （有）高梨酒造店 鴨川市横渚５６１   
鴨川市 10                            秀楽酒造合資会社 鴨川市貝渚６７１   
鴨川市 10                            （有）亀田酒造本家 鴨川市仲３２９   
鴨川市 16                            ぬかりや食品 鴨川市滑谷１４０   
鴨川市 17                            （有）清三郎商店 鴨川市東江見３５３－１   
鴨川市 17                            鴨川食品協同組合 鴨川市横渚３４３   
鴨川市 18-2ﾊ                         （有）和集フ－ズ 鴨川市北小町１８５９－３   
鴨川市 55                            外房生コン（有） 鴨川市西町１１９８－１   
鴨川市 55                            鴨川生コン（株） 鴨川市東町４４１－１   
鴨川市 66-3                          マルキ本館 鴨川市横渚５４３   
鴨川市 66-3                          （有）旅館丸喜屋 鴨川市横渚７８６   
鴨川市 66-3                          金宗旅館 鴨川市横渚７９７   
鴨川市 66-3                          （株）吾妻屋旅館 鴨川市横渚７７４   
鴨川市 66-3                          （有）旅館中村 鴨川市横渚８４３   
鴨川市 66-3                          くねざき 鴨川市横渚５３３   
鴨川市 66-3                          竹生 鴨川市横渚８８６－１   
鴨川市 66-3                          鶴乃屋 鴨川市貝渚３１１６   
鴨川市 66-3                          旅館松島 鴨川市貝渚２２７８   
鴨川市 66-3                          磯波 鴨川市貝渚２６１１－１   
鴨川市 66-3ｲ                         新座 鴨川市貝渚３１９８   
鴨川市 66-3ｲ                         うずしお 鴨川市貝渚２２６０   
鴨川市 66-3ｲ                         かもめ 鴨川市貝渚２２２１   
鴨川市 66-3                          根本 鴨川市貝渚２８７４   
鴨川市 66-3                          大久保 鴨川市貝渚２２６０－３   
鴨川市 66-3                          浜田屋 鴨川市前原３７   
鴨川市 66-3                          あしか 鴨川市貝渚２８２６   
鴨川市 66-3                          グリーンクラブ 鴨川市前原６４   
鴨川市 66-3                          吉岡旅館 鴨川市太海２３５６   
鴨川市 66-3ｲ                         新井旅館 鴨川市太海１８６１   
鴨川市 66-3                          旅荘海楽 鴨川市太海１９９９   
鴨川市 66-3                          やしろ 鴨川市太海１９１９   
鴨川市 66-3                          ホテル恵比寿 鴨川市太海２３４５   
鴨川市 66-3                          ペンション海の星 鴨川市太海１９０８－５，１８６７－５   
鴨川市 66-3                          うなばら 鴨川市太海１９６０   
鴨川市 66-3                          浜千代 鴨川市太海２３６６   
鴨川市 66-3                          坂下 鴨川市太海２３６７   
鴨川市 66-3                          石下 鴨川市太海２３５４   
鴨川市 66-3                          宮本 鴨川市太海２３６９   
鴨川市 66-3                          伝太郎 鴨川市太海１３８   
鴨川市 66-3                          美春 鴨川市太海１３－１   
鴨川市 66-3                          下田屋 鴨川市太海２１７６   
鴨川市 66-3                          まる元 鴨川市太海２３６５－２   
鴨川市 66-3                          ゆいや 鴨川市太海２３６４   
鴨川市 66-3                          こはら 鴨川市太海２２８８   
鴨川市 66-3                          わかしお 鴨川市太海２３６５－２   
鴨川市 66-3                          清海荘 鴨川市太海１９２２－１   
鴨川市 66-3                          さざなみ荘 鴨川市太海１９２１   
鴨川市 66-3                          井上民宿 鴨川市太海１９７３   
鴨川市 66-3                          民宿ちはら 鴨川市太海１９２９   
鴨川市 66-3                          波太屋 鴨川市太海１１７－５   
鴨川市 66-3                          柳生 鴨川市太海９５－２   
鴨川市 66-3                          鈴兼 鴨川市太海１９５７   
鴨川市 66-3                          清海荘 鴨川市太海１９２２   
鴨川市 66-3                          五平 鴨川市江見吉浦５３６   
鴨川市 66-3                          与平 鴨川市江見吉浦５５３－１   
鴨川市 66-3                          よしうら 鴨川市江見吉浦４７７－１   
鴨川市 66-3                          鯛島荘 鴨川市江見吉浦１３８   
鴨川市 66-3                          しおかぜ荘 鴨川市江見吉浦１５５－１   
鴨川市 66-3                          ペンション・レストラン「サン・ポアル」 鴨川市江見吉浦４８７－１外   



鴨川市 66-3                          おおはら 鴨川市江見吉浦５４１   
鴨川市 66-3                          ペンションアル・モール 鴨川市江見太夫崎２７８   
鴨川市 66-3                          君津屋 鴨川市天面５２５   
鴨川市 66-3                          眞田 鴨川市天面５７５   
鴨川市 66-3                          いけだ 鴨川市太海１９５０   
鴨川市 66-3                          民宿おざき 鴨川市太海１９０１－５   
鴨川市 66-3                          やしろ 鴨川市太海１９１６   
鴨川市 66-3                          いしい 鴨川市太海５９   
鴨川市 66-3                          渡辺 鴨川市江見吉浦１２８   
鴨川市 66-3                          ホテル八平 鴨川市江見吉浦５１９－１   
鴨川市 66-3                          清九郎 鴨川市太海浜１４６   
鴨川市 66-3                          民宿さかや 鴨川市太海浜１６４   
鴨川市 66-3                          民宿野口 鴨川市太海浜１６７－１   
鴨川市 66-3                          亀屋 鴨川市太海浜１８５   
鴨川市 66-3                          福一 鴨川市太海浜２０３－１   
鴨川市 66-3                          松本 鴨川市太海浜１９３－６   
鴨川市 66-3                          民宿はさき 鴨川市太海浜１５６－２   
鴨川市 66-3                          松葉屋 鴨川市太海浜２５２   
鴨川市 66-3                          新海荘 鴨川市太海７９－１   
鴨川市 66-3                          江澤館 鴨川市太海浜１５３   
鴨川市 66-3ｲ                         鴨川網元 鴨川市太海浜１５０－２   
鴨川市 66-3                          よしのや 鴨川市太海浜１９３   
鴨川市 66-3                          磯の宿そとぼう 鴨川市太海浜２４－１   
鴨川市 66-3                          柳屋 鴨川市太海２０２３   
鴨川市 66-3                          林旅館 鴨川市太海浜２３２－１   
鴨川市 66-3                          なぎさ荘 鴨川市太海浜１５８   
鴨川市 66-3                          浅井 鴨川市太海浜１６１   
鴨川市 66-3                          浜里 鴨川市太海浜１７９   
鴨川市 66-3                          照福 鴨川市太海浜１４５   
鴨川市 66-3                          みなみ 鴨川市太海浜２１１－１   
鴨川市 66-3                          サーフサイドペンションわんすてっぷ 鴨川市東真門４２８   
鴨川市 66-3                          山田屋 鴨川市江見内遠野６１   
鴨川市 66-3                          橋本屋旅館 鴨川市東江見３２   
鴨川市 66-3                          新栄 鴨川市東江見３５９   
鴨川市 66-3                          旅館舟付 鴨川市西江見１１－１   
鴨川市 66-3                          スリーエイト８８８ 鴨川市東町１０９３－４，１０８７－２，１０   
鴨川市 66-3                          民宿長谷川 鴨川市東町９２５－３   
鴨川市 66-3                          さんご 鴨川市西町１１３０   
鴨川市 66-3                          鴨川自動車教習所生徒寄宿舎 鴨川市広場１９７１－１   
鴨川市 66-3                          こがね荘 鴨川市宮２７１   
鴨川市 66-3                          曽呂温泉 鴨川市仲町９０   
鴨川市 66-3                          栗斗温泉 鴨川市粟斗１０７０   
鴨川市 66-3                          モータリストホテル歌峰 鴨川市太田学９９７－１   
鴨川市 66-3                          金山荘 鴨川市太田学８６６   
鴨川市 66-3                          春木屋 鴨川市寺門１６２   
鴨川市 66-3                          ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾃﾙ・ら・みらどーる 鴨川市太海３１４－１－２   

鴨川市 66-6                          
アコーディア・ゴルフ・アセット合資会社 鴨川カント
リークラブ

鴨川市和泉2607   

鴨川市 66-3                          民宿 平野 鴨川市横渚８０９－１０   
鴨川市 67                            東条クリーニング 鴨川市西町３４１   
鴨川市 67                            山川クリーニング 鴨川市前原２７４   
鴨川市 67                            （有）パイオニアクリーナース 鴨川市横渚３９０   
鴨川市 67                            寿々木屋クリーニング 鴨川市横渚６１２－２   
鴨川市 67                            ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞﾊﾛ-ﾌｧｯｼｮﾝｹｱｾﾝﾀ- 鴨川市西町211-3   
鴨川市 71                            （有）鍋平本店 鴨川市横渚６８９   
鴨川市 71                            （有）鍋平本店 鴨川市広場８７２   
鴨川市 71                            トヨタカローラ千葉（株）鴨川営業所 鴨川市花房７３－２   
鴨川市 66-3                          和風ペンション鳥海 鴨川市天面１３－４   
鴨川市 66-3                          お宿華屋 鴨川市横渚６７１   
鴨川市 66-3ｲ                         ペンション ﾌｫ-ｼ-ｽﾞﾝ 鴨川市二子42-5   
鴨川市  3  ｲ                         渡辺弘商店 鴨川市大里2-1   
鴨川市 66-3ｲ                         ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾃﾙらみらどーる南館 鴨川市太海312-1   
鴨川市 67                            細谷ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店 鴨川市貝渚561-2   
鴨川市 66-3ｲ                         新館民宿 長谷川 鴨川市東町559-1   
鴨川市  3  ﾛ                         ﾀｶﾊｼﾌ-ｽﾞ 鴨川市滑谷585   
鴨川市 66-3ｲ                         ﾍﾟﾝｼｮﾝﾗﾀﾞｰﾋﾙ 鴨川市江見太夫崎327-1   
鴨川市 66-3                          ペンションナカザワ 鴨川市貝渚2491-1､2･2492-1､2   
鴨川市 66-3ｲ                         高鶴山荘 鴨川市上531-2   
鴨川市 66-3ｲ                         千葉県立鴨川青少年自然の家 鴨川市太海122-1   
鴨川市 71                            千葉ﾄﾖﾀ自動車(株)鴨川営業所 鴨川市花房66-1   



鴨川市 66-3ｲ                         有限会社 真珠の森 鴨川市東町1149-2   
鴨川市 66-3ｲ                         小高 鴨川市東町1112-1   
鴨川市 66-3ﾊ                         貸別荘はなふじ 鴨川市二子字嶺岡東下牧693-2､693-14   
鴨川市 67                            株式会社東栄 鴨川市広場859   
鴨川市 66-3ｲ                         ワットハウス鴨川ユ－スホステル 鴨川市太海1317-17   
鴨川市 66-3ﾊ                         松葉屋 鴨川市太海浜１９７０－１   
鴨川市 72                      鴨川市立国保病院 鴨川市宮山233番地   
鴨川市 66-3ｲ                         鴨川イン 鴨川市横渚７８９   
鴨川市 66-3ｲ                         アラビアン・アート 鴨川市太海西3-332-7,12,14,15   
鴨川市 67                            ヒカリクリーニング 鴨川市前原１９３－２   
鴨川市 11  ﾊ                         キッコーマンバイオケミファ（株）鴨川プラント 鴨川市貝渚1600   
鴨川市 71-2ｲ                         千葉県南部家畜保健衛生所 鴨川市八色52 ○
鴨川市 71-2ｲ                         千葉県健康福祉センター鴨川地域保健センター 鴨川市横渚字作田1457-1 ▲
鴨川市 71-3                          鴨川市清掃事務所 鴨川市北小町2118   
鴨川市 23-2ｲ                         (有)鴨川印刷 鴨川市横渚907   
鴨川市 68                            ナンバーワンカラー 鴨川市横渚629-1   
鴨川市 68                            (株)千葉フジカラー鴨川事務所 鴨川市横渚383   
鴨川市 65                            ヤスダファインテ株式会社 鴨川市北風原938番地 ▲
鴨川市  2                            石渡チキンストア－ 鴨川市横渚880-6   
鴨川市 66-3ｲ                         太海プチホテル 鴨川市太海１８６９－８   
鴨川市 72                      ベイシアショッピングセンター鴨川店 鴨川市貝渚字中川間１３９   
鴨川市 66-3ｲ                         早稲田大学鴨川セミナーハウス 鴨川市太海１６１９－１   
鴨川市 17                            菜の花とうふ 鴨川市大川面１００９－１   
鴨川市 66-3ｲ                         城西国際大学  安房ラーニングセンター 鴨川市太海１４７０－１   
鴨川市 66-3                          宿中屋 鴨川市天津３２８７   
鴨川市 66-3                          鴨川ヒルズリゾートホテル 鴨川市天津３１６４－７   
鴨川市 66-3                          ホテルグリーンプラザ鴨川 鴨川市天津３２８９－２   
鴨川市 72                      鴨川ホテル三日月 鴨川市内浦２７８１   
鴨川市 66-3ｲ                         （株）三水ホテル 鴨川市小湊１８２、１８３   
鴨川市 66-3                          満ちてくる心の宿 吉夢 鴨川市小湊１８２－２   
鴨川市  1-2                          高橋牛舎 鴨川市天津６２９   
鴨川市  1-2ﾛ                         吉野牛舎 鴨川市浜荻３５０   
鴨川市  1-2                          栗原畜産 鴨川市天津２２４２－３   
鴨川市  1-2                          田丸光男 鴨川市浜萩971-2、966-1、972-1   
鴨川市  3                            （有）四郎兵商店 鴨川市浜萩１３９０   
鴨川市  3                            （合）亀屋本店 鴨川市内浦４５８   
鴨川市 17                            押田商店 鴨川市内浦２９５０   
鴨川市 66-3                          富岡旅館 鴨川市天津１０７２   
鴨川市 66-3                          （株）逢菜屋旅館 鴨川市天津１３７６   
鴨川市 66-3                          民宿住吉丸 鴨川市天津１４９３   
鴨川市 66-3                          たばた 鴨川市天津１９０９   
鴨川市 66-3                          西川 鴨川市天津１９５３   
鴨川市 66-3                          きたうら 鴨川市天津３１４０－３   
鴨川市 66-3                          小松 鴨川市天津１８４０   
鴨川市 66-3                          金高 鴨川市天津１０７２   
鴨川市 66-3                          日本合成ゴム（株）小湊荘 鴨川市天津３２２５   
鴨川市 66-3                          高岡商店かねます 鴨川市天津１５０６   
鴨川市 66-3                          みやじま 鴨川市天津３４２９－４   
鴨川市 66-3                          高浜 鴨川市天津２０００   
鴨川市 66-3                          きたむら 鴨川市天津１５１９   
鴨川市 66-3                          民宿ふじ 鴨川市天津１３２６－２   
鴨川市 66-3                          民宿きたむら 鴨川市天津１５１６－３   
鴨川市 66-3                          ホテルシルクロード 鴨川市天津７４１－１，７４２－１   
鴨川市 66-3                          白岩館 鴨川市四方木６６１   
鴨川市 66-3                          岡野 鴨川市天津２９５４   
鴨川市 66-3                          浜のたばこや 鴨川市天津１１６７   
鴨川市 66-3                          四宮 鴨川市天津３３１１－５   
鴨川市 66-3                          民宿たかまつ 鴨川市天津１９８１   
鴨川市 66-3                          よしだ 鴨川市浜荻１６３６   
鴨川市 66-3                          丸山 鴨川市浜荻１４７３－１   
鴨川市 66-3                          平栄丸 鴨川市天津６２－１   
鴨川市 66-3                          民宿さいとう 鴨川市天津１７９－７   
鴨川市 66-3                          山小 鴨川市内浦２８２０   
鴨川市 66-3                          西島 鴨川市内浦２５９７   
鴨川市 66-3                          三洋丸 鴨川市内浦２５６５   
鴨川市 66-3                          さいとう荘 鴨川市内浦２９２３－２   
鴨川市 66-3                          松田荘 鴨川市内浦２９０   
鴨川市 66-3                          ペンション「サンデッキ」 鴨川市内浦１１６６－１，２   
鴨川市 66-3                          東京千住青果（株）小湊猶興荘 鴨川市内浦１９３０   
鴨川市 66-3                          旅館安房家 鴨川市内浦２７７９－１   



鴨川市 66-3                          杉浦荘 鴨川市内浦２８２２   
鴨川市 66-3                          すぎもと 鴨川市内浦２８２６   
鴨川市 66-3                          金海荘 鴨川市内浦２８５０   
鴨川市 66-3ｲ                         千葉県立内浦山県民の森 鴨川市内浦３２２８   
鴨川市 66-3                          浜名 鴨川市内浦２６０４－２   
鴨川市 66-3                          伊勢屋 鴨川市小湊１３４   
鴨川市 66-3                          旅館 海の庭 鴨川市小湊１６９   
鴨川市 66-3                          鯛丸屋旅館 鴨川市小湊１９２   
鴨川市 66-3                          滝口海産 鴨川市小湊１８２   
鴨川市 66-3                          鈴木 鴨川市小湊１４０－１４   
鴨川市 66-3                          日影 鴨川市内浦２６３５   
鴨川市 66-3                          （有）旅館豊明殿 鴨川市内浦１４   
鴨川市 66-3                          緑水亭 鴨川市内浦１３８５   
鴨川市 66-3                          民宿岩荷丸 鴨川市天津１７９０－１   
鴨川市 66-3                          船倉 鴨川市小湊１０１－１   
鴨川市 67                            クリーニングはせがわ 鴨川市天津１８７６   
鴨川市  3                            （有）西川金松商店 鴨川市浜荻１３６９   
鴨川市 66-3                          旬彩の宿 緑水亭 鴨川市内浦１３８５－１   
鴨川市 66-3                          シャトーテル汐櫓咲 鴨川市天津３２０３－１１   
鴨川市 66-3ｲ                         ｱﾛﾏｽ小湊 鴨川市浜荻815   
鴨川市 66-3ｲ                         日蓮宗清澄寺研修会館 鴨川市清澄３２２－１   
鴨川市 66-3ｲ                         浅田屋 鴨川市小湊196-1   
鴨川市 68                            (株)日映千葉営業所 鴨川市小湊162   
鴨川市 68                            南総サービス 鴨川市小湊123   
鴨川市  3  ﾛ                         （有）永井商店 鴨川市滑谷１９０   
鴨川市 66-3ｲ                         東洋大学鴨川セミナーハウス 鴨川市前原３５６－１４   
鴨川市 71                            鴨川ＳＳ 鴨川市横渚１１０２－１，２   
鴨川市 66-3ｲ                         鴨川市青少年研修センター 鴨川市平塚１７１７－１５   
鴨川市 66-3ﾊ                         農家民宿 塔之越 鴨川市平塚794-1   
鴨川市 66-3ﾊ                         農家民宿 五郎兵エ 鴨川市釜沼51   
鴨川市 66-3ﾊ                         農家民宿 御山王 鴨川市佐野376   
鴨川市 66-3ﾊ                         農家民宿 清水 鴨川市平塚652-1   
鴨川市 66-3ｲ                         平山 鴨川市奈良林７３７   
鴨川市 66-6                          藤よし 鴨川市横渚１２２２－１   
鴨川市 66-3                          穆(ぼく)の里 鴨川市大幡２４２   
鴨川市  2  ｲ                         清澄山系ジビエ 鴨川市天津２２４２－３   
鴨川市  3  ｲ                         有限会社 藤代福松商店 鴨川市貝渚２９３４   
鴨川市 71-2ｲ                         千葉大学小湊団地 鴨川市内浦１－１   
鴨川市 67                            杉浦洗染所 鴨川市仲町５５６   
鴨川市 71                            株式会社トヨタレンタリース千葉 安房鴨川駅前店 鴨川市横渚字沼里１１０５－６   
鴨川市 66-3ｲ                         ＹＬＩＡＤ 鴨川市貝渚字北一戦場２０３１－１   
鴨川市 66-3ｲ                         レジーナリゾート鴨川 鴨川市東町字下芝１４６４－２９   
鴨川市 71                            千葉トヨペット株式会社鴨川店 鴨川市横渚字亀井２７７－３   
鴨川市 72                      （仮称）千葉県鴨川市浜荻計画 鴨川市浜荻字鰐口９４４番地 他   
鴨川市 66-3ｲ                         （仮名）東江見ヴィラ 千葉県鴨川市東江見395-5   
鴨川市 66-3ｲ                         （仮称）小湊さとうみ学校 鴨川市内浦１９２３－１   
鴨川市 71                            株式会社タムラ 鴨川ＳＳ 鴨川市滑谷７７７   
鴨川市 66-3ｲ                         魚眠庵別館 千葉県鴨川市天面４４２   
鴨川市 66-3ｲ                         Rakuten STAY VILLA 鴨川 鴨川市西町１１２６   
南房総市 72                      Hotel ＆ Resorts MINAMIBOSO 南房総市富浦町多田良１２１２   
南房総市 72                      大房岬汚水処理場 南房総市富浦町多田良１２３２－１   
南房総市  4                            富浦の味加工施設 南房総市富浦町原岡８８１－１   
南房総市 17                            安田豆腐店 南房総市富浦町多田良１０７１   
南房総市 17                            金木豆腐店 南房総市富浦町南無谷２２４２   
南房総市 17                            池田豆腐店 南房総市富浦町南無谷２３２９   
南房総市 66-3                          源平 南房総市富浦町多田良５４５   
南房総市 66-3                          ゴエムドン 南房総市富浦町多田良６８６   
南房総市 66-3                          清太郎 南房総市富浦町多田良９２８   
南房総市 66-3                          汐入 南房総市富浦町多田良１２８０   
南房総市 66-3                          米六 南房総市富浦町多田良６７５－１１   
南房総市 66-3                          惣エム 南房総市富浦町多田良１０８９－２   
南房総市 66-3                          しころ 南房総市富浦町多田良５６５－２   
南房総市 66-3                          酒屋 南房総市富浦町多田良５６５   
南房総市 66-3                          カネタ 南房総市富浦町多田良６７８   
南房総市 66-3                          八蔵 南房総市富浦町多田良８８５   
南房総市 66-3                          たがい 南房総市富浦町多田良７９３   
南房総市 66-3                          笹子幸雄 南房総市富浦町多田良１１３６   
南房総市 66-3                          亀次郎 南房総市富浦町多田良８７３   
南房総市 66-3                          今津長兵ヱ 南房総市富浦町多田良９０５   
南房総市 66-3                          要八 南房総市富浦町多田良８８０   



南房総市 66-3                          どてっこ 南房総市富浦町多田良９８８－１   
南房総市 66-3                          アロハ・カフェ 南房総市富浦町多田良１１９０   
南房総市 66-3                          伊三郎 南房総市富浦町多田良５２８－２   
南房総市 66-3                          だんぞう 南房総市富浦町豊岡１００   
南房総市 66-3                          富浦館 南房総市富浦町豊岡７０   
南房総市 66-3                          ヤマトメ 南房総市富浦町豊岡８１０－２   
南房総市 66-3                          平三郎 南房総市富浦町豊岡１０１   
南房総市 66-3                          聖山荘 南房総市富浦町豊岡１２４   
南房総市 66-3                          善兵ヱ 南房総市富浦町豊岡１０８   
南房総市 66-3                          徳三 南房総市富浦町豊岡９４６   
南房総市 66-3                          山田 南房総市富浦町豊岡９５５   
南房総市 66-3                          下の金兵ヱ 南房総市富浦町豊岡９５４   
南房総市 66-3                          光崎館 南房総市富浦町豊岡６９   
南房総市 66-3                          九平衛 南房総市富浦町豊岡４１   
南房総市 66-3                          源太郎 南房総市富浦町豊岡９３６   
南房総市 66-3                          佐久間塗装 南房総市富浦町豊岡８２６－１   
南房総市 66-3                          石屋 南房総市富浦町豊岡９０９   
南房総市 66-3                          浜屋敷 南房総市富浦町豊岡８７   
南房総市 66-3                          徳兵衛 南房総市富浦町豊岡９７   
南房総市 66-3                          喜平治 南房総市富浦町豊岡７９５－２   
南房総市 66-3                          山の手 南房総市富浦町豊岡９１７   
南房総市 66-3                          本田荘 南房総市富浦町豊岡１７１   
南房総市 66-3                          おさわ 南房総市富浦町豊岡１２６   
南房総市 66-3                          曳舟 南房総市富浦町豊岡９５２   
南房総市 66-3                          市郎兵衛 南房総市富浦町豊岡１２１   
南房総市 66-3                          逢島荘 南房総市富浦町豊岡２３   
南房総市 66-3                          ペンションＺＥＶＥ 南房総市富浦町豊岡１０８   
南房総市 66-3                          金左エ門 南房総市富浦町南無谷２２９１   
南房総市 66-3                          金佐 南房総市富浦町南無谷２３１７   
南房総市 66-3                          仁エ門 南房総市富浦町南無谷２２４７   
南房総市 66-3                          惣五兵衛 南房総市富浦町南無谷１３３   
南房総市 66-3                          俊英荘 南房総市富浦町南無谷１９３   
南房総市 66-3                          与左エ門 南房総市富浦町南無谷２２５２   
南房総市 66-3                          長左エ門 南房総市富浦町南無谷２２７７   
南房総市 66-3                          徳兵衛 南房総市富浦町南無谷２２７２   
南房総市 66-3                          小新宅 南房総市富浦町南無谷２１５２   
南房総市 66-3                          仁平治 南房総市富浦町南無谷２０７９   
南房総市 66-3                          権七 南房総市富浦町南無谷１９４７   
南房総市 66-3                          ブルーナイト 南房総市富浦町南無谷１６３１   
南房総市 66-3                          里見寮 南房総市富浦町原岡１００５－１   
南房総市 66-3                          寿々木屋 南房総市富浦町原岡８９   
南房総市 66-3                          田原 南房総市富浦町原岡１０２１－５   
南房総市 66-3                          新兵ヱ民宿 南房総市富浦町原岡２０９   
南房総市 66-3                          茂七民宿 南房総市富浦町原岡１０１   
南房総市 66-3                          東伊勢屋 南房総市富浦町原岡７８   
南房総市 66-3                          酒井 南房総市富浦町原岡４   
南房総市 66-3                          伝十郎 南房総市富浦町原岡１４   
南房総市 66-3                          北見 南房総市富浦町原岡１９   
南房総市 66-3                          東悟民宿 南房総市富浦町原岡１５２   
南房総市 66-3                          飯塚 南房総市富浦町原岡３４   
南房総市 66-3                          清和荘 南房総市富浦町原岡９６０   
南房総市 66-3                          ブエム 南房総市富浦町原岡９５９   
南房総市 66-3                          くえむ 南房総市富浦町原岡９５２   
南房総市 66-3                          矢野 南房総市富浦町原岡９６９   
南房総市 66-3                          重兵衛 南房総市富浦町原岡９９６   
南房総市 66-3                          藤右エ門 南房総市富浦町原岡９５３   
南房総市 66-3                          一心軒 南房総市富浦町原岡２９   
南房総市 66-3                          木村 南房総市富浦町原岡２０８   
南房総市 66-3                          長九郎 南房総市富浦町原岡１２９－１   
南房総市 66-3                          浜勘居 南房総市富浦町原岡２０９   
南房総市 66-3                          光嚴寺（昆） 南房総市富浦町青木２３２－１   
南房総市 66-3                          ぜんべい 南房総市富浦町青木１０８、 １０９－１   
南房総市 66-3                          かたなし 南房総市富浦町原岡１５８   
南房総市 66-3                          福喜庵 南房総市富浦町福沢８０８－５   
南房総市 66-3                          ペンショントミウラ 南房総市富浦町豊岡２１   
南房総市 71                            江田商店日石富補給油所 南房総市富浦町多田良１０１１   
南房総市 66-3ｲ                         吉川荘 南房総市富浦町原岡58   
南房総市 66-3ｲ                         千葉県立大房岬少年自然の家 南房総市富浦町多田良1212-23   
南房総市 66-6                          コスモクラシッククラブ 南房総市平塚乙２－４０４   
南房総市 72                      エスカール岩井 南房総市市部１７４   



南房総市  1-2                          伴流賢雄 南房総市吉沢６０   
南房総市  1-2                          須賀牧場 南房総市吉沢１４１   
南房総市  3                            佐藤 南房総市久枝７０２－１   
南房総市  3                            （有）八佐丸富山工場 南房総市市部７８１－１   
南房総市 17                            （有）田中屋豆腐店 南房総市高崎１２７９   
南房総市 17                            和田豆腐店 南房総市平久里下１１２２   
南房総市 17                            原豆腐店 南房総市平久里中１９９   
南房総市 17                            石井商店 南房総市竹内３４７   
南房総市 66-3                          藤兵衛 南房総市久枝４８８   
南房総市 66-3                          もんべい 南房総市久枝５４７   
南房総市 66-3                          川尻 南房総市久枝５０７   
南房総市 66-3                          新紺屋 南房総市久枝５８１   
南房総市 66-3                          忠兵ヱ 南房総市久枝７４４   
南房総市 66-3                          まごえむ 南房総市久枝７４２－２   
南房総市 66-3                          平五郎 南房総市久枝７３７   
南房総市 66-3                          五郎兵衛 南房総市久枝６３９   
南房総市 66-3                          治郎吉 南房総市久枝５３１   
南房総市 66-3                          堂の前 南房総市久枝５１９   
南房総市 66-3                          甚兵衛 南房総市久枝４８７   
南房総市 66-3                          栗原荘 南房総市久枝７３５   
南房総市 66-3                          大謙館 南房総市久枝７４５   
南房総市 66-3                          小池荘 南房総市久枝７３０   
南房総市 66-3                          いとう寮 南房総市久枝５６９   
南房総市 66-3                          久四郎 南房総市久枝４９５－３   
南房総市 66-3                          川定 南房総市久枝７５９   
南房総市 66-3                          下のたかや 南房総市久枝７４２－１   
南房総市 66-3                          武エ門 南房総市久枝７３８   
南房総市 66-3                          川忠 南房総市久枝７６３   
南房総市 66-3                          仁佐エ門 南房総市久枝７５８   
南房総市 66-3                          さじむ 南房総市久枝５５８   
南房総市 66-3                          藤右エ門 南房総市久枝７５０   
南房総市 66-3                          岩井館 南房総市久枝７３６   
南房総市 66-3                          三富荘 南房総市久枝３４３   
南房総市 66-3                          加エ門 南房総市久枝５７１   
南房総市 66-3                          北原荘 南房総市久枝５４３   
南房総市 66-3                          民宿金三郎 南房総市久枝５３６   
南房総市 66-3                          金兵衛 南房総市久枝５２６   
南房総市 66-3                          蔵屋敷 南房総市久枝６０８   
南房総市 66-3                          田中屋 南房総市久枝５２３   
南房総市 66-3                          権次郎 南房総市久枝４９３   
南房総市 66-3                          新六 南房総市久枝７４８   
南房総市 66-3                          伝次郎 南房総市久枝４３６   
南房総市 66-3                          長左衛門 南房総市久枝５２３   
南房総市 66-3                          やまげん 南房総市久枝５６３－１   
南房総市 66-3                          田村荘 南房総市久枝５３６－２   
南房総市 66-3                          沼田 南房総市久枝４９６ 外   
南房総市 66-3                          庄兵衛 南房総市久枝５８３   
南房総市 66-3                          長四郎 南房総市久枝４７８ 外   
南房総市 66-3                          川徳 南房総市久枝７４６ 外   
南房総市 66-3                          沢金 南房総市久枝６４３－１－２   
南房総市 66-3                          三衛兵 南房総市久枝６４２   
南房総市 66-3                          青木屋 南房総市久枝５１６－４   
南房総市 66-3                          庄右衛門 南房総市久枝７５２   
南房総市 66-3                          川きん 南房総市久枝７４９   
南房総市 66-3                          民宿よえむ荘 南房総市久枝５４５   
南房総市 66-3                          元右エ門 南房総市久枝７３４－１   
南房総市 66-3                          さじべい荘 南房総市久枝５５２   
南房総市 66-3                          民宿丸川 南房総市久枝４７７   
南房総市 66-3                          立石荘 南房総市久枝７６１   
南房総市 66-3                          川きん別館 南房総市久枝６４４－２   
南房総市 66-3                          伝次郎館 南房総市久枝５３４   
南房総市 66-3                          浜甚 南房総市久枝５０５   
南房総市 66-3                          （有）甚五郎商会 南房総市久枝５８２   
南房総市 66-3                          長四郎 南房総市久枝４７７－３   
南房総市 66-3                          下隠居 南房総市久枝４９４   
南房総市 66-3                          民宿安兵衛 南房総市久枝５０８－１   
南房総市 66-3                          庄右エ門 南房総市高崎１１６６   
南房総市 66-3                          清三館 南房総市高崎１４５７   
南房総市 66-3                          岩婦館 南房総市高崎５８４   
南房総市 66-3                          新宅 南房総市高崎１３７１   



南房総市 66-3                          長兵衛 南房総市高崎１４６２   
南房総市 66-3                          南 南房総市高崎１４５０   
南房総市 66-3                          清八 南房総市高崎１３３８－９   
南房総市 66-3                          石塚 南房総市高崎１３３２   
南房総市 66-3                          渡辺 南房総市高崎１１６５   
南房総市 66-3                          永井正治 南房総市高崎１４４６   
南房総市 66-3                          孫エム 南房総市高崎１４１８   
南房総市 66-3                          惣四郎 南房総市高崎１４４８   
南房総市 66-3                          利助 南房総市高崎１２４９－２   
南房総市 66-3                          とのだ 南房総市高崎１６１８－１４   
南房総市 66-3                          魚赤 南房総市高崎１３０９   
南房総市 66-3                          たがや 南房総市高崎１１５９   
南房総市 66-3                          杉田丸 南房総市高崎１３３７   
南房総市 66-3                          権右衛門 南房総市高崎１１５２   
南房総市 66-3                          民宿川名工務店 南房総市高崎１４３１－２   
南房総市 66-3                          かわな館 南房総市高崎１３６６   
南房総市 66-3                          佐野荘 南房総市高崎１４５５   
南房総市 66-3                          よいち荘 南房総市高崎１４４２   
南房総市 66-3                          里見館 南房総市高崎１４１７   
南房総市 66-3                          又左エ門 南房総市高崎１４１１   
南房総市 66-3                          栄助 南房総市高崎１１５７   
南房総市 66-3                          しんどう 南房総市高崎１１５２   
南房総市 66-3                          岩婦伏姫荘 南房総市高崎１１７－４   
南房総市 66-3                          南荘 南房総市高崎１６０６－１   
南房総市 66-3                          民宿すなだ 南房総市高崎１２９８－１   
南房総市 66-3                          永井荘 南房総市高崎１３６８   
南房総市 66-3                          山ノ根 南房総市小浦２６６   
南房総市 66-3                          弁天鉱泉 南房総市小浦４８７   
南房総市 66-3                          岡田荘 南房総市小浦３２３   
南房総市 66-3                          角文旅館 南房総市小浦２５０   
南房総市 66-3                          民宿うらべ 南房総市小浦２９１－１１   
南房総市 66-3                          富久屋旅館 南房総市市部１３３   
南房総市 66-3                          しが 南房総市市部１００   
南房総市 66-3                          寿荘 南房総市市部１６５－１－１１   
南房総市 66-3                          御目井戸 南房総市高崎１１７５   
南房総市 66-3                          石井商店 南房総市竹内３４０   
南房総市 66-3                          旅館 甚五郎 南房総市久枝６０８－３，９   
南房総市 66-3                          練馬区立岩井少年自然の家 南房総市久枝８３７   
南房総市 66-3                          民宿角福 南房総市久枝５５０   
南房総市 66-3                          孝楽 南房総市高崎１４５９－１   
南房総市 67                            南総クリーン 南房総市井野４０４   
南房総市 81                        民宿甚平 南房総市久枝４５４   
南房総市 81                        南房総市立富山国保病院 南房総市平久里中１４１０－１   
南房総市 71                            南総石油株式会社 南房総市市部１５８   
南房総市 71                            (有)松坂屋商店 南房総市高崎１１９９－３   
南房総市 81                        北区立岩井学園 南房総市久枝414   
南房総市 72                      道の駅富楽里とみやま 南房総市二部２２１１   
南房総市  3  ｲ                         富山町漁業協同組合加工施設 南房総市高崎１７６４－６   
南房総市  1-2                          高常ビーフ牧場 南房総市池ノ内２８   
南房総市  2  ﾊ                         セントシュバイン食肉加工室 南房総市池ノ内２６８   
南房総市  4                            寿食品(株)惣菜第２工場 南房総市川田９１   
南房総市 16                            （株）吉田屋三芳工場 南房総市下堀２６４   
南房総市 54                            三滝コンクリート 南房総市明石１００   
南房総市 81                        (医)光洋会 介護老人保健施設 光栄館 南房総市谷向１６６－１   
南房総市  2                            農産物処理加工施設 南房総市川田８３－１   
南房総市  4                            寿商店 安房工場 南房総市谷向８６   
南房総市 71                            有限会社 溝口正商店 南房総市本織５５－２   
南房総市 71                            有限会社 中村商店 南房総市池之内６８８－１   
南房総市 71                            有限会社 ヨシノ 南房総市本織３７０   
南房総市 10  ｲ                         三芳村 かあさんの味工場 安房麦酒 南房総市谷向394-1   
南房総市 81                        三芳村物産センター 南房総市川田83-2   
南房総市 66-3ｲ                         セントシュバインズゲストイハウス 南房総市池之内２６８   
南房総市 66-3                          ホテル南海荘 南房総市白浜町白浜６２３－１３   
南房総市 66-3                          グランドホテル太陽 南房総市白浜町白浜３５３５－５   
南房総市 66-3                          紋屋旅館 南房総市白浜町白浜２３２   

南房総市 66-3ｲ                         平助旅館 南房総市白浜町乙浜４７１－３１，３２，４１，４２   

南房総市 72                      白浜オーシャンリゾート 南房総市白浜町白浜２７８４   
南房総市 72                      南国ホテル 南房総市白浜町白浜２５４４－１   
南房総市 72                      ブランコスタ白浜 南房総市白浜町白浜３５４２   



南房総市 72                      アベイル白浜 南房総市白浜町乙浜４８２－６   
南房総市 72                      エスカール白浜 南房総市白浜町白浜２３２－４   
南房総市  3                            飯田商店 南房総市白浜町乙浜１２６８－８   
南房総市  3                            （有）家満喜商店 南房総市白浜町乙浜４７１－３６   
南房総市 10                            （有）平野酒造店 南房総市白浜町白浜４７７７   
南房総市 17                            金木豆腐店 南房総市白浜町白浜２９９８   
南房総市 66-3                          ろや 南房総市白浜町白浜６２７－２６   
南房総市 66-3                          白浜ドライブインセンター喜栄美 南房総市白浜町白浜６２３   
南房総市 66-3                          あきば 南房総市白浜町白浜１１５   
南房総市 66-3                          浜吉 南房総市白浜町白浜３４９４（３４９）   
南房総市 66-3                          おしもと 南房総市白浜町白浜４１３４   
南房総市 66-3                          えびね荘 南房総市白浜町白浜４６８６－１   
南房総市 66-3                          長重郎 南房総市白浜町白浜３８６２   
南房総市 66-3                          浜田荘 南房総市白浜町白浜２８２６－４   
南房総市 66-3                          清風荘 南房総市白浜町白浜３００６   
南房総市 66-3                          新明荘 南房総市白浜町白浜２２３４   
南房総市 66-3                          魚為荘 南房総市白浜町白浜４３３－２   
南房総市 66-3                          ホテル黒岩 南房総市白浜町白浜４０５－２   
南房総市 66-3                          丸玉 南房総市白浜町白浜５９４３   
南房総市 66-3                          三久 南房総市白浜町白浜４７８４－２   
南房総市 66-3                          （有）松本荘 南房総市白浜町白浜４６８６－２５   
南房総市 66-3                          いづみ荘 南房総市白浜町白浜３５１５   
南房総市 66-3                          とがし 南房総市白浜町白浜４６８６－２５，２７   
南房総市 66-3                          加瀬 南房総市白浜町白浜６２３－４６   
南房総市 66-3                          くぼやま 南房総市白浜町白浜４７８８－６   
南房総市 66-3                          （株）房南 南房総市白浜町白浜３５３５－５   
南房総市 66-3                          黒潮 南房総市白浜町白浜５６０８－３   
南房総市 66-3                          吾荘 南房総市白浜町白浜２８５５－１   
南房総市 66-3                          民宿源十郎 南房総市白浜町白浜５９４７－２   
南房総市 66-3                          まき乃 南房総市白浜町滝口７２０９－４   
南房総市 66-3                          旅荘すなとり 南房総市白浜町滝口４６４９   
南房総市 66-3                          みなと屋 南房総市白浜町滝口６３２７－１   
南房総市 66-3                          仙道 南房総市白浜町滝口１４４０   
南房総市 66-3                          吉田勝 南房総市白浜町滝口６３２７－１   
南房総市 66-3                          善平 南房総市白浜町滝口６２３５   
南房総市 66-3                          よしだ屋 南房総市白浜町滝口６３２７－１   
南房総市 66-3                          ホテルジャングルパレス 南房総市白浜町根本１４５４－３７   
南房総市 66-3                          源氏 南房総市白浜町根本１６２４－１３７   
南房総市 66-3                          石田屋 南房総市白浜町乙浜６３３－８   
南房総市 66-3                          三宅荘 南房総市白浜町乙浜７０６－１   
南房総市 66-3                          しまや 南房総市白浜町乙浜１３０４外   
南房総市 66-3                          きむら 南房総市白浜町乙浜４７９－１外   
南房総市 66-3                          南荘 南房総市白浜町乙浜１３０１－２   
南房総市 66-3                          たかはし 南房総市白浜町乙浜９７４－１   
南房総市 66-3                          成田 南房総市白浜町乙浜６１２   
南房総市 66-3                          中村世紀夫 南房総市白浜町乙浜１２５０－１外   
南房総市 66-3                          花房 南房総市白浜町乙浜１０２４－１   
南房総市 66-3                          あぶらや 南房総市白浜町乙浜４７１－４４   
南房総市 66-3                          はまゆう 南房総市白浜町滝口６２０２－５   
南房総市 66-3                          最南端 南房総市白浜町滝口６７６８   
南房総市 66-3                          勘太郎 南房総市白浜町白浜５６０８－２   
南房総市 67                            山口クリーニング店 南房総市白浜町滝口１４６７－５   
南房総市 71                            南国石油(株) 南房総市白浜町白浜２５４４－１   
南房総市 66-3ｲ                         ｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ夢みさき 南房総市千倉町瀬戸３１３７   
南房総市 66-4                          南房総市朝夷学校給食センター 南房総市千倉町北朝夷６３０   
南房総市 67                            野口クリーニング 南房総市千倉町南朝夷１０５１ ▲
南房総市 72                      南房総市千倉衛生センター 南房総市千倉町瀬戸３３１   
南房総市  1-2                          石川勲 南房総市千倉町川合２５０   
南房総市  1-2                          千倉町酪農組合川合地区共同牛舎 南房総市千倉町川合２６７－１   
南房総市  1-2                          千倉町酪農組合長井地区共同牛舎 南房総市千倉町瀬戸４７   
南房総市  1-2ﾛ                         渡辺登 南房総市千倉町瀬戸３３０１   
南房総市  3                            松崎商店 南房総市千倉町北朝夷２８９８   
南房総市  3                            大阪屋 南房総市千倉町北朝夷２８４３   
南房総市  3                            大和水産（株） 南房総市千倉町北朝夷２９６７   
南房総市  3                            新井商店（万年屋） 南房総市千倉町忽戸６１９－１   
南房総市  3                            長七商店 南房総市千倉町北朝夷２８９１－１   
南房総市  3                            石井商店 南房総市千倉町北朝夷２８４７   
南房総市  3                            元助商店 南房総市千倉町南朝夷１１９３   
南房総市  3                            高木商店 南房総市千倉町北朝夷２８４７   
南房総市  3                            高木水産 南房総市千倉町忽戸１２   



南房総市  3                            庄佐エ門 南房総市千倉町平舘８４０   
南房総市  3                            ろ屋商店 南房総市千倉町平舘７６６   
南房総市  3                            明神丸商店 南房総市千倉町平舘７３６   
南房総市  3                            （株）附木屋 南房総市千倉町平舘７６３－１４   
南房総市  3                            忽三商店 南房総市千倉町忽戸５１４   
南房総市  3                            源治郎商店 南房総市千倉町北朝夷２９４１   
南房総市  3                            青柳商店 南房総市千倉町北朝夷２８５５   
南房総市  3                            カネタ商店 南房総市千倉町平舘８８０   
南房総市  3                            木屋商店 南房総市千倉町平舘７２０   
南房総市  3                            山忠商店 南房総市千倉町北朝夷２８２２   
南房総市  3                            下羽敬次郎商店 南房総市千倉町忽戸５３７   
南房総市  3                            マルエ商店 南房総市千倉町平舘７６３－４４   
南房総市  3                            ちくら水産(有)丸吉工場 南房総市千倉町平館７６３   
南房総市  3                            亀屋水産（有） 南房総市千倉町瀬戸３１８８－１   
南房総市  3                            鵜野喜助商店 南房総市千倉町北朝夷２８４５   
南房総市  3                            （有）石井商店 南房総市千倉町北朝夷２８４５   
南房総市  3                            宮本商店 南房総市千倉町平舘７９４   
南房総市  3                            荒井商店 南房総市千倉町川口１５２－３   
南房総市  3                            水嶋商店 南房総市白子１３３   
南房総市  3                            （有）熊次郎商店 南房総市千倉町北朝夷２８３９   
南房総市  3                            丸一商店 南房総市千倉町北朝夷２８９２   
南房総市  3                            花屋商店 南房総市千倉町平舘７０４   
南房総市  3                            田中 南房総市千倉町北朝夷２９６７－１８   
南房総市  3                            木原商店 南房総市千倉町平舘８９１－１５   
南房総市  3                            松崎 南房総市千倉町北朝夷２８９８   
南房総市  3                            安藤商店 南房総市千倉町平舘８４６   
南房総市  3                            （有）羽山商店 南房総市千倉町忽戸５３３   
南房総市  3                            相川商店 南房総市千倉町北朝夷３８３－２   
南房総市  3                            新藤商店 南房総市千倉町白間津２７６   
南房総市  3                            大野屋商店 南房総市千倉町平舘７６３   
南房総市  3                            家満嘉商店水産加工場 南房総市白子２７１４   
南房総市  3                            大野屋商店 南房総市千倉町平舘６８１   
南房総市  3  ｲ                         ハクダイ食品本社工場 南房総市千倉町白子１５３９   
南房総市  3                            青柳商店 南房総市千倉町北朝夷２８４８   
南房総市  3                            千倉水産加工開発協同組合 南房総市千倉町大川１１１４   
南房総市  4                            （有）さんすい漬物 南房総市千倉町川戸８４２－１   
南房総市 10                            （有）野村屋本店 南房総市千倉町北朝夷２１２   
南房総市 12                            竹口商店 南房総市千倉町瀬戸３３９－３   
南房総市 12                            竹口宏 南房総市千倉町瀬戸３６３－１   
南房総市 16                            田中製鋼所 南房総市千倉町平舘７２１   
南房総市 16                            （有）立川商店 南房総市千倉町北朝夷５５１－１   
南房総市 17                            鴨屋豆腐店 南房総市千倉町瀬戸２０７０   
南房総市 17                            関口豆腐店 南房総市千倉町北朝夷１７２   
南房総市 17                            小沢豆腐店 南房総市白子１６０７   
南房総市 17                            川上豆腐店 南房総市千倉町千田１１９９   
南房総市 17                            真砂や豆腐店 南房総市千倉町平舘７２２   
南房総市 66-3                          八五郎 南房総市千倉町南朝夷１１７３   
南房総市 66-3                          高木簡易宿所 南房総市千倉町南朝夷１１９３   
南房総市 66-3                          安田荘 南房総市千倉町南朝夷１１３６   
南房総市 66-3                          鈴丸 南房総市千倉町南朝夷１１８２   
南房総市 66-3                          さかもと荘 南房総市千倉町南朝夷１０９４   
南房総市 66-3                          勘六 南房総市千倉町南朝夷１１５２   
南房総市 66-3                          千倉温泉千倉館 南房総市千倉町南朝夷１０４５   
南房総市 66-3                          浜の文治 南房総市千倉町南朝夷１１４８－２０   
南房総市 66-3                          清十郎 南房総市千倉町南朝夷１１４８－２２   
南房総市 66-3                          民宿ろ徳 南房総市千倉町南朝夷１２０４   
南房総市 66-3                          釣宿大黒屋 南房総市千倉町南朝夷１１６５－２－１   
南房総市 66-3                          木綿屋 南房総市千倉町南朝夷１０９８   
南房総市 66-3                          民宿すなはま 南房総市千倉町南朝夷１１４８－３３   
南房総市 66-3                          丸山 南房総市千倉町南朝夷１１４８   
南房総市 66-3                          べんこん 南房総市千倉町北朝夷２９５０   
南房総市 66-3                          民宿権太郎 南房総市千倉町北朝夷７０－２   
南房総市 66-3                          正油屋 南房総市千倉町北朝夷５３３   
南房総市 66-3                          鈴木屋 南房総市千倉町北朝夷２８０１   
南房総市 66-3                          民宿べんこん 南房総市千倉町北朝夷２８５４－８９   
南房総市 66-3                          清左エ門 南房総市千倉町北朝夷２９６５－１９   
南房総市 66-3                          民宿若竹 南房総市千倉町北朝夷２８３０－２   
南房総市 66-3                          六平風林荘 南房総市千倉町北朝夷２６０   
南房総市 66-3                          民宿小倉ボタン 南房総市千倉町北朝夷２９６７－９   
南房総市 66-3                          ひまわり荘 南房総市千倉町北朝夷２８３２－１,２,３   



南房総市 66-3                          旅館栖原屋 南房総市千倉町北朝夷２８８６－１－２   
南房総市 66-3                          千倉自動車教習所宿所 南房総市千倉町北朝夷２９６７－２   
南房総市 66-3                          みやしろ荘 南房総市千倉町北朝夷２９６５－４   
南房総市 66-3                          ホテル千倉 南房総市千倉町瀬戸２９８０－１２   
南房総市 66-3                          民宿玉 南房総市千倉町瀬戸３００６－７   
南房総市 66-3                          せと川 南房総市千倉町瀬戸３１７９   
南房総市 66-3                          丸山かもめ荘 南房総市千倉町瀬戸２３４４－１３   
南房総市 66-3                          宝屋旅館ホテル瀬戸浜 南房総市千倉町瀬戸２９８０－３   
南房総市 66-3                          清安食堂 南房総市千倉町瀬戸３１７１－１   
南房総市 66-3                          旅館天乃家 南房総市千倉町瀬戸２９１０   
南房総市 66-3                          講談社千倉海の家 南房総市千倉町瀬戸２９８０   
南房総市 66-3                          旅館矢原荘 南房総市千倉町瀬戸３２９１   
南房総市 66-3                          橘荘 南房総市千倉町瀬戸２９８－３８   
南房総市 66-3                          ペンションマカロニ 南房総市千倉町瀬戸２９６１－１   
南房総市 66-3                          電源開発（株）千倉保養所 南房総市千倉町瀬戸2881-2   
南房総市 66-3                          和風ペンションニュー川善 南房総市千倉町瀬戸２９４４   
南房総市 66-3                          港屋 南房総市白子２７１１   
南房総市 66-3                          きんべい 南房総市白子２４３６   
南房総市 66-3                          ろ大工 南房総市白子１５４９－１   
南房総市 66-3                          本間荘 南房総市白子２４４８－２   
南房総市 66-3                          旅荘三田 南房総市千倉町白間津８６１－２， ８１９   
南房総市 66-3                          大浜荘 南房総市千倉町白間津８４２－１   
南房総市 66-3                          南映荘 南房総市千倉町白間津４２４－１   
南房総市 66-3                          釣宿甚四郎 南房総市千倉町白間津８０９－１   
南房総市 66-3                          魚数鮮魚店 南房総市千倉町白間津８３８－１３   
南房総市 66-3                          旅館初福 南房総市千倉町忽戸４８９－１   
南房総市 66-3                          正ちゃん 南房総市千倉町忽戸６４４－４   
南房総市 66-3                          彦次郎 南房総市千倉町平舘718-2   
南房総市 66-3                          民宿新さじべい 南房総市千倉町忽戸７３０－２   
南房総市 66-3                          民宿浜の佐平衛 南房総市千倉町忽戸７８８－２   
南房総市 66-3                          銀鱗荘ことぶき 南房総市千倉町忽戸６８４－２   
南房総市 66-3                          民宿大久保 南房総市千倉町忽戸９５８   
南房総市 66-3                          ペンションマリンブルー 南房総市千倉町大川１２１１   
南房総市 66-3                          風見鶏 南房総市千倉町川口１８８５   
南房総市 66-3                          民宿海花荘 南房総市千倉町川口２１８０－３   
南房総市 66-3                          磯浜旅館 南房総市千倉町川口２２１７   
南房総市 66-3                          ぶんざ 南房総市千倉町千田２８５   
南房総市 66-3                          かわかみ 南房総市千倉町千田２７１   
南房総市 66-3                          千田六治郎 南房総市千倉町千田１０５２－６   
南房総市 66-3                          千倉セミナーハウス 南房総市千倉町瀬戸２４２－１   
南房総市 66-3                          千倉ﾏﾘﾝﾊｳｽゆうユ－ 南房総市千倉町平磯２１７９－６   
南房総市 66-3                          民宿旅館 新屋 南房総市千倉町瀬戸２９８０－１７３   
南房総市 66-3                          旅館 青倉亭 南房総市千倉町瀬戸３１４０－１   
南房総市 67                            誠進舎クリーニング店 南房総市千倉町川口７２   
南房総市 67                            小幡屋クリーニング店 南房総市千倉町平舘６８６   
南房総市 67                            文治屋クリーニング店 南房総市千倉町南朝夷１１４８   
南房総市 67                            かじやクリーニング店 南房総市千倉町北朝夷９６８－２   
南房総市 67                            君塚クリーニング店 南房総市千倉町北朝夷２９６４   
南房総市 67                            ミズシマクリーニング 南房総市千倉町瀬戸１７９４－６   
南房総市 71                            日本石油千倉町寺庭給油所 南房総市千倉町北朝夷２７９   
南房総市 71                            堀忠商事（株） 南房総市千倉町北朝夷２８３０－２   
南房総市  3  ｲ                         東安房漁業協同組合 南房総市千倉町千田１０５１   
南房総市 71                            杉野石油(株) 千倉給油所 南房総市千倉町平舘７４０   
南房総市 71                            坂本石油(有)七浦給油所 南房総市千倉町平磯１３３４－１   
南房総市 71                            三田商店 白間津給油所 南房総市千倉町白間津６９６－１   
南房総市 71                            株式会社 鈴木商会 千倉給油所 南房総市千倉町北朝夷９７１－１   
南房総市 71                            有限会社 福原商店 南房総市白子３１３   
南房総市 71                            丸三石油 南房総市千倉町北朝夷２８９８   
南房総市 71                            株式会社 堀江商店 千倉営業所 南房総市千倉町平磯７２４   
南房総市 66-3ｲ                         民宿 花倉 南房総市千倉町大川1114-1   
南房総市 66-3ﾊ                         宿,ひろば 南房総市千倉町宇田128   
南房総市 66-3ｲ                         Ｃ－ＣＡＢＩＮ 南房総市千倉町忽戸848-1   
南房総市 66-3                          旅館 平重郎 南房総市白浜町白浜7133   
南房総市 66-3                          民宿旅館  政右エ門 南房総市千倉町忽戸497-1   
南房総市  3  ｲ                         丸三水産株式会社 南房総市千倉町平舘798-4   
南房総市 68                            塩田商事(株)白浜現像所 南房総市白浜町滝口字浜田7208   
南房総市 71-2ｲ                         千葉県水産総合研究センター 南房総市千倉町平磯2492   
南房総市 68                            ニイジマ写真館 南房総市千倉町北朝夷203   
南房総市 66-3ｲ                         ロングフィールド 南房総市千倉町北朝夷２９６５－４   
南房総市  2                            三芳村生産グループ 南房総市山名2322   



南房総市 72                      三芳病院 南房総市本織４７   
南房総市 74                        三芳家畜排せつ物処理施設 南房総市上滝田１０１１，１０１２   
南房総市 66-3                          ホテル「ローズマリーしおさい」 南房総市白子２７９２   
南房総市 67                            クリーニングみつみね 南房総市古川３７８   
南房総市 72                      フラワーコースト南房丸山 南房総市白子２６９８   
南房総市  1-2                          薦岡敦 南房総市珠師ケ谷４５５－１   
南房総市  1-2                          北見行孝 南房総市宮下５３６   
南房総市  1-2                          加茂酪農団地 南房総市加茂１３５４－１   
南房総市  1-2                          御子神勝己 南房総市宮下１７９７   
南房総市  1-2                          北見正和 南房総市宮下４７４   
南房総市  1-2                          薦岡敦 南房総市珠師ケ谷４６０   
南房総市 17                            小熊豆腐店 南房総市安馬谷３３４５   
南房総市 66-3                          イスキヤアイランド出喜家島 南房総市白子２１２３   
南房総市 66-3                          亀田屋 南房総市和田町海発３６４   
南房総市 71                            安房農業協同組合 豊田給油所 南房総市岩糸２５０１－１   
南房総市 71                            金井石油 丸山給油所 南房総市石堂１１３－１   
南房総市  1-2ﾛ                         角田牧場 南房総市和田町中三原５９１   
南房総市  1-2ﾛ                         佐久間牧場 南房総市和田町中三原５７１   
南房総市  1-2ﾛ                         佐久間牧場 南房総市和田町中三原２４９   
南房総市  1-2ﾛ                         ＪＡ南房肉用仔牛哺育センター 南房総市和田町下三原２３１   
南房総市  2                            安房自然牛乳プラント 南房総市和田町中三原５０１   
南房総市  3                            外房捕鯨（株）和田解剖場 南房総市和田町和田６６２－２   
南房総市  3                            小泉隆二商店 南房総市和田町真浦１０６   
南房総市  3                            （有）植長商店 南房総市和田町和田６５８   
南房総市  3                            （有）吉野梅吉商店 南房総市和田町仁我浦９５８   
南房総市  3                            亀田商店 南房総市和田町和田３８８   
南房総市  3                            外房捕鯨（株） 南房総市和田町仁我浦９５８   
南房総市 17                            新太郎豆腐店 南房総市和田町和田５９２   
南房総市 17                            大原屋 南房総市和田町下三原３４０   
南房総市 17                            庄司豆腐店 南房総市和田町和田３９０   
南房総市 66-3                          永福屋旅館 南房総市和田町和田４０９   
南房総市 66-3                          八岳ヱ 南房総市和田町和田４７８－４   
南房総市 66-3                          浜の丸松 南房総市和田町和田６５６－１   
南房総市 66-3                          都亭旅館 南房総市和田町仁我浦１３３－１   
南房総市 66-3                          じんざ 南房総市和田町仁我浦６００－１   
南房総市 66-3                          醤油屋 南房総市和田町真浦６   
南房総市 66-3                          民宿旅館安田 南房総市和田町柴２２０   
南房総市 66-3                          源助 南房総市和田町花園９２８   
南房総市 66-3                          岩波旅館 南房総市和田町花園９６４－１   
南房総市 66-3                          ドライブイン花園 南房総市和田町花園１４０   
南房総市 66-3                          半兵衛 南房総市和田町花園９６３   
南房総市 66-3                          南総園 南房総市和田町花園１２６   
南房総市 66-3                          ペンションナッキー 南房総市和田町花園１１９－１、－２   
南房総市 66-3                          旅館沖見屋 南房総市和田町下三原３９３   
南房総市 67                            吉野クリーニング 南房総市和田町和田５８４   
南房総市 71                            （有）かえみ商店 南房総市和田町松田８７１   
南房総市 71                            （有）和田商店 南房総市和田町真浦６   
南房総市 71                            安房農業協同組合 南三原給油所 南房総市和田町下三原３８９－５   
南房総市 71                            富士スタンド 南房総市和田町下三原４００   
南房総市 71                            三菱石油 和田給油所 南房総市和田町海発２３   
南房総市 71                            岡島自動車工業(株) 南房総市和田町花園１０９   
南房総市 66-3ｲ                         ゲストハウス 美よし 南房総市和田町柴816   
南房総市  4  ﾛ                         小さなキムチ工場 南房総市和田町仁我浦４－５の一部   
南房総市 66-3ｲ                         サウスバ－ドイン 南房総市白子2591-1､2592   
南房総市 66-3ｲ                         南総食虫植物園(南総園) 南房総市丸本郷８０７   
南房総市 66-3ｲ                         たくましい房総農業･交流施設 南房総市和田町上三原1246   
南房総市  1-2ﾛ                         畜産総合研究ｾﾝﾀｰ嶺岡乳牛研究所 南房総市大井686   
南房総市 64-2ｲ                         南房総市水道事業 小向浄水場 南房総市和田町上三原１０２８番地１   
南房総市 71-2ｲ                         千葉県立安房拓心高等学校 南房総市和田町海発1604 ▲
南房総市 71-2ｲ                         千葉県立安房拓心高等学校協和農場 南房総市和田町海発1301-1   
南房総市 71-4                          三芳水道企業団 増間浄水場 南房総市増間５２３   
南房総市 66-3ｲ                         ホテルＣＡＲＯ 南房総市白浜町滝口５５８０－６外   
南房総市 72                      南房総 道楽園 南房総市富浦町深名５０５－１   
南房総市  3  ｲ                         （株）利左エ門 南房総市千倉町瀬戸２９０８－１   
南房総市 66-3ｲ                         シーサイドヴィラ サンタモニカ 南房総市千倉町白間津１５５４   
南房総市 66-3                          房総白浜ウミサトホテル 南房総市白浜町白浜字汐浦蓮７０３４   
南房総市  3  ｲ                         カネス水産有限会社 南房総市千倉町平舘738番地   
南房総市 72                      ライズリゾート 南房総市白浜町白浜2830   
南房総市  3  ｲ                         有限会社 アンドーフーズ 第２工場 南房総市千倉町平舘720-1   
南房総市 66-4                          南房総市内房学校給食センター 南房総市平久里中1350-1   



南房総市 66-3ﾊ                         デュエットリゾート白浜 南房総市白浜町白浜２５６４   
南房総市 66-3ﾊ                         デュエットリゾート千倉カトレア 南房総市千倉町白子字元濱２７０２－１   
南房総市 66-3ﾊ                         海郷 南房総市白浜町白浜３５５９－１   
南房総市  1-2ﾛ                         小泉牧場 南房総市千倉町瀬戸字堀ノ内２４５他   
南房総市 71-3                          鋸南地区環境衛生組合 大谷クリーンセンター 南房総市検儀谷２６０   
南房総市 66-3                          杉田荘 南房総市高崎１２２６－３   
南房総市 66-3                          BASECAMP 南房総市千倉町白子２５２１－６   
南房総市 81                        南房総市富山ふれあいスポーツセンター 南房総市久枝１０２４番地   
南房総市 66-4                          外房地区学校給食共同調理場 南房総市沓見２７０５   
南房総市 66-6                          南房総市プライベートドライブコース 南房総市富浦町大津１０１５   
南房総市 72                      （仮称）南房総市汚泥再生処理センター 千葉県南房総市御庄   
南房総市 10  ﾍ                         ぺナシュール房総株式会社大井倉蒸留所 千葉県南房総市千倉町南朝夷１０１９   
南房総市  3  ﾎ                         有限会社与助丸商店 千葉県南房総市白浜町滝口5580-198   
鋸南町 67                            本間クリーニング店 安房郡鋸南町竜島１９１－９ ○
鋸南町 72                      鋸南地区堤ヶ谷クリーンセンター 安房郡鋸南町下佐久間５４４－１   
鋸南町 72                      鋸南町谷田団地処理場 安房郡鋸南町元名字中原１１５４   
鋸南町 81                        鋸南町国民健康保険鋸南病院 安房郡鋸南町保田３５９   
鋸南町  1-2                          鋸南町酪農組合第一団地 安房郡鋸南町横根字藤田１８６   
鋸南町  1-2                          鋸南町酪農組合第二団地 安房郡鋸南町中佐久間長井１０６８   
鋸南町  3                            （有）大福商店第三勝山冷凍工場 安房郡鋸南町下佐久間４１５   
鋸南町  3                            第二保田冷凍工場 安房郡鋸南町大帷子３４２   
鋸南町  3                            第三勝山冷凍工場 安房郡鋸南町下佐久間４１５   
鋸南町  3                            北海水産加工（株） 安房郡鋸南町保田927   
鋸南町 17                            佐野豆腐店 安房郡鋸南町勝山３３０   
鋸南町 17                            小島豆腐店 安房郡鋸南町保田４２６   
鋸南町 17                            若松屋豆腐店 安房郡鋸南町保田１９７   
鋸南町 17                            重田豆腐店 安房郡鋸南町大帷子４２０   
鋸南町 66-3                          民宿 おしなや別館 安房郡鋸南町勝山４１３－９   
鋸南町 66-3                          神子 安房郡鋸南町勝山３５７   
鋸南町 66-3                          松井 安房郡鋸南町勝山３８３   
鋸南町 66-3                          勝山亭 安房郡鋸南町勝山４１３   
鋸南町 66-3                          沼平旅館 安房郡鋸南町勝山４０１   
鋸南町 66-3                          勝山荘 安房郡鋸南町勝山４１３－４   
鋸南町 66-3                          大平 安房郡鋸南町保田１７９   
鋸南町 66-3                          千葉相互銀行健康保険組合保養所保田荘 安房郡鋸南町保田２１９－４   
鋸南町 66-3                          石川 安房郡鋸南町保田８５   
鋸南町 66-3                          山清 安房郡鋸南町保田８５   
鋸南町 66-3                          佃屋 安房郡鋸南町保田２３７   
鋸南町 66-3                          久四郎 安房郡鋸南町保田２２３   
鋸南町 66-3                          半十郎 安房郡鋸南町保田３５７   
鋸南町 66-3                          川崎 安房郡鋸南町保田３５１－１０   
鋸南町 66-3                          新兵ヱ 安房郡鋸南町保田１３－１１   
鋸南町 66-3                          あさや 安房郡鋸南町保田２１６   
鋸南町 66-3                          半治郎 安房郡鋸南町保田１５０   
鋸南町 66-3                          保田海ノ家（川名） 安房郡鋸南町保田５５   
鋸南町 66-3                          プルマリーヌ 安房郡鋸南町保田２７４－１   
鋸南町 66-3                          北見釣具店 安房郡鋸南町元名１３６   
鋸南町 66-3                          下原茂右エ門 安房郡鋸南町元名９６４   
鋸南町 66-3                          穴口荘 安房郡鋸南町元名９４８   
鋸南町 66-3                          次郎エ門 安房郡鋸南町元名４３８   
鋸南町 66-3                          三郎左エ門 安房郡鋸南町元名９６１   
鋸南町 66-3                          三共ドライブイン 安房郡鋸南町元名１０３０   
鋸南町 66-3                          藤重郎 安房郡鋸南町元名８０２   
鋸南町 66-3                          池田 安房郡鋸南町大六７８－８   
鋸南町 66-3                          川又荘 安房郡鋸南町大六８４   
鋸南町 66-3                          金木 安房郡鋸南町大六７８－９   
鋸南町 66-3                          川崎荘 安房郡鋸南町大六９２－３   
鋸南町 66-3                          イオングル－プ健康保険組合勝山荘 安房郡鋸南町大六１０６９－２   
鋸南町 66-3                          ふじや 安房郡鋸南町大六１０５－４   
鋸南町 66-3                          三田荘 安房郡鋸南町大六１１２－１   
鋸南町 66-3                          大漁荘 安房郡鋸南町大帷子４１６－６   
鋸南町 66-3                          庄次郎 安房郡鋸南町大帷子４０８   
鋸南町 66-3                          寺本 安房郡鋸南町大帷子２８５   
鋸南町 66-3                          重田 安房郡鋸南町大帷子３１１   
鋸南町 66-3                          富士石油（株）勝山保養所 安房郡鋸南町下佐久間３６８８－３   
鋸南町 66-3                          池田 安房郡鋸南町竜島９０２   
鋸南町 66-3                          大平 安房郡鋸南町竜島４３   
鋸南町 66-3                          かえむ 安房郡鋸南町竜島４６   
鋸南町 66-3                          南屋旅館 安房郡鋸南町竜島８   
鋸南町 66-3                          生貝文右エ門 安房郡鋸南町竜島１４４   



鋸南町 66-3                          重兵ヱ 安房郡鋸南町竜島１２４   
鋸南町 66-3                          新九平 安房郡鋸南町竜島９７３－５   
鋸南町 66-3                          三郎兵ヱ 安房郡鋸南町竜島１４５   
鋸南町 66-3                          与惣兵衛 安房郡鋸南町竜島２６２   
鋸南町 66-3                          半兵ヱ隠居 安房郡鋸南町竜島８０－２   
鋸南町 66-3                          紀伊の国屋 安房郡鋸南町竜島９７３   
鋸南町 66-3                          勘十郎 安房郡鋸南町竜島１６０   
鋸南町 66-3                          清和荘 安房郡鋸南町竜島１６５   
鋸南町 66-3                          東京都立日比谷高等学校勝山寮 安房郡鋸南町竜島９４５－１－２   
鋸南町 66-3                          須田 安房郡鋸南町竜島９４５   
鋸南町 66-3                          シーバースみさご 安房郡鋸南町竜島９７３－５   
鋸南町 66-3                          忠三 安房郡鋸南町竜島７６   
鋸南町 66-3                          まつのや 安房郡鋸南町竜島１６５   
鋸南町 66-3                          小松園 安房郡鋸南町竜島１３２   
鋸南町 66-3                          八王子停 安房郡鋸南町竜島１６５   
鋸南町 66-3                          日本製紙株式会社勝山海浜クラブ 安房郡鋸南町大六１０９   
鋸南町 66-3                          和風 ペンション沙朿 安房郡鋸南町吉浜５２６－１０   
鋸南町 66-3                          民宿竹翠 安房郡鋸南町保田１３－１３   
鋸南町 71                            （有）松井商店 安房郡鋸南町保田８７４   
鋸南町 81                        鋸南町役場 安房郡鋸南町下佐久間３４５８   
鋸南町 74                        鋸南町立中央公民館 安房郡鋸南町吉浜５１６   
鋸南町 81                        鋸南海洋センター 安房郡鋸南町竜島１１１１－６   
鋸南町 67                            文明舎クリーニング店 安房郡鋸南町竜島１７４ ▲
鋸南町 72                      東京都足立区立鋸南自然の家 安房郡鋸南町大帷子４７８   
鋸南町 71                            河野石油(有) 安房郡鋸南町小保田１７８   
鋸南町 71                            (有)渡ガソリンスタンド 安房郡鋸南町竜島８６３   
鋸南町 71                            福岡商店 安房郡鋸南町下佐久間７７６   
鋸南町 66-3ｲ                         かっちゃま清水宿舎 安房郡鋸南町下佐久間４４１－１   
鋸南町 81                        おどやスーパーセンター鋸南店 安房郡鋸南町吉浜字コンガ５２１－１   
鋸南町 66-6                          保田漁業協同組合「ばんや」 安房郡鋸南町吉浜９９－５   
鋸南町 68                            ﾌｫﾄｼｹﾞﾀ 安房郡鋸南町竜島867   
鋸南町 74                        ダイアパレス内房勝山 安房郡鋸南町竜島165-18   
鋸南町 66-3ｲ                         保田漁協「憩いの家」 安房郡鋸南町吉浜９９－５   
鋸南町 66-3ｲ                         元名ビーチホテル 安房郡鋸南町元名４４２   
鋸南町 66-6                          食事処第３ばんや 安房郡鋸南町吉浜９９－５の一部   
鋸南町 66-3ｲ                         紀伊乃国屋 安房郡鋸南町竜島９７０－１１   
鋸南町 66-3ﾊ                         釣宿 萬栄丸 安房郡鋸南町勝山87   
鋸南町 72                      道の駅 保田小学校 安房郡鋸南町保田７２４番地   
鋸南町 66-3                          川尻の丸市 安房郡鋸南町勝山３９４－７   
鋸南町 1                             （仮称）鋸南町都市交流施設周辺整備 安房郡鋸南町保田７５５


