
令和3年4⽉1⽇
№ 法⼈名カナ 法⼈名 住所

1 アートクリーンサービス アートクリーンサービス(株) ⾹取市佐原イ
2 アールエイショウカイ (有)アールエイ商会 ⾹取市⼭倉
3 アールシー (株)アールシー ⾹取市⼋⽇市場
4 アイケイショウジ アイケイ商事(株) ⾹取市⾍幡
5 アイシーエス (有)アイシーエス ⾹取市佐原イ
6 アイデン (株)Ｉ電 ⾹取市⾍幡
7 アイバラカワラコウギョウ (有)粟飯原⽡⼯業 ⾹取市佐原イ
8 アヴァン (株)アヴァン 東庄町⼩南
9 アオヤギショクヒン ⻘柳⾷品(株) ⾹取市与倉
10 アオヤギデンキ (有)⻘柳電機 ⾹取市⽶野井
11 アキヤウンソウ (有)秋⾕運送 多古町⼤⾼
12 アキヤマコウムテン (有)秋⼭⼯務店 ⾹取市下⼩野
13 アキヤマホケンジムショ (有)秋⼭保険事務所 ⾹取市佐原イ
14 アクティブ (有)アクティブ 多古町本三倉
15 アサチョウ (有)⿇兆 ⾹取市佐原イ
16 アサノ (有)浅野 神崎町神崎神宿
17 アサヒフドウサン (有)朝⽇不動産 ⾹取市⼩⾒川
18 アサマダイボクジョウ (有)浅間台牧場 ⾹取市岩部
19 アスカデンセツ 明⽇⾹電設(株) ⾹取市⼩⾒
20 アスナロジドウシャ (有)あすなろ⾃動⾞ 多古町船越
21 アスナロソウゴウホケンサービス (有)あすなろ総合保険サービス 多古町多古
22 アタリヤノウエン (株)アタリヤ農園 ⾹取市阿⽟川
23 アドバンス (株)アドバンス ⾹取市⼀ノ分⽬
24 アドバンスクリーンサービス (株)アドバンス・クリーンサービス⾹取市野⽥
25 アビルデンキショウカイ (有)畔蒜電気商会 ⾹取市佐原イ
26 アブラヤホンテン (有)油屋本店 多古町多古
27 アプリコット (有)アプリコット ⾹取市佐原ホ
28 アベケンセツ (有)安部建設 ⾹取市⾍幡
29 アポイント (株)アポイント 多古町船越
30 アヤメホケンサービス (有)アヤメ保険サービス ⾹取市佐原イ
31 アユート (株)AIUTO ⾹取市⼩⾒川
32 アライショウウン (有)荒井商運 ⾹取市佐原イ
33 アリイジドウシャショウカイ (有)有井⾃動⾞商会 多古町南⽟造
34 アンドウケンセツ (株)安藤建設 多古町多古
35 アンドウサンギョウ (株)安藤産業 多古町多古
36 イイジマキザイ 飯島機材(株) ⾹取市⼩⾒川
37 イイダ (株)飯⽥ 多古町南並⽊
38 イイダグリーン (有)飯⽥グリーン 東庄町窪野⾕
39 イイダサケテン (株)飯⽥酒店 多古町多古
40 イイダホンケ (株)飯⽥本家 ⾹取市⼩⾒川
41 イイダモータース (有)飯⽥モータース 多古町多古
42 イイモリセキユ 飯森⽯油(株) ⾹取市⼋⽇市場
43 イガラシショウカイホクソウエイギョウショ(株)五⼗嵐商会北総営業所 ⾹取市⻑岡
44 イケダキヘイショウテン (株)池⽥喜平商店 ⾹取市佐原イ
45 イケダヤ (株)池⽥屋 多古町⼗余三
46 イケダヤストア (有)池⽥屋ストア 多古町⼗余三
47 イシイコウギョウ ⽯井⼯業(株) ⾹取市北
48 イシイショテン (有)⽯井書店 東庄町笹川い
49 イシイセキザイ (有)⽯井⽯材 ⾹取市佐原イ
50 イシゲウンソウ (有)⽯⽑運送 ⾹取市⾼萩

会員名簿(正会員)



51 イシゲエン (株)⽯⽑園 ⾹取市桐⾕
52 イシゲデンセツ ⽯⽑電設(有) ⾹取市笹川い
53 イシゲドケン (有)⽯⽑⼟建 ⾹取市桐⾕
54 イシゲハウジング (株)⽯⽑ハウジング ⾹取市桐⾕
55 イシダカコウ (有)⽯⽥化⼯ ⾹取市新⾥
56 イシダケンセツ (有)⽯⽥建設 ⾹取市新⾥
57 イシダショウジ ⽯⽥商事(株) 神崎町神崎神宿
58 イシダデンキショウカイ (有)⽯⽥電気商会 多古町多古
59 イシヅショウジ ⽯津商事(株) ⾹取市北
60 イシバシ (有)イシバシ 神崎町⼩松
61 イシバシサンギョウ ⽯橋産業(株) ⾹取市野⽥
62 イシバシデンキコウジ (株)⽯橋電気⼯事 ⾹取市野⽥
63 イシバシトケイテン (資)⽯橋時計店 ⾹取市佐原イ
64 イシバシヒリョウテン (株)⽯橋肥料店 ⾹取市佐原イ
65 イシバシヤッキョク (有)イシバシ薬局 ⾹取市佐原イ
66 イシハラコウムテン (株)⽯原⼯務店 ⾹取市佐原イ
67 イシマサセイサクジョ (株)⽯政製作所 東庄町宮本
68 イシランソウ (有)⼀蘭荘 ⾹取市佐原イ
69 イセキコウギョウ (有)伊関興業 ⾹取市五郷内
70 イソトクショウテン (株)磯徳商店 ⾹取市佐原イ
71 イタクラ (株)板倉 ⾹取市佐原イ
72 イチゲンツウショウ (有)⼀元通商 ⾹取市富⽥
73 イチゴ （⼀社）苺 神崎町新
74 イトウコウムテン (資)伊藤⼯務店 ⾹取市⼤倉丁⼦
75 イトウセンスイコウギョウ 伊東潜⽔⼯業(株) ⾹取市⼩⾒川
76 イトウモータース (有)伊藤モータース 多古町多古
77 イトカワセイサクジョ (株)⽷川製作所 ⾹取市⾍幡
78 イナバノウキ (株)稲葉農機 ⾹取市野⽥
79 イノウ (株)伊能 ⾹取市観⾳
80 イノウエショウジ 井上商事(有) ⾹取市北
81 イノウエビヨウシツ (有)井上美容室 ⾹取市佐原イ
82 イノウエボウサイコウジ (有)井上防災⼯事 ⾹取市佐原ホ
83 イノハチ (株)イノハチ ⾹取市佐原ロ
84 イマイショウテン (資)今井商店 神崎町神崎本宿
85 イマイズミセツビ (有)今泉設備 ⾹取市新市場
86 イマイズミヤッキョク (有)今泉薬局 ⾹取市佐原イ
87 イマジンコーポレーション (有)イマジンコーポレーション 多古町⾼津原
88 イモコウボウホシムスメ いも⼯房ほし娘(同) ⾹取市⾼萩
89 イリショウショウユ ⼊正醤油(株) 東庄町笹川い
90 イロハ (株)彩葉 ⾹取市府⾺
91 イワキセイサクジョ (有)岩⽊製作所 東庄町⼩南
92 イワサワコウムテン (株)岩澤⼯務店 ⾹取市⼤根
93 イワセテッコウケンセツ 岩瀨鉄⼯建設(株) 東庄町粟野
94 イワダテケンセツ (有)岩⽴建設 ⾹取市⽵之内
95 イワダテコウギョウ (有)岩⽴⼯業 ⾹取市神⽣
96 イワダテスイドウケンセツ (株)岩⽴⽔道建設 ⾹取市府⾺
97 イワダテテッコウショ (株)岩⽴鉄⼯所 ⾹取市⽵之内
98 イワダテホンテン (資)岩⽴本店 ⾹取市⾹取
99 ウイショウテン (有)宇井商店 ⾹取市観⾳
100 ウィズホーム (株)ウィズホーム ⾹取市北
101 ウエダマーク (株)ウエダマーク 多古町多古
102 ウシオコウギョウ (株)潮⼯業 多古町⽜尾
103 ウチノデンセツ (有)内野電設 ⾹取市増⽥



104 ウチムラジドウシャセイビコウジョウ (有)内村⾃動⾞整備⼯場 多古町南⽟造
105 ウナギベッカンヤマダ (有)鰻別館⼭⽥ ⾹取市⽟造
106 ウノサワショウテン (株)宇ノ澤商店 東庄町夏⽬
107 エアポートトラベル エアポートトラベル(株) ⾹取市岩部
108 エイギトレーデイングコーポレーション EIGITRADINGCO.(株) ⾹取市津宮
109 エイケン (有)永建 ⾹取市新⾥
110 エイシシャ (有)永偲舎 ⾹取市佐原イ
111 エイジュエン (有)栄樹園 多古町北中
112 エイゼットサポート (同)AZサポート 東庄町新宿
113 エーディーエム (株)ADM 多古町多古
114 エスディー (株)エスディー ⾹取市観⾳
115 エステック (株)エステック ⾹取市阿⽟川
116 エチゴヤサケテン (有)越後屋酒店 多古町多古
117 エドヤゾウカテン (有)江⼾屋造花店 ⾹取市⼋⽇市場
118 エヌアイデイ (株)エヌアイデイ ⾹取市⽟造
119 エヌエスキカク (有)エヌエス企画 ⾹取市扇島
120 エヌエスコウギョウ エヌエス⼯業(株) ⾹取市北
121 エヌケーケー エヌケーケー(株) 多古町南中
122 エムエスソウゴウホケン (有)ＭＳ総合保険 ⾹取市⼩⾒川
123 エムエッチアイハセック MHIハセック(株) ⾹取市⼭之辺
124 エムエフ (株)エムエフ ⾹取市佐原イ
125 エムケイエンジニアリング エム・ケイ・エンジニアリング(株)⾹取市⼩⾒川
126 エムシーエーカンキョウ (株)エムシーエー環境 多古町北中
127 エムディキカク (株)エムディ企画 ⾹取市富⽥
128 エンジニアリングナガイ (有)エンジニアリング・ナガイ ⾹取市津宮
129 エンドウデンセツコウギョウ (有)遠藤電設⼯業 ⾹取市⾙塚
130 オオアミサイクルショウカイ (資)⼤網サイクル商会 東庄町笹川い
131 オオアミショウテン (有)⼤網商店 東庄町笹川い
132 オーエムショウジ (株)オーエム商事 多古町井⼾⼭
133 オオカワグミ (株)⼤川組 ⾹取市加藤洲
134 オオカワホンテン (有)⼤川本店 ⾹取市佐原イ
135 オオキグミ (有)⼤⽊組 多古町⻄古内
136 オオキデンキコウギョウ (有)⼤⽊電気⼯業 ⾹取市九美上
137 おおはし (株)おおはし ⾹取市⼩⾒川
138 オークラ (株)オークラ ⾹取市⼤倉
139 オークラホケンエムケイ オークラ保険MK(株) ⾹取市⼤倉
140 オオゴンノウジョウ (農)⼤権農場 ⾹取市仁良
141 オオサカトーヨーテック ⼤坂トーヨーテック(株) ⾹取市⼩⾒川
142 オオサキヤ (株)⼤崎屋 ⾹取市佐原イ
143 オオタガエン (資)⼤⾼園 ⾹取市佐原イ
144 オオタケセイスケショウテン (資)⼤⽵清介商店 ⾹取市佐原イ
145 オオタケモーター (株)⼤⽵モーター ⾹取市⼭之辺
146 オオタニノウジョウ (有)⼤⾕農場 多古町喜多
147 オオタバンキン (有)太⽥鈑⾦ ⾹取市下⼩川
148 オオタヤショウテン (有)太⽥屋商店 ⾹取市⽵之内
149 オオトネケンセツ ⼤利根建設(株) 神崎町神崎本宿
150 オオトネツウシン ⼤利根通信(有) ⾹取市佐原ロ
151 オオトモセキユ (有)⼤友⽯油 東庄町笹川い
152 オオノノウエン (株)オオノ農園 ⾹取市⾼萩
153 オオムラサキゾウエン (有)おおむらさき造園 東庄町東和⽥
154 オカザワツウショウ (株)岡沢通商 ⾹取市新市場
155 オカノエンゲイ (有)岡野園芸 東庄町⼩座
156 オガワコウギョウ ⼩川⼯業(株) 多古町桧⽊



157 オガワコウギョウ (株)⼩川⼯業 ⾹取市佐原イ
158 オガワコウサクジョ (有)⼩川⼯作所 多古町多古
159 オガワゾウエン (株)⼩川造園 多古町⼗余三
160 オクスイゴウカンコウ 奥⽔郷観光(協) ⾹取市中洲
161 オグラジムショ (有)⼩倉事務所 ⾹取市津宮
162 オグラショウテン (有)⼩倉商店 ⾹取市扇島
163 オグラナイソウコウギョウ (有)⼩倉内装⼯業 ⾹取市⼤⼾川
164 オケイチハウジング (有)桶市ハウジング ⾹取市佐原イ
165 オザワショウテン (資)⼩澤商店 ⾹取市岩部
166 オタニショウテン (有)⼩⾕商店 ⾹取市佐原イ
167 オニザワジドウシャコウギョウ ⻤澤⾃動⾞⼯業(有) ⾹取市扇島
168 オフィスモトミヤ オフィス本宮(株) ⾹取市佐原イ
169 オフリール (株)オフリール ⾹取市野⽥
170 オミガワジドウシャキョウシュウジョ(有)⼩⾒川⾃動⾞教習所 ⾹取市⼩⾒川
171 オミガワジドウシャセイビセンター(株)⼩⾒川⾃動⾞整備センター ⾹取市阿⽟川
172 オミガワハクゼンシャ (有)⼩⾒川博善社 ⾹取市本郷
173 オヤマダシンブンテン (株)⼩⼭⽥新聞店 ⾹取市⼩⾒川
174 オヤマダホンテン (有)⼩⼭⽥本店 ⾹取市⼩⾒川
175 カーニバルヒルズ (株)カーニバルヒルズ ⾹取市沢
176 カイシン (有)カイシン ⾹取市沢
177 カイホウコウギョウ (株)海宝⼯業 東庄町⼩南
178 カクタ (株)カクタ 多古町⼗余三
179 カサイ (有)⾹⻄ ⾹取市⼤根
180 カサイリンサン ⾹⻄林産(株) ⾹取市佐原イ
181 カシマアンゼンケイビホショウ (有)⿅島安全警備保障 ⾹取市佐原イ
182 カシワグマケンセツ 柏熊建設(株) 多古町南⽟造
183 カシワヤドケン 柏屋⼟建(有) 東庄町笹川い
184 カシワヤモナカテン (株)柏屋もなか店 ⾹取市佐原イ
185 カタノケンセツ ⽚野建設(株) ⾹取市与倉
186 カタノゴムコウギョウ (有)⽚野ゴム⼯業 ⾹取市⼤⼾
187 カタノショウテン (株)⽚野商店 ⾹取市三ノ分⽬
188 カツマタケンセツ 勝⼜建設(株) 多古町⽜尾
189 カツマタジドウシャ (有)勝⼜⾃動⾞ 多古町⼗余三
190 カツマタショウジ (株)勝⼜商事 多古町⽔⼾
191 カツマタネンリョウ 勝⼜燃料(有) 多古町多古
192 カツマタモクザイ (有)勝⼜⽊材 多古町⽜尾
193 カツミカンコウセツビ (有)カツミ管⼯設備 多古町⼗余三
194 カツミブツリュウ 勝美物流(株) ⾹取市⼤⾓
195 カトウカワラテン (有)加藤⽡店 ⾹取市佐原イ
196 カトウコウヘイショウテン (株)加藤公平商店 多古町南⽟造
197 カトウジドウシャコウジョウ (有)加藤⾃動⾞⼯場 多古町多古
198 カトージドウシャセンター (有)カトー⾃動⾞センター 多古町多古
199 カトリ (株)カトリ ⾹取市⼤倉
200 カトリアオイロシンコクカイ （⼀社）⾹取⻘⾊申告会 ⾹取市佐原イ
201 カトリウンユ (有)⾹取運輸 ⾹取市⼤根
202 カトリグンシツチサイシュギョウ ⾹取郡市⼟採取業(協) ⾹取市北
203 カトリケンセツ ⾹取建設(株) 多古町多古
204 カトリケンセツ (有)⾹取建設 ⾹取市吉原
205 カトリケンセツギョウ ⾹取建設業(協) ⾹取市北
206 カトリサンギョウ ⾹取産業(株) ⾹取市富⽥
207 カトリジドウシャ (有)⾹取⾃動⾞ ⾹取市吉原
208 カトリジングウ (宗)⾹取神宮 ⾹取市⾹取
209 カトリセキザイ (有)⾹取⽯材 ⾹取市佐原イ



210 カトリチュウオウコウツウ ⾹取中央交通(株) ⾹取市⼩川
211 カトリトラック ⾹取トラック(協) ⾹取市⾼萩
212 カトリノウキョウ かとり農業(協) ⾹取市⼩⾒
213 カトリビソウ (有)⾹取美装 ⾹取市⽟造
214 カトリマッシュルーム (株)⾹取マッシュルーム ⾹取市和泉
215 カトリミンカンキュウキュウサービスかとり⺠間救急サービス(株) ⾹取市⼤根
216 カトリヤセキユ (有)⾹取屋⽯油 ⾹取市佐原イ
217 カトリヨウランエン (有)⾹取洋らん園 ⾹取市桐⾕
218 カドヤショウジ カドヤ商事(有) ⾹取市北
219 カナイコウギョウ ⾦井⼯業(株) ⾹取市仁良
220 カナイヤ (株)KANAIYA ⾹取市佐原イ
221 カナウンユ (有)⾹南運輸 多古町⽔⼾
222 カナエショウジ かなえ商事(株) ⾹取市⽟造
223 カナミヤ (株)⾦⾒屋 神崎町神崎本宿
224 カネコウンユシュウツウソウコ (株)⾦⼦運輸流通倉庫 ⾹取市佐原ニ
225 カネダショウジ ⾦⽥商事(株) ⾹取市北
226 カネムラクツテン (有)⾦村靴店 多古町多古
227 カネモト (株)カネモト ⾹取市三ノ分⽬
228 カノウヤ (株)カノウヤ ⾹取市佐原イ
229 カノウヤフクヂテン (株)加納屋服地店 ⾹取市佐原イ
230 カマガタケンザイ 鎌形建材(株) ⾹取市⼩⾒川
231 カマガタケンセツ 鎌形建設(株) 多古町多古
232 カミサトコウツウ (有)神⾥交通 ⾹取市⾍幡
233 カメムラモクザイ ⻲村⽊材(株) ⾹取市佐原イ
234 カメラタイヨウドウ (有)カメラ太陽堂 ⾹取市佐原イ
235 カヤマトチタテモノ 賀⼭⼟地建物(有) ⾹取市北
236 ガレージヤマグチ (有)ガレージYAMAGUTI ⾹取市伊地⼭
237 カワイ (株)河合 ⾹取市本郷
238 カワグチケンセツ (有)川⼝建設 ⾹取市⻑岡
239 カワハラソウゴウホケン (有)川原総合保険 ⾹取市⾹取
240 カンキョウエイセイセンター (有)環境衛⽣センター ⾹取市飯島
241 カンキョウエイセイビケン (株)環境衛⽣美研 ⾹取市⼤倉
242 カンコンキョウサイ (株)冠婚共済 ⾹取市篠原イ
243 キウチインサツ (株)きうち印刷 ⾹取市堀之内
244 キウチケンセツ (有)⽊内建設 ⾹取市増⽥
245 キウチジドウシャ (有)⽊内⾃動⾞ ⾹取市⾼萩
246 キウチジュウキ (有)⽊内重機 ⾹取市桐⾕
247 キウチショテン (有)⽊内書店 多古町多古
248 キウチスタイルホーム キウチスタイルホーム(株) 神崎町四季の丘
249 キウチデンキショウカイ (有)⽊内電気商会 ⾹取市鳩⼭
250 キウチドボク ⽊内⼟⽊(株) ⾹取市新⾥
251 キカワショウテン (有)⽊川商店 多古町船越
252 キクタ (株)キクタ ⾹取市⾹取
253 キゲンハウジング (有)⽊源ハウジング 東庄町笹川ろ
254 キゲンモクザイ (株)⽊源⽊材 東庄町笹川ろ
255 キタガワザイモクテン (有)北川材⽊店 ⾹取市佐原ホ
256 キタガワショウテン (資)北川商店 ⾹取市牧野
257 キタジコウ 喜多⾃⼯(有) 多古町喜多
258 キタジュウタクセツビ (有)喜多住宅設備 多古町喜多
259 キタミゴフクテン (株)喜多⾒呉服店 ⾹取市府⾺
260 キタミサンギョウ (有)北⾒産業 ⾹取市油⽥
261 キッコウドウ (有)⻲甲堂 ⾹取市⾹取
262 キノカワ (有)紀ノ川 ⾹取市野⽥



263 キムラデンリョクサンギョウ (株)⽊村電緑産業 ⾹取市油⽥
264 キムラプログレスコウギョウ ⽊村プログレス⼯業(株)⼩⾒川⼯場⾹取市⾍幡
265 キョウエイ (有)共栄 ⾹取市上⼩堀
266 キヨウエイカイサン 協栄海産(株) ⾹取市下⼩堀
267 キヨウエイセイサクジョ (株)共栄製作所 ⾹取市阿⽟川
268 キョウシンケンセツ 共新建設(株) 多古町⼤⾼
269 キョウシンショウジ 共新商事(株) ⾹取市九美上
270 キョウドウウンユ (有)協同運輸 ⾹取市⾍幡
271 キョウワケンセツコウギョウ 協和建設⼯業(株) ⾹取市⼤倉
272 クサカセツビコウギョウ (有)⽇下設備⼯業 ⾹取市岩部
273 クサノ (有)クサノ ⾹取市佐原ホ
274 クボキショウジ (有)久保⽊商事 ⾹取市津宮
275 クボキショウテン (株)久保⽊商店 ⾹取市津宮
276 クボキスイコウ クボキ⽔⼯(株) ⾹取市牧野
277 クボキツネジロウショウテン (有)久保⽊常次郎商店 ⾹取市佐原イ
278 クボキフドウサン (株)久保⽊不動産 ⾹取市津宮
279 クリーク (株)クリーク 多古町出沼
280 グリーンアート (有)グリーアート 多古町⽔⼾
281 クリーンアンドグリーン (株)クリーンアンドグリーン ⾹取市⼩⾒川
282 グリーンケンタク (有)グリーン建託 多古町南並⽊
283 クリバヤシショウジ 栗林商事(株) ⾹取市⻄和⽥
284 クリモトウンユ (有)栗源運輸 ⾹取市⾼萩
285 クリモトソウギョウ クリモト総業(株) ⾹取市岩部
286 クリヤマテッコウジョ (株)栗⼭鉄⼯所 ⾹取市笄島
287 グレイスケア (有)グレイスケア ⾹取市新⾥
288 グレートヒメハ (株)グレートひめは ⾹取市佐原ホ
289 クロダケンセツ ⿊⽥建設(有) ⾹取市返⽥
290 クロダナイソウ (株)⿊⽥内装 ⾹取市⼤⼾川
291 グンジカンベエヤッキョク (有)郡司勘兵衛薬局 多古町多古
292 グンジシンブンテン (株)郡司新聞店 多古町多古
293 ケイアンドエムドリーム Ｋ＆Ｍdream(同) 神崎町神崎本宿
294 ケイエフケイ (株)ケイエフケイ ⾹取市野⽥
295 ケイホウブヒン (資)京豊部品 ⾹取市佐原ロ
296 ケイホクシザイ (有)京北資材 ⾹取市九美上
297 ケイヨウ (株)京葉 ⾹取市⽟造
298 ケイヨウカイハツ 京葉開発(株) 多古町染井
299 ケイヨウギンコウオミガワシテン (株)京葉銀⾏⼩⾒川⽀店 ⾹取市⼩⾒川
300 ケイヨウギンコウサワラシテン (株)京葉銀⾏佐原⽀店 ⾹取市佐原イ
301 ケイヨウギンコウタコシテン (株)京葉銀⾏多古⽀店 多古町多古
302 ケイヨウプランニング (株)京葉プランニング ⾹取市⽟造
303 ケイヨウマクネテープ 京葉マグネテープ(株) ⾹取市⼩⾒川
304 ケーズファクトリー (株)ケーズファクトリー 東庄町新宿
305 ケーホー (有)ケーホー ⾹取市佐原ロ
306 ケスコム (有)ケスコム ⾹取市観⾳
307 コイヤリョカン (有)鯉屋旅館 東庄町笹川い
308 コウエイ (株)宏榮 ⾹取市佐原ロ
309 ゴウコオグラカイケイジムショ (株)ごうこ⼩倉会計事務所 ⾹取市北
310 コウゴリース (株)向後リース ⾹取市佐原イ
311 コウザキオートショウカイ (有)神崎オート商会 多古町多古
312 コウザキコウツウ (有)神崎交通 神崎町並⽊
313 コウザキシゼンジュク (有)こうざき⾃然塾 神崎町神崎神宿
314 コウザキトウブ (農法)神崎東部 神崎町郡
315 コウザキメグミノウジョウ (農法)こうざきめぐみ農場 神崎町神崎神宿



316 コウシンソウギョウ (有)興進総業 ⾹取市扇島
317 コウワカセイ (有)光和化成 ⾹取市返⽥
318 コオワオート (有)コオワオート 東庄町⼩南
319 ゴキタセツビ (有)五⽊⽥設備 多古町⼤⾨
320 ゴキタノウキ (有)五⽊⽥農機 多古町⽔⼾
321 コシカワ (有)コシカワ ⾹取市織幡
322 コシカワジドウシャ (有)越川⾃動⾞ 多古町⼗余三
323 コシカワショクジュエン (株)越川植樹園 ⾹取市⼭倉
324 コシカワデンキ 越川電気(株) ⾹取市野⽥
325 コトブキジュコーシャ (株)寿樹⼯舎 多古町南⽟造
326 コナグチセイサクジョ (株)粉⼝製作所 ⾹取市佐原イ
327 コバヤシジドウシャ (有)⼩林⾃動⾞ ⾹取市佐原ロ
328 コバヤシトリョウ (有)⼩林塗料 ⾹取市上⼩堀
329 コボリセツビコウギョウ (有)⼩堀設備⼯業 ⾹取市⽵之内
330 コボリデンキセツビ (株)⼩堀電気設備 ⾹取市⼋⽇市場
331 コボリヤチクサン (有)⼩堀屋畜産 ⾹取市上⼩堀
332 コマツエイノウ ⼩松営農(株) 神崎町⼩松
333 コマツカナモテン (有)⼩松⾦物店 ⾹取市佐原イ
334 コメヤ (有)こめや 東庄町笹川い
335 コモリフドウサン ⼩森不動産(株) ⾹取市佐原イ
336 コンドウコウムテン (株)近藤⼯務店 東庄町今郡
337 サイタウンソウ (株)斎⽥運送 ⾹取市沢
338 サイトウコウギョウ 斎藤⼯業(株) ⾹取市⼤⼾
339 サイトウショウテン (有)サイトウ商店 ⾹取市⼤⼾川
340 サイトウテッキンコウギョウ (株)⻫藤鉄筋⼯業 ⾹取市⼋筋川
341 サイトウノウエン (株)さいとう農園 多古町東松崎
342 サエキジドウシャ (株)佐伯⾃動⾞ ⾹取市⼤根
343 サエキシャタイ サエキ⾞体(有) ⾹取市返⽥
344 サカイトソウ (株)酒井塗装 ⾹取市下⼩堀
345 サカイヤニクテン (有)堺屋⾁店 ⾹取市⼩⾒川
346 サカキ (有)さかき ⾹取市新⾥
347 サカキデンキ (株)サカキ電器 ⾹取市佐原ニ
348 サカシタネンリョウテン (有)坂下燃料店 ⾹取市⼤⼾
349 サクマヤッキョク (有)サクマ薬局 ⾹取市佐原イ
350 サクラショウテン (有)佐倉商店 ⾹取市与倉
351 サクラプラス (株)Sakuraプラス 成⽥市囲護台
352 ササカワウンソウ (有)笹川運送 東庄町平⼭
353 ササガワギョギョウ 笹川漁業(協) 東庄町笹川い
354 ササモトドケン (株)笹本⼟建 ⾹取市佐原ニ
355 サセポンプショウカイ (有)佐瀬ポンプ商会 多古町船越
356 サトウザイモクテン (有)佐藤材⽊店 神崎町神崎本宿
357 サトウセイキ (有)サトウ精機 ⾹取市伊地⼭
358 サトウセイサクジョ (有)佐藤製作所 東庄町東今泉
359 サトウセキユ (有)佐藤⽯油 ⾹取市織幡
360 サトウゾウエン (有)佐藤造園 多古町次浦
361 ザファーム (株)ザファーム ⾹取市⻄⽥部
362 サブスタンスデザイン (株)サブスタンスデザイン ⾹取市南原地新⽥
363 サマショウテン (資)佐久間商店 ⾹取市佐原イ
364 サワダデンキ (株)サワダデンキ 多古町多古
365 サワタヤッキョク サワタ薬局(株) 多古町多古
366 サワラインサツ 佐原印刷(株) ⾹取市観⾳
367 サワラエキマエショウテンガイシンコウクミアイ佐原駅前商店街振興組合 ⾹取市佐原イ
368 サワラエキマエショッピングセンター(協)佐原駅前ショッピングセンター⾹取市佐原イ



369 サワラガス 佐原⽡斯(株) ⾹取市佐原イ
370 サワラキカク (有)佐原企画 ⾹取市本⽮作
371 サワラギョギョウ 佐原漁業(協) ⾹取市扇島
372 サワラシティ (株)サワラシティ ⾹取市佐原ホ
373 サワラジドウシャキョウシュウジョ(株)佐原⾃動⾞教習所 ⾹取市佐原ホ
374 サワラショウコウカイギショ 佐原商⼯会議所 ⾹取市佐原イ
375 サワラシンヨウキンコ 佐原信⽤⾦庫 ⾹取市佐原イ
376 サワラシンヨウキンコオミガワシテン佐原信⽤⾦庫⼩⾒川⽀店 ⾹取市⼩⾒川
377 サワラシンヨウキンココウザキシテン佐原信⽤⾦庫神崎⽀店 神崎町神崎本宿
378 サワラシンヨウキンコササガワシテン佐原信⽤⾦庫笹川⽀店 東庄町笹川い
379 サワラシンヨウキンコタコシテン 佐原信⽤⾦庫多古⽀店 多古町多古
380 サワラセイケイ 佐原成型(株) ⾹取市⼤⼾
381 サワラセイソウセンター (株)佐原清掃センター ⾹取市⾹取
382 サワラゼイリシホウジン 佐原税理⼠法⼈ ⾹取市北
383 サワラチクスナサイシュ 佐原地区砂採取(協) ⾹取市北
384 サワラテクノコウギョウ 佐原テクノ⼯業(株) ⾹取市⼤根
385 サワラノウサンブツキョウキュウセンター(農)佐原農産物供給センター ⾹取市九美上
386 サワラミツビシジドウシャハンバイ佐原三菱⾃動⾞販売(株) ⾹取市佐原ロ
387 サワラリクウン (有)佐原陸運 ⾹取市観⾳
388 サンエイケイサンセンター (有)三栄計算センター ⾹取市南原地新⽥
389 サンエイシャ (有)三栄社 ⾹取市佐原イ
390 サンエイデンキコウジ 三栄電気⼯事(株) ⾹取市佐原ロ
391 サンケン (有)三健 ⾹取市富⽥
392 サンコウグミ (株)三興組 ⾹取市佐原ロ
393 サンコウケンセツ 三晃建設(株) 多古町⼀鍬⽥
394 サンコウケンセツコウギョウ 三孝建設⼯業(株) ⾹取市佐原イ
395 サンコウショウジ 三幸商事(株) ⾹取市佐原イ
396 サンコウデンキショウカイ (有)三晃電機商会 神崎町神崎本宿
397 サンシュウヤモクザイ (有)三州屋⽊材 ⾹取市佐原イ
398 サンスイ (株)サンスイ ⾹取市⼭之辺
399 サンソフィア (株)サンソフィア 神崎町神崎神宿
400 サンライズファーム (株)サンライズファーム ⾹取市⾼野
401 サンライトケンセツ (株)サンライト建設 ⾹取市観⾳
402 シーエヌエス CNS(株) ⾹取市扇島
403 シーエムメンテナンスサービス (有)シーエムメンテナンスサービス⾹取市上⼩堀
404 シイナキュウソウ (有)椎名急送 ⾹取市返⽥
405 シイナコウギョウ (株)椎名⼯業 ⾹取市川上
406 シイナショウジ 椎名商事(株) ⾹取市⼩⾒川
407 ジェイイーオートパーツ Ｊ．Ｅ．オートパーツ(同) ⾹取市⼤⾓
408 ジェリービーンズ (有)ジェリービーンズ 多古町飯笹
409 シオセイショウテン (株)塩清商店 多古町多古
410 ジオファーム (有)ジオファーム 多古町船越
411 システムトーク (株)システムトーク ⾹取市⼩⾒川
412 シセイカイ (医)志誠会 ⾹取市⼤倉
413 シダショウテン (株)志⽥商店 ⾹取市佐原イ
414 シノツカ (有)シノツカ ⾹取市⼭之辺
415 シノヅカショウテン (有)篠塚商店 ⾹取市北
416 シノヅカテッコウ 篠塚鉄⼯(株) 東庄町新宿
417 シノヅカブヒン (有)篠塚部品 ⾹取市北
418 シバヤマノウエン (株)芝⼭農園 ⾹取市福⽥
419 ジホウドウ (有)時宝堂 多古町多古
420 シミズカセイドウ (有)清⽔花⽣堂 ⾹取市篠原イ
421 シミズショクヒンサービス (株)清⽔⾷品サービス 東庄町⽯出



422 シミズヨウトン (有)清⽔養豚 東庄町⽯出
423 シャシンハヤマ (有)写真ハヤマ ⾹取市北
424 シャタイヨウヒンコウギョウ ⾞体⽤品⼯業(株) ⾹取市織幡
425 シャダンケイジカイウイセイケイゲカ(医)社団恵慈会宇井整形外科 ⾹取市北
426 シャダンコウジンカイ (医)社団⾹仁会 ⾹取市⼩⾒川
427 シャダンサンセイカイ (医)社団三省会 ⾹取市本郷
428 シャダンセイエイカイ (医)社団清英会 ⾹取市佐原イ
429 シャダンツシマシカイイン (医)社団津島⻭科医院 多古町多古
430 シャダンヒラヤマガンカイイン (医)社団平⼭眼科医院 多古町多古
431 シャダンマエダイイン (医)社団前⽥医院 多古町北中
432 シュウケイエン (有)秀鶏園 東庄町笹川ろ
433 シュウサイツウショウ 洲際通商(株) 神栖市息栖
434 ジュウゼンカイ (医)⼗善会 ⾹取市本郷
435 ショウエイ (株)昭栄 ⾹取市下⼩野
436 ショウコウカイ (医)彰考会 ⾹取市佐原イ
437 ジョウコクジ (宗)浄國寺 ⾹取市佐原イ
438 ショウジョウ (株)正上 ⾹取市佐原イ
439 ジョウソウツウシン 上総通信(株) ⾹取市三ノ分⽬
440 ショウヘイ (有)章平 ⾹取市佐原イ
441 ジョウヨーガード (有)ジョウヨーガード ⾹取市北
442 ショウワシキコウギョウ 昭和紙器⼯業(株) ⾹取市佐原イ
443 ショウワジコウ (有)昭和⾃⼯ ⾹取市府⾺
444 シラトリウンユ ⽩⿃運輸(有) 多古町南⽟造
445 シラトリスイドウ (有)⽩⿃⽔道 ⾹取市下⼩川
446 シラトリセキザイ ⽩⿃⽯材(株) ⾹取市佐原イ
447 シラトリデンキ (有)シラトリ電機 ⾹取市油⽥
448 シラトリホンテン (有)⽩⿃本店 ⾹取市野⽥
449 シロキヤ (有)シロキヤ 神崎町神崎本宿
450 シンエイケンセツ (有)新栄建設 多古町染井
451 シンエイケンセツ (有)伸栄建設 ⾹取市助沢
452 シンコウジドウシャ (有)新興⾃動⾞ 多古町⾼津原
453 シンジュククリーニング (有)新宿クリーニング 多古町坂
454 シンセイ (株)新⽣ ⾹取市⼭之辺
455 ジンダイギケン 神代技研(株) 東庄町⼤久保
456 ジンタイケンセツ 神台建設(株) 多古町⽅⽥
457 ジンヤウエキ (有)陣屋植⽊ 多古町⼗余三
458 シンヨウソクリョウ (株)新葉測量 ⾹取市観⾳
459 シンワコウギョウショ (有)伸和⼯業所 多古町南中
460 シンワレンタル 信和レンタル(株) ⾹取市上⼩堀
461 スイゴウカベン (有)⽔郷花弁 ⾹取市九美上
462 スイゴウカンコウ ⽔郷観光(有) ⾹取市⼤倉丁⼦
463 スイゴウデンキ (株)⽔郷電機 ⾹取市⼩⾒川
464 スイゴウデンセツ (株)⽔郷電設 ⾹取市⼤根
465 スイゴウハイデンサービス (株)⽔郷配電サービス ⾹取市九美上
466 スエヒロカグ (有)末廣家具 ⾹取市観⾳
467 スガイボクジョウ (有)菅井牧場 ⾹取市福⽥
468 スカイワールドトラベル (株)スカイワールドトラベル ⾹取市北
469 スガケン (株)菅建 多古町飯笹
470 スガサワケンセツ (有)菅沢建設 多古町島
471 スガサワセツビコウギョウ (有)菅澤設備⼯業 多古町⼤⾨
472 スガタショウテン (有)菅太商店 ⾹取市⼩⾒川
473 スガヤインサツ (有)菅⾕印刷 ⾹取市⽻根川
474 スガヤケンセツ 菅⾕建設(株) ⾹取市府⾺



475 スガヤコウギョウ (有)菅⾕⼯業 ⾹取市⼩⾒川
476 スガヤコウムテン (株)菅⾕⼯務店 ⾹取市府⾺
477 スガヤザイモクテン (株)菅⾕材⽊店 ⾹取市神⽣
478 スガヤセキユ (有)菅⾕⽯油 ⾹取市⽻根川
479 スガヤホンテン (株)菅⾕本店 ⾹取市⼩⾒川
480 スギヤマ (株)スギヤマ ⾹取市佐原ロ
481 スギヤマキンゾクセイサクジョ (有)杉⼭⾦属製作所 神崎町古原⼄
482 スコヤカサン (有)すこやかさん ⾹取市与倉
483 スザワウンソウ (有)須沢運送 ⾹取市⼤⾓
484 スズキグミ (株)鈴⽊組 ⾹取市佐原イ
485 スズキコクヒ 鈴⽊穀肥(株) 東庄町夏⽬
486 スズキサンギョウ (株)鈴⽊産業 ⾹取市⼀ノ分⽬
487 スズキセツビコウギョウ (有)鈴⽊設備⼯業 東庄町⽯出
488 スズキドボク 鈴⽊⼟⽊(有) 多古町坂
489 スズキヒリョウ (有)スズキ肥糧 ⾹取市府⾺
490 スズキリョッカ (有)鈴⽊緑化 ⾹取市九美上
491 スズトク (株)鈴徳 ⾹取市九美上
492 スズヤショウカイフドウサンブ (株)鈴屋商会不動産部 ⾹取市北
493 スナハラデンキコウギョウショ (株)砂原電気⼯業所 ⾹取市佐原ロ
494 スピードショップクレージー (有)スピードショップクレージー 多古町南中
495 スミショウフーズ (株)⾓商フーズ ⾹取市⼩⾒川
496 スモト (有)寿茂登 ⾹取市佐原イ
497 スワショウジ (有)諏訪商事 ⾹取市助沢
498 スワジンジャ (宗)諏訪神社 ⾹取市佐原イ
499 セイカドウ (同)棲霞堂 東庄町⽻計
500 セキモトデンコウ (株)関本電⼯ ⾹取市市和⽥
501 セレモニーキウチ (株)セレモニーきうち ⾹取市堀之内
502 ゼンニホンロウドウフクシキョウカイ(⼀財)全⽇本労働福祉協会 ⼤⽥区⼤森北
503 ソウゴジドウシャオミガワエイギョウショ(株)相互⾃動⾞⼩⾒川営業所 ⾹取市⼩⾒川
504 ソウゴンジ (宗)荘厳寺 ⾹取市佐原イ
505 ソウブ (株)総武 ⾹取市野⽥
506 ダイキセツビ ⼤希設備(株) ⾹取市佐原イ
507 ダイケンコウギョウ (有)ダイケン⼯業 ⾹取市⼤倉
508 ダイコク (有)⼤⿊ ⾹取市北
509 ダイシンケンセツ ⼤真建設(株) ⾹取市北
510 ダイシンコウギョウ 太伸興業(株) ⾹取市境島
511 タイセイコウギョウ 太成興業(株) ⾹取市扇島
512 タイセイユソウ (株)⼤成輸送 ⾹取市富⽥
513 ダイデンテクニカ (株)⼤電テクニカ ⾹取市北
514 ダイドウセイメイホケン ⼤同⽣命保険(株)成⽥営業所 富⾥市⽇吉台
515 ダイナミック ダイナミック(株) 多古町飯笹
516 タイヨウコウサン 太陽興産(有) ⾹取市佐原ロ
517 タイヨウソクリョウ (有)⼤洋測量 ⾹取市丁⼦
518 タカオカケカセツ (株)⾼岡建設 ⾹取市油⽥
519 タカオカショウカイ (株)⾼岡商会 ⾹取市神⽣
520 タカオカデンキ ⾼岡電気(株) ⾹取市観⾳
521 タカオカデンキ (有)タカオカ電気 ⾹取市仁良
522 タカギエイジショウテン (資)⾼⽊英次商店 ⾹取市新⾥
523 タカギケンザイ ⾼⽊建材(株) ⾹取市下⼩川
524 タカギケンセツ (有)タカギ ⾹取市五郷内
525 タカギケンセツ (有)⾼⽊建設 ⾹取市⼤崎
526 タカギケンセツ (有)⾼⽊建設 ⾹取市府⾺
527 タカギコウムテン 髙⽊⼯務店(株) ⾹取市⼤根



528 タカギジドウシャショウカイ (有)⾼⽊⾃動⾞商会 ⾹取市⼩⾒川
529 タカギシャシンカン (有)⾼⽊写真館 東庄町笹川い
530 タカギセイミツ (株)⾼⽊精密 ⾹取市鴇崎
531 タカギモッコウ (有)⾼⽊⽊⼯ ⾹取市野⽥
532 タカスケンセツ ⾼須建設(株) ⾹取市野⽥
533 タカセイ (株)⾼誠 ⾹取市佐原ニ
534 タカダイブロイラークミアイ (農)⾼台ブロイラー組合 多古町南⽟造
535 タカノショウジ ⾼野商事(有) 東庄町⻘⾺
536 タカハシコウムテン (株)⾼橋⼯務店 ⾹取市⿃⽻
537 タカハシジドウシャ (有)⾼橋⾃動⾞ ⾹取市佐原イ
538 タカハシショウジ (有)⾼橋商事 ⾹取市森⼾
539 タカハシセキザイ (有)⾼橋⽯材 東庄町笹川い
540 タカハシセキザイテン (有)⾼橋⽯材店 ⾹取市⼩⾒川
541 タカハシノウキショウカイ (有)⾼橋農機商会 ⾹取市佐原イ
542 タカハシバンキンコウギョウ (有)⾼橋板⾦⼯業 東庄町東今泉
543 タカヤスガラステン (有)⾼安硝⼦店 ⾹取市扇島
544 タカヤマケンザイ ⾼⼭建材(有) 多古町南⽟造
545 タカラダキカク 宝⽥企画(株) 神崎町新
546 タガワ (株)タガワ ⾹取市本⽮作
547 タクミサンギョウ (有)タクミ産業 ⾹取市沢
548 タケブタケンセツ (有)⽵蓋建設 ⾹取市鳩⼭
549 タケブトソウコウギョウ (有)⽵蓋塗装⼯業 ⾹取市仁良
550 タコ (株)多古 多古町多古
551 タコウンユ 多古運輸(有) 多古町染井
552 タコガーデン (有)多胡ガーデン 多古町喜多
553 タコサンギョウシンコウキギョウクミアイ多古産業振興企業組合 多古町多古
554 タコセツビ (株)多古設備 多古町喜多
555 タコタイヤサービス (株)多古タイヤサービス 多古町喜多
556 タコノウサン (有)多古農産 多古町飯笹
557 タコハイソウサービス (有)多胡配送サービス 多古町⽔⼾
558 タコプランニング (有)タコプランニング ⾹取市⼩⾒川
559 タゴモリケンザイ (有)⽥篭建材 ⾹取市⾕中
560 タダショウジ (株)多⽥商事 ⾹取市丁⼦
561 タダヤショウテン (有)多⽥屋商店 東庄町笹川い
562 タチバナショウテン (株)⽴花商店 ⾹取市佐原イ
563 タチハラハウジング (株)⽴原ハウジング ⾹取市佐原イ
564 タナカジドウシャ ⽥中⾃動⾞(株) ⾹取市森⼾
565 タナカセイミツ ⽥中精密(株) ⾹取市福⽥
566 タニヤゴフクテン (株)⾕屋呉服店 ⾹取市⼩⾒川
567 タベタケンセツ 多部⽥建設(株) 東庄町⻘⾺
568 タマガワヤショウテン (資)⽟川屋商店 ⾹取市佐原イ
569 タマザワショウカイ (株)⽟澤商会 ⾹取市佐原イ
570 タムラサンギョウ ⽥村産業(株) ⾹取市⼩⾒川
571 タヤミートセンター ⽥⾕ミートセンター(株) 東庄町笹川い
572 ヂガミサショウユ ヂガミサ醤油(株) ⾹取市佐原イ
573 チバアルミコウギョウ (有)千葉アルミ⼯業 ⾹取市油⽥
574 チバエッグファーム 千葉エッグファーム(有) ⾹取市織幡
575 チバカズヤ (株)千葉加⾖屋 ⾹取市佐原イ
576 チバカネイショクヒン (株)千葉カネイ⾷品 ⾹取市仁良
577 チバカミハンバイ (有)ちば紙販売 ⾹取市⼤⼾
578 チバキョウエイウンユ 千葉共栄運輸(株) ⾹取市⾕中
579 チバギンコウオミガワシテン (株)千葉銀⾏⼩⾒川⽀店 ⾹取市⼩⾒川
580 チバギンコウコウザキシテン (株)千葉銀⾏神崎⽀店 神崎町神崎本宿



581 チバギンコウササガワシテン (株)千葉銀⾏笹川⽀店 東庄町笹川い
582 チバギンコウサワラシテン (株)千葉銀⾏佐原⽀店 ⾹取市佐原イ
583 チバギンコウタコシテン (株)千葉銀⾏多古⽀店 多古町多古
584 チバケンサンワラクノウノウギョウ千葉県三和酪農農業(協) 多古町⼤⾼
585 チバコウカン (株)ちば⼯管 ⾹取市⼀ノ分⽬
586 チバコウギョウギンコウサワラシテン(株)千葉興業銀⾏佐原⽀店 ⾹取市佐原イ
587 チバショウセン 千葉商船(株) ⾹取市佐原イ
588 チバショウユ ちば醤油(株) ⾹取市⽊内
589 チバセイカショクヒン 千葉⻘果⾷品(有) ⾹取市佐原ロ
590 チバセイサクショ (株)千葉製作所 多古町多古
591 チバセイサクジョ (有)千葉製作所 神崎町植房
592 チバデンコウ (有)千葉電⼯ ⾹取市中洲
593 チバトヨペット 千葉トヨペット(株)佐原営業所 ⾹取市佐原ロ
594 チバナーセリー (農)チバナーセリー 多古町間倉
595 チュウオウゾウエンリョクカ (有)中央造園緑化 多古町飯笹
596 チョウシショウコウシンヨウクミアイオミガワシテン銚⼦商⼯信⽤組合⼩⾒川⽀店 ⾹取市⼩⾒川
597 チョウシショウコウシンヨウクミアイサワラシテン銚⼦商⼯信⽤組合佐原⽀店 ⾹取市佐原イ
598 チョウシショウコウシンヨウクミアイトウノショウシテン銚⼦商⼯信⽤組合東庄⽀店 東庄町笹川い
599 チョウシシンヨウキンコトウノショウシテン銚⼦信⽤⾦庫東庄⽀店 東庄町新宿
600 チョウシシンヨウキンコヤマダシテン銚⼦信⽤⾦庫⼭⽥⽀店 ⾹取市府⾺
601 チヨダコウギョウ (株)千代⽥⼯業 東庄町笹川い
602 ツウケンリード 通建リード(株) ⾹取市⾕中
603 ツカサホーム (有)ツカサホーム ⾹取市津宮
604 ツカハラガラステン (株)塚原硝⼦店 ⾹取市佐原イ
605 ツカモトヤッキョク (株)ツカモト薬局 ⾹取市佐原イ
606 ツチコキカイテン (有)⼟⼦機械店 ⾹取市与倉
607 ツチコジドウシャコウジョウ (有)⼟⼦⾃動⾞⼯場 ⾹取市佐原イ
608 ツツミイリョウ (資)つつみ⾐料 ⾹取市佐原イ
609 ツバキクリーニング (有)椿クリーニング ⾹取市⾍幡
610 ツバキケンセツ 椿建設(株) 神崎町古原甲
611 ツバキセイサクショ (有)椿製作所 ⾹取市⼭倉
612 ツルシマセイサクジョ (株)鶴嶋製作所 ⾹取市⼩⾒川
613 ツルヤショウテン (資)鶴屋商店 ⾹取市⼩⾒川
614 ディセンス (株)ディセンス ⾹取市堀之内
615 ティテイエス (有)ティ・テイ・エス 多古町多古
616 テガショウカイ (有)アバンティー ⾹取市阿⽟川
617 テラジマコウムテン (有)寺嶋⼯務店 ⾹取市佐原イ
618 テラダホンケ (株)寺⽥本家 神崎町神崎本宿
619 テラモトルーフ (有)テラモトルーフ ⾹取市⻑岡
620 テンジンエンジニアリング (株)天神エンジニアリング ⾹取市⼩⾒川
621 デンベエ (有)伝兵衛 東庄町新宿
622 ドイキヨシショウテン (有)⼟井清商店 多古町御所台
623 ドイザイモクテン (有)⼟井材⽊店 多古町多古
624 ドイサンギョウ (有)⼟井産業 多古町多古
625 ドイショウジ (株)⼟井商事 多古町御所台
626 トウカンケンセツ 東関建設(株) 多古町⼗余三
627 トウキュウリゾートサービス 東急リゾーツ＆ステイ(株)⼩⾒川東急ゴルフクラブ⾹取市⼀ノ分⽬
628 トウキョウエフアールピー (有)東京ＦＲＰ ⾹取市森⼾
629 トウキヨウコクサイクウコウゴルフクラブ(株)東京国際空港ゴルフ倶楽部 多古町船越
630 トウキョウヤ (株)東京屋 ⾹取市⼩⾒
631 トウクンシュゾウ 東薫酒造(株) ⾹取市佐原イ
632 トウジュ (有)藤寿 ⾹取市佐原イ
633 トウジョウカンコウジドウシャ (有)東城観光⾃動⾞ 東庄町⻘⾺



634 トウショウケンショウ (株)東庄建商 東庄町⼤友
635 トウジンケンザイ 東神建材(有) 東庄町窪野⾕
636 トウソウカイハツコウギョウ 東総開発⼯業(株) ⾹取市⼩⾒
637 トウソウデンセツ (株)東総電設 ⾹取市⼩⾒川
638 トウブジュウケン (株)東武住建 ⾹取市⼩⾒川
639 トウヨウケン (有)東洋軒 ⾹取市佐原イ
640 トウワサンショウ (有)東和産商 多古町多古
641 トウワソウゴウケイビホショウ 東和総合警備保障(株) ⾹取市佐原ロ
642 トウワハウジング 藤和ハウジング(有) ⾹取市神⽣
643 トキコウギョウ トキ⼯業(株) ⾹取市⻄坂
644 トキワソウギョウ ときわ総業(株) 多古町南⽟造
645 トキワリクソウ ときわ陸送(有) 多古町南⽟造
646 トクシマヤ (株)徳島屋 ⾹取市佐原イ
647 トコロ トコロ(株) 多古町多古
648 トコロインターナショナル トコロインターナショナル(有) 多古町多古
649 ドゼン (有)⼟善 東庄町笹川い
650 トップマリン (株)トップマリン 神崎町神崎神宿
651 トネカイハツキコウ 利根開発機⼯(株) ⾹取市⼀ノ分⽬
652 トマツリジドウシャ (株)都祭⾃動⾞ ⾹取市新⾥
653 トマリギマチズクリキカク (特⾮)とまり⽊町つくり企画 神崎町神崎本宿
654 トミオカケンテツコウギョウ (有)富岡建鉄⼯業 ⾹取市岩部
655 トミサワセイサクショ (有)富沢製作所 ⾹取市苅⽑
656 トムラ (株)TOMURA ⾹取市下⼩堀
657 トライネッツ (株)トライネッツ ⾹取市⾼萩
658 トラヤカシホ (資)⻁屋菓⼦舗 ⾹取市佐原イ
659 ドリームホーム (株)ドリームホーム ⾹取市神⽣
660 トリゲンショウテン (有)⿃源商店 ⾹取市与倉
661 ナガイケンセツ 永井建設(株) ⾹取市津宮
662 ナカジマ (株)なかじま ⾹取市川頭
663 ナガシマインボウ (有)⻑嶋印房 ⾹取市⼩⾒川
664 ナガシマウンソウ ⻑嶋運送(株) ⾹取市新⾥
665 ナガシマカガクコウギョウ (株)ナガシマ化学⼯業 ⾹取市新⾥
666 ナガシマセキユ ⻑島⽯油(株) ⾹取市佐原ロ
667 ナガシマセントラルガス ⻑島セントラルガス(株) ⾹取市⼤根
668 ナカノコウムテン (株)中野⼯務店 ⾹取市北
669 ナカノスイサン (株)仲野⽔産 ⾹取市佐原イ
670 ナガノデンキ (有)永野電気 ⾹取市森⼾
671 ナカムラヤショウテン (名)中村屋商店 ⾹取市佐原イ
672 ナノハナボクジョウ (有)なの花牧場 東庄町笹川い
673 ナベキ (株)ナベキ 多古町多古
674 ナベダナ 鍋店(株)神崎酒造蔵 神崎町神崎本宿
675 ナミキテッコウショ (有)並⽊鉄⼯所 多古町⼗余三
676 ナミキドウ (株)⾏⽊堂 ⾹取市佐原イ
677 ナメカタコウギョウ (有)⾏⽅⼯業 多古町北中
678 ナメカワサクイセツビ (有)滑川さく井設備 ⾹取市新⾥
679 ナリコー (株)ナリコー ⾹取市⼩⾒川
680 ナリタウンパンキ 成⽥運搬機(株) 多古町飯笹
681 ナリタシステム (株)成⽥システム ⾹取市観⾳
682 ナリタセントラルカンコウ (株)成⽥セントラル観光 多古町喜多
683 ナリタリサイクルプランニング (有)成⽥リサイクルプランニング 神崎町⽴野
684 ニキショテン (株)仁⽊書店 ⾹取市⼩⾒川
685 ニコウヒャッカテン (株)⼆光百貨店 ⾹取市⼩⾒川
686 ニシタニコウギョウ ⻄⾕⼯業(有) ⾹取市⽥部



687 ニシミヤケンセツ (有)⻄宮建設 ⾹取市本郷
688 ニッカン (有)⽇韓 ⾹取市佐原ロ
689 ニッサク (株)ニッサク ⾹取市⼭倉
690 ニットウデンチュウコウゲイシャ (株)⽇東電鋳⼯芸社 ⾹取市⼤⼾川
691 ニホンカモツケンスウキョウカイ (⼀社)⽇本貨物検数協会 ⾹取検査所⾹取市与倉
692 ニューモラルファッション (有)ニューモラルファッション ⾹取市篠原イ
693 ニューリフォームサービス (有)ニューリフォームサービス 多古町⼤⾨
694 ネクスト (同)NEXT ⾹取市野⽥
695 ネモトウンソウ (株)根本運送 ⾹取市本⽮作
696 ネモトテッコウジョ (有)根本鉄⼯所 東庄町新宿
697 ネモトテッコウジョ (有)根本鉄⼯所 ⾹取市佐原イ
698 ノエビアトウヨウハンバイ ノエビア東葉販売(株) 多古町北中
699 ノヒラ (株)野平 多古町多古
700 ハートデリバリーセンター (株)ハートデリバリーセンター ⾹取市分郷
701 ハウスクリーニングヤギ (有)ハウスクリーニング⼋⽊ ⾹取市神⽣
702 ハギワラウンユ (株)萩原運輸 成⽥市多良⾙
703 ハセガワ (有)⻑⾕川 ⾹取市佐原イ
704 ハセガワショウジ ⻑⾕川商事(株) ⾹取市⼩⾒川
705 ハセガワセキユ ⻑⾕川⽯油(有) ⾹取市佐原イ
706 ハチダンヤ ⼋段屋(有) 多古町南⽟造
707 ハッコウノサト (株)発酵の⾥ 神崎町松崎
708 ハナノクレヨン (有)花のクレヨン ⾹取市佐原イ
709 ハニュウケンザイ (有)⽻⽣建材 ⾹取市⼤⼾
710 ハニュウソウゴショウテン (資)⽻⽣惣吾商店 ⾹取市佐原ロ
711 ババホンテンシュゾウ (株)⾺場本店酒造 ⾹取市佐原イ
712 ハピネスファクトリー (株)パピネス・ファクトリー ⾹取市佐原ロ
713 ハマダウンユ (有)浜⽥運輸 ⾹取市⼋筋川
714 ハマダショウジ (有)濱⽥商事 ⾹取市⼋筋川
715 ハヤシ (株)林 ⾹取市⽥部
716 ハヤシ (有)はやし 東庄町笹川い
717 ハヤシカンキユウショウテン (有)林寛躬商店 東庄町笹川い
718 ハヤシキカクサービス (株)林企画サービス 多古町染井
719 ハヤシグミ (株)林組 ⾹取市篠原ロ
720 ハヤシケンザイ (有)林建材 ⾹取市沢
721 ハヤシケンザイウンユ (有)林建材運輸 多古町多古
722 ハヤシコウムテン (有)林⼯務店 ⾹取市⼤⾓
723 ハヤシショウテン (株)林商店 東庄町⽯出
724 ハヤシテッキンコウギョウ (有)林鉄筋⼯業 ⾹取市篠原ロ
725 ハヤシノウキショウカイ (株)林農機商会 東庄町⽯出
726 ハラトク (株)原徳 ⾹取市⼩⾒川
727 パルムネット (株)パルムネット 神崎町神崎本宿
728 ハルモト (有)春本 ⾹取市⼩⾒川
729 バンブー (有)バンブー ⾹取市佐原イ
730 ビーエル (有)ビーエル ⾹取市⼋⽇市場
731 ヒカリジドウシャ (株)光⾃動⾞ 多古町⼀鍬⽥
732 ピギージョイ (有)ピギージョイ 東庄町⼩座
733 ヒサマツシンブンテン (有)久松新聞店 神崎町神崎本宿
734 ビショップ (株)ビショップ 多古町⼗余三
735 ヒトミインサツ ヒトミ印刷(株) ⾹取市佐原イ
736 ヒラツケンセツ (有)平津建設 ⾹取市神⽣
737 ヒラツコウムテン (株)平津⼯務店 ⾹取市五郷内
738 ヒラノ (資)平野 ⾹取市⻄⽥部
739 ヒラノクニマツショウテン (資)平野国松商店 ⾹取市⽵之内



740 ヒラノコウギョウ (株)平野⼯業 ⾹取市⽊内
741 ヒラノショウテン (資)平野商店 ⾹取市佐原イ
742 ヒラノリンギョウ 平野林業(株) ⾹取市岩部
743 ヒラヤマ (株)ヒラヤマ ⾹取市北
744 ヒラヤマグミ (有)平⼭組 多古町東松崎
745 ヒラヤマジドウシャコウギョウ (有)平⼭⾃動⾞⼯業 多古町⼗余三
746 ヒラヤマショウジ 平⼭商事(有) ⾹取市岩ケ崎台
747 ヒラヤマショホ (有)平⼭書舗 多古町多古
748 ヒラヤマネンリョウ 平⼭燃料(株) ⾹取市⼩⾒川
749 ヒラヤマユソウ (有)平⼭輸送 多古町喜多
750 ヒロカワ (株)広川 多古町⼗余三
751 ヒロショウ (有)裕昭 ⾹取市⼩⾒川
752 ヒロセゾウエン (有)廣瀬造園 ⾹取市⾕中
753 ヒロロクセレモニー (有)広六セレモニー 多古町多古
754 ファーストドライブショップサワラ(有)Ｆ・Ｄ・Ｓ佐原 ⾹取市北
755 ファイブ (株)ファイブ ⾹取市佐原イ
756 フィジオノート (株)フィジオノート 神崎町⽴野
757 フードアンドデザイン フード＆デザイン(株) ⾹取市佐原イ
758 フウドムラ (有)⾵⼟村 ⾹取市鳩⼭
759 フォーカスタム フォーカスタム(株) 東庄町⽻計
760 フォーユー (株)for you ⾹取市分郷
761 フクシマコウゲイ 福島⼯芸(株) ⾹取市福⽥
762 フクシンゴフクテン (資)福新呉服店 ⾹取市佐原イ
763 フクダキカク 福⽥企画(株) ⾹取市野⽥
764 フクトミショウテン (株)福富商店 神崎町神崎本宿
765 フジインサツ (資)冨⼠印刷 ⾹取市佐原イ
766 フジソクリョウ 富⼠測量(株) ⾹取市津宮
767 フジデベロプメント 富⼠デベロプメント(株) ⾹取市⽶野井
768 フジモリフドウサン (有)藤森不動産 ⾹取市⾼萩
769 フタギヤ (有)⼆⽊屋 東庄町笹川い
770 フタバトリョウ フタバ塗料(株) ⾹取市南原地新⽥
771 フノヤショウテン (資)布野屋商店 東庄町笹川い
772 フミヤマジドウシャ (株)⽂⼭⾃動⾞ ⾹取市佐原ロ
773 プリンスガレージカトリ (有)プリンスガレージかとり ⾹取市⿃⽻
774 プレスト (株)プレスト ⾹取市観⾳
775 フレンド (株)フレンド ⾹取市⼩⾒川
776 プロスタイル プロスタイル(株) ⾹取市上⼩堀
777 プロスタッフ (株)プロスタッフ 神崎町⼤貫
778 プロセミ (株)プロセミ ⾹取市上⼩堀
779 ヘイセイデンセツ (有)平成電設 ⾹取市神⽣
780 ベイブリッジ (株)ベイブリッジ 東庄町笹川ろ
781 ペキンフーズ (有)北京フーズ 神崎町郡
782 ベニコマチノサト (有)紅⼩町の郷 ⾹取市沢
783 ホウエイキカク (有)豊栄企画 ⾹取市⼤⼾川
784 ボウソウファーム 房総ファーム(株) ⾹取市⼤⾓
785 ホウライソウギョウ (有)蓬莱総業 ⾹取市佐原イ
786 ホウリュウカイ (医)豊隆会 ⾹取市北
787 ホクソウ (有)北總 ⾹取市助沢
788 ホクソウエージェンシー (株)北総エージェンシー ⾹取市⼩⾒川
789 ホクソウケンセツコウジ 北総建設⼯事(株) ⾹取市下⼩野
790 ホクソウサンギョウ 北総産業(株) ⾹取市鳩⼭
791 ホクソウジドウシャ 北総⾃動⾞(株) ⾹取市佐原ロ
792 ホクソウソンポセンター (株)北総損保センター ⾹取市佐原イ



793 ホクソウツウシンケンセツ 北総通信建設(株) ⾹取市本⽮作
794 ホクソウファーム (有)北総ファーム ⾹取市沢
795 ホスミゴフクテン (株)ほすみ呉服店 ⾹取市⼩⾒川
796 ホスミスポーツ (有)ほすみスポーツ ⾹取市⼩⾒川
797 ホテイヤ (資)ほていや ⾹取市佐原イ
798 ホホエミパートナーズ (有)ほほえみパートナーズ ⾹取市佐原イ
799 ホリウチジュウセツ (株)堀内住設 東庄町笹川い
800 ホリコシジドウシャ (株)堀越⾃動⾞ 多古町⼤⾼
801 ホルス ホルス(同） ⾹取市⼤⼾
802 ホンゴウショテン (有)本郷書店 ⾹取市佐原イ
803 ボンシェール (株)ボン・シェール ⾹取市佐原イ
804 ホンダ (有)本⽥ ⾹取市佐原イ
805 ホンダプリモオミガワ (株)ホンダプリモ⼩⾒川 ⾹取市本郷
806 ホンダプリモサワラ (株)ホンダプリモさわら ⾹取市⾕中
807 ホンダメディカルサービス (有)本多メディカルサービス ⾹取市⼩⾒川
808 マエケンソウギョウ 前建総業(有) ⾹取市府⾺
809 マエダケンセツ 前⽥建設(株) ⾹取市府⾺
810 マエダショウテン (株)前⽥商店 ⾹取市⼩⾒川
811 マエハシショウテン (有)前橋商店 多古町多古
812 マゴコロ (有)まごころ 多古町多古
813 マズダコウゾウショウテン (有)増⽥幸蔵商店 ⾹取市⼤倉
814 マタベエサワラテン (有)⼜兵衛佐原店 ⾹取市佐原ロ
815 マツカゼ (有)松⾵ ⾹取市丁⼦
816 マツシタソウギョウ 松下総業(有) ⾹取市篠原イ
817 マツモトジドウシャ 松本⾃動⾞(株) ⾹取市佐原イ
818 マツモトヤホンテン (有)松本屋本店 ⾹取市佐原イ
819 マツヤショウテン (株)松屋商店 ⾹取市⼩⾒川
820 マルエス (株)マルエス ⾹取市⼩⾒川
821 マルオカ (有)丸岡 ⾹取市岡飯⽥
822 マルガメ (株)丸⻲ ⾹取市観⾳
823 マルキョウ (有)丸恭 ⾹取市野⽥
824 マルコー (株)マルコー ⾹取市佐原イ
825 マルコーショクヒン (有)マルコー⾷品 ⾹取市寺内
826 マルコーホーム マルコーホーム(株) ⾹取市上⼩堀
827 マルゴン (株)マルゴン 神崎町神崎本宿
828 マルサク (有)マルサク 多古町⼗余三
829 マルサクジドウシャ (有)丸作⾃動⾞ 多古町⼗余三
830 マルサンテンレイ (有)丸三典礼 多古町多古
831 マルサンヨウヒンテン (株)丸三洋品店 多古町多古
832 マルシチ (株)まるしち 神崎町神崎本宿
833 マルジンフドウサン 丸神不動産(株) ⾹取市本郷
834 マルダイドボク まるだい⼟⽊(株) ⾹取市寺内
835 マルナカショクヒン 丸中⾷品(株) ⾹取市⼩⾒川
836 マルハチショウジ (有)丸⼋商事 ⾹取市⼋筋川
837 マルヒラデンキ (株)丸平電気 多古町飯笹
838 マルヒラモクザイ (有)丸平⽊材 ⾹取市⼩⾒
839 マルヒロショウジ (有)丸弘商事 ⾹取市観⾳
840 マルフクケンコウ (有)丸福健⼯ ⾹取市⼭之辺
841 マルヘイ (株)マルヘイ ⾹取市⼩⾒川
842 マルマン (株)マルマン ⾹取市佐原イ
843 マルヤマリョカン (有)丸⼭旅館 ⾹取市⼩⾒川
844 ミアケカイセイドウ (株)三宅回⽣堂 ⾹取市⼩⾒川
845 ミツイプロパンサハラ 三井プロパンサハラ(株) ⾹取市⼤⼾



846 ミトモケンセツ 三友建設(株) ⾹取市堀之内
847 ミドリカンキョウ (株)緑環境 ⾹取市佐原イ
848 ミナミセキザイ 南⽯材(株) ⾹取市⼋⽇市場
849 ミニミニストアーハヤシ (有)ミニミニストアー林 ⾹取市⼤⾓
850 ミヤザキ (株)宮崎 ⾹取市油⽥
851 ミヤザキキギョウ (有)宮崎起業 ⾹取市⾍幡
852 ミヤザキザイモクテン (有)宮崎材⽊店 ⾹取市⼭川
853 ミヤザキサイランジョウ (農)宮崎採卵場 ⾹取市⾙塚
854 ミヤザキテック (株)ミヤザキテック ⾹取市織幡
855 ミヤザワコウギョウ (株)宮沢⼯業 東庄町⼩南
856 ミヤザワシンブンテン (有)宮澤新聞店 ⾹取市北
857 ミヤタショクヒンコウギョウショ (資)宮⽥⾷品⼯業所 ⾹取市佐原イ
858 ミヤモトエン (株)宮本園 多古町⼗余三
859 ミヤモトショウジ 宮本商事(株) ⾹取市佐原イ
860 ミヤモトデンキショウカイ (有)宮本電気商会 ⾹取市佐原イ
861 ミヤモトポンプテン (有)宮本ポンプ店 ⾹取市佐原イ
862 ミョウコウジ (宗)妙光寺 多古町多古
863 ミヨファーム (株)美代ファーム 多古町⼤⾼
864 ミレー ミレー(株) 多古町⼗余三
865 ムナカタ (有)むなかた ⾹取市佐原イ
866 ムラマツジドウシャ (有)村松⾃動⾞ ⾹取市佐原イ
867 ムロタケンセツ 室⽥建設(株) ⾹取市扇島
868 ムロタユリョウ 室⽥油料(株) ⾹取市⼩⾒川
869 メイジドウ (株)明治堂 ⾹取市⼩⾒川
870 メイユーボウサイ メイユ−防災(株) 多古町南中
871 メート (有)メート ⾹取市佐原イ
872 メディアライツ (有)メディアライツ ⾹取市北
873 モクザイスーパー (株)⽊材スーパー ⾹取市⿃⽻字篠原
874 モトキ (株)モトキ ⾹取市佐原イ
875 モトキケンショウテン (資)元⽊健商店 ⾹取市佐原イ
876 モリシタドケン 森下⼟建(株) 東庄町笹川い
877 モリタヤショウテン (資)森⽥屋商店 ⾹取市佐原イ
878 モリマネージメントサービス (株)モリマネージメントサービス ⾹取市佐原イ
879 ヤギゼン (株)⼋⽊善 ⾹取市⼩⾒川
880 ヤグチホンテン (資)⽮⼝本店 ⾹取市分郷
881 ヤシログミ (株)⽮城組 多古町多古
882 ヤスダショウカイ (株)安⽥商会 神崎町郡
883 ヤタベタタミコウジテン (有)⾕⽥部畳⼯事店 多古町染井
884 ヤチヨズシ (有)⼋千代寿司 多古町多古
885 ヤバショウテン (有)⽮場商店 ⾹取市⼩⾒川
886 ヤワタソウギョウ (株)⼋幡総業 東庄町笹川
887 ヤマイチ (株)⼭市 東庄町東今泉
888 ヤマイチケンセツ (有)⼭⼀建設 東庄町⻘⾺
889 ヤマグチショウテン (有)⼭⼝商店 ⾹取市新⾥
890 ヤマクラ (有)ヤマクラ 多古町出沼
891 ヤマクラデンキ (有)⼭倉電機 多古町⼗余三
892 ヤマクラボディショップ (有)ヤマクラボディショップ 多古町出沼
893 ヤマザキセイキ (有)⼭崎精機 神崎町植房
894 ヤマザキセイサクジョ (有)⼭崎製作所 東庄町笹川ろ
895 ヤマザキセキユ (有)⼭崎⽯油 多古町多古
896 ヤマザキヤサケテン (株)⼭崎屋酒店 ⾹取市佐原イ
897 ヤマシロヤ (有)⼭城屋 ⾹取市佐原イ
898 ヤマシロヤショウテン (有)⼭城屋商店 多古町多古



899 ヤマゼンショウジ ⼭善商事(株) 東庄町⾈⼾
900 ヤマダウナギテン (有)⼭⽥うなぎ店 ⾹取市佐原イ
901 ヤマダジドウシャセンター (株)ヤマダ⾃動⾞センター ⾹取市新⾥
902 ヤマダデンキ ⼭⽥電機(株) ⾹取市⼋⽇市場
903 ヤマダミドリサイウン (株)⼭⽥みどり菜園 ⾹取市⼤⾓
904 ヤマダヤゴフクテン (株)⼭⽥屋呉服店 ⾹取市佐原イ
905 ヤマダヤサケテン (有)⼭⽥屋酒店 東庄町⽯出
906 ヤマチュウ (資)⼭忠 ⾹取市三ノ分⽬
907 ヤマデンウンソウ ⼭伝運送(株) ⾹取市上⼩堀
908 ヤマトショウカイ (有)⼤和商会 ⾹取市佐原イ
909 ヤマトヤショウテン (資)⼤和屋商店 ⾹取市佐原イ
910 ヤマナカベイコク (有)⼭中⽶穀 東庄町笹川い
911 ヤマハンショウテン (資)ヤマハン商店 ⾹取市岩部
912 ヤマモトケンセツ ⼭本建設(株) 東庄町東今泉
913 ヤマモトジュウケン (株)⼭本住建 ⾹取市佐原イ
914 ヤマモトゾウエン (有)⼭本造園 ⾹取市牧野
915 ヤマモトテッコウ ⼭本鉄⼯(株) 東庄町⻘⾺
916 ヤマワデンキコウギョウ ⼭和電機⼯業(有) 神崎町郡
917 ヤモトデンセツ ⼋本電設(同) ⾹取市九美上
918 ヤロクショウテン 弥六商店(株) 神崎町神崎本宿
919 ユウセッケイシツ (株)YOU設計室 ⾹取市⼤倉
920 ユウヤ (株)ゆう屋 ⾹取市沢字⾺渡台
921 ユタカケンセツ ユタカ建設(株) ⾹取市佐原イ
922 ヨウコウジ (宗)永興寺 神崎町神崎本宿
923 ヨクラヤ (有)与倉屋 ⾹取市佐原イ
924 ヨコカワデンキ 横川電機(株) ⾹取市佐原イ
925 ヨコタモータース (有)ヨコタモータース ⾹取市扇島
926 ヨシオカセイカテン (有)吉岡⻘果店 多古町多古
927 ヨシハラシュリョウエン (有)ヨシハラ種苗園 ⾹取市佐原イ
928 ヨシモトマッシュルーム 芳源マッシュルーム(株) ⾹取市⽶野井
929 ヨネクラコウギョウ (有)⽶倉興業 多古町⼗余三
930 ヨミウリサワラ (株)よみうり佐原 ⾹取市佐原ロ
931 ヨロズヤオンライン (有)よろずやオンライン 神崎町四季の丘
932 ライトスチール (株)ライトスチール ⾹取市返⽥
933 ライトデンセツ (有)ライト電設 ⾹取市⼋本
934 ライフデザイン (有)ライフデザイン ⾹取市五郷内
935 リビングアンドルーム (株)リビング＆ルーム ⾹取市北
936 リョウケホーム (有)リョウケホーム ⾹取市鳩⼭
937 リンセイ (株)林成 ⾹取市篠原ロ
938 リンチョウ (株)林⻑ 東庄町笹川い
939 レンズセンター (有)レンズセンター ⾹取市佐原イ
940 ロコモノート (株)ロコモノート ⾹取市野⽥
941 ワイエムシー (株)ＹＭＣ ⾹取市北
942 ワイエムディー (株)ＹＭＤ ⾹取市織幡
943 ワゴウ (株)和郷 ⾹取市新⾥
944 ワゴウエン (農法)和郷園 ⾹取市新⾥
945 ワコウショウジ (株)和光商事 多古町南⽟造
946 ワタショウ (株)渡商 多古町船越
947 ワタナベショウテン (有)渡辺商店 多古町井⼾⼭
948 ワタナベゾウエン (株)渡辺造園 多古町御所台
949 ワタヤナカモノ (株)ワタヤ⾦物 ⾹取市野⽥


