
公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈱けあふるﾀｳﾝ日香里 みやぎ台

㈲恒和 みやぎ台

㈱大繁盛ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ みやぎ台

㈲池上総合ｸﾘーﾆﾝｸ゙ みやぎ台

㈱大作興業 みやぎ台

㈲ﾄ゙ﾚｽ 鈴木 みやぎ台

㈲櫻井ﾛーﾄ゙ｻーﾋ゙ｽ みやぎ台

学校法人 三咲学園 みやぎ台

㈲室田工業 みやぎ台

㈲ｵーﾄｷ゙ｬﾗﾘーﾌｼ゙ みやぎ台

㈲平原ﾊ゚ ﾃーｨｼｮﾝﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ みやぎ台

㈱尾嶋建設 みやぎ台

吉田自動車興業㈱ みやぎ台

㈲一衛商事 みやぎ台

㈲三咲動物病院 みやぎ台

㈱ﾐｯｸ みやぎ台

(宗)耕田寺 みやぎ台

㈲戸田電気工業 みやぎ台

日鉄住金電磁㈱ 愛知県あま市二ﾂ
寺小畑

㈲office.吉田 旭町

平山防水企画㈱ 旭町

(資)植銀商店 旭町

㈱Sunrise 旭町

㈱ｸｻﾉ 旭町

社会福祉法人 治生会 旭町

㈱ｸﾛーﾊ゙ 住ー販 旭町

㈱清水ﾋ゙ﾙ 印内

㈱田中電気商会 印内

㈱ｼ゙ｪｲ.ｱｲ.ｴﾇ 印内

㈲宮崎建具店 印内

㈲ﾌｧｲﾌ゙ｽﾀー･ｽﾏｲﾙ 印内

㈲藤田ﾈｸﾀｲ 印内

㈲ﾏーｸｻｳﾝﾄ゙ 印内

㈲鎌倉商事 印内

㈲髙中 印内

㈲高橋通信 印内

しんろく興産㈱ 印内

㈲前枝ﾃ゙ｻ゙ｲﾝ事務所 印内町

㈲ｽﾀｼ゙ｵｻﾝ 印内町

㈱日本ﾄーﾀﾙ映像 印内町

㈱田中 印内町

千葉西部生ｺﾝｸﾘーﾄ(協) 印内町

企　業　名 所　在　地

㈱山庄 印内町

㈲信幸 印内町

㈱あっとわん 印内町

ｽﾎ゚ ﾂーｸﾗﾌ゙NAS㈱NAS西船橋 印内町

㈲ﾏﾂﾀｶｷｶｲ 印内町

㈲KDMｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 印内町

京成ﾊ゙ｽｼｽﾃﾑ㈱ 栄町

三田下総交通㈱ 栄町

ｱﾙﾈｯﾃｨ(同) 栄町

㈱植木家 栄町

㈱鈴木工芸 栄町

千葉丸辰道路㈱ 栄町

㈱ﾏﾙﾀﾂ 栄町

㈲不二久工業 栄町

㈱東邦總建 栄町

㈲金子製袋 栄町

㈱中野組 栄町

㈱佃の匠やまと 栄町

㈲中太屋商店 栄町

㈲ﾕーｹﾝ 栄町

㈲協同鉄工 栄町

㈱海翔 栄町

㈱小島 栄町

㈲仲文治 栄町

㈱ﾀｹﾀ゙ 栄町

㈱ﾒｯｾ 栄町

東洋電業㈱ 栄町

鋼板剪断機械㈱ 栄町

石川造園土木㈱ 栄町

㈱美工舎 栄町

三信配管設備㈱ 栄町

㈲北村設備 栄町

(宗)上行寺 栄町

岡安産業㈱ 栄町

田中硝子工業㈱ 栄町

㈲三協印刷 栄町

㈲簀戸商会 栄町

㈲ﾅｶ゙ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 栄町

協和工業㈱ 栄町

ｼ゙ ｴーﾌ産業㈱ 栄町

㈱垣原商店 栄町

㈱岩佐製作所 栄町

1



公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

新永代産業㈱ 栄町

㈱ﾆﾁｵﾝ 栄町

ｾｲｺーﾐｼﾝ㈱ 栄町

光成産業㈱ 栄町

㈲小林製作所 栄町

船橋機械金属工業(協) 栄町

㈲海神ﾄ゙ｯﾄ釦工業所 栄町

電鐵工業㈱ 栄町

㈱ｸﾎ゙ﾀﾊ゚ｲﾌ゚ﾃｯｸ東京支店 栄町

鈴木商運㈱ 栄町

㈲加藤製作所 栄町

浦安電設㈱ 栄町

㈱三洋製作所 栄町

ﾌｧーｽﾄﾘーｽ㈱ 栄町

㈱ﾀｶｷ゙建機 栄町

㈱ｿﾘｯﾄ゙ 栄町

㈲上総精機 栄町

㈲染谷工業 栄町

㈲丸伊製作所 栄町

有修溶工㈱ 栄町

㈲大塚機械製作所 栄町

ﾐﾅﾄｺ゙ﾑ㈱ 栄町

(資)斎藤螺子製作所 栄町

亜細亜工機㈱ 栄町

㈱ﾄｯﾌ゚ 栄町

㈱三枝製作所 栄町

㈲船橋自動車整備工場 栄町

前田建機産業㈲ 栄町

双葉産業㈱ 夏見

㈲ｹｲｴｽｴﾌ 夏見

㈱ﾌﾀﾊ゙ 夏見

㈱すみれ会計 夏見

第一空調㈱ 夏見

㈲三共ﾌ゚ﾛﾃｸﾄ 夏見

㈲大藤 夏見

㈱庄和 夏見

㈲夏見荘 夏見

㈲ﾍ゙ｽﾄﾎーﾑｻーﾋ゙ｽ 夏見

京葉運送㈲ 夏見

㈲ﾔﾏｻ゙ｷｵーﾄ 夏見

㈲理美容器具三浦商店 夏見

㈲藤常 夏見

企　業　名 所　在　地

㈱ﾋﾗﾉｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 夏見

㈱やまとﾀ゙ｲﾆﾝｸ゙ 夏見

ﾀﾅｶﾎーﾑ㈱ 夏見

㈲平和商事 夏見

社会福祉法人日の出福祉会ｸｸﾙなかよし保育
園 夏見

首都圏中小企業ﾈｯﾄﾜーｸ(協) 夏見

㈲東広商事 夏見

㈲かなめ商事 夏見

鈴木石油㈱ 夏見

㈲夏見商事 夏見

㈲七郎兵 夏見

㈱東昇 夏見

㈱ｲﾏｾ゙ｷ 夏見

㈲佐藤 夏見

㈲ｻﾝﾊｲﾑ 夏見

㈱巻野建設 夏見

隆建設㈱ 夏見

㈲ｱｸｽｲﾝﾃﾘｱﾜーｸｽ 夏見

㈲下総ﾄﾚーﾆﾝｸ゙ 夏見

青山木材㈱ 夏見

㈲ﾐｶｻﾌ゚ﾗﾐﾝｸ゙ 夏見

㈲矢野事務所 夏見

㈲ﾘﾚーｼｮﾝｻーﾋ゙ｽ 夏見

㈲魚吉水産 夏見

㈲佐藤測建 夏見

㈲ｹﾝｺ゙ﾙﾌｶ゙ ﾃー゙ﾝ 夏見

㈱ﾜﾝ･ﾄｩ･ﾜﾝ 夏見

ﾕｱ･ﾌ゙ﾚｲﾝ㈲ 夏見

㈱吉光 夏見

米持ﾗｲﾌｻﾎ゚ ｶーー(同) 夏見

㈱相模総業 夏見

中央ﾎーﾑｻーﾋ゙ｽ㈱ 夏見

㈲角本商店 夏見

ﾏｽﾀーｶｯﾄﾗﾘー㈱ 夏見

㈲矢野企画 夏見

ｺﾛﾅｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙㈲ 夏見

㈲ｸﾘーﾆﾝｸ゙ｻーﾋ゙ｽ光陽社 夏見

(同)創縁 夏見

㈱夏周 夏見

㈱ｱｲﾃ゙ｽ 夏見

㈲林牛乳店 夏見

㈲東京ﾏｲﾐｯｸ 夏見
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈱薄建装 夏見

㈲川澄ｶ゙ﾗｽ店 夏見

㈲中島建材 夏見

㈱新富工務店 夏見

㈱映光TY 夏見

㈱ﾈｹｯﾂﾄーﾀﾙｻーﾋ゙ｽ 夏見

㈲宮下工務店 夏見

㈲芙蓉商事 夏見

高美㈲ 夏見

㈱斉藤総業 夏見

(宗)薬王寺 夏見

(学)弥栄学園 夏見

㈱協栄設備工業 夏見

㈲菓人 夏見

㈱ﾔﾉｽﾎ゚ ﾂー 夏見

武田工業㈱ 夏見

㈲東栄 夏見

㈲ﾛｼ゙ｺｼｽﾃﾑ 夏見

㈲やどかり 夏見

㈲ﾅｶﾀ゙ｲ 夏見

㈲ｻﾎ゚ ﾄーｳｪｱ 夏見

㈲吾妻寿司 夏見

㈲日の出商会 夏見

㈱日の出設備 夏見

㈲花澤工業 夏見

㈱ﾔﾏﾆ 夏見台

㈲江川建築設計事務所 夏見台

㈲ｱﾋ゙ｴﾝ 夏見台

㈱Y&Green 夏見台

㈲ﾓｱｼーﾄ゙ 夏見台

山戸産業㈱ 夏見台

㈱BANTEC 夏見台

㈲茂木建工 夏見台

ｸ゙ﾘーﾝﾗﾝﾄ゙㈱ 夏見台

㈲ｽﾘーｴｽ ｸﾗﾌﾄ 夏見台

(医)社団 邦和会 夏見台

㈲翔 夏見台

㈱光輪 夏見台

㈲大野金物 夏見台

㈲ﾕーｱｲﾎーﾑ 夏見台

槙計装㈱ 夏見台

千葉ｲﾜﾔ商事㈱ 夏見台

企　業　名 所　在　地

㈲ｶ゙ｯﾂ･ｶﾝﾊ゚ﾆー 夏見台

㈲東勝建材 夏見台

㈲協進工業 夏見台

㈱二階堂工業 夏見台

㈱大吉工業 夏見台

日本水道ｻーﾋ゙ｽ㈱ 夏見台

㈲小川ﾌ゙ﾛｯｸ 夏見台

税理士法人 三田会計 夏見台

㈲安川庭園設計室 夏見台

㈲釣谷商店 夏見台

山陽電機㈱ 夏見台

㈲鳶鈴工務店 夏見台

横田ﾒﾃ゙ｨｶﾙ㈱ 夏見町

㈲ﾋ゙ ｼーｯﾌ゚ｽ 海神

船橋ｲｶﾘ消毒㈱ 海神

㈱千葉測器 船橋営業所 海神

㈱ｼｸ゙ﾏ積算事務所 海神

㈲ﾄｵﾔﾏ 海神

㈲二番屋 海神

㈱ｹﾝﾓﾂ商事 海神

㈲improve 海神

㈱大富 海神

㈱小沢印刷 海神

京葉ｱﾙﾏｲﾄ工業㈱ 海神

㈲ｵﾚﾝｼ゙ﾄﾚーﾃ゙ｨﾝｸ゙ 海神

笠松建設㈲ 海神

㈲ﾓﾄ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 海神

㈲渡辺自動車 海神

㈲野口工務店 海神

㈱八幡堂 海神

㈱映光 海神

㈲ﾃｸﾉｻーﾋ゙ｽ 海神

㈲西船清掃 海神

㈲ﾃﾑｽ゙ 海神

㈱ﾏｯｸｽｹﾘー 海神

㈱剣持工務店 海神

㈲ｺーｼ゙建築設計 海神

㈲ｴｺーｿーｲﾝｸ゙ 海神

㈲ｴﾑｱｲｽﾀｯﾌ 海神

㈱ｼ゙ｭーﾝﾌｧーｽﾄ 海神

㈲藤林商事 海神

㈱小田原工務店 海神
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈲海神薬局 海神

㈱海神建設工業 海神

㈲ふぁみり たーなか 海神

大田原経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｵﾌｨｽ㈱ 海神

㈱扇屋呉服店 海神

㈱大心苑ｴﾝﾀーﾌ゚ﾗｲｽ゙ 海神

(宗)大覚院 海神

㈲井上組 海神

㈲相定酒店 海神

㈱ｶﾈﾏﾀ 海神

㈲新山商店 海神

㈲神田工業 海神

㈲丸井産業 海神

新葉瓦斯機器㈱ 海神

㈲山五 海神

㈲花家 海神

㈲ｱｼﾀ゙電気商会 海神

㈱元橋ﾋ゙ﾙ 海神

㈱新潟建設工業 海神

㈱ｵー.ｴﾑ.ｱｲ 海神

髙木商事㈱ 海神

㈱ﾌ゚ﾗﾈｯﾄｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ 海神

㈲上山技建 海神町

丸代塗料㈲ 海神町

㈱植草運送店 海神町

㈲松本商店 海神町

㈱東晋 海神町

㈲植草ｺﾐｭﾆﾃｨ- 海神町

㈲日匠設計事務所 海神町

日通船橋運輸㈱ 海神町

㈱渡邊 海神町

㈲ひかり自動車工業 海神町西

甲石製餡㈱ 海神町東

㈲日比谷管工 海神町東

㈲ﾏﾙｷﾝ製ﾊ゚ﾝ店 海神町東

㈱小野創建工業 海神町南

峯川ﾓーﾀーｽ㈲ 海神町南

丸山金属工業㈱ 海神町南

ｳﾚｶ産業㈱ 海神町南

ﾀ゙ｲｾー工業㈱ 海神町南

三和商事㈱ 海神町南

平和産業㈱ 海神町南

企　業　名 所　在　地

㈱ｽﾃﾗ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 海神町南

㈱ｾｲﾌﾃｨ 海神町南

㈱ｱーﾙ･ﾃ゙ｨー･ｴー 海神町南

宇井運輸㈱ 海神町南

船橋ﾚﾐｺﾝ㈱ 海神町南

㈲ﾌ゙ﾘｯｸﾜーｸ･ﾄﾚーﾃ゙ｨﾝｸ゙ 海神町南

日立容器工業㈱ 海神町南

㈲ｴﾇﾋ゙ｼ゙ｮﾝ 海神町南

㈲N&Hｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 海神町南

㈱ﾌﾘーﾄ゙ 海神町南

㈱美山 葛飾町

光陽精機㈱ 葛飾町

㈱ﾌﾛﾝﾄﾝ 葛飾町

住友生命保険相互会社北千葉支社西船橋支
部 葛飾町

㈱ｽﾘーﾃｯｸ 葛飾町

税理士法人松井会計 葛飾町

K･Hｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ｻーﾋ゙ｽ㈱ 葛飾町

㈱ﾎーﾑｱｯﾌ゚ 葛飾町

㈱ｴーﾙﾒﾀﾙ 葛飾町

㈱金子積算 葛飾町

㈱産興 葛飾町

㈱國盛 葛飾町

㈱新宅 葛飾町

㈲ﾍｱーｻﾛﾝｻﾎ゚ ﾄー 葛飾町

㈱ﾂｶｻ 葛飾町

㈲ｱﾋ゙ｽｺ 葛飾町

㈲ｱｲ ﾜーﾙﾄ゙ ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙ 葛飾町

㈱Lotus 葛飾町

㈱丸上物流 葛飾町

㈱ｱﾛーﾌｨーﾙｽ゙ 葛飾町

土地家屋調査士法人ﾘーｶ゙ﾙﾌﾛﾝﾃｨｱ 葛飾町

㈲御園工務店 葛飾町

NPO)童謡文化を広める会 丸山

CIMｷｯｺー㈱ 丸山

㈲さわだ園 丸山

㈲八百虎ﾌーｽ゙ 丸山

㈱ﾅｶﾑﾗ 丸山

佐藤居宅介護(同)游神居宅介護支援事業所 丸山

㈲宇井工務店 丸山

のぞみ通信㈲ 丸山

ﾍｱﾒｲｸ  ﾀ゙ﾝﾃ゙ｨ㈲ 丸山

㈲大黒建装 丸山
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企　業　名 所　在　地

㈲ﾏﾙｴｽ食品 丸山

㈱ｾﾝﾁｭﾘー 丸山

㈲ｵｶｻ゙ｷﾈｯﾄ 丸山

三協ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙㈱ 丸山

㈲ｴﾌｴﾑﾙーｷー 丸山

㈲ﾏﾙｻｽﾄｱー 丸山

まえだ興業㈱ 丸山

㈱ﾓﾗーﾙ 丸山

㈱ｱｲｽﾃーｼ゙ 丸山

丸山ｺ゙ﾙﾌｾﾝﾀー㈱ 丸山

部品工業㈱ 丸山

㈱ﾒﾃ゙ｨｶﾙｽﾎ゚ ﾂーﾌ゚ﾗｻ゙ 丸山

㈱千葉工業所 丸山

㈲田中経営研究所 丸山

(学)健伸学院 健伸幼稚園 丸山

㈲松喜水道設備 丸山

㈱つるおか 丸山

㈲鳥忠 丸山

㈱つみた 宮本

㈲岩下不動産鑑定事務所 宮本

㈲塚田ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 宮本

㈲ｱーﾄﾌﾗﾜー高宮 宮本

都市不動産鑑定㈱ 宮本

㈲鳥光園茶店 宮本

㈲市村屋酒店 宮本

㈱ｴｽ･ｱｲ･ｼー 宮本

正直不動産㈱ 宮本

㈱ﾖﾛｽ゙ﾔ 宮本

㈲船橋光学設計事務所 宮本

㈲ﾃｨー･ﾂー 宮本

㈲亀屋ｸﾘーﾆﾝｸ゙商会 宮本

㈲電助 宮本

㈲高見沢産業 宮本

㈲小泉事務所 宮本

㈱三幸ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 宮本

㈲湊栄ﾊｳｽ 宮本

㈱欧林 宮本

㈱ｽｽ゙ﾊﾙ 宮本

㈱伊藤商店 宮本

㈱金子服装店 宮本

㈲ｱｾｯﾄ川島 宮本

㈱T･A･P 宮本

企　業　名 所　在　地

㈲堀越商店 宮本

㈱建石 宮本

㈲内海建設 宮本

㈲ｱﾃﾅ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 宮本

栄華商事㈱ 宮本

ﾕｱｻ･ﾌﾅｼｮｸ㈱ 宮本

㈲佐々木自動車工業所 宮本

朝日塗装㈱ 宮本

㈲川治邦夫建築設計事務所 宮本

㈱ｽｽ゙ｹﾝ 宮本

ﾓﾊ゙ｲﾙﾎーﾑ㈱ 宮本

古谷式典㈱ 宮本

㈲横田牛乳店 宮本

㈱拓宣 宮本

京成建設㈱ 宮本

㈲ｲﾝﾃﾘｱ豊 宮本

㈲ﾔﾏｺ工業 宮本

金田理化工業㈱ 宮本

㈱ｷﾑﾗ食品 宮本

㈱ｴﾑﾃｨーｴーｽ 宮本

㈱ﾛーﾄ゙ﾒﾀﾙ 宮本

㈲丸竹ﾌーｽ゙ 宮本

㈲清水屋商店 宮本

㈲藤井食品 宮本

㈲船戸 宮本

㈲ｵﾄｴﾑｶﾝﾊ゚ﾆー 宮本

㈲山崎商店 宮本

湯浅食品㈱ 宮本

㈲ﾚﾝﾀﾙﾊｳｽ清水 宮本

石上商事㈱ 宮本

㈱ｴｲﾄ 宮本

㈲金子石材店 宮本

㈲佐野屋 宮本

石上青果㈲ 宮本

㈱堂山下 宮本

㈱ｻﾝﾃｸﾉ 宮本

㈲西村建設 宮本

(資)川奈部薬局 宮本

㈲ｾｷﾈ電機 宮本

㈲高倉ｼーﾄ 宮本

㈲吉橋印刷工業社 宮本

㈲泰成工業 宮本
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

富士化学工業㈱ 宮本

㈲ｴﾑｱーﾙﾃｨー不動産 宮本

㈱M & S 宮本

㈱ﾄーﾜ電設 宮本

白水ﾌ゚ﾗｽﾁｯｸ工業㈱ 宮本

山崎ｻｯｼ産業㈱ 宮本

㈲専保 宮本

㈲大塚ﾓーﾀーｽ 宮本

㈱川口工業 宮本

㈲ｴーｱﾝﾄ゙ｴﾑ 宮本

㈱ﾙﾉﾝ化学研究所 宮本

㈲富久 宮本

㈲日本素材工学研究所 宮本

㈱ｱーｸ創研 宮本

㈱ﾃ゙ｻ゙ﾝﾀ゙ 宮本

㈲ﾅｶ゙ｼﾏｴーｼ゙ｴﾝｼー 宮本

㈱ﾛｯﾌ゚ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 宮本

㈲水町保険事務所 宮本

㈲ｶﾙﾊ゙ ﾄー 宮本

㈱ﾎ゚ｯﾎ゚ 宮本

㈲小仲井ﾊｳｽﾚﾝﾀﾙ 宮本

㈲船宮 宮本

㈲松一商事 宮本

㈱川上商店 宮本

㈱ｶﾅｶ゙ﾜﾌｧﾆﾁｭｱ 宮本

㈱新日 宮本

㈲ｽﾀｼ゙ｵ･ｱ-ﾄ･ｲーﾄ 宮本

㈲金佐 金杉

㈲鈴木紙工 金杉

㈱ﾌｼ゙化学研究所 金杉

㈲村越ﾓーﾀーｽ 金杉

誠和工業㈱ 金杉

ｲﾃ゙ｱ測量開発㈱ 金杉

㈲金作建設 金杉

ﾐﾌﾈ運送㈱ 金杉

日本圧研ｽｴーﾁ゙工業㈲ 金杉

(学)金杉学園 金杉

㈲ﾋﾏﾜﾘｸ゙ﾘーﾝｻーﾋ゙ｽ 金杉

㈱小室製作所 金杉

㈲ｺﾐﾆﾃｨ･ﾌーｽ゙ 金杉

ﾀ゙ｲﾔ冷熱㈱ 金杉

㈱帝国ｴｽﾃーﾄ 金杉

企　業　名 所　在　地

㈲髪友 金杉

㈲ｶｽ゙ｷｲﾝﾀーﾅｼｮﾅﾙ 金杉

㈱ｴﾌｱﾝﾄ゙ｱｲ 金杉

古橋工業㈱ 金杉

㈱ﾏﾂﾀ゙ 金杉

㈲友光 金杉

㈲ﾊ゚ﾙ ｲﾏﾆｼ 金杉

㈲ｲﾏｲﾎーﾑ機器 金杉

ﾎﾋ゙ ｴーﾝﾀーﾌ゚ﾗｲｽ゙㈱ 金杉

㈱ﾘﾍ゙ﾙﾃｯｸ 金杉

ｺーﾃｯｸ㈱ 金杉

㈲共立空調ｻーﾋ゙ｽ 金杉

㈲中華まるなか 金杉

㈲日進自動車 金杉

㈲ﾅｶｼ゙ﾏﾗｲﾆﾝｸ゙ 金杉

(資)H&D 金杉

福田電気工事㈱ 金杉

弘栄化学㈱ 金杉

㈱ﾂｲﾝｽ゙ 金杉

㈲きらく 金杉

㈲金杉建具 金杉

ｴｽ･ﾃ゙ｨー･ﾋ゙ (ー同) 金杉

㈲金杉建設 金杉

㈲山陽不動産 金杉

㈱ｴｺﾊ゚ｯｸ 金杉

㈱船橋樹脂工業 金杉

㈲ｲｸｼﾑ･ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 金杉

柿田電材㈲ 金杉

㈱ﾀｲｺー 金杉

㈲鈴徳銘木 金杉

日泰ｻーﾋ゙ｽ㈱ 金杉

㈱小川生花 金杉

㈱ｴｽｼーｵー 金杉

㈱ﾊﾔｶﾜ 金杉

㈲飯村電設 金杉

㈲ｲｾ化工 金杉

辻岡木材㈲ 金杉

㈱ｽﾏｲﾙ商事 金杉

㈲穴田商事 金杉

ｱーｽﾘーﾌ゚ﾛﾀ゙ｸｼｮﾝ㈲ 金杉

㈱東京ﾚｼ゙ｬーｽﾎ゚ ﾂー 金杉

㈲ﾖﾈｲ 金杉
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企　業　名 所　在　地

㈱ﾏｳﾝﾄﾛｯｸ 金杉

㈲ｱｲﾜーｸｽ 金杉

㈲浅海運輸 金杉

㈱今仲工務店 金杉

㈲ｶーﾄﾘｯﾌ゚ 金杉

㈲船橋ｻｯｼ工業 金杉

㈲田島電機 金杉

㈲ｳﾀｼﾛ 金杉

㈲大翔組 金杉

㈲西屋 金杉

㈱ｺﾝﾌｫーﾄｹｱ 金杉台

㈲ﾒﾃ゙ｨｱﾌ゚ﾛﾃ゙ｭーｽ 金杉台

㈲ｻﾝｴﾝﾀーﾌ゚ﾗｲｽ゙ 金杉台

㈲広友運輸 金杉台

㈲新和産業 金杉台

㈲大島設備 金杉台

㈲すばるｴﾌ･ｼー･ｴｽ 金杉町

華夏商事㈱ 金杉町

不二公業㈱ 金杉町

㈲鈴木辰工務店 金堀町

㈲ﾂﾊ゙ｻ技研 金堀町

㈲ｵｶ゙ﾜｶｯﾀー 金堀町

㈲BONDS 金堀町

㈲寿商運 金堀町

㈲鳶会田組 金堀町

社会福祉法人 大久保学園 金堀町

(医)社団 健仁会 船橋北病院 金堀町

朝日管工㈱ 金堀町

㈱ﾅｲｶ゙ｲ･ｵﾘｵﾝ 金堀町

㈲ｼﾊ゙ﾔﾏ 金堀町

㈲小林硝子建窓 古作

(宗)明王院 古作

㈲おおもり 古作

㈲加藤精密 古作

ｴｸ゙ﾘ商事㈲ 古作

ﾊｯﾋ゚ ｴーｯｾﾝｽ㈲ 古作

㈱藤代農園 古和釜町

㈱ﾅｶｶ゙ﾐ 古和釜町

㈱ﾆﾁｴﾌ 古和釜町

㈲日下部製作所 古和釜町

㈲船橋ﾋ゙ｹ 古和釜町

㈲竹下内装 古和釜町

企　業　名 所　在　地

㈲森山工業 古和釜町

㈱ｴーｼ゙ｪﾝｼー 古和釜町

㈲秋元陶業 古和釜町

㈱及建 古和釜町

㈲竹田造園土木 古和釜町

㈲ｽｷ゙ﾔﾏ 古和釜町

㈱伊藤定工務店 古和釜町

㈱SAJI 古和釜町

㈱ﾊ゙ ﾂー･ｲﾚﾌ゙ﾝ 行田

㈱秋谷塗装店 行田

㈱森田植物園 行田

船橋造園(協) 行田

鈴木畳店㈱ 行田

㈱ﾛｲﾔﾙｸﾘーﾅーｽ 行田

京葉ｴｽﾃーﾄ㈱ 行田

㈱池野組 行田

㈱ﾕﾆｵﾝ 行田

㈱ﾅﾙｾ 行田

㈱ﾜﾀﾘ電気 行田町

㈲於とわ 行田町

㈲栄光商事 行田町

㈲せきぐち 行田町

㈲造園鎌田 行田町

(学)松沢学園 冨士見第二幼稚園 高根台

㈲ﾀｶ゙ﾜ 高根台

㈲やまみﾌﾙーﾂ 高根台

㈲昭和ｸﾘーﾆﾝｸ゙商会 高根台

ｽﾀｼｵﾝ･ｾﾙﾋ゙ｽ㈱ 高根台

NPO)茗荷舎福祉作業所 高根台

㈲越路食品 高根台

相都建設㈱ 高根台

(医)沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 高根台

㈲石塚商店 高根台

㈲竹林工業 高根台

㈲ﾊﾂﾀ゙商会 高根台

㈲まる久 高根台

東京日食㈱ 高根台

高根建設㈱ 高根台

㈱Y･M･G 高根台

ﾃｲｸｱーﾙ㈱ 高根台

㈱ﾛｲﾔﾙﾎーﾑｽ゙ 高根台

㈱ｱーﾙｴｲﾁ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 高根台
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企　業　名 所　在　地

㈲ちびた 高根台

㈱菊池建築事務所 高根台

㈱R&P 高根台

㈲上田寝具ﾘーｽ 高根台

㈲寺田辰商店 高根台

㈱江鋼商事 高根台

㈱日典装飾 高根台

㈲ｹｱ･ｻーﾋ゙ｽ虹 高根台

㈱頂ﾌーﾄ゙ 高根台

平成ﾃｸﾆｶ㈲ 高根台

㈲ﾏﾂﾀ゙薬品 高根台

㈱有備堂 高根台

㈱ｱｲﾘﾝｸﾎーﾑ 高根台

㈲あいｹｱﾏﾈーｼ゙ｬー事務所 高根台

田口産業㈱船橋支店 高根台

㈱SPES 高根台

㈲総武電設 高根台

㈱ｾﾚﾌ゙ 高根台

㈲宇田興畳店 高根台

㈱松村新聞舗 高根台

㈲児玉商店 高根台

(医)社団 ｼﾙｳ゙ｧーｻーﾋ゙ｽ会 高根町

㈱桔梗 高根町

㈲彦新産業 高根町

㈲高庄産業 高根町

㈲ﾎーﾌ゚ﾋﾙ 高根町

㈲小川鉢花園 高根町

㈲高根木戸給油所 高根町

㈱東京ｻﾝ･ｺｽﾓ 高根町

㈲ｹーｵﾘﾄ゙ 高根町

㈲石井総業 高根町

京葉内研工業㈱ 高根町

㈲吉野興業 高根町

㈲清和商会 高根町

㈲松田工務店 高根町

㈱持井工務店 高根町

㈱ｸ゙ﾛーﾊ゙ﾙ 高根町

(宗)高根寺 高根町

㈱ﾋ゙ ･ーﾄﾗｲ 高根町

㈲船橋石油輸送 高根町

㈱AーTRUCK 高根町

ﾘーﾌｽ㈱ 高根町

企　業　名 所　在　地

㈱ｱーｽ 高根町

㈱島村 高根町

㈱ｺｽﾓ 高根町

㈱ﾍ゚ｶ゙ｻｽ 高根町

㈱ﾘｶﾊ゙ﾘー 高根町

㈱東洋食彩 高根町

㈲ｴーﾃｯｸ 高根町

㈱誠進式典 高根町

㈲船橋ﾄーﾖー住器 高根町

㈱京葉総業 高根町

㈱TOUMA 高根町

桜井石油㈱ 高根町

㈱勝建工 高根町

㈲藤代園芸 高根町

㈲中澤電業 高根町

大和製罐㈱ｻｯﾎ゚ﾛﾋ゙ ﾙー製罐工場 高瀬町

ｻｯﾎ゚ﾛﾋ゙-ﾙ㈱千葉工場 高瀬町

㈲おぐら自動車 高瀬町

船橋興産㈱ 高瀬町

東海基礎㈱ 高瀬町

㈱ﾃｨーｴｽｹー 高瀬町

㈱三和工業 高瀬町

㈱総合印刷新報社 高瀬町

(同)せん 高瀬町

㈲ｴｲﾄ理化学器械 高瀬町

㈱福和 高瀬町

㈱ｳｲﾝﾌｧーﾑ 高瀬町

㈱船橋総行 高瀬町

㈱ｹーﾋ゙ ｴーｽ 高瀬町

横田商事㈱ 高瀬町

㈱ｾｷﾂ゙ｶ商事 高瀬町

㈱ﾅｶﾑﾗ 高瀬町

㈱皆川 高瀬町

石橋電材工業㈱ 高瀬町

㈱飯ｹ谷商店 高瀬町

船橋総合卸商業団地(協) 高瀬町

㈱三咲ｺ゙ﾑ 高瀬町

㈱京葉PRｾﾝﾀー 高瀬町

㈱ｲーﾙｱｯﾌ゚ 高瀬町

船橋港自動車整備(協) 高瀬町

㈲小倉ﾓーﾀーｽ 高瀬町

㈲小平自動車整備工場 高瀬町
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企　業　名 所　在　地

㈲ﾘｽｺ 高瀬町

㈱ﾌﾅﾋｮｳ 高瀬町

㈱ﾌﾚｯｼｭﾀ゙ｲﾅー 高瀬町

㈲ｼｽﾃﾑｾ゙ﾛ 高野台

荻原工業㈱ 高野台

㈲比野工業所 高野台

㈱MITUWA 高野台

㈲優樹ｸﾚーﾝ 高野台

㈲五十嵐工務店 高野台

㈲大鐘電機工業所 高野台

㈲八木が谷造園 高野台

㈱藤和ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 高野台

㈲東保設備 高野台

㈲小林土建 高野台

㈲大聖設備工業 高野台

㈲日浦住宅建材 高野台

大洋緑化㈱ 高野台

㈱澤田 高野台

㈲協和ﾍﾙｽ 高野台

㈲ｲｼｲｵーﾄｻーﾋ゙ｽ 高野台

㈲宮林鉄工 高野台

㈲竹島興産 高野台

㈱ﾗｲﾌｱﾗｳﾝﾄ゙ 高野台

㈲松橋工務店 高野台

㈲ｻｶﾓﾄ商会 咲が丘

㈲堀田工務店 咲が丘

㈱ｴｽ･ｼー･ｼー 咲が丘

松丸畜産㈲ 咲が丘

三咲興農(資) 咲が丘

㈲ﾈｯﾄﾜーｸ 咲が丘

㈲ｻｷｶ゙ｵｶ 咲が丘

㈲東條機工 咲が丘

㈱ｽｽ゙ｷﾌ゚ﾚｼｼ゙ｮﾝ 咲が丘

㈲ｸﾚｽ保険事務所 咲が丘

㈲ｵｵﾀ精機 咲が丘

吉村ﾎーﾑｻーﾋ゙ｽ㈱ 咲が丘

㈱ｲﾜｻﾜ 咲が丘

㈱てらお食品 咲が丘

㈲嘉徳興産 咲が丘

㈲つるがや 咲が丘

㈲石田商事 咲が丘

(医)正恵会  阿部歯科医院 咲が丘

企　業　名 所　在　地

ﾘﾊ゙ﾃｨーﾜーﾙﾄ゙㈱ 咲が丘

㈲東栄工業 咲が丘

(同)ﾌｪﾆｯｸｽｸﾘｴｲﾄ 咲が丘

㈲吉祥 咲が丘

㈱和幸電気工事 咲が丘

㈲湯浅土木 咲が丘

㈲松田内装 咲が丘

㈱ｲｼｲｱﾊ゚ﾚﾙ 咲が丘

㈲ﾌ゙ﾙーｽｶｲﾃﾆｽｶ゙ ﾃー゙ﾝ 三咲

㈲廣田建築 三咲

㈲ｴﾆー 三咲

㈱ﾃｨﾝﾊ゙ ｼーｮｯﾌ゚近藤 三咲

㈲ｹｲｴﾇｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 三咲

㈲石井誠電気 三咲

㈱てあて 三咲

㈲日興不動産 三咲

㈱創研 三咲

㈲ｱｲｼﾝ家電 三咲

㈲三峰 三咲

㈲大川 三咲

㈲三宮総業 三咲

㈲松和建設 三咲

東京東信用金庫三咲支店 三咲

㈲ﾀ゙ﾙﾏ薬局 三咲

㈲ｱﾙﾃ 三咲

㈱ﾅﾜﾀ技研 三咲

㈲金子工務店 三咲

T Plus㈱ 三咲

㈱ｺﾝｾﾌ゚ﾄ 三咲

㈲宇田畳店 三咲

㈱ﾔﾏｳﾁ 三咲

㈱森興業 三咲

㈱下田金型工業 三咲

㈱Nﾃ゙ｻ゙ｲﾝ 三咲

土佐工業㈱ 三咲

㈱OOKUBO 三咲

㈱大谷商事 三咲

㈱東豊 三咲

吉田石油㈱ 三咲

㈲成沢工業 三咲

㈱ﾏﾂｹﾝ 三咲

㈱ﾕーﾜﾝ 三咲
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

大宇㈲ 三咲

㈲北爪清掃事業 三咲

㈱みさき給食 三咲

㈲富樫電氣工業 三咲

㈲和晃総業 三咲

㈱ｿｲﾙｱﾅﾗｲｽ゙ 三咲

㈱幼稚園給食 三咲

㈲岡美 三咲

㈲つぼいや 三咲

㈲三咲建具 三咲

㈱ﾗﾝﾄ゙ﾛーﾑ ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 三咲

㈲三陽 三咲

㈱山﨑工業 三咲

㈲鵜浦ﾀｲﾙ 三咲

㈱ｱｻﾝﾃｶﾉー 三咲

ｱｲ･ﾃｨー･ｴｽ･ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ㈱ 三咲

㈱原田 三咲

㈲ﾀﾅﾍ゙木材 三咲

㈲ST環境ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 三咲

㈱佐藤昭商店 三咲

㈲習志野縫製 三咲

共栄企画建設㈱ 三咲

㈱ﾋﾛﾊﾏ千葉工場 三咲

㈲鳶高橋 三咲

㈲ﾊーﾄ゙ｳｪｱ GO ON 三咲

㈱ﾌﾗーﾘｯｼｭｱｻﾋﾔ 三咲

阿功建設㈱ 三咲

㈱高橋材木店 三咲

㈲丸夏石井商店 三咲町

㈲久三 三山

㈲百合工業 三山

㈲六崎工業 三山

㈲ｱﾐｭーｽ゙ﾗｲﾌ 三山

㈲櫻井工務店 三山

㈱京葉衣裳 三山

㈲東屋商店 三山

㈲中澤製作所 三山

㈲翠建築設計事務所 三山

㈲白吉工務店 三山

㈱交告商店 三山

㈲富士防器製作所 三山

㈱二宮園 三山

企　業　名 所　在　地

㈱ﾕﾆﾃｯｸ 三山

㈱ｲｯﾂ 三山

(資)ｱ･ﾉーﾄ゙ 三山

(宗)二宮神社 三山

㈲東建ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙ 三山

(学)岩井学園 三山

㈲高橋食肉 三山

㈲ｻﾝﾖｳ水道 三山

㈱矢野木材 三山

㈲ｶﾒﾗの銀映堂 三山

㈲丸吉商事 三山

㈲ｴﾑ･ｴﾇ 三山

㈱ｶﾝﾀﾄﾚーﾃ゙ｨﾝｸ゙ 三山

三山央町商店街振興組合 三山

㈲ｴﾙﾋ゚ｿ 三山

㈲山孝 三山

㈲知久商会 三山

㈱ｱｽｸ･ﾋ゙ｼ゙ﾈｽ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸ゙ 三山

加安商興㈲ 三山

㈲藤乃 三山

㈱ﾔﾏｹﾝ 三山

千葉信用金庫三山支店 三山

㈱船橋新建材 三山

㈲花友 三山

三山観光ﾊ゙ｽ㈱ 三山

㈱ﾜーﾙﾄ゙ 三山

㈱三ﾂ星工業 三山

㈲木川工務店 三山

日建精工㈱ 三山

京葉ｶﾏﾛ㈱ 山手

㈱ﾀﾆｶﾜﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾄ 山手

㈱山手商事 山手

㈲山手満留賀 山手

㈱津田防災工事店 山手

㈲ｱｶ゙ｻ 山手

㈱西船ｸ゙ﾘーﾝｻーﾋ゙ｽ 山手

㈲青山解体 山手

㈱ﾚｵ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 山野町

日本確認ｾﾝﾀー㈱ 山野町

㈲船橋市場運輸 山野町

㈱ﾌｸﾀﾝ 山野町

㈲ｲﾄー実業 山野町
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈱誠意 山野町

㈲ほかけ寿司 山野町

㈱ｴﾚﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 山野町

㈱ﾌｫﾝﾃﾝ 山野町

(公社)船橋青色申告会 市場

㈱御崎水産 市場

㈲大清 市場

㈱ﾔﾏﾀ゙ｲ 市場

船橋青果商業(協) 市場

㈲大碇 市場

㈱川市 市場

㈲魚辰水産 市場

㈲小倉商店 市場

㈲太田匡商店 市場

㈲山下商店 市場

㈲櫻井青果 市場

船橋企業㈲ 市場

㈲まぐろ湊屋 市場

㈲福田家 市場

㈲甚安水産 市場

㈲松傳 市場

ｶﾈｺ水産㈱ 市場

㈲川吉 市場

㈲丸惣商店 市場

㈱山邦青果 市場

ｶﾈｲﾁ青果㈱ 市場

㈲滝繁青果 市場

㈲船橋大須賀海苔店 市場

㈲丸武 市場

㈲丸富商店 市場

㈲箕輪商店 市場

船橋青果卸売(協) 市場

㈲門口商店 市場

㈲中村屋肉店 市場

㈲ｶﾈｶ商店 市場

㈲丸金商店 市場

㈲安田洋品店 市場

㈱ﾍ゙ｼ゙ｯｸｽ 市場

㈲魚国 市場

㈲大塚治平商店 市場

㈲松丸水産 市場

㈱海老石 市場

企　業　名 所　在　地

㈱森三商店 市場

㈲市場三幸 市場

㈲城東企業 市場

㈲天吉 市場

長印船橋青果㈱ 市場

船橋市水産物仲卸(協) 市場

㈲定利青果 市場

㈱ｷｸ゙ﾁ 市場

㈱魚がし鎌形 市場

㈲船昭 市場

㈱鶴長 市場

㈲丸光水産 市場

TBｼ゙ｬﾊ゚ﾝ㈱ 市場

㈱myふなばし 市場

㈲ｻﾝﾏﾐー 市場

日海電気工業㈱ 市場

㈲ｺﾛﾗﾄ゙ 市場

大矢建工㈱ 市場

石井水産㈱ 市場

㈲青木商店 市場

ｴー･ﾀ゙ﾌ゙ﾘｭ･ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙㈲ 市場

㈲実川造園 市場

㈲細田建設 市場

㈲YSｻーﾋ゙ｽ 市場

㈱ｱﾙﾌｧーﾎーﾑ 市場

㈲足立ﾀｲﾙ 市場

㈲藍ｸ゙ﾙーﾌ゚ 藍典礼 市場

㈲三枝総業 市場

(一社)船橋交通安全協会 市場

㈱ｱーｷｾﾌ゚ﾄ 市場

㈲坂本木工所 市場

(医)社団 慈心会 青山病院 市場

伸光工業㈲ 市場

㈲小倉製作所 市場

㈲谷原動物病院 市場

㈲篠塚自動車工業 市場

㈱ｲﾝｽﾊ゚ｲｱ 市場

伸栄工業㈱ 市場

㈱ｱｲﾘｽ 市場

㈱ｹーﾜﾝﾚｯｶー 市場

㈱ｽｽ゙ｷ自販千葉船橋店 市場

㈲青木写真館 市場
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

京葉都市開発㈱ 市場

日本技建㈱ 市場

㈱京葉保険ｻーﾋ゙ｽ 市場

ﾄ゙ﾘーﾑﾄﾚーﾃ゙ｨﾝｸ゙㈱ 市川市大野町

村田建設㈱ 七林町

ﾕﾆﾊ゙ ｻーﾙﾘーｽ㈱ 七林町

㈲ｴﾙﾊ゚ﾜー 七林町

㈲田口塗装店 七林町

㈲ｺﾏﾃｯｸ 七林町

㈱蕾 七林町

㈲共同防災設備 七林町

美友産業㈲ 芝山

㈲本間建材店 芝山

㈲下嶋設備 芝山

㈲ｴﾌﾋ゚ ｱーーﾙ 芝山

㈱野田事務所 芝山

㈱All Happiness 芝山

伸和電機㈱ 芝山

ﾂﾀ゙ﾇﾏ電器㈱ 芝山

㈱ﾀ゙ｲﾅﾃｯｸ 芝山

㈱ﾈｵﾃｯｸ 芝山

ﾋ゙ｼ゙ﾈｽｼｮｯﾌ゚ｼﾗｲ㈲ 芝山

㈱ﾍ゙ｽﾄﾗﾝﾄ゙ 芝山

㈱京葉教育ｾﾝﾀー高根ｾ゙ﾐﾅ-ﾙ 芝山

㈲ﾃｲ･ﾜｲ･ｾｷｭﾘﾃ- 芝山

平和技研㈱関東支店 芝山

㈱ｽｽ゙ｷｵーﾄ 芝山

㈲京葉鈑金 芝山

㈲ｼーｳ゙ｨｼ゙ｮﾝ 芝山

(医)社団 寿石会 芝山

A.S.O.調剤薬局㈱ 芝山

㈲すがはら園 芝山

(学)なかよし学園栄光幼稚園 芝山

㈱坂斉商会 芝山

㈲富総 芝山

ｹーｼ゙ｪｲﾘﾋ゙ﾝｸ゙㈱ 芝山

㈱ﾔﾏﾈ住研 芝山

㈱ｼﾙｸ･ﾗｲﾝ 芝山

㈲ｵｼｶﾜ 芝山

㈲高瀬 芝山

㈱成蹊 芝山

㈱LIXILﾋ゙ﾊ゙ 船橋店 芝山

企　業　名 所　在　地

㈱ｻﾝｺー ﾚﾝﾀﾙﾋ゙ﾃ゙ｵﾎ゚ﾊ゚ｲ芝山店 芝山

㈱大木無線電気 芝山

㈲田久保 芝山

㈱Voice 芝山

㈱ﾌｧーﾏｼｽﾀ 芝山

物江汽設㈱ 芝山

日本ﾎーﾑ㈱ 芝山

㈲ﾍ゙ｼ゙ﾀﾌ゙ﾙﾗｲﾌ 芝山

ﾘｽｸﾏﾈｼ゙ﾒﾝﾄ㈲ 芝山

江東㈱ 芝山

㈱ｱﾝｼｬﾝﾃ 芝山

㈲ｴｲﾄ観光 芝山

㈲簗場商店 芝山

㈱ｵﾌ゚ﾄｽﾘー 芝山

㈲尾白総合保険事務所 芝山

㈱ｱｲﾆｯｸｽ 芝山

保安商事㈱ 芝山

東京ﾍ゙ｲ信用金庫高根支店 芝山

㈲現代医研 芝山

㈲船橋ｽﾃﾝﾚｽ工業 芝山

ｻﾝﾄｳ設備工業㈲ 芝山

京葉工事ﾗｲﾄ㈱ 芝山

堀江ｸﾘーﾝｼｽﾃﾑ㈲ 芝山

㈲ﾗﾝﾄ゙ﾘー文化ｾﾌ゙ﾝ 芝山

㈱ﾋ゙ ｱーｲ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 芝山

㈱ｽｲﾌﾄ 芝山

㈲大翔畳店 芝山

ｼーｴｽ㈱ 芝山

㈱ｾｲﾜﾍ゚ｲﾝﾄ 芝山

(医)財団 すいめい会 芝山

㈲ｻｸﾗｲ工芸 車方町

㈲ﾃｨーﾂー 車方町

㈲花輪自動車 若松

織光商事㈱ 若松

(学)船橋雙葉学園 若松

㈱かぼちゃﾈｺ 若松

㈲長寿庵 若松

日立電工㈱ 習志野

㈲山清自動車 習志野

㈱東京酸器 ﾃ゙ｨｱﾌﾚﾝﾄ゙ならしの 習志野

㈲高根造園土木 習志野

計電ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙㈱ 習志野
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈲川添設備工業 習志野

㈱ﾐﾐﾊｳｽ 習志野

㈲岡本石油 習志野

前原興業㈱ 習志野

㈱谷津商会 習志野

㈲ｶﾜｻｷ工房 習志野

㈲山木商工 習志野

㈱ﾄｼ ｵーﾄｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 習志野

㈱さくらﾌ゚ﾗｽﾁｯｸ 習志野

㈲三栄電子 習志野

㈲東西自動車 習志野

㈲永田興業 習志野

㈲勝美建材興業 習志野

㈱鎌田工務店 習志野

習志野機材㈱ 習志野

㈱ｱﾙﾌｧﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ 習志野

㈲ﾃ゙ｨー.ｴｲﾁ.ﾀｲﾔｻーﾋ゙ｽ 習志野

関東工機㈱ 習志野

山田食品㈱ 習志野

㈱船橋ｵｲﾙｻーﾋ゙ｽ 習志野

朋和産業㈱ 習志野

㈱ｴｲｼﾝｵーﾄ 習志野

㈲ｵーﾄ･ﾎ゙ﾃ゙ｨー･ﾗｽﾀ- 習志野

芙蓉鋳工㈱ 習志野

㈱ｺﾝﾊ゙ ﾃーｨﾝｸ゙ﾃｸﾉﾛｼ゙ｨーｽ゙ 習志野

㈱ﾀｷｶ゙ﾜ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ･ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 習志野

㈱ﾃ゙ｲﾘーﾄﾗﾝｽﾎ゚ ﾄー 習志野

㈲山崎製作所 習志野

㈲武田製作所 習志野

㈱KONNOPRO 習志野

扶桑精工㈱ 習志野

栄和化学工業㈱ 習志野

㈲ﾌｧｲﾝﾌ゚ﾚｽ 習志野

㈲波切商事 習志野

㈲和伸運輸 習志野

㈱ｱﾙｺ゙ｼｽﾃﾑ 習志野

㈱ﾕﾆﾊ゙ ｻーﾙ･ｽﾎ゚ ﾂー･ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 習志野

㈲栄不動産 習志野

㈲ｱーﾄｶ゙ ﾃー゙ﾝ綱島 習志野

㈲ｱーﾙﾗｲﾌﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ 習志野

㈲桑村製作所 習志野

船橋市有価物回収(協) 習志野

企　業　名 所　在　地

ﾋｼﾉ建材工業㈱ 習志野

習志野ﾀｸｼー㈱ 習志野

㈲鈴木内装 習志野

習志野硝子工業㈱ 習志野

西精機㈱ 習志野

㈲田辺鋼材 習志野

日本軽金属㈱船橋工場 習志野市東習志
野

㈲八田商店 習志野台

㈲ｻｸﾏ商事 習志野台

㈲山本商事 習志野台

㈲ｴﾑｱｲｵ建築設計事務所 習志野台

㈲大竹工務店 習志野台

㈲村木工業 習志野台

豊栄建物㈱ 習志野台

高栄建物㈱ 習志野台

㈱ﾒﾃ゙ｨｶﾙﾘﾝｸ 習志野台

㈲栃木屋呉服店 習志野台

㈱ﾌｧﾐﾘーｴﾝｼ゙ﾆｱ 習志野台

㈱角万商店 習志野台

㈲清和基工 習志野台

㈱ｱﾗｲﾋ゙ﾙ 習志野台

㈱ｲﾏｲﾋ゙ﾙ 習志野台

㈲ﾀｷﾀ 習志野台

㈱across 習志野台

㈲東葉興産 習志野台

㈲習志野製袋 習志野台

㈱ｸﾗﾊ゙ﾔｼ 習志野台

㈲ｴｲ･ｱｲ･ｹｲ建設 習志野台

葵錦㈱ 習志野台

㈱ｳｨーｽ゙おくすり本舗北習志野支店 習志野台

㈲八街ﾋ゚ ﾅーﾂ 習志野台

㈲ﾚｯｸｽﾃｯｸ 習志野台

㈲全国薬品販売京葉 習志野台

㈲船橋北習志野ｹｱｻーﾋ゙ｽ 習志野台

㈲半場硝子店 習志野台

㈲ｱｲｴﾑｵー 習志野台

㈲車鮨 習志野台

㈱ﾌﾚﾝﾄ゙ 習志野台

㈱Glory8 習志野台

ｽﾀーﾂﾋ゚ﾀｯﾄﾊｳｽ㈱北習志野店 習志野台

㈱光徳 習志野台

㈲大江工務店 習志野台
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

(医)社団 和洸会 習志野台

(同)西友 北習志野店 習志野台

(資)むさしや 習志野台

㈲波切商店 習志野台

㈲ﾌ゚ﾗｽONE 習志野台

㈱惠友ﾄーﾀﾙｻﾎ゚ ﾄー 習志野台

㈱三喜 習志野台

㈲ｴﾘｱ北習志野支店 習志野台

㈲吉岡ﾋ゙ﾙ 習志野台

㈱丸備 習志野台

ｱーﾄﾎーﾑ㈱ 習志野台

習志野台商店街振興組合 習志野台

丸長ﾊｳｽ㈱ 習志野台

日産証券㈱ 習志野台

櫻工営㈱ 習志野台

㈲ﾋｷﾀ゙ｻーﾋ゙ｽ 習志野台

(医)成春会 北習志野花輪病院 習志野台

千葉ﾒﾃ゙ｨｶﾙ㈱ 習志野台

とらべるたっち日旅㈲ 習志野台

㈲藤井東店 習志野台

㈲遠藤酒店 習志野台

㈲五十番 習志野台

㈱ｺﾝﾋ゙ﾆｴﾝｽｽﾄｱー習志野 習志野台

㈲房州屋 習志野台

㈱ﾜｺーﾌ゚ﾛﾃｸﾄ 習志野台

(医)社団 習和会 浅野歯科矯正 習志野台

第一警備保障㈱ 習志野台

㈱ｸ゙ﾘーﾝﾌｧーﾑ千葉営業所 習志野台

㈱ｼﾏｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 習志野台

㈱魚次 習志野台

㈲ﾊ゚ﾙﾎーﾑｻーﾋ゙ｽ 習志野台

㈲肉の鳥吉 習志野台

ﾜｲﾙﾄ゙ｽﾎ゚ ﾂー㈲ 習志野台

沢田屋畜産㈱ 習志野台

㈲魚鈴 習志野台

㈲佐々木建築設計事務所 習志野台

上原子建工㈱ 習志野台

㈲志田 習志野台

㈲裕美印刷 習志野台

㈱丸富商事 習志野台

㈲藤和建物 習志野台

㈲藤 習志野店 習志野台

企　業　名 所　在　地

(医)社団 良知会 共立習志野台病院 習志野台

中央ｽｽ゙ｷ販売㈱ 習志野台

㈲ﾌｧーﾏ 習志野台

岡田食品㈱ 習志野台

㈱ｺｺｽﾀｲﾙ 習志野台

㈱ﾔｼﾏ 習志野台

㈲ﾀ゙ｲﾕｳー 習志野台

㈱山崎新聞舗 習志野台

㈱ﾄ゙ｲ薬局 習志野台

信州電気㈱ 習志野台

東葛ﾃｸﾉ㈱ 習志野台

利根川㈱ 習志野台

(学)青葉学園 習志野台

㈲春田興産 習志野台

㈲洋装ひまわり 習志野台

㈲東洋堂 習志野台

㈱ﾄｯﾌ゚･ｸﾗﾌﾄ 習志野台

㈲甲州屋 佐々木商店 習志野台

㈱ｴﾙﾃｸｽ設計 習志野台

㈲伊藤住設工業 習志野台

㈲小田切ｷ゙ﾌﾄ 習志野台

㈱ﾀﾅｶｱﾝﾄ゙ｶﾝﾊ゚ﾆー 習志野台

新勢興業㈲ 習志野台

寺澤建設㈱ 習志野台

丸昌商事㈱ 習志野台

㈲ｱﾄ゙ｳｪﾙ 習志野台

㈲ﾘｻｲｸﾙ･ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 習志野台

㈲東亜食品 習志野台

ﾛﾝｸ゙･ｲﾝ･ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ㈱ 習志野台

㈱大久保建設 習志野台

京葉式典㈱ 習志野台

まりもﾌ゚ﾛﾀ゙ｸｼｮﾝ㈲ 習志野台

㈱東城政和建築事務所 習志野台

㈱堀内建装 習志野台

㈱ﾗﾒーﾙ松原 習志野台

㈲ひらの動物病院 習志野台

㈲京葉ﾏｲﾃｨ-ｻ-ﾋ゙ｽ 習志野台

ｵｶ゙ﾃ゙ﾝｼｽﾃﾑ㈱ 習志野台

㈱宝和塗装 習志野台

㈱あだち 習志野台

㈲ｻﾝｷﾋ゙ﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ 習志野台

㈱Taebis 習志野台
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈱千葉ﾋ゚ ﾅーﾂ 習志野台

㈲船橋造園 習志野台

㈲ｸ゙ﾗﾝﾄ゙･ｶ゙ ﾃー゙ﾝ 習志野台

㈱学習指導研究所 習志野台

㈱大広 習志野台

㈱岩倉新聞店 習志野台

㈲白井美装 習志野台

㈲ｼー･ｴｽ･ﾒﾝﾃ 習志野台

㈱ひしの木 習志野台

(公財)船橋市文化･ｽﾎ゚ ﾂー公社 習志野台

㈱ﾖｴﾑ 習志野台

㈲竹八銘木店 習志野台

㈲習志野飯店 習志野台

八紘不動産㈱ 習志野台

㈲津久井工務店 習志野台

㈲渡辺ﾀｲﾙ工業 習志野台

(同)ｼーﾘﾝｸ゙華琉 習志野台

竹森電設㈱ 習志野台

(資)化学技術教育研究所 習志野台

㈲ﾃｨー･ｳｨｽﾃﾘｱ 習志野台

㈲ﾜﾀﾏｻ電気設備 習志野台

㈱習志野自動車興業 習志野台

㈲ｴｽ･ﾃｨー･ﾋ゙ｰ 駿河台

㈱ﾊーﾄﾌﾗﾜー 駿河台

㈱ﾎﾘｲ 駿河台

㈲小石ﾌ゚ﾛﾊ゚ﾝ 駿河台

㈱創新 駿河台

㈱ｶｻﾊﾗ 駿河台

㈱阿部電業社 駿河台

㈲惣兵衛 駿河台

㈲ｴｽｹー空調ｻーﾋ゙ｽ 駿河台

㈲秋山農機 駿河台

㈲五十嵐畳店 駿河台

㈱ｻﾝﾍ゚ 駿河台

㈱秀建設 駿河台

ｵーｴｽｼー㈱ 駿河台

㈲米井酒店 小室町

国際総業㈱ 小室町

㈲武信 小室町

㈲大内自動車工業 小室町

㈱ｺｽﾓｽﾊ゙ｽ 小室町

㈲ﾍｱーｻﾛﾝﾑﾄー 小室町

企　業　名 所　在　地

The Human㈱ 小室町

㈱小室ｿｼｱﾙﾋ゙ﾙ 小室町

㈲ｺﾑﾛｽﾄｱー 小室町

㈲美和工芸 小室町

㈲白井商店 小野田町

㈲森木重機ﾘーｽ 小野田町

㈲夏見金属工業 小野田町

東都金属印刷㈱ 小野田町

前田道路㈱総武合材工場 小野田町

総武産業㈱ 小野田町

㈲ｷｬﾋ゙ﾝ 小野田町

㈲ｶｸﾗｲ興業 小野田町

和田建築工業㈲ 小野田町

㈲稲川塗装工業所 小野田町

日章興㈱ 松が丘

㈱高橋電設 松が丘

友和ｽﾁーﾙ㈱ 松が丘

㈱青風堂写真 松が丘

㈲ｶ゙ ﾄー゙･ｻﾝｷｭー 松が丘

㈲優和 松が丘

㈲川口設備 松が丘

㈲ｸﾆｶ゙ﾐ 松が丘

㈲今宮商店 松が丘

㈱ｲーﾄﾗｽﾄ 松が丘

㈲白井興業 松が丘

㈱ﾄｷﾜ 松が丘

㈲ﾗｲﾌ゙ｶ゙ ﾃー゙ﾝ 松が丘

㈲ﾍ゙ｲｼｯｸ 松が丘

㈱木崎商店 松が丘

長内運送㈲ 松が丘

㈲植田設備 松が丘

㈲三富電機制御 松が丘

M&Tﾊ゚ ﾄーﾅー(同) 松が丘

㈱ﾃ゙ｷﾃ゙ｻ゙ｲﾝ 松が丘

ｺﾊ゙測建㈱ 松が丘

ﾏｳﾝﾄ･ﾄﾘｯｸ㈱ 松が丘

㈲国葉断熱 松が丘

㈲斉藤青果 松が丘

㈲湊ｴﾝﾀーﾌ゚ﾗｲｽ゙ 松が丘

㈲ﾀ゙ｽｷﾝ習志野 松が丘

㈱ﾕﾀｶﾌｧーﾑ 松が丘

㈱肉のｵｵﾔﾏ 松が丘
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈲昆野組 松が丘

㈲酒井建具商会 松が丘

㈱ﾀｶﾈ電業 松が丘

京葉商行㈱ 松が丘

㈲鳥誠 松が丘

山森産業㈱ 松が丘

㈲青山組 松が丘

㈱杉田工業所 松が丘

㈱桜友 松が丘

㈱ﾏｼﾝﾃｯｸ中澤 松が丘

㈲丸宮商事 松が丘

㈲又来経営労務ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ 松が丘

㈲ｾｼﾓ 松が丘

㈲ﾋ゙ｭーﾃｨーｻﾛﾝﾜｺー 松が丘

㈲山曽商事 松が丘

㈱ｱーｼ゙ｭ 松が丘

㈱名優 松が丘

(同)U.ENG 松が丘

ｱﾗｲﾄーﾖー住器㈱ 松が丘

㈲杉浦化研 松が丘

㈲ﾎｸｻﾝ住宅 上山町

(医)社団 芳愛会 山口内科 上山町

㈱阿部道路 上山町

ﾚﾋ゙ ･ーｹｱ㈱ 上山町

(医)社団 麒麟会 上山町

ﾊｲｽﾄーﾝ㈲ 上山町

㈱れぶん 上山町

㈲市川包装 上山町

㈲山内設備工業 上山町

URO電子工業㈱ 上山町

㈲小泉石油 上山町

㈱MU.FUTURE 上山町

㈱ﾜーﾙﾄ゙ﾌ゙ﾚｲﾝ 上山町

㈱門田商店 上山町

安川興業㈱ 上山町

㈲柳寿司 上山町

㈲ｱーﾙｼー 上山町

㈲ﾀﾊ゙ﾀ船橋支店 上山町

㈱渡辺工務店 上山町

㈲実川建材 上山町

㈲酒巻製作所 上山町

小西商事㈱ 上山町

企　業　名 所　在　地

㈱ﾌﾅﾊ゙ｼﾌｧーﾑ 上山町

㈱ｻｶﾓﾄ 上山町

㈲福永鉄工所 上山町

山手化成㈲ 上山町

上山建設㈱ 上山町

㈲魚亀 上山町

㈲ﾌ゙ﾚｲﾝ･ｽﾎ゚ｯﾄ 上山町

㈲山本工業 上山町

㈲鶴岡建設工業 上山町

㈲ﾀｷﾀ工業 新高根

共同通運㈱ 新高根

㈲井上内装 新高根

㈱ｽﾌ゚ﾘﾝｸ゙ 新高根

㈲真建 新高根

㈲船鶏 新高根

㈲木村鉄筋 新高根

(医)社団 恒裕会 遠藤医院 新高根

㈱SDK 新高根

㈲ｱーﾁﾗｲﾌ 新高根

㈲ｶﾄ゙ﾔｽﾄｱー 新高根

日本果実加工㈱ 新高根

㈲渡邉商事 新高根

㈲ﾘﾌｧｲﾝﾖｼﾉ 新高根

㈲ﾃーｴﾑﾃｸﾉ 新高根

㈲藤井工務店 新高根

㈱いながき 新高根

㈲ﾃ゙ｨｽﾌ゚ｺｶ゙ 新高根

㈲双葉鮮魚 新高根

㈱はつらつ書房 新高根

日本橋青果㈲ 新高根

㈱ﾏﾙﾄﾐ 新高根

㈱今野空調 新高根

㈲幸鮨 新高根

㈱吉川工務店 新高根

㈲力 新高根

㈲ﾊーﾄ゙ｳｪｱ･ｱﾀ゙ﾁ 新高根

薬局くすりの福太郎新高根店 新高根

㈲平野設備 新高根

㈲ｸﾘーﾆﾝｸ゙三愛 新高根

㈲小嶋自動車 神保町

結城工業㈱ 神保町

㈲やまと自動車 神保町
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈲神高組 神保町

嶋木材㈲ 神保町

㈱日下製作所 神保町

㈲丸石運輸倉庫 神保町

ｻﾝﾘﾌﾄ㈱ 神保町

㈱ｶﾝﾄー 神保町

㈲木村庭苑開発 神保町

㈲和光鉄工 神保町

㈲会津ﾒﾀﾙ 神保町

吉橋建設㈱ 神保町

㈱創 美 神保町

㈱ｽﾃｯﾌ゚ﾜﾝ 神保町

㈱神保船橋工場 神保町

㈱ﾒｲﾘｸｻーﾋ゙ｽ 神保町

㈱ｼｬｲﾆﾝｸ゙ｻーﾋ゙ｽ 神保町

㈲米田工業 神保町

いすゞ自動車首都圏㈱ 西浦

若潮建設㈱ 西浦

第一肥糧㈱ 西浦

㈱菓包 西浦

㈱石井製材所 西浦

㈱ｼ゙ｪｲﾋ゙ ｴーｽ 西浦

㈲鈴武製作所 西浦

日本ﾒｻﾗｲﾄ工業㈱ 西浦

丸重自動車㈱ 西習志野

㈱澤商会 西習志野

㈲ｱｽ゙ﾐ工業 西習志野

㈱ｴーｹーﾌーｽ゙ 西習志野

南州地所㈱ 西習志野

㈲ｼ゙ｵｻーﾋ゙ｽ千葉 西習志野

㈱ﾗｲﾄﾊｳｽ 西習志野

㈲堤工事部 西習志野

㈱ｻｶｼﾀ硝子工業 西習志野

㈱ﾌﾛﾑﾘﾝｸｽ 西習志野

岩竹電機㈱ 西習志野

(医)社団 明優会 三好歯科医院 西習志野

㈲白石 西習志野

㈲ｲﾚﾌ゙ﾝ 西習志野

㈲森園芸資材店 西習志野

㈲ﾀﾊ゙ﾀ教材社 西習志野

㈲後藤塗装 西習志野

㈱誠伸 西習志野

企　業　名 所　在　地

㈲EAST HOUSE 西習志野

水上建設㈱ 西習志野

㈲ｵﾌｨｽ･ｱﾍ゙ 西習志野

㈱ﾚｻ゙ｯｸ 西習志野

寺澤製菓㈱船橋伊勢屋 西習志野

㈲髙梨製作所 西習志野

ｱﾙﾃｽﾀ税理士法人 西習志野

㈱ｻﾝﾄﾗｽﾄｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 西習志野

㈱ﾌｼ゙設計企画 西習志野

㈲斉藤建具店 西習志野

東葉建設㈱ 西習志野

㈲豊栄船橋支店 西習志野

京葉ﾊｳｽﾋーﾙ㈱ 西習志野

㈲ｻﾝｿﾚｲﾕ 西習志野

(医)直仁会 横堀胃腸科外科 西習志野

京葉実業㈱ 西習志野

㈲壮陽電設 西船

㈱山商 西船

㈲ﾔﾏﾖ 西船

㈲ﾁﾊ゙包装 西船

㈲山孫商事 西船

㈱ｻﾝｸﾚｽﾄ 西船

朝日ﾎーﾑ㈱ 西船

㈱ﾀｶｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 西船

㈱木村総業 西船

㈲ｹｲ ｴｲ ｴﾇ 西船

㈱昴 西船

船橋防災㈱ 西船

㈲山藤 西船

ﾛﾎ゙ｽ㈱ 西船

㈱山金 西船

㈲伍代 西船

㈲六右ｴ門 西船

㈱ｻﾆーｳ゙ｪーﾙ 西船

㈲小川重機 西船

㈲松井研究所 西船

川吉運送㈱ 西船

㈱山長 西船

(宗)正延寺 西船

共立電設㈱ 西船

木村建設工業㈱ 西船

ちば東葛農業協同組合西船支店 西船
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企　業　名 所　在　地

㈲丸川 西船

㈲成島工務店 西船

㈲照月苑 西船

㈱ﾗﾝﾄ゙･ｴﾙ 西船

㈲SPACE ART PRODUCTS 西船

山京建設㈱ 西船

木村総業㈱ 西船

城輝産業㈱ 西船

ｸﾛーﾊ゙ ㈲ー 西船

㈲川野辺商事 西船

㈲ﾌﾚﾝﾄ゙ｳｵｯﾁ工房 西船

㈱ﾌｭーﾁｬーﾘﾝｸﾈｯﾄﾜーｸ 西船

㈲ｳ゙ｪﾙﾃ゙ﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾄ 西船

㈱ﾃ゙ｲｼ゙ｲ朝日堂 西船

㈲ｵｵﾂｶ 西船

㈲千成総業 西船

㈲ｴｲﾁ･ｹーｽﾐﾚ 西船

㈱ﾏｽﾀ゙ 西船

㈲まつや食品 西船

㈲ﾌ゚ﾙﾆｴ 63 西船

㈱仁のCOCOROZASI 西船

㈲ｶﾝﾇ美容室 西船

十河㈱ 西船

㈲花しま 西船

東和商事㈱ 西船

㈲信徳 西船

㈲一平 西船

㈱ﾀｳﾝﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ 西船

㈱ﾊーﾄﾌﾙﾎーﾑ 西船

㈲栄和工業 西船

㈱山又 西船

㈲佐商事 西船

中西商会㈱ 西船

㈱けんこう 西船

㈲鈴木電機工業 西船

㈱須江自動車工業所 西船

㈲ｺｳｿ゙ｳ 西船

福助ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙㈱東京支店 西船

㈲利幸 西船

㈱ｸﾆﾖｼ 西船

㈱ﾄﾐーｻーﾋ゙ｽ 西船

(医)社団成和会 西船

企　業　名 所　在　地

㈱ﾗﾝﾃ゙ｯｸｽ 西船

㈲ﾎﾝｾｲ 西船

横山商事㈱ 西船

㈱ｴﾑ･ﾃｯｸ 西船

㈲ﾕーﾜﾝｴﾝﾀーﾌ゚ﾗｲｽ゙ 西船

㈲ｾ゙ｽﾄ･ﾌ゚ﾛ 西船

㈲国際ﾎﾋ゙ ｾーﾝﾀー 西船

㈲川正 西船

㈲ｲﾏﾄﾐ 西船

㈲八百寅青果 西船

㈱ﾘﾙﾌｧﾅｶｼ゙ﾏ 西船

(宗)宝成寺 西船

㈲ﾖｼﾄﾐ 西船

㈲川野邉ｴﾝﾀーﾌ゚ﾗｲｽ゙ 西船

峯豊産業㈱ 西船

㈲柳友 西船

㈲ｾｲﾘｮｳ 西船

㈱ｻﾝﾓーﾙ 西船

ｶ゙ ﾃー゙ﾝﾃｯｸ㈱ 西船

千葉県西部個人ﾀｸｼー(協) 西船

㈲新屋 西船

㈲ｴーｱﾝﾄ゙ｼー 西船

㈱篠原水道 西船

㈲大光 西船

㈲水津ﾌｧ-ﾏｼ- 前貝塚町

㈲佐藤建装 前貝塚町

(資)ﾍｯﾄ゙ﾗｲﾄﾌｧｸﾄﾘー 前貝塚町

ﾐﾅﾜ工業㈱ 前貝塚町

㈲市藤 前貝塚町

㈲市栄 前貝塚町

㈲清七 前貝塚町

㈱植昭園 前貝塚町

伊藤不動産㈱ 前貝塚町

㈱HAL 前貝塚町

㈲大建ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙ 前貝塚町

㈱ｾﾘｯｼｭｴﾌﾃ゙ｨー 前貝塚町

㈱ｷーｽ゙ 前貝塚町

㈱ｴﾝﾃ゙ﾊ゙ｰ 前貝塚町

㈱ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽ゙ 前貝塚町

㈲岩佐商店 前貝塚町

㈲清風苑 前貝塚町

㈱ﾂーﾜﾝ 前貝塚町
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公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈲宏晴舎 前貝塚町

㈲種益商事 前原西

㈲今仲 前原西

㈲栄友工業 前原西

今仲建設㈱ 前原西

㈱SKﾘﾋ゙ﾝｸ゙ 前原西

㈲進建ﾎーﾑ 前原西

㈱田代土木 前原西

㈲ﾛｯｸﾌ゙ﾚｲｳ゙ 前原西

㈲泰和 前原西

㈱IREAF 前原西

㈲ｼ゙ｬﾊ゚ﾝﾃｨーﾜｲ警備ｾﾝﾀー 前原西

㈱日本省力技術研究所 前原西

㈲進藤ﾓーﾀーｽ 前原西

㈲ﾕーｴﾌｼｽﾃﾑ 前原西

㈲ｱｺーﾙ 前原西

ｼ゙ｪｲﾄｯﾌ゚㈱ 前原西

㈱ﾋ゙ ﾃーｯｸ 前原西

ﾜｲｴﾙ工業㈱ 前原西

㈱三装 前原西

㈱SAT 前原西

㈲ﾐﾕ 前原西

ﾃｸｾﾙ㈱ 前原西

司法書士法人 水上事務所 前原西

㈲ﾌ゙ﾙーﾒ 前原西

林建材㈱ 前原西

㈱ｴﾊ゙ﾝｽ 前原西

㈱ｻｳｽｵーｼｬﾝｽ゙ 前原西

㈱ﾚｲｴｽ 前原西

㈲大塚商店 前原西

㈲ﾌ゚ﾗｳﾄ 前原西

㈲新東京ｻｸｾｽﾏﾈｼ゙ﾒﾝﾄ 前原西

㈲ｺｽﾓｽ･ｻﾌ゚ﾗｲ 前原西

㈲美容室ﾃｨﾌｱﾆー 前原西

串崎車輌㈱ 前原西

高木証券㈱津田沼支店 前原西

SMBC日興證券㈱津田沼支店 前原西

㈲興松ﾋ゙ﾙ 前原西

㈱榊原 前原西

㈱速水 前原西

㈲かし熊 前原西

㈲ﾎーｷ 前原西

企　業　名 所　在　地

㈲ｽｶｲ企画 前原西

㈱三宝 前原西

㈲三創 前原西

㈱津田沼七番館 前原西

ちばぎん証券㈱津田沼支店 前原西

㈲渡辺商店 前原西

長野建設㈱ 前原西

ﾎーﾏｽ不動産㈱ 前原西

㈲ｹーｽ゙ 前原西

東関東土地㈱ 前原西

東洋住販㈱ 前原西

㈱ﾌ゚ﾛﾝﾃｯｸ 前原西

㈲龍馬進学研究会 前原西

ｲーﾗｲﾌ㈱ 前原西

三誠建設㈲ 前原西

㈲ﾗﾃｨﾃｭーﾄ゙ 前原西

㈲ﾋﾗﾀ 前原西

㈱賃貸ﾊｳｽ 前原西

㈱東関東ｺﾐﾆｭﾃｨー 前原西

帝京警備保障㈱ 前原西

㈱ｱﾄﾑｽﾃーｼｮﾝ 前原西

㈲三益不動産 前原西

㈲都築商店 前原西

㈲伊佐司ﾋ゙ﾙ 前原西

㈱さんらいず 前原西

(医)社団 南風会 榊原歯科医院 前原西

㈱東樹住販 前原西

㈱ﾄﾑﾄﾑ 前原西

㈲天野実業 前原西

㈱ﾊ゚ ｸーﾗｲﾌ 前原西

三東食品㈱ 前原西

㈲ﾐﾉｽ 前原西

㈱武傳 前原西

㈱ｷーﾎ゚ｲﾝﾄ 前原西

㈲福尾建設 前原西

㈲ﾀｹﾋﾛ 前原西

㈲友建 前原西

㈲湯浅ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 前原西

㈱ｺｲｼ 前原西

㈱吉川建築 前原西

㈲原庄 前原西

㈲木村塗装店 前原西
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㈲ｻﾜﾍ゙精工 前原西

㈱中央機材 前原西

㈲森喜 前原西

(医)康生会 吉田医院 前原西

㈱ﾂｶｻ電業 前原西

ｱｲﾊーﾄ･ｽﾏｲﾙｹｱｻーﾋ゙ｽ㈲ 前原西

伊藤建設㈱ 前原西

㈱前原ｽﾎ゚ ﾂー 前原西

㈲ｺﾊ゙ﾔｼ 前原西

東葉ｱﾒﾆﾃｨ㈱ 前原西

高千穂鉄筋㈱ 前原西

㈲丹板金 前原西

㈱ｱﾋ゙ﾆﾖﾝ 前原西

㈲黒潮 前原西

㈲前原豆腐ｾﾝﾀー 前原西

㈲山博 前原東

㈱ﾗｲﾌ食品研究所 前原東

㈲菜 前原東

新世紀住宅開発㈲ 前原東

㈱笑天 前原東

㈲ｽﾀーﾎーﾌ゚ 前原東

㈲筑後ﾒﾃ゙ｨｶﾙ 前原東

㈱たけみ 前原東

㈲ﾀｲﾑﾌﾗｲｽ゙ 前原東

㈱東栄管工設備 前原東

㈲ﾅｽｺ 前原東

夢工舎ｷｸﾁ㈲ 前原東

昭和防災㈱ 前原東

㈱津田沼自動車教習所 前原東

㈲沢井工業 前原東

㈱Kｱｷﾄ 前原東

㈲大創 前原東

㈲長和 前原東

㈲ﾍ゙ﾙﾒｿ゙ﾝ 前原東

㈲鴻昌 前原東

伊藤印刷㈲ 前原東

㈱田中工務店 前原東

㈱やつや 前原東

㈲やつやｴｽﾃーﾄ 前原東

㈲佐野ﾓーﾀーｽ 前原東

㈱天野さく泉建総 前原東

㈲ﾅｶﾑﾗ 前原東

企　業　名 所　在　地

㈲武誠 前原東

㈲前田兄弟商会 前原東

㈲ﾅｶﾂﾈ 前原東

㈲ｼｼｸﾗ 前原東

清八商事㈲ 前原東

㈲前原園芸 前原東

㈲四川閣 前原東

㈱ﾋﾗﾔﾏ防水 前原東

㈲荒川防水興業 前原東

三共防除㈱ 前原東

㈱ｱーｸﾊ゚ﾙ 前原東

㈲福田屋商店 前原東

㈱岩脇保険事務所 前原東

㈲ﾅｲｽﾜﾝ 前原東

㈲谷津商事 前原東

㈲堀江塗装工業 前原東

ｽﾍ゚ ｽーｶ゙ ﾃー゙ﾆﾝｸ゙㈱ 大穴町

㈲ｻﾝｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 大穴南

㈲斉藤ﾊｳｽ 大穴南

㈲ｷｬｯﾄﾃｲﾙ 大穴南

㈲ﾋ゙ ｹー゙ｯﾄ 大穴南

尾形工業㈱ 大穴南

㈱駿河建設 大穴南

㈱松丸開発工事 大穴南

㈱ｴｽｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 大穴南

㈲ﾗｲﾌﾎ゚ ﾀーー･ｽﾐ 大穴南

㈱新成電気 大穴南

㈲駒水商事さつまや 大穴南

㈱ﾅｶｺ゙ﾒ印刷 大穴南

㈲桑原鉄筋工業 大穴南

㈲ｻﾄｳﾎーﾑ 大穴南

東日本日東ｴーｽ㈱ 大穴南

㈲斉藤石油 大穴南

(学)田口学園 大穴南

㈲ｳｨﾝ電子工業 大穴南

㈱ﾊｲﾃｸﾉ 大穴南

ｼﾆﾖﾝ㈱ 大穴南

㈱ﾊｳｽ設備 大穴南

㈱誠幸 大穴北

(同)ﾏﾙﾜ 大穴北

㈱共栄設備 大穴北

㈲山﨑建築板金 大穴北
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㈱ｼ゙ｪｲﾈｸｽﾄ 大穴北

㈲ｲーﾋ゚ 保ー険ｻーﾋ゙ｽ 大穴北

㈱ｸﾗﾌﾄﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ 大穴北

㈲ｶ゙ｽ工事佐藤組 大穴北

㈲安房食品 大穴北

千代田緑化工事㈱ 大穴北

㈱ｼﾏﾀ゙電機 大穴北

㈲西留商店 大穴北

㈲ﾏｲﾊｳｽ 大穴北

㈲宮川縫製 大穴北

㈲AOIｽﾎ゚ ﾂー 大穴北

㈲三船設備 大穴北

㈱ｻﾝﾘﾂ測量 大穴北

丸成建設㈱ 大穴北

㈲桜井空調 大穴北

㈲ｼﾝﾘｮｳ住設 大穴北

㈲ﾘﾌｧｲﾝ 大穴北

㈱大保建設 大穴北

㈲七五三 大穴北

㈱TANTAN･MOTORS 大穴北

㈲斉藤米店 大穴北

㈲ｳﾗﾍ゙ 大穴北

㈲藤木工務店 大穴北

㈲南電設 大穴北

㈱森興 大穴北

㈲滝管 大穴北

㈲三橋清掃 大穴北

ﾊｷ゙ﾜﾗﾀﾌ゙㈱ 大神保町

㈱ｼ゙ｬﾝｸｻーﾋ゙ｽ 大神保町

㈲三咲食品 大神保町

美和工業㈱ 大神保町

㈲岩月工業 大神保町

㈱和装商社 滝台

㈲ｹｱｻーﾋ゙ｽ 滝台

㈱三浩総産 滝台

ﾊﾄ交通㈱ 滝台

ｽﾏーﾄｱｸ゙ﾘ㈱ 滝台

横川不動産㈱ 滝台

(同)H M 滝台

㈱ﾏｲｸﾛﾃｯｸ･ﾆﾁｵﾝ 滝台

㈱ｼ゙ｵﾄﾗｽﾄ 滝台

金子商事㈱ 滝台

企　業　名 所　在　地

㈲辻元設備工業 滝台

内山産業㈲ 滝台町

船橋測量設計㈱ 滝台町

新栄興業㈱ 滝台町

㈲ﾎﾛｽ 滝台町

㈱明住 中野木

㈲小石運輸 中野木

ｱーﾄ通信工業㈱ 中野木

㈲興商 中野木

㈲映 中野木

第一熱処理工業㈱ 潮見町

(公社)船橋市清美公社 潮見町

㈲白井機材工業 潮見町

白井運輸㈱ 潮見町

根本運送㈱ 潮見町

京葉埠頭港運㈱ 潮見町

京葉港港湾運送事業(協) 潮見町

新港電気産業㈱ 潮見町

ふなばしｲﾝﾀｯｸｽ(協) 潮見町

しのはらﾌ゚ﾚｽｻーﾋ゙ｽ㈱ 潮見町

輝陽産業㈱ 潮見町

京葉ｺーｳﾝ㈱ 潮見町

㈱IMT 坪井西

㈲ｶｸﾀ通信建設 坪井西

㈲法典清掃 坪井西

㈲下村塗研工業 坪井西

前原青果坪井店 坪井西

(宗)安養寺 坪井町

㈲丸舛工務店 坪井町

㈲坪井ｺ゙ﾙﾌｾﾝﾀー 坪井町

㈲ｴｺ開発 坪井町

大日建設㈱ 坪井町

㈲岩佐造園 坪井町

染谷設計㈲ 坪井町

㈲TERA 坪井町

㈲ﾅｶﾑﾗ工業 坪井東

岩佐不動産㈱ 坪井東

㈲ﾃ゙ｨﾀ 坪井東

(宗)阿弥陀寺 坪井東

㈲坪井製作所 坪井東

㈱ﾌ゚ﾛﾘーﾄ゙ 坪井東

㈲阿部工務店 坪井東
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企　業　名 所　在　地

㈲田喜工務店 田喜野井

(資)ﾀﾂﾐ 電業社 田喜野井

㈱さくら不動産 田喜野井

(同)ﾌ゙ﾘｼ゙ｯﾄ 田喜野井

㈲ｱーｸｽ 田喜野井

㈱ASKA PACIFIC TRADING 田喜野井

㈱山下食品 田喜野井

㈲ﾊｲﾑｼﾊ゙ﾀ 田喜野井

㈲丸金自動車 田喜野井

㈲ｶｵﾙ 田喜野井

㈲ﾊﾔﾐﾂ 田喜野井

㈱ｱｲ･ﾈｯﾄﾜーｸ 田喜野井

㈲堂前工務店 田喜野井

㈲ﾏﾈｼ゙ﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙矢野 田喜野井

㈱TCS 田喜野井

㈲ｵーｱーﾙﾋ゚ｰ 田喜野井

㈲巧匠建設 田喜野井

㈲たきのい住宅設備 田喜野井

㈲W&Tｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 田喜野井

ｱーｽｸﾘーﾝ&ｸ゙ﾘーﾝ㈱ 田喜野井

三向電気㈱ 田喜野井

㈲金杉商店 田喜野井

㈲ｽﾄｩﾘーﾑ 田喜野井

㈲ﾊﾁﾛｳ 田喜野井

㈲山七 田喜野井

㈱日機 田喜野井

㈲中里 田喜野井

㈱西仁 田喜野井

㈲ﾄｯﾌ゚ｻーﾋ゙ｽ 田喜野井

㈲高福自動車 田喜野井

ｵーｼｬﾝ･ｱﾝﾄ゙･ﾊ゚ ﾄーﾅーｽ゙㈱ 田喜野井

㈲ｼー･ｼー･ｱーﾙ 田喜野井

㈱丸冨建装 田喜野井

㈲ﾌｧーｽﾄ通信 田喜野井

㈱ｹﾝｺー 東京都港区白金
台

渡辺ﾊ゚ｲﾌ゚㈱船橋ｻ-ﾋ゙ｽｾﾝﾀ- 東京都中央区築
地

㈲八百傳 東船橋

㈱藤七 東船橋

㈱肉のｽｽ゙ｷ本店 東船橋

㈱金庄 東船橋

㈱ｷﾘｱｽ 東船橋

企　業　名 所　在　地

㈱ｼｭｶ゙ ｼーｬｯｸ 東船橋

㈲旭洗染 東船橋

㈱ならしの健康倶楽部 東船橋

㈱ﾗﾊ゚ﾝ 東船橋

㈱総生 東船橋

㈲かじや 東船橋

㈲ｵﾌｨｽ英 東船橋

㈲ふなっ子 東船橋

㈲ﾏﾙﾏﾝﾄﾗｽﾄ 東船橋

㈲東船橋不動産 東船橋

㈱ﾜｲｽ゙保険事務所 東船橋

新建設㈱ 東船橋

㈲元気堂 東船橋

㈲IFｴーｼ゙ｪﾝﾄ 東船橋

㈲鈴木医科器械製作所 東船橋

㈱せおか新聞舗 東船橋

永昌㈱ 東船橋

㈱ｴﾊ゙ﾝｽｱﾒﾆﾃｨー 東船橋

㈱nao's one 東船橋

㈱ｼﾃｨｸﾘｴーﾄ 東船橋

本陣書店㈲ 東船橋

篠原鋼材㈱ 東船橋

㈲開成 東船橋

㈱北辰文化倶楽部 東船橋

㈲ｽｳｨーﾄ 東船橋

㈲ﾖｼｶﾜ 東船橋

㈲ﾌﾚーﾙ 東船橋

社内販売ﾈｯﾄ㈱ 東船橋

㈱ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾗｲﾝｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 東船橋

㈲甲商会 東船橋

㈲あい住宅販売 東船橋

㈱ｼ゙ｪｲｱｲｵﾌｨｽ 東船橋

㈱Room'S 東船橋

㈱ﾊｲﾊ゚ ｿーﾘｭーｼｮﾝｽ゙ 東船橋

㈲駿河地所 東船橋

ﾃｸﾉｸﾘｴーｼｮﾝ㈲ 東船橋

㈲ﾆﾁｴｲ部品 東船橋

㈲あんしんｵﾌｨｽﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌ゚ﾗﾝﾅーｽ゙ 東船橋

㈲石原興産 東船橋

㈱船橋安全 東船橋

鈴木電子㈱ 東船橋

㈱興和ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙ 東船橋
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企　業　名 所　在　地

㈱勝電ﾕﾆﾃｸ 東船橋

㈱ﾎﾝﾀ゙ﾍ゙ﾙﾉ市川 管理ｾﾝﾀ- 東船橋

㈲ｲｼｶ゙ﾐ綜合食品 東船橋

SKYｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ(名) 東船橋

㈱ﾜーｶーｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 東船橋

㈲金子ｴｽﾃーﾄ･ﾏﾈーｼ゙ 東船橋

㈱あるまど 東船橋

㈲ｱﾙｴｽ 東船橋

㈱ﾌｨーﾄ゙ 東船橋

㈲ﾄﾗｲｱﾝﾌ 東船橋

㈲信ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 東船橋

㈱まつや 東船橋

大成輪業㈲ 東船橋

ﾊｲﾗｲﾌ建設㈲ 東船橋

㈲ｹｲ･ﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄ 東船橋

㈱ｼﾝﾌ゚ﾙ 東船橋

東武工業 ㈱ 東船橋

ｴﾑﾃｨーｱｲ㈱ 東船橋

㈱ﾔﾏﾊﾁ 東船橋

千葉伊東電機㈱ 東船橋

千代田商事㈱ 東船橋

㈲松原会計ｾﾝﾀー 東船橋

㈱ﾘﾌﾚﾍ゚ｲﾝﾃｯｸ 東船橋

㈲山田硝子建材 東船橋

㈲真明ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 東船橋

㈲玉子屋 東船橋

㈱船橋東工社 東船橋

㈲千代田屋 東船橋

㈲ﾏﾙﾕｳ 東船橋

㈲永岡管理工業 東船橋

㈲長伸 東船橋

㈲ﾃｲｹｲ企画 東船橋

㈲ﾜｲｹー企画 東船橋

㈲山口ﾋ゙ﾙ 東船橋

㈱久武 東船橋

㈲ﾀｽｸｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 東中山

㈲ｿーﾔﾌｧーﾑ 東中山

㈲谷口材木店 東中山

㈲一富士 東中山

利興建設㈱ 東中山

㈲五郎兵衛 東中山

㈲ｹｲ･ｱｲ･ｼー 東中山

企　業　名 所　在　地

(医)社団ﾃ゙ｨーｵーｱｲ 土居内科医院 東中山

(名)漆田 東中山

㈲ﾎ゙ﾃ゙ｨｼｮｯﾌ゚高橋 東中山

㈲ﾒｿ゙ﾝﾍ゙ ﾕー 東中山

㈲ﾊ゙ﾝｶｸﾗﾌﾄ 東中山

小島㈱ 東中山

㈲ｱﾝﾅｶ造園 東町

㈲ｷﾀﾐ看板店 東町

㈲三橋倉庫 東町

㈲東登 東町

㈲丸新興業 東町

㈱唐澤商会 東町

㈲ﾆﾓ印刷工房 藤原

㈲東鋼業 藤原

㈲須江ｸﾘーﾆﾝｸ゙ 藤原

㈱ｸ゙ｯｽ゙ﾌｧｸﾄﾘー 藤原

㈲鈴木自動車整備工場 藤原

㈲菅原興業 藤原

㈱ｴｲﾘﾝ 藤原

㈱ｼー･ﾌ゙ﾘーﾑ 藤原

㈲ｻﾝ･ﾀｸｼー 藤原

㈱ﾀｶﾔｽ 藤原

㈱ﾜﾀﾅﾍ゙光機 藤原

㈱保戸田組 藤原

㈲水島建設工務所 藤原

さくら&もも企画㈱ 藤原

㈲よしはし 藤原

㈲淡雪商事 藤原

㈱ﾏｲｴｷｽﾌ゚ﾚｽ 藤原

㈱ｼ゙ｪｲｷｭーﾌ゙ 藤原

ｱｲ･ｴｽ･ｶ゙ｽﾃﾑ㈱ 藤原

㈱ﾒﾙﾃｯｸ 藤原

㈱ﾋ゚ ｱーﾝﾄ゙ｼ゙ ﾌー゚ﾛﾊ゚ﾃｨー 藤原

㈱ｲーｽﾄ 藤原

誠自動車㈱ 藤原

㈲植草食品 藤原

㈱宮下建設 藤原

㈱東光東工事部 藤原

㈱山興電気 藤原

㈲羽生田設備工業 藤原

安川商事㈱ 藤原

㈱ｵｵｸﾗ 藤原
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企　業　名 所　在　地

㈲鈴半興産 藤原

㈲磯写真製版 藤原

㈱東京ｱﾙﾏｲﾄ 藤原

日本ﾗｯﾌ゚㈱ 藤原

㈲ﾌﾚｯｼｭｴｱー 藤原

㈲小川工務店 藤原

㈱ﾜーｾ゙ﾌ 藤原

㈲山新 藤原

㈱ｽﾃｯﾌ゚ 藤原

㈲戸塚製作所 藤原

㈱ﾋﾛﾃｯｸ 藤原

㈱小林工務店 藤原

坂田石材㈱ 藤原

㈱美光化学研究所 藤原

㈲合同組 藤原

日本都市ﾌ゚ﾛﾀ゙ｸｼｮﾝ㈱ 藤原

㈱日本都市 藤原

㈱ｱーﾙ･ｴﾑ･ｼ゙ｪｲ 藤原

糠信瀝青㈱ 藤原

共和工業㈱ 藤原

㈲澤正鋼業 藤原

ﾃｨーﾋ゚ ｴーﾌｲﾝﾀ゙ｽﾄﾘーﾄ㈱ 藤原

㈱山城配管工事 藤原

㈲ｱｲﾜｽﾁーﾙ 藤原

㈱M&Cﾒﾃ゙ｨｱ･ｱﾝﾄ゙･ｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝ 藤原

㈲川祐商事 藤原

㈲新生建設 藤原

ｱーﾙｴｺ㈱ 藤原

青木防災㈱ 藤原

㈲東京油機工業 藤原

双葉ｼｽﾃﾑ㈲ 藤原

㈲ｴー･ｴﾑ･ﾃｨー 藤原

㈱YRS 藤原

㈱金子冷機工業 藤原

㈱ﾐﾔﾋ゙ﾃｸﾉ 藤原

中島ｳーﾙ㈱ 藤原

㈱ﾖｼｻ゙ﾜ 藤原

㈱ｽﾀーﾘﾝｸ゙ 藤原

㈲秋元商店 藤原

㈲高橋農機 藤原

㈲杉田工務店 藤原

ﾘーｶ゙ﾙｻーﾋ゙ｽ㈱ 南海神

企　業　名 所　在　地

㈱紀和金属 南海神

日興建設㈱千葉支店 南海神

京葉計器㈱ 南海神

㈱ｹｲﾊｲ 南海神

船橋機工㈱ 南海神

㈱ﾀｹﾀ゙ 南海神

㈲ﾃｸﾓ 南三咲

㈲御滝ｸ゙ﾘーﾝｺ゙ﾙﾌ 南三咲

㈱ﾔｻｶ 南三咲

㈱高橋測量 南三咲

㈱とわ 南三咲

㈱ﾏｲﾁｪーﾝ 南三咲

㈱越田 南三咲

㈱ﾊｳｽｺーﾄ 南三咲

㈱椛澤工業 南三咲

㈱ｼﾝﾌｫﾆー 南三咲

㈱N･ｿﾘｭーｼｮﾝ 南三咲

㈱ﾌｼ゙ﾋﾛ 南三咲

㈱ﾌｪｲｽ 南三咲

㈲伊勢ﾘﾌｫーﾑ 南三咲

㈲三咲設備 南三咲

山協電気通信㈱ 南三咲

(医)社団 協和会 滝不動病院 南三咲

生和ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ㈱ 南本町

宮原建工㈱ 南本町

千葉日石㈱ 南本町

布川産業㈱ 南本町

㈲大田原工務店 南本町

㈱ﾜﾝｵーﾅｲﾝ 南本町

第一興業㈲ 南本町

風間精機㈱ 南本町

㈲黒木工業 南本町

㈲ｺｽﾓ･ｼ゙ｪｲ 南本町

ｻﾝｴｲ航空ｻーﾋ゙ｽ㈲ 南本町

㈱船橋電気工事 南本町

㈲大塚屋酒店 南本町

㈲丸伊建設 南本町

㈱ｱｸｱﾗｲﾌ 南本町

㈱岩井組 南本町

ﾌ゚ﾚｱｸﾘｴｲﾄ㈱ 南本町

㈲佐久間畳店 南本町

和興商事㈱ 楠が山町
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企　業　名 所　在　地

(宗)浄明寺 楠が山町

㈲ﾌ゙ﾝｺ゙水道 楠が山町

㈲ﾊｲﾃｸﾎ゚ﾘﾏー 楠が山町

㈱椎名製作所 楠が山町

㈱英組 楠が山町

㈱ｴｸｾﾙ企画 楠が山町

㈲吉野工業所 楠が山町

㈲ﾊ゚ｲｵﾆｱ美装 楠が山町

東葛ｲﾝﾃﾘｱ㈱ 楠が山町

㈲N･K･K 二宮

㈱菅野工業 二宮

ﾆﾐｺ㈱ 二宮

㈲IKDｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ 二宮

㈲ｲーｴｽ･ﾃｯｸ 二宮

㈱ｵﾘﾃｨ 二宮

ﾍ゙ﾙﾃｯｸﾄﾚーﾃ゙ｨﾝｸ゙㈱ 二宮

㈲ｵﾝ･ｳｨﾝｸ゙ 二宮

久保電気工業㈱ 二宮

(医)社団 富陽会 谷内歯科医院 二宮

㈲北海空調ｻーﾋ゙ｽ 二宮

ﾀﾝﾎ゚ﾎ゚産業㈱ 二宮

㈲ﾅｶ゙ｾ設計 二宮

㈲DDR 二宮

㈲ｴﾌｴﾑｸﾘーﾝｶﾝﾊ゚ﾆー 二宮

㈱山田総業 二宮

㈲ｱーﾄﾏﾝﾍﾙｽ ｱｶﾃ゙ﾐー 二宮

㈲仙味 二宮

㈱ｴｽｱーﾙ 二宮

㈲東薬運送 二子町

㈱京葉ｶｯﾃｨﾝｸ゙ 二子町

㈱ﾌｧｲﾝ 二子町

㈱成晃社 二子町

㈱丸正金属工業 二子町

㈱ﾔﾏｺ 二子町

㈲宮本商店 二和西

㈲新井製作所 二和西

㈲丸山自動車 二和西

㈲ﾌﾀ゙設備 二和西

㈲早乙女土建 二和西

㈱ADVANCE 二和西

㈱ｶ゙ﾚーｼ゙秋山 二和西

㈲秋山ﾃ゙ﾝｿー 二和西

企　業　名 所　在　地

㈲鶴岡自動車 二和西

㈱むげん社 二和西

㈲餅団 二和西

千葉民医連事業(協) 二和西

㈲渡辺ﾌ゚ﾚｽ 二和西

㈲二和電気商会 二和西

㈱ｽｶ゙ｲ化成 二和西

Learning and Performanceｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙㈲ 二和西

㈲ｴﾙ･ｽﾃーｼ゙ 二和西

㈱ﾗｲﾌ 二和西

㈲押木養鶏場 二和西

㈲昇宏工業 二和西

㈱東和工業 二和西

㈲石井建築 二和西

日昭工産㈱ 二和西

㈲山崎ﾌ゚ﾗﾝﾄ設計 二和西

㈲伸和建設 二和西

㈲栄信工務店 二和東

㈱丹優建総 二和東

㈱ももたろう 二和東

㈱川上工業 二和東

豊田設備㈱ 二和東

㈱中村商店 二和東

㈲加納瓦店 二和東

㈲ｷﾂ゙ｷｻーﾋ゙ｽｽﾃーｼｮﾝ 二和東

㈲清和工業 二和東

ﾋ゙ ｴーｽ鉄工建設㈲ 二和東

㈱ﾀ゙ｲﾜ商事 二和東

平成ﾎーﾑ㈱ 二和東

吉樹木材㈱ 二和東

㈲ﾓﾘﾔ ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 二和東

船橋市上下水道管工事(協) 二和東

㈱船橋水道ｾﾝﾀー 二和東

㈲千葉機械産業 二和東

㈲豊田ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 二和東

㈱ｺーｷ 二和東

㈲ｾﾝﾁｭﾘーﾃ゙ｻ゙ｲﾝ 二和東

㈱押見工務店 二和東

㈲ｸﾗｲﾄ 二和東

高橋工業㈱ 二和東

㈲ﾃｨー･ｴー･ｴｽ 二和東

㈲ｱｲ･ｸ゙ﾙーﾌ゚ 二和東
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㈲大黒商事 二和東

㈲ひかり薬局 二和東

㈲ｱｻｸﾗ 二和東

山和商事㈱ 二和東

㈱内建装 二和東

㈲三宅工務店 二和東

㈱珍来製麺所 二和東

㈲信徳商事 二和東

㈲二傅 二和東

㈲小川設備 二和東

㈱ｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝｱーﾂ 二和東

㈲川本ｼｬｯﾀー工業 二和東

ｼ゙ｪｲﾜｲﾕー(同) 二和東

㈲ﾅﾌｺ 二和東

㈲ﾍ゙ﾙﾅﾜーｸｽ 二和東

㈱SK Guardian 二和東

㈱ﾘﾃｯｸ 二和東

(医)社団 三咲内科ｸﾘﾆｯｸ 二和東

㈲野村建築心理教育産業研究所 二和東

㈲ｸﾘーﾝ企画 日の出

㈲日の出自動車 日の出

船橋清掃㈱ 日の出

㈱八洋船橋営業所 日の出

かもめｶ゙ｽ㈱ 日の出

京葉港ｻーﾋ゙ｽ㈱ 日の出

ｶﾈﾊﾁ産業㈲ 日の出

㈲ｻﾝｱｯﾌ゚ 日の出

中央造機㈲ 日の出

三輪工業㈱ 日の出

㈲鈴木金属製作所 日の出

㈲三上ｾｲｿｳ 日の出

㈲ｻｶｲ印刷 日の出

㈲楠原商会 日の出

国分ﾛｼ゙ｽﾃｨｸｽ㈱ 日の出

ﾎ゙ ｿーー油脂㈱ 日の出

京葉ｱｻﾉｺﾝｸﾘーﾄ㈱ 日の出

㈲ｻﾈｯﾄ 日の出

㈲ｴーﾜﾝﾈｯﾄﾜーｸ 日の出

㈲共栄緑化 日の出

ﾜｲ･ｴﾌ石油㈱ 日の出

㈱丸文運送 日の出

㈱協栄ﾋ゙ﾙ管理 日の出

企　業　名 所　在　地

㈱ｲｽ゙ﾓ 日の出

㈲小野尾商事 日の出

㈲共同清掃 日の出

㈲薄羽工業所 日の出

㈱絆 馬込西

㈲鈴木米店 馬込西

㈱鈴木商店 馬込西

㈲Tera smart & Solutions 馬込西

㈲竹野商会 馬込西

㈲髙沢工務店 馬込西

㈲弘栄設備 馬込西

㈲利康 馬込町

ｴﾊ゙ ﾛーーﾙ㈱ 馬込町

㈱有宣社 馬込町

㈱なにわ建設 馬込町

㈲馬場崎電気 馬込町

新都市警備保障㈱ 馬込町

㈲太田造花店 式典部 太田葬祭典 馬込町

㈲竹電工事 馬込町

㈲ﾋｷﾀ 馬込町

㈱石和石材 馬込町

㈱いしとも 馬込町

日清商工㈱ 馬込町

(学)石川学園 日の丸幼稚園 馬込町

㈲ｸ゙ﾛー 馬込町

㈲大野屋商店 馬込町

㈱創通ｼｽﾃﾑ 馬込町

㈲郡商会 馬込町

㈲高橋建材 馬込町

㈲高橋八兵衛商店 馬込町

㈲門井工務店 馬込町

㈲京葉第一防災 馬込町

㈲ｲﾝﾃﾘｱ白鳥 馬込町

ﾀ゙ｲｲﾁｻﾌ゚ﾗｲ㈱ 八木が谷

㈲塚田ﾀｲﾙ工業所 八木が谷

信用建設㈱ 八木が谷

㈲宮沢ﾌ゙ﾛｯｸ 八木が谷

㈲鯰江工業 八木が谷

㈲鈴鹿ｴﾝｼ゙ﾆｱﾘﾝｸ゙ 八木が谷

南満建材工業㈱ 八木が谷

㈱ﾌｫーﾘーﾌ 八木が谷

㈱岡﨑建設 八木が谷
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㈱鈴木建設 八木が谷

㈲ｾｷﾎーﾑ 八木が谷

㈲八木甚 八木が谷

岩井運送㈱ 八木が谷

(同)ﾌｫﾚｽﾄｺ゙ﾙﾌ 八木が谷

㈲岩浅 八木が谷

㈲八千代共生会 八木が谷

山田工業㈲ 飯山満町

㈱宏和食品 飯山満町

㈱ﾎﾝﾀ゙ﾄｯﾌ゚ 飯山満町

㈲丸一商事 飯山満町

㈱日動自販 飯山満町

(宗)能満寺 飯山満町

㈲ﾎﾜｲﾄ ﾊｲﾂ 飯山満町

㈲ﾂﾉﾀ゙工業 飯山満町

㈲信州開発 飯山満町

㈲総美農園 飯山満町

㈱ｼ゙ｪｲ･ﾃｯｸ 飯山満町

㈲杉山 飯山満町

㈲船橋医療企画 飯山満町

(医)社団 紺整会 飯山満町

北栄工業㈱ 飯山満町

㈲小山電機工業 飯山満町

㈲熊谷軽金工業 飯山満町

㈲ｶﾈｾ゙ﾝ田村建業 飯山満町

三和ｴｸｽﾃﾘｱ千葉販売㈱ 飯山満町

㈱ｳｪﾙﾌｪｱ企画 飯山満町

㈲ﾆｯﾁ･ﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ 飯山満町

㈱大嶋建設興業 飯山満町

㈱近藤ﾀｲﾙ工業 飯山満町

(医)同和会 飯山満町

㈲山九商店 飯山満町

㈱喜平 飯山満町

㈲ｸﾛｹｯﾄ 飯山満町

東葉ｸ゙ﾗﾝﾄ゙㈱ 飯山満町

㈱CBR 飯山満町

㈲珍来木村商事 飯山満町

㈱Shin建築設計 飯山満町

㈱船橋中央自動車学校 飯山満町

㈲ｲーﾋ゚ ｵーーﾄ 飯山満町

ｾﾝﾄﾗﾙ不動産㈱ 飯山満町

㈱井上器材 飯山満町

企　業　名 所　在　地

㈲ﾜーｽ゙ 飯山満町

社会福祉法人 清和会 飯山満町

稲村工業㈱ 飯山満町

㈲丸岡 飯山満町

㈲ﾖｸｼﾝ 飯山満町

㈱SaySee 飯山満町

㈲飯山満設備工務店 飯山満町

㈲ﾏｲﾌｧーﾏｼー 飯山満町

(宗)光明寺 飯山満町

㈲ﾔｼ゙ﾑ 飯山満町

㈱ﾊﾔｼ 飯山満町

㈱ﾏｽﾄﾋ゙ｰ 飯山満町

㈲船橋住宅ｴーｾ゙ﾝ 飯山満町

㈱くらしと家計のｻﾎ゚ ﾄーｾﾝﾀー 飯山満町

F･Network System㈱ 飯山満町

㈲杉本製作所 飯山満町

㈲へもじくらふと 飯山満町

㈲宍倉組 飯山満町

㈱ｻﾝ中央ﾎーﾑ 飯山満町

㈲ｱﾝｼﾝ 飯山満町

ｴﾑ･ｴー･ｼー㈲ 飯山満町

㈱大雄工業 飯山満町

(学)林学園 飯山満町

㈱翼電工 飯山満町

㈲ﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ﾎーﾑ 飯山満町

ﾒｲｸｽﾏｲﾙ㈱ 飯山満町

㈱平安計算ｾﾝﾀー 飯山満町

㈱ﾌｧーｽﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ 飯山満町

(同)ﾗｲｽ゙ｱｯﾌ゚ 飯山満町

㈲喜多川工業 飯山満町

㈱ﾂﾙﾔ製畳 浜町

㈱宝屋 浜町

㈲三勇 浜町

㈲ｱｲｴﾑ･ｱーﾙ 浜町

㈲山正精機 浜町

㈲照和電設 浜町

船橋ﾗﾋ゙ｯﾄ㈱ 浜町

㈱ﾆｭーﾎ゚ ﾄー 浜町

㈲土井企業 浜町

㈱美宗 浜町

関東馬匹運輸㈲ 浜町

㈲霜月設計企画 浜町

27



公益社団法人　船橋法人会公開用名簿

企　業　名 所　在　地

㈲東邦巧芸社 浜町

㈲龍賜 浜町

㈱かんぽ生命保険船橋支店 浜町

㈱音映ｼｽﾃﾑ 浜町

ﾌ゚ﾙﾃ゙ﾝｼｬﾙ生命保険㈱船橋支社 浜町

ｵﾘｴﾝﾀﾙ警備保障㈱ 浜町

三井住友海上火災保険㈱船橋支社 浜町

(同)未来通商 浜町

㈱山協工業 浜町

㈱ｴーﾌ゚ﾗｽ 浜町

千倉水産加工販売㈱船橋本社 浜町

厚生水産㈱ 浜町

三山ｸ゙ﾘーﾝ㈱ 浜町

㈱なか工業 米ｹ崎町

ﾋ゙ﾙﾄ゙ｱｯﾌ゚㈲ 米ｹ崎町

㈲芝山自動車 米ｹ崎町

㈱忠男RACING 米ｹ崎町

㈲勘兵衛伊藤商事 米ｹ崎町

社会福祉法人 聖進会 米ｹ崎町

㈱ｴｲｹﾝ 米ｹ崎町

日幸商会㈱ 豊富町

㈱共和施工 豊富町

㈲宮本起興 豊富町

㈲中瀬運送 豊富町

大日ｸﾚーﾝ㈱ 豊富町

㈲ｶﾜﾑﾗ木材 豊富町

㈱山本商会 豊富町

㈲ｵﾘｵﾝ工業 豊富町

㈱ｴﾑｴｽﾋ゙ｰ 豊富町

㈱三和商事 豊富町

㈲豊富機械工業 豊富町

㈲ﾊﾅｼﾏ 豊富町

㈱白石 豊富町

㈱Krkk Foods International 豊富町

㈲ﾅｶ゙ﾀﾆ機工 豊富町

㈲明実建設 豊富町

㈲ｻﾝｷ工業 豊富町

千葉道路ﾗｲﾝ㈲ 豊富町

㈲ﾌｧｸﾄﾘｨ浅田 豊富町

㈱ｵｸ゙ﾗ 船橋支店 豊富町

社会福祉法人 豊富福祉会 豊富町

㈲片野建設 豊富町

企　業　名 所　在　地

㈲矢橋 豊富町

㈱ｷｮｳｼﾝ 豊富町

㈲ｳｯﾃ゙ｨ伊藤 豊富町

ﾌｼ゙ｯｸｽ㈱ 豊富町

協和高圧機工㈱ 北本町

関東酸素工業㈱ 北本町

(医)社団 協友会 船橋総合病院 北本町

(公財)船橋市医療公社 北本町

㈱ｶﾀﾘﾒﾃ゙ｨｯｸ 北本町

㈱ﾋｭーﾏﾝ･ﾀｯﾁ 北本町

㈱ｸ゙ｯﾄ゙ﾌ゚ﾗﾝﾆﾝｸ゙ 北本町

㈱心電技術研究所 北本町

東伸商事㈱ 北本町

(医)爽晴会 あおぞら歯科ｸﾘﾆｯｸ 北本町

㈲Kｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 北本町

㈲ﾌｨｯﾄｼｽﾃﾑ 北本町

㈱ﾎﾝﾀ゙ｸﾘｵ総武 北本町

㈱木村鳶興業 北本町

㈲ｽﾀーﾘﾝ ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 北本町

㈲さがみ屋 北本町

㈲大精空調 北本町

日本防災㈱ 北本町

㈲ｴﾇ･ﾌｫﾄﾜーｸｽ 北本町

㈲一会 北本町

㈱小島工業建設 北本町

㈲高島工務店 北本町

ｸ゙ﾘーﾝｱﾛー㈱ 本郷町

㈱ﾄﾗｽﾄ 本郷町

㈲ﾏﾆｽｶﾝﾊ゚ﾆー 本郷町

㈱ｴﾑ&ｴﾌ 本郷町

千葉県倫理法人会 本郷町

ｳｴｽﾄｼｯﾌ゚ｻーﾋ゙ｽ㈱ 本郷町

㈱千葉ｷｬﾘ 本郷町

丸庄興産㈲ 本郷町

㈲FPｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 本郷町

㈲ｴｲﾃｨーﾌーｽ゙ 本郷町

㈲ﾌｨﾙ･ﾌｨｽ 本郷町

東祥建設㈱ 本郷町

㈲百花亭 本郷町

㈲菜来軒 本郷町

㈱日本地下探査 本郷町

ABC㈱ 本郷町
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北総電機産業㈱ 本郷町

㈱ｳｨｻ゙ ﾄー゙ 本郷町

㈲ｼﾗｲｺ-ﾎ゚ﾚ-ｼｮﾝ 本中山

㈲晴光社 本中山

㈲ﾏﾙｷ商店 本中山

㈲はせ川 本中山

㈱ﾗﾝﾄ゙ﾏーｸｼ゙ｬﾊ゚ﾝ 本中山

㈲藤井商店 本中山

㈲石井石材店 本中山

ﾌ゚ﾚｼ゙ｬーﾘﾝｸ㈱ 本中山

㈲はまや 本中山

㈱冨士屋酒店 本中山

㈱ひまわり 本中山

㈲新薬堂薬局 本中山

住ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙㈱ 本中山

㈲伊藤屋ﾚｺーﾄ゙店 本中山

㈲ﾎｼﾉ化粧品店 本中山

㈲八蔵 本中山

㈲小室商店 本中山

㈲味好屋 本中山

㈱ﾐﾂﾜ 本中山

㈲正札堂 本中山

㈲更月 本中山

㈲松竹湯 本中山

関西陸運㈱ 本中山

㈲鳥よし 本中山

㈱TownProject 本中山

㈱HousingProduce 本中山

㈱伸幸 本中山

㈲山本興業 本中山

㈱斉光 本中山

㈲まきの 本中山

㈲ｲｼｲｴｽﾃーﾄ 本中山

白梅商事㈲ 本中山

㈱SEALs 本中山

㈱彌永建設 本中山

㈲ｸﾘーﾆﾝｸ゙ﾌﾗﾝｽ屋 本中山

㈲ﾉﾊ゙ 本中山

㈲福住産業不動産 本中山

㈱ﾕーｶーﾌ゚古屋 本中山

㈲川野商店 本中山

㈲中山薬局 本中山

企　業　名 所　在　地

社会福祉法人  あけぼの会 本中山

㈲佑朱堂 本中山

㈱小栗原水道工業所 本中山

㈲中島設備 本中山

㈱ｾﾝﾄﾎ゚ ﾙー 本中山

㈱中山電化工業 本中山

㈱ﾅｶｶ゙ﾜｸﾗﾌﾄ 本中山

㈱原木中山朝日 本中山

㈲新仁電設 本中山

㈲ﾌｧｲﾝﾋ゙ﾙﾄ゙ 本中山

㈱ﾄｸｼ゙ﾛー 本中山

千葉ﾄﾖﾍ゚ｯﾄ㈱ﾚｸｻｽ市川 本中山

㈲真友工業 本中山

盛大食品製造㈱ 本中山

㈲政智設備 本中山

㈱ROBINA 本中山

㈱ﾜｺｳ 本中山

ｳ゙ｧﾝﾅｲｽ㈲ 本中山

㈲田辺左官工業 本中山

㈱ｱｼｽﾄ宮崎 本中山

㈲ｻﾝﾛｲﾔﾙ 本中山

㈲ﾕー･ｱｲﾌ゚ﾗﾝ 本中山

㈲秀徳 本中山

綜建設備㈱ 本中山

㈲石井造園 本中山

㈱ｱｲﾌｧｸﾄﾘー 本中山

㈱ﾃｨーｴｽﾜﾝ 本中山

㈱ｱーﾙｽ゙ 本中山

㈱松広 本中山

㈲ｹｲ･ｳﾀ゙ｶ゙ﾜ 本中山

DSTｸﾘーﾆﾝｸ゙㈱ 本中山

㈲新興社 本中山

㈲三喜商ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 本中山

船橋商工会議所 本町

㈱稲荷屋 本町

㈱ｾﾚﾓ 本町

㈲小松電器 本町

㈲金親商店 本町

㈱ｶーｼｭ 本町

㈲DEPARTURES 本町

㈲ﾌ゚ﾚｼｬｽﾎーﾑ 本町

㈲大晃 本町
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企　業　名 所　在　地

㈱三光ｴｽﾃーﾄ 本町

㈱ｷﾉーｵﾌｨｽ 本町

㈲新船橋看護婦家政婦紹介所 本町

協和ﾋ゙ﾙ㈱ 本町

㈱みずほ銀行船橋支店 本町

㈲ｵﾘﾝﾊ゚ｽ 本町

東京海上日動火災保険㈱船橋支社 本町

積水ﾊｳｽ㈱京葉支店 本町

関東企画㈱ 本町

㈱ｱﾛーﾏﾈーｼ゙ﾒﾝﾄ 本町

㈱船橋都市ｻーﾋ゙ｽ 本町

㈲謝謝 本町

㈱ﾏﾙﾎﾝ 本町

㈱三井堂 本町

㈱三井住友銀行船橋支店 本町

㈱ﾄ゙ ｲーﾁ 本町

㈱伊藤楽器 本町

三協土地㈱ 本町

㈲ｱｲ&ｴｽ 本町

生活協同組合ﾊ゚ﾙｼｽﾃﾑ千葉 本町

三菱地所ｺﾐｭﾆﾃｨ㈱千葉支店 本町

野村証券㈱船橋支店 本町

㈱ﾃ゙ｸｼｽ 本町

弁護士法人船橋中央法律事務所 本町

(医)弘仁会 板倉病院 本町

ｱｸﾛｽﾏﾈｼ゙ﾒﾝﾄ㈱ 本町

㈲はなゆい 本町

㈱ｱｲｴｽｶﾝﾊ゚ﾆー 本町

㈲谷中電気商会 本町

㈱第一屋酒店 本町

㈱梅月 本町

東京本田商事㈲ 本町

㈲ｾｵｻｲｸﾙ 本町

㈲佐藤測量事務所 本町

ﾐﾄ゙ﾘ安全千葉西㈱ 本町

㈱ﾋ゙ｼ゙ﾈｽ旅館松喜 本町

㈲TMｺﾋ゚ ｾーﾝﾀー 本町

㈲能多屋酒店 本町

ﾀｶﾊｼ施工㈱ 本町

長江商事㈱ 本町

㈱東洋館 本町

㈱ｵーﾘﾝｸ 本町

企　業　名 所　在　地

㈲日光屋 本町

㈲菊井 本町

㈱ｱﾃーﾅ 本町

㈲ｴーｼーｹー 本町

㈲心和 本町

㈲なべ三 本町

㈱ﾏｸ゙ﾌﾛーﾄ 本町

㈲ひらい 本町

(医)社団 ﾖｾ゙ﾌ会 高木医院 本町

(同)ﾜﾀﾅﾍ゙ 本町

㈱ｿﾙﾃｨｴﾗ 本町

ﾃｨｱﾝﾄ゙ｴﾑ㈱ 本町

㈲大新庵 本町

日本ﾏﾝｼｮﾝ管理㈱ 本町

澤田建設㈲ 本町

㈲近江屋 本町

司法書士法人 梅澤事務所 本町

㈱ﾏｷｼﾑ 本町

千葉県民共済生活協同組合 本町

㈱小川海苔店 本町

㈲丸子商店 本町

㈱環境整美 本町

㈲ﾌ゚ﾘﾝﾄﾊｳｽ 本町

㈱桜ｴーｼ゙ｪﾝｼー 本町

興和㈱ 本町

㈲喜久一 本町

㈱SRK 本町

石井食品㈱ 本町

㈲ｹｲｱﾝﾄ゙ｱｲ 本町

㈱ﾀ゙ｲﾚｸﾄｲｼｲ 本町

ｲｼｲ産業㈱ 本町

㈲富川園 本町

㈲ﾌ゚ﾛﾌ゚ﾘ 本町

㈱元橋会計事務所 本町

㈱川市ﾘﾋ゙ﾝｸ゙ 本町

㈱飯塚海苔店 本町

㈲三橋茂商店 本町

㈲更科 本町

㈱京葉ﾋ゙ﾙ管理 本町

㈲三十郎 本町

㈲ｼﾝﾜﾄｺｳ 本町

㈱ｳﾗｶﾜ電化 本町
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企　業　名 所　在　地

㈲三橋ﾋ゙ﾙ 本町

船橋市本町通り商店街振興組合 本町

㈱千葉銀行船橋支店 本町

㈲矢村ﾐｼﾝ商会 本町

㈲ｽﾉーﾏﾝ 本町

(宗)行法寺 本町

㈱ﾆｭーﾊｳｽﾎーﾙﾃ゙ｨﾝｸ゙ｽ 本町

㈱ﾋｭーﾏﾝｲﾝﾀﾌｪーｽ 本町

㈲船橋ﾓーﾀーｽ 本町

あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱京葉支店 本町

㈲三嘉商会 本町

(宗)専修院 本町

(宗)最勝院 本町

㈱ﾏﾘｯｼ゙ｲﾉﾍ゙ ｼーｮﾝ 本町

㈲ｼ゙ｭﾘｱﾝ 本町

損害保険ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ日本興亜㈱千葉西支店船橋
支社 本町

㈱ｶﾈﾃ゙ﾝ 本町

三徳実業㈱ 本町

㈲たてかわ 本町

ﾆｭー 船橋㈱ 本町

㈲島村写真館 本町

㈲水本ﾐｼﾝ商会 本町

㈱精古堂印舗 本町

㈱東京商事 本町

㈲ﾌ゚ﾘﾝｽ商事 本町

㈲武藤会計事務所 本町

㈱ﾓｱ･ﾌ゙ﾘｽ 本町

中央地所㈱ 本町

㈲田中ｸﾘーﾆﾝｸ゙店 本町

㈱石川水産 本町

正栄㈲ 本町

㈲亀井商店 本町

㈲須藤ｶ゙ﾗｽ店 本町

(公財)船橋市中小企業勤労者福祉ｻーﾋ゙ｽｾﾝﾀー 本町

㈲ときわ書房 本町

㈲ﾛーﾄ゙ 本町

㈱菅野屋 本町

㈲ｲﾜｻｷ 本町

㈲ｻﾝｸ企画 本町

㈱ｴｽﾃーﾄ大蔵 本町

㈲ｵーｸﾗ観光 本町

㈱わかまつKｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 本町

企　業　名 所　在　地

㈱若松屋質店 本町

㈲大西園 本町

㈲ｸﾘーﾆﾝｸ゙ｻーﾋ゙ｽｻｶﾓﾄ 本町

㈲つるや伊藤 本町

㈱半田電気 本町

㈱京葉銀行船橋支店 本町

㈱近江屋酒店 本町

㈱ﾊ゚ｽﾃﾙﾀｳﾝ 本町

㈲東魁楼 本町

㈱右島薬局 本町

㈱ｲーｺﾈｸｼｮﾝ 本町

㈲右島商店 本町

㈲ﾔﾏｸ゙ﾁｴｽﾃーﾄ 本町

㈲ｴｲｱﾝﾄ゙ﾜｲ 本町

㈲裕盛 本町

㈲第一不動産 本町

㈱ﾚｼ゙ｪﾝﾄ゙ﾙーﾂｶﾝﾊ゚ﾆー 本町

㈲菊正 本町

㈲ｺ゙ﾄｳ 輪業 本町

㈲喜久水 本町

㈱TK企画 本町

㈱関根商店 本町

㈱伊東屋 本町

㈱三笠屋 本町

㈱はなぶさ 本町

㈲杉山商店 本町

㈱広瀬 本町

㈱まるしん 本町

㈲石橋商店 本町

㈲ひろし屋 本町

㈲小泉ﾋ゙ﾙ 本町

㈱百万弗 本町

㈲丸三商事 本町

㈲山崎石炭商会 本町

㈱TOMOZO 本町

㈲興松工業 本町

㈱owl 本町

㈱家･屋 本町

㈱東部ｶﾄー設計 本町

㈲山城屋 本町

㈲ｵｵﾉ 本町

㈲ｱﾘｽｴﾇ 本町
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栄光荷役㈲ 本町

㈱ﾓﾘｳﾁﾋ゙ﾙ 本町

㈱ｹｲｴｽ企画 本町

㈲とく美商事 本町

大同生命保険㈱千葉西支社 本町

㈲尾形保温 本町

㈱かくれ庵 本町

㈲ﾊ゙ﾙﾋ゙ｿ゙ﾝ 本町

㈲ｸ゙ｯﾄ゙･ﾀｲﾑ 本町

㈱ﾆｯｺー 本町

㈱富士ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙ 本町

㈱ｱｸﾄﾗｲﾝ 本町

㈱森伝 本町

㈱永光 本町

㈱梅津商亊 本町

(同)ｵーｸｳｪｲ 本町

㈲焼肉やまと 本町

㈲丸一商会 本町

㈱ﾐﾏﾙ商事 本町

㈱ｹｲﾖｳ ｹｱ ｲﾝﾃﾘｼ゙ｪﾝﾄ 本町

㈱白鳳社 本町

㈱賃貸ｺﾝｼｪﾙｼ゙ｭ 本町

㈱ｴﾑｴｽﾃｨー 本町

㈲ｱｸﾛｽ 本町

いつき電装㈱ 本町

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾗｲｱﾝｽ㈱千葉支店 本町

㈲ﾈｸｻｽ 本町

㈱船福 本町

日本企画㈱ 本町

㈱ﾈｸｽﾄ 本町

㈱ｷﾛｯｸﾑーﾋ゙ｰ 本町

㈱ｴｽｼーｴｽ 本町

㈲ｻﾝﾄﾗｽﾄ 本町

(医)社団真英会 本町

㈲ﾛｲﾔﾙﾛーﾄ゙ 本町

㈲ｼ゙ｪｲ･ｴﾑときた 本町

㈱新陽住宅 本町

㈱ﾏｴﾀ゙ 本町

㈱ﾃｨｯﾌ゚ﾈｽ船橋店 本町

㈲T&company 本町

㈲ﾐﾔﾏ 薬局 本町

㈱ﾓｲｽﾃｨーﾇ関東販売 本町

企　業　名 所　在　地

㈱金子ﾊｳｼ゙ﾝｸ゙ 本町

船橋情報ﾋ゙ｼ゙ﾈｽ㈱ 本町

㈱ﾆｯﾄｿーｲﾝｸ゙ｸﾗﾌ゙ 本町

㈱総合ﾊ゚ ｷーﾝｸ゙ｻーﾋ゙ｽ 本町

㈱東武百貨店 船橋店 本町

丸竹総業㈱ 本町

㈱ﾘﾝｸｽ･ﾋ゙ﾙﾄ゙ 本町

㈲ﾘﾝｸｽ･ｸﾘｴーﾄ 本町

船橋ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾎﾃﾙ㈱ 本町

㈲あい川商店 本町

進栄商事㈱ 本町

㈱ｴｳ゙ｧー 本町

㈲伊勢屋 本町

㈲牡丹 本町

㈲国際ﾚﾃ゙ｨｽｺ゙ﾙﾌｸﾗﾌ゙ 本町

大和総業㈲ 本町

日本通信機㈱千葉支店 本町

㈱中田工業 本町

㈲新京飯店 本町

㈱ﾀｲｺー 本町

㈱ｱｲﾃｨ･ｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 本町

㈱ｹー･ｴﾌ･ﾗﾝﾄ゙ 本町

ﾃｲｼﾝ警備㈱船橋支社 本町

㈲ｸﾘﾌﾄ 本町

㈲ｼーﾌーｽ゙ 本町

㈱東京都民銀行 船橋支店 本町

(医)社団定仁会 小貫歯科医院 本町

㈱ﾋ゚ ｱーｲｴﾑ 本町

㈲花川商事 本町

ﾌｼ゙ｽﾎ゚ ﾂー㈱ 本町

ｼｬｲﾝｾｸﾄ㈱ 本町

船橋北口開発㈱ 本町

㈱茅 本町

綜合警備保障㈱船橋支社 湊町

㈱地域新聞社 湊町

㈱ﾐｸﾛﾃｯｸ 湊町

京葉総合開発(協) 湊町

中村建設㈱ 湊町

㈲魚益商店 湊町

㈱船橋ﾋ゙ﾙｻーﾋ゙ｽ 湊町

㈱ﾃｸｼーﾀ゙ 湊町

かねはち水産㈱ 湊町
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㈱源七 湊町

㈲元橋博商店 湊町

㈱大平丸 湊町

NPO)ﾍ゙ｲﾌ゚ﾗﾝ･ｱｿｼｴｲﾂ 湊町

富士ｼｽﾃﾑﾘﾝｸ㈱千葉支店 湊町

㈲美容室そうだすい 湊町

㈲細江酒店 湊町

㈲船橋高架下管理協会 湊町

根岸運輸㈱ 湊町

船橋市漁業(協) 湊町

㈲ﾅﾐｷ薬局 湊町

船橋港業㈱ 湊町

㈲ﾎ゚ ﾙーｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 湊町

(宗)幸福の科学 千葉船橋支部 湊町

㈱JTBｺーﾎ゚ﾚーﾄｾーﾙｽ 法人営業船橋支店 湊町

日本生命保険相互会社船橋営業部 湊町

㈲Y･M･A･Office 湊町

㈱ﾐｯｸ 湊町

丸清商事㈱ 湊町

ふなばし観光普及会 湊町

㈱千葉ｱﾂ゙ﾏ 湊町

㈱森鋼 湊町

㈱風間建設工業所 湊町

㈲ﾘｮｳ 湊町

㈱丸友海苔店 湊町

㈲柳町会計事務所 湊町

㈲基善 湊町

三蔵㈱ 湊町

㈱ﾊ゙ﾙｽ 湊町

㈲ﾀﾅﾍ゙ｻーﾋ゙ｽ 湊町

ﾏｲｸﾛｼｸ゙ﾅﾙ㈱ 湊町

㈱鶴長観光 湊町

㈱玉川 湊町

船橋交通㈱ 湊町

㈱TSﾄﾗｽﾄ 湊町

船橋建設業(協) 湊町

中外勧業㈱ 湊町

㈱三田濱楽園 湊町

(同)ｾﾐﾅﾋ゙ 湊町

(医)社団 青山会 湊町

㈱湊総業 湊町

(協)船橋ﾄﾗｯｸｾﾝﾀー 湊町

企　業　名 所　在　地

千都中小企業振興(協) 湊町

日軽興業㈱ 湊町

第一電設㈱ 湊町

かねゆう水産㈱ 湊町

千葉県電気工事業(協) 湊町

㈲ﾖﾛｼｸ 湊町

㈲大栄運送 湊町

㈱大傅丸 湊町

㈱杉本 湊町

㈱菊丸自動車 湊町

㈲ｷｮｳｴｲ 湊町

矢崎ｺﾝｸﾘーﾄ㈱ 湊町

㈱丸長工務店 湊町

㈲慶龍 湊町

ｱﾂ゙ｻ電気工業㈱ 湊町

相川ﾄーﾖー住器㈱ 湊町

㈲ﾕーﾃ゙ﾝｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 湊町

髙福物産㈱ 湊町

㈲阿波崎工務店 薬円台

㈲古谷設備工業 薬円台

㈲ｸﾚーﾙ 薬円台

㈲花島板金 薬円台

㈲三山事務所 薬円台

㈱三幸 薬円台

㈲松丸理容 薬円台

㈲滝台建商 薬円台

㈲蕨工務店 薬円台

㈲ﾊ゚ﾅｸﾚーﾙ ｲﾄｳ 薬円台

㈲ｼｸ゙ﾏ 薬円台

㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ 薬円台

㈲ﾜｲ.ｴｽ.ｼー.企画 薬円台

(医)社団 明寿会 堂後整形外科 薬円台

㈲船橋ﾐﾆﾎ゚ﾝﾌ゚ 薬円台

㈲ｵﾌｨｽﾜｸﾓﾄ 薬円台

林電気商会㈲ 薬円台

㈲ﾜｲ.ｴｽ.ｴｽﾈｯﾄﾜーｸ 薬円台

大久保ｽﾚーﾄ建材㈱ 薬円台

㈲蒼 薬円台

㈲三山肉店 薬円台

仁平林商事㈱ 薬円台

㈲雷門 薬円台

㈲田中建設工業 薬円台
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企　業　名 所　在　地

㈲PDS教育開発 薬円台

ﾘﾋ゙ﾝｸ゙･ﾈｯﾄ㈲ 薬円台

㈲工藤商店 薬円台

㈲ﾋﾕｳ商事 薬円台

㈲ｱｸｱﾃｯｸ 薬円台

㈱清水輝男商店 薬円台

㈱廣川 薬円台

(学)聖泉学院 大浜幼稚園 薬円台

㈲ｼ゙ｬﾊ゚ﾝ･ｽﾎ゚ ﾂー･ｷｬﾝﾊ゚ﾙ 薬円台

㈱ﾊﾔｼ企画 薬円台

東京瓦斯興業㈱ 薬円台

三朋住宅設備㈱ 薬円台

藤太郎総業㈲ 薬円台

㈱ｴｽｲーｴﾇｼ゙ｪｲ 薬円台

㈲光ﾊｳｽ 薬円台

㈱石原 薬円台

(医)社団 朋友会 薬円台

㈲栄工業 薬円台

㈲田中豆腐店 薬円台

㈱ﾌｫーﾁｭﾝ･ﾏﾈーｼ゙ﾒﾝﾄ 薬円台

㈲ﾎ゙ﾅーﾙ商事 薬円台

㈲祥ﾌｧｸﾄﾘ 薬円台

㈲ｼﾝﾖーｽﾀｯﾌ 薬円台

㈲ｴｲｱーﾙ商事 薬円台

㈲船義製菓 薬円台

㈲山口商事不動産部 薬円台

㈱ﾌｧﾐーﾘｱ 薬円台

㈲林空調ｻーﾋ゙ｽ 薬円台

㈱ｼﾓｶﾜ 薬円台

㈲飯田設備工業 薬円台

㈲ﾊﾔｼ写真店 薬円台

㈱千葉興業銀行薬円台支店 薬円台

㈲ﾋ゙ｭーﾃーﾐﾔﾏ FELIZA薬円台店 薬円台

㈱いずみﾒﾃ゙ｨｶﾙ 薬円台

㈲ﾏｲﾊｳｽｾﾝﾀー 薬円台

ﾐﾝﾄｻーﾋ゙ｽ㈱ 薬円台

㈱音成 薬円台

㈲薬園堂薬局 薬円台

㈱ﾙーﾂｺーﾎ゚ﾚーｼｮﾝ 薬円台

㈱ﾐﾘｵﾝ建設 薬円台

㈲ｸﾚｽﾄ 薬円台

㈲ｻﾝﾗｲｽ゙ｴｺ 薬円台

企　業　名 所　在　地

㈲長生食品 薬円台

㈲やまざき 薬円台

㈲栗田左官工業所 薬円台

㈱秀榮 薬円台

㈱憩徳 薬円台

㈱人力車 薬円台

㈱橋本 薬円台

㈲西村製作所 薬園台町

㈲ﾊ゚ｲｵﾆｱ通商 緑台

㈲ｶﾒｲ 緑台

㈱ｵﾌｨｽ･嶋 緑台

㈲岩崎電気商会 緑台

多田機工㈱ 鈴身

雅野建設㈱ 鈴身町
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