
【正会員3,187社】（令和4年5月末）
会員名（50音順） 住所
㈱アース 白井市十余一
アーチ㈱ 成田市橋賀台
㈱アーチサービス 四街道市大日
アートフォーラム㈲ 八街市雁丸
㈱アーネスト 印西市鎌苅
㈱アーバン 成田市加良部
Ｒ＆Ｃサービス(同) 白井市冨士
アールエンジニアリング㈲ 印西市小林浅間
㈲アール・シー・タナカ 四街道市大日
Ｒ２Ｋパートナーズ(同) 佐倉市山王
アール・マテリアルズ㈱ 佐倉市山王
㈱ＩＲＡ 印旛郡栄町安食
ＮＰＯあい愛 成田市三里塚光ヶ丘
㈲アイアイハウジング 佐倉市新臼井田
㈲アイ　アンド　エス 八街市八街は
㈱アイエスイー 成田市吉岡
㈱ＩＳ工業 富里市七栄
㈱アイ・エス・ティ 成田市本城
(資)アイキョウ 酒々井町中川
㈲相孝 八街市八街は
㈲アイザワ 白井市大山口
㈱Ｉ．Ｇ．Ｏ． 印西市浦部
(医社)愛信会　佐倉中央病院 佐倉市栄町
アイスネット㈱ 八街市八街は
㈲アイズ・ファーム 佐倉市宮ノ台
(医社)愛聖会 八街市東吉田
㈱ＩＷエクスプレス 四街道市鷹の台
ＩＴＭ㈱ 成田市桜田
アイテックス㈱ 成田市本城
㈲アイネット 酒々井町中央台
㈱アイ・ビー・エー 富里市日吉台
アイミー総業㈱ 成田市飯田町
㈱アイム 成田市本三里塚
アイムメディコン㈱ 成田市馬橋
葵㈱ 富里市七栄
㈱葵エステート 成田市並木町
葵総合ブレーン㈱ 八街市中央
㈲青木設備電業社 成田市公津の杜
㈲青木造園 富里市立沢
㈱青空 香取郡神崎町郡
㈱青砥地下開発 印西市小林北
㈱青野企画 成田市猿山
㈱青野商店 成田市東町
青野設備㈱ 印西市木下
㈱青野造園土木 白井市冨士
㈱アオバ林業 栄町酒直
㈲青柳 富里市七栄
㈱アオヤギ 成田市東和田
㈱青柳商店 成田市宗吾
㈱青柳設備 八街市八街ほ
㈲青柳モータース 印西市本埜小林
青山紙器㈱ 佐倉市宮ノ台
㈱あかうみ 成田市下福田
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会員名（50音順） 住所
㈲アカデミー 四街道市鹿渡
㈱茜商事 八街市沖
㈲赤松種苗店 佐倉市鏑木町
㈱赤門 佐倉市萩山新田
㈲アカモン 佐倉市萩山新田
㈲アキバ 佐倉市六崎
(医社)秋葉会 四街道市鹿渡
㈲秋葉電器商会 富里市十倉
秋葉内装㈱ 四街道市もねの里
㈱秋葉牧場 成田市名木
㈲秋本式典 白井市白井
㈲秋元重次農園 富里市十倉
㈲アキヤマ 佐倉市山崎
秋山建材リース㈱ 白井市折立
㈲秋山工業 栄町安食
㈲秋山工務店 印西市小林
㈲秋山茂商店 八街市八街に
㈱秋山百貨店 八街市八街ほ
㈱アキュラシーゴルフスタジオ 印西市東の原
㈱彰電設 八街市東吉田
㈱アクア 成田市並木町
アクアテック㈱ 八街市八街ろ
㈱アクセス 成田市堀之内
㈱アクセス急行 佐倉市新町
アクセス・ジャパン㈱ 成田市古込
(同)アクセスハートプロジェクト 佐倉市江原台
㈱アクセル 白井市中
(同)アクトデイズ 成田市公津の杜
アクト不動産販売㈱ 印西市大森
㈱アグリ＆サン 成田市長沼
㈲アグリ稲庭 印西市山田
㈲アグリ・プロダクツ 富里市七栄
㈱アクロ技研 成田市滑川
㈲明地畜産 佐倉市上志津
(医社)あけぼの会 八街市八街ほ
㈲アサノ 白井市谷田
㈲浅野建設 富里市七栄
㈲浅野材木店 印西市船尾
㈲麻野薬局 富里市御料
㈲アサバ 八街市八街ろ
㈱旭 成田市本町
㈲朝日クリーニング 成田市山口
㈲旭日警備保障 酒々井町中央台
㈱旭工販 四街道市旭ヶ丘
㈲朝日製作所 八街市朝日
㈱旭農機 八街市八街ほ
㈲朝日ホーム 印西市竹袋
(同)アサヒマネジメント 成田市はなのき台
㈲旭家 成田市三里塚
㈲朝日ワンステップ 栄町安食台
㈱莇商店 酒々井町酒々井
㈱アジア開発興業 印西市大森
㈱アシスト 佐倉市下志津
㈱アシストジャパン 成田市大山

2　/ 68



会員名（50音順） 住所
㈱アシストジャパン 成田市美郷台
㈲足場モト 四街道市鹿放ヶ丘
㈲アスク 佐倉市白銀
㈲アスティー 成田市下福田
㈲アスティランチ 富里市七栄
㈱アステム 四街道市和田
㈱翌桧建設 八街市山田台
㈲東商事 富里市日吉倉
㈲東屋 佐倉市本町
阿総建設㈱ 佐倉市中志津
㈲麻生商事 成田市飯仲
㈱Ａｓｓｏｃｉｅ 八街市八街ほ
㈲アソシエイツヨシダ 四街道市大日
㈱アソシエイトタイル 八街市文違
㈲アッシュ 佐倉市西志津
㈲アッズ 栄町安食
㈲アツタ商店 印西市山田
㈱アップライト 佐倉市西志津
㈲あづまや 成田市馬橋
㈱アテックス 佐倉市生谷
㈱アド・コンベンション 四街道市大日
㈱ＡｄｖａｎｃｅＮｅｘｔ 成田市花崎町
㈱アドバンスフーズ 栄町興津
㈲アトビュック 佐倉市八幡台
㈱アドミル 成田市はなのき台
㈲アトム・ブラザー・カンパニー 成田市取香
㈱アネシン 成田市桜田
㈲アバサキ工務店 成田市芝
㈲Ａｐａｄａｎａ 成田市吉岡
㈱アバンギャルド 成田市三里塚御料
㈱アフィニティー・ジャパン 印西市木下南
㈱アフターグゥー 四街道市池花
㈱アプラス 佐倉市生谷
㈱阿部商店 八街市八街ほ
㈲あまぐり加藤ちゃん 成田市芦田
㈱天野事務所 四街道市みそら
㈱ＡＭＡＺＩＮＧ　ＢＵＩＬＤ 成田市前林
㈱雨宮工務店 印西市草深
（医社）彩里会 富里市七栄
㈱新井 印西市大森
㈱アライヴネットワーク 佐倉市城内町
㈲新井工務店 富里市七栄
㈲荒井自動車 成田市桜田
㈲荒井自動車 印西市中根
㈱荒井商会 印西市岩戸
㈱新井商店 富里市十倉
㈲アラキ 八街市八街に
㈲荒木商事 四街道市物井
㈲荒木木工 四街道市鹿放ヶ丘
㈲有坂農場 成田市野馬込
有村建設㈱ 佐倉市新臼井田
㈱アルコスモ 四街道市鹿放ケ丘
㈲アルソア宇野 八街市富山
アルダイア㈱ 四街道市栗山
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会員名（50音順） 住所
㈱アルバ 富里市根木名
㈱アルファ 佐倉市飯重
㈱アルプス 印旛郡栄町安食卜杭新田
㈱ａｒｂｏｌ 成田市上町
ｱﾝﾁｸﾞﾗﾋﾞﾘﾃｨｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 八街市八街に
㈲アンテック 印西市高花
㈲アンドウ 富里市七栄
㈲アンドウ建窓 佐倉市上志津原
㈱安藤呉服店 八街市八街ほ
㈲安納工業 佐倉市西志津
㈱アンバック 四街道市物井
イアーポート㈱ 白井市根
㈲イイクラ 富里市七栄
㈲イーグルジャパン 四街道市鹿放ヶ丘
㈱イーグル商事 成田営業所 成田市北羽鳥
㈱ＩＩＺＡＳＡ牧場 成田市前林
㈲飯島建設 佐倉市上志津
飯島建築興業㈱ 佐倉市馬渡
㈲飯島工業 成田市所
㈲飯島鋼材リース 印西市小林
㈲飯島写真製作所 成田市飯田町
飯島・東洋㈱ 佐倉市大作
㈲イーストプロスパー 八街市八街ろ
㈲イイダ 四街道市鹿渡
飯髙造園土木㈱ 佐倉市青菅
㈱飯田工業 成田市西大須賀
㈱飯田興業 四街道市吉岡
㈲飯田車体工業 佐倉市下志津原
㈲飯田製作所 佐倉市小竹
㈲飯田畜産 成田市大栄十余三
㈱Ｅ２サービス 八街市上砂
㈱飯塚瓦店 印西市平賀
㈱イイヅカ商事 成田市橋賀台
㈱飯塚商事 成田市花崎町
㈱飯塚商事三里塚店 成田市三里塚
㈱飯塚造園 成田市桜田
㈱飯沼本家 酒々井町馬橋
㈱ＥＢＳ　ＧＲＯＵＰ 印西市岩戸
㈲イーピーシーコーポレーション 成田市郷部
㈲イガデン 印西市造谷
㈲五十嵐 四街道市四街道
㈱五十嵐建設 酒々井町馬橋
五十嵐商事㈱ 印西市大森
㈲五十嵐商店 成田市寺台
㈲五十嵐設備 印西市小林
㈲五十嵐電気商会 印西市小林
㈲イガラシ農機商会 印西市大森
㈲五十嵐花園 印西市竜腹寺
イカリ消毒成田㈱ 成田市西三里塚
㈲井口さく井工業 八街市四木
㈲井口電気商会 四街道市四街道
㈱イケダ 四街道市大日
㈲池田製作所 栄町須賀
池田測量㈱ 白井市河原子
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会員名（50音順） 住所
㈱池宮商店 富里市御料
㈱イサアサ製鋲所 四街道市物井
㈲石井 佐倉市臼井田
㈲石井建材 栄町北
㈲石井興業 印西市物木
㈲石井自動車工業 富里市七栄
㈲石井商会 佐倉市弥勒町
㈲石井倉庫 佐倉市岩富
㈱石井電器 四街道市大日
㈲石井電業社 成田市押畑
㈲石井肉店 印西市小林
㈱イシイハウジング 八街市八街ほ
石上石材㈱ 成田市西大須賀
㈲石川印刷所 佐倉市上志津
㈱石川瓦店 成田市寺台
㈲石川牛乳店 成田市田町
㈱石川自動車 八街市八街ほ
㈱石川自動車工業 成田市山之作
㈲石川商事 佐倉市井野
㈱石川製作所 八街市沖
㈲石川総業 成田市囲護台
㈱石川物産 成田市大清水
㈲石寛工業 白井市十余一
㈲石毛石油 成田市大清水
㈲石澤モータース 富里市十倉
㈲石田測量事務所 佐倉市表町
㈱石塚建設工業 印西市滝
㈱石塚設備 印西市滝
㈲イシデン工業 八街市大木
㈱イシド 白井市堀込
㈲い志ばし 成田市船形
㈲イシバシ 成田市下福田
㈲石橋広産 四街道市小名木
㈲石橋商会 四街道市鹿渡
㈱石橋商店 成田市伊能
㈲石山運送 八街市八街は
㈲石山商店 四街道市鹿渡
㈲石山電気 四街道市大日
㈲石山塗装店 印西市吉高
㈲為春堂 成田市加良部
㈲石渡金物店 成田市花崎町
いずみ聖地公園管理組合 成田市東和泉
和泉家㈱ 印西市船尾
㈲泉屋 成田市北須賀
㈲伊勢豊商会 富里市十倉
磯野設備㈱ 白井市大山口
㈲イソベ商会 八街市八街は
㈲板倉一級建築士事務所 印西市結縁寺
㈲板倉自動車 佐倉市臼井台
㈱板橋 印西市浦部
㈲板橋石油 印西市浦部
㈲伊丹産業 栄町龍角寺
㈲板谷板金工業 成田市山口
㈱一梅 佐倉市西志津
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会員名（50音順） 住所
一会商事㈱ 八街市朝日
㈱イチカワ 佐倉市染井野
㈱市川工務店 富里市七栄
㈲市川設備 八街市四木
壱建築設計施工㈱ 佐倉市江原
㈱市原塗装工業 八街市吉倉
㈲一福煙火店 酒々井町伊篠新田
㈱一福土木 富里市七栄
㈱一ふじ 成田市上町
㈲一粒丸三橋薬局 成田市仲町
㈱一正堂 成田市並木町
㈲一寸坊 成田市堀之内
(同)いとう 富里市七栄
㈲イトウ [松鮨] 成田市本町
㈲伊藤園芸 印西市小倉
伊藤化工㈱ 酒々井町尾上
㈲伊藤欽一郎商店 成田市宝田
㈱伊藤国平商店 八街市八街ほ
伊藤建材㈲ 栄町矢口
㈲伊藤自動車 富里市御料
㈲伊藤自動車 成田市押畑
㈲伊藤商会 富里市七栄
㈲伊藤商店 八街市吉倉
㈲伊藤青果 白井市復
㈲伊藤タイル工業 富里市御料
㈲伊藤プレス 富里市御料
伊藤・細矢税理士法人 成田市花崎町
㈱稲垣 成田市三里塚御料
稲垣興業㈱ 成田市東町
㈲稲垣水道工業 成田市寺台
㈱稲田工業 成田市加良部
㈲いなだや 白井市冨士
㈲いなむら事業部 印西市別所
㈲いなりや 成田市本町
㈱井上管工 四街道市鹿渡
㈱井野口建材 佐倉市上座
㈱イノテック 佐倉市上志津原
㈲井野屋 佐倉市臼井田
伊橋産業㈱ 成田市大栄十余三
㈲井原モータース 印西市竹袋
㈲今井流通 八街市富山
イマジン㈱ 八街市八街は
㈱今津商事 佐倉市染井野
㈲今中モータース 佐倉市岩富町
㈲イメージルーム市原 成田市ウィング土屋
㈲入江造園 佐倉市生谷
㈱入江電気 八街市富山
いろは㈱ 成田市飯仲
㈲イワヰ 佐倉市六崎
㈲岩井植木 印西市船尾
㈲いわい金物センター 白井市根
㈲岩井設備 八街市八街ろ
㈲岩井設備 富里市中沢
㈲岩井農芸 富里市七栄
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会員名（50音順） 住所
㈲イワイホーム 佐倉市六崎
㈲岩城造園土木 印西市押付
㈲イワキヤ 佐倉市西志津
㈲岩佐園 白井市清水口
㈲岩崎水道 佐倉市上志津
㈲岩崎造園 印西市鹿黒
㈲岩澤自動車 成田市三里塚光ケ丘
㈲岩沢商店 四街道市大日
㈲岩澤総合建装 成田市下方
岩瀬建築㈲ 成田市大和田
㈲イワタケ 佐倉市鏑木町
㈲いわだて 成田市西大須賀
㈱イワダテ 成田市美郷台
㈱岩立モータース羽鳥 成田市北羽鳥
㈲岩邊塗装 佐倉市上志津
㈲岩渕事務所 佐倉市鏑木町
㈲岩渕種苗店 八街市八街に
岩淵石油㈱ 佐倉市並木町
岩渕農薬㈱ 佐倉市城
岩渕薬品㈱ 四街道市鷹の台
㈱岩間 白井市神々廻
㈲イワモトオート 成田市青山
㈲印西化工 栄町竜角寺台
印西設備工業㈱ 印西市浦部
㈱インティ 八街市八街に
㈱イン・テック 八街市八街ろ
㈲インテリアウェーブ 成田市飯田町
㈲インテリア　ハナシマ 佐倉市下志津
㈲インテリアほりこし 成田市中野
印東開発㈱ 成田市飯田町
㈱印東中央青果流通センター 八街市八街ほ
印東木材㈱ 成田市吉倉
印南興業㈱ 佐倉市稲荷台
㈱印旛共進 印西市小林北
一般社団法人 印旛郡市薬剤師会 佐倉市表町
インバ建設㈱ 佐倉市太田
㈲インバ工業 印西市瀬戸
印旛食肉センター事業（協） 成田市芦田
㈲印旛清掃 印西市鎌苅
㈲印旛防疫社 佐倉市高岡
㈱インフライトフーズ 成田市三里塚光ヶ丘
㈱ヴァール 成田市橋賀台
ウィシュトンホテル㈱ 佐倉市ユーカリが丘
㈱ウィズオート 富里市七栄
(一社)ウィステリア 印西市小林浅間
㈱ウイン 四街道市大日
ウインテック㈲ 白井市大山口
㈲ウインドネット 成田市不動ヶ岡
ウェイオブライフ㈱ 四街道市鹿渡
㈲植草ボーリング工業所 八街市八街に
㈲植田商事 佐倉市上志津
㈲上野機械設計事務所 佐倉市城内町
㈲植野製作所 八街市沖
㈲上野屋本店 八街市八街ほ
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会員名（50音順） 住所
㈱ＷＥＬＬＳ 佐倉市宮ノ台
㈱ウエルストン設計 成田市馬橋
㈲ウェルストン薬局 成田市馬橋
㈲うお藤 成田市花崎町
㈲魚芳本店 成田市大袋
浮間合成㈱ 佐倉市太田
㈲鵜澤整備工場 印西市滝
氏家冷熱㈱ 四街道市内黒田
㈲ウシク 八街市八街ほ
㈱牛越生理学研究所 佐倉市石川
農事組合法人うすい 佐倉市上座
臼井ショッピングセンター（協） 佐倉市王子台
ウスヰ設備工業㈱ 富里市十倉
㈱うすい防災 佐倉市臼井田
㈲うすだ 栄町龍角寺
㈲宇田川創建 白井市根
(医社)内田医院 佐倉市鏑木町
ウチダエコテック㈱ 富里市立沢
㈲ウチダ建設 八街市八街ろ
内田建設㈱ 成田市南三里塚
㈲内田工業 佐倉市馬渡
㈲内田造園 八街市八街い
㈲内田総業 富里市立沢
㈲内野板金 四街道市大日
内山北総レミコン㈱ 栄町西
㈱槍木産業 佐倉市上勝田
㈲宇藤農芸店 印西市中根
㈱ウドー建装 四街道市大日
㈱生形商店 八街市八街に
㈲梅崎プレナー 八街市滝台
㈲うめや 佐倉市王子台
㈲ヴリル電気設備管理 成田市不動ヶ岡
㈱エアーライブ 印西市草深
ｴｱﾎﾟｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 成田市三里塚御料牧場
㈱エイ・アール・ジー 栄町安食台
㈲エイアンドティ 白井市折立
(医社)栄桜会 富里市御料
㈱栄建工業 栄町中谷
㈱栄建ハウス 佐倉市稲荷台
㈲エイコウ 四街道市鹿放ヶ丘
㈲栄光開発 八街市八街ほ
㈲榮幸建設 八街市八街い
㈲栄光商会 成田市並木町
栄広商会㈱ 成田市本城
㈲栄光塗装工業 栄町安食
㈱エイコー 成田市三里塚
㈱英コーポレーション 八街市八街ほ
榮秀建設㈲ 佐倉市江原台
㈲栄進パッケージ 四街道市大日
㈱永成建設 成田市押畑
エイゼット企画㈱ 富里市日吉台
営繕ささ家㈱ 八街市八街い
ＨＫ　ＪＡＰＡＮ㈱ 四街道市大日
㈱ＨＫ工業 八街市八街は
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会員名（50音順） 住所
㈲エイチ・シー・エス 白井市冨士
㈱ＨＰＡ 白井市根
㈲エイテック・ジャパン 四街道市めいわ
㈲エイト塗装工業 成田市久井崎
㈱エイビーシーハウス 四街道市四街道
永郢企業㈱ 四街道市大日
栄和建設㈱ 佐倉市中志津
㈱永和住宅 佐倉市西志津
㈱エイワン 成田市田町
㈱ＡＩＴ 成田市東町
ｴｰｱﾝﾄﾞﾃｨｰ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞ㈲ 成田市本三里塚
Ａ.Ａ.Ｎ.ＪＡＰＡＮ㈱ 四街道市鹿放ケ丘
㈱エーエスエス 成田市山之作
ANAｽｶｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱成田ｴﾘｱ業務部 成田市木の根
ＡＮＡ成田エアポートサービス㈱ 成田市　成田国際空港
ＡＫＳグランドハンドリング㈱ 成田市前林
㈱AKダイニング 成田市花崎町
㈱ＡＣＥ 印旛郡栄町竜角寺台
㈲エースインテリア 佐倉市井野
㈲エース薬局 八街市八街い
(同)ＡＴＪ 四街道市四街道
㈱ＡＴプロテクト 富里市七栄
㈲エーテック 成田市吉岡
㈱エービーロジスティクス 印西市木下
㈲エーワン 佐倉市井野
行政書士法人江川事務所 成田市公津の杜
㈲エクシード 白井市池の上
㈲エクセル 八街市榎戸
㈲江口商店 八街市八街ほ
㈲江口総業 四街道市大日
㈱エコーパートナーズ 成田市本三里塚
㈱エコガード 佐倉市上座
㈱エコシステム 印西市大塚
㈲エコ・ふぁーむ 白井市神々廻
㈲江吾松 成田市取香
㈱ＳＡＰＣサポート 富里市十倉
エスカサービス㈱ 佐倉市新臼井田
エスケイ工業㈱ 八街市東吉田
エスケー㈱ 白井市清戸
㈱ＳＫＩ 八街市八街ほ
㈱Ｓ.Ｋコーポレーション 白井市野口
㈱ＳＫワークス 印西市大森
㈱エス・コネクト 佐倉市高岡
エス・ジー工業㈱ 八街市八街は
(同)Ｓ・Ｔ 佐倉市吉見
㈱Ｓ.Ｔ商事 四街道市めいわ
㈱Ｓ・Ｔファクトリー 佐倉市六崎
㈱エステートイノベーション 成田市美郷台
㈲エステート八田羽 栄町安食
㈱ＳＰＭＢ 四街道市池花
㈲Ｓ．Ｂｅ技建 佐倉市表町
㈲Sフードサービス 成田市花崎町
エッフェル国際貿易㈱ 佐倉市吉見
エデン㈲ 印旛郡酒々井町中川
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会員名（50音順） 住所
㈱江戸ッ子寿司 成田市花崎町
㈲江戸子屋 四街道市四街道
㈲ｴﾇ･ｱｰﾙ･ﾃｨｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 富里市七栄
㈲エヌアンドエス 成田市多良貝
㈲エヌ・エイ・エイチ 印西市小林
㈱NAAファシリティーズ 成田市三里塚
㈱ＮＡＡリテイリング　 成田市成田国際空港
NAAセーフティサポート㈱ 成田市古込
㈱NAS研究所 富里市十倉
㈲エヌケイエス 佐倉市上座
㈲エヌケイ商店 佐倉市臼井
㈲ｴﾇｹｰｱﾆﾏﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 栄町酒直台
ＮＣＳ未来㈱ 印西市武西学園台
㈱エヌシーシー 印西市大森
㈱ＮＴＳ 富里市御料
㈱エヌテック 成田市三里塚光ヶ丘
㈱NPS成田予備校 成田市囲護台
ＮーＦｏｒｃｅ㈱ 印旛郡酒々井町東酒々井
㈱Ｅｖｅｒ　Ｇｒｅｅｎ．Ｆ 成田市公津の杜
㈱えびはら 印西市大森
㈲海老原興業 印西市滝
㈲エビハラ自動車 印西市竜腹寺
㈲海老原生花 印旛郡栄町安食台
㈲ｴﾌ･ｱﾝﾄﾞ･ﾜｲ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 成田市取香
㈱ＦＭＧ 成田市不動ケ岡
㈲エフ・オー 佐倉市大崎台
㈱エフケイ 酒々井町墨
㈱エフ・ティー・アイ 成田市津富浦
エフメールナガモリ㈲ 富里市十倉
エミタスタクシー北総㈱ 白井市根
㈲エムアンドエー 佐倉市白銀
㈱エムアンドエム 成田市江弁須
㈱METサービス 富里市日吉台
㈱エム・エイ 酒々井町東酒々井
㈲エム・エス 八街市上砂
エム・エス・シー・パーツ㈲ 富里市十倉
㈱ＭＨ ＣＡＲＧＯ 成田市川上
エムオーエアロジスティックス㈱ 成田市南三里塚
㈱エムケイハウジング 酒々井町中央台
㈲エム・ケイ・ビー 富里市中沢
㈲エムケーサービス 佐倉市先崎
㈲エム・ジィ・シー 成田市はなのき台
㈲エム・ティーエス 栄町安食
㈱Ｍ・Ｔ重機 八街市八街い
㈲エムトレック 八街市八街に
㈲エム・文化 四街道市四街道
㈲エムワイエム 酒々井町東酒々井
㈱エリート情報社 成田市東和田
㈲エル 四街道市大日
Ｌ．Ｅ．Ｒ．㈱ 白井市中
ＬＬハウジング㈱ 成田市名古屋
㈲エルシーコンサルタント 印西市小林北
㈱エンデューロ 佐倉市臼井
㈲エンドウ 酒々井町東酒々井
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会員名（50音順） 住所
㈱遠藤組 印西市中根
㈲遠藤商店 印西市発作
㈲遠藤石材 富里市日吉倉
㈲遠藤ピーナツ 八街市八街に
㈱縁結商事 佐倉市上座
（宗）延命寺 白井市平塚
㈱オアシス 佐倉市稲荷台
㈲オアシス 印西市大森
㈱近江屋商会 白井市白井
㈲大泉鈑金 成田市三里塚光ヶ丘
㈲大出商店 白井市根
㈲大岩組 栄町安食
㈱O・N・E 成田市三里塚御料
㈲大岡環境舎 成田市台方
㈲オオカワ企画 四街道市和良比
㈲大川組 成田市山之作
㈱大川建設工業 四街道市もねの里
大川工業㈲ 四街道市栗山
㈲大川吉建設 四街道市鹿渡
㈲大木自動車工業 成田市十余三
㈲オオキデンタル 成田市宗吾
㈲大木戸商店 白井市神々廻
㈲大木屋製麺店 佐倉市本町
㈲オーク 八街市大木
㈱大久保商店 印西市安食ト杭
㈲大久保清掃 白井市根
㈲大久保電設 栄町長門谷
大熊建設㈱ 四街道市大日
(資)大崎 成田市花崎町
㈱O・C 栄町安食
㈲大島酒店 成田市三里塚
㈲大嶋商事 成田市花崎町
㈲大須賀グリーンガーデン 印西市松虫
㈲大鷹 四街道市吉岡
㈲大武 八街市八街い
㈱オータケ商事 四街道市鹿放ヶ丘
㈱大竹測量設計 八街市八街ほ
㈲大竹電設 八街市八街ほ
大竹農機㈱ 八街市八街ほ
㈱太田電工 八街市八街ろ
㈱太田電設 成田市一坪田
㈲大谷総合都市計画事務所 四街道市鹿渡
㈲大谷屋酒店 印旛郡酒々井町酒々井
㈲大田原工業 白井市富塚
㈲おおつか 八街市八街に
㈱オオツカ 佐倉市表町
㈲大塚企業 八街市八街い
㈱大塚工機 印西市相嶋
㈲大塚興業 酒々井町伊篠
㈲大塚電設 八街市八街い
大月工業㈱ 白井市根
㈲大津屋商店 佐倉市並木町
㈲大津山プランニング 四街道市四街道
㈱オーディオファイル 富里市七栄
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会員名（50音順） 住所
㈲オートサービス・フジサキ 佐倉市神門
㈲オートショップさくら 佐倉市中志津
㈲オート・ドア ステーション 成田市土屋
㈲オートボデー佐久間 八街市用草
㈱オートランナー 印西市泉
㈱大野工務所 印西市山田
㈲大野自動車 印西市大森
㈲大野商店 栄町安食
㈲大野製材 印西市岩戸
大野石油㈲ 酒々井町酒々井
大野農機㈱ 印西市大森
㈲オオバ事務計算センター 佐倉市千成
㈱大畑金物店 八街市八街に
㈱オープンリース 佐倉市生谷
オーベクステクノロジー㈱ 白井市河原子
大松建設㈱ 成田市押畑
㈲近江屋旅館 成田市仲町
㈲大森組 成田市台方
大森産業㈱ 印西市大森
㈱大山 佐倉市木野子
大山運輸㈲ 白井市冨士
㈲大山工業 白井市冨士
（宗）大山神社 成田市大山
㈱オールセレモニー 佐倉市栄町
㈲おかげさま農場 成田市伊能
岡崎興業㈱ 印西市平賀
岡田商事㈲ 四街道市吉岡
㈲岡田スポーツ 佐倉市鏑木町
㈲岡野川魚店 佐倉市臼井台
㈲岡野商事 佐倉市臼井
㈲岡野商店 四街道市鹿渡
㈲オカノ北総衣料家具センター 富里市七栄
㈱岡部製作所 佐倉市太田
㈱岡本空調設備 四街道市大日
㈱岡本商店 八街市八街ほ
岡本倉庫㈱ 佐倉市岩富
㈲オカモトデンキ 佐倉市江原
㈲小川一級建築士設計事務所 印西市木下
㈱小川医療 八街市八街ほ
㈱小川園 佐倉市新町
㈲小川鉄工所 四街道市山梨
㈲小川電気 八街市八街は
㈲小川塗装 八街市朝日
㈱小川ピーナッツ 八街市八街ほ
㈱オガワ美装 白井市清水口
㈲荻島建設 四街道市大日
㈲翁 成田市郷部
(資)沖百貨店 佐倉市稲荷台
オキユーロファーマ㈱ 酒々井町東酒々井
㈲オギワラ 成田市北羽鳥
㈲小倉 成田市寺台
小倉興業㈲ 富里市七栄
㈲小倉自動車 佐倉市本町
㈱小倉商店 八街市文違
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会員名（50音順） 住所
(資)小倉商店 成田市幸町
小倉防水㈲ 成田市下方
㈱オザキ機設 四街道市大日
㈲長船工業 八街市八街ろ
㈲小澤建業 栄町安食
㈲小澤製作所 印西市瀬戸
㈲小沢電機 佐倉市中志津
㈲小澤モータース 八街市山田台
㈲押尾商店 佐倉市鏑木町
㈱オシダ 佐倉市新臼井田
特定非営利活動法人おたがいさま 富里市御料
㈱小高建設 八街市八街は
㈱小高興業 成田市台方
㈲小高材木店 八街市八街ほ
㈲オダカホーム 八街市八街ほ
㈲オダ建設 佐倉市上志津
㈲織田商店 八街市八街い
尾出建設㈱ 四街道市栗山
㈲尾出商店 四街道市鹿渡
㈲乙部工務店 栄町安食台
㈱鬼澤建装 富里市立沢
㈱小野瀬工務店 成田市田町
㈱小野設計社 四街道市四街道
㈲小野寺電気工事 四街道市大日
㈱オバタ 成田市伊能
小幡建材㈱ 成田市十余三
㈱小幡工務店 印西市草深
オバタ総業㈱ 成田市十余三
オバタホーム㈱ 八街市勢田
㈲小幡モータース 成田市堀之内
㈲オフィス愛 佐倉市高崎
㈱オフィス秋田 佐倉市染井野
オフィスN&K合同会社 四街道市大日
㈲オフィスジャパン 佐倉市西志津
㈱オフィス・ヒヤカワ 八街市八街ほ
㈲オフィスフジクラ 成田市加良部
㈱オラシオン 佐倉市上志津
オリエント交通㈱ 富里市御料
㈱恩田ダクト工業 佐倉市中志津
㈲温里湯 八街市八街に
㈱ガーニッシュ 白井市桜台
㈲カーハウスふじさき 成田市宗吾
㈲カーフィールド 佐倉市寺崎北
㈲カーメイクショップ綿 四街道市栗山
㈲カールクラブ 成田市飯田町
㈱カーレッツプラス 佐倉市西志津
㈲海虹産業 四街道市中央
㈲開成商事 八街市八街に
㈱海斗 白井市富塚
㈱櫂杜 成田市美郷台
㈲海宝建築設計事務所 八街市八街ほ
㈱海寶製材所 八街市八街ほ
㈲海宝モータース 富里市七栄
㈲海保園芸 四街道市鹿渡

13　/ 68



会員名（50音順） 住所
㈲海保モータース 成田市飯岡
㈲海佑商事 佐倉市王子台　
海洋実業㈱ 成田市多良貝
㈱カウントワン 白井市根
㈱カ・エール 成田市下福田
㈲香総業 四街道市栗山
㈲加賀工務店 佐倉市上志津原
㈱柿沼製作所 富里市十倉
樺京㈲ 四街道市大日
㈲角田工務店 成田市台方
㈲嘉倉商事 佐倉市六崎
㈱ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ 八街市八街ほ
㈱カコ 成田市名古屋
栫築炉工業㈱ 佐倉市上志津
㈲カザマ 白井市根
㈱菓子工房シェルシェ 佐倉市染井野
㈲梶山工務店 白井市七次台
㈲春日園本舗 四街道市四街道
㈲上総フーズ 佐倉市井野
㈲カステッロ 佐倉市臼井
㈲一豊シール印刷 成田市磯部
㈲加瀬武道具店 佐倉市新町
㈲片岡岩次郎商店 成田市土屋
㈲片岡清掃サービス 成田市美郷台
㈲片山石油 成田市郷部
㈲勝田商会 栄町安食
勝田造園㈱ 佐倉市西志津
㈲勝部商店 佐倉市中志津
㈲割烹やまもと 八街市八街ほ
㈲カツミテック 印西市高花
㈱ＫＡＴＨＹＲＩＣＥ 八街市榎戸
㈱門井内装 成田市南敷
㈲カトウ電工 富里市七栄
㈲加藤農機商会 佐倉市表町
㈲カトーそば研究所（川瀬屋） 佐倉市新町
㈲かどかわ 成田市下方
㈱加登石油 成田市吉岡
㈲かどや 富里市七栄
㈲香取ガラス店 印西市木下
㈱ＫＡＮＡＩ 成田市並木町
㈱金澤工務店 富里市御料
㈱かなでの杜 成田市東町
㈱カナマキ 八街市文違
㈲金親商事 四街道市四街道
㈱金子モータース 印西市大森
㈲金坂印刷 四街道市山梨
㈱金正 四街道市大日
㈱カネタタカヤス 八街市八街は
㈱カネタニ 四街道市大日
㈲金田屋 栄町安食
㈱かねた屋商店 佐倉市上志津
㈱かのう舞台美術 佐倉市青菅
鎌形運送㈲ 八街市八街ほ
鎌田建設㈲ 白井市中
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会員名（50音順） 住所
㈲神谷倉庫 成田市川上
㈲亀太郎不動産 佐倉市鏑木町
㈲亀谷堂 成田市田町
花門車体工業㈱ 成田市大竹
㈲香山 富里市七栄
唐草商店㈱ 佐倉市城内町
㈱ガレージワン 四街道市鹿放ケ丘
川井興業㈱ 佐倉市王子台
㈱カワイコーポレーション 富里市美沢
㈲河内自動車工業 八街市八街は
㈲カワウチ茶園 佐倉市井野
㈲カワグチ 四街道市大日
㈲川口モータース 八街市八街ほ
㈲川越製作所 佐倉市上志津原
川島観光開発㈱ 佐倉市生谷
㈱川島製作所 成田市津富浦
㈲川尻商店 成田市南三里塚
川瀬建設㈱ 成田市名木
㈱河内金属 栄町矢口神明
㈲川豊 成田市仲町
㈲川ばた園 佐倉市臼井田
㈲川村建築 八街市八街い
㈱川村佐平治商店 成田市仲町
㈲川村土地建物 八街市八街に
㈲川村ふとん店 成田市上町
寛吉コーポレーション㈱ 成田市土屋
㈲環境緑化 八街市山田台
(同)環賢堂 佐倉市ユーカリが丘
㈲寒郡商店 富里市七栄
㈲カンセイ 佐倉市表町
関東機工建設㈱ 成田市大清水
関東車輌興業㈱ 印西市若萩
関東商事㈱ 八街市文違
関東タイヤ㈱ 富里市七栄
関東低温物流㈱ 成田市十余三
㈱関東電設サービス 佐倉市六崎
㈲キープ 印西市吉田
㈲木内工務店 成田市三里塚
㈲木内薬局 成田市仲町
㈱木下モーター 印西市武西
㈱木我畜産 酒々井町墨
㈲木川クリーニング 成田市三里塚御料
㈲キカワダ 四街道市鹿放ヶ丘
木川電気工事㈱ 富里市御料
㈲木川政石材店 成田市荒海
㈱菊池鋼板興業 印西市松崎台
㈲菊池商事 佐倉市王子台
㈲菊地原自動車整備工場 印西市鹿黒
㈲菊地マーブル 富里市七栄
㈲キクマサ運輸 佐倉市生谷
㈱キクマサハウス 佐倉市生谷
㈲喜久松 成田市幸町
㈲菊屋 成田市仲町
㈲キクヤ文具店 四街道市鹿渡
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会員名（50音順） 住所
㈲技建工房 印旛郡酒々井町尾上
㈲鬼澤 成田市八代
㈱きざわ 成田市田町
㈲鬼澤材木店 成田市十余三
㈲木嶋機工 八街市文違
㈲木嶋商店 八街市八街ほ
㈲北川モータース 印西市瀬戸
㈱北管業 佐倉市大蛇町
㈱キタザキ 成田市芝
㈲喜多田総業 四街道市鹿渡
㈲北千葉設備 印西市師戸
㈲北詰商店 佐倉市新町
㈲北沼電設 成田市北須賀
㈲北村設備 富里市久能
菊花サービス㈱ 佐倉市上志津原
㈱吉祥 成田市上町
㈲吉祥ハウジング 成田市はなのき台
木の子交通㈱ 成田市はなのき台
㈲木原商店 八街市山田台
㈱ｇｉｖｅ＆ｇｉｖｅ 富里市日吉台
㈲木村商店 印西市将監
㈱木村食品 印西市将監
㈲木村石油 富里市七栄
㈱木村屋 佐倉市新町
㈲きむら家石材店 白井市平塚
㈱KIMONO dress japan 四街道市大日
キャプテンコンサルティング㈱ 印西市高花
キャロット＆ベジタブル㈱ 富里市十倉
㈱九州屋紙器 白井市平塚
㈱給食センター頂好 白井市根
㈲共栄運輸倉庫 八街市八街い
協永産業㈱ 四街道市大日
協栄農資㈱ 佐倉市大崎台
㈱共栄不動産 成田市三里塚
㈱キョウエイプラス 四街道市旭ヶ丘
㈲協伸 成田市美郷台
協伸興業㈱ 佐倉市王子台
協伸工業㈱ 富里市七栄
㈲京須 成田市飯仲
共生建設㈱ 成田市郷部
㈲京増水道工事店 佐倉市角来
㈲京竹電設工業 佐倉市表町
㈱共同貨物 白井市根
共同リサイクル㈱ 成田市三里塚光ヶ丘
協福企業㈱ 四街道市鹿放ヶ丘
㈱キョウマス 成田市上町
共雄興業㈱ 印西市大森
㈲京和 印西市泉
協和観光㈱ 印西市草深
共和建設工業㈱ 成田市本三里塚
協和合金工業㈱ 白井市中
㈱協和商事 印旛郡酒々井町下台
㈱協和測量 佐倉市城
㈱共和通商 成田市小菅
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会員名（50音順） 住所
㈱協和テクノ 印西市西の原
㈲協和電気商会 四街道市千代田
㈱起樂 八街市朝日
㈲銀座マツナガ 成田市不動ヶ岡
キンセイ商事㈲ 成田市東町
社会福祉法人金木犀会 成田市吉岡
空港協力事業㈱ 成田市大清水
空港情報通信㈱ 成田市
㈱ＱｕａｌｉｔＲ 印旛郡酒々井町ふじき野
草の根ジェロントロジー㈱ 成田市中台
㈲久住畜産 成田市飯仲
㈲グッドライフ保険プラザ 富里市日吉台
グッドライン㈱ 富里市七栄
㈱グッドリビング 成田市飯田町
㈱国井組 成田市小泉
国井建設㈱ 成田市並木町
㈲クニトモ 四街道市大日
㈲国之家 成田市仲町
㈱國本技装 佐倉市中志津
櫟商事㈲ 八街市山田台
㈱久能カントリー倶楽部 富里市久能
㈲久能サービス 富里市久能
㈱久保 八街市八街に
㈱クボサービス 佐倉市井野
㈲クボテック 四街道市もねの里
㈲熊谷綜建 佐倉市上志津
㈲熊澤ガラス店 栄町酒直
㈲熊野屋落花生店 四街道市四街道
㈱久米繊維千葉工場 印西市大森
㈲倉右衛門商店 栄町安食
㈱GROUND　ENERGY 八街市八街い
㈱クラウンプランニング 四街道市大日
㈱クラシオ 成田市東町
㈱くらたや 佐倉市稲荷台
㈲クラフト 佐倉市宮前
㈲倉松商事 栄町四ッ谷
㈱蔵元工房 成田市並木町
㈲クランツ 成田市大竹
㈱グランプラス 八街市八街は
㈱クリアラウンド 成田市官林
㈲クリーニングフローラ 佐倉市城
クリーンアイジャパン㈱ 佐倉市上志津
㈱グリーンアキトレーディング 成田市上町
㈲グリーンガーデン 印西市和泉
㈱グリーンクラブ 印西市草深
㈱グリーン自動車 佐倉市寺崎
㈱グリーンズ・アイ 八街市八街に
(同)Ｇｒｅｅｎすまいる 印西市原山
㈲グリーン石油 印西市鎌苅
㈲クリーン塗装 印西市高花
㈲グリーンベルト 佐倉市生谷
㈱グリーンポート・エージェンシー 成田市古込
㈱クリーンライフカントリー佐倉 佐倉市西志津
㈲グリーンロードサービス 成田市伊能
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会員名（50音順） 住所
㈲クリーン・ワールド 印西市大森
㈱Ｃｒｅａｔａｓ 八街市八街ほ
㈱クリエーション 佐倉市六崎
㈱クリケット 佐倉市中志津
㈱クリタ 成田市飯田町
㈱グレアホーム 佐倉市王子台
㈱クレエ 八街市八街へ
クレーマーレーシングジャパン㈲ 成田市西三里塚
㈲クレストホーム 佐倉市稲荷台
㈱グローアップ 白井市根
㈲グロース 成田市囲護台
GLOBALシーフーズ㈱ 成田市公津の杜
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｲ㈱ 印西市木刈
ＧＬＯＲＹ　ＳＵＰＰＯＲＴ㈱ 成田市三里塚光ケ丘
㈲黒川商店 八街市八街ほ
㈱黒澤製作所 佐倉市大作
㈲黒須自動車 印西市山田
㈲クロスフォー 佐倉市王子台
ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ(同) 白井市西白井
㈲黒田 成田市幸町
(資)桑原 成田市花崎町
㈲桑原書店 栄町安食
郡司鉄工㈱ 成田市三里塚
㈱CAREGIVER 成田市吾妻
㈲ケアサービスたんぽぽ 白井市神々廻
㈲ケイアール 佐倉市城内町
㈱ケイアイ産業 成田市三里塚
㈲ケイアンドケイ物流サービス 成田市本三里塚
㈲ケイ・イー・アイ 成田市宗吾
㈱佳栄工業 印旛郡栄町安食
ケイエス急送㈲ 八街市八街に
㈲京央 富里市七栄
京央測量設計㈱ 印西市木下東
㈱ＫＯＡ 佐倉市上志津
㈱Ｋクボタ 八街市八街い
㈱京興エンタープライズ 佐倉市西志津
京成タクシー佐倉㈱ 佐倉市太田
京成タクシー成田㈱ 成田市花崎町
㈱ケイディーオフィス 佐倉市西志津
㈱ケイビプラン 八街市八街ほ
(医社)慧友会 佐倉市表町
㈲京葉技研 佐倉市下志津原
京葉銀行成田支店 成田市花崎町
㈲京葉工業所 四街道市亀崎
京葉コンサルタンツ㈱ 酒々井町東酒々井
㈲京葉自動車 八街市八街へ
㈱京葉税理コンサルティング 八街市吉倉
京葉丸八鋼管㈱ 佐倉市太田
㈲ケーアイ 四街道市大日
㈱ケー・アイ・ピー 成田市新田
ケーイーエフ㈱ 佐倉市六崎
㈱ケー・イー食品開発 富里市日吉台
㈲ケーエステート 佐倉市鏑木町
ケーエスホームズ㈱ 富里市根木名
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会員名（50音順） 住所
㈱ケーエヌ電設 八街市八街ほ
(同)ＫＫカンパニー 印旛郡酒々井町ふじき野
Ｋトレーディング㈱ 成田市三里塚御料
ケー・フライト・ミキ㈱ 佐倉市王子台
㈱ケープラス 佐倉市鍋山町
㈱ケーム電気 四街道市栗山
㈱ケーヨー斎苑 八街市八街ほ
㈲ケーヨー精機 白井市河原子
㈱ケーヨーハード 白井市河原子
㈲ケーワイエンジニア 印西市原山
㈲ケミカル工業 四街道市小名木
㈱けやき建設 八街市八街い
㈱健栄 佐倉市鏑木町
㈲健栄興業 白井市清戸
㈲ケンエイ工業 白井市河原子
㈱建機タヤ 成田市竜台
(医社)顕慈会 栄町安食
㈱ＫＥＮＳＩＮ 富里市御料
健真工業㈱ 八街市砂
㈲ケンズガーデン 成田市芝
謙成㈱ 印西市武西
㈱健征 八街市文違
㈲建成工業 四街道市大日
源清田商事㈱ 成田市吉岡
㈱源和 成田市江弁須
厳美通信工業㈲ 四街道市大日
㈱健祐商会 佐倉市大崎台
㈱小泉精密 八街市八街に
小出土木工業㈱ 四街道市大日
㈱鯉登運輸総業 八街市四木
㈱小糸鉄工 八街市文違
㈲コウ・アンド・ユウ 佐倉市野狐台町
㈱広域高速ネット二九六 佐倉市ユーカリが丘
㈱浩栄 佐倉市臼井田
㈱広栄 栄町安食
㈲幸栄建材 八街市八街い
㈱光輝電設 印西市大森
高級アルコール工業㈱ 成田市吉岡
㈲光建建設 白井市大山口
㈲弘興業 四街道市鹿放ヶ丘
向後設備工業㈱ 佐倉市上志津原
高秀建設㈱ 印西市若萩
(医社)功仁会 佐倉市栄町
（医）甲辰会海保病院 八街市八街ほ
宏進建設㈲ 酒々井町伊篠新田
㈲幸伸興業 佐倉市小篠塚
㈱光真電設 富里市七栄
公津の杜ハウジング㈲ 成田市飯仲
㈱幸田薬局 佐倉市弥勒町
㈲神門電設 佐倉市神門
幸邦工業㈱ 富里市七栄
(医社)幸美会 成田市加良部
社会福祉法人光明会 八街市八街に
㈲小梅商事 成田市仲町
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会員名（50音順） 住所
宏友商事㈱ 成田市花崎町
㈱高陽運輸 四街道市大日
㈱江陽機械製作所 成田市高
㈲光旺自動車　　 印西市草深
㈲幸和 富里市七栄
㈲興和インテリア 佐倉市西志津
㈲光和建設 富里市日吉倉
㈲興和建設 成田市本三里塚
幸和工業㈲ 四街道市大日
興和産業㈲ 四街道市大日
㈲興和自動車工業 佐倉市六崎
㈱幸和道路 印西市若萩
㈲五栄工業 白井市河原子
㈲コートー衡器 四街道市鹿放ヶ丘
㈱Koyo SMS Japan Corporation 成田市十余三
㈱ゴールデンフラワー 八街市砂
㈲ゴールドラッシュ 印西市戸神
㈲こがねい 四街道市中台
㈱鼓響 成田市上町
国際空港上屋㈱ 成田市
国際空港交通㈱ 成田市馬場
国際商事㈱ 富里市七栄
国際総合㈱ 成田市三里塚
国際電気㈱ 成田市花崎町
国際ラジオ放送㈱ 成田市東和田
(医社)國手会藤倉クリニック 成田市幸町
國龍企業㈱ 四街道市大日
㈲ココユーテック 成田市竜台
㈱小坂建設工業 酒々井町上岩橋
(資)小坂石材 酒々井町伊篠
㈲小坂石材店 成田市本町
㈲越川建設 八街市山田台
㈱甑 成田市囲護台
㈲小柴石材店 佐倉市弥勒町
㈲小嶋造園 成田市多良貝
㈲コジマデザイン 八街市大関
㈲五嶋ハウス 佐倉市王子台
(同)こじまワークス 四街道市みそら
㈲小菅 八街市八街に
㈲コスモ・インテリア 白井市けやき台
㈱秋桜 印西市武西
㈲古関商店 成田市竜台
㈲小関商店 成田市北羽鳥
こづち㈱ 成田市花崎町
㈱小寺仁商店 四街道市大日
㈲ゴトウ 白井市根
㈱湖東園 成田市飯田町
後藤建設㈱ 八街市八街い
㈱後藤商事 富里市十倉
㈲寿屋 八街市八街ほ
㈱粉名屋商店 印西市大森
(同)コネクションマインド 白井市根
㈲コバプランニング 佐倉市上志津原
㈲小林建設 白井市七次台
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会員名（50音順） 住所
小林建設㈱ 成田市大清水
㈲小林工業 印西市本埜小林
㈲小林自動車整備工場 成田市松崎
㈲小林事務所 印西市小林北
㈲小林商事 成田市囲護台
㈱小林商店 印西市大森
㈲小林製作所 四街道市旭ヶ丘
㈲小林石油 白井市河原子
㈲小林総業 四街道市大日
㈱小林堂 成田市幸町
㈲コバヤシ薬品 成田市三里塚御料
㈲小針工業 四街道市大日
㈱コペルニクス 八街市八街は
㈲小堀不動産 八街市八街ほ
㈲小松電気工事 白井市名内
小帝企業㈲ 成田市名古屋
㈲コミット 佐倉市井野
㈲小峰園芸 富里市十倉
㈱コミューン 佐倉市田町
(特非)ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪれんげ&ﾗｯｷｰﾊｳｽ 佐倉市宮小路町
㈱小室自動車 白井市冨士
㈲小山 印西市草深
㈱コヤマ 成田市公津の杜
㈲コヤマ工業 成田市山口
㈱小山鐵工所 佐倉市鏑木町
NPO法人コラボしろい 白井市大山口
㈱コラム 佐倉市臼井
㈲コルザホースクラブ 八街市山田台
コンヴェニエント㈱ 白井市河原子
コンダイルプランニング㈲ 四街道市大日
㈱Ｃｏｎｎｏ 成田市美郷台
㈱紺野工務店 佐倉市西志津
サーフ工業㈱ 印旛郡酒々井町飯積
㈲サーモエンジニアリング 佐倉市上座
㈲サイガ 富里市日吉台
㈱菜花の里 成田市寺台
㈲齋木製材所 八街市東吉田
㈲サイクルショップマルシマ 佐倉市表町
㈱斎田農機店 成田市伊能
㈲齋藤オートサービス 四街道市栗山
㈲サイトウガス 成田市寺台
㈲斎藤瓦商店 四街道市物井
㈲斎藤企画 成田市吾妻
㈲斉藤工務店 佐倉市上代
斉藤自動車㈲ 成田市寺台
㈲サイトウ商会 八街市八街に
㈱斉藤商事 佐倉市江原台
㈲斉藤精米所 八街市富山
㈲斉藤石材店 八街市八街に
㈱斉藤石油 成田市加良部
㈱斉藤設備 成田市橋賀台
斉藤総業㈱ 四街道市大日
斉藤土建㈲ 八街市文違
㈲斉藤緑化 八街市用草
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会員名（50音順） 住所
㈱彩竜 八街市八街ほ
サウスロード企画㈱ 印西市小林北
㈱佐栄電気 佐倉市上志津
㈲酒井清商店 八街市八街ほ
㈱栄興産 栄町安食
栄産業㈱ 印西市泉
㈲栄設備 栄町安食台
㈱栄セレモニー 印旛郡栄町安食
栄町衣料（協） 栄町安食台
㈲栄町衛生社 栄町安食
㈱榊原 富里市高野
㈲榊原木材 八街市八街い
サカタインターナショナル㈱ 富里市七栄
㈲坂戸環境サービス 佐倉市坂戸
坂戸工業㈲ 成田市伊能
㈲酒巻新聞店 印西市木刈
㈲坂巻不動産 印西市木下
相模建設㈱ 四街道市四街道
隥本㈱ 八街市八街は
坂本ｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ会計事務所㈱ 印西市小林
(同)作右衛門 成田市新妻
㈱サクセスライフ 成田市伊能
㈱サクセスレイズ 佐倉市瓜坪新田
サクタ工業㈱ 四街道市鹿渡
㈲佐久間工務店 成田市不動ヶ岡
櫻井建設㈱ 八街市八街ほ
㈲桜井建鉄 印西市岩戸
㈲桜井自動車 印西市岩戸
㈲桜井商店 印西市浅間前
社会保険労務士法人 さくらエール 佐倉市大崎台
佐倉エスオーシー㈱ 佐倉市長熊
さくらエンジニアリング㈱ 佐倉市六崎
(同)さくら大家マネジメント 佐倉市上志津
㈲佐倉環碧 佐倉市寺崎
㈲佐倉企業社 佐倉市下志津
桜木総建㈱ 八街市八街ほ
㈱さくらＧＲＯＵＰ 成田市公津の杜
㈱佐倉クレーン学校 佐倉市石川
佐倉計装㈲ 佐倉市大崎台
㈱さくら経理センター 佐倉市王子台　
さくら工業㈱ 佐倉市石川
㈱サクラコーポレーション 佐倉市下志津原
（公社）佐倉市観光協会 佐倉市栄町
㈱佐倉自動車学校 佐倉市岩名
㈱さくら自動車整備センター 佐倉市太田
(農)佐倉市南部営農組合 佐倉市下勝田
佐倉社中(同) 佐倉市上志津
(医社)佐倉順天堂医院 佐倉市本町
㈲さくら植物園 佐倉市上座
㈲佐倉スポーレテニスクラブ 佐倉市宮本
㈱桜設計 印西市草深
㈲さくら総合保険 佐倉市表町
㈲佐倉測量設計 佐倉市井野
㈲佐倉第一ホテル 佐倉市大崎台
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会員名（50音順） 住所
さくらタイヤサービス㈱ 佐倉市城
㈲佐倉電気サービス 佐倉市上志津
㈲佐倉電設 佐倉市本町
㈱さくらドレス 佐倉市白銀
(同)さくらハイテック 佐倉市上志津
㈱サクラフォーム 印西市原
さくら不動産鑑定㈱ 佐倉市寺崎北
㈱SAKURAプランニング 富里市日吉倉
㈲佐倉防疫 佐倉市寺崎
㈱佐倉防災 佐倉市新町
さくらホールディングス㈱ 佐倉市上志津
㈱さくら舗道 佐倉市城
㈲佐倉屋 成田市宗吾
㈲桜屋本店 成田市上町
㈲佐倉読売サービスセンター 佐倉市鏑木町
㈲佐倉レッカー 佐倉市上志津
(資)笹川鉄工所 八街市八街に
㈲佐々木工務店 八街市八街は
㈲佐々木農場 富里市十倉
㈲笹本左官 八街市八街ろ
㈱ＳＵＳ４ 佐倉市江原
㈲佐瀬商事 印西市瀬戸
㈲サダアート 富里市七栄
サツキ機材㈱ 四街道市物井
ＳＡＴ㈱ 成田市公津の杜
㈲サツマ興業 白井市清水口
㈲佐藤建築所 成田市大清水
佐藤工業㈱ 成田市伊能
佐藤ゴム化学工業㈱ 成田市十余三
佐藤さくら(同) 成田市並木町
㈲佐藤実業 四街道市四街道
㈲佐藤商店 印西市山田
税理士法人　佐藤税理士事務所 佐倉市生谷
㈲佐藤設計 成田市飯田町
㈲佐藤設備 八街市大関
㈱佐藤測量 成田市三里塚光ヶ丘
佐藤通信㈱ 印西市平賀
㈲佐藤秀雄商店 富里市七栄
㈲サトウプランニング 佐倉市上志津原
㈱佐藤熔接工業 成田市奈土
㈱佐野屋 成田市本町
㈲澤田商会 富里市日吉台
㈲沢田漬物 成田市野毛平
㈲沢田フラワー 成田市土屋
㈱佐原運輸 成田市南敷
(同)三愛 富里市御料
サンアルファー㈱ 白井市名内
㈲サンアルミ 成田市大山
㈱サンエアカーゴサービス 成田市前林
㈲三栄基礎工事 富里市七栄
㈱三栄工業 印旛郡酒々井町本佐倉
㈲三栄興業 富里市七栄
三栄産業㈱ 富里市七栄
㈲サンエスアイ 酒々井町東酒々井
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会員名（50音順） 住所
㈱サンエス創設 八街市朝日
㈲サンエテック 成田市下福田
三桜商事㈱ 成田市取香
㈲サンオフィス 白井市けやき台
㈲三克 印西市武西
㈲三基企画 成田市中台
㈱三九不動産 四街道市四街道
㈲産業オイル 白井市平塚
㈲三共資材 成田市中台
㈲三協ビニール 佐倉市六崎
㈲三共防除 白井市冨士
㈲サンクリエーション 四街道市鹿渡
㈱三晃 成田市西三里塚
㈱山幸園芸 成田市押畑
三幸建設㈱ 富里市七栄
㈲三晃建築事務所 印西市平賀学園台
㈱三興工業 八街市東吉田
山晃興業㈱ 印西市別所
㈲三宏社 四街道市大日
㈱三晃住宅 白井市冨士
㈲三興商事 印西市草深
㈱三浩商事 富里市七栄
㈱サンコウ・トータル・サービス 成田市駒井野
㈲サンサン 佐倉市王子台
㈲三集 成田市桜田
㈲サンショウ 四街道市栗山
㈲産勝サービス 佐倉市大蛇町
㈱三正商事 印西市武西
㈲三新工業製作所 佐倉市吉見
サンスダ建設㈱ 佐倉市井野
㈲サンセイ 印西市発作
㈱三勢 富里市七栄
㈱三成テクノ 佐倉市上座
㈱三善運輸 八街市八街い
サンダムビルサービス㈱ 白井市根
㈱サンデンサービス 四街道市千代田
㈲三東 印西市平賀
㈱三徳 印旛郡酒々井町上岩橋
㈲サントクファーム 八街市山田台
㈱サンニック 四街道市旭ヶ丘
㈱山王工業 四街道市大日
㈲サンヒルズ 佐倉市上志津
㈱三富商会 白井市谷田
㈲サンプロス 四街道市下志津新田
㈲山豊 四街道市鹿放ヶ丘
㈱サン・ポート 成田市駒井野
㈲サンユー・セラミックス 佐倉市大崎台
㈲サンユー水処理技研 富里市七栄
㈲三洋 佐倉市王子台
サンヨーエアサービス㈱ 成田市新駒井野
㈲さんらいす 白井市中
㈱サンライズ 佐倉市鏑木町
㈲サンライズ通信 佐倉市上座
㈲サンライン 四街道市鹿渡
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会員名（50音順） 住所
㈲三里塚航業 成田市橋賀台
三里塚電設㈱ 成田市本三里塚
㈲三里塚物産 成田市東峰
㈲サンロード 印西市木下
三和㈲ 富里市日吉倉
㈲サンワールド 印西市滝
三和産業㈱ 八街市滝台
㈲三和商会 八街市朝日
三和総業㈱ 成田市東和田
㈲サンワ物流 八街市八街ろ
㈲三和防災 酒々井町酒々井
㈲シーアンドアールセパレーター 千葉市稲毛区六方町
㈲シーアンドエムアシストサービス 四街道市大日
(同)Ｇ＆Ｇ 白井市冨士
㈱Ｃ．Ｅ．Ｓ．　 成田市加良部
ＧＳＬ(同) 八街市八街い
㈲ジーエム・システムズ 白井市堀込
㈱ジィ・シィ企画 佐倉市王子台
㈲シースウッド 白井市清戸
㈱シーテック 成田市駒井野
㈱ジーテック 四街道市大日
㈲椎名クリーニング店 富里市御料
ＣＰ成田㈱ 成田市堀之内
㈱シーマック 成田市飯仲
㈱ＣＹＳＢ 成田市前林
Ｇ・Ｙプランニング㈲ 成田市松崎
㈱Ｊ・Ｓ 四街道市めいわ
㈱ジェイ・エス・ピーサービス 成田市三里塚
㈱Ｊ.Ｊ.インターナショナル 四街道市南波佐間
㈱ＪＴＸ 印西市中央北
㈱ＪＰＮ 成田市並木町
㈱塩野谷周太郎商店 八街市中央
塩野谷商事㈱ 八街市八街ほ
㈲ジコー 八街市八街ほ
㈲シシクラ 四街道市和良比
㈲猊倉商事 佐倉市臼井
㈲志津設備 四街道市下志津新田
㈱宍戸石材工業 富里市立沢新田
社会福祉法人自洲会 佐倉市青菅
㈲酒々井企業 酒々井町下岩橋
㈱シスイ総合防災 酒々井町上岩橋
(同)酒々井リハステーション光 印旛郡酒々井町上岩橋
㈲システムエムアンピー 佐倉市王子台
㈲志津鈑金 佐倉市井野
㈱詩仙香房 成田市田町
設楽造園㈱ 佐倉市青菅
㈲七福 四街道市吉岡
㈱實川文雄商店 八街市八街に
㈲実宏建設 四街道市山梨
志津興産㈱ 佐倉市上志津
㈱志津工装 四街道市大日
志津総業㈲ 佐倉市上志津
志津タクシー㈲ 佐倉市先崎
㈲志津ハウス 佐倉市上志津
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会員名（50音順） 住所
㈲志津ビル 佐倉市上志津
㈲篠崎石材店 栄町酒直
㈲篠塚鉄工建設 印西市笠神
㈱篠原内装 印旛郡酒々井町本佐倉
㈲しのん 成田市美郷台
㈱シバサキ・コーポレイション 印西市大森
㈱柴田シー・エス 富里市七栄
㈲芝野オートサービス 栄町安食
㈲柴宮商店 印旛郡酒々井町上岩橋
㈱芝山 成田市三里塚光ヶ丘
㈲澁谷 白井市河原子
㈲シマザキ 印西市山田
㈲島田 富里市日吉台
㈱島田 佐倉市表町
㈲島田商会 成田市馬場
島田商事㈲ 酒々井町酒々井
㈱シマトレーディング 富里市七栄
島村工業㈱ 佐倉市太田
清水クルーサービス㈱ 成田市美郷台
㈱下川原建設 佐倉市中志津
下田康生堂製薬㈱ 成田市幸町
㈲下総衛生 富里市十倉
Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｈｏｍｅ㈱ 成田市並木町
㈲写真のヒガサ 酒々井町東酒々井
ジャパンイーエイシー㈲ 八街市八街ろ
(一社)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ 富里市日吉台
㈱ジャパンサポート 成田市下福田
㈱ジャンダルム 印西市中央北
周栄コンサルタント㈱ 成田市大室
(医社)秋桜会 成田市馬橋
住工研㈱ 佐倉市表町
㈱住工房スタイル 栄町安食
㈲秋鵬総業 八街市八街ほ
（宗）秋本寺 白井市白井
(医社)修明会 四街道市大日
㈱秀和 成田市本城
(医社)珠光会　印西診療所 印西市大森
首都圏住宅センター㈱ 成田市美郷台
㈱ジュン・コーポレーション 成田市美郷台
(特非)順蹴フットボールアカデミー 佐倉市城内町
(医社)純誠会 上野整形外科 佐倉市生谷
㈱ジョイネット 佐倉市田町
㈱翔栄 印西市木刈
㈲商栄 成田市成井
㈲昌栄 成田市押畑
㈲松栄 白井市大山口
㈲昇栄 佐倉市城内町
㈲正栄 佐倉市上座
㈱正栄工業 四街道市大日
㈲昌栄鉄工 佐倉市下志津
㈲勝栄板金 八街市八街に
㈱松月園 印西市大森
正幸産業㈱ 佐倉市六崎
上興商事㈱ 佐倉市上志津原
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会員名（50音順） 住所
㈲東海林造園 四街道市大日
㈲正次郎鋏刃物工芸 成田市松崎
㈲ジョウシン 成田市飯仲
㈲常総オートモーティブ 成田市猿山
㈱城電気 八街市文違
㈱ショウトク 成田市川上
昌和建設㈱ 佐倉市王子台
㈲白冨士園 白井市冨士
㈱シリアスフィットネス 成田市赤坂
(資)白井駅前理容館 白井市堀込
(同)しろい光夢辿 白井市復
白井ゴルフ㈱ 白井市根
白井市衣料（協） 白井市根
㈲白井清掃 白井市富塚
白井聖地公園管理企業組合 白井市平塚
㈲白井タクシー 白井市根
㈲白井中央交通 白井市根
㈲白井テニスクラブ 白井市根
㈲白銀運輸機工 四街道市物井
㈱シロマル 白井市武西
㈲信栄建材 白井市白井
新栄建設㈱ 富里市十倉
㈲シンエイ建設 栄町安食
㈲新幸 佐倉市上志津
㈲伸幸興業 成田市津富浦
㈱信恒製作所 印西市武西
新光電気工事㈱ 白井市大松
㈱シン・コーポレーション 印西市鎌苅
㈱シンシア 八街市八街に
㈲新城商事 成田市本三里塚
㈲シンシロウ 佐倉市六崎
㈱信水舎 成田市寺台
㈱信水舎書店 成田市花崎町
㈱シンセイ 八街市山田台
(医社)新成会 白井市根
㈲新世紀ハウジング 佐倉市上志津
㈱新成建設 四街道市内黒田
㈱新星建設 印西市師戸
㈲新生興業 成田市ウィング土屋
㈲新星設備 八街市大木
㈱真誠測量 富里市日吉台
㈲新生美創 白井市木
㈲陣太鼓 富里市七栄
㈱新拓精密 印西市岩戸
㈱新旅 富里市日吉台
新田建設㈱ 佐倉市宮ノ台
㈱新東技研 白井市名内
㈱新東京ＡＤ 佐倉市藤沢町
新東京航業㈱ 成田市古込
新東建設㈱ 印旛郡酒々井町上本佐倉
新東産業㈱ 富里市七栄
㈱進富 白井市平塚
㈲新成田総合社 成田市不動ケ岡
㈱新野 成田市新駒井野
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会員名（50音順） 住所
㈱ＳＩＭＢＡ 白井市平塚
㈱シンプティア 佐倉市羽鳥
㈲信武堂 成田市田町
心陽工業㈱ 佐倉市白銀
（医）心和会 四街道市四街道
㈲新和建設 成田市臼作
㈱伸和建設 四街道市栗山
㈱真和鋼業 白井市折立
㈲シンワ室内産業 印西市大森
㈲信和商事 富里市新中沢
㈲水車屋商店 白井市富塚
㈱彗星商事 佐倉市王子台
㈱ＳＫＹ 佐倉市下志津原
㈲スカイアンドスィー 佐倉市中志津
㈲スカイウッド 成田市東和田
㈱スカイカーゴビジネス 富里市日吉台
㈲スカイ工業 佐倉市飯野
㈲菅澤工務店 成田市臼作
㈲菅澤自動車 成田市名古屋
㈲スガサワ住宅 成田市臼作
㈲菅三商事 八街市文違
㈲すがや 八街市文違
㈱スガヤ自動車 白井市神々廻
㈲菅原設備工業 八街市八街は
㈱杉井本店 八街市八街ほ
㈱杉栄 八街市八街へ
㈱杉田商店 印西市小林
㈲杉田動物病院 印西市木刈
㈲杉田不動産鑑定事務所 印西市小林
㈱杉原空調設備 富里市御料
㈲杉本 佐倉市南ユーカリが丘
㈲スクリーン開発 酒々井町上岩橋
スズカケミー㈱ 佐倉市石川
㈲鈴川企画 富里市七栄
㈲鈴木運送 四街道市大日
㈲スズキエンジニアリング 八街市八街ろ
スズキオート京葉㈱ 佐倉市生谷
(医社)すずき小倉台医院 印西市小倉台
鈴木金物㈱ 佐倉市弥勒町
㈲鈴木機工 佐倉市六崎
鈴木建材㈱ 白井市復
鈴木建設㈱ 白井市根
㈲鈴木工務店 白井市冨士
㈲鈴木産業 白井市根
㈲鈴木自動車整備工場 成田市台方
㈱鈴木商事 成田市川上
㈲鈴木商事 富里市七栄
㈲鈴木商店 成田市北須賀
㈲鈴木商店 八街市八街い
㈱鈴木新聞店 成田市三里塚
㈲鈴木青果 佐倉市栄町
㈱鈴木製作所 八街市八街へ
㈲鈴木製作所 八街市沖
㈲スズキ総武販売 酒々井町下台

28　/ 68



会員名（50音順） 住所
㈲スズキタイル 四街道市上野
㈲鈴木漬物店 成田市竜台
㈲鈴木鉄工所 八街市上砂
㈲鈴木乳業 印西市大森
㈲鈴木農園 佐倉市飯塚
㈲鈴木保険サービス 佐倉市王子台
㈲鈴庄 成田市滑川
㈲鈴装 印西市松崎
㈱すずらんエステート 成田市橋賀台
㈲鈴和水道 八街市八街ろ
㈱スタッフ 白井市折立
㈲スタッフ富里 富里市十倉
(資)ＳＴＡＮＬＥＹ 四街道市めいわ
㈱ステアリンク 佐倉市神門
㈱ステップハウジング 八街市八街ほ
㈲須藤ガス設備 四街道市物井
㈲スドウ工業 四街道市物井
㈱須藤工務店 四街道市四街道
㈲須藤薬局 八街市八街ほ
㈱Ｓｔｏｒｋ 佐倉市上志津
㈲須永石油 富里市十倉
㈲須之内組 成田市所
㈱スペースコーポレーション 富里市七栄
㈱住まいる 八街市大木
住まいる建設㈱ 成田市加良部
㈲住まいる工房 成田市玉造
㈱住まいるホーム 四街道市大日
住栄農材㈱ 富里市七栄
㈲スリークォーター 栄町安食
㈱駿河屋 成田市仲町
㈲するかん 成田市本町
精技金型㈱ 白井市平塚
㈱成幸工業 成田市新駒井野
㈲成光重機 成田市荒海
誠光電設㈱ 成田市東町
(医社)正鵠会 四街道ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 四街道市和良比
㈲政樹園緑化 佐倉市寺崎
㈲セイショウ 成田市土屋
(医社)清信会 成田市囲護台
成信建設㈱ 成田市並木町
(医社)盛徳会 八街市朝日
成都施設㈱ 成田市中台
(医社)聖母会聖マリア記念病院 成田市取香
㈲清宮水道 八街市八街ほ
清宮総業㈱ 成田市飯田町
㈲セイミヤ花店 佐倉市栄町
(医社)成蘭会 立花・真鍋医院 成田市橋賀台
㈲聖菱化学 八街市四木
㈱成和 成田市津富浦
㈲清和 佐倉市太田
成和建工㈱ 成田市土屋
㈲成和工業 佐倉市生谷
聖和興業㈱ 八街市文違
㈲正和興産 富里市七栄
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会員名（50音順） 住所
㈱誠和設備 白井市富塚
㈱セイント 富里市七栄
㈱ゼウス 酒々井町上本佐倉
㈱セーフティースタイル 佐倉市中志津
㈱瀬尾組 成田市高
積成企画㈱ 白井市清水口
㈱関根商店 八街市四木
㈱セスマーブ 白井市名内
㈲接着工業新聞社 印西市小倉台
(一社)ＳＥＴ 白井市根
㈱Ｚ 白井市桜台
㈲瀬戸内 佐倉市中志津
ゼネラルサービス㈱ 成田市取香
㈱セブンファーム富里 富里市七栄
セルプロデュース㈱ 印西市原山
㈱セレクト 成田市美郷台
セレモニーうえくさ㈲ 印西市大森
㈱ＺＥＲＯ 成田市川栗
㈲千商 印西市大森
㈱善寿屋 栄町安食
（宗）泉倉寺 印西市和泉
㈱センターアグリ 佐倉市上志津
㈲ゼントク 佐倉市大崎台
セントラル加工㈱ 印西市別所
㈲セントラルモータース 八街市八街い
㈱ＳＥＮＮＩＣＨＩ 印西市大森
先和建設㈱ 印西市大森
㈲ソウエイニット 栄町酒直
㈱創源 酒々井町東酒々井
創建金属㈱ 白井市河原子
㈱総合開発 成田市三里塚光ヶ丘
㈲総合商事いしかわ 印西市笠神
㈱双興通信 酒々井町ふじき野
㈲ソウサ建築 成田市名木
㈱装新 成田市大清水
双伸フーズ㈲ 白井市冨士
創政建設㈱ 佐倉市王子台　
㈱総武グリーンテニスクラブ 佐倉市上志津
總武建設㈱ 成田市三里塚
総武住販㈱ 八街市八街ほ
総武スチレン㈱ 四街道市物井
㈱創家 富里市七栄
㈲総友造園 白井市西白井
㈲総葉運輸 佐倉市大蛇町
窓立工業㈲ 栄町安食
㈱総和會 八街市八街ほ
創和建設㈱ 四街道市上野
㈲ソーキ 四街道市大日
一般社団法人ゾナカルチョ 佐倉市神門
曽根建材工業㈱ 佐倉市上座
㈲ソノマ 成田市取香
㈱ソピュア 成田市公津の杜
㈱ソフィアブレイン 成田市花崎町
㈱ソフケン 白井市河原子
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会員名（50音順） 住所
染井野産業㈱ 佐倉市飯重
㈲染井野リビングサービス 佐倉市染井野
㈲征矢タイル工業 四街道市大日
㈱SONTAC 佐倉市王子台
㈲ダイアン 富里市日吉台
第一空調㈱ 成田市並木町
第一クラリティ㈱ 佐倉市宮前
第一不動産㈱ 佐倉市上志津
㈱第一ホーム 酒々井町中川
㈱大永 佐倉市上志津原
㈱大栄建設 成田市水の上
㈱大英電業社 成田市花崎町
㈲大栄熱器サービス 八街市八街ほ
㈲大栄花園 成田市前林
㈱ダイエー花壇 成田市柴田
ダイエー住販㈲ 成田市桜田
㈲大起工業 成田市高岡
大樹興業㈱ 成田市中台
(資)ダイク社 八街市希望ケ丘
大建設㈲ 佐倉市小篠塚
㈱大幸 成田市囲護台
大晃化工㈱ 白井市平塚
㈲大幸商事 成田市飯田町
㈱ダイコム 酒々井町中央台
㈱ダイサン 成田市吉岡
大志産業㈱ 佐倉市中志津
大昌建設㈱ 佐倉市大崎台
㈱泰真 佐倉市臼井田
㈲大真 成田市成井
㈱太伸 佐倉市神門
大伸運送㈲ 印西市竹袋
㈲大進建材 成田市伊能
㈱大仁建設 成田市名古屋
第進産業㈱ 印西市岩戸
㈲大成エンジニアリング 佐倉市六崎
大成企業㈱ 八街市八街ほ
㈲大成交通 印西市造谷
㈱大成商会 成田市大竹
㈲大全 佐倉市畔田
㈲ダイセン物流 白井市冨士
㈱大創建 成田市玉造
㈱ＤＡＩＣＨＩ 成田市天神峰
㈱大地 四街道市鹿放ケ丘
太地建設㈱ 成田市東町
大地工務店(同) 白井市富塚
(同)Ｔｉｄｙ 四街道市和良比
㈲ダイデン恒産 四街道市和良比
㈱タイトウ 印西市戸神
㈲大東 四街道市大日
大同化成㈱ 八街市八街に
大同機材工業㈱ 白井市河原子
大東建設㈱ 佐倉市上座
㈱大同サービス 八街市四木
大同生命保険㈱成田営業所 富里市日吉台
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会員名（50音順） 住所
大徳産業㈱ 成田市磯部
㈲大二住販 富里市日吉台
㈱大日 四街道市大日
大日商会㈱ 四街道市大日
㈲大日電気商会 四街道市四街道
㈱大日ドリーム観光 四街道市大日
㈱大福設備 白井市根
㈱大平商会 富里市新中沢
㈱太平測量 佐倉市山崎
㈲大鳳通商 佐倉市上志津原
㈱ダイマツ 成田市本城
㈲タイムス企画 八街市八街へ
ダイユウホーム㈱ 成田市花崎町
㈲太洋オートサービス 佐倉市生谷
台聨金属㈱ 四街道市南波佐間
ダイワエステート㈱ 富里市七栄
大和観光㈱ 成田市川上
㈲大和商事 四街道市四街道
㈱大和製作所 白井市河原子
大和トランワークス㈱ 四街道市鷹の台
㈱高石工務店 印西市岩戸
㈱高岡電機店 成田市東和田
㈲タカオ産業 佐倉市西志津
高木測量㈱ 成田市並木町
高砂ガラス㈱ 印旛郡栄町安食
㈲高島工務店 佐倉市井野
㈱鷹匠本店 成田市花崎町
㈲高塚建材 成田市高
㈲高根 富里市七栄
㈲高野物流 佐倉市南ユーカリが丘
㈲高橋苺園 成田市囲護台
㈱高橋インテリア工業 富里市十倉
㈲高橋建設 富里市七栄
㈲高橋工芸 成田市滑川
㈱高橋自動車 佐倉市寒風
㈲高橋自動車整備工場 成田市宗吾
㈱高橋種苗店 四街道市四街道
㈱高橋商店 印西市大森
㈲高橋植物園 白井市神々廻
㈲高橋水産 成田市船形
高橋水道㈱ 佐倉市王子台
㈲高橋設備 佐倉市下志津
㈱髙橋土木建材 白井市根
高橋木材㈱ 四街道市吉岡
㈲高藤 栄町布太
㈲高見商店 栄町安食
㈲高安組 佐倉市高崎
㈲髙安商店 八街市八街は
㈲髙桺興業 佐倉市羽鳥
㈲タカユキ 佐倉市西志津
㈱滝口商店 佐倉市臼井田
㈲瀧澤 富里市御料
㈲滝沢商会 四街道市みそら
㈱滝沢本店 成田市上町
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会員名（50音順） 住所
㈱滝田商店 印西市大森
瀧田石油㈱ 栄町酒直
㈱滝田洋品店 印西市大森
㈲瀧半 四街道市和良比
㈲拓栄電工 印西市木下東
㈲田口電設 印西市木下
㈲タクト 八街市吉倉
㈱ダクトワークス 八街市文違
㈱田久保造園土木 印西市戸神
(同)巧真インターナショナル 八街市八街い
㈱匠建工 八街市八街ろ
巧鉄構㈱ 白井市根
竹内建設㈱ 印西市竜腹寺
㈲竹内工業 四街道市内黒田
㈲武内商店 四街道市四街道
TAKEコーポレーション㈱ 印西市大森
㈲竹田水産 成田市飯仲
竹村電気工事㈱ 八街市八街い
㈲田崎石材店 四街道市栗山
㈲タジマソフト 佐倉市中志津
㈲田代設備サービス 成田市成井
(資)ダスキン成田 成田市東和田
㈱タス・ジャパン 四街道市鹿放ヶ丘
㈲たちばな 成田市仲町
㈱タチバナ 成田市三里塚
㈲タック 八街市東吉田
㈲ﾀｯｸﾙ・ｺﾗﾎﾞﾚｲｼｮﾝ 白井市冨士
タツザキ機工㈱ 佐倉市木野子
㈲立田屋 佐倉市角来
㈱多津美 成田市本町
㈲タツミ商事 富里市御料
㈲舘商会 四街道市大日
㈲建秀 八街市八街い
㈲建芳木工所 佐倉市畔田
㈲田中会計 印西市平賀学園台
㈱タナカグリーン 成田市吉岡
㈲田中建設 八街市文違
㈲田中建築 佐倉市生谷
田中工業㈱ 白井市名内
㈲田中商店 四街道市四街道
㈲多奈賀屋 佐倉市表町
㈱田中薬店 佐倉市上志津
㈲田辺造園 佐倉市土浮
㈲田辺電工 佐倉市土浮
㈲タニ 佐倉市上志津原
㈱タニ 成田市下方
㈲タニカワ 酒々井町中央台
田端運輸㈱ 白井市河原子
㈱玉川運輸 白井市根
㈱玉川商店 白井市根
㈱ダマジャパン 富里市七栄
タマル冶金㈱ 八街市八街ほ
㈱田村製作所 八街市滝台
㈱為貝組 栄町押付
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会員名（50音順） 住所
㈱Ｔａｒｕｔａｒｕーｇａ 印西市高花
㈲ダルマ薬局 印西市大森
㈱ﾀﾞﾝｺﾞ&ﾃﾞｨｰﾈﾝﾀｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 四街道市大日
㈲ダン工業 印西市大森
㈲ﾀﾞﾝｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽみやおか 佐倉市井野
㈱丹内商事 印西市草深
㈲丹野総業 八街市八街に
㈲丹野プレス工業所 白井市河原子
㈱チェレステ 佐倉市上座
㈲千草電設 印西市草深
㈲千葉エクステリア 四街道市大日
千葉化工㈱ 栄町矢口神明
千葉銀行成田支店 成田市花崎町
千葉空調㈱ 佐倉市王子台
千葉クリーン㈱ 印西市別所
ちばグリーンバス㈱ 佐倉市角来
（公財）千葉県教育振興財団 四街道市鹿渡
千葉県酒類販売㈱成田支店 成田市不動ヶ岡
千葉県北総生コンクリート（協） 成田市花崎町
（協）千葉県労務協会 成田市東和田
㈱千葉光学 八街市小谷流
千葉興業銀行成田支店 成田市花崎町
㈲千葉工芸 佐倉市上志津
千葉交通㈱ 成田市花崎町
(医社)千葉光徳会 印旛郡酒々井町上岩橋
千葉紙工㈱ 四街道市物井
㈲千葉シマダ運輸 八街市滝台
㈱千葉住宅サービス 印西市大森
千葉住販㈲ 富里市日吉台
千葉新都市住宅㈱ 印西市牧の原
千葉信用金庫成田支店 成田市上町
㈱千葉製作所 成田市三里塚光ヶ丘
千葉製茶工業（協） 八街市八街ほ
千葉総業㈱ 四街道市鹿渡
㈱千葉総合介護サービス 富里市日吉台
㈱千葉宅建 四街道市四街道
㈱千葉通信システム 富里市七栄
㈱千葉田園スイミングクラブ 四街道市大日
㈱千葉田園テニスクラブ 四街道市大日
㈲チバトク 佐倉市王子台
㈱千葉南海 八街市榎戸
千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ㈱ 印西市中央南
千葉北部環境整備㈲ 印西市平岡
千葉柳沢㈱ 佐倉市西志津
㈱千葉洋行 佐倉市上志津
㈲ちば緑耕舎 栄町和田
ちばレインボーバス㈱ 印西市船尾
㈱千弘商事 四街道市鹿放ヶ丘
㈲チャンス 八街市八街ほ
中央アルミ㈱ 四街道市鹿放ヶ丘
㈱中央エンジニアリング 富里市七栄
㈲中央建土 酒々井町ふじき野
中央商事㈱ 富里市七栄
㈱中央設備 成田市東町
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会員名（50音順） 住所
中央チバスケール㈱ 白井市平塚
㈱中央牧草センター 四街道市大日
（宗）潮音寺 富里市久能
㈲銚子屋旅館 印西市木下
㈲長心組 佐倉市栄町
長聖金属㈱ 佐倉市坂戸
（宗）長楽寺 白井市根
千代田農林㈲ 佐倉市吉見
㈲チワキ 佐倉市井野
㈱千脇電設 四街道市四街道
㈲珍来軒 成田市三里塚
㈲ツイキ 白井市復
司建工㈱ 成田市荒海
司興業㈱ 白井市冨士
塚田商事㈱ 佐倉市栄町
㈲塚原建装 八街市八街い
㈲塚本興業 八街市大谷流
㈲津軽興業 成田市土屋
月野和被服工業㈱ 印西市木下
㈱ツジコーポレーション 佐倉市白銀
㈱津田商店 富里市七栄
㈲土屋商店 成田市土屋
ツツミ商工㈲ 佐倉市江原台
常木教材㈱ 四街道市鹿放ヶ丘
㈱椿設計 成田市猿山
椿トータルサービス㈱ 成田市大清水
㈲ツバサ住販 酒々井町東酒々井
㈲円谷工業 佐倉市江原台
㈱ツミタ 佐倉市稲荷台
㈱ＴＲＥＥ　Ｓｔｕｄｉｏ 印旛郡酒々井町東酒々井
㈱鶴ヶ崎工務店 白井市中
鶴産商事㈱ 佐倉市王子台
㈱つるや 成田市花崎町
㈲つるや 佐倉市表町
㈱ＴＲＣ 白井市西白井
㈱ＤＲＣ 佐倉市白銀
㈲ＴＥＭ 成田市上町
㈲ティー・エヌ・エス 成田市美郷台
Ｔ・Ｍ・Ｓ㈱ 成田市本町
㈱ティーエム企画 八街市榎戸
㈲ティー・エル・シー 八街市朝日
㈱ティージーアイエフ 成田市田町
ＴＣＭ㈱ 四街道市大日
㈱ディ－シーエム 佐倉市大崎台
㈲ディーシー・グループ 印西市吉高
㈱Ｔ’ｓ 八街市文違
ディーズオートジャパン㈱ 成田市西大須賀
㈱ＴＰＷ 佐倉市宮ノ台
㈱ディーフォーシー 成田市花崎町
㈲TUP 成田市新田
ＴＨＳ㈱ 富里市高松
㈲THMコーポレーション 成田市寺台
㈱THビジネスサポート 成田市囲護台
㈲ティエスサポート 成田市ウィング土屋
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会員名（50音順） 住所
㈱ティエフケー 成田市古込
ティ・エル・アイ㈲ 佐倉市飯田
㈲庭苑設計フジタ 印西市平賀学園台
㈱テイクオフ 佐倉市鏑木町
㈱ディサイド・インターナショナル 成田市新田
㈱Ｔ－ＳＴＹＬＥ 成田市東和田
㈱ＤＴＤ 佐倉市弥勒町
Ｄ．ネットシステム㈱ 八街市吉倉
ＴＰＲ ＥＫ 特殊金属㈱ 佐倉市太田
㈱Ｔプルーフ 佐倉市染井野
㈱ディマーネ 成田市飯仲
㈲Ｔｅａｍ－Ａ 栄町安食
㈱ＴＡＮ 八街市八街は
㈱テーオー印刷 佐倉市鏑木町
㈲テーサン 四街道市小名木
㈲データリクエスト 成田市公津の杜
㈲てきぱき 栄町安食台
㈱テクニカ 佐倉市井野町
㈱テクニカル・ハースト 栄町安食
㈱テクノエンジ 佐倉市千成
テクノ産業㈱ 八街市八街い
㈲テクノホーム 成田市西三里塚
㈱テクノ冷設 四街道市大日
デコライン㈱ 成田市地蔵原新田
㈱テスク 佐倉市城内町
㈱デフ・テック 富里市七栄
㈲出山自動車 成田市山口
㈲出山石油 成田市長沼
㈱寺内畳店 成田市花崎町
(同)てらおか商店 佐倉市ユーカリが丘
㈱テラコン 成田市並木町
㈱テラサ 八街市八街ほ
㈲寺田商店 印西市大森
㈲寺田総業 佐倉市石川
寺田測量設計㈱ 印西市草深
㈲寺本サイクル 栄町安食
㈲テルヴィス佐倉工場 八街市八街ろ
㈲テレコムアンドセキュリティ 八街市沖
㈲でんき館やまぎし 成田市田町
㈱デンコム 栄町安食台
㈱テンサン 八街市八街は
㈲天真 佐倉市井野
(医社)典仁会 四街道市四街道
㈱天童造園 白井市清水口
㈱天王橋建設 成田市下金山
㈲土井たばこ店 成田市花崎町
㈱東亜 佐倉市下志津原
東亜テック㈲ 佐倉市上志津
東亜電業㈱ 四街道市大日
㈲棟栄組 佐倉市王子台
東栄産業㈱ 成田市高倉
㈲東魁 成田市東町
東基工業㈱ 富里市七栄
東京施設工業㈱ 富里市七栄
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会員名（50音順） 住所
㈱東京大栄鋼管 佐倉市太田
㈱東京通商 四街道市四街道
㈲東京屋 栄町安食
(同)東警 成田市東町
㈱道建 富里市立沢
藤幸建商㈲ 成田市堀籠
㈲東庄建設 八街市八街い
東勝寺 成田市宗吾
㈲道場総合食品 佐倉市中志津
㈱東照電気 佐倉市本町
㈲東森 四街道市大日
㈱トウズ 佐倉市宮前
東総技建工業㈱ 成田市十余三
東総自動車工業㈱ 四街道市中台
東総物産㈱ 佐倉市小篠塚
東通㈱ 富里市美沢
㈱東都ＩＳＤ 酒々井町上岩橋
㈱東都観光企業総轄本社 成田市駒井野
東福興業㈱ 白井市堀込
東部産業㈱ 成田市津富浦
㈱東武ホテルマネジメント 成田市取香
㈱東峰 佐倉市飯野
東邦エンジニアリング㈱ 佐倉市上志津原
東邦建設㈱ 成田市吉倉
東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市下志津
東豊土木工業㈱ 佐倉市鏑木町
㈲トウマプランニング 成田市山之作
㈲東洋 成田市花崎町
東洋羽毛北関東販売㈱ 佐倉市城
㈱東洋広告社 富里市大和
東洋コミュニティ㈱ 成田市花崎町
東洋サービス㈱ 成田市新駒井野
㈲東葉商事 印西市滝
㈲東洋スチール 富里市立沢新田
東葉測量㈲ 印西市木下
㈱とうわ 白井市神々廻
㈲東和 成田市中台
㈲藤和 八街市八街ほ
東和工業㈱ 千葉市稲毛区山王町
㈲トーエムカンパニー 印西市松崎
㈱トオカン 佐倉市生谷
㈲トーカン車輌ガラス 四街道市鹿放ヶ丘
㈲トータルサービス 佐倉市稲荷台
㈱トータル・リスク・サポート 酒々井町中央台
㈲トート機電 佐倉市千成
㈲遠山珈琲 白井市根
㈱トーヨー 佐倉市大作
トーヨータイヤ成田サービス㈲ 成田市東町
㈲トーヨー薬局 八街市八街ほ
トキオロジスティックス㈱ 酒々井町墨
㈱土岐商店 八街市八街ほ
トキワケミカル工業㈱ 白井市河原子
㈱常磐植物化学研究所 佐倉市木野子
㈱トキワパッケージ 白井市平塚
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会員名（50音順） 住所
医)徳洲会 成田富里徳洲会病院 富里市日吉台
㈲徳商 八街市八街ほ
(医社)徳進会 木下医院 成田市公津の杜
徳南エクスプレス㈱ 成田市本三里塚
㈱徳丸工業 白井市河原子
㈲十倉運輸 富里市十倉
㈲十倉精工 富里市十倉
十倉トーヨー住器㈱ 富里市十倉
㈲トコロスタジオ 成田市大山
都市環境サービス㈱ 白井市中
㈲都市交通タクシー 印西市瀬戸
㈲豊島測量 印西市多々羅田
トップグリーンシステム㈱ 成田市西大須賀
トップス企画㈲ 栄町安食台
㈲利根商会 印西市大森
㈱鳥羽ミート 佐倉市江原
㈲鳶武藤組 白井市神々廻
㈲富井呉服店 成田市田町
富里温泉㈱ 富里市七栄
富里市農業（協） 富里市七栄
㈲富里総業 富里市日吉倉
㈲富里総合機械 富里市立沢新田
㈲富里陸運 富里市新中沢
㈲とみさわ 成田市滑川
㈱富沢工務店 四街道市下志津新田
㈲富沢自動車 印西市白幡
㈲富澤電機製作所 白井市冨士
富澤電設㈱ 白井市折立
㈲冨塚工事店 四街道市鹿放ヶ丘
㈱トミテック 四街道市鹿放ヶ丘
㈲とみのさと 富里市高野
㈲富屋商店 印西市大森
㈲富弥電気工事 八街市根古谷
㈲トミヤマ電気通信 佐倉市臼井台
㈱富谷陸運 四街道市もねの里
㈲トムラ 佐倉市上勝田
㈲戸村建設 成田市名木
㈲戸村建装 八街市東吉田
㈲戸村商店 成田市本三里塚
㈲戸村測量設計事務所 佐倉市栄町
(医社)戸村内科クリニック 富里市御料
㈱巴建設 成田市西大須賀
㈱トモサービス 八街市榎戸
㈲友部電機工業所 四街道市大日
㈲トヤマ 八街市勢田
㈲豊久建設 成田市北羽鳥
㈲トヨコーポレーション 佐倉市岩富町
㈲豊田建材 白井市根
㈲豊田商事 佐倉市臼井
㈱豊田商店 成田市幸町
㈲豊田造園 印西市岩戸
トライブエージェント㈱ 白井市清水口
㈱トラスト 佐倉市寺崎
トラスト㈱ 印西市戸神
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会員名（50音順） 住所
㈲トラストホーム 成田市西三里塚
㈱トラストワン 香取市三ノ分目
㈱ドラッグストアー文化堂 成田市三里塚
㈱トラックパーツ成田 印西市岩戸
㈲トラディション・フランス 四街道市もねの里
㈲とらや 成田市上町
㈱トランスウェブ 富里市美沢
㈲トランスポートささき 白井市河原子
㈱トリップスコム 佐倉市鏑木町
取手下流川砂採取（協） 栄町安食
㈲トリムデザイン 富里市中沢
㈲トレド 成田市玉造
㈲内装屋堀越 富里市御料
㈱９１ＳＡＶＡＧＥ 印西市内野
㈲永井興業 白井市白井
ナカオレイネツ㈱ 四街道市物井
㈱長久保工務店 印西市高西新田
㈱仲組 白井市南山
㈱長澤建設 栄町龍ヶ崎町歩
中沢工業㈱ 印西市大森
㈲長澤商店 佐倉市表町
中嶋架設組㈱ 八街市八街ほ
中島漁業㈱ 佐倉市染井野
㈱中島建設 印西市内野
㈱中嶋工業 白井市河原子
㈲永島建具店 成田市寺台
㈲中島電機サービス 佐倉市宮ノ台
㈱ナカタ 四街道市めいわ
㈲中台商店 四街道市南波佐間
㈲中武 富里市七栄
㈲永田電気 富里市七栄
㈲長門 酒々井町東酒々井
㈱長門建設 印西市長門屋
中富建設㈱ 白井市根
㈱中西製作所 白井市河原子
㈲中根ライン 印西市浦幡新田
㈱ナガノ 成田市台方
㈲永野工営 成田市本城
㈲永野興業 佐倉市角来
㈱中野商店 八街市八街い
㈲長野造園土木 佐倉市石川
㈲ナカノヂーゼル 成田市三里塚御料
㈲永野屋 四街道市南波佐間
㈱なかむら 成田市不動ヶ岡
㈱ナカムラ 佐倉市西志津
㈲中村硝子工事 四街道市美しが丘
㈱中村工業 白井市富塚
㈱中村製作所 四街道市大日
㈱中村太一商店 八街市八街ろ
㈱中村文男商店 印西市大森
㈲中村フロ興業 白井市折立
㈱中山製作所 佐倉市井野町
㈱ﾅｼｮﾅﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ施工管理 佐倉市王子台
㈲ナチュラル・ハッピー 印西市木刈
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会員名（50音順） 住所
㈲夏海石油 佐倉市石川
㈲ナッツ 佐倉市本町
㈱名取亭 成田市寺台
㈲名取電設 成田市吉岡
ナナエツーリスト㈲ 富里市御料
㈲七佐工芸 白井市清水口
七曲総業㈱ 佐倉市七曲
㈲なにわや 四街道市大日
なの花交通バス㈱ 佐倉市城内町
鍋店㈱ 成田市本町
㈲鍋店フード 印西市大森
㈲鍋藤商店 成田市仲町
㈲ナミキ 八街市文違
㈲ナミキ 佐倉市中志津
並木産業㈱ 成田市寺台
㈱並木海苔 成田市並木町
なめかわ内科クリニック 佐倉市南臼井台
㈲滑川屋 成田市幸町
㈲ナラシノカセイ 八街市山田台
㈲奈良ブロイラー 八街市沖
奈良屋印刷㈱ 八街市八街ほ
㈱ナリコー 成田市三里塚光ヶ丘
㈱成茂工建 成田市はなのき台
㈲成商 成田市上町
㈲成田アカウンティングセンター 富里市日吉台
(一社)成田医療２０３８研究所 成田市橋賀台
㈱成田エアポートテクノ 成田市古込
成田エコハウス㈱ 成田市飯仲
㈱成田園芸 成田市三里塚光ヶ丘
㈱成田オートガラス 富里市七栄
㈲成田ガーデン 成田市不動ヶ岡
㈲成田花壇 成田市花崎町
成田加藤農機㈲ 成田市土屋
㈲成田瓦工業 成田市西大須賀
成田環境サービス㈲ 成田市大山
ナリタ管工㈱ 成田市並木町
成田機材㈱ 富里市七栄
㈲成田教材 成田市並木町
成田空港給油施設㈱ 成田市三里塚
成田空港警備㈱ 成田市東町
成田空港駐車場システム㈱ 成田市取香
㈱成田空港ビジネス 成田市成田国際空港内
㈱成田空港美整社 成田市取香
成田グリーンポートサービス㈲ 富里市御料
㈱成田ＫＴＬ 成田市三里塚光ヶ丘
成田ケーブルテレビ㈱ 成田市囲護台
ナリタ合成㈱ 成田市南羽鳥
成田国際空港㈱ 成田市古込
成田国際空港サービス㈱ 成田市本三里塚
（一財）成田国際空港振興協会 成田市古込１－１
㈱ナリタコスゲ・オペレーションズ 成田市小菅
㈱成田山弘恵会 成田市成田
成田山新勝寺 成田市成田
（協）成田市個人下水道管理協会 成田市吉倉
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会員名（50音順） 住所
成田市食肉事業（協） 成田市芦田
㈱成田自動車 成田市飯仲
成田市農業（協） 成田市美郷台
㈱なりた住建 成田市土屋
㈲成田商会 成田市並木町
成田商事㈱ 成田市郷部
㈲成田乗馬倶楽部 富里市日吉倉
成田食料㈱ 成田市大清水
成田赤十字病院 成田市飯田町
㈱成田造園土木 成田市川上
成田総業㈱ 成田市小泉
成田倉庫㈱ 成田市吉倉
㈲成田総合サービス 成田市飯仲
㈱成田総合流通センター 成田市飯仲
成田測量㈱ 成田市倉水
成田通信建設㈱ 富里市御料
㈱成田電設 八街市文違
㈱成田デンタル 富里市七栄
㈱ナリタトレード 成田市久井崎
農事組合法人成田ナーセリー 富里市七栄
㈲成田ひがし屋ホテル 成田市東町
成田ヒルズカントリークラブ㈱ 印旛郡栄町龍角寺
㈱成田防災 成田市田町
㈱成田ホテルホールディングス 成田市取香
㈱成田萬味 成田市飯仲
成田三菱自動車販売㈱ 成田市並木町
成田メタル㈱ 成田市芝
㈱ナリタヤ 栄町安食
㈲成田屋履物店 成田市花崎町
㈱成田山邦 成田市飯仲
成田雪販商事㈱ 成田市橋賀台
㈲ナルオ・オート 印西市将監
㈱成毛家 成田市幸町
(資)成毛屋陶器店 成田市花崎町
㈲なるげや冷菓 成田市美郷台
㈱ナルセ 八街市沖
㈲ナルワ 富里市御料
㈲ナンユウ 佐倉市江原台
㈲ニーズ 佐倉市上志津
仁永産業㈲ 佐倉市生谷
㈲二興 佐倉市大崎台
西印旛農業（協）本店 印西市西の原
㈲西川電設 佐倉市飯野
㈱錦織造園 八街市東吉田
㈱錦谷 成田市台方
㈲ニシタ 白井市復
㈲西田商店 白井市復
㈲西谷自動車整備工場 栄町安食
㈱西塚物流 佐倉市生谷
西野輪業㈱ 八街市八街ほ
㈲西村 佐倉市鏑木町
西村産業㈱ 四街道市大日
㈲西村商事 八街市八街ほ
㈲西山工務店 白井市冨士
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会員名（50音順） 住所
㈲ニチエイ 成田市桜田
㈲日栄商事 栄町矢口
㈱日商メンテナンス 四街道市大日
㈲日電工業 富里市七栄
㈱ニッコウ 成田市江弁須
日光化成㈲ 成田市水の上
㈲ニッコウリネンサプライ 富里市根木名
（公財）日産厚生会佐倉厚生園病院 佐倉市鏑木町
㈱日翔 成田市土屋
日商運輸㈲ 酒々井町上本佐倉
日昇機材㈱ 八街市上砂
㈱日章建設 富里市根木名
㈲日進庵 成田市仲町
㈲日進建装 四街道市四街道
日新通商㈱ 四街道市鹿渡
日清物産㈱ 佐倉市石川
㈲日清自動車工業 佐倉市城内町
日成總業㈱ 富里市日吉倉
日成メンテナンス㈱ 富里市日吉台
㈲ニツソウ 佐倉市直弥
日通佐倉運輸㈱ 佐倉市大作
㈲日東電気 栄町安食
ニット物流興業㈱ 白井市中
日本協和㈱ 成田市山之作
日本空港無線サービス㈱ 成田市駒井野
㈱弐番 酒々井町伊篠
日本管掃㈲ 酒々井町酒々井
㈲日本企画地所 八街市榎戸
日本空港給油㈱ 成田市花崎町
日本空港サービス㈱ 成田市古込
㈱日本総合物流 成田市吉岡
日本ビューホテル㈱成田事業所 成田市小菅
㈱ニュータウンハウス 白井市冨士
㈱ニュー・ハッピィライフ 四街道市千代田
㈱額田屋 成田市上町
㈱ネオコーポレーション 富里市七栄
㈲ネキスパート 成田市三里塚
㈱ネクストイノベーション 八街市八街ほ
㈱子羽コーポレーション 八街市東吉田
㈱合歓 四街道市鹿渡
㈱ＮＥＭＯＴＯ 白井市冨士
㈲根本硝子建材 成田市船形
根本建設㈱ 八街市山田台
㈲根本商会 成田市竜台
㈲根本商事 富里市七栄
㈲根本青果店 佐倉市稲荷台
㈲根本総業 白井市木
(医社)根本内科外科医院 成田市猿山
農園開発㈲ 成田市美郷台
㈱野口屋 佐倉市臼井田
㈲埜崎建設 八街市八街は
㈲野﨑建設工業 八街市吉倉
(医社)野澤歯科医院 成田市吾妻
㈱野澤プレス製作所 佐倉市下志津原
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会員名（50音順） 住所
㈲野路工業 富里市久能
㈲能勢工務店 佐倉市井野
㈱ノダ 八街市文違
㈲野田商店 佐倉市鏑木町
㈲乃どり 成田市吉倉
㈱のびのびハウス 佐倉市江原新田
㈲野平農機 栄町安食
野水鋼業㈱ 白井市平塚
㈲野本エルピー商会 白井市冨士
㈱パーフェクトインターナショナル 白井市十余一
㈱パイオニアサービス 四街道市栗山
㈲パイオニア・サービス佐倉 佐倉市江原
ハイテックケミ㈱ 成田市大袋
ハイテックジャパンリミテッド㈱ 富里市七栄
㈲ハイホープ 成田市押畑
㈲ハウジング荒井 栄町押付
㈱ハウジング重兵衛 成田市土屋
㈱ハウジングステーション 成田市公津の杜
㈱ハウジングボックス 佐倉市王子台
㈲ハウスケア 佐倉市城
㈱ハギテック 四街道市大日
㈱博栄 佐倉市千成
㈲白進舎 佐倉市上志津
㈲硲電気工事 印西市平賀学園台
㈲パシナコーポレーション 佐倉市ユーカリが丘
㈱一技術工業 八街市沖
㈱橋本産業 白井市根
㈲橋本自動車整備工場 八街市八街い
㈲橋本鉄筋工業 八街市四木
㈲葉瑞季造園 白井市神々廻
㈱長谷川呉服店 成田市仲町
㈲長谷川産業 八街市八街ほ
㈲長谷川商店 成田市田町
㈲長谷川保温 八街市八街ほ
長谷川木材㈱ 佐倉市城
㈲畑中青果 四街道市四街道
(資)ハタヤ 成田市青山
㈱ハタヤ 白井市富塚
(資)はたや 成田市押畑
㈲ハチヤプラザ 佐倉市上志津
㈲八広商事 成田市飯田町
㈱八光電気工業 八街市用草
㈲八正道 白井市根
㈲パッション 成田市上町
㈲八生 四街道市大日
㈲服部製作所 印旛郡栄町安食台
㈲羽鳥内装工業 八街市大関
華川商事㈱ 四街道市池花
㈲パナクレールなかがわ 成田市名古屋
㈱花ことば 成田市並木町
㈱花咲薬局 成田市花崎町
㈲ハナシマ 佐倉市南ユーカリが丘
花島通信システム㈲ 四街道市和良比
㈲花すみか 佐倉市上志津
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会員名（50音順） 住所
(同)花村 印旛郡栄町安食
㈱花むら 成田市東町
㈲花輪工業 八街市大木
㈱羽根井商店 四街道市四街道
㈱馬場建材 佐倉市下志津原
㈲馬場ホーム 酒々井町中央台
㈲パピヨン 佐倉市上志津
埴生神社 成田市郷部
㈱バブズファミリー 富里市中沢
㈲浜源 佐倉市下勝田
㈲浜建設興業 白井市根
㈱濱砂建設 成田市久米
㈱濱田肉店 四街道市鹿渡
㈱ハマ内装 八街市文違
㈱はやし 成田市花崎町
㈱林建材 八街市八街ほ
㈲林建材土木 酒々井町酒々井
㈲林材木店 白井市神々廻
㈲林崎工務店 白井市冨士
㈱林田商店 印西市中根
㈲林田本店 成田市幸町
㈲はやし動物病院 成田市花崎町
(同)ハヤシホーム 四街道市鹿渡
㈲葉山モータース 富里市御料
㈲羽吉製作所 佐倉市城
㈲原田豆腐店 酒々井町上本佐倉
㈱原電機 酒々井町上本佐倉
㈱原板金工業 八街市八街へ
㈱ハルディン 印西市竹袋
パワープラント㈱ 佐倉市表町
㈲バン 成田市本三里塚
㈲繁栄工業 四街道市栗山
㈲阪神電気 八街市希望ヶ丘
㈱バンドウ製作所 白井市河原子
㈱坂東施工図考房 佐倉市大蛇町
㈱半兵衛エンタープライズ 富里市七栄
㈲半兵衛設備 佐倉市八幡台
ピーアンドピー㈱ 成田市本三里塚
㈱ピィーティーアイ 四街道市さつきヶ丘
㈱ピーエスプラント 八街市文違
㈱ＰＯＤ 富里市七栄
㈲ピースハーモニー 佐倉市鏑木町
㈱Ｂ　Ｔｒｅｅ 印旛郡酒々井町伊篠新田
㈱ピーテック 成田市並木町
(同)ＢｅＨｏｎｅｙ 印西市萩原
日改興業㈲ 成田市新田
㈱日改ダクト工業 成田市奈土
㈲檜垣 成田市磯部
東日本オート㈱ 印西市船尾
㈲ひかたや支店 成田市花崎町
㈲ひかたや本店 成田市上町
㈱飛ヶ谷総業 成田市橋賀台
㈱光都市デザイン 八街市文違
ひかりホーム㈱ 四街道市大日
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会員名（50音順） 住所
㈱ビギン 成田市南羽鳥
㈱美空工房 成田市名木
㈲日暮 成田市本町
㈱美研 佐倉市本町
㈲美研テクノ 佐倉市本町
㈱ビジネス流通センター 白井市清水口
㈱ヒシメタル 八街市小谷流
(資)ビジュアルマジック 富里市日吉台
㈲美装開発 佐倉市ユーカリが丘
㈱美創コンサルティング 白井市清水口
㈱美装佐倉 佐倉市臼井田
㈱ヒダカ 白井市冨士
㈲ビットワンシステム 佐倉市大崎台
(医社)秀島歯科医院 佐倉市生谷
㈲秀光商事 佐倉市臼井田
㈲人丸青野商事 成田市野毛平
㈱日向造園土木 成田市久住中央
日野海運㈱ 佐倉市染井野
㈲ヒノ管材 栄町安食
㈲日乃出庵 成田市飯田町
㈱日の出建商 八街市東吉田
㈲日の出商事 佐倉市六崎
㈱ひまわり 成田市囲護台
㈲ひまわり 佐倉市上志津
㈱ピムデック 白井市大山口
(医社)百樹会 成田市馬橋
㈲檜芳興産 佐倉市岩富
㈱平出新聞店 佐倉市ユーカリが丘
㈲平岡興業 成田市久米
㈱ヒラカワ 印西市戸神
㈲ヒラカワモータース 栄町北辺田
㈲平沢モータース 成田市野毛平
㈱ヒラノ 成田市桜田
㈱平野建材 成田市桜田
㈲平野自動車 四街道市吉岡
(資)平野商店 成田市花崎町
㈲平野製材所 八街市八街に
㈱平野電設 成田市松崎
㈲平間運送 八街市用草
平山建設㈱ 成田市花崎町
㈱平山直司商店 八街市八街に
ヒラヤマホーム㈱ 成田市幸町
㈱ヒロ・エンタープライズ 印旛郡酒々井町上岩橋
㈲ヒロカンパニー 印西市草深
㈱廣建 成田市古込
㈲ヒロ建設 富里市根木名
㈲ピロット 成田市宗吾
㈱ファーストカーゴ千葉 八街市吉倉
㈲ファーストケア 佐倉市新臼井田
㈲ふぁいん 成田市吉岡
㈱ファインプラス 成田市本城
㈲ファミリーエステート 成田市土屋
㈲ファミリーレストラン松原 成田市大山
㈲ファルマ 成田市公津の杜
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会員名（50音順） 住所
㈲FANサクラコンサルティング 佐倉市稲荷台
㈱フィールド 富里市中沢
(同)フィシカ 成田市花崎町
㈲フィットプランニング 富里市七栄
㈱フェニックスデール 富里市日吉台
㈱Ｆｏｒｍａｎｙ　ｓｍｉｌｅｓ 佐倉市宮ノ台
㈱フォーラム商事 成田市囲護台
㈱フォーレックスイメージング 富里市七栄
㈲深澤農園 八街市八街に
㈲深澤ピーナツ 八街市八街に
㈲布鎌屋自動車整備工場 栄町安食官堤
㈲ふかまや石油 成田市松崎
㈱フクコーポレーション 富里市日吉倉
福島工業㈱ 白井市中
㈲福島製菓店 四街道市四街道
㈱福島精工 佐倉市飯野
㈲福田工業 八街市みどり台
㈱福田工務店 富里市十倉
㈱福田材木店 八街市八街ほ
㈲福田ホーム 四街道市みそら
㈱福智商店 成田市飯田町
㈲福美 成田市飯仲
㈲フクヤ商店 八街市八街に
㈱富国収納サービス社 印西市大塚
富国ビジネスサービス㈱ 印西市大塚
㈲フジ 佐倉市王子台
㈲ふじい清掃 佐倉市上志津
㈲フジイメタル 印西市造谷
CENTURY21 ㈱藤ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 成田市取香
㈱藤川商運 印西市松崎台
㈱藤川本店 佐倉市栄町
㈲富士鑑定 成田市加良部
ふじき野建材(同) 印旛郡酒々井町ふじき野
㈲藤倉商店 成田市幸町
㈲フジケンＥＸ 成田市稲荷山
㈲富士建材 八街市八街は
㈱富士建設 白井市士神々廻
藤建装㈱ 八街市八街い
㈱フジコー 佐倉市臼井田
富士栄石油㈱ 白井市冨士
㈲藤崎建設 酒々井町本佐倉
㈲藤崎自動車 成田市松子
(同)フジサキ事務所 成田市美郷台
㈲藤崎表具店 印旛郡酒々井町本佐倉
藤崎舗道㈱ 成田市堀籠
㈱藤澤電気通信 富里市中沢
㈲フジショウ 佐倉市本町
㈲藤新 成田市川栗
㈱富士測量設計 佐倉市稲荷台
㈱フジタエアーポートサービス 成田市本三里塚
㈲藤田興業 成田市久井崎
㈲藤田商事 白井市根
富士建物㈱ 四街道市小名木
㈱フジックス 白井市中
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会員名（50音順） 住所
㈲フジテクノ 四街道市めいわ
㈱フジテック 八街市沖
㈱富士電機工業所 四街道市物井
㈲藤乃木総業 八街市大木
フジプランニング㈱ 酒々井町飯積
㈲フジモリサービス 四街道市栗山
㈱フジヤ 佐倉市井野町
㈲ふじや 成田市幸町
藤原電設(同) 八街市八街ほ
㈱ふたば・不動産 成田市名古屋
フタバ緑化産業㈱ 八街市八街ろ
㈲フタミ製作所 富里市立沢新田
船尾タクシー㈲ 印西市船尾
㈱船カンショートコース 白井市神々廻
船田興業㈲ 白井市平塚
㈱船橋カントリー倶楽部 白井市清戸
㈱ぶぶ屋 印西市戸神台
㈲芙蓉興業 富里市高松
芙蓉地所㈱ 成田市並木町
㈱ＰＲＩＭＥ 成田市久住中央
㈲プラス技研工業 成田市不動ヶ岡
㈱プラスト 印西市高花
㈲プラスワンホーム 佐倉市臼井台
(同)フラタニティ 印西市武西学園台
司法書士法人ふらっと 成田市郷部
㈱プラムニ 印西市戸神台
㈲ふらわぁあいらんど 富里市七栄
㈲フラワーショップサクマ 成田市飯田町
㈱フラワーバスケット 成田市飯仲
プランシーア㈱ 佐倉市王子台　
㈱プランドール 佐倉市稲荷台
㈲プラントリーカンパニー 四街道市美しが丘
㈱プランニングフォーリアル 佐倉市王子台
㈲フリーハウジング 四街道市千代田
㈲フリッパー 佐倉市江原台
㈲プリペイントシステム 四街道市四街道
㈱PURIMUS 佐倉市上座
㈱古内水産 成田市飯仲
古川工業㈲ 成田市並木町
㈱古川倉庫 八街市山田台
㈲古谷興業部 八街市八街ほ
フルヤマ建設㈱ 八街市沖
古山建設運輸㈱ 白井市谷田
㈱プレイス 佐倉市田町
㈱ｂｒａｖｅ 印旛郡酒々井町中央台
㈱フレオデュース 成田市加良部
㈱ＰｒｏＥＤＧＥ 四街道市内黒田
㈲プログレス 四街道市みそら
㈲フロンティア 佐倉市西志津
㈲フロンティア伊藤 印西市泉
㈱フロンティアオート 四街道市内黒田
ぶんぞう㈱ 八街市八街へ
㈱文雄堂印刷 八街市八街ほ
(同)Ｂｅａｔｒｉｃｅ 成田市公津の杜

47　/ 68



会員名（50音順） 住所
㈱平安管設 栄町酒直
㈲ベイケン 印西市内野
平成ガス㈱ 八街市山田台
㈱平成倉庫 八街市八街は
㈲平成緑産 四街道市大日
㈲平藏 四街道市旭ヶ丘
㈲ベーカリーいこい 八街市八街ほ
㈱ベータイデア 四街道市大日
㈲ベストエンジニアリング 八街市四木
㈱ベストフォーム 印西市岩戸
ペラペラワールド㈱ 成田市囲護台
㈲ベテリネール 八街市八街ろ
㈱ヘルシーボックス 富里市日吉台
(同)ベルツリー 印西市大森
㈱ベルバ－ド 成田市本三里塚
㈲編集工房　中島堂本舗 成田市吾妻
㈲保足電設 四街道市大日
㈲朋栄 成田市土屋
㈱ホウエイコーポレーション 成田市東町
㈲豊栄サービス 成田市北羽鳥
㈲房洲屋 佐倉市新町
㈱豊翔 佐倉市山王
㈲萌生建設 佐倉市吉見
㈱邦翔プロジェクト 富里市七栄
（医）鳳生会 成田市押畑
朋成建設㈲ 四街道市四街道
房総建機㈱ 富里市七栄
㈲房総百花 成田市西三里塚
㈲豊肥住宅 四街道市大日
㈲朋友建設 八街市八街ろ
鵬陽企画㈲ 八街市八街ほ
ホームアシスト㈱ 印旛郡栄町安食台
㈱ホームエネルギー東関東 白井市中
㈱ほがらか 印旛郡栄町安食卜杭新田
㈱北進工業 成田市三里塚
㈱北総 印西市木下東
㈱北総運輸 富里市根木名
㈱北総エージェンシー 富里市日吉台
㈱北総園芸 富里市七栄
㈱北総エンタープライズ 印西市瀬戸
北総開発㈱ 印西市木下
㈲北総企画 白井市桜台
北総機工㈱ 印西市中根
㈱北総建設会館 佐倉市大蛇町
北總建設業（協） 佐倉市大蛇町
㈲北総自動車総業 八街市勢田
㈲北総住設 四街道市物井
㈱北総水道センター 印西市若萩
㈱北総ダクト工業 成田市津富浦
北総トーヨー住器㈱ 八街市八街ほ
㈱北総フォレスト 印西市岩戸
北総緑化開発㈱ 佐倉市六崎
北葉地所㈱ 八街市八街ほ
北葉フォーチュン㈲ 白井市清水口
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会員名（50音順） 住所
北稜建設㈱ 白井市根
㈲星 富里市日吉台
㈲星クリーニング 成田市猿山
㈲星野電工社 富里市十倉
ポストテクノロジー㈱ 富里市日吉台
㈲細川自動車整備工場 佐倉市城
細田自動車㈲ 八街市富山
㈲ホソヤ 八街市八街は
㈱細谷興産 佐倉市宮小路町
㈱ホソヤコーポレーション 佐倉市太田
㈲細谷石油 佐倉市生谷
㈲細谷土木 佐倉市生谷
㈲ほていや 成田市花崎町
㈲ホテルよろづや 四街道市四街道
㈱誉企画 成田市大清水
ホライズン(同) 四街道市鹿放ケ丘
㈲堀川オート 成田市北羽鳥
㈲堀越工務店 成田市稲荷山
㈱堀越造園 成田市吉岡
㈲ホリショウ建材 成田市松崎
㈲堀部牛乳店 八街市文違
㈱堀部商会 八街市文違
㈱堀部設備工業 八街市富山
㈱ボン　アトレ 印西市草深
㈱ホンダ 八街市滝台
㈱ﾎﾝﾀﾞｳｨﾝｸﾞﾊｯﾋﾟｰﾗｲﾀﾞｰｽ 四街道市鹿放ケ丘
㈲本多計測 佐倉市西志津
㈱ホンダプリモ栗山 四街道市栗山
㈲本名工務店 佐倉市上志津原
㈱本名設備 佐倉市上志津原
㈲本間自動車工業 白井市十余一
㈲マーガレットステーション 八街市雁丸
㈱マーガレットの家 佐倉市王子台　
㈱マークウエスト 白井市根
㈲マーク・グリーン 成田市川栗
㈲マースエクスプレス 成田市大清水
㈲ｍａｉ 佐倉市井野
㈱マイエージェント 成田市中台
㈱ﾏｲｽﾃｲｽﾞ・ﾎﾃﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 成田市大山
㈱マイチェッカー 白井市けやき台
㈲前田製作所 八街市大関
㈲前田鉄筋工業 富里市十倉
㈲前林組 富里市十倉
㈱前林商店 成田市土屋
麻賀多神社 佐倉市鏑木町
㈱勾玉工房 富里市久能
㈲牧野 白井市清水口
㈱マキノ書店 成田市幸町
(同)ＭＡＫＪＳ 成田市橋賀台
㈲誠企画 佐倉市石川
孫の手ワーク㈱ 八街市榎戸
㈱マザーズ・ハート 佐倉市上志津
㈱正木建設 成田市本城
㈱正喜工業 印西市中根
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会員名（50音順） 住所
㈱マサキトレーディング 八街市文違
㈲ますだ 八街市八街ろ
㈲ます村 成田市田町
㈲又兵衛 成田市下方
㈱町山製作所 成田市吉岡
㈲松井葬儀社 佐倉市新町
松井燃料㈱ 八街市八街ろ
㈲松江興業 富里市七栄
㈲松貝建設 印西市竹袋
㈱松牛 印西市草深
㈱マックＤＳ 八街市四木
㈲松崎鉄筋工業 白井市富塚
㈲松田設備工業 印西市瀬戸
㈲松田電気設備 四街道市和良比
㈲松戸瓦店 佐倉市城内町
㈲松戸商事 佐倉市上志津原
㈲マツドトクシャ 白井市河原子
松永自動車販売㈱ 富里市七栄
㈲松永タイル 印西市山田
㈱松丸塗装店 印西市木下東
㈱松本エクスプレス 千葉市花見川区幕張2-7714
松本建材㈱ 四街道市吉岡
㈲松本製作所 白井市名内
㈲マツモト通信工業 富里市十倉
㈲松本板金 富里市十倉
㈱マツヤ 白井市中
㈱マドカ 白井市十余一
真仲商事㈱ 印西市大森
眞名子建設㈱ 印西市草深
㈲眞鍋薬局 成田市吾妻
マネージ㈱ 成田市三里塚光ヶ丘
真弘工業㈱ 成田市公津の杜
㈲まりも技研 佐倉市小篠塚
㈲マリモ石材工業 印西市瀬戸
㈲丸伊 佐倉市中志津
㈱丸井観光バス 八街市八街へ
㈲マルイ商会 成田市十余三
マルイチ商事㈱ 成田市並木町
㈲丸栄建設 四街道市鹿放ケ丘
㈲丸恵商事 印西市大廻
マルエスメタル㈱ 白井市平塚
㈲満留賀 佐倉市中志津
㈱丸勝 成田市新田
丸勝建設㈱ 成田市松子
㈲丸喜商事 成田市花崎町
㈲マルキタ商事 白井市富塚
㈲丸久 印西市草深
㈲マルコー物流 成田市古込
㈲丸越 八街市八街ほ
㈲丸十瓦店 佐倉市宮内
丸十建材㈲ 八街市八街に
丸誠㈱ 佐倉市井野
㈱丸征 成田市公津の杜
㈱まるせフジサキ 成田市名木
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会員名（50音順） 住所
㈱丸善 印西市将監
㈲丸高企画 成田市大清水
丸竹建設㈱ 八街市八街ほ
丸中木材㈲ 白井市根
(医社)丸二会 栄町竜角寺台
㈱丸葉 八街市文違
㈲マルヒコ商事 八街市八街は
丸菱工業㈱ 成田市不動ヶ岡
㈱丸博 八街市八街い
㈱マルフジ 富里市日吉台
㈲マルホン 成田市飯田町
㈲まるます基工 栄町安食
丸松種苗㈱ 八街市大木
㈲丸充石油 富里市中沢
㈲丸本クリーニング商会 八街市八街ほ
㈱丸本興業 成田市所
マルヤス機工㈱ 八街市東吉田
㈲丸山クリーン 佐倉市先崎
㈱丸山自動車 八街市八街ほ
㈱丸和 印西市草深
（学）丸和学園城南幼稚園 佐倉市鏑木町
㈲丸和機工 八街市八街ほ
萬栄貿易㈱ 四街道市大日
㈲萬勢庵 八街市文違
㈲鰻福亭 成田市仲町
㈲萬来商店 八街市八街ほ
(同)ミートプロダクションハヤシ 成田市宗吾
㈲三浦屋漬物店 八街市八街に
㈲ミカサ　インターナショナル 佐倉市山王
㈲美桂太工業 印西市滝
㈱御門建設 成田市名古屋
㈱美加土建設 四街道市栗山
㈲三上工務店 富里市十倉
㈲三上新聞店 栄町安食
㈱三河屋金物店 四街道市鹿渡
㈲未来薬局 八街市八街ほ
㈲岬 佐倉市臼井
㈱三里 成田市三里塚光ヶ丘
美郷開発工業㈱ 富里市七栄
㈲三澤 八街市八街へ
㈲見澤組 成田市小泉
三島美建㈱ 富里市十倉
㈱三島屋 白井市大山口
ミシュランタイヤ千葉販売㈱ 四街道市小名木
㈲三須商事 八街市榎戸
㈲水谷電気設備工事 白井市冨士
㈱ミスト 成田市川栗
㈲ミズホ建設 四街道市大日
㈱三住工業 成田市玉造
三住産業㈱ 成田市花崎町
三立電機㈱ 佐倉市江原新田
㈱三谷屋呉服店 佐倉市新町
㈱三谷屋綿店 佐倉市弥勒町
三井温熱㈱ 富里市日吉台
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会員名（50音順） 住所
三井住友海上火災保険㈱成田支社 成田市花崎町
三井陶業㈱ 四街道市大日
㈲三ツ木工務店 富里市御料
㈱ミツクル 成田市不動ケ岡
㈱三橋管財サービス 富里市日吉倉
㈲三橋商会 佐倉市上座
㈲三橋食堂 成田市花崎町
㈲三橋製材所 佐倉市上志津
㈲三橋哲郎商店 成田市本町
㈱三橋堂本店 佐倉市臼井
㈲ミツハシ・プランニング 富里市日吉倉
三葉測量㈱ 佐倉市寺崎
三峯千葉㈱ 四街道市鹿放ヶ丘
㈲ミツル建興 佐倉市鏑木町
㈲ミツワ工業 四街道市鷹の台
ミツワジュシ㈱ 白井市中
㈲水戸屋 白井市白井
ミドリ安全成田㈱ 成田市公津の杜
㈲緑川商店 八街市大木
㈲みどりや 白井市神々廻
㈱翠屋本店 成田市田町
㈲ミナミ電設 富里市七栄
南富士シーエス工業㈱ 四街道市大日
㈱南山クリーン 白井市南山
㈱嶺山組 佐倉市ユーカリが丘
㈲美野里自動車整備工場 白井市平塚
㈲みのる商事 佐倉市上志津
㈲美浜 佐倉市上志津
㈲ミハル企画 八街市八街ろ
三裕建設工業㈱ 富里市七栄
㈱三藤不動産 佐倉市上志津
㈱宮應建設 成田市三里塚
都興業㈲ 白井市根
㈲宮崎商会 四街道市みのり町
㈲宮﨑総業 富里市七栄
宮﨑畜産㈱ 成田市本城
宮嶋造園㈱ 印西市大森
㈲宮商 八街市八街に
㈱宮清 佐倉市上志津
㈱宮田 成田市田町
㈱ミヤノ 印西市大森
㈲宮野教材 成田市伊能
宮野建材㈲ 成田市松子
㈲宮野工務店 八街市富山
㈱宮野本店 成田市伊能
(医社)雅厚生会千葉新都市ﾗｰﾊﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 印西市草深
宮間商事㈱ 佐倉市太田
宮光㈲ 富里市七栄
㈱都元 成田市上町
宮本オート自動車販売㈲ 佐倉市宮本
㈲宮本商店 八街市八街ほ
㈱宮本商店 栄町安食
㈱ミヤモトリアルエステート 富里市七栄
㈲明光園建設 成田市高岡
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会員名（50音順） 住所
㈱ミヨシ 佐倉市中志津
㈲三芳 印西市高花
㈲三好野 八街市八街ほ
㈱みらい 成田市三里塚光ヶ丘
㈲未来企画 八街市八街ほ
ＭＩＲＡＩ建設㈱ 佐倉市王子台
㈱ミライズ 印旛郡酒々井町中央台
みらいハウジング㈱ 富里市七栄
一般財団法人みらい福祉財団 印西市原
㈱麦音 四街道市物井
㈲牟田工務店 四街道市大日
㈲ムツミ 印西市船尾
㈱武藤 白井市神々廻
㈲武藤工務店 印西市亀成
(資)村井履物店 四街道市四街道
㈲村岡教材社 成田市囲護台
村樫建設工業㈱ 栄町酒直台
㈲むらかみ 佐倉市表町
㈱村上建設 佐倉市王子台
㈲村上工務店 白井市根
㈱村上製作所 佐倉市六崎
㈲紫商事 成田市中台
㈲村瀬商会 佐倉市新町
㈲村田園 富里市十倉
㈲村田組 成田市寺台
㈱村田工業 四街道市千代田
㈱ムラヤマ 佐倉市六崎
㈲村山整備工場 佐倉市井野
㈱村山ツーリストビューロー 佐倉市大崎台
㈲明建工業 印西市小倉台
㈲明香 四街道市栗山
明成警備保障㈱ 成田市新駒井野
明哲開発㈱ 八街市東吉田
明徳物産㈱ 富里市久能
㈲明和エージェンシー 成田市囲護台
㈱MEGUMIYA 四街道市大日
㈱メゾンあきば 酒々井町東酒々井
㈲メディカルサービス 四街道市千代田
㈲メリット 佐倉市上座
㈲モアグリーン 白井市谷田
㈱モアナ・ハウジング 四街道市千代田
㈲モーターリースオーシャン 成田市宝田
㈲モクタインターナショナル 四街道市鹿放ケ丘
MOSHTABA　TRADING㈱ 四街道市物井
㈱ＭＯＴＴＯ 富里市七栄
㈲モトゾノ工業 印西市小林
㈱ＭＯＴＯＨＡＳＨＩ 成田市飯田町
㈲本町薬局 佐倉市本町
㈱本宮建設 栄町布鎌酒直
㈱本宮自動車 四街道市もねの里
㈲本宮商店 成田市飯仲
㈲森井建設 富里市十倉
㈲森川園芸 印西市泉
㈲守建工業 佐倉市鏑木町
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会員名（50音順） 住所
森島金属工業㈱ 佐倉市大作
守翔建設㈱ 印西市草深
㈲森田工務店 印西市大森
㈱森田商店 富里市十倉
㈲モリテック 白井市大松
㈲森本水道工業 佐倉市上志津原
㈱森脇総業 富里市日吉台
㈱諸岡 富里市日吉台
㈱諸岡市郎左衛門商店 成田市本町
㈱モロオカ自工 四街道市中台
㈲諸岡商店 成田市本町
㈱紋左衛門 四街道市南波佐間
八起運輸㈱ 成田市西大須賀
㈲八百力金物店 成田市東町
㈲屋我工業 佐倉市下志津原
㈲栁沼建築設計 四街道市大日
（宗）薬王寺 白井市清戸
㈲谷古宇室内 四街道市四街道
㈱ＹＡＳＡＩＳＴＹＬＥ 成田市本城
㈲矢沢商事 成田市奈土
ヤザワ物流㈱ 成田市奈土
㈲八洲 四街道市大日
㈲ヤシマ 白井市平塚
㈲矢島 成田市土屋
㈲安原ビルディング 佐倉市臼井
㈲ヤタガワ 四街道市山梨
㈱八丈興業 成田市山口
㈱ヤチボウ 八街市八街ほ
農事組合法人やちまた 八街市八街ろ
八街ガス㈱ 八街市八街に
八街ガス事業（協） 八街市八街に
㈱八街銀座デパート 八街市八街に
㈲八街建装 八街市文違
㈱八街産直会 八街市榎戸
八街市管工事協同組合 八街市八街ほ
㈱八街自協 八街市八街に
八街市山林農業（協） 八街市八街ほ
㈱八街自動車教習所 八街市八街ほ
八街自動車整備協業組合 八街市八街に
八街生姜ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ企業組合 八街市八街ほ
㈱八街青果食品市場 八街市八街ほ
八街倉庫㈱ 八街市八街ほ
八街典礼㈱ 八街市八街に
㈲やちまたフーズ 八街市八街へ
八街木材㈱ 八街市八街ほ
八街木材（協） 八街市八街ほ
㈲八街やぶ久 八街市富山
八千代機工㈱ 印西市大森
八千代建設㈱ 成田市公津の杜
㈲八千代電気 成田市本三里塚
八富種苗㈲ 八街市朝日
㈲柳本経師店 成田市幸町
㈱柳屋支店 成田市花崎町
(同)ＹＡＮＯ‐Ｊ・Ｒ‐Ｃ 八街市山田台
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会員名（50音順） 住所
㈲矢野どうぶつ病院 八街市八街は
㈱矢作製作所 八街市根古谷
㈱八華 成田市囲護台
㈲山一建設 佐倉市六崎
山一飼料㈱ 佐倉市岩富町
㈲山内工業 四街道市大日
山内興産㈱ 成田市橋賀台
ヤマカ総業㈲ 富里市大和
㈲山形屋 成田市台方
㈲山口材木店 酒々井町上岩橋
㈲山口屋商店 白井市白井
㈲山倉保険事務所 成田市松子
㈲山越工業 白井市河原子
㈲ヤマサ 成田市取香
㈱山﨑園 印西市浦部
税理士法人 山﨑会計事務所 白井市根
㈱山崎組 栄町北辺田
㈲山﨑工業 印西市瀬戸
山崎産業㈱ 佐倉市小竹
山崎産業㈱ 酒々井町上本佐倉
㈲山崎重機 白井市神々廻
山﨑商事㈲ 印西市船尾
㈲ヤマザキショップ玉造米店 成田市公津の杜
㈲山崎設備 白井市神々廻
山崎緑化建設㈱ 成田市北須賀
㈱ヤマサプランニング 成田市取香
㈲ヤマサン 成田市並木町
㈲山下企画 成田市本城
㈲山七 成田市宝田
㈲山新 富里市御料
山清建設㈱ 佐倉市直弥
㈱山惣商会 佐倉市小篠塚
㈲ヤマダ 四街道市鹿放ヶ丘
㈲山田瓦店 富里市日吉倉
山田機械工業㈱ 佐倉市大作
山田企画設計㈲ 印西市平賀学園台
㈲山田設備 八街市八街ほ
山田通信建設㈱ 八街市朝日
㈲山田土木 成田市下福田
㈲山田真幸事務所 栄町安食
㈲山田屋 八街市富山
㈲山田屋 成田市幸町
㈱山田屋本店 印西市発作
税理士法人 山田良輝事務所 成田市八代
㈱ヤマチョー 印西市大森
(同)大和 佐倉市栄町
㈲ヤマト 印西市竹袋
ヤマト造園土木㈱ 印西市安食卜杭
㈲大和電器 佐倉市栄町
㈱大和屋 佐倉市栄町
㈲大和屋書店 四街道市四街道
ヤマニシ産業㈲ 四街道市物井
㈱ヤマニ味噌 佐倉市並木町
㈲ヤマハツ 四街道市物井
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会員名（50音順） 住所
㈲山平工務店 八街市八街ろ
㈲山藤 印西市大森
㈲山本建設 八街市沖
㈱山本工務店 佐倉市下志津
㈱山本産業 八街市用草
㈲山本産業 四街道市四街道
㈲山本商事 佐倉市上志津
㈲山本製作所 佐倉市井野
㈲山本石油 八街市大谷流
㈱山本造園 白井市冨士
㈲山本造園 佐倉市生谷
㈲山本デンキ商会 八街市八街ほ
㈲山本時計店 印西市大森
㈱山屋食品千葉 白井市冨士
㈲山屋電器 酒々井町東酒々井
㈱弥生式典 佐倉市中志津
㈲ヤヨイハウジング 佐倉市王子台
㈱やわらぎ 白井市清水口
㈲ユアサ 白井市根
㈲ユアサホーム 八街市東吉田
(同)悠 成田市橋賀台
㈱優華 成田市名古屋
㈲由喜 四街道市大日
(医社)雄樹会 宍戸内科医院 佐倉市王子台
㈲裕喜工務店 白井市根
㈱勇輝美装 四街道市中台
㈲ユース 白井市神々廻
㈱ユースワーク 白井市白井
㈲雄盛内装工業 八街市富山
㈱ユーピーアイ 佐倉市栄町
㈱友諒企画 成田市公津の杜
㈱優林住創 四街道市さつきケ丘
勇和㈲ 四街道市鹿放ヶ丘
湯嶋商事㈲ 成田市久米野
㈲ゆたか 佐倉市王子台
㈲油藤屋 白井市白井
㈱ユトロ 佐倉市南ユーカリが丘
ユナイテッド工業㈱ 印西市小林
㈱ユニテック 成田市中台
ユニ・テック造景㈲ 富里市七栄
㈲ユニバーサル工房 佐倉市臼井
㈱ユニバーサルフードサービス 印西市小林北
㈲ユニハウジング 佐倉市ユーカリが丘
㈱ユニマックス 佐倉市井野町
㈲夢木族 八街市八街は
㈲ユングフラウ 四街道市和良比
㈲横江重量 八街市勢田
横尾産業㈲ 印西市船尾
㈲横尾商会 印西市船尾
㈲横尾設備工業所 印西市船尾
㈲横田造園 富里市十倉
横田造園土木㈲ 八街市八街は
㈱横堀電設 印旛郡栄町麻生
㈲ヨコマチ 富里市日吉倉
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会員名（50音順） 住所
横山興産㈲ 佐倉市下志津
㈲横山商店 佐倉市中志津
㈲横山造園土木 八街市八街ろ
横山総業㈱ 八街市八街は
㈲横山大一興業 佐倉市生谷
㈲吉井建設 八街市八街い
㈲吉井製作所 四街道市四街道
㈲吉川商事 四街道市四街道
㈲ヨシカワ屋根工事 成田市本城
㈱ヨシケイ千葉 成田市並木町
吉建運輸㈱ 成田市三里塚御料
㈱吉建商 成田市南敷
喜建設㈱ 成田市不動ケ岡
㈲吉新建設 佐倉市中志津
㈱ヨシダ 佐倉市臼井
㈲吉田タイル 八街市八街ろ
㈱吉田電設 佐倉市上志津原
㈲ヨシダヤ 印西市岩戸
㈲吉田屋呉服店 佐倉市上志津
税理士法人 吉友会計 成田市並木町
㈲吉野企業 成田市小泉
㈲吉野牧場 印西市岩戸
㈲吉野屋商店 栄町安食ト杭新田
良広車体㈱ 佐倉市太田
㈱吉丸製作所 四街道市四街道
㈲吉谷工務店 印西市発作
㈱四街道企業 四街道市栗山
四街道工業団地（協） 四街道市物井
四街道市指定管工事業(協) 四街道市大日
社会福祉法人四街道市社会福祉協議会 四街道市鹿渡
㈲四街道自動車整備工場 四街道市鹿渡
四街道市民葬祭㈲ 四街道市鹿渡
㈲四街道塗装工業 四街道市みのり町
㈲四街道薬局 四街道市大日
㈱四葉 四街道市大日
㈲よつ葉 八街市八街ほ
㈱四津葉運輸 四街道市大日
㈱四葉建装 四街道市めいわ
㈲ヨネダカメラ 成田市花崎町
㈱米分 成田市上町
米屋㈱ 成田市上町
㈱読売センター中志津 佐倉市中志津
(同)慶 成田市桜田
㈲らいすぼうい 佐倉市青菅
㈲ライトスタッフイシダ 四街道市大日
㈱ライフ 成田市東和田
㈱ライフデザイン 成田市御所の内
㈱ライフプラン 四街道市四街道
㈲ラインズミックス 佐倉市西志津
㈱楽いき 四街道市大日
㈲ラクシ 成田市水の上
㈱ラクゾーゲームワークス 成田市赤坂
(宗)楽満寺 成田市中里
㈲ラ・クレマンティーヌ 成田市飯田町
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会員名（50音順） 住所
㈱ラズベリーハウス 八街市砂
㈲ラフィネ 佐倉市六崎
㈲ﾗﾝﾃﾞｨｯｸｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ金子 印西市草深
ランバー㈱ 佐倉市岩名
㈱リアライズ 酒々井町馬橋
弁護士法人リーガルプラス 成田市花崎町
㈱リーテック 四街道市中台
㈱リーブロンふく寿 成田市並木町
㈱ｒｅｏｒｄｅｒ 成田市囲護台
社会福祉法人六親会 印西市笠神
㈲りさいくるや大野 栄町興津
㈱リファートラスト 成田市大袋
㈱リフォーム中村 佐倉市中志津
リペア産業㈲ 佐倉市馬渡
(宗)龍正院 成田市滑川
㈲隆昇鉄工建設 成田市吉岡
㈱良 富里市日吉台
㈲両国自動車 富里市御料
㈱両総グランドサービス 成田市吉倉
リョーコウ産業㈱ 四街道市四街道
㈲旅館田中屋本店 成田市本町
㈲緑興ヤマヨ総業 富里市日吉倉
㈲緑進企画 白井市清水口
林億貿易㈱ 四街道市吉岡
㈱ｌｉｎｋ・ｕｐ 八街市東吉田
㈱リンクス 四街道市大日
㈱リンクス 四街道市大日
(資)林農社 佐倉市臼井
㈲ｌｉｍｐｉｏ 佐倉市西志津
㈲ルイ 白井市冨士
㈱ルート 八街市八街ほ
㈱ＬＯＯＰ 四街道市大日
ルビナ㈱ 富里市七栄
(同)ルピナス 佐倉市上座
㈱ルミナス電器 印西市高花
㈲嶺久庵 印西市大森
㈲麗紘エンジニアリング 佐倉市中志津
㈲霊光社 富里市七栄
㈱レイテック１ 白井市西白井
㈲レインボーハウジング 富里市七栄
㈲レオ 佐倉市上座
㈱レクケア 佐倉市山崎
ＬＥＣＳ ＪＡＰＡＮ㈱ 成田市三里塚光ヶ丘
㈲レッツ 印西市大森
㈱レッドマテリアル 四街道市鹿放ヶ丘
㈲レプトン 佐倉市江原
㈱蓮花 富里市日吉台
レンゴー㈱千葉工場 佐倉市大作
㈱ロイエット 八街市上砂
㈱ロイヤル・パーキング 成田市取香
㈲ロイヤルバッファロー 富里市七栄
ロイヤルホーム㈲ 佐倉市鏑木町
(資)ロココ 佐倉市石川
㈲ロコモーション 成田市宝田
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会員名（50音順） 住所
㈱ロジックス　ライン 成田市本三里塚
ロス・メディカルリサーチ㈱ 成田市東町
㈲ロック 成田市東和田
ロック技研工業㈱ 八街市八街ろ
㈱ロフト 四街道市下志津新田
㈲ワークス 佐倉市中志津
ワークパワー㈱ 佐倉市宮前
ワールドＮＲＴ㈲ 成田市東町
ワールドエンタプライズ㈱ 成田市東町
ワールドポール㈱ 四街道市物井
㈱ワールドワン 四街道市大日
(同)Ｙ・Ａトレーディング 白井市野口
㈱ワイエム・ジャパン 富里市七栄
㈲ワイケーズ 佐倉市鏑木町
(同)Ｙ-ＳＵＰＰＯＲＴ 佐倉市臼井台
ＹＧＣ＆ｓｏｎｓ㈱ 四街道市栗山
㈲ＹＪＦ 成田市並木町
㈱ワイズコーポレーション 四街道市旭ケ丘
ＹＤサポート㈱ 八街市吉倉
㈲ワイド 四街道市大日
㈱若井管工設備 白井市根
㈱輪奏電気 佐倉市田町
㈱若葉 成田市花崎町
㈲和佳秀文具店 八街市八街ほ
㈲若松設備工業 印西市大森
㈲若松分店 成田市花崎町
㈱若松本店 成田市本町
㈲若本建設 佐倉市宮ノ台
㈱わかやま 佐倉市石川
㈲涌井建築店 印西市笠神
㈲和久美装 八街市東吉田
㈱和光 成田市吉倉
和幸工業㈱ 印西市小林
㈲和光建物管理 富里市日吉台
和興電業㈱ 白井市冨士
㈲和広堂書店 佐倉市西志津
㈱和光物産商会 成田市郷部
㈲和晃防災システム 酒々井町東酒々井
㈲渡屋甚兵衛 成田市宗吾
㈲綿庄 成田市東町
㈲渡新 富里市御料
㈱ワタナベ 成田市川栗
㈲渡部工芸社 佐倉市宮本
㈲渡辺産業 成田市堀之内
㈲渡辺新生興業 印西市大森
㈲渡邉電工 富里市新中沢
㈲ワタナベ農機 印西市山田
㈲綿貫商店 八街市八街に
ワタル商会㈱ 八街市文違
和道路㈱ 成田市橋賀台
㈱和モリ建設 八街市八街は
蕨産業㈱ 佐倉市先崎
蕨商事㈲ 八街市八街ろ
㈲ワン・オー・ツー 佐倉市ユーカリが丘
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会員名（50音順） 住所
湾岸ケミカル㈱ 八街市八街ろ
㈲ワンニャンの杜 八街市八街ほ

【非正会員475件】（令和4年5月末）
アーステクノ㈱ 千葉市花見川区横戸町
アートタチバナ㈱ 成田市三里塚光ヶ丘
アイアイ電気㈱ 千葉市中央区春日
㈱アイキョーハウス四街道支店 四街道市四街道
藍澤證券㈱成田支店 成田市花崎町
アイシーリサイクル㈱ 成田市上町
㈲Ｉ．Ｔ．ＭＥｘｐｒｅｓｓ 山武郡芝山町岩山
ＩＴ－Ｎａｂｅｎｅｔ 白井市堀込
(協)アイ・ネットサービス 渋谷区千駄ヶ谷
(資)アヴァンセ 八街市朝日
あかつき証券㈱成田支店 成田市花崎町
㈱秋葉乳業 八千代市緑が丘
㈲秋山組 千葉市若葉区小倉台
秋山歯研 成田市吉岡
㈱ａ.ｇａｉｎｐａｒｔｎｅｒ 千葉市若葉区若松町
浅海建設㈲ 白井市根
アサクラソフト㈱ 津山市東一宮
㈱朝倉海苔店 大田区東馬込
ＡＳＡニュータウン西白井 白井市けやき台
浅間　敬太 千葉市若葉区高品町
アスカ工業 四街道市中台
ＡＳＯＳＵ㈱ 八街市文違
㈲アド・ハウス・ビーエーシー 千葉市中央区道場南
ｱﾌﾗｯｸ募集代理店　杉江清子 佐倉市白銀
ｱﾌﾗｯｸ募集代理店　森常男 酒々井町中央台
雨宮　真吾 成田市はなのき台
アマリア歯科クリニック 印西市平賀学園台
アリランやまと 四街道市鹿渡
㈱アルソナ技研 千葉市若葉区若松町
(一財)あんしん財団 千葉支局 千葉市中央区新町
㈱イー・エフ・エス 千葉市若葉区若松町
飯田電機 佐倉市大蛇町
飯塚正光税理士事務所 佐倉市王子台
イオンモール㈱イオンモール成田 成田市ウィング土屋
居酒屋　鮮や 富里市日吉台
居酒屋　千寛 成田市前林
居酒屋　与作 佐倉市宮前
石井瓦工事店 栄町布鎌酒直
石井建設 野田市上花輪
石川自販㈱ 成田市山之作
行政書士いしかわ法務事務所 成田市囲護台
石田塗装 富里市七栄
㈱石橋ファーム 成田市伊能
㈱潮来ハッコウ 千葉工場 白井市平塚
イタリアンダイニングＭＡＯ 印西市草深
一休亭 富里市御料
社会保険労務士法人いとうADR人事労務柏市柏
岩井総合法律事務所 白井市堀込
岩井測量調査事務所 印西市竹袋
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会員名（50音順） 住所
㈱岩鑫建設 山武市大木
㈱岩立モータース 成田市並木町
岩本旅館 佐倉市表町
(特非)印西市観光協会 印西市大森
印西中央自動車学校㈱ 印西市大森
㈱インスメタル千葉 八街市沖
インテリアきみわだ 佐倉市王子台
ＶＩＳＩＯＮ 四街道市みそら
植木会計事務所 成田市囲護台
上杉　一弥 成田市東町
㈱ウエルストン恒産 成田市馬橋
薄井税理士事務所 印西市草深
宇野工業 香取郡多古町十余三
卜部　哲也 成田市玉造
えいきの鍼灸整骨院 印旛郡酒々井町上岩橋
㈱ＨＳ 千葉市花見川区大日町
H．K．Sスズキ 佐倉市宮前
㈱エイトステップジャパン 船橋市本町
㈱エーキューエス 成田市駒井野
ＡＰＥ国際人材育成協同組合 八千代市勝田台
社会福祉法人 笑顔 四街道市大日
㈱ｅｑｕｏ 佐倉市六崎
㈱エクストラマイル 千葉市中央区神明町
㈱エコステージ 港区芝公園
㈱エコトレンド・ジャパン 山武郡芝山町新井田
㈱ＳＭＴ 山武市沖渡
㈱エスケーフーズ 成田市吉岡
S.B.S.　エス・ビジネス・サポート 成田市前林
㈱Ｈ・Ｒ・Ｂ 千葉市若葉区源町
㈲エヌエスネット 成田市花崎町
エビハラ金物店 佐倉市稲荷台
㈱海老屋 成田市本町
ＦＰ ＯＦＦＩＣＥ 海援隊 酒々井町東酒々井
エムエスケーアグリ㈱ 印西市大森
㈱エンジニアリング・YANO 八街市山田台
遠藤　忠義 匝瑳市八日市場ハ
おいでやす膳 成田市並木町
桜花興業 白井市平塚
大内　克也 柏市小青田
大岡　勝 佐倉市小篠塚
大木司法書士事務所 成田市郷部
大越司法書士事務所 成田市不動ヶ岡
大﨑石材店 佐倉市馬渡
大杉　一男 白井市木
大谷　久子 印旛郡酒々井町酒々井
大谷登記測量事務所 八街市八街ほ
オートガレージ・ＫＩＭＵＲＡ 印西市桜野
(資)大利根川砂 印西市武西
大西　順正 栄町安食台
大貫興業 白井市富塚
司法書士 大山真事務所 白井市冨士
岡田金一税理士事務所 佐倉市井野
小川建機 成田市本三里塚
㈱小川工業 八千代市大和田新田
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会員名（50音順） 住所
小野　雅樹 白井市根
㈱オレンジマックス 山武市木原
カートピア 印西市岩戸
㈱かえで 千葉市花見川区幕張本郷
司法書士 笠原敏郎事務所 白井市堀込
加瀬司法書士事務所 佐倉市表町
加藤　広志 成田市囲護台
加藤建築設計 栄町須賀
金子瓦店 八街市文違
㈱鎌ヶ谷新聞販売 鎌ケ谷市富岡
㈲神谷運送店 成田市川上
ガラスリソーシング㈱ 成田市新泉
㈱河合商事 成田市花崎町
㈲環境科学サービス 千葉市若葉区若松町
㈲幹設計 成田市西三里塚
㈱関東物流サービス　成田空港営業所 成田市新田
㈲キーラインエクセル本社営業所 四街道市小名木
北村　篤 大田区仲池上
喜美寿司 四街道市もねの里
㈱共和トランスポート 成田市小菅
㈱旭弘建設 山武市埴谷
㈱樹楽製作所 白井市名内
㈱空港アシストサービス 成田市新駒井野
㈲草間電気 千葉市稲毛区山王町
(同)九十九里振興 山武郡九十九里町藤下
司法書士 久保田誠事務所 佐倉市王子台
ＱＵＭＲＯ　ＴＯＫＹＯ㈱ 千葉市若葉区上泉町
㈱GROUND　ECOLOGY 八街市八街ほ
㈱GROUND TECHNOLOGY 八街市八街ほ
倉地　七重 白井市堀込
クラブ貴子 成田市不動ケ岡
グランド歯科医院 成田市花崎町
㈱グリーンステージ 千葉市中央区東千葉
㈱グロースシステム 成田市大清水
桑原　英子 成田市不動ヶ岡
㈲ケイズ・タンジー 成田市飯田町
京葉銀行印西支店 印西市大森
京葉銀行うすい支店 佐倉市王子台
京葉銀行栄支店 栄町安食台
京葉銀行佐倉支店 佐倉市六崎
京葉銀行酒々井支店 酒々井町中央台
京葉銀行志津支店 佐倉市井野
京葉銀行白井支店 白井市清水口
京葉銀行千代田支店 四街道市千代田
京葉銀行富里支店 富里市七栄
京葉銀行成田支店成田空港出張所 成田市三里塚字御料牧場
京葉銀行成田西支店 成田市赤坂
京葉銀行八街支店 八街市八街ほ
京葉銀行四街道支店 四街道市四街道
京葉銀行四街道南支店 四街道市和良比
京葉測量㈱ 成田支店 成田市吉岡
㈱ＫＲ工業 東金市北之幸谷
㈱ＫＨシステム＆サービス 成田市竜台
(医社)けやき会 八街市八街ほ
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会員名（50音順） 住所
㈱ＫＥＮＳＨＩ 香取郡東庄町神田
小泉 我孫子市新木野
小泉　安正 成田市公津の杜
㈱小泉東関東成田営業所 富里市御料
㈱光輝 成田市新田
㈲光和工業 四街道市大日
小島建匠 印西市草深
小菅　幸雄 成田市飯田町
後長　淳志 白井市根
後藤　優 白井市西白井
寿工業 白井市冨士
㈲五福スリーオー・エム 成田市江弁須
駒井野商事㈲ 成田市小菅
㈱ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 香取郡多古町大門
行政書士近藤事務所 白井市けやき台
コンパニオン倶楽部 華舞花 成田市花崎町
彩生社 印西市平賀学園台
在宅訪問マッサージハピネス 富里市七栄
齊藤　勝則 東金市台方
齊藤　耀一 四街道市大日
齋藤歯科医院 八街市八街ほ
斉藤設計 白井市冨士
斎藤忠弘税理士事務所 成田市猿山
㈲サイトー 四街道市大日
㈲サカワ 印旛郡酒々井町酒々井
佐川急便㈱成田営業所 成田市本三里塚
㈲さくらアグリサポート 佐倉市城
佐倉時代屋 佐倉市鏑木町
佐倉商工会議所 佐倉市表町
㈱佐倉水道センター 佐倉市裏新町
さくら亭 佐倉市野狐台町
㈱サクラレンタル＆リース 佐倉市下志津原
㈱佐々木新聞販売 船橋市みやぎ台
Ｓａｓｅ Ｇａｒｄｅｎ 山武市白幡
佐藤商店 成田市津富浦
澤昇税理士事務所 酒々井町ふじき野
佐原信用金庫佐倉支店 佐倉市鏑木町
佐原信用金庫下総支店 成田市高岡
佐原信用金庫大栄支店 成田市伊能
佐原信用金庫成田支店 成田市東町
㈲三愛ベジフル 山武郡芝山町岩山
㈱三栄工業 成田工場 成田市吉岡
㈲三栄電業社 千葉市稲毛区宮野木町
サンエス警備保障㈱ 千葉市花見川区幕張本郷
三共テクノ㈱ 白井市根
三幸興業㈱ 佐倉市太田
㈱産勝 佐倉市海隣寺町
三信建設㈱ 成田市前林
三泰貿易 四街道市大日
サンツーリスト 印西市大森
サンヨーエアグランドサービス㈱ 成田市新駒井野
㈱サンヨーフーズ 佐倉市臼井田
ＳｕｎＲｉｓｅコミュニケーション 印西市西の原
㈲三和 鎌ケ谷市軽井沢
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会員名（50音順） 住所
㈱ジーライフ 千葉市美浜区中瀬
㈱ＪＡＭ 佐倉市下志津
㈱ＪＥＩＣ 成田市寺台
シェラバートン代理店 佐倉市生谷
㈲柴崎味噌醤油店 印西市大森
㈱シフトワークス 成田市美郷台
シモダ工業㈱ 成田市東和田
シャングリ・ラ 佐倉市井野
翔(同) 成田市美郷台
勝山窯 佐倉市吉見
㈱昭伸商事 成田市津富浦
湘南積水工業㈱ 佐倉市六崎
城之内建材㈱ 成田市花崎町
祥和㈱ 千葉市若葉区小倉町
㈲シロイ圧接 鎌ケ谷市中沢
㈱伸幸 千葉市若葉区みつわ台
進光園緑化㈱ 白井市清水口
新盛工業㈱ 富里市新中沢
㈲水郷電設　成田営業所 成田市水の上
すし処　三友 四街道市大日
(一社)すずらんの会 成田市美郷台
すばる司法書士事務所 成田市囲護台
㈲セイミヤ花店（美咲フローリスト） 佐倉市王子台　
セレモニーアシスト 印旛郡酒々井町東酒々井
㈱セレモニー銀河 成田市押畑
㈱全日警　成田支社 成田市東町
全日本空輸㈱成田空港支店 成田市　成田国際空港
(一財)全日本労働福祉協会 大田区大森北
(医社)双和会 佐倉市上志津
宙(同) 成田市美郷台
そら司法書士事務所 印旛郡酒々井町中央台
大庄駐車場 成田市上町
太地マテリアル㈱ 成田市東町
タイトウ機工㈱ 印西市戸神
㈱大日商事 四街道市大日
㈱太平洋クラブ成田コース 成田市川栗
㈱ダイヤモンドジェム 千葉市美浜区打瀬
ダイユウホールディングス㈱ 成田市花崎町
太陽ホーム㈱ 八千代市勝田台
大和証券㈱うすい支店 佐倉市王子台
高須賀製菓㈲ 酒々井町上本佐倉
㈱高塚商事 山武郡芝山町菱田
タカハシ建装 白井市神々廻
髙橋建築 佐倉市大崎台
髙宮自動車整備工場 佐倉市石川
㈱高柳商店 八街市八街ほ
田川家 成田市本町
㈲滝口産業 佐倉市王子台
田中　洋平 我孫子市中峠台
㈱タビックスジャパン成田支店 成田市郷部
㈱丹野建材 成田市駒井野
㈱近馬運輸 佐倉市上志津原
社会福祉法人 千歳会 中央区日本橋馬喰町
千葉銀行安食支店 栄町安食
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会員名（50音順） 住所
千葉銀行印西支店 印西市大森
千葉銀行印西牧の原支店 印西市牧の原
千葉銀行うすい支店 佐倉市王子台
千葉銀行佐倉支店 佐倉市新町
千葉銀行酒々井支店 酒々井町中央台
千葉銀行志津支店 佐倉市上志津
千葉銀行白井支店 白井市冨士
千葉銀行千葉ニュータウン支店 印西市中央南
千葉銀行富里支店 富里市七栄
千葉銀行成田空港支店 成田市古込
千葉銀行成田西支店 成田市赤坂
千葉銀行八街支店 八街市八街ほ
千葉銀行ユーカリが丘支店 佐倉市ユーカリが丘
千葉銀行四街道支店 四街道市鹿渡
千葉銀行四街道南支店 四街道市和良比
ちばぎん証券㈱成田支店 成田市花崎町
千葉県酒類販売㈱ 京葉支店 白井市中
千葉県税理士会 成田支部 成田市囲護台
千葉興業銀行佐倉支店 佐倉市表町
㈱千葉興業銀行白井支店 白井市堀込
千葉興業銀行成田西支店 成田市赤坂
千葉興業銀行八街支店 八街市八街ほ
千葉興業銀行四街道支店 四街道市中央
千葉信用金庫印西支店 印西市大森
千葉信用金庫佐倉支店 佐倉市大崎台
千葉信用金庫三里塚支店 成田市三里塚
千葉信用金庫志津支店 佐倉市上志津
千葉信用金庫白井支店 白井市笹塚
千葉信用金庫富里支店 富里市七栄
千葉信用金庫八街中央支店 八街市中央
千葉信用金庫四街道支店 四街道市中央
千葉スカイテック㈱ 佐倉市城
千葉中部流通（協） 八街市滝台
㈱千葉貿易 山武市木原
㈱千葉ヤクルト工場 四街道市和田
千葉ロッテマリーンズ成田後援会 成田市取香
銚子商工信用組合富里支店 富里市七栄
銚子商工信用組合八街支店 八街市八街ほ
銚子信用金庫佐倉支店 佐倉市海隣寺町
千代田商事㈱ 山武郡芝山町大里
千代田通商㈱千葉営業所 八街市山田台
つちこ行政書士事務所 成田市美郷台
㈱椿ファーム 富里市七栄
ティーダ 八千代市八千代台南
T・トランスポート㈱ 山武郡横芝光町牛熊
ティエムロボテック 四街道市千代田
Ｄ－Ｌｉｎｅ㈱ 東茨城郡茨城町海老沢
㈲テクノセイキ 目黒区目黒本町
鉄板焼ビストロミウラ 四街道市旭ヶ丘
寺田　龍一 八街市八街い
㈱テンアップファーム 富里市十倉
東開物流㈱ 富里市美沢
東京航空クリーニング㈱ 成田市新泉
東方エージェンシー㈱成田営業所 成田市花崎町
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会員名（50音順） 住所
㈲童夢 千葉市花見川区大日町
トータルリフォーム響 八街市八街に
㈱トーハイ 中央区京橋
ドギーズガーデン 印西市笠神
トクシ㈱ 千葉市稲毛区長沼原町
トコロインターナショナル㈲ 香取郡多古町多古
土地家屋調査士　田中茂事務所 佐倉市上志津
土地家屋調査士森田和雄事務所 四街道市山梨
㈱トライ・ディテール 白井市冨士
㈱トラコムソリューションズ 千葉市中央区新千葉
㈲トラベルマリン 習志野市津田沼
内藤　直之 四街道市みそら
中村製作所 佐倉市吉見
中村裕史税理士事務所 佐倉市染井野
㈱ナスパ 成田市花崎町
(同)ななせ 佐倉市白銀
ナリコーホールディングス㈱ 成田市三里塚光ヶ丘
（一社）成田青色申告会 成田市囲護台
成田空港商事㈱ 成田市取香
㈱成田自動車教習所 成田市並木町
成田商工会議所 成田市花崎町
㈱成田セントラル観光 成田市小菅
成田第一整骨院 成田市玉造
成田西口郵便局 成田市馬橋
㈲成田物流 成田市高倉
㈲西白井商店 船橋市丸山
西本産商㈱ 習志野市東習志野
㈱ＮＩＰＰＯ 成田出張所　 成田市駒井野
日本郵便㈱八千代台郵便局 八千代市八千代台西
日本空港ビルデング㈱ 成田営業所 成田市古込
㈱日本公害管理センター 小金井市緑町
日本航空㈱　成田空港支店 成田市古込
㈱日本サービス 成田市上町
日本資源実業総業㈱ 山武市木原
(同)ＮＥＯ 鎌ケ谷市新鎌ケ谷
ネクストホーム 鎌ケ谷市鎌ケ谷
ネッツトヨタ東都㈱成田店 成田市不動ヶ岡
根本　好幸 佐倉市臼井台
㈱ノアーズアーク 市川市市川
㈱ノガミ 関東支店 成田市並木町
㈲野口商事 佐倉市臼井田
野口製作所 白井市平塚
㈱のざわ 千葉市稲毛区小深町
野水不動産㈱ 白井市平塚
ハウスクリーン２１ 富里市御料
珀江工業 四街道市つくし座
㈲博進産業 印西市大廻
㈲橋賀台アート 成田市橋賀台
馬車屋㈱ 柏市藤ケ谷
㈲畠山金属 白井市平塚
八田羽設計二級建築士事務所 栄町安食台
㈱ハトリ 山武郡芝山町岩山
花木青果㈲ 八街市八街に
花島事務所 四街道市下志津新田
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会員名（50音順） 住所
㈲馬場運輸 佐倉市下志津原
Ｐｕｂ　ＧＯＬＤ 富里市日吉台
浜田宏法律事務所 成田市花崎町
㈲林熔断 山武市木原
磐栄運送㈱千葉営業所 四街道市鹿放ヶ丘
はんこ屋さん２１ 成田市花崎町
半田健一税理士事務所 佐倉市宮前
ＶＡＮＴＥＣＨレンタカー 成田市取香
㈱ＰＶＧ 船橋市高野台
㈲ヒカリホーム 成田市新田
ビックヴァン 北相馬郡利根町早尾
平田　新子 白井市清水口
平山産業㈱ 千葉市緑区平山町
㈱ヒロコーポレーシヨン 印旛郡栄町安食
ヒロコーポレーション㈱ 四街道市鷹の台
(同)Ｆｅｅｌ ｓｏ Ｆｒｅｅ 千葉市美浜区打瀬
FOR　ALL　LINE㈱ 山武郡芝山町宝馬
㈲フォックス 富里市七栄
福島　政行 四街道市美しが丘
㈱フジ給食 千葉市稲毛区六方町
㈱藤コーポレーション 佐倉市栄町
㈲不二産業 佐倉市並木町
㈱富士電設工業 千葉市若葉区加曽利町
㈱藤屋 成田市上町
農事組合法人船橋農産物供給センター 船橋市豊富町
㈱フュージョン 印西市草深
㈱ＰＲＩＭＥ 佐倉市寺崎北
フリーモータース 酒々井町伊篠
㈱ブリンクス 八千代市勝田台北
㈱平成小善食品 八街市八街は
㈱平和総合建設 千葉市美浜区打瀬
㈱ベターファーム 佐倉市六崎
㈱北総クリエイト 佐倉市大崎台
北総こばやし法律事務所 印西市中央北
北総地所㈱ 印西市大森
北総石油㈱ 印西市大森
北葉アドバンス㈱ 千葉市花見川区横戸町
行政書士星野しんたろう法務事務所 成田市中台
保利㈱ 千葉市若葉区小倉町
堀口税理士事務所 八街市八街へ
前田　順市 市川市田尻
牧瀬　清隆 富里市十倉
(同)街 machi の音 佐倉市白銀
丸正塗装 四街道市鹿渡
まるみや 印西市中根
㈱丸山 成田市飯田町
㈲丸山商会 成田市飯田町
三浦架設 富里市御料
みそら整骨院 四街道市みそら
㈲ミニ圧送カワシマ 山武郡芝山町岩山
㈲宮田商店 成田市田町
宮前　孝次 富里市七栄
村上建装 富里市根木名
村嶋　照等 成田市宗吾
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会員名（50音順） 住所
明和工業㈱ 千葉市若葉区若松町
茂木建設㈱ 柏市大井
㈱本埜共進 印西市本埜小林
本宮事務所 成田市郷部
もみの気 八街市八街ほ
森商事㈱ 船橋市小野田町
(特非)やさしい心 指定就労継続支援A型 八街市八街ほ
八城司法書士事務所 成田市花崎町
八街商工会議所 八街市八街ほ
八街ファーマ㈱ 八街市八街ほ
矢作観光㈱ 印旛郡酒々井町中川
山内　淑央 成田市東町
山口　尚男 印西市安食ト杭
山田　德雄 成田市美郷台
山田建築 白井市河原子
㈲山萬 八街市八街に
山万㈱ユーカリが丘営業所 佐倉市ユーカリが丘
山本工業 白井市神々廻
弥生寿司 印西市木下
油電機テック㈱ 鎌ケ谷市初富
ユニバーサル企業㈱成田営業所 成田市大清水
ゆめネット 成田市津富浦
㈲横島建設 八千代市下高野
㈲横山建具店 千葉市若葉区小倉町
吉田健一税理士事務所 成田市加良部
吉野工芸 白井市冨士
米澤　茂 成田市津富浦
㈱ヨネモトナリタ 山武郡芝山町新井田新田
米屋サービス販売㈱ 成田市上町
米屋産業㈱ 成田市上町
より処　えん 佐倉市西志津
ライフサービス㈱ 山武郡芝山町宝馬
ラウンジＧｒｅｅｎＴｉｍｅ 佐倉市栄町
リコージャパン㈱ 富里市日吉倉
㈱龍﨑商事 成田市小菅
両総観光㈱成田営業所 成田市ウイング土屋
リンクアップ㈱ 佐倉市表町
㈲霊光社　安食店 栄町安食
ROSSO MELA 成田市土屋
ワールドホテルマネージメント㈱ 成田市東町
Ｙ・ＳＡＲ㈱ 成田市花崎町
㈱Y・Sロジテック 山武郡芝山町小池
ワイエム総合サービス㈱ 佐倉市ユーカリが丘
渡辺　恵一 四街道市下志津新田
わたなべ司法書士事務所 佐倉市上志津
渡辺パイプ㈱ 成田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 富里市七栄
㈱ＷＡＨＡＮＡ 八千代市上高野
ワンセルフカート㈱ 印旛郡栄町龍角寺
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