
２６０-８６６３ 旭建設 (株),千葉県,千葉市中央区,川崎町,１－３９

２６０-８６３３ 朝日生命保険 千葉支社,千葉県,千葉市中央区,富士見,１-１５－９

２６０-８７０７ 医療法人 緑栄会 三愛記念 そが病院,千葉県,千葉市中央区,宮崎,２-１１－１５

２６０-８６５６ 柏戸病院,千葉県,千葉市中央区,長洲,２-２１－８

２６０-８５３６ (株) 井古田,千葉県,千葉市中央区,問屋町,８－１５

２６０-８５４０ (株) ＮＴＴドコモ 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,新町,１０００-

２６０-８５１６ (株) ＮＴＴドコモ 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,千葉港,７-５

２６０-８６３７ (株) 大崎コンピュータエンヂニアリング 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,問屋町,１－３５

２６０-８５５４ (株) 角川書店クロスメディア,千葉県,千葉市中央区,新町,１８－１４

２６０-８５５８ (株) 関電工 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,新宿,２-１－２４

２６０-８５２７ (株) ジャノメククレディア 出光クレジット係,千葉県,千葉市中央区,問屋町,１番３５号

２６０-８５２８ (株) ジャノメククレディア データサービス部,千葉県,千葉市中央区,問屋町,１番３５号

２６０-８５５７ (株) そごう・西武 そごう千葉店,千葉県,千葉市中央区,新町,１０００

２６０-８７２０ (株) 千葉銀行,千葉県,千葉市中央区,千葉港,１－２

２６０-８５６７ (株) 千葉測器,千葉県,千葉市中央区,都町,２-１９－３

２６０-８５６４ (株) 千葉薬品,千葉県,千葉市中央区,問屋町,１番３５号

２６０-８６１３ (株) 帝国データバンク 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,中央,３-１０－６

２６０-８５６１ (株) 東京クラウン 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,都町,１２５４－７９

２６０-８５７０ (株) 内藤商店,千葉県,千葉市中央区,院内,２００２/１/１５

２６０-８６２４ (株) 阪急交通社 国内手続センター,千葉県,千葉市中央区,中央,３-９－１６

２６０-８６２２ (株) 阪急交通社 渡航手続センター,千葉県,千葉市中央区,中央,３-９－１６

２６０-８７１３ (株) みかど育種農業,千葉県,千葉市中央区,星久喜町,１２０３

２６０-８６１１ (株) 三井住友銀行 財形オフィス,千葉県,千葉市中央区,中央,４－８－１

２６０-８６２６ (株) 三井不動産ホテルマネジメント 三井ガーデンホテル千葉,

２６０-８６２６ 千葉県,千葉市中央区,中央,１-１１－１

２６０-８６３１ (株) 三越伊勢丹 三越千葉店,千葉県,千葉市中央区,富士見,２-６－１

２６０-８６３６ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 千葉支店、千葉中央支店,

２６０-８６３６ 千葉県,千葉市中央区,富士見,２００２/３/１

２６０-８５８８ (株) ライフランド,千葉県,千葉市中央区,祐光,４-１８－３

２６０-８６０１ 学校法人 植草学園,千葉県,千葉市中央区,弁天,２-８番９号

２６０-８６８５ 学校法人 千葉明徳学園,千葉県,千葉市中央区,南生実町,１４１２

２６０-８５７２ 学校法人 花沢学園,千葉県,千葉市中央区,本千葉町,１０－２３

２６０-８５６６ 公益社団法人 千葉県防犯協会,千葉県,千葉市中央区,中央,４-１３番１０号

２６０-８６１９ 公立学校共済組合 千葉支部,千葉県,千葉市中央区,市場町,１－１

２６０-８５３４ 小林商事 (株),千葉県,千葉市中央区,問屋町,２－１４

２６０-８５５９ サンケイリビング新聞社 千葉本部,千葉県,千葉市中央区,新町,３－１３

２６０-８６２９ (財) 千葉県公立学校教職員互助会,千葉県,千葉市中央区,市場町,１番１号

２６０-８６６１ (財) 千葉県文化振興財団,千葉県,千葉市中央区,市場町,１１－２

２６０-８５６２ (財) 日本防災通信協会 千葉県支部,千葉県,千葉市中央区,都町,１-１－３０

２６０-８６０７ 財務省 関東財務局 千葉財務事務所,千葉県,千葉市中央区,椿森,５-６－１

２６０-８５０８ 社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会,千葉県,千葉市中央区,千葉港,４－３

２６０-８５２１ 社会保険診療報酬支払基金 千葉支部,千葉県,千葉市中央区,問屋町,２－１

２６０-８７０３ 淑徳大学 看護学部,千葉県,千葉市中央区,仁戸名町,６７３

２６０-８７０１ 淑徳大学 千葉キャンパス,千葉県,千葉市中央区,大巌寺町,２００

２６０-８６２１ 住友生命保険 相互会社 千葉支社,千葉県,千葉市中央区,中央,１-１番３号

２６０-８６４５ 全国健康保険協会 千葉支部,千葉県,千葉市中央区,富士見,２-２０－１

２６０-８５１２ 全労済 千葉県本部,千葉県,千葉市中央区,弁天,１-１７－１

２６０-８５６０ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),千葉県,千葉市中央区,鶴沢町,２０－１６

２６０-８５０５ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),千葉県,千葉市中央区,千葉港,８－４

２６０-８５５２ 大和リース (株) 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,弁天,１－５－１－４階

２６０-８６６７ 千葉県,千葉県,千葉市中央区,市場町,１－１

２６０-８７１５ 千葉県衛生研究所,千葉県,千葉市中央区,仁戸名町,６６６－２

２６０-８６２７ 千葉県学校生活協同組合,千葉県,千葉市中央区,中央,４-１３－１０

２６０-８７１７ 千葉県がんセンター,千葉県,千葉市中央区,仁戸名町,６６６－２

２６０-８６６２ 千葉県教育庁 千葉県教育委員会,千葉県,千葉市中央区,市場町,１-１

２６０-８５０２ 千葉県市町村職員 共済組合,千葉県,千葉市中央区,中央港,１-１３－３

２６０-８５８６ 千葉県酒類販売 (株),千葉県,千葉市中央区,要町,５－７

２６０-８５７５ 千葉県食糧 (株),千葉県,千葉市中央区,本千葉町,１０-２３

２６０-８５０１ 千葉県信用保証協会,千葉県,千葉市中央区,中央,４-１７－８

２６０-８５２３ 千葉県自動車税事務所,千葉県,千葉市中央区,問屋町,１-１１

２６０-８５０７ 千葉県赤十字血液センター 千葉港事業所,千葉県,千葉市中央区,千葉港,５番７号

２６０-８６５４ 千葉県中央県税事務所,千葉県,千葉市中央区,都町,１-１－２０

２６０-８６６５ 千葉県病院局,千葉県,千葉市中央区,市場町,１-１

２６０-８６８２ 千葉県立 中央博物館,千葉県,千葉市中央区,青葉町,９５５－２

２６０-８６６０ 千葉県立 中央図書館,千葉県,千葉市中央区,市場町,１１－１

２６０-８５３５ 千葉構内タクシー (株),千葉県,千葉市中央区,問屋町,５－４２

２６０-８７３０ 千葉市教育委員会,千葉県,千葉市中央区,問屋町,１－３５

２６０-８７３４ 千葉市区政事務センター,千葉県,千葉市中央区,中央,３-１０番８号

２６０-８７３３ 千葉市中央区役所,千葉県,千葉市中央区,中央,４-５番１号

２６０-８５１１ 千葉市中央保健福祉センター,千葉県,千葉市中央区,中央,４-５－１

２６０-８６１８ 千葉市ボランティアセンター,千葉県,千葉市中央区,千葉寺町,１２０８－２

２６０-８７１０ 千葉社会保険病院,千葉県,千葉市中央区,仁戸名町,６８２

２６０-８７２２ 千葉市役所,千葉県,千葉市中央区,千葉港,１－１

２６０-８６７０ 千葉大学 医学部,千葉県,千葉市中央区,亥鼻,１-８－１

２６０-８６７２ 千葉大学 看護学部,千葉県,千葉市中央区,亥鼻,１-８－１

２６０-８６７５ 千葉大学 薬学部 (医薬系総合研究棟）,千葉県,千葉市中央区,亥鼻,１-８－１

２６０-８６７７ 千葉大学医学部附属病院,千葉県,千葉市中央区,亥鼻,１-８－１

２６０-８６７３ 千葉大学真菌医学研究センター,千葉県,千葉市中央区,亥鼻,１-８－１

２６０-８６７１ 千葉大学附属図書館 亥鼻分館,千葉県,千葉市中央区,亥鼻,１-８－１

２６０-８６２０ 千葉地方検察庁,千葉県,千葉市中央区,中央,４-１１－１

２６０-８５１８ 千葉地方法務局,千葉県,千葉市中央区,中央港,１-１１－３千葉地方合同庁舎

２６０-８５１０ 千葉中央警察署,千葉県,千葉市中央区,中央港,１-１３－１

２６０-８５３８ 千葉トヨタ自動車 (株),千葉県,千葉市中央区,登戸,２-２－７

２６０-８５８５ 千葉日産自動車 (株),千葉県,千葉市中央区,本千葉町,９－２１

２６０-８５７７ 千葉東税務署,千葉県,千葉市中央区,祐光,１-１－１

２６０-８５１３ 千葉保護観察所,千葉県,千葉市中央区,中央港,１-１１－３

２６０-８６８８ 千葉南税務署,千葉県,千葉市中央区,蘇我,２００５/９/１

２６０-８６６６ 千葉窯業 (株),千葉県,千葉市中央区,市場町,３－１
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２６０-８５０６ 千葉労働基準監督署,千葉県,千葉市中央区,中央,４-１１－１

２６０-８６１２ 千葉労働局 総務部・労働基準部・職業安定部・雇用均等室,

２６０-８６１２ 千葉県,千葉市中央区,中央,４-１１－１

２６０-８６２５ 千葉労働局 労働基準部 労災補償課分室,千葉県,千葉市中央区,中央,４－１１－１

２６０-８６０３ 中央労働金庫,千葉県,千葉市中央区,弁天,１-１３－１

２６０-８５８０ 東京国税局 千葉資料センター,千葉県,千葉市中央区,祐光,１-１－１

２６０-８６３５ 東京電力 (株),千葉県,千葉市中央区,富士見,２-９－５

２６０-８６０６ 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター,千葉県,千葉市中央区,椿森,４-１－２

２６０-８７１２ 独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院,千葉県,千葉市中央区,仁戸名町,６７３-

２６０-８５１５ 日産プリンス千葉販売 (株),千葉県,千葉市中央区,千葉港,３－３６

２６０-８６４７ 日本年金機構 千葉事務センター,千葉県,千葉市中央区,富士見,２－２０－１

２６０-８６４８ 日本年金機構 千葉事務センター,千葉県,千葉市中央区,富士見,２－２０－１

２６０-８６０４ 日本年金機構 千葉事務センター,千葉県,千葉市中央区,富士見,２－２０－１

２６０-８５０３ 日本年金機構 千葉年金事務所,千葉県,千葉市中央区,中央港,１－１７－１

２６０-８６１０ 日本放送協会 千葉放送局,千葉県,千葉市中央区,千葉港,５番１号

２６０-８６４２ 日本国土開発 (株) 千葉営業所,千葉県,千葉市中央区,富士見,２-２２－２

２６０-８５０９ 日本赤十字社 千葉県支部,千葉県,千葉市中央区,千葉港,５番７号

２６０-８５６３ ネッツトヨタ千葉 (株),千葉県,千葉市中央区,登戸,２００２/２/７

２６０-８５５１ 東日本旅客鉄道 (株) 千葉支社,千葉県,千葉市中央区,弁天,２－２３－３

２６０-８５２４ 福井電機 (株),千葉県,千葉市中央区,問屋町,３－１６

２６０-８５５５ リコージャパン (株) 千葉支社,千葉県,千葉市中央区,新町,９-２４

２６０-８６６８ 千葉県警察本部,千葉県,千葉市中央区,長洲,１-９番１号

２６４-８６０４ 野村証券 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,富士見,１-１４－１３

２６４-８６４６ 三菱ＵＦＪ信託銀行 (株) 千葉支店,千葉県,千葉市中央区,中央,３-２番１号

２６２-８５１１ 医療法人 社団有相会 介護老人保健施設 ゆうあい苑,

２６２-８５１１ 千葉県,千葉市花見川区,柏井町,１１３２－１

２６２-８５０６ 医療法人社団 有相会 最成病院,千葉県,千葉市花見川区,柏井町,８００－１

１００-８６７７ (株) ベターサービス,千葉県,千葉市花見川区,宇那谷町,１５０１－２

２６２-８５１２ 千葉県 企業局,千葉県,千葉市花見川区,幕張町,５-４１７－２４

２６２-８５１０ 千葉市花見川保健福祉センター,千葉県,千葉市花見川区,瑞穂,１-１-

２６２-８５０２ 千葉西税務署,千葉県,千葉市花見川区,武石町,１-５２０

２６２-８７３３ 花見川区役所,千葉県,千葉市花見川区,瑞穂,１-１-

２６３-８５３３ (株） スズケン 千葉支店,千葉県,千葉市稲毛区,穴川,２００３/３/１７

２６３-８７３３ 稲毛区役所,千葉県,千葉市稲毛区,穴川,４-１２－１

２６３-８５８８ 敬愛大学,千葉県,千葉市稲毛区,穴川,１-５－２１

２６３-８５５５ 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所,

２６３-８５５５ 千葉県,千葉市稲毛区,穴川,４-９－１

２６３-８５２２ 国立大学法人 千葉大学,千葉県,千葉市稲毛区,弥生町,１－３３

２６３-８５１２ (財) 日本分析センター,千葉県,千葉市稲毛区,山王町,２９５-３

２６３-８５０５ 大和リース (株) 千葉支店,千葉県,千葉市稲毛区,長沼原町,７３１－１７

２６３-８５８５ 千葉経済大学附属高等学校,千葉県,千葉市稲毛区,轟町,４-３－３０

２６３-８５７７ 千葉県教育庁 千葉地方出張所,千葉県,千葉市稲毛区,小仲台,５-１０番２号

２６３-８５６６ 千葉県国民健康保険団体連合会,千葉県,千葉市稲毛区,天台,６-４番３号

２６３-８５５０ 千葉市稲毛保健福祉センター,千葉県,千葉市稲毛区,穴川,４-１２番４号

２６３-８５０６ 二宮産業 (株),千葉県,千葉市稲毛区,長沼町,３３４－２

２６４-８５１０ 医療法人社団 創進会 みっつの輪,千葉県,千葉市若葉区,若松町,５３１－１３０

２６４-８５８５ 千葉刑務所,千葉県,千葉市若葉区,貝塚町,１９２

２６４-８５０５ 千葉県立 千葉大宮高等学校,千葉県,千葉市若葉区,大宮町, 1-９９

２６４-８５８２ 千葉市 東部市税事務所,千葉県,千葉市若葉区,桜木北,２-１番１号

２６４-８５５０ 千葉市若葉保健福祉センター,千葉県,千葉市若葉区,貝塚町,１２５８-２０

２６４-８５３０ みつわ台総合病院,千葉県,千葉市若葉区,若松町,５３１－４８６

２６４-８５０１ 陸上自衛隊 下志津駐屯地,千葉県,千葉市若葉区,若松町,９０２

２６４-８７３３ 若葉区役所,千葉県,千葉市若葉区,桜木町,５６７－１

２６５-８５０１ 東京情報大学,千葉県,千葉市若葉区,谷当町,１２００－２

２６６-８５５０ 千葉市 緑保健福祉センター,千葉県,千葉市緑区,鎌取町,２２６－１

２６６-８７３３ 千葉市緑区役所,千葉県,千葉市緑区,おゆみ野,３-１５-３号

２６１-８５７５ (株） 日産フィナンシャルサービス,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,２-６ワ

２６１-８５１５ イオン (株),千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-５－１

２６１-８５３９ イオンモール (株),千葉県,千葉市美浜区,中瀬,一-５-１

２６１-８５３５ イオンモール 幕張新都心,千葉県,千葉市美浜区,豊砂,１－１

２６１-８５０３ イオンリテール (株) 稲毛海岸事務所,千葉県,千葉市美浜区,高洲,３－１３－２

２６１-８５１３ イオンリテール (株) ジャスコマリンピア店,千葉県,千葉市美浜区,高洲,３－１３－１

２６１-８５０４ (株) イオンファンタジー,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,２００１/５/１

２６１-８５１０ (株) ウェザーニューズ,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１－３

２６１-８５７７ (株) キッツ,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,一-１０番１

２６１-８５３３ (株) ＱＶＣジャパン,千葉県,千葉市美浜区,ひび野,２００２/１/１

２６１-８５１２ (株) 京葉銀行 幸町センター,千葉県,千葉市美浜区,幸町,１-６－５

２６１-８５５４ (株) 大地を守る会,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-３

２６１-８５８７ (株) 千葉ロッテマリーンズ,千葉県,千葉市美浜区,美浜,１

２６１-８５４４ キヤノンマーケティングジャパン (株) 幕張事業所,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,２００１/７/２

２６１-８５２０ シャープ (株) 幕張事業所,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-９番２号

２６１-８５６６ スターツアメニティー (株),千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-９－１

２６１-８５６８ 住友ケミカルエンジニアリング (株),千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-７－１

２６１-８５０７ セイコーインスツル (株),千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-８

２６１-８５５２ 千葉県企業局,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-３-

２６１-８５０８ 千葉県千葉西県税事務所,千葉県,千葉市美浜区,真砂,２００４/１/４

２６１-８６０９ 千葉公共職業安定所,千葉県,千葉市美浜区,幸町,１-１番３号

２６１-８５８２ 千葉市 西部市税事務所,千葉県,千葉市美浜区,真砂,５-１５番１号

２６１-８５８１ 千葉市 美浜保健福祉センター,千葉県,千葉市美浜区,真砂,５-１５－２

２６１-８５８５ 千葉トヨペット (株),千葉県,千葉市美浜区,稲毛海岸,４-５番１号

２６１-８５０２ 東京歯科大学,千葉県,千葉市美浜区,真砂,１-２－２

２６１-８５２１ 東京電力 (株) 千葉支社,千葉県,千葉市美浜区,幸町,１-２１－１９

２６１-８５５８ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構,千葉県,千葉市美浜区,若葉,２００３/１/２

２６１-８５２２ 日本アイ・ビー・エム (株) 幕張事業所,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-１

２６１-８５４５ 日本貿易振興機構（ジェトロ） アジア経済研究所,千葉県,千葉市美浜区,若葉,２００３/２/２

２６１-８５８８ 富士通 (株),千葉県,千葉市美浜区,中瀬,２００１/９/３

２６１-８６８６ 放送大学,千葉県,千葉市美浜区,若葉,２-１１

２６１-８５８６ 放送大学,千葉県,千葉市美浜区,若葉,２-１１



２６１-８５０１ 幕張テクノガーデン,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,１-３

２６１-８５５０ 幕張メッセ,千葉県,千葉市美浜区,中瀬,２－１

２６１-８７３３ 美浜区役所,千葉県,千葉市美浜区,真砂,５-１５番１号

２６１-８５３０ 山崎製パン (株)千葉工場,千葉県,千葉市美浜区,新港,２２

２８８-８６０１ 銚子市役所,千葉県,銚子市,若宮町,１－１

２７２-８５１１ 市川簡易裁判所千葉家庭裁判所 市川出張所,千葉県,市川市,鬼高,２-２０－２０

２７２-８５４３ 市川公共職業安定所,千葉県,市川市,南八幡,５-１１－２１

２７２-８５０１ 市川市役所,千葉県,市川市,八幡,１-１－１

２７２-８５２２ 市川商工会議所,千葉県,市川市,南八幡,２-２１－１

２７２-８５７３ 市川税務署,千葉県,市川市,北方,１-１１－１０

２７２-８５８５ 市川よみうり新聞社,千葉県,市川市,市川,２-４－９

２７２-８５１８ (株) 市進,千葉県,市川市,八幡,２-３－１１

２７２-８５１４ (株) 京成ストア,千葉県,市川市,市川,３－３０－１

２７２-８５３８ (株) スズキ技研,千葉県,市川市,田尻,１-１１－５

２７２-８５１２ 学校法人 千葉学園,千葉県,市川市,国府台,１-３－１

２７２-８５１０ 京成電鉄 (株),千葉県,市川市,八幡,三-３番１号

２７２-８５４０ 京成バス (株),千葉県,市川市,八幡,２００３/３/１

２７２-８５８０ 京葉瓦斯 (株),千葉県,市川市,市川南,２-８－８

２７２-８５１６ 国立国際医療研究センター国府台病院,千葉県,市川市,国府台,１-７－１

２７２-８５５５ (財) 市川市文化振興財団,千葉県,市川市,大和田,１-１－５

２７２-８５８８ 住友金属鉱山 (株) 技術本部中央研究所,千葉県,市川市,中国分,３-１８－５

２７２-８５２０ 千葉県立市川工業高等学校,千葉県,市川市,平田,３-１０－１０

２７２-８５６０ 筑波大学付属聴覚特別支援学校,千葉県,市川市,国府台,２-２－１

２７２-８５５８ ＴＤＫ (株) テクニカルセンター,千葉県,市川市,東大和田,２-１５－７

２７２-８５１３ 東京歯科大学市川総合病院,千葉県,市川市,菅野,５-１１－１３

２７２-８５６１ 本八幡ビル (株),千葉県,市川市,八幡,２-１５－１０

２７２-８５８１ 山崎製パン (株) 総合クリエイションセンター,千葉県,市川市,市川,３-２３番２７号

２７２-８５５０ ユトー (株),千葉県,市川市,新田,５-６－３

２７２-８５３３ 和洋学園,千葉県,市川市,国府台,２-３－１

２７２-０１９３ アマゾン 市川ＦＣ 入庫係,千葉県,市川市,塩浜,２－１３－１

２７２-０１９５ 楽天 (株) 楽天フルフィルメントセンター市川２,

２７３-８６０１ 石井食品 (株),千葉県,船橋市,本町,２-７－１７

２７３-８５１０ 伊藤ハムフードソリューション,千葉県,船橋市,浜町,３-３－２

２７３-８５４３ 岡本 (株),千葉県,船橋市,印内町,６５２－２

２７３-８５６０ 葛南県民センター,千葉県,船橋市,本町,１-３－１フェイス７階

２７３-８５０５ (株) ジェイコム千葉 ＹＹ船橋習志野局,千葉県,船橋市,浜町,二-１番１号

２７３-８５１５ (株) 東京スター銀行 船橋支店,千葉県,船橋市,浜町,２-２－７

２７３-８５６７ (株) 東武百貨店 船橋店,千葉県,船橋市,本町,７-１－１

２７３-８５０８ (株) ぱど 船橋営業所,千葉県,船橋市,本町,３-３２－２０

２７３-８５３３ 京葉瓦斯 (株) 船橋支社,千葉県,船橋市,市場,５-１６－１８

２７３-８５５５ 京葉住設 (株),千葉県,船橋市,市場,３-１７－１

２７３-８５２３ サンケイリビング新聞社,千葉県,船橋市,本町,２－１－３４

２７３-８５４０ (財) 復光会総武病院,千葉県,船橋市,市場,３-３－１

２７３-８５２０ 社会保険 船橋保健看護専門学校,千葉県,船橋市,海神町西,１-１０４２－２

２７３-８５６６ 社会保険看護研修センター,千葉県,船橋市,海神町西,１-１０４２－２

２７３-８５５６ 社会保険船橋中央病院,千葉県,船橋市,海神,６-１３－１０

２７３-８５４２ 杉山金属印刷 (株),千葉県,船橋市,藤原,４-８－５

２７３-８５５０ 西武百貨店 船橋店,千葉県,船橋市,本町,１-２－１

２７３-８５５８ 千葉地方法務局 船橋支局,千葉県,船橋市,海神町,二-２８４-１

２７３-８７３３ ティーエルトレーディング,千葉県,船橋市,西浦,２-５－３

２７３-８７１０ 東京医療保健大学 千葉看護学部,千葉県,船橋市,海神町西,１－１０４２－２

２７３-８５０３ 東京都生コンクリート工業組合,千葉県,船橋市,浜町,２-１６－１

２７３-８５２１ ニツスイ工業 (株),千葉県,船橋市,湊町,２-１２－１

２７３-８５０２ 日鉄鋼板 (株) 船橋製造所,千葉県,船橋市,西浦,１-１番１号

２７３-８５７０ 日本中央競馬会 中山競馬場,千葉県,船橋市,古作,１-１－１

２７３-８６２７ ネクスト船橋,千葉県,船橋市,本町,１-５－１

２７３-８５７８ ビックカメラ船橋センター,千葉県,船橋市,浜町,２－５－７

２７３-８５２２ フジフーズ (株),千葉県,船橋市,高瀬町,３－２４

２７３-８５０６ 船橋市保健福祉センター,千葉県,船橋市,北本町,１-１６番５５号

２７３-８５０１ 船橋市役所,千葉県,船橋市,湊町,２-１０番２５号

２７３-８５０４ 船橋市役所 分庁舎,千葉県,船橋市,湊町,２-１－４

２７３-８５１１ 船橋商工会議所,千葉県,船橋市,本町,１-１０－１０

２７３-８５８８ 船橋市立医療センター,千葉県,船橋市,金杉,１-２１－１

２７３-８５７４ 船橋税務署,千葉県,船橋市,東船橋,５-７－７

２７３-８５８５ 南船橋 ＷＤＣ,千葉県,船橋市,浜町,２-５番７号

２７３-８５５１ ユアサ・フナショク (株),千葉県,船橋市,宮本,４-１８－６

２７３-８５３０ ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ,千葉県,船橋市,浜町,２-１番１号

２７３-８５８４ ロイヤル (株),千葉県,船橋市,高瀬町,１９

２７３-８５１２ 渡辺パイプ (株),千葉県,船橋市,宮本,９-９－６

２７４-８５５８ イオン (株) ジャスコ高根木戸店,千葉県,船橋市,習志野台,１-１

２７４-８５０３ 医療法人 沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院,千葉県,船橋市,高根台,２００２/１１/１

２７４-８５３３ (株) 高山 船橋営業所,千葉県,船橋市,豊富町,５９９

２７４-８５２０ (株) タキガワ・コーポレーション・ジャパン,千葉県,船橋市,習志野,４-１２番１号

２７４-８５１０ 学校法人 東邦大学,千葉県,船橋市,三山,２-２－１

２７４-８６０１ 住友大阪セメント (株),千葉県,船橋市,豊富町,５８５

２７４-８５０５ 積和不動産 (株),千葉県,船橋市,前原西,２-１２－７－７階

２７４-８５０４ 日大習志野高校,千葉県,船橋市,習志野台,８-３５－１

２７４-８５３０ 日軽建材工業 (株),千葉県,船橋市,習志野,２００４/１２/２

２７４-８５０７ 日産化学工業 (株),千葉県,船橋市,坪井西,２００２/１０/１

２７４-８５８５ 日東ベスト (株),千葉県,船橋市,習志野,４-７－１

２７４-８５５５ 日本大学 薬学部,千葉県,船橋市,習志野台,７-７－１

２７４-８５０１ 日本大学 理工学部,千葉県,船橋市,習志野台,７-２４－１

２７４-８５０６ 船橋二和病院,千葉県,船橋市,二和東,５-１－１

２７４-８５７７ 陸上自衛隊 習志野駐屯地,千葉県,船橋市,薬円台,３-２０－１

２９４-８５０１ 海上自衛隊 館山航空基地,千葉県,館山市,宮城,無�２９４８６０１ 館山市役所,千葉県,館山市,北条,１１４５－１

２９４-８５０３ 館山税務署,千葉県,館山市,北条,１１６４

２９４-８５０２ 富士工業 (株),千葉県,館山市,山本,１５８０-

２９２-８６８６ 海上自衛隊 航空補給処,千葉県,木更津市,江川,無�２９２８５１１ 学校法人 君津学園,千葉県,木更津市,東太田,３-



４－１

２９２-８５５５ 学校法人 君津学園 清和大学,千葉県,木更津市,東太田,３-４－５

２９２-８５６５ 学校法人 暁星国際学園,千葉県,木更津市,矢那,１０８３

２９２-８５６８ 学校法人 紅陵学院、志学館中,千葉県,木更津市,真舟,３-２９－１

２９２-８５６８ 学校法人 紅陵学院、高等学校、,千葉県,木更津市,真舟,３-２９－１

２９２-８５６８ 学校法人 紅陵学院、拓殖大学紅陵高等学校,千葉県,木更津市,真舟,３-２９－１

２９２-８５０１ 木更津市役所,千葉県,木更津市,潮見,１-１

２９２-８５５０ 木更津税務署,千葉県,木更津市,富士見,２-７－１８

２９２-８５３５ 君津中央病院,千葉県,木更津市,桜井,１０１０

２９２-８５３９ 山九 (株) 君津支店,千葉県,木更津市,畑沢,１-１２－１４

２９２-８５３３ ソニーイーエムシーエス (株） 木更津テック,千葉県,木更津市,潮見,８-４

２９２-８５２５ 千葉県木更津県税事務所,千葉県,木更津市,貝渕,３－１３－３４

２９２-８５２０ 千葉県南房総県民センター,千葉県,木更津市,貝渕,３-１３－３４

２９２-８６１１ 千葉信用金庫,千葉県,木更津市,大和,２-３－１

２９２-８５２２ 東京電力 (株） 木更津支社,千葉県,木更津市,貝渕,３-１３－４０

２９２-８５３０ 日本年金機構 木更津年金事務所,千葉県,木更津市,新田,３－４－３１

２９２-８５１０ 陸上自衛隊 木更津駐屯地,千葉県,木更津市,吾妻,地先

２７０-８５０１ (株) マツモトキヨシ,千葉県,松戸市,新松戸東,９－１

２７０-８５１１ (株) マツモトキヨシホールディングス,千葉県,松戸市,新松戸東,９－１

２７０-８５２１ (株) マツモトキヨシホールディングス 本社別館,千葉県,松戸市,新松戸,１-４８３-

２７０-２２８０ マブチモーター (株),千葉県,松戸市,松飛台,４３０

２７０-２２８８ 陸上自衛隊 松戸駐屯地,千葉県,松戸市,五香六実,１７

２７０-８５５５ 流通経済大学,千葉県,松戸市,新松戸,３-２－１

２７０-２２９５ 日立粉末冶金 (株),千葉県,松戸市,稔台,５-２－１

２７０-２２９６ 松戸市立総合医療センター,千葉県,松戸市,千駄堀,９９３-の１

２７１-８５５０ 伊勢丹 松戸店,千葉県,松戸市,松戸,１３０７－１

２７０-２２９８ ウェル・エイジングプラザ松戸ニッセイエデンの園,千葉県,松戸市,高塚新田,１２３－１

２７１-８６２５ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 松戸支店,千葉県,松戸市,本町,２－５

２７０-２２９７ (株) 吉野工業所 松戸工場,千葉県,松戸市,稔台,３１０

２７１-８６６６ 関東つくば銀行 松戸支店,千葉県,松戸市,北松戸,２-１－４

２７１-８５１１ 国保松戸市立病院,千葉県,松戸市,上本郷,４００５

２７１-８６７２ 商工組合中央金庫 松戸支店,千葉県,松戸市,松戸,１８４６－２

２７１-８５５５ 聖徳大学,千葉県,松戸市,岩瀬,５５０

２７１-８５５１ 聖徳大学 (１０号館）,千葉県,松戸市,松戸,１１６９

２７１-８５８５ 専修大学 松戸高等学校,千葉県,松戸市,上本郷,２－３６２１

２７１-８５０１ 大和証券 (株) 松戸支店,千葉県,松戸市,本町,１９－１５

２７１-８５６３ 千葉県教育庁 東葛飾教育事務所,千葉県,松戸市,小根本,７

２７１-８５６０ 千葉県東葛飾県民センター,千葉県,松戸市,小根本,７

２７１-８５６４ 千葉県松戸県税事務所,千葉県,松戸市,小根本,７

２７１-８５１０ 千葉大学 園芸学部,千葉県,松戸市,松戸,６４８

２７１-８５２２ 千葉地方裁判所 松戸支部,千葉県,松戸市,岩瀬,無番地

２７１-８５１８ 千葉地方法務局 松戸支局,千葉県,松戸市,岩瀬,４７３-１８

２７１-８６２０ とうかつ中央農業協同組合,千葉県,松戸市,上本郷,２２４３－１

２７１-８５３０ トラスコ中山 (株) プラネット東関東,千葉県,松戸市,上本郷,２４１－１

２７１-８５１５ 日本リーテック (株) 鉄道本部 中央支店,千葉県,松戸市,上本郷,７０１

２７１-８５５７ 松戸警察署,千葉県,松戸市,松戸,５５８－２

２７１-８５６２ 松戸健康福祉センター,千葉県,松戸市,小根本,７

２７１-８５８８ 松戸市役所,千葉県,松戸市,根本,３８７－５

２７１-８５３３ 松戸税務署,千葉県,松戸市,小根本,3-５３

２７１-８５８０ 山崎製パン (株)松戸工場,千葉県,松戸市,南花島向町,３１９

２７０-２２９２ よしざわ (株),千葉県,松戸市,秋山,８６

２７８-８５７０ (株) 日立物流 東日本営業本部 東関東営業部,千葉県,野田市,西三ケ尾,３５５－１５

２７８-８５７７ (株) メイワパックス,千葉県,野田市,七光台,１３５-

２７８-８６０１ キッコーマン飲料 (株),千葉県,野田市,野田,２５０-

２７８-８６０１ キッコーマンクリーンサービス (株),千葉県,野田市,野田,２５０-

２７８-８６０１ キッコーマン食品 (株),千葉県,野田市,野田,２５０-

２７８-８６０１ キッコーマンバイオケミファ (株),千葉県,野田市,野田,２５０-

２７８-８６０１ キッコーマンビジネスサービス (株),千葉県,野田市,野田,２５０-

２７８-８５３３ 協栄電気 (株) 野田受注センター,千葉県,野田市,金杉,２３１９

２７８-８５５５ 窪田味噌醤油 (株),千葉県,野田市,山崎,６９１

２７８-８５０１ 小張総合病院,千葉県,野田市,横内,１－２９

２７８-８５２１ 宗教法人 霊波之光,千葉県,野田市,山崎, 1-８３

２７８-８５１０ 東京理科大学,千葉県,野田市,山崎,２６４１

２７８-８６８６ 利根コカ・コーラボトリング (株),千葉県,野田市,中根,３１０

２７８-８５５０ 野田市役所,千葉県,野田市,鶴奉,７－１

２７８-８６０１ キッコーマン (株),千葉県,野田市,野田,２５０

２９７-８５６７ 大多喜ガス (株),千葉県,茂原市,茂原,６６１

２９７-８６２２ (株) ジャパンディスプレイ,千葉県,茂原市,早野,３３００

２９７-８５５０ 関東天然瓦斯開発 (株),千葉県,茂原市,茂原,６６１

２９７-８５３３ 千葉県東上総県民センター,千葉県,茂原市,茂原,１１０２－１

２９７-８５５５ 東芝コンポーネンツ (株),千葉県,茂原市,茂原,６４７

２９７-８５５８ 日本電信電話 (株) 茂原支店,千葉県,茂原市,八千代,３-１３－１

２９７-８５８８ 双葉電子工業 (株),千葉県,茂原市,大芝,６２９

２９７-８６１１ 房総信用組合,千葉県,茂原市,高師町,１-１０－５

２９７-８６６６ 三井化学 (株) 茂原分工場,千葉県,茂原市,東郷,１９００-

２９７-８５１１ 茂原市役所,千葉県,茂原市,道表,１

２９７-８５０１ 茂原税務署,千葉県,茂原市,高師台,１-５番１号

２９９-４１９２ 公立長生病院,千葉県,茂原市,本納,２７７７

２８２-８６０２ 東京航空局 成田空港事務所,千葉県,成田市,古込,字込前１３３

２８２-８６１０ 日本航空インターナショナル 成田空港支店,千葉県,成田市,,

２８６-８５２１ (株) ボンベルタ,千葉県,成田市,赤坂,２００２/１/１０

２８６-８６８６ 国際医療福祉大学,千葉県,成田市,公津の杜,４-３番

２８６-８５２０ 国際医療福祉大学成田病院,千葉県,成田市,畑ケ田,８５２

２８６-８５８８ ＴＤＫ (株) 成田工場,千葉県,成田市,南羽鳥,字松ケ下５７０－２

２８６-８５０１ 成田税務署,千葉県,成田市,加良部,１－１５

２８６-８５８５ 成田市役所,千葉県,成田市,花崎町,７６０

２８６-８５２３ 成田赤十字病院,千葉県,成田市,飯田町, 1-９０

２８７-０２９２ 成田市役所 大栄支所,千葉県,成田市,松子,３６６



２８９-０１９２ 成田市 下総支所,千葉県,成田市,猿山,１０８０

２８５-８５３３ 印旛郡市広域市町村圏事務組合,千葉県,佐倉市,宮小路町,１２

２８５-８５２１ (株) ＱＶＣジャパン,千葉県,佐倉市,岩富,３８０

２８５-８５５０ (株) フジクラ 佐倉事業所,千葉県,佐倉市,六崎,１４４０

２８５-８５８０ (株) 朋栄 佐倉研究開発センター,千葉県,佐倉市,大作,２-３番３号

２８５-８５８８ (株) ホソヤコーポレーション,千葉県,佐倉市,太田,２０５６

２８５-８５０２ 国立歴史民俗博物館,千葉県,佐倉市,城内町,１１７

２８５-８６１９ 佐倉市 八街市 酒々井町 消防組合,千葉県,佐倉市,大蛇町,２８１

２８５-８５０１ 佐倉市役所,千葉県,佐倉市,海隣寺町,９７

２８５-８７６５ 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院,

２８５-８７６５ 千葉県,佐倉市,江原台,２-３６－２

２８５-８６５５ 太平洋セメント (株) 中央研究所,千葉県,佐倉市,大作,２-４－２

２８５-８５６７ 千葉敬愛短期大学,千葉県,佐倉市,山王,１-９

２８５-８５２０ 千葉県 印旛健康福祉センター,千葉県,佐倉市,鏑木仲田町,８番１

２８５-８５０３ 千葉県印旛地域振興事務所,千葉県,佐倉市,鏑木仲田町,８番１

２８５-８６６８ ＤＩＣ (株) 総合研究所,千葉県,佐倉市,坂戸,６３１-

２８５-８５０５ ＤＩＣ川村記念美術館,千葉県,佐倉市,坂戸,６３１

２８５-８５８５ ＴＯＴＯバスクリエイト (株),千葉県,佐倉市,大作,２-５-１

２８５-８５２２ 古河ユニック (株) サービス部,千葉県,佐倉市,太田,字外野２３４８

２８５-８５１１ 古河ユニック (株) 佐倉工場,千葉県,佐倉市,太田,字外野２３４８

２８３-８７０１ 一般社団法人 ＹＡＳＳＡＷＡＶＥ,千葉県,東金市,東金,１１８７－１

２８３-８６５０ 医療法人 静和会 浅井病院,千葉県,東金市,家徳,３８－１

２８３-８５５５ 城西国際大学,千葉県,東金市,求名,１

２８３-８５０１ 千葉県東金県税事務所,千葉県,東金市,東新宿,２００１/１/１１

２８３-８５８８ 千葉県立東金病院,千葉県,東金市,台方,１２２９

２８３-８６８６ 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター,

２８３-８６８６ 千葉県,東金市,丘山台,三-６番２

２８３-８５１１ 東金市役所,千葉県,東金市,東岩崎,１－１

２８９-０５９２ 旭市 干潟支所,千葉県,旭市,南堀之内,１０

２８９-２５９５ 旭市役所,千葉県,旭市,ニ,１９２０

２７５-８５７２ アシザワ・ファインテック (株),千葉県,習志野市,茜浜,１-４－２

２７５-８５６５ (株) ＺＯＺＯ,千葉県,習志野市,茜浜,３－７－２ＺＯＺＯＢＡＳＥ習志野２

２７５-８５２５ (株) ＺＯＺＯ,千葉県,習志野市,茜浜,３－７－１０ＺＯＺＯＢＡＳＥ習志野１

２７５-８５８５ (株) ダーバン 物流東京センター,千葉県,習志野市,茜浜,２-３－１

２７５-８５２０ (株) 日立産機システム,千葉県,習志野市,茜浜,２００３/１/２

２７５-８６１１ (株) 日立産機システム 習志野事業所,千葉県,習志野市,東習志野,７-１－１

２７５-８５８８ 学校法人 千葉工業大学 津田沼校舎,千葉県,習志野市,津田沼,２-１７－１

２７５-８５８０ 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 千葉県済生会習志野病院,

２７５-８５８０ 千葉県,習志野市,泉町,２００１/１/１

２７５-８５７７ 鈴木金属工業 (株),千葉県,習志野市,東習志野,７-５－１

２７５-８５５０ 住商グローバル・ロジスティクス (株) 茜浜センター,千葉県,習志野市,茜浜,２００３/６/２

２７５-８５５１ 住商グローバル・ロジスティクス (株) 東習志野センター,

２７５-８５５１ 千葉県,習志野市,東習志野,６－１８－９

２７５-８５６０ セイコークロック (株),千葉県,習志野市,茜浜,１-１－１

２７５-８５２８ 大平洋機工 (株),千葉県,習志野市,東習志野,７-５－２

２７５-８５３３ 天龍 (株),千葉県,習志野市,芝園,２-１－１６

２７５-８５１１ 東邦大学付属東邦中学校・高等学校,千葉県,習志野市,泉町,２-１－３７

２７５-８６６６ 習志野市企業局,千葉県,習志野市,藤崎,１－１－１３

２７５-８６０１ 習志野市役所,千葉県,習志野市,鷺沼,２-１番１号

２７５-８５７５ 日本大学 生産工学部,千葉県,習志野市,泉町,１-２－１

２７５-８５７６ 日本大学 生産工学部 実籾校舎,千葉県,習志野市,新栄,２-１１－１

２７７-８５７１ アマゾンジャパン ＶＪＮＡ,千葉県,柏市,藤ケ谷,１８２３

２７７-８５８６ 伊藤ハム (株) 東京工場,千葉県,柏市,根戸,１－３

２７７-８５７２ エディオン柏ＥＣ・ＴＣ第一,千葉県,柏市,新十余二,１３－１ＳＧ

２７７-８５７３ エディオン柏ＥＣ・ＴＣ第二,千葉県,柏市,新十余二,１３－１ＳＧ

２７７-８５５４ 柏警察署,千葉県,柏市,松ケ崎,７２２－１

２７７-８５５１ 柏厚生総合病院,千葉県,柏市,あけぼの,３-８－２０

２７７-８５０３ 柏市沼南庁舎,千葉県,柏市,大島田, 1-４８

２７７-８５０５ 柏市役所,千葉県,柏市,柏,５-１０－１

２７７-８５２２ 柏税務署,千葉県,柏市,あけぼの,２-１－３０

２７７-８５５０ 柏高島屋ステーションモール,千葉県,柏市,末広町,１－１

２７７-８５２１ (株) そごう 柏店,千葉県,柏市,柏,１-１－２１

２７７-８６６６ (株) 高島屋 柏店,千葉県,柏市,末広町,３－１６

２７７-８５３１ (株) ＤＮＰテクノフィルム,千葉県,柏市,十余二,赤坂台４０９

２７７-８５６５ (株) ＤＮＰテクノポリマー,千葉県,柏市,十余二,４０９

２７７-８５３３ (株) トクシキ,千葉県,柏市,新十余二,１０-１

２７７-８５１１ (株) バンダイお客様相談センター,千葉県,柏市,豊４季,２４１－２２

２７７-８５７９ (株) 日立物流首都圏ＭＦＬＰ倉庫,千葉県,柏市,青田新田飛地,字向割２５９－１

２７７-８５０１ (株) みずほ銀行 柏支店,千葉県,柏市,柏,２-２－３

２７７-８６８６ 学校法人 廣池学園,千葉県,柏市,光ケ丘,２-１－１

２７７-８５１９ ＫＯＩＬ ららぽーと柏の葉・北館,千葉県,柏市,若柴,１７８-４

２７７-８５２０ ＫＯＩＬパーク,千葉県,柏市,若柴,１７８-４

２７７-８６５４ 公益(財) モラロジー研究所,千葉県,柏市,光ケ丘,２-１－１

２７７-８５７７ 国立がんセンター東病院,千葉県,柏市,柏の葉,６-５－１

２７７-８５３９ 三協フロンテア (株),千葉県,柏市,新十余二,５

２７７-８５８８ サンケイリビング新聞社 東葛本部,千葉県,柏市,末広町,１４－１

２７７-８５０４ 財務省 税関研修所,千葉県,柏市,柏の葉,６-４－２

２７７-８６６１ 下総航空基地,千葉県,柏市,藤ケ谷,（柏郵便局私書箱第２８号）

２７７-８５５６ 昭和ゴム (株),千葉県,柏市,十余二,３４８

２７７-８５０７ 住友生命保険 相互会社 柏支社,千葉県,柏市,柏,２-５－７

２７７-８５１５ 大機エンジニアリング (株),千葉県,柏市,新十余二,１１

２７７-８５５８ 千葉県 柏県税事務所,千葉県,柏市,あけぼの,２-１－５

２７７-８５７０ 千葉県立 東葛飾高等学校,千葉県,柏市,旭町,３-２番１号

２７７-８５８２ 東京大学 宇宙線研究所,千葉県,柏市,柏の葉,５-１－５

２７７-８５６９ 東京大学 柏キャンパス 設備センター,千葉県,柏市,柏の葉,２００５/１/５

２７７-８５８９ 東京大学 柏地区第２総合研究棟,千葉県,柏市,柏の葉,５-１番５号

２７７-８５８４ 東京大学 柏図書館,千葉県,柏市,柏の葉,２００５/１/５

２７７-８５７４ 東京大学 生産技術研究所 千葉実験所,千葉県,柏市,柏の葉,２００５/１/５



２７７-８５６４ 東京大学 大気海洋研究所,千葉県,柏市,柏の葉,２００５/１/５

２７７-８５８１ 東京大学 物性研究所,千葉県,柏市,柏の葉,５-１－５

２７７-８５６１ 東京大学大学院 新領域創成科学研究科,千葉県,柏市,柏の葉,５-１番５号

２７７-８５８７ 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター,

２７７-８５８７ 千葉県,柏市,柏の葉,２００５/１/５

２７７-８５８５ 二松学舎大学,千葉県,柏市,大井,２５９０

２７７-８５５７ パウダーテック (株),千葉県,柏市,十余二,２１７

２７７-８６５５ 三井生命保険 (株) 事務センター,千葉県,柏市,東上町,８－１８

２７７-８５６６ 読売旅行 柏営業所,千葉県,柏市,末広町,５－１９第１２

２７７-８５１８ ららぽーと 柏の葉,千葉県,柏市,若柴,１７５

２９９-５２９２ 勝浦市役所,千葉県,勝浦市,新官,１３４３－１

２９９-５２９５ 国際武道大学,千葉県,勝浦市,新官,８４１

２９０-８５６６ 旭硝子 (株) 千葉工場,千葉県,市原市,五井海岸,１０

２９０-８５１０ 旭硝子エンジニアリング (株),千葉県,市原市,八幡海岸通,３８

２９０-８５０１ 市原市役所,千葉県,市原市,国分寺台中央,１-１－１

２９０-８５４０ ウエルシア薬局 (株) ネット事業部,千葉県,市原市,南国分寺台,４－１－１

２９０-８５５０ 宇部興産 (株) 千葉石油化学工場,千葉県,市原市,五井南海岸,８-１

２９０-８５７７ (株) ヒノックス,千葉県,市原市,五井中央西,１-２－２

２９０-８５６０ 協和発酵ケミカル (株) 千葉工場,千葉県,市原市,五井南海岸,１１の１

２９０-８５５８ コスモ石油 (株) 千葉製油所,千葉県,市原市,五井海岸,２

２９０-８５５１ ＪＮＣ石油化学 (株) 市原製造所,千葉県,市原市,五井海岸,５-の１

２９０-８５８５ ＤＩＣ (株) 千葉工場,千葉県,市原市,八幡海岸通,１２

２９０-８５８８ 電気化学工業 (株) 千葉工場,千葉県,市原市,五井南海岸,６

２９０-８５３０ 日本曹達 (株) 千葉工場,千葉県,市原市,五井南海岸,１２-８

２９０-８６１０ 不二サッシ (株) 千葉工場,千葉県,市原市,八幡海岸通,１３

２９０-８５１１ 富士電機システムズ (株) 千葉工場,千葉県,市原市,八幡海岸通,７

２９０-８５５５ 古河電気工業 (株) 千葉事業所,千葉県,市原市,八幡海岸通,６

２９０-８５０３ 丸善石油化学 (株) 千葉工場,千葉県,市原市,五井南海岸,３

２９０-８５３１ 三井造船 (株) 千葉事業所,千葉県,市原市,八幡海岸通,１-

２９０-８５８０ 宮地エンジニアリング (株),千葉県,市原市,八幡海岸通,３-

２９０-０１９２ 帝京平成短期大学,千葉県,市原市,ちはら台西,６-１９

２９０-０１９３ 帝京平成大学,千葉県,市原市,潤井戸,２２８９－２３

２９０-０１９４ ｕｎｉｍｏちはら台,千葉県,市原市,ちはら台西,３-４

２９９-０１９４ 出光エンジニアリング (株) 千葉事業所,千葉県,市原市,姉崎海岸,２-１

２９９-０１９２ 出光興産 (株) 千葉事業所,千葉県,市原市,姉崎海岸,２-１

２９９-０１９８ 出光千葉建設保全協力会センター,千葉県,市原市,姉崎海岸,１-３

２９９-０１９５ 住友化学工業 (株) 千葉工場,千葉県,市原市,姉崎海岸,５-１

２７０-０１９８ 江戸川学園（江戸川大学・江戸川短期大学・江戸川大学総合福祉専門学校）,

２７０-０１９８ 千葉県,流山市,駒木,４７４

２７０-０１９４ (株) タカラトミーグループ アフターサービスセンター,千葉県,流山市,野々下,１－３５５

２７０-０１９５ 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ,千葉県,流山市,西初石,六-１８５番２号

２７０-０１９２ 流山市役所,千葉県,流山市,平和台,１-１－１

２７０-０１９７ 楽天 (株) 楽天フルフィルメントセンター流山,千葉県,流山市,南,２６１-ＧＬＰ流山Ⅱ

２７６-８５２５ アマゾン 八千代ＦＣ 入庫係,千葉県,八千代市,上高野,２０３６

２７６-８５８０ 石井食品 (株) 八千代工場,千葉県,八千代市,吉橋,１８３５

２７６-８５２３ エドワーズ (株),千葉県,八千代市,吉橋,１０７８－１

２７６-８５２４ 東京女子医科大学附属 八千代医療センター,千葉県,八千代市,大和田新田,４７７－９６

２７６-８５２７ 丸二倉庫 (株） ＹＢＬ ＰＬＡＺＡ 新館,千葉県,八千代市,吉橋,１０９５番１－２階

２７６-８５２６ 三井食品 (株) イトーヨーカドー 八千代ＩＤＣ（ＴＣ）,

２７６-８５２６ 千葉県,八千代市,吉橋,字西内野１８２４－１

２７６-８５０１ 八千代市役所,千葉県,八千代市,大和田新田,３１２－５

２７０-１１９２ 我孫子市役所,千葉県,我孫子市,我孫子,１８５８

２７０-１１９４ (財) 電力中央研究所,千葉県,我孫子市,我孫子,１６４６

２７０-１１９６ 中央学院大学,千葉県,我孫子市,久寺家,４５１

２７０-１１９８ 日本電気 (株) 我孫子事業場,千葉県,我孫子市,日の出,１１３１

２９６-８６０２ 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院,千葉県,鴨川市,東町,９２９

２９６-８６０１ 鴨川市役所,千葉県,鴨川市,横渚,１４５０

２９６-０１９７ ヤスダファインテ (株),千葉県,鴨川市,北風原,９３８

２７３-０１９７ イオン 鎌ヶ谷店,千葉県,鎌ケ谷市,新鎌ケ谷,２００２/７/１

２７３-０１９５ 鎌ケ谷市役所,千葉県,鎌ケ谷市,新鎌ケ谷,２００２/６/１

２７３-０１９３ 茂野製麺,千葉県,鎌ケ谷市,南初富,６-２－１２

２７３-０１９２ 新京成電鉄 (株),千葉県,鎌ケ谷市,くぬぎ山,４-１－１２

２９９-１１９４ (株) 日鉄エレックス 君津支店,千葉県,君津市,人見,１４６２－２

２９９-１１９２ 君津市役所,千葉県,君津市,久保,２-１３－１

２９９-１１９５ 三島光産 (株) 鉄鋼事業本部,千葉県,君津市,人見,１２１２

２９３-８５１１ 日本製鉄 (株) 技術開発本部,千葉県,富津市,新富,１－２０

２９３-８５０６ 富津市役所,千葉県,富津市,下飯野,２４４３

２７９-８５０１ 浦安市役所,千葉県,浦安市,猫実,１-１－１

２７９-８５１７ (株) ミリアルリゾートホテルズ（オリエンタルランド内）,千葉県,浦安市,舞浜,１-１

２７９-８５２９ (株) イクスピアリ,千葉県,浦安市,舞浜,１－４

２７９-８６８６ (株) インシップ,千葉県,浦安市,高洲,２００２/４/１０

２７９-８５３２ (株) ＭＢＭ,千葉県,浦安市,美浜,１－９－２

２７９-８５３１ (株) ＭＢＭ,千葉県,浦安市,舞浜,１－１

２７９-８５１１ (株) オリエンタルランド,千葉県,浦安市,舞浜,１－１

２７９-８５８０ (株) オリエンタルランド,千葉県,浦安市,美浜,一-８番１号

２７９-８５１６ (株) オリエンタルランド・イノベーションズ,千葉県,浦安市,美浜,１－８－１Ｏ

２７９-８５２４ (株) グリーンアンドアーツ,千葉県,浦安市,舞浜,３５-１

２７９-８５８１ (株) グリーンアンドアーツ,千葉県,浦安市,美浜,一-８番１号

２７９-８５２６ (株) デザインファクトリー,千葉県,浦安市,舞浜, 1-３５

２７９-８５８３ (株) デザインファクトリー,千葉県,浦安市,美浜,一-８番１号

２７９-８５４１ (株) パルタック 東京支社,千葉県,浦安市,千鳥,１２－１５

２７９-８５２５ (株) フォトワークス,千葉県,浦安市,舞浜, 1-３５

２７９-８５８２ (株) フォトワークス,千葉県,浦安市,美浜,一-８番１号

２７９-８５８５ (株) ホテルオークラ東京ベイ,千葉県,浦安市,舞浜,１-８

２７９-８５２１ (株) 舞浜コーポレーション,千葉県,浦安市,舞浜,１-１

２７９-８５５３ (株) リーガルコーポレーション,千葉県,浦安市,日の出,２-１－８

２７９-８５６７ 学校法人 了徳寺大学,千葉県,浦安市,明海,２３

２７９-８６０１ サラリ工房 (株),千葉県,浦安市,今川,１－１１－３７



２７９-８５１８ シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京,千葉県,浦安市,舞浜,２-５０

２７９-８５２２ ディズニーアンバサダーホテル,千葉県,浦安市,舞浜,２-１１

２７９-８５５８ 東海大学付属 浦安高等学校,千葉県,浦安市,東野,２００３/１１/１

２７９-８５１９ 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ,千葉県,浦安市,舞浜,１-１３

２７９-８５０５ 東京ディズニーランドホテル,千葉県,浦安市,舞浜,１-２９

２７９-８５３０ 東京電力 (株) 市川浦安営業所,千葉県,浦安市,日の出,１

２７９-８５５５ 東レ (株) 第２本社,千葉県,浦安市,美浜,１-８－１

２７９-８５８８ 日本コープ共済生活協同組合連合会,千葉県,浦安市,入船,１-５－２

２７９-８５０３ パームテラスホテル,千葉県,浦安市,日の出,２００７/１/１

２７９-８５０２ ファウンテンテラスホテル,千葉県,浦安市,明海,２００７/１/１

２７９-８５５０ 明海大学,千葉県,浦安市,明海,８

２８４-８５５５ ４街道市役所,千葉県,４街道市,鹿渡,無-

２９９-０２９７ 旭化成ケミカルズ (株) 川崎製造所 千葉工場,千葉県,袖ケ浦市,中袖,５-１

２９９-０２９３ 出光興産 (株) 先進技術研究所,千葉県,袖ケ浦市,上泉,１２８０

２９９-０２９６ (株) 荏原製作所 袖ヶ浦事業所,千葉県,袖ケ浦市,中袖,１-２０

２９９-０２９８ 社会福祉法人 千葉県社会福祉事業団,千葉県,袖ケ浦市,蔵波, 1-０８

２９９-０２９５ 住友化学 (株) 千葉工場,千葉県,袖ケ浦市,北袖,９－１

２９９-０２９２ 袖ケ浦市役所,千葉県,袖ケ浦市,坂戸市場,１－１

２８９-１１９２ 八街市役所,千葉県,八街市,八街,ほ３５－２９

２７０-１３９５ (株） 竹中工務店 技術研究所,千葉県,印西市,大塚,１-５－１

２７０-１３８０ アマゾンジャパン ＴＰＦ７,千葉県,印西市,松崎台,２-４番

２７０-１３８９ アマゾンジャパン ＴＰＦ６,千葉県,印西市,松崎台,２-４番

２７０-１３９２ イオンモール 千葉ニュータウン,千葉県,印西市,中央北,３-２

２７０-１３８５ イオンリテール (株) イオン千葉ニュータウン店,千葉県,印西市,中央北,２００３/１/１

２７０-１３９６ 印西市役所,千葉県,印西市,大森,2-６４

２７０-１３８７ 印西地区消防組合,千葉県,印西市,牧の原,２-３

２７０-１３９８ ソフトバンクテレコム (株),千葉県,印西市,武西学園台,一-１番１号

２７０-１３８２ 日本通信紙 (株) 印西ＢＰＯセンター,千葉県,印西市,牧の台,２００２/１/７

２７０-１３８３ フコク生命 千葉ニュータウン本社,千葉県,印西市,大塚,２-１０-

２７０-１３９３ みずほ銀行,千葉県,印西市,大塚,１-６－１

２７０-１３８１ 三井住友海上火災保険 (株),千葉県,印西市,大塚,２-２－１

２７０-１６９３ 印西市役所 印旛支所,千葉県,印西市,美瀬,一-２５

２７０-１６９５ 順天堂大学,千葉県,印西市,平賀学園台,１-１

２７０-１６９４ 日本医科大学 千葉北総病院,千葉県,印西市,鎌苅,１７１５

２７０-２３９２ 印西市役所 本埜支所,千葉県,印西市,笠神,２５８７

２７０-２３９３ マブチモーター,千葉県,印西市,竜腹寺,２８０

２７０-１４９３ 社会保険大学校,千葉県,白井市,桜台,１-４

２７０-１４９２ 白井市役所,千葉県,白井市,復,１１２３

２７０-１４９６ 信組情報サービス (株）,千葉県,白井市,桜台,１-２

２７０-１４９５ フクダ電子 (株）,千葉県,白井市,中,３０５－１

２８６-０２９２ 富里市役所,千葉県,富里市,七栄,６５２－１

２９４-８７０１ 南房総市役所 三芳地域センター,千葉県,南房総市,谷向,１００

２９４-８７０１ 南房総市役所 三芳分庁舎,千葉県,南房総市,谷向,１００-

２９５-８６０１ 南房総市役所 朝夷行政センター,千葉県,南房総市,千倉町瀬戸,２２９６-６

２９５-８６０１ 南房総市役所 水道部,千葉県,南房総市,千倉町瀬戸,２２９６-６

２９５-０１９２ 南房総市役所 白浜地域センター,千葉県,南房総市,白浜町白浜,３４６７-１

２９９-２２９２ 南房総市役所 富山地域センター,千葉県,南房総市,久枝,３２７

２９９-２４９２ 南房総市役所,千葉県,南房総市,富浦町青木,２８

２９９-２５９２ 南房総市役所 丸山地域センター,千葉県,南房総市,岩糸,２４８９

２９９-２５９２ 南房総市役所 丸山分庁舎,千葉県,南房総市,岩糸,２４８９

２９９-２７９５ 千葉県立 安房拓心高等学校,千葉県,南房総市,和田町海発,１６０４

２９９-２７９２ 南房総市役所 和田地域センター,千葉県,南房総市,和田町仁我浦,２０６

２８９-２１９８ 匝瑳市役所,千葉県,匝瑳市,八日市場ハ,７９３-２

２８９-２１９２ 匝瑳市役所 野栄総合支所,千葉県,匝瑳市,今泉,６４７４

２８９-２１９７ タイヘイ (株),千葉県,匝瑳市,八日市場イ,２６１４

２８７-８５０１ 香取市役所,千葉県,香取市,佐原,ロ２１２７

２８７-８５１０ 国土交通省 利根川下流河川事務所,千葉県,香取市,佐原,イ４１４９

２８７-８６０１ 佐原信用金庫,千葉県,香取市,佐原,イ５２５

２８７-８５５５ 佐原税務署,千葉県,香取市,北,１-４－１

２８７-８５０３ 千葉県 香取県税事務所,千葉県,香取市,佐原,イ９２－１１

２８７-８５０２ 千葉県 香取地域振興事務所,千葉県,香取市,佐原,イ９２－１１

２８７-８５８５ 千葉社会保険事務局 佐原事務所,千葉県,香取市,佐原,ロ２１１６－１

２８９-０３９２ アタリヤ農園,千葉県,香取市,阿玉川,１１０３

２８９-０３９３ 香取市役所 小見川支所,千葉県,香取市,羽根川,３８

２８９-０４９２ 香取市役所 山田支所,千葉県,香取市,仁良,３００-１

２８９-１２９７ アルバックマテリアル (株),千葉県,山武市,横田,５１６

２８９-１２９８ 山武市 さんぶの森交流センター あららぎ館,千葉県,山武市,埴谷,１８８４－１

２８９-１３９２ 山武市役所,千葉県,山武市,殿台,２９６

２８９-１５９３ 山武市 松尾ＩＴ保健福祉センター,千葉県,山武市,松尾町五反田,３０１２

２８９-１５９４ 千葉県立 松尾高等学校,千葉県,山武市,松尾町大堤,５４６

２８９-１５９２ 富士フイルム富山化学 (株) 千葉工場,千葉県,山武市,松尾町下大蔵,４５３－１

２８９-１８９２ 山武市 蓮沼出張所,千葉県,山武市,蓮沼ハ,２３３-

２９８-８５０１ いすみ市役所,千葉県,いすみ市,大原, 1-００

２９９-４６９２ いすみ市役所 岬庁舎,千葉県,いすみ市,岬町長者,５４９

２８５-８５８６ (株) 広域高速ネット二九六,千葉県,印旛郡酒々井町,本佐倉,４１５－２

２８５-８５０９ 酒々井プレミアム・アウトレット,千葉県,印旛郡酒々井町,飯積,２００２/４/１

２８５-８５１０ 酒々井町役場,千葉県,印旛郡酒々井町,中央台,４-１１

２７０-１５９２ 栄町役場,千葉県,印旛郡栄町,安食台,１-２番

２８９-０２９２ 神崎町役場,千葉県,香取郡神崎町,神崎本宿,１６３

２８９-２２９２ 多古町役場,千葉県,香取郡多古町,多古,５８４

２８９-０６９２ 東庄町役場,千葉県,香取郡東庄町,笹川い,５７９－１

２８３-０１９５ 九十九里町役場,千葉県,山武郡九十九里町,片貝,４０９９

２８９-１６９２ 芝山町役場,千葉県,山武郡芝山町,小池,９９２

２８９-１６９３ 日本オーチス・エレベータ (株),千葉県,山武郡芝山町,小池, 1-００

２８９-１７９３ 横芝光町役場,千葉県,山武郡横芝光町,宮川,１１９０２

２９９-４３９２ ホテル一宮シーサイドオーツカ,千葉県,長生郡一宮町,一宮,１００００-

２９９-４３９６ 一宮町役場,千葉県,長生郡一宮町,一宮,２４５７

２９９-４４９３ 房総カントリークラブ,千葉県,長生郡睦沢町,妙楽寺,２３００



２９９-４４９２ 睦沢町役場,千葉県,長生郡睦沢町,下之郷,１６５０－１

２９９-４３９４ 長生村役場,千葉県,長生郡長生村,本郷,１－７７

２９９-４３９５ 双葉電子工業 (株),千葉県,長生郡長生村,薮塚,１０８０

２９９-４２９２ 白子町役場,千葉県,長生郡白子町,関,2-７４

２９７-０２９２ 大崎電気システムズ (株) 千葉工場,千葉県,長生郡長柄町,鴇谷,１６３

２９７-０２９８ 長柄町役場,千葉県,長生郡長柄町,桜谷,７１２

２９７-０１９７ アバイディングクラブ,千葉県,長生郡長南町,竹林,１０

２９７-０１９８ グレートアイランド倶楽部,千葉県,長生郡長南町,佐坪,１７８２

２９７-０１９４ ゴールデンクロスカントリークラブ,千葉県,長生郡長南町,市野々,５７５

２９７-０１９３ 長南カントリークラブ,千葉県,長生郡長南町,又富,８０４

２９７-０１９２ 長南町役場,千葉県,長生郡長南町,長南,２１１０

２９７-０１９５ トーヨーカントリークラブ,千葉県,長生郡長南町,市野々,６８５

２９７-０１９６ 南茂原カントリークラブ,千葉県,長生郡長南町,地引,７４２

２９８-０２９２ 大多喜町役場,千葉県,夷隅郡大多喜町,大多喜,９３

２９８-０２９７ 三育学院大学,千葉県,夷隅郡大多喜町,久我原,１５００

２９８-０２９６ サンファーム (株),千葉県,夷隅郡大多喜町,小土呂,２５５

２９８-０２９５ 平林物産 (株),千葉県,夷隅郡大多喜町,森宮,１３８

２９９-５１９２ 御宿町役場,千葉県,夷隅郡御宿町,須賀,１５２２

２９９-２１９２ 鋸南町役場,千葉県,安房郡鋸南町,下佐久間,３




