事業所名
株式会社丸井柏マルイ・モディ
株式会社髙島屋柏店
東神開発株式会社柏事業部
三協フロンテア株式会社
公益財団法人摘水軒記念文化振興財団
有限会社安建設
株式会社京北スーパー
ザ・クレストホテル柏
アール・ループ株式会社
柏駅前第一商業協同組合
柏市管工事協同組合
柏市金融団二水会
柏市商店会連合会
柏市食品衛生協会
工藤電機工業株式会社
株式会社島田
宗教法人長全寺
東葉ビル管理株式会社
パウダーテック株式会社
三井不動産株式会社開発企画部
株式会社イトーヨーカ堂柏店
オリエンタルモーター株式会社柏事業所
武田紙器株式会社
株式会社北辰
伊藤ハム株式会社東京工場
株式会社モリ・エンタープライズ
有限会社浅野書店
イオンモール柏店
有限会社石戸画材ビル
株式会社伊勢角
イチカワ株式会社柏工場
小倉建設株式会社

柏駅前通り商店街振興組合
一般社団法人柏市医師会
柏市観光協会
株式会社柏丸金会館
柏遊技場組合
柏ライオンズクラブ
柏ロータリークラブ
税理士法人 勝田事務所
株式会社加藤園緑化建設
株式会社キャラウェブ 柏分室
京葉ガス株式会社お客様サービス部東葛支社
株式会社ケー・アンド・アイ
株式会社国際情報ネット
株式会社柴田建設
商店街振興組合柏二番街商店会
常南通運株式会社
株式会社シンク・ラボラトリー
聖建工業有限会社・株式会社聖建不動産・株式会社聖建ファーム
特定医療法人聖峰会岡田病院
株式会社染谷園芸
千葉テレビ放送株式会社
中央ばね工業株式会社
千代田鉱砕株式会社
東京慈恵会医科大学附属柏病院
有限会社東葉産業
株式会社常盤ガーデン
株式会社トクシキ
ニッカウヰスキー株式会社柏工場
株式会社日宣
株式会社花園サービス
東日本電信電話株式会社東葛営業支店
東日本旅客鉄道株式会社柏駅
株式会社日立柏レイソル
株式会社藤井製作所
株式会社ミツワ堂
株式会社ヤスダ

田中園緑化土木株式会社
日進建設株式会社
青木建設株式会社
株式会社秋元印刷
アサヒビール株式会社千葉統括支社
株式会社アトックス技術開発センター
五十嵐段ボール株式会社
株式会社壱福
株式会社エール
柏エレベータ工業株式会社
一般社団法人柏建設業組合
柏産業懇話会
柏市工業団地協同組合
柏市場連絡協議会
柏中央ライオンズクラブ
柏西ロータリークラブ
柏東ロータリークラブ
柏南ロータリークラブ
株式会社片野測量設計
株式会社川和
株式会社斉藤英次商店
桜田建設株式会社
株式会社三喜
株式会社JTBコーポレートセールス法人営業柏支店
株式会社証券ジャパン柏支店
株式会社新生銀行柏支店
セレモニー天来
株式会社千成屋
株式会社創健
有限会社蒼和
大和証券株式会社柏支店
大和ハウス工業株式会社柏支社
株式会社東京企画
株式会社トウヨウ
株式会社中島屋
有限会社梅林堂
株式会社ハギワラ
株式会社柏翠
株式会社日立製作所ヘルスケア柏事業場
株式会社日立物流 東日本営業本部東関東営業部
広島建設株式会社
株式会社フーサワ
株式会社藤ヶ谷カントリー倶楽部
冨士電設工業株式会社
株式会社フッカクローム
株式会社ホンダカーズ柏

株式会社丸昭建材
株式会社ミナミ
山本産業株式会社
吉田不動産株式会社
株式会社吉野建材
株式会社若しば企画サービス
スターツピタットハウス株式会社
スターツアメニティ株式会社
有限会社翼照明
有限会社油屋
阿部スクリーン印刷株式会社
株式会社荒木工務店
株式会社市村商事（ホーリーツアーズ）
有限会社上野商事
大松澤 泰
株式会社大山清運
株式会社岡田工業所
岡本硝子株式会社
株式会社岡本設計企画
柏市民踊連盟
柏沼南ライオンズクラブ
柏電業会
一般社団法人柏法人会
慶和精工株式会社
有限会社光化工業所
株式会社コンパル
三心開発株式会社
株式会社ジェイコムイースト東関東局
有限会社スターズ
株式会社清光警備保障
有限会社生和工業
有限会社セキグチ肉店
関根豊税理士事務所
大和工業株式会社
株式会社髙野設備工業
髙野山企画
千葉県土地家屋調査士会東葛支部
つがる
有限会社恒松建材
テクノポリマー株式会社
宗教法人東海寺
有限会社ナカジマ
株式会社成島組
日本アレックス株式会社
日本珠算連盟柏支部
有限会社真砂 日本料理真砂家
有限会社野口煙火店
株式会社野口製作所
野村證券株式会社柏支店
株式会社浜島石材店
株式会社日暮興産 （セブンイレブン柏逆井店）
株式会社日立プラントコンストラクション柏事業所
有限会社ビッグハートテラジマ
有限会社グループ・トウェンティーワン（ビリーザキッド柏西口店、ビリーザキッド柏東口店）
医療法人深町病院
フジタ自動車
株式会社プチポワン

株式会社ブループロジェクト
株式会社マドモアゼルジョゼ（ラヴァーズ）
Mary’an Royce株式会社ｾﾝﾄﾛｲｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
株式会社雅電設
明治安田生命保険相互会社柏支社
株式会社モン・シェフ
湯山ワールド株式会社柏ヤングボウル
ヨシザワＬＡ株式会社
株式会社ライフコーポレーション
株式会社キョウシンマンパワー
有限会社くらや
ヤマモト模型
三協鉄鋼株式会社
リョートーファイン株式会社
株式会社アースフィールド
株式会社アーネス設備設計事務所
株式会社アームテック
アーユーボーワン レストラン
株式会社アールイーエム
株式会社アールズファクトリー
株式会社アイエスイナモト
アイ・エス・ロジスティクス株式会社
相川建設株式会社
株式会社愛幸メディカル
アイコー矢内
株式会社アイスバーグ
会田電業株式会社
ITS株式会社
ＩＴ経営LABO
アイネットエージェンシー株式会社柏店
アイリス・プランニング
株式会社ｱｲﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（保険ｸﾘﾆｯｸ柏店）
株式会社アインツリサーチ
株式会社Air
医療法人葵会千葉・柏リハビリテーション病院
青葉建設株式会社
有限会社赤池商店
有限会社赤かぶや
アキヨシ印刷工業株式会社
株式会社アクエスティ
株式会社アクタス（細田観光）
有限会社アグリサポートシステム
株式会社アグリプラス
株式会社浅野板金
株式会社アサヒ
あさひ経営
あさひ通り商店会
有限会社朝日塗工
旭屋
株式会社あしたのために
株式会社東商興
安達鉄工株式会社
株式会社アデカ
株式会社アドバンジェン
アニヴェルセル柏
アパマン管理サービス株式会社
株式会社アバント
株式会社アビー
株式会社アピエ

アブニール 柏店
阿部税理士事務所
アマノ株式会社柏支店
アミー駅前店
株式会社アミットテン
株式会社アラキ企画（ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ）
株式会社あらきだ動物病院
株式会社アル建装
有限会社アルコシステム
株式会社イー・エス・エージェンシー
いいえんじ合同会社
有限会社飯嶋庭園
イーストグローハウジング株式会社
有限会社飯田商店
株式会社井口商店
株式会社池嶋
池田測量設計株式会社
池田不動産鑑定株式会社
株式会社いこい
株式会社井坂商店
井坂税務会計事務所
有限会社イシイ
有限会社石井電化
株式会社イシエ
石川ファーム
株式会社イシダ
石田中小企業診断士事務所
有限会社石塚タイル
株式会社いしど画材
石戸公認会計士事務所
株式会社石浜建設
株式会社イシハラ
有限会社石和田建築事務所
泉商事株式会社
伊勢電気
磯丸水産柏東口店
伊丹 昭一
一級建築士事務所建創株式会社
イトウオートモビール株式会社
株式会社伊藤架設
有限会社伊藤商事
有限会社イハラ商会
イマゼン株式会社
今山住建株式会社
Imayama Holdings株式会社
ゐまる
入吉吉田工業株式会社
有限会社岩井製作所
株式会社岩田印刷
印刷のミツワ
株式会社インターアシスト
株式会社インテックス
株式会社インテリア計画
株式会社ウイング
有限会社上野鉄筋工業
宇田川株式会社ドクタードライブニュー柏店
株式会社宇田川電機
株式会社内山アドバンス柏工場
内山硝子株式会社柏営業所

株式会社梅田製作所
株式会社エイチ・アイ・シー
永和建設株式会社
株式会社ASK オートサービス柏
有限会社エクセレントゼミナール
株式会社エグチ
株式会社エコプランニング
有限会社エス・イー・シー
有限会社エスエーエス
株式会社エスエーケー
有限会社ＳＭＣエンジニアリング
SMBC日興証券株式会社柏支店
有限会社エスクライム
有限会社エスケイ商事（カフェプリプリ）
エステティックサロンクレア
株式会社エスビシネットワーク
医療法人エターナルウッド会森永胃腸科外科
合同会社EDGE HAUS
ＮＳＣ株式会社
株式会社エネサンス関東柏支店
有限会社榎本ビル
江原産業有限会社
特定非営利活動法人笑実里
株式会社エムアールティーエス
株式会社M＆M
株式会社MKA柏自動車教習所
有限会社エム・コンストラクション
有限会社エムズプランニング
株式会社エム・ビー・エス
エムビー商事有限会社 オリオン
エレガントスタッフ
株式会社遠藤製作所
有限会社及川工務店
老沼医院歯科
大川司法書士事務所
株式会社オーキッド
有限会社オースリー明和学院
大関久税理士事務所
太田建設株式会社
有限会社オートボディーセイワ
大村労務法制事務所
株式会社オガコムジャパン
小笠原土木建築設計事務所
岡田尚子税理士事務所
有限会社岡田屋
有限会社オカデン設備
株式会社岡野組
小川会計事務所
有限会社オギノ工芸
有限会社奥谷設備工業
お魚倶楽部はま
お料理なかき
開正測量株式会社
一般社団法人柏青色申告会
柏安全警備保障株式会社
有限会社柏駅通たばこ店
柏駅東口D街区第一地区市街地再開発組合
株式会社柏駅前ビル開発
柏駅前ビル管理組合

柏オークライオンズクラブ
柏眼科クリニック
柏管友会
柏銀座通り商店会
柏グリーンライオンズクラブ
柏公証役場
学校法人柏こばと学園
有限会社柏コピー
株式会社柏斎苑
柏サイエンスパーク連絡協議会
柏左官業組合
柏さくらライオンズクラブ
柏酒処 寿々喜
特定非営利活動法人柏市インフォメーション協会
一般社団法人柏歯科医師会
柏市建設業会
柏市再生資源事業協業組合
公益社団法人柏市シルバー人材センター
株式会社柏シティエステート
柏市廃棄物処理業協業組合
柏市文化連盟
一般財団法人柏市まちづくり公社
柏市薬業協同組合
柏食肉組合
柏市倫理法人会
有限会社柏清掃
柏製氷冷蔵株式会社
有限会社柏葬祭センター
柏創生ライオンズクラブ
柏染谷農場
柏地区タクシー運営委員会
柏中央ビル株式会社
柏長生館
柏塗装組合
一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター
有限会社柏廃材処理センター
有限会社柏ビーズ
柏ビル管理株式会社
学校法人柏不二学園さかいね幼稚園
柏物産株式会社
柏保育園（社会福祉法人柏光会）
柏法律事務所
有限会社柏保険センター
柏本町通り商店会
かしわ屋
柏薬業会・一般社団法人柏市薬剤師会
柏薬局
有限会社柏山正
有限会社柏山室 （Sapty Pepper's）
合同会社柏友愛（訪問看護ステーション柏陽だまり）
柏ユネスコ協会
柏ろうむサポート（社会保険労務士事務所）
株式会社カスミ フードスクエア柏千代田店
社会福祉法人かたくり会
株式会社KATOサフラン北柏店
株式会社カドヤ会計センター
金子公認会計士税理士事務所
有限会社金子畳店
株式会社かねたや家具店

狩野板金
有限会社神谷管工
有限会社亀山土木
かもめガス株式会社柏支店
株式会社カルチュアセンター山本
川島倉男税理士事務所
株式会社川秀
関西ペイント株式会社
有限会社神崎ビル
フォーシーズンズ進学学院
株式会社神田電気
KANDA株式会社（ふか川）
一般財団法人関東電気保安協会柏事業所
有限会社輝石
北原電材株式会社
株式会社木村ガラス
認定特定非営利活動法人キャリアデザイン研究所
株式会社キュアノス
共栄産業株式会社
協栄商店会
京駒
行政書士栗原事務所
共立設備株式会社
株式会社共立調査測量
有限会社共和建装
協和精工株式会社
有限会社協和緑地
キヨテツ工業株式会社
銀座メガネコンタクト 柏店
株式会社クオリティー
株式会社クオリティサービス
株式会社グッドエス
グラパックジャパン株式会社柏事業所
クラブ愛華
グリーンツーリスト株式会社
グリーンテック株式会社
栗屋総合法律事務所
有限会社黒田建設
くわじま動物クリニック
kumpu
株式会社ＫＩＴ
株式会社K－コンサルティング
医療法人蛍水会名戸ヶ谷病院
株式会社ケイディ企画
株式会社ケイハイ東葛支店
株式会社京葉広告社
京葉住設株式会社北部支社
桂林画廊
株式会社K・R・C
K-style.Japan株式会社
ケーズデンキ柏店・ケーズデンキ柏中央店
ケーパワーズ株式会社
ケーヨー興産株式会社
株式会社ケーヨーテクノ
医療法人健仁会手賀沼病院
株式会社KEN-LOCK
小池管工株式会社
有限会社小池塗装店
幸栄自動車鈑金塗装

医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉
宏信物産
光生住宅有限会社
広文堂金庫事務機株式会社増尾店
株式会社公友住機
向陽株式会社
コカ・コーライーストジャパン株式会社柏セールスセンター
小金毛織株式会社
国内調査測量株式会社
極楽湯柏店
株式会社小島製作所
コスメバース有限会社ビューテｨショップツルヤ
有限会社コタカ建築設計事務所
呼魂太鼓
後藤商店
株式会社後藤電設
株式会社小林海苔店
有限会社米の嶋村総本店
株式会社コモダエンジニアリング
株式会社こやなぎ
五郎商事株式会社
ｃｏｌｏｎｙ
有限会社コンパル（西口）
佐渡蔵柏店
彩産計画株式会社
西藤会計事務所
齋藤金属工芸
榮造園株式会社
株式会社The Kashiwa Tower Square
サクセス株式会社
有限会社佐久間商店
有限会社さくら企画
佐藤樹脂工業有限会社
サニー建設株式会社
有限会社サンクスプラニン
株式会社サンケイリビング新聞社東葛本部
三建ホーム株式会社
有限会社サンコウ健業
株式会社三光建設
株式会社サン商会
山設工業有限会社
Ｓａｍｆｏｒｔｅ株式会社
サンポー工業株式会社
三裕工業株式会社
株式会社三和総合工業
株式会社三和土建
株式会社シーエーエー
椎名建設株式会社
株式会社シービーエス
株式会社シーピーユー
ジーンフロンティア株式会社
JAちば東葛daichi
株式会社Ｊ・Ｔ・Ｆ
シェルブール
株式会社シティー東都
芝浦工業大学柏中学高等学校
芝園開発株式会社
シバタサポートサービス

有限会社渋谷建具店
司法書士浅野事務所
司法書士大山事務所
司法書士鈴木秀良事務所
株式会社島商
株式会社志水商店 柏支店
清水鍼灸院
株式会社清水メガネ
社会福祉法人ぶるーむ
有限会社ジャパンディスプレイセンター
株式会社ジャパンフードサービス
しゃぶしゃぶどん亭南柏店
紗瑠夢
シュピンドラー株式会社
宗教法人壽量院
純建資材株式会社
旬の味ひと憩
ショウコウ設備
有限会社匠舎助川
少名子耳鼻咽喉科
株式会社消防機材センター
庄や 柏西口店
昭和興業株式会社昭和セレモニー柏儀式殿
昭和興業株式会社柏セントラルホール
職業訓練法人柏地区共同職業訓練協会（柏工業専門校）
城山電機株式会社
新恵比屋旅館
新柏倉庫株式会社
有限会社新柏ホームサービス
寝具のオオツカ
寝具のまるも
株式会社真工業
株式会社伸光堂千葉柏中央販売（ASA柏中央）
有限会社新生工業
株式会社寝装の店アムール
有限会社薪炭
有限会社新富自販
有限会社シントミホーム
株式会社スカイデンキ
株式会社スカイプラザ柏
スカイプラザ柏東地区管理組合
株式会社助川工務店
寿司茶屋彦太 株式会社アーサ
鈴江陸運株式会社柏センター
スズキモータース株式会社
有限会社ステーション・ブレーン
ステーションほうむ有限会社秦森
有限会社ステップ
株式会社STEPs（セブンイレブン柏東上町店）
ステップホーム有限会社
スナック花梨
スナック古都
スナック香
住友生命保険相互会社柏常総支社
すみれ国際特許事務所
スンドゥブバル食堂ポジャンマチャ
株式会社清運社
精技金型株式会社
株式会社静北

税理士髙橋栄治事務所
セイワ歯科医院
有限会社誠和鉄筋
有限会社関川商店
株式会社瀬野溶接
株式会社ＳＥＰＴ
セブンイレブン柏光ヶ丘店
芹沢クリーニング
株式会社扇伸地質
セントマーガレットウェディング
有限会社葬儀のあっとほーむ
綜合警備保障株式会社柏支社
株式会社総合資格柏支店
株式会社綜合税経センター
有限会社双伸ゴルフセンター
相鉄フレッサイン千葉柏
株式会社蒼天
株式会社ソーケイ
蕎麦 一玄
そば処多賀家
有限会社ソメヤ
有限会社染谷タイヤ商会
染谷富子税理士事務所
株式会社ターゲットJIN
第一生命保険株式会社柏常総支社
株式会社ダイエックス柏支店
有限会社大謙興業
大衆割烹 岩亀
株式会社ダイシンクリア
大清建設興業株式会社
タイトーステーション柏株式会社タイトー
Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ ＳＨＡＮＴＹ
Dining Café AZITO（味人）
大洋プラスチック工業株式会社
髙田住男税理士事務所
有限会社髙橋勇秀鳶工業
髙松商事株式会社
有限会社タグチ電気工事
田口仁税理士事務所
株式会社TACT
株式会社タクミ
株式会社タクミハウス
武井設備工業有限会社
株式会社竹内設備
武田株式会社
有限会社竹やぶ
田代動物病院
有限会社タタク
田中歯科医院
有限会社タニツ工業所
たねや
たばこ屋もーり
株式会社チェリー（カラオケチェリー増尾店）
株式会社千田工務店
千葉機械工業株式会社
千葉県ヤクルト販売株式会社柏支社
千葉県理容生活衛生同業組合柏支部
ちば東葛農業協同組合柏こかぶ出張所
千葉とみい 柏千代田店

千葉美術予備校柏校
千葉窯業株式会社東葛営業所
医療法人社団千尋会しみず眼科
株式会社知味斎
CHINESE DINING心樹
有限会社中央開発
中華料理蘭
中国料理麗園
有限会社千代田観光
千代田商事株式会社
千代田造花株式会社
千代田東京工発株式会社
株式会社賃貸アドバンス
株式会社珍来
有限会社つくし薬局
つくし薬局
つくば建築設計事務所株式会社柏支店
辻田商事株式会社ホテルデルプラド
株式会社ツツミ柏店
有限会社坪井冷機サービス
有限会社ツリーエイト
デ・アイム柏
株式会社テイアイテイ
株式会社TR
株式会社ＤＮＰテクノパック
ディーケイ物流株式会社
手打ちそばみどり
株式会社テクノグローブ
株式会社テスコ
株式会社テラ・アソシエーション
株式会社寺島商店
医療法人天宣会
株式会社電通舎
株式会社東葛工業
株式会社東葛塗装センター
東葛トヨエース株式会社
東葛不動産支援株式会社
株式会社東葛毎日新聞社
東京海上日動火災保険株式会社柏支社
東京キリンビバレッジサービス株式会社柏営業所
株式会社東京ｸﾚｼﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ（ﾜｰﾙﾄﾞｶﾚﾝｼｰｼｮｯﾌﾟ柏店）
東京純薬工業株式会社
東積集成材工業株式会社
東武鉄道株式会社東武柏駅
有限会社東邦タクシー
東味株式会社
東葉警備保障株式会社
株式会社ＴＯＲ（柏レイソルＡ．Ａ．ＴＯＲ’８２サッカークラブ）
有限会社トーカイ
トーテツ株式会社
株式会社トーホーテクノス
株式会社トーヨー工芸工業
株式会社トキタ工務店
株式会社トキワ
株式会社常盤興産
特別養護老人ホームマザーズガーデン
ドコモショップ柏駅西口店
ドッグサロンしっぽパートナーズ。株式会社ｾﾝﾄﾛｲｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
株式会社トッケン

株式会社トッパン建装プロダクツ柏工場
ドトールコーヒーショップ スカイプラザ柏店
株式会社戸張屋商店
株式会社戸部畳店
有限会社富永工機
有限会社富夢想野
友光経営労務事務所
豊四季造園土木株式会社
有限会社豊四季ファーマシー
ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ Ｋ ＩＴＡＬＩＡＮＯ
とらのや
株式会社ドリーム
内藤石材通商
永岡建設工業株式会社
株式会社長崎屋ドン・キホーテ柏駅前店
有限会社中島建設工業
永田合同会計
株式会社永野
株式会社仲原建設
株式会社中山鉄工
なごみの米屋 柏光が丘店
有限会社NAS
ナノテック株式会社
ナノテックシュピンドラー株式会社
ナベプロセス株式会社東京支社
株式会社成商建設
南洲興業株式会社
有限会社南武興業
株式会社ニーズセンター
有限会社仁木設計
錦門株式会社
株式会社西口アサノ
株式会社NISHIHARA
学校法人二松学舎
株式会社ニチエイ・カーマックス
日栄商事株式会社
２３監理事務所
学校法人日通学園流通経済大学付属柏高等学校
株式会社日本エフピー総合企画
日本生命保険（相）柏常総支社
日本設備管理株式会社
日本ファイリング株式会社柏技術センター
日本郵便株式会社柏郵便局
日本料理かぎや
ニューシティープランニング株式会社
乳腺クリニック長瀬外科
株式会社ニューハリマ
νLab.(ニューラボ)
認定ＮＰＯ法人いもむし
NUIZA縫EMON
沼田豊範税理士事務所
ネイルサロンＥＩＭＹ
株式会社ネットワンシステム
有限会社根本産業
株式会社根本商事
根本商店
根本設備株式会社
学校法人野田鎌田学園 あずさ第一高等学校
野村不動産アーバンネット株式会社

有限会社のんぷろ
ハードオフ・オフハウス柏豊四季店
ハート柏迎賓館株式会社セレモ
株式会社ハーフ・センチュリー・モア（サンシティ柏）
有限会社パーラーナルシマ
パール歯科クリニック
有限会社ハイプリースト
柏栄塗装工業株式会社
柏新建材工業株式会社
株式会社柏稔商事みのりの湯柏健康センター
柏信不動産株式会社
株式会社柏塗
はくなん飲食店組合
株式会社柏南自動車教習所
株式会社ハクビ
株式会社ハクホウ
株式会社柏葉
株式会社柏洋
有限会社柏葉測量
株式会社はせがわ柏店
株式会社長谷川建設
株式会社八建
学校法人初穂学園ますお幼稚園
医療法人社団柏恒会宗ウィメンズクリニック
服部税理士事務所
花の井製菓
花の里
有限会社馬場自動車工業
パブホース
有限会社ハマジマ書店
株式会社ハマ商会
有限会社ハマダ
原澤園芸
有限会社原田電機商会
学校法人パリ総合美容専門学校
株式会社ＢＡＭＣassociates
ＢＸ鐵矢株式会社
株式会社ビーエム
株式会社ヒートテック
株式会社ビーバーニング
有限会社ヒガキオートサービス
東日本ドラム工業株式会社
日暮保巳税理士事務所
ピザーラ新柏店
樋田紙工株式会社
日立造船株式会社柏工場
株式会社日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ東関東支社千葉支店柏営業所
ピッツェリア マリノ
有限会社秀吉商事
日富美建築設計事務所
一二三堂薬局
株式会社ヒューマン･パワー･カンパニー
平川建設有限会社
有限会社平川事務所
ビル・マテリアルズ株式会社
学校法人廣池学園
有限会社廣木自動車整備工場
株式会社ファシル
ファミリーマート柏明原一丁目店

ファミリーマート柏大室店
フーサワ商事株式会社
株式会社フード市市（市々ラーメン柏西口店）
福井電機株式会社柏営業所
福山電設工業株式会社
富国石材株式会社
株式会社藤川商店
富士ゼロックス千葉株式会社柏事業所
有限会社冨士見軒
有限会社藤木工
富泉旭連舞踊教室
株式会社二葉科学
双葉企画株式会社
ブティック紗瑠夢
有限会社船橋測量設計
ぶらい庵（有限会社ブライアン）
株式会社プラスワン
有限会社プラナ
有限会社フラワーデザイン三侊
フランス菓子ルメール
有限会社ふるさと五兵衛
有限会社古里設計一級建築士事務所
有限会社フルタ（西洋菓子処樹杏）
BRAVE柏東口店株式会社トップライド
フレッシュフードにしわき
フローラ薬局
株式会社フロリストイリエ
フロンテア流通株式会社環境事業部
ヘアワークス ヨシロウ
株式会社平成商事
平和電機株式会社
ベジフルニワ
株式会社ヘスボンジャパン
ベル・エンジニアリング株式会社
株式会社ベルキャンバス千葉
株式会社ベルテックジャパン
株式会社勉強堂
有限会社保志巧営
株式会社星広告
有限会社細田ビル
株式会社穂高賃貸センター
株式会社ボックス ウッド
bottega柏店
有限会社程田電気商会
堀江産業株式会社
有限会社堀口モータース
堀部テクノ株式会社
ホルモンダイニングホル正
毎日新聞おぎそ販売株式会社
有限会社前田建築設計事務所
Mag Star Music
正木建設興業株式会社
マジカライツスタジオ株式会社
有限会社増尾ゴルフ
有限会社マスダ石油
桝田倉庫株式会社
有限会社満寿文
株式会社マタハリー（ＰＩＡ柏）
有限会社松崎のカバン

マツモトキヨシ ピアシティ柏中新宿店
真鍋みさ子税理士事務所
Marche’ BATON
丸十システム有限会社
株式会社丸庄運輸
株式会社丸昭開発工事
マルシン工業株式会社
マルタカ金物株式会社
マルタ秀建建設株式会社
有限会社マルトク
有限会社マルハン
丸広工業株式会社
万星食品株式会社柏店
株式会社万代
株式会社マンダリンモア（中国料理文菜華）
萬味商事株式会社
有限会社味覚
三上水産株式会社柏営業所
株式会社三上造園
三国産業商会有限会社
認定こども園みくに学園
三鈴機工
有限会社ミスズ（味すゞ亭和香）
株式会社みずほ銀行柏支店
みずほ証券株式会社柏支店
三井住友海上火災保険株式会社千葉北支店柏第一支社
三井住友信託銀行株式会社柏支店
三井生命保険株式会社柏支社
三井不動産商業マネジメント株式会社ららぽーと柏の葉オペレーションセンター
三井ガーデンホテル柏の葉
三井ホーム株式会社柏支店
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社柏支店
水戸証券株式会社柏支店
（社福）緑の会
箕輪税理士事務所
有限会社美晴
株式会社宮城建設
ミヤタ
宮本不動産株式会社
有限会社ミヨシフラワー
美好屋高田株式会社
有限会社ミレー
むとう工務店
村上整骨院
明月苑
有限会社明光
株式会社メカ
メンテナンスアリヤル
有限会社もがみ
最上紙工株式会社
モダンタイムス
株式会社モニタリングサービス
MOMO'MU
公益財団法人モラロジー研究所
森田ゴム工業
株式会社森電気工業所
もんじゃ三つ星
モンテローザ
矢口製菓株式会社

有限会社谷中工業
株式会社矢羽根製作所
有限会社ヤブキ
薮崎設備工業株式会社
山石工業株式会社
株式会社山一ホーム
山田歯科クリニック
有限会社やまと米菓
株式会社ヤマトメタル
株式会社山本工業
株式会社山本電機
株式会社山森ホンダ ホンダドリーム柏
株式会社やわた苑
湯浅起業有限会社
医療法人社団雄元会 東洋眼科・胃腸内科・外科
株式会社侑成
株式会社ゆうちょ銀行柏店
有限会社ゆうでん
優和電設工業株式会社
ユナイト株式会社柏営業所
有限会社ユニティ・Ｇ
株式会社ユニホームサービス
湯山建設株式会社
学校法人百合園学園百合園幼稚園
有限会社横丁軒(ﾗｰﾒﾝSHIN)
有限会社吉木刺繍
有限会社ヨシザワ
公益財団法人吉田記念テニス研修センター
吉田建材株式会社柏営業所
ヨシダ塗研株式会社
吉村屋寝具店
株式会社ラーク電器
株式会社ライフ・エージェント
ライフエンタープライズ株式会社（ハーブランド薬局）
株式会社ライフテック
有限会社ラックス
RadMusicSchool
株式会社ラルゴ
有限会社ラン・コーポレーション
ランド・クリエーション株式会社
ランドマスター有限会社
株式会社ゲンキの平和堂
LITALICOワークス柏
liberte
宗教法人龍光院
理容ヨシダ
有限会社菱和自工
株式会社緑建
株式会社ルーティア
株式会社ルシェーヌ化粧品
株式会社ルミテック
レストランいざき
レストラン千代田
レストランル・クープル
株式会社レントオール東葛
株式会社ロータリーギフト柏店
ワークショップスズキ
株式会社ワールドアセットパートナーズ
わかしば治療院

我妻設備設計事務所
有限会社和幸興産
有限会社和光商事
和彩日和一石
渡辺会計事務所
株式会社渡辺電気工業
渡部工業合同会社
ワタベ塗工株式会社
アセットインベントリー株式会社
株式会社アセットオール
有限会社柏第一ホテル鮨芳
公文式かしわ北教室
チャリズ倶楽部

（金額順・アイウエオ順）

