
+ パーク内 企業名 所在地 業種

1 ㈱アーク太陽不動産 木更津市 不動産業

2 ㈱ＩＳＮ 木更津市 エステサロン運営

3 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 木更津市 保険業

4 アイデザインファクトリー㈱ 木更津市
広告関連サービス業（ＨＰ作成・更新ほ
か）

5 アイ・マリッジコラム（同） 木更津市 結婚相談所

6 ㈱アヴァロン 木更津市 家事代行業

7 アクサ生命保険㈱ 木更津市 生命保険・商工会議所共済引受

8 アサヒ飲料㈱ 東京都 飲料販売業

9 アトムケア㈱ 木更津市 サービス業

10 ＡｒｉHａ　ｃａｆｅ 木更津市 飲食・介護

11 ㈱イーエーディワークス 木更津市 システム開発（ＩｏＴ関連）

12 ㈲飯塚自動車工業 木更津市 自動車整備業

13 ㈱石川商事 木更津市 建設資材販売

14 ㈱岩井工機 富津市 製造業（精密金属加工）

15 （特非）ウェルビーイング 木更津市 介護

16 ㈱ＮＴＴ東日本　南関東木更津営業支店 木更津市 情報通信

17 大江戸温泉物語　君津の森 君津市 温浴施設

18 ㈲長田 木更津市 運送業

19 オフィス　ミズキング 木更津市 撮影業

20 ● ㈱かずさアカデミアパーク 木更津市 サービス業

21 かずさエフエム㈱ 木更津市 放送業

22 ● かずさファシリティサービス㈱ 木更津市 ビルメンテ

23 農業組合法人　上望陀 木更津市 米加工販売

24 ㈲亀山温泉ホテル 君津市 宿泊業

25 KARADA専家　恵びす 富津市 整体・エステ・健康食品

26 ㈱木更津企業管理センター 木更津市 サービス業

27 木更津総合卸商業団地（協） 木更津市 事業協同組合

28 ㈱木更津相続サポートセンター 木更津市 相続手続

29 ㈱木更津ビューホテル 木更津市 宿泊業

30 君津信用組合 木更津市 金融業

31 共栄海運㈱ 木更津市 石油卸売業

32 ㈱協立工業 君津市 管工事業

33 ㈱グッドライフ 君津市 保険代理店

34 ㈲蔵屋商産 木更津市 保険代理店

35 ㈱クリハラ 君津市 製造業

36 産機エンジニアリング㈱ 君津市 サービス業

37 ㈱サンセルモ　エルシオン木更津 木更津市 結婚式場

38 ㈱写楽館 木更津市 写真館

39 ㈱十全社 君津市 葬祭業

40 新日鐵住金㈱ 君津市 鉄鋼業

41 ㈲親和商店 君津市 卸売業

42 ㈱すず陶 木更津市 卸売業

43 ステップビズ合同会社 木更津市 経営コンサルテイング

44 ● スマートソーラー㈱ 木更津市 製造業

45 税理士渡辺事務所 木更津市 税理士

46 バウムクーヘン専門店せんねんの木 木更津市 菓子製造業

47 ㈱大電テクニカ 木更津市 通信業

48 ㈲竹内商店 木更津市 プリント加工

49 ㈲タリア商事 君津市 不動産業
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50 ㈱チェーン 木更津市 ＩＴ関係

51 千葉オイレッシュ㈱ 君津市 製造業

52 千葉県森林整備協会 木更津市 木材業

53 千葉興業銀行　木更津支店 木更津市 金融業

54 千葉信用金庫　地域推進部 木更津市 金融業

55 千葉信用金庫　木更津支店 木更津市 金融業

56 千葉信用金庫　岩根支店 木更津市 金融機関

57 千葉信用金庫　君津支店 君津市 金融機関

58 千葉信用金庫　清見台支店 木更津市 金融機関

59 千葉信用金庫　袖ケ浦支店 木更津市 金融機関

60 千葉信用金庫　中央支店 木更津市 金融機関

61 千葉信用金庫　長浦支店 木更津市 金融機関

62 千葉信用金庫　富津支店 木更津市 金融機関

63 千葉信用金庫南エリア 木更津市 金融機関

64 ㈱中央板金 木更津市 自動車修理

65 ㈱ティ・エス・シー 木更津市 木材業

66 テクノゲートウェイ㈱ 木更津市 製造業

67 伝話塾 木更津市 サービス業

68 ● ㈱東京機械製作所かずさテクノセンター 木更津市 製造業（印刷機械製造・販売）

69 東都総合保険㈱ 木更津市 保険業

70 ㈲トップシステム 袖ケ浦市 卸売業

71 ㈱富田屋商店 木更津市 日用品卸売業

72 ㈲豊田 木更津市 木材業

73 ㈱トルー 木更津市 飲食業（コーヒーレストラン）

74 ㈱ナンシ－ 木更津市 広告業

75 日東交通㈱ 木更津市 旅客運送業

76 日本政策金融公庫　千葉支店 千葉市 金融機関

77 ● 社会福祉法人かずさ萬燈会　八天堂きさらづ 木更津市 食品製造

78 ㈲光精工 富津市 製造業（精密金属加工）

79 ㈱日立システムズ 千葉市 システム関連

80 ヒラノ商事㈱ 木更津市 自動販売機設置・管理

81 福永コンサルティングオフィス 君津市 経営コンサルティング

82 富士無線機材（株） 夷隅郡 プラスチック成形

83 ㈱フジレイ 木更津市 冷凍・冷蔵倉庫業

84 二瀬窯業㈱ 東京都 製造業（モルタル関連）

85 ㈲仏壇の松本 木更津市 宗教関連小売業

86 ㈱プラス 木更津市 不動産業

87 ㈲北稜建設 木更津市 建設業

88 ホテル千成 君津市 宿泊業

89 （独法）ポリテクセンター君津 君津市 職業訓練機関

90 ㈲マサキ印刷 木更津市 印刷業

91 マニュライフ生命保険㈱ 木更津市 保険業

92 ㈱丸二建設 木更津市 木材業

93 ㈲無限測量設計 袖ケ浦市 測量業

94 名王丸商事㈱ 木更津市 高圧ガス販売

95 ㈲モトヨシフォトスタジオ 木更津市 写真館

96 森田教育福祉コンサルタント事務所 木更津市 人材コンサルタント

97 ㈲やまみ介護サービス 木更津市 介護

98 ＹＯＵＪＵ 木更津市 省エネ・医療コンサル

99 ㈱リスクソリューション 木更津市 保険代理店

100 龍宮城スパホテル三日月 木更津市 宿泊業

101 ロジネクスト東京㈱市原支店 市原市 製造業（輸送機器関連）

102 六幸電気工業㈱ 木更津市 電気工事業

103 ＷａＫａNａ（富津市観光大使） 富津市 ア-ティスト（サックスプレーヤー）

支援機関

1
木更津商工会議所　 木更津市

2
木更津市役所 木更津市

3
君津商工会議所 君津市

4
君津市役所 君津市

5
千葉県商工労働部 千葉県

6
袖ケ浦市商工会 袖ケ浦市

7
袖ケ浦市役所 袖ケ浦市

8
富津市商工会 富津市

9
千葉県産業振興センター 千葉県


