
+ パーク内 企業名 所在地 業種

1 アイデザインファクトリー㈱ 木更津市港南台5-11-9 ホームページ作成

2 アクアテック株式会社 木更津市太田4-20-17 情報通信

3 朝日商会 袖ケ浦市長浦駅前7-2-8 農業・陶芸

4 旭精工㈱ 君津市坂田1268-1 機械製造販売

5 ㈱アスク 木更津市大和1-4-6木更津大和ビル3階 情報サイト運営

6 医農野菜の会 君津市上554 野菜生産

7 ㈱ウェブキッド 千葉市稲毛区稲毛東3-16-16ＩＳビル301 ウエブ関連

8 ㈱NTT東日本南関東木更津営業支店 木更津市新田3-1-9 情報通信

9 ＦＶジャパン株式会社 木更津市貝渕4-11-13 自動販売機

10 エムズ・プロジェクト㈲ 木更津市木更津2-10-18 中古車販売

11 有限会社長田 木更津市八幡台1-3-7 産廃処理

12 オフィスミズキング 木更津市岩根1-2-24 写真業

13 ● 株式会社かずさアカデミアパーク 木更津市かずさ鎌足2-3-9 宿泊業

14 かずさエフエム㈱ 木更津市富士見1-2-1-2階 ＦＭラジオ局

15 ㈱かずさクリーンシステム 木更津市新港17-2 廃棄物処理

16 ㈱上総財産クリニック 木更津市請西1-5-15　３階 投資信託

17 かずさファシリテイサービス(株) 木更津市かずさ鎌足2-3-9 ビルメンテナンス業

18 ㈲亀山温泉ホテル 君津市豊田65 温泉旅館

19
(一社）木更津市観光協会ＤＭＯ推進事業
部

木更津市富士見1-2-1アクア木更津Ｂ館1階 観光協会

20
木更津市富来田商工会 木更津市茅野537 支援機関

21
木更津商工会議所 木更津市潮浜1-17-59 支援機関

22 木更津総合卸商業団地協同組合 木更津市潮浜1-17-2 協同組合

23 木更津木材株式会社 木更津市木材港５番地 木材業・不動産

24 木更津ワシントンホテル 木更津市大和1-2-1 宿泊業

25 君津市役所 君津市久保2-13-1 行政

26
君津商工会議所 支援機関

27 君津信用組合 木更津市潮見3-3 金融機関

28 株式会社キミツ鉄構建設 木更津市中央1-5-9 総合建設業

29
共栄海運株式会社 木更津市潮見3-14-1 石油卸売業

30 ● ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ 木更津市かずさ鎌足2-5-9 バイオ燃料開発

31 ㈱京葉銀行　法人営業部 千葉市中央区千葉港5-45 金融機関

32
関東財務局　千葉財務事務所 財務事務所

33 株式会社さわや 木更津市木更津2-4-7 菓子製造

34 三愛プラント工業㈱ 木更津市かずさ鎌足1-7-3 金属表面処理

35 産機エンジニアリング㈱ 君津市人見1421-5 機械設計

36 ㈱サンセルモ 木更津市富士見3-1-1 結婚式場

37 ㈱シュルード設計 京都市伏見区西大手町313-8 機械設計

38 スマートソーラー㈱ 木更津市かずさ鎌足3-9-1 太陽光発電

39 整体院ベストバランス 君津市杢師1-11-25 整体院

40
袖ケ浦市商工会 袖ケ浦市福王台3-1-3 支援機関

41 袖ケ浦市役所 袖ケ浦市坂戸市場1-1 行政

42 第一生命 君津市君津台2-7-10 生命保険

43 ●
第三化成かずさパリレンコーテイングセン
ター

木更津市かずさ鎌足2-1-4 製造業

44 ㈱大電テクニカ木更津営業所 木更津市下郡1281-1 通信工事

45 館山信用金庫木更津支店 木更津市東太田2-17-9 金融機関

46 タマホーム 木更津市東中央2-10-15 不動産仲介

47 千葉オイレッシュ㈱ 君津市笹1249-3 再生油製造販売

48
千葉県商工労働部産業振興課 千葉市中央区市場町1-1 行政

49
千葉県商工労働部企業立地課 千葉市中央区市場町1-1 行政

50 千葉県発明協会 千葉市稲毛区天台6-13-1 支援機関

51 千葉信用金庫 千葉市中央区中央2-4-1 金融機関

52 千葉信用金庫 木更津市大和2-3-1 金融機関

53 ㈱チューン 君津市八重原172-179 情報関連

54 有限会社妻元商店 鴨川市浜荻430-1 廃棄物処理業

55 ● テクノゲートウェイ株式会社 木更津市八幡台4-4-7 化学関連製品開発

56 手作りジャム工房ＩＰＰＯ 君津市西原606-6 食料品製造販売

57 ㈱東京機械製作所かずさテクノセンター 木更津市かずさ鎌足1-6 印刷機械製造販売

58 東都総合保険㈱ 木更津市太田2-13-5　一角ビル202 保険取扱い（生保・損保）

59 中国料理東洋 木更津市太田4-14-1 飲食店

60 長浦設備㈱ 袖ケ浦市蔵波112 水道工事

61 株式会社日本政策金融公庫 千葉市中央区新町1000 金融機関

62 ㈱梅月庭 木更津市清見台東2-5-28 菓子製造

63 ● 八天堂きさらづ 木更津市かずさ鎌足2-2-22 パン製造

64 有限会社光精工 富津市千種新田166 金属加工

65 ㈱Ｖｉｖｉｄ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ 君津市外箕輪3-13-1 情報サイト運営

66 ヒラノ商事株式会社 木更津市潮浜1-17-106 自動販売機

67
平野養豚場 木更津市上望陀330 養豚業

68 (有)福田水道 君津市外箕輪4-28-10 水道工事

69
富津市商工会 富津市青木1573-1 支援機関

70 株式会社プラス 木更津市文京3-1-50 不動産業

71
有限会社ベアーズ 木更津市中里590 酒類製造販売

72 独立行政法人ポリテクセンター君津 君津市坂田428 公共職業訓練

73 薬局スミレ富津店 富津市大堀2122-2 薬局

74 株式会社陽気 袖ケ浦市蔵波245-5 神経治療院

75 ヨガスタジオヴィシュタ 木更津市東太田4-20-52 ヨガスタジオ

76 吉村ファインアート㈱ 木更津市太田4-15-13 美術品売買

77 リコージャパン株式会社 木更津市中央2-4-14　６階 ＯＡ機器販売

78 リラクゼーションサロンほりぐら 木更津市祇園1-26-16-102 整体

79 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル 木更津市太田2-2-1 宿泊業

80 六幸電気工業㈱ 木更津市請西南5-25-18 電気工事

81 ワークスモバイルジャパン株式会社 渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング１１階 情報通信

82 ㈱ワンズディー 館山市国分911-1 人材支援

　　第9回　かずさビジネスマッチング交流会　参加予定企業　2月12日現在　　


