
事 業 所 名 電  話 業  種 

株式会社秋元印刷 7167-2316 印刷業 

アジア居酒屋王虎 7176-7729 飲食店（居酒屋） 

泉商事株式会社 7163-3035 不動産業・レンタル業 

柏市旅館業組合 7167-3783 団体 

柏美容組合 7163-8841 団体 

有限会社柏ビーズ 7143-4181 ビーズ工芸品製造 

株式会社柏丸金会館 7144-8131 サービズ・娯楽業 

株式会社国際情報ネット 7163-3311 情報通信業 

株式会社清光警備保障 7166-0006 警備業 

株式会社セレモ ハート柏迎賓館 7163-1111 多目的宴会施設 

大恵産業株式会社 7167-4750 不動産仲介業 

株式会社髙島屋柏店 7144-1111 百貨店 

フランス菓子ルメール 7144-8117 洋菓子製造販売 

ウチめし柏実行委員会 7167-4147 団体 

富澤会計事務所 7164-2171 税理士事務所 

柏ビル管理株式会社 7163-5701 ビルメンテナンス業 

ＩＴＳ株式会社 7167-4532 電気機器具卸売業 

アクティオ株式会社/アミュゼ柏 7164-4552 サービス業 

五十嵐段ボール株式会社 7145-4185 段ボール製造業 

株式会社いこい 7163-5809 飲食店（居酒屋） 

有限会社石戸画材ビル 7167-6417 画材小売業 

https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-DYbqCQdtEQfs.html
https://gourmet.suntory.co.jp/shop/0471711122/
http://www.kashiwa-izumi.co.jp/
http://kashiwabiyou.com/
https://kashiwabeads.co.jp/
https://www.marukin-net.com/
https://www.kjn-c.co.jp/
http://seikou-sp.co.jp/
https://heart-kashiwa-geihinkan.jp/
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/index.html
https://www.b-mall.ne.jp/t/1613/129716/
https://delivery.uchimeshi-kashiwa.com/
http://www.kashiwa-birukanri.co.jp/
https://www.its-g.co.jp/
http://amuserkashiwa.jp/
https://www.danbo-ru.com/
http://www.akinai.ne.jp/~ikoi/kashiwa.html
https://ishidogazai.net/


事 業 所 名 電  話 業  種 

株式会社石浜建設 7163-8111 建築業（一般土木塗装） 

株式会社伊勢角 7163-3331 食品小売業 

株式会社大山清運 7131-7000 浄化槽保守点検清掃 

オリエンタルモーター株式会社柏事業所 7143-0521 電子部品・デバイス製造業 

柏喫茶組合 7171-1122 団体 

柏市商店会連合会 7163-7421 事業連合会 

柏製氷冷蔵株式会社 7143-0077 製氷卸売業 

有限会社柏第一ホテル鮨芳 7162-1111 宿泊業（ホテル） 

歌舞伎舞踊出張イベント亀鶴屋 7163-4058 和 イベント・プロデュース 

グランパークホテル ザ・ルクソー南柏 03-6632-3001 宿泊業（ホテル） 

株式会社京北スーパー 7165-7221 小売業（スーパーマーケット） 

京葉瓦斯株式会社東葛支社 7164-3717 ガス事業 

株式会社京葉広告社 7166-4411 広告業・デザイン業 

向陽株式会社 7164-0807 不動産賃貸管理業 

小林大彦 7105-3328 画家（油絵） 

有限会社米の嶋村総本店 7145-7236 米穀販売 

有限会社コンパル西口店 7145-2378 飲食店（喫茶店） 

株式会社コンパル東口店 7167-3038 飲食店（喫茶店） 

株式会社彩食幸時 きわた 7100-0120 飲食店（和食） 

有限会社佐久間商店 7164-1616 酒類小売業 

ザ・クレストホテル柏 7146-1111 宿泊業（ホテル） 

http://www.ishihama.jp/
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-EYbqCQdtEWdz.html
https://www.orientalmotor.co.jp/
http://www.kashiwa-shouren.jp/
http://www.kdh-sushiyoshi.com/
https://www.japan-kikakuya.jp/
https://grandpark-lx.jp/minamikashiwa/
https://www.keihokusuper.co.jp/
https://www.keiyogas.co.jp/customer/center/?anchor=a3
https://keiyo.net/
https://www.kowyo.co.jp/kaisyagaiyou/company.html
https://www.b-mall.ne.jp/t/1613/168102/
https://www.look4.jp/shopping/shop1_shimamura-k.html
https://gets400.gorp.jp/
https://kiwata.gorp.jp/
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQdtEXft.html
https://www.cresthotel.co.jp/kashiwa/
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株式会社島田 7167-2053 宿泊業（ホテル）兼 飲食業 

常南通運株式会社 7143-6401 貨物運送業 

株式会社静北 7167-1531 とび・土木工事業 

相鉄フレッサイン千葉柏 7165-0203 宿泊業（ホテル） 

大樹生命保険株式会社柏支社 7164-7153 保険 

髙野山企画 7167-3110 不動産業 

株式会社 TACT 7100-1959 飲食店（ＢＡＲ） 

武井設備工業有限会社 7174-2913 管工事業 

株式会社千葉銀行柏支店 7167-0111 銀行 

株式会社千葉興業銀行柏支店 7167-4101 銀行 

千代田鉱砕株式会社 7192-2150 産業廃棄物処理業 

公益財団法人摘水軒記念文化振興財団 7167-6153 財団法人 

東葛エナジーパートナー株式会社 0120-023-565 電気通信サービス 

東葉ビル管理株式会社 7163-0001 ビルメンテナンス業 

永岡建設工業株式会社 7145-3121 建築一式工事業 

日進建設株式会社 7144-0017 土木工事業 

日本料理かぎや 7168-7169 飲食店（和食） 

株式会社ニューハリマ 7143-4106 飲食店（たい焼き） 

株式会社根本商事 7144-4141 燃料販売 

株式会社柏翠 7167-2015 不動産管理業 

有限会社柏隆 7167-0001 小売業 

https://www.shimada-inc.jp/?page_id=2
http://www.jyounan.co.jp/
http://seihoku-pomp.co.jp/
https://fresa-inn.jp/kashiwa/
https://www.taiju-life.co.jp/
http://www.tact-kashiwa.com/tact/index.html
https://sasp.mapion.co.jp/b/chibabank/info/0008/
https://as.chizumaru.com/chibakogyo/detailMap?account=chibakogyo&accmd=1&bid=C-220
http://www.cwk.co.jp/
http://www.tekisuiken.or.jp/
https://www.tokatsuep.co.jp/
https://www.toyo24.co.jp/
https://www.kensetumap.com/company/149133/
http://www.kagiya.in/
https://www.look4.jp/gourmet/shop1_g01108.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-DYbqCQdtFQdt.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-CYbqCQdtGRiv.html
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柏龍会  7163-7508 団体 

株式会社花園サービス 7132-6011 一般廃棄物処理業 

有限会社花ぶん 7167-3054 生花小売業 

株式会社濱島石材店 7167-2737 仏具墓石販売業 

有限会社はま田（しこん亭） 7164-8546 各種弁当販売業 

東日本電信電話株式会社東葛営業支店 7162-4650 電気通信業 

株式会社日立柏レイソル 7162-2201 スポーツサービス業 

株式会社藤川商店 7167-2034 不動産賃貸業 

冨士電設工業株式会社 7166-2361 電気工事業 

有限会社冨士見軒 7164-6700 飲食業 

株式会社プチポワン 7157-4131 ジュエリー小売業 

株式会社プラスワン 7108-5599 イベント企画運営請負業 

株式会社増谷恒産 7166-0638 駐車場業 

株式会社ミツワ堂 7166-7151 事務用品・IT 器機・オフィス家具販売業 

吉田不動産株式会社 7164-4071 不動産管理業 

有限会社赤池商店 7163-2940 日用雑貨・文具・小物玩具卸業 

株式会社ジェイコム千葉 東関東局 7195-8500 有線放送業 

有限会社森一電気商会 7167-2539 家庭用電気機器具小売業 

有限会社サンアイカーペット 7144-9616 家具・健具・畳小売業（ペルシャ絨毯） 

株式会社平成商事 7143-0004 不動産賃貸業 

グリーンテック株式会社 7148-4187 土木工事業 

https://www.eco-hanazono.com/
http://hanabunn.com/company.html
http://www.hamajimasekizai.co.jp/publics/index/3/
http://shikon-tei.com/
https://www.ntt-east.co.jp/
https://www.reysol.co.jp/
http://howdymall.sakura.ne.jp/begin/3/18.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-DYbqCQdtDVgx.html
http://www.petit-point.co.jp/shop.php?pid=1
http://plus0001.com/about
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-JYbqCQdtGUfs.html
http://www.mitsuwadou.co.jp/
https://www.yoshida-re.co.jp/
http://akaike-shouten.jp/
https://group-companies.jcom.co.jp/group/chiba/about.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-DYbqCQdtEZeu.html
https://www.sunaicarpet.co.jp/
http://heiseishouji.com/
https://green-tech.co.jp/
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有限会社ナカジマ 7166-0570 建築材料小売業 

朝倉塗装店株式会社 7144-4427 建築業（塗装・ペイント） 

オフィスワイ株式会社（よつば総合法律事務所） 7168-2300 法律事務所 

曹洞宗 戸張山 長全寺 04-7167-2420 寺院 

 

http://asakura-tosouten.com/
https://yotsubalegal.com/
https://www.chouzenji.jp/

