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あ 2016/4/25 秋山木材産業株式会社
http://www.aki
yamalumbers.c
o.jp/

〒275-0001 習志野市東習志野６－１６－３１ 足立博之 info-al★tiara.ocn.ne.jp
開発営業部課
長

047◆476-5521
木材・建材（コンクリート、鉄筋を除
く）・住宅設備機器・サッシなど建
設資材の販売

30 80
木材、合板、プラスターボード他、建設土木資
材の供給
千葉県産材を利用した床材、内装材の供給

あ 2016/5/27
社会福祉法人　あひるの会
あかね園

― 〒275-0024 習志野市　茜浜３－４－５ 松尾　公平 main★akaneen.com 施設長 047◆452-2715
障害福祉サービス
障害者に対する作業及び生活の
訓練

75 58

・図書館における蔵書管理補助業務（図書の装
備、返却資料の書架への返袈及び書架の整理
整頓業務等）
・公園の維持管理業務（雑草の除去、敷地内清
掃、砂場整備、遊具チェック等）
・諸室の清掃業務

い 2016/4/18 イ－エム電設株式会社 ― 〒275-0015 習志野市鷺沼台４－９－１ 小澤　淳 ozawa★em-densetsu.com 営業部　部長 047◆474-5680 一般電気工事業 10 11 一般電気工事

か 2016/4/25 株式会社開賀商店 ― 〒275-0001 習志野市東習志野６－１２－１９ 加瀬　知敏 qqka2sy59★fork.ocn.ne.jp 代表取締役 047◆472-6498 建設業、解体工事 ― ― 解体工事

さ 2016/4/25 サービス電機株式会社 ― 〒275-0001 習志野市東習志野５－１８－１３ 田村　茂 sa-bisud★song.ocn.ne.jp 代表取締役 047◆475-0555 電気工事、管工事業 22 7 電気工事、管工事業

さ 2016/4/18 有限会社　栄　総業 ― 〒275-0014 習志野市鷺沼２－９－５０ 齋田榮俊 sakae-sougyou★nifty.com 取締役 047◆452-1203 塗装工事業、内装仕上事業 ― ― 塗装工事・内装仕上工事業(床)

さ 2016/10/4 株式会社サカエヤ学生堂
http://sakaeya
-gakusei.com/

〒275-0011 習志野市大久保１－１６－１５ 髙橋　健二
sakaeya-gakuseido★
cap.ocn.ne.jp

― 047◆473-4147 制服販売 ― ― 制服・作業着販売

さ 2016/4/18 株式会社サクラ設備
http://www.sak
ura-
setsubi.com/

〒275-0002 習志野市実籾２－４１－２１ 岩井　健 iwai★sakura-setsubi.com 代表取締役 047◆476-2511

管工事（給排水衛生設備工事・空
調換気設備工事他）
土木工事、舗装工事、とび土工工
事

27 15 建設工事（管工事・土木工事）

さ 2016/4/11 株式会社佐野工務店
http://www.sa
nokoumuten.co
.jp/

〒275-0017 習志野市藤崎１－１１－１ 佐野　敏之 info★sanokoumuten.co.jp 代表取締役 047◆472-1573 建設業 20 11
建設業に関わる業務（新築・耐震補強工事・リ
ノベーション・内外装工事等ほか改修・修繕等）

さ 2016/8/31 三興ベンディング株式会社
http://sanko-
vending.co.jp/

〒275-0024 習志野市茜浜１－１４－３ 髙橋　賢 m.yasuda★sanko-vending.co.jp 代表取締役 047◆451-5311 自動販売機による飲料販売 15 10 自動販売機設置営業
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す 2016/4/25 スマイルテック株式会社
http://www.smi
letech.co.jp/

〒275-0026 習志野市谷津３－１－３３－２０３ 安部　博 smile★ii.e-mansion.com 代表取締役 047◆451-2287 外壁塗装工事 10 3 外壁塗装工事

そ 2016/4/18
株式会社ソームフィールド
スクウェア

― 〒275-0001 習志野市東習志野８－９－８ 角田　弘人 sfs.co.jp★gmail.com ― 047◆455-3255 介護保険事業、お弁当の宅食事業 ― ―
高齢者に関する事業、宅食サービスに関する
事業

ち 2016/6/16 千葉高等園芸株式会社 ― 〒275-0013 習志野市花咲２－８－２１ 星野　芳徳 Chikouen-50★wish.ocn.ne.jp ― 047◆472-0323 造園・緑地施工管理 ― ― 緑化事業

て 2016/8/31 ティ・オーオー株式会社
http://www.too
-kk.co.jp/

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町２－３３
－１
ティ・オーオービル

岡野　修介 okano★too-kk.co.jp
営業本部
営業部長

03◆5695-6951
ビル・施設の運営企画・管理
ビル・施設の診断・改修工事

50 1130 維持管理業務全般

と 2016/4/25 有限会社トップサービス
http://www.top
-service.co.jp/

〒274-0073 船橋市田喜野井７－１６－６ 熊倉　裕行 info★top-service.co.jp 取締役 047◆461-2491
空調・厨房機器のメンテナンス・販
売
店舗・ビルの清掃・管理

15 15
空調設備工事
ビル清掃・管理
貯水槽清掃

な 2016/4/18 株式会社 習志野工業
http://www.nar
ashino-k.co.jp/

〒275-0001 習志野市東習志野８－２８－１１ 楠　大吾 d.kusunoki★narashino-k.co.jp
代表取締役社
長

047◆478-8131 管工事業、土木工事業 40 17 管工事、土木工事、機械設備工事

な 2016/7/19 習志野市商店会連合会
http://www.sh
opland-n.com/

〒275-0026
習志野市津田沼５－１２－１２　サ
ンロード津田沼ビル６F

出口　悟
ｎarashinosyoren★
proof.ocn.ne.jp

事業管理 047◆455-1955
市内14商店会（街）
の運営サポート全般

― 5
市内事業者（主に物販、飲食：商店会に加入し
ている事業者）との調整等

な 2016/4/11 株式会社ナラデン
http://www.nar
aden.jp/

〒275-0001 習志野市東習志野４－１８－２７ 塩谷 忠昭 shioya★naraden.jp 専務取締役 047◆476-3311 電気工事業 20 10

電気設備工事
消防設備工事
空調設備工事
情報通信設備工事

ふ 2016/4/11 藤木園緑化土木株式会社 ― 〒275-0024 習志野市茜浜１－６－４ 北野　博祐 fujikien★triton.ocn.ne.jp 営業部　課長 047◆453-1031 造園・緑地　設計・施工・管理 ― ― 緑化事業

ほ 2016/6/7 本田土木工業株式会社
http://www.ho
nda-doboku.jp/

〒275-0021 　習志野市袖ケ浦１－１０－１１ 髙山　貴子
narashino6320★honda-
doboku.jp

代表取締役 047◆453-6095
土木工事、舗装工事、とび・土工
工事

20 14

土木工事
とび・土工工事
舗装工事
安全施設工事
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よ 2016/4/18 吉谷土木株式会社 ― 〒275-0016 習志野市津田沼２－３－１１ 吉谷　徳一 dokatoku★dd.mbn.or.jp 代表取締役 047◆481-8088 土木工事業 50 ― 土木工事に関する業務

よ 2016/4/25 株式会社吉水電機工業 ― 〒275-0012 習志野市本大久保３－８－２ 青山　郁夫 dkyosimizu★bz04.plala.or.jp 工事部　部長 047◆475-6111

電気設備工事一式（工場、ビル、
住宅、変電所、クレーン、モーター
等の機械及び部品、各種盤、公共
工事）

15 7 電気設備工事

れ 2016/5/9 株式会社レンティ
http://www.ren
ty.co.jp/

〒275-0023 習志野市芝園２－６－７ 丸山　勲 maruyama★renty.co.jp
営業本部　本
部長

047◆453-2105
総合レンタル業（寝具全般・事務用
備品・家電品・介護用品・仮設ハウ
ス・トイレ等）

18.05 265
布団を始め、現場事務所備品、家電品等のレ
ンタル品の扱いをしております。
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