
【ウルトラジャンボスターマイン】

【ジャンボスターマイン】

【スターマイン・キャラクターマイン】

【尺玉】
㈱石浜建設 椎名建設㈱
柏市金融団二水会 Ｊ：ＣＯＭ 東関東
柏遊技場組合 ㈱志水商店柏支店
㈱キャラウェブ 商店街（振組）柏二番街商店会
㈱サンエイテック 城山電機㈱
ＪＡちば東葛 スロットゼウス
㈱スカイプラザ柏 第一生命保険㈱柏支社
㈱染谷園芸 ㈱髙野設備工業
(宗)長全寺 武田紙器㈱
㈱飛翔工業 ㈲竹やぶ
㈱丸井　柏マルイ・モディ 千代田鉱砕㈱
ﾓﾗｰｼﾞｭ柏 東葛テクノ会（東葛ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ内）
湯山ワールド㈱ 柏ヤングボウル ㈱トウヨウ
㈱緑建 東葉ビル管理㈱
㈱竹原建設 ㈱常盤ガーデン
アイ・エス・ロジスティクス㈱ ㈱トクシキ
青木建設㈱ ㈲ナカジマ
(有)浅野 南洲興業㈱
アニヴェルセル柏 ㈲韮澤工務店
㈱荒木工務店 ㈲根本産業
五十嵐段ボール㈱ 野村證券㈱柏支店
いけす魚場 龍宮城 ㈱ハギワラ
(有)石戸画材ビル ㈱柏翠
イチカワ㈱柏工場 ＰＡＺ新柏
伊藤ハム㈱東京工場 ㈱花園サービス
エクステリアの専門店㈱ボックスウッド ㈱花園サービス社員共済会
㈱エグチ ㈱浜島石材店
ＮＴＴ東日本　東葛営業支店 ㈱日立柏レイソル

常南通運㈱・パウダーテック㈱・日進建設㈱・㈱オーキッド

ありがとうございました

今年も多くの事業所様に
ご協賛いただき開催できました

（公財）摘水軒記念文化振興財団
三協フロンテア㈱
アール・ループ㈱

フロンテア流通㈱
広島建設セナリオハウス

(医社)窪谷産婦人科
㈱ミツワ堂・小倉建設㈱・㈱伊勢角・㈱シンク・ラボラトリー
柏商工会議所

柏髙島屋ステーションモール
ＩＴＳ㈱
㈱丸昭建材

魚の北辰
㈱島田
柏ナンバーワン



岡本硝子㈱ ㈱日立製作所ヘルスケア柏事業場
オリエンタルモーター㈱柏事業所 ㈱藤井製作所
柏魚市場㈱ ㈱藤川商店
柏管友会 冨士電設工業㈱
㈱柏斎苑 布施弁天　東海寺
柏地区タクシー運営委員会 ㈱プラメリーデザイン
柏物産㈱ ㈱ブループロジェクト
㈱川和　 ㈱ベルキャンバス千葉
㈱清風 ママのリフォーム
㈱QUATTRO 三井不動産㈱
工藤電機工業㈱ みのりの湯 柏健康ｾﾝﾀｰ
㈱京北スーパー (有)安建設
京葉ガス㈱ 東葛支社 ㈱ヤスダ
ケーヨー興産㈱ ㈱吉野建材
ケンタッキー・フライド・チキン ラウヴェルトベグリッフ
(有)光化工業所 ㈱ルミテック
㈱国際情報ネット 技の福兆
サイカパーキング㈱ ㈱渡辺電気工業
㈱斎藤英次商店 ㈱渡商会

【打上花火】
㈱秋元印刷 ㈲栄商事
㈲朝日塗工 ザ・柏タワースクエア駐車場
㈱岩田印刷 魚処つがる
柏市場連絡協議会 ㈱サクセスホーム
協栄商店会 桜田建設㈱
㈱コンパル ザ・クレストホテル柏
㈱サンアドバンス サニー建設㈱
㈱三喜 ㈲サンクスプラニン
三裕工業㈱ 三建ホーム㈱
㈱シーエーエー ㈱三光建設
(有)ジャパンディスプレイセンター サンシンズカラーサンド
(医社)昭和会昭和医院 ㈱三和総合工業
(有)新富自販 ㈱シービーエス
㈱千成屋 ㈱JTB千葉西支店
大和証券㈱柏支店 ㈱シティー東都
㈲テクニカルサポート 芝園開発㈱
㈱天馬 ㈲渋谷建具店
(有)豊四季ファーマシー 司法書士大山徹事務所
ニッカウヰスキー㈱柏工場 司法書士長谷川秀夫事務所
柏新建材工業㈱ しみず眼科
東日本旅客鉄道㈱柏駅 社会保険労務士・行政書士山本事務所
㈱日暮興産 ㈱ジャパンフードサービス
㈲平川事務所 純建資材㈱
（学）廣池学園 昭栄スプリング製作所
㈱星広告 ㈱商工組合中央金庫松戸支店
㈱ホンダカーズ柏 ㈱消防機材センター
松金建設㈱ 社会福祉法人新柏会
㈱マツモトキヨシホールディングス 新柏倉庫㈱
吉田不動産㈱ 寝具のオオツカ
阿部スクリーン印刷㈱ ㈲新炭
イーストグローハウジング㈱ （資）紳羽
居酒屋　三平 ㈱助川工務店
㈱大山清運 寿司割烹酒場ゐまる
(一社)柏青色申告会 スズキモータース㈱
(一社)柏建設業組合 住友生命保険相互会社柏常総支社
柏産業懇話会 すみれ国際特許事務所
柏市再生資源事業協業組合 スンドゥブバル食堂  ポジャンマチャ



柏市商店会連合会 ㈱清光警備保障
柏市文化連盟 ㈱静北
（一社）柏の葉アーバンデザインセンター 税理士法人サニタス
柏ビル管理㈱ (有)セキグチ肉店
（一社）柏法人会 ㈱SEPT
㈱加藤園緑化建設 ㈲葬儀のあっとほーむ
㈲輝石 相鉄フレッサイン千葉柏
㈲グループ・トウェンティーワン ㈱創友
(有)スターズ そば処多賀家
㈱清運社 (有)ソメヤ
㈲誠和鉄筋 大恵産業㈱
谷﨑税理士事務所 大樹生命保険㈱柏支社
中国料理 文菜華 大清建設興業㈱
ナベプロセス㈱東京支社 髙田住男税理士事務所
㈱日宣 髙野山企画
医療法人 深町病院 ㈲髙橋勇秀鳶工業
㈲冨士見軒 武井設備工業(有)
㈱モン・シェフ 武元税理士事務所
焼肉処くらちゃん 田中珠算教室
（公財）吉田記念テニス研修センター ㈲タニツ工業所
㈲ラックス たばこショップ　フーサワ
我妻設備設計事務所 チェインズ企画
㈱内山アドバンス柏工場 ㈱チェリー　
㈱電通舎・才能育英会 ちばぎんコンピューターサービス㈱柏営業所
㈱アールズファクトリー （公社）千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会東葛地区

あいおいニッセイ同和損害保険㈱千葉北支店 千葉テレビ放送㈱
会田電業㈱ 千葉トヨペット㈱レクサス柏
アイネットエージェンシー㈱柏支店 中央ばね工業㈱
アイリス・プランニング 千代田商事㈱
青葉通商㈱ 津川興業㈱
㈲赤池商店 つくば建築設計事務所㈱柏支店
㈱アクタス（細田観光） ㈱テイアイテイ
㈱浅野板金 ㈲東葛ビルサービス
㈱あしたのために 東京海上日動火災保険㈱　京葉支店　柏支社
㈱アスタイム 東京慈恵会医科大学附属柏病院
㈱アトックス 東京純薬工業㈱
㈱アバント 東積集成材工業㈱
アピエ専門店街 東葉警備保障㈱
㈱アビリティフォー (有)東葉産業
(有)油屋 トーイン㈱
㈱アミットテン ㈱トーホーテクノス
異業種交流会　柏木会 ㈱戸部畳店
㈱井口商店 ㈱豊国
㈱池嶋 十余二工業団地連絡協議会
㈱いこい 永岡建設工業㈱
居酒屋ふるさと五兵衛 中島　卓朗
㈱イシエ ㈱仲原建設
石亀村上商店 ㈱仲原建設協力会
泉商事㈱ 中村リース㈱
㈱105 ㈱成島組
イトウオートモビール㈱ ㈲南武興業
㈲伊藤商事 ㈱西口アサノ
㈱インテックス 日本珠算連盟柏支部
㈱ウイング 日本設備管理㈱
㈱梅田製作所 （公財）日本電信電話ユーザ協会　千葉支部
浦山鍼灸院 日本料理かぎや
永和建設㈱ 日本料理真砂家
㈱ＡＳＫ　オートサービス柏 ㈱ニューハリマ



㈱SAパートナーズ ㈱ニューワールド警備保障
㈱M＆M 根本商店
㈱ＭＫインテリア ハート柏迎賓館
㈱遠藤製作所 ㈲パーラーナルシマ
太田建設㈱ パール歯科クリニック
大村労務法制事務所 柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ
㈱岡田工業所 服部税理士事務所
㈲オカデン設備 ㈲花摘
オークイングリッシュアカデミー ㈲馬場自動車工業
開正測量㈱ ㈲ハマジマ書店
柏駅前通り商店街（振組） ㈱ハマ商会
柏エレベータ工業㈱ ㈲原田電機商会
柏オークライオンズクラブ ㈱BAMCassociates
柏公証役場 ＢＸ鐵矢㈱
(一社)柏歯科医師会 ㈱ビーエム
柏市金物業組合 一二三堂薬局
柏市建設業会 ファッション リユース liberte
柏市工業団地（協） ファミリかしわ
柏市食品衛生協会 富国石材㈱
（公社）柏市シルバー人材センター 富士ゼロックス千葉㈱
㈱柏シティエステート フジタ自動車
柏市廃棄物処理業協業組合 (有)藤木工
（一財）柏市まちづくり公社 双葉企画㈱
（一社）柏市薬剤師会・柏薬業会 舩田会計事務所
柏鍼灸整骨院 (有)フルタ　西洋菓子処樹杏
(有)柏清掃 ProLinkラーク
柏製氷冷蔵㈱ ヘアーサロン男爵
㈲柏第一ホテル鮨芳 ㈱平和堂
柏担々麺 ベル・エンジニアリング㈱
柏中央行政書士事務所 ㈱勉強堂
柏塗装組合 弁護士法人千代田オーク法律事務所
柏の葉珠算教室 ﾎﾃﾙ ﾃﾞﾙﾌﾟﾗﾄﾞ
(有)柏廃材処理センター ボンノールガーデン
㈲柏ビーズ まくら㈱
㈱柏丸金会館 ㈲マスダ石油
㈱柏薬局 ㈲松丸石材
柏レザー㈱（NUIZA縫EMON） 丸十システム㈲
柏ろうむサポート ㈱丸庄運輸
春日昌一税理士事務所 ㈱丸昭開発工事
㈱カスミ　フードスクエア柏千代田店 マルシン工業㈱
学校制服ミヨシヤ ㈱万代
㈲亀山土木 美里ゴルフセンター
かもめガス㈱柏支店 ㈲ミスズ(味すゝ゛亭和香）
㈲菅野工業 ㈱みずほ銀行柏支店
㈱岸田工務店 水戸証券㈱柏支店
㈱木村ガラス ㈱宮城建設
行政書士杉下法務事務所 ミヤタ
㈱クオリティー ㈱雅電設
㈱グッドエス 宮本不動産㈱
(有)倉持工芸 （公財）モラロジー研究所
グリーンツーリスト㈱ ㈱森電気工業所
グリーンテック㈱ 森とうゆうこの幸せ結婚相談所アマレスクレール
㈱Ｋ-コンサルティング 森野輸送サービス㈱
社会(医社)蛍水会名戸ヶ谷病院 山石工業㈱
㈱ケイハイ東葛支店 (有)やまと米菓
㈱京葉広告社 ㈱山村工務店
桂林画廊 ㈱山本工業
K-FOREST知財事務所 山本産業㈱



小池管工㈱ ヤマモト模型
㈲小池塗装店 (有)ゆうでん
広文堂金庫事務機㈱ 優和電設工業㈱
㈱公友住機 ㈲ユニティ・G
向陽㈱ ㈱ユニホームサービス
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ ヨシザワＬＡ㈱
小金毛織㈱ ランド・クリエーション㈱
国内調査測量㈱ リサイクルモールみっけ
NPO法人　湖沼復活研究所 ㈲菱和自工
㈱小林海苔店 リョートーファイン㈱
㈲小溝商店 レストラン ル・クープル
五味　美代子 ワークショップ スズキ
㈱コモダエンジニアリング 渡部工業(同)
㈱こやなぎ ワタベ塗工㈱

※法人等の略語標記
▽(株)＝株式会社 ▽(一財)＝一般財団法人
▽(有)＝有限会社 ▽(公財)＝公益財団法人
▽(同)＝合同会社 ▽(一社)＝一般社団法人
▽(資)＝合資会社 ▽(公社)＝公益社団法人
▽(宗)＝宗教法人 ▽(協組)＝協同組合
▽(弁)＝弁護士法人 ▽(振組)＝振興組合
▽(財)＝財団法人 ▽(医社)＝医療法人社団


