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工業部会活動紹介

ビジネス交流会の開催
工業部会では、会員相互の交流を広げ深める事で、部
会の活性化を図るとともに、会員のビジネスチャンス
に繋げる事を目的に、「かまがやビジネス交流会」を
開催しています。業種を問わず多種多様な人々と接す
る事で、様々な情報や知識を得る絶好の機会です。

視察研修会の実施
毎年日帰りで、各種の事業所や展覧会を見学し、各種
の技術やシステムを見聞きする視察研修会を実施して
います。

地域交流会の実施
近隣地区の工業人との交流を通じて情報交換を行って
います。

セミナーの開催
会社にとって大切な財務・労務等の各種セミナーを定
期開催しています。

工業部会報  発行（年間2回）
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1 印刷業グラフィックデザイン 2

商取引用伝票印刷・製本 3 印章・印刷業 4

印刷業 5 印刷・広告コンサルティング 6

87marukanzan@jcom.home.ne.jpメール

・複写伝票や封筒など社内業務用に使用する印刷物を
 得意としております。

http://www.sakuraform.co.jpURL
info@sakuraform.co.jpメール

http://www.heiando.netURL
info@heiando.netメール

サクラフォーム株式会社 株式会社 宣美・平安堂

奥野総合印刷

代表者 代表取締役 柿崎　全彦  
住所：鎌ケ谷市軽井沢字遠山2089-7

ＴＥＬ：047-404-3743
ＦＡＸ：047-404-3754

建材業 7 建築設計 8

生コン製造販売、建築資材販売 9 建築業 10

建築工事業 11 建設業 12

katsuyamakenzai@yahoo.co.jpメール

生コン製造業や建築材料販売を行っています。
日本工業規格表示認証工場　
認証番号 ＧＢ0307233（普通コンクリート）

■本社
〒273-0106 
千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷3-2-53
TEL.047-443-6335
FAX.047-443-6343
■プラント
〒274-0806 
千葉県船橋市二和西5-19-11
TEL.047-447-5440
FAX.047-402-6341
営業時間:8:00～17:00　定休日:日曜祝日

ユーザーに愛される品質保証　創業１９６５年

kamatakentiku@ybb.ne.jpメール

http://www.kamanama.comURL
kobaken@kamanama.comメール

http://daikokukensou.com/URL
info@daikokukensou.comメールsekimotokougyou@ia6.itkeeper.ne.jpメール

・迅速な対応　・丁寧な仕事
・徹底した下地処理から仕上げ
代表者　谷口　裕哉
住所：〒273-0115 鎌ヶ谷市東道野辺7-22-78　松宮ビル3F
 ＴＥＬ：047-439-9128
 ＦＡＸ：047-439-9126

リフォーム、塗装、解体、住宅全般

株式会社カツ山建材 （有）鎌田建築設計事務所

小林建材株式会社

関本工業株式会社 有限会社 大黒建装

株式会社島崎工務店

─  �  ─ ─  �  ─



防水業 19 リフォーム・住宅設備機器施工販売 20

土木工事業 21 土木解体工事業　産廃許可第1200061071号 22

総合エクステリア 23 塗装業 24

swkozo0516@fd6.so-net.ne.jpメール http://yamashina-shoji.com/URL

メール

https://www.hanakoh-net.jp/031/tanima.htmlURL http://www.e-itu.comURL

有限会社アイティユウ

諏 訪 防 水 株式会社 ヤマシナ商事

   株式会社 佐藤工業

建設業、水道配管工事一式 13 板金 14

建築業 15 機械器具設置工事業 16

リフォーム 17 総合設備工事業 18

cxpwy609@bb.ne.jpメール

oono@wakwak.comメール

iwanaga@guitar.ocn.ne.jpメール

info@t-kouken.co.jpメール

https://reariuru.wixsite.com/yu-marumikensetsuURL
marumi@olive.ocn.ne.jpメール

・住まいの快適パートナー
・住宅・介護リフォーム 
・キッチン・浴室・洗面所・水まわり・トイレ・冷暖房

代表取締役　大野　武司
〒273-0113 
鎌ケ谷市道野辺中央２-９-２６
ＴＥＬ：047-443-2619
ＦＡＸ：047-444-6777

リフォーム
株式会社 大野風呂店

有限会社 タナベ興建 株式会社 銅秀（ドウヒデ）

株式会社 マルミ建設
・家のことでお困りの方は、マルミ建設へ！
・耐震診断、補強もおまかせ下さい！
・東葛圏内どこでもご相談お待ちしています！
・安心、信頼の家創りをお約束致します！
代表者：村上正幸（代表取締役）
住所：〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷9-8-73
 ＴＥＬ：047-444-7111
 ＦＡＸ：047-444-7112

タッフ一同、心よりお待ちしております！

～暮らしにまるみを～

創業1970年。新築、増改築、リフォーム、耐震補強致します。
機械器具設置…工作機械・プレス・食品機械
解体搬出工事…機械、装置、プラント設備 
産業廃棄物処理…事務所内雑貨物～大型機械

重量物機械・運搬・据付・解体工事・廃棄物処理全般

処分場にて

株式会社  岩永組

※工場・事務所・倉庫移転も
　お任せください。

代表者   代表取締役：岩永 孝文
住所：鎌ヶ谷市東初富3-1-19

ＴＥＬ：047-446-3547
ＦＡＸ：047-446-3548
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タイル張り・石材工事業 31 建築業 ハウスクリーニング 32

建築塗装 33 畳 34

金属製建具工事 36各種塗装工事、リフォーム工事 35

メール

 地元に根ざす 島岡タイル店

http://shineijuutaku-s.sakura.ne.jpURL

http://homepage3.nifty.com/tukuba/URL メール

frontcenter@air.ocn.ne.jpメール

フロントセンター株式会社
・塗装工事 ・防水工事 ・リフォーム工事 ・その他工事
お気軽にお問い合わせ下さい
地元で36年の信頼と実績

http://www.nakamuratokou.netURL
penkiya-nt@trad.ocn.ne.jpメール

千葉県知事許可第20990号

代表者：代表取締役　中　村　　茂 
住所：〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷5-12-49
ＴＥＬ：047-443-1657　ＦＡＸ：047-445-9333

エスケー化研
日本ペイント
関西ペイント外   壁

施工前➡
外   壁
施工後➡

屋   根
施工前➡

屋   根
施工後➡

住 宅 塗 替
特約施工店

ぬりかえる君

（有）新栄住宅サービス

中 村 畳 店

株式会社 中 村 塗 工

内装業 25 塗装業 26

畳・内装工事 27 建築業 リフォーム工事 28

畳業 30畳店 29

メール メール

住いの内装・外装リフォーム工事店

石井内装

鎌ケ谷で創業68年の信頼と実積！ 畳・襖・障子・クロス・フロー
リング貼替え、キッチン、浴室、など水廻り設備交換工事、外壁
塗装工事・増改築もお任せ下さい。見積無料。

http://www.11reform.netURL

代表者：大野　英雄　〒273-0113 鎌ヶ谷市道野辺中央１-２-６
休日：日・祭日　ＴＥＬ：０４７－４４３－３１６９　ＦＡＸ：０４７－４４３－３１６０

検索は『オオノリフォーム』
でOK！
介護保険工事対応

メール

メール
http://www.go-tatami.comURL
go-tatami@jcom.home.ne.jpメール

有限会社 後関畳店

代表者：勝又　隆雄　
〒273-0115
鎌ヶ谷市東道野辺4-18-24
ＴＥＬ：０４７－４４３－6371

０４７－４４5－6381　
ＦＡＸ：０４７－４４３－6371

見積無料
家具移動もラクラク！

製作状況

住いのことならなんでも！
鎌ケ谷で営業開始してから41年。
法人化して今年で27周年をむかえます。
お住まいのことならどんな小さなことでも
相談してください。
もちろん新築増築リフォームも。

畳製造業　創業1972年
・畳請負工事一式　畳の張り替え、ウラ返し
・新畳制作、ヘリ無し畳製作、ウスベリ製作
・朝引き取り即日仕上げ
・県内、県外、主に北西部で活動中

〒273-0123
鎌ケ谷市南初富6-3-25
TEL 047-444-1686
FAX 047-446-1432
休日／日曜・祝日

地元の皆様が
安心できる住まい
づくりをめざして
います。

株式会社 オオノ リフォーム

リコウ装建

株式会社 片桐工務店

勝 又 畳 店

〒270-1431
白井市根1748－50
TEL  047-402-4192
休日／日曜・祭日

─  �  ─ ─  �  ─



精密機器製造業（金属加工業） 43 NC自動盤 金属切削加工 44

金属加工 46金属部品加工 45

鋼構造物工事業 47 理容・美容鋏の製造販売 48

sugiharaseisakusho@cpost.plala.or.jpメール メール

http://www.hanabusa-s.co.jpURL
akira@hanabusa-s.co.jpメール

有限会社 英製作所
・設備 5軸加工マシニング1台 マシニング3台　
・NC旋盤2台 ワイヤーカット2台 3ＤCADCAM
・形状測定器 3次元測定器   
・自動車部品試作＆精密鋳造品加工  

kikikaida@jcom.home.ne.jpメール

代表者:口石幸久
住所：〒273-0103 千葉県鎌ヶ谷市丸山3-2-9
ＴＥＬ：047-443-7479　ＦＡＸ：047-446-7150

ワイヤーカットによるギアの加工品5軸マシニング加工

https://www.kamagayakogyo.co.jp/URL
e-suzuki@kamagayakogyo.co.jpメール

http://www.greenmouse.jpURL
info@kamagayakogyo.co.jpメール

鎌ケ谷巧業株式会社 株式会社 グリーンマウス

有限会社 杉原製作所 有限会社 中村製作所

有限会社 初富製作所
・バー材からの連続量産加工が専門です。
・CNC自動盤16台
・カム式自動盤3台 Φ3～32㎜が加工径です。
・センターレス研磨機等

代表兼工場長：高橋 章
住所：〒273-0128 鎌ヶ谷市くぬぎ山1-10-8
ＴＥＬ：047-385-3211　ＦＡＸ：047-385-8382

↑加工例

シャフト製作
・ポンプ用シャフト
・事務機用給紙シャフト
組立て
・燃料噴射ポンプ
・インク供給ポンプ

CNC自動盤による精密機械加工、創業1962年

代表者：代表取締役　今井　靖彦
住所：〒273-0122 鎌ケ谷市東初富6-7-20
ＴＥＬ：047-443-6181　ＦＡＸ：047-443-6123

本社第一工場
国土交通大臣認定
TFB　M-120623

白根工場
国土交通大臣認定
TFB　H-161920

巧の技と発想で価値をカタチにし、社会の発展に貢献します。
全自動一次加工ラインや溶接ロボットをはじめ、「巧」の視点で
導入した先端技術の数々で、お客様のご要望に応え、迅速かつ
柔軟な姿勢で高品質の鉄骨を届けます。  

土木建設 37 一般建築塗装 38

消防設備施設業 39

機械加工業 41

旋盤加工業 40

アルミニウム製品製造業 42

info@meguro-kensetsu.co.jpメール

　  目黒建設総業株式会社

http://www.hanakoh-net.jp/022/mori.htmlURL

（消防施設一筋で30年）
（工事内容）

屋内消火栓設備　屋外消火栓設備　連結送水管
泡消火設備　スプリンクラー消火設備
特定小規模施設用スプリンクラー消火設備

消
防
用
諸
設
備
に
不
具
合
が
出
た
時
は
緊
急
対
応
い
た
し
ま
す

0
9
0
│

2
2
0
4
│

7
1
1
9　

西
坂
ま
で

〒273-0124
鎌ケ谷市南初富1-16-39 鎌ケ谷小学校通り
TEL 047-443-4430 鎌ケ谷幼稚園手前
FAX 047-443-4040 休日　暦通り

〒273-0124
鎌ケ谷市南初富1-16-39 鎌ケ谷小学校通り
TEL 047-443-4430 鎌ケ谷幼稚園手前
FAX 047-443-4040 休日　暦通り

kaneko_ss@msn.comメール

http://www.akinaga.server-shared.com/URL

秋 永 鉄 工

有限会社 金子製作所

株式会社 栄光防災

─  �  ─ ─  �0  ─



製造業 55 ビニール加工 56

紙製品製造販売 57 食品製造業 58

食酢・マヨネーズ・ドレッシング製造販売 59 製麺 60

info@tsymd.comメール

kamikougei@nifty.comメール

江戸前赤酢・すし酢などのお酢の製造販売

http://www.shigeno.co.jpURL

http://www.kamakyu.main.jpURL
kamakyu@tmt.ne.jpメール

http://www.kisa1.co.jpURL
fujiya@kisa1.co.jpメール

土・

株式会社 山　田
包装資材の総合プランナー

http://www.sanzou-k.comURL
info@sanzou-k.comメール

三蔵工業株式会社
・創業50年以上の信頼と実績
・各種プラスチックの金型製作・プラスチック成形（プラモデル）
・組み立てや印刷などアッセンブリーにも対応  
・悩む前に相談ください。

お問合せは：専務　白石  千葉工場：〒273-0121 鎌ヶ谷市初富27-41
ＴＥＬ：047-443-0005  ＦＡＸ：047-446-1266

プラスチック金型の製作/成形（プラモデル）

プラスチックの板材や丸棒
なども取り扱っております。
まずは相談ください

組立て・検査部屋

プラスチック金型・プラスチック成形・アッセンブリー

心を込めたシール作り
東京紙巧芸株式会社

私市醸造株式会社

鎌ヶ谷給食株式会社

茂野製麺株式会社

代表者:代表取締役社長　私市　一康
住所：鎌ヶ谷市東道野辺６－７－４５
ＴＥＬ：０４７－４４３－２５１１  ＦＡＸ：０４７－４４３－１１６２

製品ラインナップ
・加工酢（飲用・料理）
・調理酢（すし酢・料理）
・食酢（醸造酢・果実酢）
・マヨネーズ
・ドレッシング

← 江戸前赤酢200ml

・大正十一年創業～味と伝統へのこだわり～ 
・伝統的な杉の桶仕込みと最新技術を融合。 
・ＩＳＯ22000認証の自社工場で、安心・安全の食酢醸造を行
  なっています。    

キ サ  イ チ

鎌ヶ谷名産「手折りめん」
一つ一つ手で、折りあげた
「手折りめん」うどん、そば、
そうめん、ラーメン、他乾麺。
本社売店にて販売しておりま
す。

理化学機械器具 製造販売 49 製缶業 50

電気製品販売、電気工事、井戸ポンプ工事 51

コンピュータ関連装置、開発、設計、製造、販売業 53

家電販売・電気工事 52

都市ガス業 54

http://www.takemori.co.jp/URL
info@takemori.co.jpメール

代表者:代表取締役　竹森  要
住所：〒273-0115 鎌ヶ谷市東道野辺7-18-25
ＴＥＬ：047-444-5531　ＦＡＸ：047-443-6137

完全受注生産
設計・工場製作・現場据付
工事まで一貫して承ります

takahashi.dk@jcom.home.co.jpメール

（本店）

takahashi.dk@jcom.home.co.jpメール

http://www.isc-jp.jpURL
info@isc-jp.jpメール

（団地店）

http://www.keiyogas.co.jpURL

有限会社 ジョーテック 株式会社 竹森工業

理化学実験機械・器具の製作
取引先／出光興産　製薬会社　大学　他
部品一つから製品の設計～板金～塗装～加工組立まで
一貫生産

代表者：馬場　錠二
住所：〒273-0128 鎌ヶ谷市くぬぎ山1-10-15
ＴＥＬ：047-385-9964　ＦＡＸ：047-385-8865

・各種装置、架台、ガラス器具
・特注電気炉
・コントローラーの配線 組立
・部品加工（SUS、アルミ、樹脂 他）
・アルゴン溶接
こんな物も作っています
・エンビ管尺八
・メダカ飼育網
・陶芸用具、電動ロクロ
・趣味の用品にも対応します

種類を問わず試作、開発をします
・竹森工業の製品は皆様の暮らしをサポート 
・燃料や飲料・食料等を蓄えるタンクやサイロ 
・浄水場や下水処理場・環境施設などの設備 
・豊かな未来を創造する企業として地域へ貢献

各種タンク・圧力容器・サイロ・配管・プラント機器等の製作

蒸留塔 23,300H

家電品・照明器具の販売と修理
井戸のポンプの修理と工事
電気配線工事と修理
冷暖房設備工事と修理

〒273-0125
鎌ヶ谷市初富本町1－2－24
ＴＥＬ：0 4 7－4 4 3－1 8 7 3
ＦＡＸ：0 4 7－4 4 4－5 6 8 1
休日／第2・第3日曜日と毎週火曜日

創業60余年！！“まちの電気屋です”

岩崎システム株式会社

家電品・照明器具の販売と修理
井戸のポンプの修理と工事
電気配線工事と修理
冷暖房設備工事と修理

〒273-0122
鎌ヶ谷市東初富4－21－14
ＴＥＬ：0 4 7－4 4 3－0 6 5 3
ＦＡＸ：0 4 7－4 4 3－0 6 5 3
休日／第3日曜日と毎週土曜日

創業60余年！！“まちの電気屋です”

京葉ガス株式会社　船橋支社
TEL 047-426-7492      FAX 047-424-4339
受付時間：９時～17時（土日曜・祝日および年末年始除く）

　京葉ガスは、都市ガスの販売をはじめ、皆さまに快適に安全にガスをご利用
いただくため、ライフスタイルにあったガス機器、安全・安心のための都市ガス
警報器やホームセキュリティーなど様々なサービスを提供しています。また、
エネルギー自由化をうけ電力の販売も行っています。
　ガスも電気も「京葉ガス」でよろしくお願いします！

─  ��  ─ ─  ��  ─



冷凍食品 61 菓子、企画、製造販売 62

衣料品のプリント 各種デザイン作製 63 特許事務所 64

カーショップ板金塗装 65 自動車電装整備 66

http://www.toukatsu.co.jpURL
http://www.nippoh-kashi.co.jpURL
nippoh@nippoh-kashi.co.jpメール

代表者:青木　健文
住所：〒273-0103 鎌ケ谷市丸山1－2－25
ＴＥＬ：047-446-4122  ＦＡＸ：047-446-2211

当社では、美味しく楽しく安心して食べられるお菓子づくりを
しています。主にスナック菓子を製造し、イベントや行楽に適し
た「お菓子の詰合せ」
や健康に配慮した「ブ
ランキャラメル」「おか
らチェダーチーズ」を
販売しております。 
  
  

http://www.jetstroke.com/ http://rubberdip.jp/ http://kurumado-group.com/URL
info@jetstroke.comメール fujita-denki@jcom.home.ne.jpメール

http://www.hutec-japan.jp“Tシャツプリントセンター”で検索URL

ニッポー株式会社東葛食品株式会社

・ジェットストローク：自動車カスタム
・クルマド：自動車鈑金修理・車検整備
・ラバーディップ：塗って守って剥せる塗料 
・弊社は遊べる車屋＆町の修理屋さんです！ 

有限会社 ジェットストローク
自動車板金塗装・整備・販売業

（有）藤田電機サービス
クルマの電装品専門店

http://www.kame-pat.jpURL
natsuki_kameyama@kame-pat.jpメール

かめやま特許商標事務所
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利取得。
・契約（特許権等のライセンス、業務委託、共同開発）、他社との交渉
・商品開発、技術開発、サービス開発
・助成金支援（特許、技術開発等）  

代表者：亀山　夏樹
住所：〒273-0107 新鎌ケ谷１－１０－２６－３０２
ＴＥＬ：047-401-1967  ＦＡＸ：047-401-1969

代表取締役  佐々木 裕一   〒273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富１７８－２
ＴＥＬ：047-446-5557  ＦＡＸ：047-446-5552

・イタリア製塗装
ブース完備
・代車20台無料貸出
・保険修理時、
キャッシュバック制度
（条件あり）

←ラバーディップ

＜技術分野＞
機械・材料
ソフトウェア

ビジネスモデル等

鉄道模型製造及び小売 67

レボリューションファクトリー

http://www3.tky.3web.ne.jp/̃epc/rf/URL
epc@tky3.3web.ne.jpメール

千葉県に占める
鎌ケ谷市の位置

千葉市

船橋市

銚子市

市川市

館山市

木更津市

松戸市

野田市

香取市

茂原市

成田市

佐倉市

東金市

匝瑳市

旭市

柏市

習志野市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ヶ浦市

八街市

酒々井町 富里市

白井市 印西市

栄町

神崎町

多古町

東庄町

大網白里市
九十九里町

山武市

横芝光町

芝山町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町
長柄町

長南町

大多喜町

いすみ市

御宿町

南房総市

鋸南町

─  ��  ─ ─  ��  ─



1．印刷・情報関連

アート＆デザインタッグ 446-1512

㈱アキハマ・ブレーンズ・コミュニティー 446-7041

奥野総合印刷 445-2634

㈲鎌ヶ谷印刷 442-0939

サクラフォーム㈱ 404-3743

㈱宣美 442-1780

㈲百年社 445-1070

㈱プロメイド 03-6658-8990
442-5030

コネクト 090-4433-9042

２．建設

㈱秋葉土木建材 446-2424

㈲飯塚工業 443-8568

㈲石井建築 447-0419

AM 東葛　細貝工務店 412-5242

㈲義建設 443-0475

大浦工務店 444-7809

大杉建工 445-8238

小澤建築板金 446-1109

㈲小田建設 441-4188

㈱嘉瀬工務店 402-2283

㈱カツ山建材 443-6335

㈲加藤工務店 442-2238

金田リフォーム 446-0941

㈱鎌建商店 443-3231

㈲鎌田建築設計事務所 444-8933

菅野建業 445-9254

㈲キクワホーム 442-1708

㈱慶和鋼業 767-4830

㈱幸建社 443-5839

㈲小金興業 444-3540

五郷重機㈱ 446-1081

小嶋工務店 445-5631

小林建材㈱ 444-0751

　　  鎌ケ谷市商工会工業部会会員一覧（業種別）

事業所名 TEL 事業所名 TEL 事業所名 TEL

事業所名 TEL 事業所名 TEL 事業所名 TEL

サンキ建設工業㈱ 443-9736

三興技研 446-2248

㈲三成工務店 436-8420

ONE　佐竹茂人 442-2023

㈲大山製作所 445-2604

㈱希望 444-3871

㈱グローアップ 444-8406

㈲柴田工務店 443-8009

㈱島崎工務店 444-9930

㈲昌立 442-2263

昭和工業㈱ 443-0101

新工事㈱ 444-2024

㈲新星興業 446-7312

㈲すがもと 050-8880-9763

関本工業㈱ 443-1110

㈱総武開発 445-3978

大建設 446-3924

㈲大黒建装 439-9128

㈱大創建設 444-9318

㈱大地豊夢 446-6080

㈲高玖工務店 443-1465

㈲嵩橋建装 445-8485

㈲龍江建装 444-5763

田中建設工業㈱ 445-0846

㈲タナベ興建 443-1424

㈲種山重機 444-5417

千葉ハウス㈱ 444-6411

テクノシュトルツ 080-6252-4962

㈱銅秀 445-6561

中富建設㈱ 491-3609

中野板金 443-9889

那須設計工務㈱ 443-3207

㈱羽賀建設 443-7461

㈱ハルク 498-8010

平方工務店 444-5616

㈱ビルドエイトワンホーム 443-3825

Four　M ㈱ 445-0371

㈱フォース 402-2560

藤澤建設㈲ 444-3210

㈲平和商事 444-3000

㈱増子工業 444-4699

㈱松村製作所 441-7420

㈱マルミ建設 444-7111

㈲丸良工務店 444-8612

㈲水貝工業 446-4223

皆川建装 401-3830

㈲三冨士建設 443-1322

モリタ建築タロー 443-7017

㈱矢口建設 444-1141

㈲山田建築工業 441-1234

３．設備工事業

㈲秋谷総業 443-0025

㈱岩永組 446-3547

㈱エアリズム 442-0960

一　紺 445-8115

㈱大空商工 442-1951

㈱大野信号設備工業 445-0603

㈱大野風呂店 443-2619

㈲川上設備 445-0118

川崎設備工業所 443-1201

木内工業㈱ 444-7663

㈲菊水興業 442-8630

㈱ケイハイ 441-5006

京葉建設 443-1661
445-3717

京葉パイピング㈱ 444-9292

京葉豊和 445-3737

コーエイ設備企画 446-2277

㈱サイトー水研 488-2151

佐藤龍一 445-3007

篠田工業 444-4577

㈱久慈設備 442-0238

㈲信建設備工業 446-3911

新和設備㈱ 444-2118

㈲鈴木機材 443-1744

㈱スマイルアップ 445-1608

諏訪防水 442-6886

㈱タッグ 401-6980

土屋設備 406-3653

㈲東興冷蔵 444-3245

㈲トミーサービス 445-0348

㈱仲設備 444-1382

㈲日研工業 444-8676

㈲日向寺水道工業 446-0765

フジデン 460-9921

二和設備工業㈱ 441-7127

船清設備 446-1346

㈱ヤマシナ商事 446-3529

４．土木・造園・外構

アズ㈱ 441-7333

㈲植清　鈴木造園 443-3540

内屋工務店 444-5809

㈱ M・Strada 402-3537

㈱ユウシンサポート 494-5498

吉川興業 443-7928

江森工業 445-9113

大迫造園 443-1925

㈱岡本興業 443-5469

㈲勝又造園 443-4301

鎌ヶ谷造園土木㈱ 445-3136

㈲北澤工業 445-6988

小池建設㈱ 047-386-5411

今野工務店 443-7033

㈱斉藤造園土木 444-3510

㈱佐藤工業 443-3084

㈲工藤工務店 444-6969

㈲島崎ブロック工業 407-2483
090-3094-5936

鈴木工業　鈴木義雄 443-7856

鈴木左官 444-4328

瀬戸造園 444-1840

㈱タニマ 444-1484

野本工業 443-3806

ビソウビルド㈱ 325-8811

福島建設㈲ 445-7255

細野土木興業㈲ 446-7800

松橋建設㈲ 445-4391

㈱三鈴工業 442-1576

㈲皆川造園土木 443-2196

むつみ産業㈱ 043-461-9674

山口造園 443-8457

大和空調㈱ 445-4701

５．塗装・内装・リフォーム

愛子建装 446-6611

會津興業㈲ 445-2274

㈲アイティユウ 446-1001

芦川表具店 443-5792

荒井塗装工業㈱ 443-5064

石井内装 446-4920

伊藤弘之 444-3104

岩沢内装 446-9500

岩瀬吹付塗装 444-9255

㈱インテリア新晃 443-1963

㈲インテリア YOU 446-0167

㈱エアライフ 442-5538　

㈱エイ・アイ・メタル工業 445-7684

吉澤塗装店 449-1804

吉澤内装 445-5313

㈱リコウ装建 047-402-4192

㈱オオノリフォーム 443-3169

押本塗装店 443-2797

㈱片桐工務店 444-1686

勝又畳店 443-6371

葛山塗装店 443-1372

加藤内装 443-5229

㈱カメダ総合塗装 090-2414-8992

菊田塗装 446-6389

貴俵畳店 443-6255

幸和興業 090-8725-7189

㈲コスモトップ 446-6275

㈲後関畳店 443-4353

駒形塗装 445-3713

渋江泰三 445-7466

島岡タイル店 090-3478-3133

島岡風呂店 443-6628

白井ガラス店 443-5360

白井塗装工業 440-1453

㈲新栄住宅サービス 446-2041

㈲関口建具店 443-4821

関塗装店 443-0532

高村設備 444-6117

㈲田向ガラス店 443-1867

㈲筑波美装 444-4064

土澤　浩志 752-9081

㈲つるやパッキン 441-8636

藤内興業 047-388-9223

㈱トモケン 443-4539

長嶋塗装 442-1599

中村組 0297-43-7806
497-0883

中村畳店 443-3710

㈱中村塗工 443-1657

新留塗装 444-0599

仁志田塗装工芸㈱ 402-6778

仁科装飾 446-0358

野口塗装 090-3812-2275

ハウスクリーニングまっちゃん 412-5454

㈲ハクエイ 446-3698

林田塗装 446-7719

㈲ヒロックス 412-0077

㈲藤建装 047-383-3155

フラワーインテリア 444-4420

2017年12月現在
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事業所名 TEL 事業所名 TEL 事業所名 TEL 事業所名 TEL 事業所名 TEL

フロントセンター㈱ 446-3133

㈱北総美装 444-0901

㈱宮崎 047-752-9110

宮﨑工業 443-5162

宮本内装工業 444-3401

目黒建設総業㈱ 444-1177

森塗装工業 443-1885

ヤマモトホールディングス㈱ 402-3862

６．防災関連

㈱岡田産業 445-0145

㈱栄光防災 443-4430

７．木工・木材

㈱樹楽製作所 03-6432-4045

佐藤工芸 441-8611

(合)秋山製材所 443-0036

８．金属加工・製造

㈱暁鉄工所 444-2345

秋永鉄工 445-3580

イイノ産業㈲ 047-703-9581
090-9387-8201

㈲岩井製作所 047-384-3706

㈲エムケーエンジニアリング 444-8422
047-488-5850

江頭工業 443-9723

㈱エヌ・シィー・エス 445-9461

㈱山和 444-1124

ライトニング　 412-6018
080-5679-4578

㈱エムエスビー 457-3887

㈱エムズファクトリー 090-3084-3437

㈲金子製作所 047-387-8585

(合)山本工場 047-311-3850

㈲古賀熱処理 441-2557

㈲斉藤プレス 446-3671

㈲佐久間板金 442-0038
090-3217-6993

三協プレス工業㈱ 443-4696

㈲杉原製作所 047-384-1666

㈱東和金属印刷 443-1971

ナカノ㈱ 445-1235

㈲中野製作所 443-1090

㈲中村製作所 444-3315

㈲初富製作所 443-7479

㈲英製作所 047-385-3211

平井プレス工業所　　 445-7921

㈲保科発条製作所 047-387-8523

㈲マルエヌ螺子 445-7963

㈲三代川工業所 444-2801

渡辺ゴム金型製作所 047-387-0777

㈲髙野工芸 445-1675

㈱ナオテック 442-3483

仲井工業　 443-8013

仲川工業 446-6778

横山工作所 445-4470

９．装置等製造・修理

鎌ヶ谷巧業㈱ 443-6181

㈱クボタ計装 048-762-7890

㈱グリーン・シィ 446-6512

㈱グリーンマウス 441-2317

㈲ケイズクラフト 445-7239

ケージーサービス㈱ 412-3167

㈲ジョーテック 047-385-9964

㈱ソフケン 498-1111

㈱大成 445-8126

㈱竹森工業 444-5531

千葉スケールテクノ㈱ 446-2161

㈱ツカコム 444-9666

㈱テクノプローブ 441-8881

トウメイ㈱ 439-2512

㈲戸坂製作所 444-2913

㈱轟鉄工所 047-387-3575

中西産業㈱鎌ケ谷工場 442-2211

ナス電機㈲ 047-384-9027

㈲原工業 047-497-0511

㈲渡部玩具製作所 444-8602

10．電子・電気・通信

アキバ㈱ 090-1739-4382

㈲大野電気 446-1188

小川電気 446-6640

㈲オンライン 441-6601

共栄電検㈱ 445-7608

葛岡電気工事 445-1757

㈲小枝電気設備 444-4103

五光電機㈱ 445-1510

三信電気㈱ 443-0617

鈴木電気 444-4309

㈱大幸設備 445-0140

㈲タカハシ電気商会 443-1873
419-7166

㈲タカハシ電気商会東武団地店 443-0653

千葉繁雄 445-6246

㈲鳥羽電気 444-6011

㈲ナル・システム 702-7630

㈱新山研究所 445-3192

Fast    中島陽一郎 090-4075-9116

My 設備設計室 404-9634

㈲マツエンジニアリング 446-1299

㈲丸高電設 443-0632

㈱横尾電設 444-1873

エアライズ㈱ 090-9328-2121

㈲ IT システムズ 444-4726

飯田防災設備 401-5502

㈲イシイ 444-1842

岩崎システム㈱ 445-1086

㈱ OWKERS 047-386-7408

㈱田中電設 444-1538

11．化学工業・樹脂加工

小川硝子㈱ 445-0749

㈲久保パッキング加工所 443-8622

京葉瓦斯㈱船橋支社 047-426-7492

㈲京葉化成 444-0834

ケイヨウネーム工芸 445-8436

㈱美光化学研究所 443-6397

㈱三恵 443-0931

㈲山光社 443-1364

㈱三翔 444-2880

三蔵工業㈱ 443-0005

㈱白石樹脂工芸社 443-0481

㈱日本パック 442-0711

花沢加工 444-8725

㈱むさし 047-385-3231

㈱山田 443-5841

12．紙加工

㈲スズキ 047-385-6555

東京紙巧芸㈱ 445-6773

13．食品製造

鎌ヶ谷給食㈱ 443-6774

私市醸造㈱ 443-2511

㈱サンデリカ千葉事業所 047-384-2211

茂野製麺㈱ 444-1351

東葛食品㈱ 444-1211

トフコ㈱ 047-387-6647

ニッポー㈱ 446-4122

松本商店 443-6688

山屋食品㈱ 443-4377

わくい煎餅 443-8117

14．繊維・衣料・皮革加工

㈱ヒューテック 446-9257

本多製帽所 443-5246

佐々木製作所 445-9415

セイシェルシューズ 443-7529

㈲ミサキ 047-386-7671

㈲ワタナベ皮革工芸 444-1511

15．コンサルタント（税理士、社労士、弁理士）

かめやま特許商標事務所 401-1967

ねぶや労務経営事務所 406-4160

青木経営コンサルティング事務所 444-2518

16．その他

㈲アタカ工業 445-8576

アトリエ FlowerFlower 090-9837-5805

㈲飯塚興業 441-7598

㈱いづみ住建 442-1235

㈲いまよし鋼業 443-7501

㈲植草 443-8474

㈱ウォシュマン 442-5719

エアコン丸洗い㈱ 440-2714

クリーンコンフォート 047-767-7294

㈲貝沼デンタルサービス 444-9867

(公)鎌ケ谷市シルバー人材センター 443-4145

河政商事㈱千葉工場 047-387-3208

工藤加工 446-9938

黒澤工業所 443-7389

㈲ジェットストローク 446-5557

㈱鈴甲子 445-5533

㈱第一タオル 444-7895

㈲ティーエスエンジニアリング 446-6299

㈲ドリームアップ 441-8115

㈱人形工房武人 443-4618

パークデンタル 446-8789

㈲花嶋自動車 443-6640

㈱ヒカリシステム 0120-570-601

㈱ PICO 445-6689

㈲美匠 446-5581

㈲藤田電機サービス 446-3021

㈱プロジェクト 497-8812

㈲本間石材 445-1538

御門工業 04-7191-9361

㈲山下加工 445-7441

レボリューションファクトリー 445-0481
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ア

アート＆デザインタッグ 446-1512

愛子建装 446-6611

會津興業㈲ 445-2274

㈲ IT システムズ 444-4726

㈲アイティユウ 446-1001

青木経営コンサルティング事務所 444-2518

㈱暁鉄工所 444-2345

秋永鉄工 445-3580

アキバ㈱ 090-1739-4382

㈱秋葉土木建材 446-2424

㈱アキハマ・ブレーンズ・コミュニティー 446-7041

㈲秋谷総業 443-0025

(合)秋山製材所 443-0036

芦川表具店 443-5792

アズ㈱ 441-7333

㈲アタカ工業 445-8576

アトリエ FlowerFlower 090-9837-5805

荒井塗装工業㈱ 443-5064

イ

飯田防災設備 401-5502

㈲飯塚工業 443-8568

㈲飯塚興業 441-7598

イイノ産業㈲ 047-703-9581
090-9387-8201

㈲イシイ 444-1842

㈲石井建築 447-0419

石井内装 446-4920

一　紺 445-8115

㈱いづみ住建 442-1235

伊藤弘之 444-3104

㈲いまよし鋼業 443-7501

㈲岩井製作所 047-384-3706

岩崎システム㈱ 445-1086

岩沢内装 446-9500

岩瀬吹付塗装 444-9255

㈱岩永組 446-3547

㈱インテリア新晃 443-1963

㈲インテリア YOU 446-0167

ウ

㈲植清　鈴木造園 443-3540

㈲植草 443-8474

㈱ウォシュマン 442-5719

内屋工務店 444-5809

エ

エアコン丸洗い㈱ 440-2714

エアライズ㈱ 090-9328-2121

㈱エアライフ 442-5538　

㈱エアリズム 442-0960

㈱エイ・アイ・メタル工業 445-7684

㈱栄光防災 443-4430

AM 東葛　細貝工務店 412-5242

江頭工業 443-9723

㈱エヌ・シィー・エス 445-9461

㈱ M・Strada 402-3537

㈱エムエスビー 457-3887

㈲エムケーエンジニアリング 444-8422
047-488-5850

㈱エムズファクトリー 090-3084-3437

江森工業 445-9113

オ

大浦工務店 444-7809

㈱ OWKERS 047-386-7408

大杉建工 445-8238

大迫造園 443-1925

㈱大空商工 442-1951

㈱大野信号設備工業 445-0603

㈲大野電気 446-1188

㈱大野風呂店 443-2619

㈱オオノリフォーム 443-3169

㈲大山製作所 445-2604

㈱岡田産業 445-0145

㈱岡本興業 443-5469

小川硝子㈱ 445-0749

小川電気 446-6640

奥野総合印刷 445-2634

小澤建築板金 446-1109

押本塗装店 443-2797

㈲小田建設 441-4188

㈲オンライン 441-6601

カ

㈲貝沼デンタルサービス 444-9867

㈱嘉瀬工務店 402-2283

㈱片桐工務店 444-1686

㈲勝又造園 443-4301

勝又畳店 443-6371

㈱カツ山建材 443-6335

葛山塗装店 443-1372

㈲加藤工務店 442-2238

加藤内装 443-5229

㈲金子製作所 047-387-8585

金田リフォーム 446-0941

㈲鎌ヶ谷印刷 442-0939

鎌ヶ谷給食㈱ 443-6774

鎌ヶ谷巧業㈱ 443-6181

(公)鎌ヶ谷市シルバー人材センター 443-4145

鎌ヶ谷造園土木㈱ 445-3136

㈱鎌建商店 443-3231

㈲鎌田建築設計事務所 444-8933

㈱カメダ総合塗装 090-2414-8992

かめやま特許商標事務所 401-1967

㈲川上設備 445-0118

川崎設備工業所 443-1201

河政商事㈱千葉工場 047-387-3208

菅野建業　菅野一男 445-9254

キ

木内工業㈱ 444-7663

㈲菊水興業 442-8630

菊田塗装 446-6389

㈲キクワホーム 442-1708

私市醸造㈱ 443-2511

㈲北澤工業 445-6988

貴俵畳店 443-6255

㈱希望 444-3871

共栄電検㈱ 445-7608

㈱樹楽製作所 03-6432-4045

ク

㈱久慈設備 442-0238

葛岡電気工事 445-1757

工藤加工 446-9938

㈲工藤工務店 444-6969

㈱クボタ計装 048-762-7890

㈲久保パッキング加工所 443-8622

クリーンコンフォート 047-767-7294

㈱グリーン・シィ 446-6512

㈱グリーンマウス 441-2317

㈱グローアップ 444-8406

黒澤工業所 443-7389

ケ

㈲ケイズクラフト 445-7239

㈱ケイハイ 441-5006

京葉瓦斯㈱船橋支社 047-426-7492

㈲京葉化成 444-0834

京葉建設 443-1661
445-3717

ケイヨウネーム工芸 445-8436

京葉パイピング㈱ 444-9292

京葉豊和 445-3737

㈱慶和鋼業 767-4830

ケージーサービス㈱ 412-3167

コ

小池建設㈱ 047-386-5411

㈱幸建社 443-5839

幸和興業 090-8725-7189

㈲小枝電気設備 444-4103

コーエイ設備企画 446-2277

㈲小金興業 444-3540

㈲古賀熱処理 441-2557

五郷重機㈱ 446-1081

五光電機㈱ 445-1510

小嶋工務店 445-5631

㈲コスモトップ 446-6275

㈲後関畳店 443-4353

コネクト 090-4433-9042

小林建材㈱ 444-0751

駒形塗装 445-3713

今野工務店 443-7033

サ

㈱斉藤造園土木 444-3510

㈲斉藤プレス 446-3671

㈱サイトー水研 488-2151

㈲佐久間板金 442-0038
090-3217-6993

サクラフォーム㈱ 404-3743

佐々木製作所 445-9415

佐藤龍一 445-3007

㈱佐藤工業 443-3084

佐藤工芸 441-8611

サンキ建設工業㈱ 443-9736

三協プレス工業㈱ 443-4696

㈱三恵 443-0931

㈲山光社 443-1364

三興技研 446-2248

㈱三翔 444-2880

三信電気㈱ 443-0617

㈲三成工務店 436-8420

三蔵工業㈱ 443-0005

㈱サンデリカ千葉事業所 047-384-2211

シ

㈲ジェットストローク 446-5557

茂野製麺㈱ 444-1351

篠田工業 444-4577

㈲柴田工務店 443-8009

渋江泰三 445-7466

島岡タイル店 090-3478-3133

島岡風呂店 443-6628

㈱島崎工務店 444-9930

㈲島崎ブロック工業 407-2483
090-3094-5936

㈲昌立 442-2263

昭和工業㈱ 443-0101

㈲ジョーテック 047-385-9964

白井ガラス店 443-5360

㈱白石樹脂工芸社 443-0481

白井塗装工業 440-1453

㈲新栄住宅サービス 446-2041

㈲信建設備工業 446-3911

新工事㈱ 444-2024

㈲新星興業 446-7312

新和設備㈱ 444-2118

ス

㈲すがもと 050-8880-9763

㈲杉原製作所 047-384-1666

㈲スズキ 047-385-6555

㈲鈴木機材 443-1744

鈴木工業 443-7856

鈴木左官 444-4328

鈴木電気 444-4309

㈱鈴甲子 445-5533

㈱スマイルアップ 445-1608

諏訪防水 442-6886

セ

セイシェルシューズ 443-7529

㈲関口建具店 443-4821

関塗装店 443-0532

関本工業㈱ 443-1110

瀬戸造園 444-1840

㈱宣美 442-1780
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ソ

㈱総武開発 445-3978

㈱ソフケン 498-1111

タ

㈱第一タオル 444-7895

大建設 446-3924

㈱大幸設備 445-0140

㈲大黒建装 439-9128

㈱大成 445-8126

㈱大創建設 444-9318

㈱大地豊夢 446-6080

㈲高玖工務店 443-1465

㈲髙野工芸 445-1675

㈲嵩橋建装 445-8485

㈲タカハシ電気商会 443-1873
419-7166

㈲タカハシ電気商会東武団地店 443-0653

高村設備 444-6117

㈱竹森工業 444-5531

㈲龍江建装 444-5763

㈱タッグ 401-6980

田中建設工業㈱ 445-0846

㈱田中電設 444-1538

㈲タナベ興建 443-1424

㈱タニマ 444-1484

㈲種山重機 444-5417

㈲田向ガラス店 443-1867

チ

千葉繁雄 445-6246

千葉スケールテクノ㈱ 446-2161

千葉ハウス㈱ 444-6411

ツ

㈱ツカコム 444-9666

㈲筑波美装 444-4064

土澤　浩志 752-9081

土屋設備 406-3653

㈲つるやパッキン 441-8636

テ

㈲ティーエスエンジニアリング 446-6299

テクノシュトルツ 080-6252-4962

㈱テクノプローブ 441-8881

ト

東葛食品㈱ 444-1211

東京紙巧芸㈱ 445-6773

㈲東興冷蔵 444-3245

藤内興業 047-388-9223

㈱銅秀 445-6561

トウメイ㈱ 439-2512

㈱東和金属印刷 443-1971

㈲戸坂製作所 444-2913

㈱轟鉄工所 047-387-3575

㈲鳥羽電気 444-6011

トフコ㈱ 047-387-6647

㈲トミーサービス 445-0348

㈱トモケン 443-4539

㈲ドリームアップ 441-8115

ナ

㈱ナオテック 442-3483

仲井工業　 443-8013

仲川工業 446-6778

長嶋塗装 442-1599

㈱仲設備 444-1382

中富建設㈱ 491-3609

中西産業㈱鎌ケ谷工場 442-2211

ナカノ㈱ 445-1235

㈲中野製作所 443-1090

中野板金 443-9889

中村組 0297-43-7806
497-0883

㈲中村製作所 444-3315

中村畳店 443-3710

㈱中村塗工 443-1657

那須設計工務㈱ 443-3207

ナス電機㈲ 047-384-9027

㈲ナル・システム 702-7630

ニ

新留塗装 444-0599

㈱新山研究所 445-3192

仁志田塗装工芸㈱ 402-6778

仁科装飾 446-0358

㈲日研工業 444-8676

ニッポー㈱ 446-4122

㈱日本パック 442-0711

㈱人形工房武人 443-4618

ネ

ねぶや労務経営事務所 406-4160

ノ

野口塗装 090-3812-2275

野本工業 443-3806

ハ

パークデンタル 446-8789

ハウスクリーニングまっちゃん 412-5454

㈱羽賀建設 443-7461

㈲ハクエイ 446-3698

㈲初富製作所 443-7479

花沢加工 444-8725

㈲花嶋自動車 443-6640

㈲英製作所 047-385-3211

林田塗装 446-7719

㈲原工業 047-497-0511

㈱ハルク 498-8010

ヒ

㈱ヒカリシステム 0120-570-601

㈱ PICO 445-6689

㈱美光化学研究所 443-6397

㈲美匠 446-5581

ビソウビルド㈱ 325-8811

㈲百年社 445-1070

㈲日向寺水道工業 446-0765

㈱ヒューテック 446-9257

平井プレス工業所　　 445-7921

平方工務店 444-5616

㈱ビルドエイトワンホーム 443-3825

㈲ヒロックス 412-0077

フ

Fast    中島陽一郎 090-4075-9116

Four　M ㈱　中岫 445-0371

㈱フォース 402-2560

福島建設㈲ 445-7255

㈲藤建装 047-383-3155

藤澤建設㈲ 444-3210

㈲藤田電機サービス 446-3021

フジデン　後藤洋二 460-9921

二和設備工業㈱ 441-7127

船清設備 446-1346

フラワーインテリア 444-4420

㈱プロジェクト 497-8812

㈱プロメイド 03-6658-8990
442-5030

フロントセンター㈱ 446-3133

ヘ

㈲平和商事 444-3000

ホ

㈱北総美装 444-0901

㈲保科発条製作所 047-387-8523

細野土木興業㈲ 446-7800

本多製帽所 443-5246

㈲本間石材 445-1538

マ

My 設備設計室 404-9634

㈱増子工業 444-4699

㈲マツエンジニアリング 446-1299

松橋建設㈲ 445-4391

㈱松村製作所 441-7420

松本商店 443-6688

㈲マルエヌ螺子 445-7963

㈲丸高電設 443-0632

㈱マルミ建設 444-7111

㈲丸良工務店 444-8612

ミ

御門工業 04-7191-9361

㈲ミサキ 047-386-7671

㈲水貝工業 446-4223

㈱三鈴工業 442-1576

皆川建装 401-3830

㈲皆川造園土木 443-2196

㈲三冨士建設 443-1322

㈱宮崎 047-752-9110

宮﨑工業 443-5162

宮本内装工業 444-3401

㈲三代川工業所 444-2801

ム

㈱むさし 047-385-3231

むつみ産業㈱ 043-461-9674

メ

目黒建設総業㈱ 444-1177

モ

モリタ建築タロー 443-7017

森塗装工業 443-1885

ヤ

㈱矢口建設 444-1141

山口造園 443-8457

㈲山下加工 445-7441

㈱ヤマシナ商事 446-3529

㈱山田 443-5841

㈲山田建築工業 441-1234

大和空調㈱ 445-4701

(合)山本工場 047-311-3850

ヤマモトホールディングス㈱ 402-3862

山屋食品㈱ 443-4377

㈱山和 444-1124

ユ

㈱ユウシンサポート 494-5498

ヨ

㈱横尾電設 444-1873

横山工作所 445-4470

吉川興業 443-7928

㈲義建設 443-0475

吉澤塗装店 449-1804

吉澤内装 445-5313

ラ

ライトニング　 412-6018
080-5679-4578

リ

㈱リコウ装建 047-402-4192

レ

レボリューションファクトリー 445-0481

ワ

わくい煎餅 443-8117

㈲渡部玩具製作所 444-8602

渡辺ゴム金型製作所 047-387-0777

㈲ワタナベ皮革工芸 444-1511

ONE 442-2023
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鎌ケ谷市商工会活動紹介

鎌ケ谷市産業フェスティバル

●経営改善普及事業
・経営指導員による巡回・窓口相談
・講習会、研修会の開催
・金融斡旋
・税務相談、記帳継続指導，記帳代行
・労働保険等事務代行（労働保険事務組合）
・専門家派遣　等

●地域総合振興事業
・総合振興事業／産業フェスティバル、賀詞交換会、地域活性化事業、福利厚生事業　等
・商業振興事業（商業部会活動）　・工業振興事業（工業部会活動）
・青年部、女性部活動　等

●保険・共済事業
・小規模企業共済　　・経営セーフティ共済　　・中小企業退職金共済
・特定退職金共済　　・商工貯蓄共済　　　　　・全国商工会会員福祉共済
・新共済（所得補償、医療保険、がん保険）　　・中小企業PL保険
・火災共済、自動車共済、自動車事故費用共済　等

鎌ケ谷市商工会のご案内

鎌ケ谷市商工会は、法律（商工会法）に基づき設立された組織であり、中小企業の
発展や豊かな地域づくりを目的として、以下の様々な活動を行っています。

　毎年10月に鎌ケ谷市福太郎ア
リーナ（市民体育館）にて、地域の産
業振興を目的として、鎌ケ谷市商工
会と鎌ケ谷市が主催し、市内事業所
の製品の展示と即売を行っている。
また、多彩なステージイベントやお
楽しみコーナー、屋外では模擬店
コーナーもあり、毎年約1万5千人
の来場者でにぎわっている。

■発　行／鎌ケ谷市商工会　工業部会 ■編　集／事業所案内冊子編集委員会 ■発行日／2018年2月1日  
■所在地／鎌ケ谷市南初富6-5-60 ■電　話／047-443-5565


