
＜元町＞
●法人・事業所等 市立若草認定こども園
カリン 市立みなみ認定こども園
けいとや 市立神明認定こども園
サイクルショップ　かんべ 市立北部認定こども園
ピエモンテ 市立堀江認定こども園
金又商店 浦安商工会議所
写真館テディベア 浦安市商店会連合会
小ばなし 浦安魚市場協同組合
バーバーサワダ 浦安猫実二郵便局
松竹美容室 浦安駅前郵便局
植野雅子音楽教室 浦安堀江郵便局
船宿吉野屋 公益財団法人うらやす財団
平乃家 公益社団法人浦安市シルバー人材センター
北部珠算学院 一般社団法人浦安市歯科医師会
野島電機工業所 東京ベイ・浦安市川医療センター
喫茶＆スナックさくら 浦安病院
相馬のり店 滝口耳鼻咽喉科
餅萬 浦安皮膚科
モンテヤマザキ あべメンタルクリニック
馳走天乃 牧野クリニック
コーヒーロースト 浦安サンクリニック
青木てんぷら店 浦安ふじみクリニック
ひねもすのたり 浦安外科胃腸科医院
URAYASU　markets 山本医院
町山工業 上田クリニック
浦安サンホテル 聖心小児科医院
合資会社吉野商店 鈴木医院
正福寺 浦安中央動物病院
大蓮寺 ナグモ歯科医院
東学寺 うちだ歯科医院
宝城院 飯田歯科医院
おかべ会計 わかば歯科クリニック
町田清英税理士事務所 白土歯科医院
新日本税理士法人浦安オフィス おだ歯科医院
税理士法人桜頼パートナーズ会計氏原事務所 藤原歯科クリニック
醍醐会計事務所 たかなし歯科医院
泉沢社会保険労務士事務所 岡崎歯科医院
司法書士法人ベイエリア春本・笠井事務所 泉沢歯科医院
東栄経友会浦安支部 宇田川歯科医院
東栄信用金庫浦安支店 榎本矯正歯科
東京シティ信用金庫浦安支店 オオツカ歯科クリニック
東京ベイ信用金庫浦安支店 みさき歯科医院
コミュニケア２４　癒しの浦安ふじみ館 奥田歯科医院
社会福祉法人東京栄和会　うらやす和楽苑 おもて歯科医院
社会福祉法人宏仁会　清風荘うらやす 熊川歯科医院
夢のみずうみ村浦安デイサービスセンター さしだ歯科医院
市川市農業協同組合浦安支店 スズキ歯科
学校法人川見学園　吹上幼稚園 中島歯科医院
市立青葉幼稚園 舞浜ガーデンヒルズ歯科
社会福祉法人芳雄会　みのり保育園・
ふたば保育園

南歯科医院

社会福祉法人茂原高師保育園　浦安駅前保育園 宮内歯科医院
社会福祉法人誠和会　しおかぜ保育園 森デンタルクリニック
社会福祉法人一静会　しずか荘 よこた歯科クリニック
一般社団法人はぐくみ　浦安わかば保育園・
浦安わかばの森保育園

雅心堂歯科医院

一般社団法人日本農産物プランディング協会 コガ薬局
市立当代島保育園 タカハシ薬局
市立猫実保育園 はり・灸　三恵堂

平成30年度　社協会費・共同募金にご協力をいただいた法人・事業所等



株式会社舞浜倶楽部　富士見サンヴァーロ 丸正商事株式会社
株式会社ワイズマート浦安本社 丸矢木材工業株式会社
株式会社鳴島重機工事 京葉ガーデン株式会社
株式会社ｉｋｋ 金子製作株式会社
株式会社アドバンス 総武工業株式会社
株式会社ウチダ・ファミリー・コーポレーション 袖浦設備工業株式会社
株式会社オオヤギ 大川水産ホールディングス株式会社
株式会社ケイハウス 大和田オフィス株式会社
株式会社サマヨ 東松メンテナンス株式会社
株式会社ステインハウス・パートナーズ 東部重工業株式会社
株式会社スペースワン 東洋酵素化学株式会社
株式会社ダイゴ 東陽工業株式会社
株式会社ダイワ 日田運輸株式会社
株式会社テスコム 尾頭建設株式会社
株式会社のだや 細山熱器株式会社第一工場
株式会社ビーオアシス 三和株式会社
株式会社ヒライメンテナンス オザワ産業株式会社
株式会社ベール松喜屋 小沢興業株式会社
株式会社ママショップ加納 小徳管理株式会社
株式会社ママショップ加納リリーフケア２４ 双葉商事株式会社
株式会社みな川 彦田ハウジング株式会社
株式会社もとゆき 長野印刷株式会社
株式会社モビック 田口住宅工業株式会社
株式会社ヤマサン 東基工業株式会社
株式会社ラサ化工 共栄石油株式会社ニュー浦安給油所
株式会社浦安設備管工 共栄石油株式会社浦安駅前給油所

株式会社岡崎金物
浦安オイルサービス株式会社浦安インターサービ
スステーション

株式会社丸政建材 有限会社総合リハビリ研究所
株式会社丸茂海苔店 有限会社ブルックス
株式会社丸利 有限会社富士見かね七
株式会社久兵衛 有限会社アイシン
株式会社光設備 有限会社さかえや
株式会社三康建設 有限会社さつまや
株式会社山治 有限会社シブヤ事務機
株式会社鹿野建設 有限会社ショウシン
株式会社新都市グリーン開発 有限会社ジンノエクスプレス
株式会社森田質店 有限会社スタジオしんぞう
株式会社清五郎運送 有限会社トップス・ビー・エムズ
株式会社西金 有限会社ナリタ
株式会社装栄 有限会社ベンテンクリーニング
株式会社太平金属工業所 有限会社みかさ商店
株式会社大長 有限会社ラインズ
株式会社大塚興産 有限会社伊藤洋品店
株式会社醍醐商店 有限会社浦安タイヤ商会
株式会社長福 有限会社浦安花輪
株式会社飯塚土地管理 有限会社浦安丸勝
株式会社野田屋水道部 有限会社関口塗料店
株式会社陸王運輸 有限会社丸喜
株式会社鈴木設備工業 有限会社丸和ペイント
株式会社千葉興業銀行浦安支店 有限会社岩田屋
株式会社京葉銀行浦安支店 有限会社岩田屋商店
株式会社富山水産 有限会社吉野商店
クリーンエース株式会社 有限会社吉野製作所
ヒノデ第一交通株式会社浦安営業所 有限会社牛山海苔店
ロイヤル防災株式会社 有限会社金三郎
阿部木材株式会社 有限会社金子工務店
栄商事株式会社 有限会社熊川自動車
引野造園株式会社 有限会社源治
関東宇部コンクリート工業株式会社浦安工場 有限会社御代川商事

有限会社高橋商店



有限会社高山書店 堀江橋自治会
有限会社今野 コープ野村浦安自治会
有限会社佐久間商事
有限会社佐々木モータース ●老人クラブ
有限会社守る 江川第一クラブ
有限会社秋山商事　秋山サイクル 堀江元町クラブ
有限会社勝花 当代島かもめ会
有限会社松井商店 八区若寿会
有限会社政丸水産 堀江長寿クラブ
有限会社清管工営 富士見和貴会
有限会社西益商事 堀江中央しおかぜクラブ
有限会社西保企画 富士和会
有限会社赤馬商店

有限会社川崎製作所 ＜中町・アーバンリゾートゾーン＞
有限会社泉正商店 ●法人・事業者等
有限会社増田屋商店 kazuクラフト
有限会社大滝事務所 MEDI＋PLUS
有限会社大塚商店 アート美容室
有限会社伝次郎商店 ヒラキバレエスクール
有限会社田中屋海苔店 玉井珠算学院
有限会社徳兵衛商店 下長海苔店
有限会社美津屋商店 折笠商店
有限会社平四郎商店 ニッセイ総合研究所
有限会社堀常 明治安田生命保険相互会社浦安営業部
有限会社鈴木工務店 オリエンタルホテル東京ベイ
有限会社剱持電気商会 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
有限会社佃煮の内田商店 日和ホテル舞浜
有限会社小畑工務店 ママショップ美浜
有限会社中昇木材 マイパティオ美浜
丸金水産有限会社 宮崎税務会計事務所
をばや商店有限会社 市川恵子社会福祉士事務所
三歩木材有限会社 秋本労務管理事務所

田中経営法務事務所
●学校 司法書士法人・行政書士オールシップ
市立浦安小学校 司法書士行政書士村岡事務所
市立南小学校 市立富岡幼稚園

市立北部小学校
社会福祉法人わかみや福祉会　入船北保育園・
弁天保育園

市立東小学校 エンゼルマミー
市立堀江中学校 新浦安子どもの木保育園

市立入船保育園
●自治会 市立富岡保育園
堀江一丁目自治会 市立東野保育園
堀江二丁目自治会 市立見明川認定こども園
堀江三丁目自治会 市立美浜南認定こども園
堀江四丁目自治会 市立入船南認定こども園
堀江五丁目自治会 市立舞浜認定こども園
猫実東自治会 市立美浜北認定こども園
猫実三丁目自治会 NPO法人フレンズ
猫実四丁目自治会 NPO法人たすけあいはとぽっぽ
第８区自治会 JR京葉線　新浦安駅
第九区自治会 JR京葉線　舞浜駅
第十区自治会 浦安建設協同組合
富士見二丁目自治会 浦安郵便局
富士見三丁目自治会 浦安富岡郵便局
富士見自治会 順天堂大学医学部付属浦安病院
堀江中央自治会 順風会小林クリニック
北栄三丁目自治会 ニュー上田クリニック
北栄四丁目自治会 ベイシティクリニック
ライオンズマンション浦安自治会 阿久津耳鼻咽喉科医院



イナガキ眼科 ●学校
新浦安こどもクリニック 市立見明川小学校
金子小児科クリニック 市立富岡小学校
クリニック米澤 市立美浜南小学校
さくら歯科クリニック 市立舞浜小学校
市川歯科クリニック 市立美浜北小学校
海楽歯科医院 市立東野小学校
やの歯科医院 市立入船小学校
ITO DENTAL OFFICE 市立浦安中学校
キャビネ・ラピヌー 市立見明川中学校
新浦安歯科医院 市立入船中学校
ベイサイド歯科クリニック 市立富岡中学校
香取歯科 市立美浜中学校
見明川歯科医院 県立浦安高等学校
さとう矯正歯科医院 東海大学付属浦安高等学校・中等部
入船歯科医院
橋本歯科医院 ●自治会
樋口歯科医院 富岡自治会
福嶋歯科医院 海楽南自治会
小山歯科医院 入船自治会
三浦歯科医院 東野自治会
ふじみ歯科医院 今川自治会
美浜歯科医院 今川団地自治会
ごとう薬局 見明川自治会
漢方薬誠心堂新浦安店 パ－クシティ弁天自治会
富岡整骨院 サンコ－ポ浦安自治会
快心堂　整体・心理療術院 さつき苑自治会
株式会社ブライトンコーポレーション 美浜東エステ－ト自治会
株式会社リエイ 弁天自治会
株式会社ONE－TO－ONE 入船中央エステ－ト自治会
株式会社アイハラ 海楽パークシティ自治会
株式会社アップス 美浜１５自治会
株式会社エコ・クリアランス 京成サンコ－ポ浦安自治会
株式会社オリエンタルランド 海楽中央自治会
株式会社ハウスリペア 入船西エステ－ト自治会
株式会社プラザサンルート 美浜西エステ－ト自治会
株式会社近代 入船東エステ－ト自治会
株式会社大樹園 美浜１６自治会
株式会社宝珠造園土木 舞浜ローズタウン自治会
株式会社明和地所 コモンシティ浦安自治会
株式会社ENEOSウイング湾岸浦安フリートTS 美浜三丁目自治会
千曲鋼材株式会社 パークシティ舞浜自治会
興和印刷株式会社 入船北エステ－ト自治会
共栄石油株式会社浦安入船給油所 富岡エステ－ト自治会
明治通商株式会社 エル･シティ新浦安自治会
山宝株式会社 入船リバ－サイド自治会
扶桑鋼管株式会社 舞浜三丁目自治会
匠ホールディングス株式会社 日本生命浦安社宅自治会
西松建設株式会社浦安社宅 エアレジデンス新浦安オーナーズクラブ自治会
有限会社六本木三井ハウジング
有限会社田中石材 ●老人クラブ
有限会社トモス工房 弁天クラブ
有限会社ヨイム 美浜寿会
有限会社伊藤青果 富岡渚会
有限会社共生園緑化 入船中央寿会
有限会社鹿島防水 弁天喜楽会
有限会社総合福祉サービス 東野クラブ
有限会社内田商店 みさき長寿会
有限会社鈴木建装 東野竹寿会
トライ総合有限会社 入船東寿会

入船北の会



舞浜三丁目マイアミクラブ 藤澤鋼板株式会社
富岡悠遊会 有限会社サンメトリックス
海南クラブ 有限会社丸参鋼材

有限会社東栄堂

＜新町・工業ゾーン＞ 中村鋼材株式会社

●法人・事業者等 ヤマト特殊鋼株式会社
白いエプロン 芝浦シヤリング株式会社
ポニークリーニングパークシティ新浦安店 千代田鋼材株式会社
浦安鐵鋼団地協同組合 東京中央木材市場株式会社
浦安市介護事業者協議会
浦安望海の街郵便局 ●学校
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ 市立日の出小学校
NPO法人ｉ－net 市立明海小学校
市立日の出幼稚園 市立高洲小学校
市立日の出保育園 市立日の出南小学校
市立高洲保育園 市立明海南小学校
市立明海認定こども園 市立高洲北小学校
社会福祉法人聖隷福祉事業団　浦安市特別養護
老人ホーム・浦安エデンの園

市立日の出中学校

新浦安虎の門クリニック 市立明海中学校
えとう医院 市立高洲中学校
かんだこどもクリニック 県立浦安南高等学校
飯田耳鼻咽喉科クリニック 東京学館浦安中学校・高等学校
高洲歯科クリニック 順天堂大学医療看護学部
海風の街デンタルクリニック 明海大学
新浦安ブライト歯科 了徳寺大学
栗林歯科医院
坂田歯科医院 ●自治会
コートマリーナ歯科医院 高洲自治会
I Cubu Dental Clinic新浦安 ベイシティ浦安自治会
山本デンタルクリニック 海風の街自治会
スターツコミュニティセンター新浦安 浦安高洲県営住宅自治会
合同会社ウォルステクノリサーチ 潮音の街自治会
株式会社舞浜倶楽部　新浦安フォーラム 夢海の街団地自治会
株式会社リーガルコーポレーション ベイシティ新浦安自治会
株式会社京江シャーリング コスモ新浦安東京ベイ自治会
株式会社キヨシゲ グランファースト新浦安自治会
株式会社ガンズコーポレーション パークシティ新浦安自治会
株式会社セブンサービス企画装飾 セレナヴィータ新浦安自治会
株式会社インスメタル ラディアンコースト新浦安自治会
株式会社浦安清運 アールフォーラム新浦安自治会
株式会社ニホンケミカル レジアスフォート新浦安自治会
株式会社岩崎商会 碧浜自治会
株式会社澁井鋼材店 シーガーデン新浦安自治会
株式会社森製作所 パークシティ東京ベイ新浦安Coco自治会
株式会社カネコ パークシティグランデ新浦安自治会
スターツホテル開発株式会社ホテルエミオン東京 プラウド新浦安自治会
オリックスリビング株式会社
メイカイ株式会社 ●老人クラブ
栄鋼管株式会社 海風の街これから会
野村鋼機株式会社 ゆめみ悠々会
大新東株式会社舞浜営業所 高洲クラブ
東京ベイシティ交通株式会社 海園の街盛年会
関根床用鋼板株式会社 サンライズクラブ
黒崎インターナショナル株式会社 レジアスきらら会
佐藤鐵鋼株式会社 シーガーデン・日の出クラブ
清水鋼鐵株式会社 セレナ・シニアクラブ
田中鉄鋼販売株式会社 潮騒クラブ
東洋鋼鐵株式会社 グランデＳ＆Ｒ
藤田商事株式会社



＜市外＞
●法人・事業者等
株式会社明光企画
株式会社総合印刷新報社
株式会社愛ネット
株式会社ジェイコム浦安局
株式会社ジャパンビバレッジ東京
株式会社共同購買会
三栄メンテナンス株式会社
ダイドービバレッジサービス株式会社
有限会社ショッピング剱持
有限会社功徳林


