
屋号 所在地 業種
CoCo壱番屋 南子安6-20-15 飲食店・喫茶店
あきんどスシロー 南子安８−１−４９ 飲食店・喫茶店
ガスト 南子安９丁⽬１−１ 飲食店・喫茶店
かっぱ寿司 南子安6-20-8 飲食店・喫茶店
ココス 南子安９−６−３９ 飲食店・喫茶店
ジョナサン 東坂田4丁⽬1-4 飲食店・喫茶店
すき家 外箕輪3-17-21 飲食店・喫茶店
すき家 東坂田2-3-13 飲食店・喫茶店
タリーズコーヒー 東坂田2-3-1 飲食店・喫茶店
バーミヤン 大和田1丁⽬1-36 飲食店・喫茶店
はま寿司 東坂田4丁⽬10番27号 飲食店・喫茶店
夢庵 南子安9丁⽬2-33 飲食店・喫茶店
餃子の王将 北子安903 飲食店・喫茶店
Asian Royal Kitchen 久保 1-12-3 飲食店・喫茶店
BOOKCAFE & KITCHEN TIDELANDBOOKS 久留里市場 564 飲食店・喫茶店
HotchocoCafe 草川原 721 飲食店・喫茶店
L`ESPOIR 久保 2-2-6 飲食店・喫茶店
Petit Fleur 南子安 1−7−13 飲食店・喫茶店
Tea Room Ellie 久留里市場 845 飲食店・喫茶店
あんぷらっと 杢師２−９−３１ 飲食店・喫茶店
いなばのしろうさぎ 南子安 5-13-4 飲食店・喫茶店
いわし処てるひこ 中野 ３−２−２０ 飲食店・喫茶店
おうちや 南子安 3-25-19 飲食店・喫茶店
おすしやさん魚忠 杢師 １丁⽬９番１号 飲食店・喫茶店
お好み焼きごえん 外箕輪 4-3-3 飲食店・喫茶店
かつ波奈 中野 4丁⽬3-1 飲食店・喫茶店
かめや 坂田 673-11 飲食店・喫茶店
コイトコーヒー 中島 264-1 飲食店・喫茶店
コーラル山滝野 平山 1309-6 飲食店・喫茶店
さくらkitchen 三直622 飲食店・喫茶店
さるとび ⻄坂田 2ー5ー16 飲食店・喫茶店
ししまる 久保 1-8-12 飲食店・喫茶店
じんべえ 大野台 420-2 飲食店・喫茶店
スープパスタ＆PIZZA専門店 東京オリーブ 根本 913-2 飲食店・喫茶店
ステーキハウス桂  君津店 南子安 9-6-1 飲食店・喫茶店
たいこくどう 久留里市場 ５３６ 飲食店・喫茶店
だいす 内蓑輪 122-2 飲食店・喫茶店
チムニー ２丁⽬７−１ 飲食店・喫茶店
ドリプレCAFE 大野台 815-85 飲食店・喫茶店
なかぱんカフェ 外箕輪 2-8-25 飲食店・喫茶店
ナンハウス 北子安 6-18-18 飲食店・喫茶店
ニューギャラリー ⻄坂田 3-9-7 飲食店・喫茶店
びすとろ茶屋 東坂田２−９−１４ 飲食店・喫茶店
ミライエテラス カフェ 南子安 5-26-17 飲食店・喫茶店
レストラン ディジョン 坂田 1279 飲食店・喫茶店
欧風食堂パティオ 南子安 5-10-37 飲食店・喫茶店
蟹工船 君津店 南子安 2-18-3 飲食店・喫茶店
菊蔵 ⻄坂田１ー３ー９ 飲食店・喫茶店
旧オオシマ屋 久留里市場177番地 飲食店・喫茶店
⽜⾓ 南子安３−２６−１５ 飲食店・喫茶店
京城苑 南子安 3-4-12 飲食店・喫茶店
蕎⻨ 畔蒜 ABIRU 笹 1654-1 飲食店・喫茶店
喰屋 九十九 久保1-12-3 飲食店・喫茶店
君津らぁめん なじみ 中富 984-1 飲食店・喫茶店
君津北口の君鶏 東坂田2-6-16 飲食店・喫茶店
君津北口の君式横丁 東酒田2-6-16 飲食店・喫茶店
薫るダイニングバー 3rdBASE 南子安 5-28-5 飲食店・喫茶店
激⾟ラーメンの拉麺帝王 北子安６−１７−８ 飲食店・喫茶店
湖畔亭 川俣旧川俣 8 飲食店・喫茶店
四川料理 秀桜 南子安 7-1-35 飲食店・喫茶店



屋号 所在地 業種
寿司 大足鎌 上 252-3 飲食店・喫茶店
寿司やまと 6-21-2 飲食店・喫茶店
住宅館LABO 南子安5-27-1 飲食店・喫茶店
焼肉なんどう 南子安３ー２５ー９ 飲食店・喫茶店
食事処 あめ家 杢師 2-17-5 飲食店・喫茶店
新昭和ハウジングスクエア 南子安5-27-1 飲食店・喫茶店
森のカフェ フレンズ ⻑⽯５４０−１ 飲食店・喫茶店
⻄山家 ⻄坂田4丁⽬6−3 飲食店・喫茶店
⽯窯焼クロワッサン君津店 南子安 3ー6ー20 飲食店・喫茶店
扇や 北子安 3-10-7 飲食店・喫茶店
倉式珈琲店イオンタウン君津店 5-17-1 飲食店・喫茶店
村のピザ屋カンパーニャ 大⼾⾒ 296 飲食店・喫茶店
台湾料理 鴻一 南子安 4-28-22 飲食店・喫茶店
大衆バルO-KINI 久保 1-11-4 飲食店・喫茶店
炭火焼×素材 PARTENZA 北子安2-16-8 飲食店・喫茶店
炭火焼肉 まるきょう 杢師 2-9-22 飲食店・喫茶店
筑豊ラーメン山⼩屋 大井⼾ 6-1 飲食店・喫茶店
天ぷら ふぐ 天たけ 中野 1-2-34 飲食店・喫茶店
天秀 久保 2-9-15 飲食店・喫茶店
東尋坊 北久保 1-4-9 飲食店・喫茶店
日比谷三源豚 北子安 3-7-2 飲食店・喫茶店
日本料理和泉沢 東坂田 1-3-22 飲食店・喫茶店
農家レストラン カフェやさまる 中島 521 飲食店・喫茶店
房総四季の蔵（季楽里・丸藤） 三直 170−1 飲食店・喫茶店
望陀餃子楼 中野 4-7-14 飲食店・喫茶店
麺s' Dining 司 人⾒ 4-6-1 飲食店・喫茶店
麺屋 寛⻁ 人⾒ 4-3-26 飲食店・喫茶店
和可奈寿司 人⾒ 4ー13ー30 飲食店・喫茶店
和可奈寿司 君津駅前店 東坂田 2ー8ー15 飲食店・喫茶店
和食処とんでん 南子安6-20-6 飲食店・喫茶店
和洋食佐野 ⻄坂田 2-15-12 飲食店・喫茶店
ぐぅトラKitchen 中富895ー3 飲食店・喫茶店
ピザーラ 1-6-14 飲食店・喫茶店
壱鵠堂・伝丸 南子安4-1-5 飲食店・喫茶店
⼩僧寿し 南子安4-1-13 飲食店・喫茶店
百年の隠れ家伝 内箕輪 1-9-12 飲食店・喫茶店
お食事処 弥平 内蓑輪 167-6 飲食店・喫茶店
麺や和 久保 2-10-8-102 飲食店・喫茶店
寿し仙 北子安 1-14-20 飲食店・喫茶店
びわ亭 南子安 5-28-5 飲食店・喫茶店
３ｒｄ ＢＡＳＥ 南子安５−２８−５ 居酒屋・パブ・バー
BBQ OASIS 外箕輪１７５−１ 居酒屋・パブ・バー
ＢｌｏｏｍＣａｆｅｇｒａｎｄｅ 三直１７０ー１ 居酒屋・パブ・バー
Cʼs 久保 1-3-7 居酒屋・パブ・バー
CT外用 八重原１７２ 居酒屋・パブ・バー
Girls bar EVE 東坂田 3-3-1 居酒屋・パブ・バー
HACHIYA 南子安５ー１３ー３ 居酒屋・パブ・バー
Jardin 大和田 3丁⽬2-7 居酒屋・パブ・バー
JOYʼS DINER 北久保 ２丁⽬３番７号 居酒屋・パブ・バー
KADAYAWAN 東坂田 3-3-1 居酒屋・パブ・バー
ohnanbu 八重原１７２ 居酒屋・パブ・バー
spice酒舗 jin 大和田３−１−１２ 居酒屋・パブ・バー
water＋stage ⻄坂田２丁⽬−１３−１０ 居酒屋・パブ・バー
wing 中富９９０−４ 居酒屋・パブ・バー
さかなやくろ 東坂田 2丁⽬6-14 居酒屋・パブ・バー
すず海 ⻄坂田 4-6-3 居酒屋・パブ・バー
ティールームエリー 久留里市場８４５ 居酒屋・パブ・バー
デニーズ 南子安6−21−18 居酒屋・パブ・バー
ほまれや 東坂田３ー３ー１５ 居酒屋・パブ・バー
もつ焼き 武 中富 914-7 居酒屋・パブ・バー



屋号 所在地 業種
やきとり秀ちゃん 内蓑輪 122-1 居酒屋・パブ・バー
やきとり百々 外箕輪 4-1-44 居酒屋・パブ・バー
レストランバーメルズ 北子安 5-2-35 居酒屋・パブ・バー
花月庵 久保３ー１０ー８ 居酒屋・パブ・バー
⽜匠しらいし 外箕輪１−１０−１８ 居酒屋・パブ・バー
居酒屋 FACECOOK ⻄坂田１ー２ー１１ 居酒屋・パブ・バー
居酒屋ZONE 南子安 3-4-21 居酒屋・パブ・バー
居酒屋ゆら 大和田 3-2-8 居酒屋・パブ・バー
居酒屋呑来 久保 1ー11ー5 居酒屋・パブ・バー
魚⺠ 君津南口駅前店 中野1-2-2 居酒屋・パブ・バー
君式食堂 東坂田２丁⽬６番１６号 居酒屋・パブ・バー
君式担々麵 東坂田 ２丁⽬６番１６号 居酒屋・パブ・バー
君津ダイニング ブォナセーラ 久保２−１０−２ 居酒屋・パブ・バー
君津の煖 東坂田 2-5-7 居酒屋・パブ・バー
旬彩ダイニングうみぼうず ⻄坂田1-3-14 居酒屋・パブ・バー
千年の宴 君津北口駅前店 東坂田1-3-6 居酒屋・パブ・バー
他力本願（酒酔い処 タリキホンガン） 中野 2-17-7 居酒屋・パブ・バー
日本料理 三船屋 上湯江１１６４ 居酒屋・パブ・バー
日本料理 天秀 久保２−９−１５ 居酒屋・パブ・バー
百年の隠れ家 伝 内箕輪１−９−１２ 居酒屋・パブ・バー
麺屋 月影 大和田店 大和田４−１−１ 居酒屋・パブ・バー
和食居酒屋よこ田 北子安２ー２３ー２８ 居酒屋・パブ・バー
mokahime（ぷらちな） 久保1-10-15 アパレルショップ
ファミリーファッション キクヤ 久保 2丁⽬6-11 アパレルショップ
ジャスポートおびつ 末吉２４０−１ ガソリンスタンド
ジャスポートこいと 根本４３１ ガソリンスタンド
ジャスポートさだもと 貞元１４０−１ ガソリンスタンド
君津屋⽯油店 折⽊沢 ７５−１ ガソリンスタンド
茂⽊商店 ⼩山野 １６１番地の１ ガソリンスタンド
⽊村屋金物店 久留里市場 １６５番地 ガソリンスタンド
ヒラノスポーツ 坂田 1268-1 スポーツ用品店
ルアーショップ シーカー 法⽊作 1-6-17 スポーツ用品店
第一フィッシング 外箕輪 １１３番地１ スポーツ用品店
MANA LEA 郡 1-13-19 ファッション雑貨
STEPPE 南子安 4-29-15 ファッション雑貨
ボンメゾン 久保4-6-3 ファッション雑貨
マリポコミュ 東日笠 421 ファッション雑貨
猟師工房ランド 香⽊原 269 ファッション雑貨
ｃｅｌｅｓｔｅ 人⾒１−７ ⾐服・靴・服飾品・カバン・バッグ
N1TRO 八重原１７２ ⾐服・靴・服飾品・カバン・バッグ
かなぐや 久留里市場 163 ⾐服・靴・服飾品・カバン・バッグ
真田本店 久留里市場 180 ⾐服・靴・服飾品・カバン・バッグ
ドリプレ・ローズガーデン 大野台８１５−８５ 映画館・劇場・スポーツ観戦施設・チケット
君津市⺠⽂化ホール 三直６２２番地 映画館・劇場・スポーツ観戦施設・チケット
メナードフェイシャルサロン Hitomi 人⾒3-9-6 化粧品店
メナード化粧品 君津みなみこやす店 南子安 3-1-3 化粧品店
資⽣堂化粧品 大⿊屋 久留里市場 １４３ 化粧品店
SLOW TIGER 台 1-6-7 家具・インテリアショップ
Plug-in いしい 松丘店 広岡 1179-1 家電・家具・寝具・キッチン用品
株式会社 十全社 企画室 中野４−１−１４ 家電・家具・寝具・キッチン用品
⼿づくり家具工房    秋元⽊工 笹１７８２−１０ 家電・家具・寝具・キッチン用品
カクタスグロウ 大井⼾1154 花・植⽊・農耕具・ペット
フローリスト フェリーチェ 南子安 5-13-16 花・植⽊・農耕具・ペット
花工房 スラタン 泉２７８−１ 花・植⽊・農耕具・ペット
⽊村屋金物店 久留里市場 １６５番地 花・植⽊・農耕具・ペット
auto shop HERO 陽光台 ２ー３ー１７ 自動車（中古車）販売店
TMGarage 常代3-1-5 自動車（中古車）販売店
君津マイカーセンター ⻄坂田 3-12-7 自動車（中古車）販売店
有限会社富永 常代 ２丁⽬１６番１７号 自動車（中古車）販売店
タイヤサービス千葉 法⽊作 1-5-18 自動車・バイク用品販売



屋号 所在地 業種
京葉ビジネスサービス 泉 175-14 自動車・バイク用品販売
きみ一 杢師 1-8-34 酒屋・リカーショップ
越前屋 久留里市場 102 酒屋・リカーショップ
吉浜商店 人⾒ １３３９番地の８ 酒屋・リカーショップ
和蔵酒造酒菜館 下湯江 240 酒屋・リカーショップ
MAN-ZOKUスーパーステーション君津店 南子安 8-2-35 書籍・⽂具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD
SOUTH ⻄坂田4-5-12 書籍・⽂具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD
ドキドキ冒険島 東坂田2-7-2 書籍・⽂具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD
味楽囲 さだもと店 貞元 133-1 食品スーパー
スーパーふじや 久保店 久保 食品スーパー
富分 君津店 南子安 食品スーパー
味楽囲 おびつ店 末吉 238-1 食品スーパー
有限会社⽯川商店 南子安３−１７−２３ 食品スーパー
Bee Concierge 福岡 301-23 食品販売店
HAPPY BAUM 常代 1-14-35 食品販売店
ku: 郡 2-8-26 食品販売店
あわのうた 南子安 4-24-27 食品販売店
お持ち帰りからあげ専門店 鶏みつ 東坂田 ２丁⽬ ６−１６ 食品販売店
かずさ和⽜工房 外箕輪１−１０−１８ 食品販売店
クレープ・ピーナッツ 東坂田 2-6-16 食品販売店
サーティワン アイスクリーム 東坂田2丁⽬7-3 食品販売店
ジャム工房iPPO ⻄原 606-6 食品販売店
なごみの里君津 大井 126 食品販売店
のり・お茶・落花⽣ カネス 外箕輪 2-10-5 食品販売店
ハッピーバウム 常代１−１４−３５ 食品販売店
やきとり⿃信 泉 ３７−１ 食品販売店
安田いちご園 大井 ５００ 食品販売店
菓子工房 ⻘い⿃ 南子安 9-14-5 食品販売店
綱島園 東坂田2002-7-3 食品販売店
⼩堀商店 外箕輪 4丁⽬32番1号 食品販売店
焼きたて食パン専門店 一本堂 君津店 外箕輪 3-7-28 食品販売店
⻄野直売所Ｋｏｋｋｏ 山滝野１１２２番地 食品販売店
中村屋 外箕輪 2-8-25 食品販売店
田園菓子のおくりの工房 里桜庵 東日笠 ２８０−２８ 食品販売店
肉のトヨシマ 末吉 343-3 食品販売店
梅月庭 杢師1-9-1 食品販売店
房総四季の蔵（お⼟産処 旬彩） 三直170−1 食品販売店
千歩 北子安 1-1-1 食品販売店
ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥＩＴＡＲＩＹＡ１９８１ ⻄坂田２−５−１８ 食料品・酒類
HondaCars南千葉 U-SELECT君津 南子安7-9-28 自動車販売店
Hondacars⽊更津 大和田667 自動車販売店
かしの⽊薬局久留里店 ⻘柳３６−３ 製剤薬局
ドラッグWAKUWAKU南子安店 南子安 4-10-12 ドラッグストア
エビス薬局 南子安店 南子安2-8-31 調剤薬局・漢方薬
かずさ薬局南子安店 南子安 8丁⽬19-29 調剤薬局・漢方薬
トウキョウ薬局 常代 5-3-13 調剤薬局・漢方薬
まごころ薬局 南子安 ４丁⽬３１番２号 調剤薬局・漢方薬
キョウアイ薬局 杢師 1-1-3 調剤薬局・漢方薬
ライフページ・ナカダヤ 久留里市場 ５４０番地 電気店・家電量販店
ブンブンドウ 南子安 4-9-3 ⽂房具店
盛章堂 久保 2丁⽬1-12 ⽂房具店
MON SAC 久保 1−1−1 鞄屋
博⽂堂書店 中野 5-17-1 書店
ホビーショップ・ピットイン 外箕輪 3-5-30 玩具店
MCARAM 浦田 946 宝⽯・貴金属店
メガネ屋トミナガ南子安店 南子安 １丁⽬８番１０号 時計・メガネ・カメラ
オプトマックス アイベル 君津店 南子安 ４−２１−２ 時計・貴金属・メガネ・カメラ
めがねのマルコー 東坂田 ２丁⽬７番５号 コンタクトレンズ販売店
ＡｔｅｌｉｅｒＥｕｐｈｏｒｉａ ⻄坂田３−８−５ その他（⼩売）
カギ造 中野5-6-20 その他（⼩売）



屋号 所在地 業種
スズキ写真・君津 上 226 その他（⼩売）
すず陶君津店 中野 3ー3ー3 その他（⼩売）
タニイチ塗料 北久保 １丁⽬２番３号 その他（⼩売）
テレショップＭ（キミツケータイ館） 南子安 4-32-2 その他（⼩売）
パテスリーＩＴＡＲＩＹＡ１９８１ ⻄坂田 2-5-18 その他（⼩売）
一心堂 杢師 1-9-7 その他（⼩売）
⼾田屋寝具店 北子安 1-6-5 その他（⼩売）
清幸丸水産直売店 貞元 212-3 その他（⼩売）
⽯の川孝（有）六代 六⼿ １２９番地２ その他（⼩売）
⿃井商店 久留里市場 ５３９ その他（⼩売）
平野輪店 久留里市場 833-2 その他（⼩売）
有限会社 加⼾屋 清和ＳＳ 大岩２３９−３ その他（⼩売）
BEAUTY SALON Metʼs ‒メッツ‒ 外箕輪2ー17ー６ 理容・美容
Gluck hair ⻄坂田 3ー8ー5 理容・美容
hairsalonYokota 常代５−６−２３ 理容・美容
ｍａｈａｌｏ 南子安４−１−７ 理容・美容
ＭＯＲＬＥＹ 台１−１−４ 理容・美容
name． 大和田５−３−１３ 理容・美容
SOMEDAY 南子安 4-9-15 理容・美容
ursus  君津店 南子安4丁⽬16番10号 理容・美容
ティエヌ君津店 外箕輪３−２−１８ 理容・美容
ヒーリングサロン ベルナデッテ 外箕輪2-8-33 理容・美容
ヘアーサロン理容たかはし 常代１−１９−２０ 理容・美容
ボータンメール 中島 ５２２−１ 理容・美容
美容室Cut・Park君津店 久保 4-8-16 理容・美容
美容室ミルクハウス 中野４ー４−２９ 理容・美容
有限会社ボタン美容室 中野 33ー3 理容・美容
305 HAIR STUDIO 中野 5-4-19 理容・美容
ヘアーアプローズ 中富 969-6 理容・美容
髪結 kamiyui 東坂田２ー９ー１７ 理容・美容
ANGEL hair salon 南子安 ８丁⽬１８番１８号 理容・美容
CUT IN jem 坂田 ３９６−７ 理容・美容
HachiHachi hairroom 杢師 2-8-1 理容・美容
hair garden VERDE 人⾒ 5-3-21 理容・美容
hair salon 縁 東坂田 3-3-19 理容・美容
R HAIR from kurosawa 常代 2-17-11 理容・美容
アッシュ美容室 東坂田 2-8-4 理容・美容
アトリエ髪美人 外箕輪 3-2-18 理容・美容
お顔そり専門店顔音 中野 1-4-5 理容・美容
カレンサロンヘアー 箕輪 868-10 理容・美容
ナイーブ 北久保 1-4-14 理容・美容
ぱーまや りーる・どぅ 久保 １−１０−８ 理容・美容
ヘアーサロン アン 中野 1-3-10 理容・美容
ヘアーサロン ミヤザキ 内蓑輪 112 理容・美容
ヘアーショップNʼs 三田 296-1 理容・美容
美容室Hair lagoon 南子安 4-２８−２４ 理容・美容
悠莉セカンド美容室 人⾒ 4-4-11 理容・美容
理容九十九坊 内蓑輪 １７９−２ 理容・美容
Ｃｌａｒｔｅ 台 1 理容・美容
Bonheur 北子安４−１０−３ リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
CATOUCH 外箕輪 3-7-28 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
HATカイロプラクティック 南子安 3-25-11 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
サロン ChuA 中野 2-31-22 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
もみほぐし・整体 Sky 外箕輪 1-16-16 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
もみほぐしサロンゆりまち 中野5-17-1 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
りらくる 東坂田三丁⽬7番10 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
ロハス整体院 東坂田 1-6-1 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
君津整体院 南久保 1-14-15 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
健康サロン セルフアップ 471-12 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
骨格ケアセンター 中野 4-4-6 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック



屋号 所在地 業種
山滝野整体院 山滝野 1028 リラク、足裏・リフレ、整体、カイロプラクティック
cocoromo 常代 5-7-3 エステティックサロン
crraくぅら 南子安 1-9-8 エステティックサロン
H&B 南久保 1-14-15 エステティックサロン
エステサロンアンジェール 常代 4−5−15 エステティックサロン
Nail-HAULER 宮下 2-12-1 ネイル
proof nail 常代 5-1-2 ネイル
Salon Meloa 中野 1-6-27 ネイル
Y's nail 上 602 ネイル
ネイルサロン アンジェール 常代 ４−５−１５ ネイル
ドッグサロン・グー 南子安 6-3-22 ペットショップ、ペットホテル、ペット美容院、動物病院
ペットシッター君津 中野 ３丁⽬３番６号 ペットショップ、ペットホテル、ペット美容院、動物病院
グランパーク ホテルかずさ 中野 4-9-1 ホテル、旅館、簡易宿所
パネックス君津 東坂田 2-3-3 ホテル、旅館、簡易宿所
ハミルトンホテル上総 中野 4-6-28 ホテル、旅館、簡易宿所
⻲山温泉ホテル 豊田旧菅間田 65 ホテル、旅館、簡易宿所
かずさリゾート鹿野山ビューホテル 鹿野山 319 ホテル・旅館・レジャー・浴場
君津の湯 外箕輪１５４ ホテル・旅館・レジャー・浴場
断食道場はぎのさと 鹿野山７６３ ホテル・旅館・レジャー・浴場
旅館かわな 売店 人⾒ 915 ホテル・旅館・レジャー・浴場
クリーニングオリバ 南子安 6-8-31 クリーニング
クリーニングスマイル 人⾒ ４丁⽬６番２５号 クリーニング
クリーニングミツミネ いなげや君津店 外箕輪2-26-1 クリーニング
クリーニングミツミネ 君津本店 北久保 1-3-2 クリーニング
クリーニングミツミネ ホワイト急便イオンタウン君津店 中野5-17-1 クリーニング
クリーニング専科 南子安店 南子安4-21-5 クリーニング
クリーニング和田 杢師 1-2-40 クリーニング
営光舎クリーニング こほり店 外箕輪 4丁⽬32番1号 クリーニング
ゴールド⽊更津カントリークラブ 大野台 765-2 ゴルフ場
⽯井釣舟店 正⽊391-1 ゴルフ場
OWL 郡 1084 DPE・印刷・コピー
チバ写真 杢師 1-16-3 DPE・印刷・コピー
写真のサンフォート 南子安 4-28-1 DPE・印刷・コピー
PARADOX 大鷲新田３番地 アクテイビティ・スポーツ・レジャー
ＶＩＳＩＯＮ ⼾崎 ２５７５−１ アクテイビティ・スポーツ・レジャー
おりきさわボート 折⽊沢 708 アクテイビティ・スポーツ・レジャー
フィッシュランド丸宮 杢師 1-11-1 アクテイビティ・スポーツ・レジャー
鹿野山自然学校 鹿野山 ８８ アクテイビティ・スポーツ・レジャー
上総富士ゴルフクラブ 大坂 富士山1639 アクテイビティ・スポーツ・レジャー
猟師工房アダルトソロキャンプ 香⽊原 269 アクテイビティ・スポーツ・レジャー
株式会社ラスカルオート 北子安 一丁⽬5番6号 自動車・バイクリース
（株）オートステーション 外箕輪 １−１ー1 自動車整備・各種修理
AQUA STYLE 人⾒1242-2 自動車整備・各種修理
アシスト 外箕輪 2-7-1 自動車整備・各種修理
ガレージ トキタ 山本１６６４ 自動車整備・各種修理
安田鈑金 外箕輪 2-7-1 自動車整備・各種修理
一⽊自動車 久留里市場 ８３０ 自動車整備・各種修理
京都輪業（サイクルスポーツ京都） 坂田 418 自動車整備・各種修理
車検のコバック 南子安 6-7-2 自動車整備・各種修理
⽯塚⽂化堂 中島 293 自動車整備・各種修理
CAR SHOP K.O エンタープライズ 北子安 3-17-7 車検、整備、修理
ENEOS 久留里市場 ５００番地 車検、整備、修理
N.D.M AUTO 外箕輪 3-3-10 車検、整備、修理
カーサービス箕輪 行馬 ５５番地５ 車検、整備、修理
カーセンターファースト（株） 俵田 １６３０番地 車検、整備、修理
カーファクトリーＫʼｓ 外箕輪 ２７０ 車検、整備、修理
ニコニコレンタカー 君津駅前店 中野 1-2-6 B号 車検、整備、修理
ハヤシオート 北子安 ２丁⽬２２番１号 車検、整備、修理
ホンダカーズ⽊更津 北子安6-17-13 車検、整備、修理
ホンダカーズ⽊更津 大和田667 車検、整備、修理



屋号 所在地 業種
栄和自動車 糠田７０３−１ 車検、整備、修理
株式会社 加藤モータース 上 602 車検、整備、修理
株式会社ワシダ 君津構内SS 君津 1 車検、整備、修理
恵愛自動車商会 外箕輪 ３丁⽬ １４−１１ 車検、整備、修理
サニタ鍼灸院 中野店 中野 60 あん摩・はり・きゆう・接骨・柔道整復・指圧・整骨院
サニタ整骨院 中野60 あん摩・はり・きゆう・接骨・柔道整復・指圧・整骨院
ひかり整骨院 南子安 6-21-6 あん摩・はり・きゆう・接骨・柔道整復・指圧・整骨院
スマイルホーム 中野 ５丁⽬１６番２４号 住宅建設・リフォーム
南子安動物病院 南子安 ５丁⽬１２番８号 病院・診療所など
マツエクgroly(まつ毛、眉毛エクステ)サロン 外箕輪 4-21-9 まつ毛エクステ
発酵浴湯らら 下湯江 ２４６−１５ 温泉・スパ・銭湯
ロマンの森共和国（ホテルシルクヴィラ） 豊英 659-1 テーマパーク・遊園地・水族館・博物館
パンとお菓子とコーヒーの教室Bonheur 郡 1-20-15 カルチャー・ビジネススクール等
ｃｕｒｒｅｎｔ ｓｔｕｄｉｏ 中野３−１−１ フィットネスジム
アクアトラベル株式会社 南久保 2-2-20 旅行会社・旅行代理店
C.Souriant 人⾒ 2-16-3 その他（サービス）
Studio Akingdom 東坂田２−２ その他（サービス）
twice photo works 法⽊作 1-3-18 その他（サービス）
アグリライフ俱楽部 向郷 1781-1 その他（サービス）
オートスタイル ⼩糸大谷 66 その他（サービス）
カーコンビニクラブマルマス（マルマスレンタカー） 中野5丁⽬2番9号 その他（サービス）
カラオケモコモコ 南子安4-28-2 その他（サービス）
くさか造園 中島1111-19 その他（サービス）
スペースクリエイト自遊空間 南子安９−２−３０ その他（サービス）
ドレミファクラブ 北子安 5-6-1 その他（サービス）
のむらボートハウス 草川原 396-1 その他（サービス）
もとき整体院 北久保 1-4-10 その他（サービス）
らくそう 久保1ー7ー8 その他（サービス）
ロハスサロン 東坂田 1-6-1 その他（サービス）
写真のファミリー 東坂田３丁⽬ ４番１３号 その他（サービス）
遮ｄｅらく（シライアンテナ） 箕輪 1163-1 その他（サービス）
⼩櫃清掃社 寺沢 １５６番地 その他（サービス）
上総自動車教習所 向郷 1827 その他（サービス）
渡邉いちご園 大井 １ その他（サービス）
華 東坂田３−３−１７ その他（サービス）


