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主 そ の 他 名称 所  在  地

67 広進舎クリーニング 相之川2-5-3
71 有限会社今井商店欠真間ＳＳ 相之川3-1-20
67 クリーニングショップピエロ 相之川4-12-22
71 メルキュール浦安ＳＳ 新井2-16-3

71の2 財団法人日本穀物検定協会中央研究所 新井2-17-3 ○
66の3 ホテルシャトー 市川1-8-6
17 有限会社小林豆腐店 市川4-13-57
19 山田染物店 市川南1-5-24
74 市川パブリックハイツ 市川南1-9-17
63 株式会社竹中製作所 市川南5-1-33

指定地域特定施設 千葉県立国分高等学校 稲越町310
指定地域特定施設 市川市立稲越小学校 稲越町518-2

23 北越コーポレーション株式会社関東工場 大洲3-21-1 ○
67 ホームランドリー 大洲4-1-15

指定地域特定施設 市川大野分譲住宅 大野町1-407-7
指定地域特定施設 セイコーインスツル株式会社大野事業所 大野町1-431
指定地域特定施設 創価学会市川文化会館 大野町2-162

19 鈴木染工場 大野町2-1851-3
71 トヨタカローラ千葉株式会社大野店 大野町2-1910

指定地域特定施設 市川大野パークハウス 大野町2-620
指定地域特定施設 ペアヒルズ大野 大野町2-625

4 越後物産株式会社 大野町2-680-1
8 峯月堂 大野町2-786

指定地域特定施設 グリーンビレッジ市川大野ヒルズ 大野町2-854-1
指定地域特定施設 市川大野駅  本屋 大野町3-1423

55 有限会社板橋建材店 大野町3-1689
17 富田豆腐店 大野町3-1966

指定地域特定施設 市川市立第五中学校 大野町3-1993
71 セルフコイン洗車場大野 大野町3-2117
71 ローソン市川大野町三丁目店　 大野町3-2055,2056

指定地域特定施設 ドライブイン竹内 大野町4-2177
55 時田コンクリート工業株式会社 大野町4-2900

指定地域特定施設 八功ハイツ市川大野 大野町4-3013-3
35 土谷ゴム化成株式会社市川大野工場 大野町4-3220-2
67 マルイクリーニング 大野町2-156-5
72 市営住宅大町第３団地 大町124
72 市営住宅大町第２団地 大町124-12

指定地域特定施設 市川市少年自然の家 大町280-4
指定地域特定施設 大町公園（動植物園） 大町284
指定地域特定施設 ロイヤルプラザ市川大町 大町431-1
指定地域特定施設 介護老人保健施設ｸﾞﾚｰｽｹｱ市川大町成光堂ｸﾘﾆｯｸ 大町43-3

71 岡本石油株式会社市川大野給油所 大町70-2
72 市営住宅大町第１団地 大町95

71の2 株式会社市川環境アセス 大町96-3
71 石井石油株式会社市川大和田給油所 大和田1-9-4
67 クリーニングミツワ 鬼越1-17-15
67 越部クリーニング店 鬼越2-15-8
17 有限会社因幡屋商店 鬼越2-7-1

66の3 ビジネスホテルドン 鬼高2-10-2
71 株式会社ENEOSﾌﾛﾝﾃｨｱDr.Drive市川鬼高 鬼高3-13-7
71 千葉トヨタ自動車株式会社新市川営業所 鬼高3-19-20
71 株式会社千葉マツダ市川店 鬼高3-21-1
63 長谷川工業有限会社 鬼高3-23-2
67 フランス屋市川工場 鬼高4-10-2
71 ダイハツ千葉販売株式会社市川店 鬼高4-1-1
71 千葉スバル自動車株式会社市川店 鬼高4-351-7
71 ネッツトヨタ千葉株式会社市川インター店 鬼高4-6-1
71 千葉トヨペット株式会社市川営業所 鬼高4-8-4
71 千葉日産自動車株式会社市川店 鬼高4-8-6
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特定施設番号 事業場

（注意事項）

1. この一覧表は作成日において生活環境保全課で把握している情報を元に公表しています。

実際の特定事業場の届出状況とは異なる場合があり、特定事業場が所在地に現存することを

保証するものではありません。

2. この一覧表における特定施設番号の詳細については、水質汚濁防止法施行令第１条別表第１

をご確認ください。

3. この一覧表における「有害物質」欄のうち「土対法特定有害物質」とは土壌汚染対策法の特

定有害物質を示し、「左記以外有害物質」とは「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物」及び「1,4-ジオキサン」を示しています。

4. この一覧表の利用により生じた損害等について市川市では一切の責任を負いかねますので、

あらかじめ御了承ください。

水質汚濁防止法に基づく特定事業場の一覧（市川市）
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71 株式会社ホンダベルノ市川　市川店 鬼高4-8-8
67 クリーニングイソガイ 欠真間1-9-10

指定地域特定施設 市川柏井第二県営住宅 柏井町1-1029
指定地域特定施設 介護付有料老人ホームウエルピア市川 柏井町1-1073
指定地域特定施設 市川市立柏井小学校 柏井町1-1149-1

71 有限会社岡本商店日石柏井給油所 柏井町1-1264
指定地域特定施設 グラン・コート船橋法典 柏井町1-1455-1
指定地域特定施設 楽天地天然温泉法典の湯 柏井町1-1520

72 株式会社淀川製鋼所柏井住宅 柏井町1-1702
指定地域特定施設 株式会社淀川製鋼所柏井社宅 柏井町1-1702
指定地域特定施設 市営住宅柏井第一団地 柏井町2-1344
指定地域特定施設 特別養護老人ホーム市川三愛 柏井町2-724-1他

72 タムス市川リハビリテーション病院 柏井町4-229-4
71 京成バス株式会社市川営業所 柏井町4-271
67 柏井クリーニング 柏井町4-475

68の2 行徳総合病院 加藤新田202－21本行徳5525-2

72 クリーンスパ市川 上妙典1554 ○
46 40,貯蔵指定施設 東洋合成工業株式会社市川工場 上妙典1603 ○
53 コスモガラス 上妙典1614

指定地域特定施設 市川税務署 北方1-11-10 ｶ
17 尾高豆腐店 北方1-16-1

指定地域特定施設 ゼファー市川ルフトファルベ 北方3-2-16
67 コインランドリー松丸 北方3-286-3、287-5（北方3-1-4）

指定地域特定施設 ガーデンヒルズ中山 北方3-7-5
指定地域特定施設 (医)一条会病院 北国分4-26-1

68 カメラのミズノ 行徳駅前2-3
71の5 サントス行徳店 行徳駅前2-8-11 ○ ｷ
71 昭和シェル石油行徳給油所 行徳駅前3-8-9
67 クリーニングハウス６０ 行徳駅前4-26-12

68の2 国立国際医療研究センター国府台病院 国府台1-7-1
71の2 和洋女子大学看護学部校舎 国府台2-1-3
71の2 筑波大学附属聴覚特別支援学校 国府台2-2-1
17 安田豆腐店 国府台2-8-20

71の2 東京医科歯科大学教養部 国府台2-8-30
67 貸おしぼり白洗舎 国府台2-9-21
71 市川運送株式会社日石国府台給油所 国府台5-23-2

指定地域特定施設 市川市立国府台小学校 国府台5-25-4
68 小林テレビ商会 国府台5-9-8
72 国際医療福祉大学市川病院 国府台6-1-14

68の2 医療法人式場病院 国府台6-1-14
71 株式会社小川石油店スマイルプラザ 高谷1-1-1

指定地域特定施設 千葉県立市川南高等学校 高谷1509
指定地域特定施設 市川市立高谷中学校 高谷1627-4
指定地域特定施設 市川市信篤公民館 高谷1-8-1
指定地域特定施設 市川流通団地協同組合 高谷1855-9

65 千代田鋼鉄工業株式会社市川工場 高谷1920 ○
11 株式会社金林商工市川事業所 高谷1946-13
71 ヒノデ株式会社 高谷1950-3

指定地域特定施設 近鉄第２原木ターミナル 高谷1953-7
71の4 株式会社高谷環境再生センター 高谷1963
27 62,65,66 田中貴金属工業株式会社市川工場 高谷2015-7 ○ ○ ○
55 市川菱光株式会社 高谷2018-28

71の2 小林香料株式会社市川研究所 高谷2-11-14
指定地域特定施設 JFE物流株式会社物流創生営業部 業務室 高谷新町1-1

65 61 ガルバテックス株式会社高谷工場 高谷新町3 ○ ○
指定地域特定施設 株式会社クボタ市川工場 高谷新町4

65 61,指定地域特定施設 株式会社淀川製鋼所市川工場 高谷新町5 ○ ○
72 71 福山通運株式会社関東物流センター 高谷新町6-1

指定地域特定施設 DPL市川 高谷新町6-4
65 71の2、71の5、72、74 日鉄鋼板株式会社　東日本製造所　市川地区 高谷新町7-1 ○ ○ ○
46 日触テクノファインケミカル株式会社 高谷新町9-1
65 61ハホ 東京製線株式会社 高谷新町9-5
71 国分石油有限会社 国分1-24-10

指定地域特定施設 和洋国府台女子中学校 国分4-20-1
71 昭和シェル石油市川国分給油所 国分6-21-19
67 三洋舎 幸2-1-1-12
61 丸一鋼管株式会社東京工場 塩浜1-11
72 三井不動産ロジスティクスパーク市川塩浜Ⅱ新築工事 塩浜1-12
72 GLP・MFLP市川塩浜 塩浜1-6-2,-3
72 71 プロロジスパーク市川Ⅰ 塩浜1-7-1

指定地域特定施設 GLP市川 塩浜2-13-1
71 京成トランジェットバス株式会社 塩浜2-17-11
63 東京螺旋工業株式会社 塩浜2-18

指定地域特定施設 市川塩浜駅  本屋 塩浜2-2
71の2 第一薬品産業株式会社塩浜工場 塩浜2-20
41 横山香料株式会社塩浜工場 塩浜2-26
65 アズマプレコート株式会社市川工場 塩浜2-30 ○ ○
72 66の3 CVS BAY HOTEL 塩浜2-3-10,11

66の3 CVSベイホテル新館 塩浜2-3-8の一部
71 メルセデス・ベンツ浦安サービスセンター 塩浜3-10-25

66の3 ホテルM 塩浜3-10-3
66の3 ホテルラセーヌ 塩浜3-10-5
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71 共栄石油株式会社市川塩浜給油所 塩浜3-10-9
71 トヨタカローラ千葉株式会社塩浜営業所 塩浜3-11-1

71の2 菱冷環境エンジニアリング株式会社 塩浜3-12 ○ ○
70の2 71 三菱ふそうトラック・バス株式会社南関東ふそう 市川支店整備工場 塩浜3-16-1
65 オリエントサービス株式会社 塩浜3-27-1
67 クリーニングステージ21 塩浜3-27-24
67 68 ママショップ加納クリーニング 塩焼1-2-32
71 エッソ石油行徳給油所 塩焼3-17-1
74 クローバーハイツイシイ 下貝塚1-11-15-205

67 田辺ランドリー 下貝塚1-14-34
17 後藤豆腐店 下貝塚1-20-1
68 写真のマツマル 下貝塚2-32-9 ○ ○

指定地域特定施設 市川市立下貝塚中学校 下貝塚3-13-1
72 医療法人社団嵐川大野中央病院 下貝塚3-20-3

指定地域特定施設 医療法人社団嵐川本部棟 下貝塚3-31-2
66の3 ホテルシェル 下貝塚3-8-12

指定地域特定施設 下貝塚ドライブイン 下貝塚3-8-18
71 株式会社小川石油店　行徳ＳＳ 下新宿21-8
55 有限会社小林建材店 下新宿2-7
67 鈴木クリーニング商会 下新宿4-6
67 山一クリーニング商会 新田1-17-17
67 山田クリーニング店 新田1-22-15
71 トヨタカローラ千葉株式会社市川店サービス工場 新田1-275-2
67 新潟クリーニング 新田3-7-14
67 石井クリーニング 新田4-9-16
67 磯野クリーニング 新田5-18-16
67 三愛クリーニング舎 末広1-13-14
17 根本豆腐店 須和田1-22-18

指定地域特定施設 市川市立第二中学校 須和田2-34-1
17 下村食品工業株式会社はとや豆腐店 関ｹ島13-11
71 株式会社竹内石油曽谷南給油所 曽谷1-20-22
68 ダイエ－フォトマルエツ曽谷店 曽谷1-31-14
71 千葉トヨペット曽谷営業所 曽谷2-1

指定地域特定施設 ココス市川曽谷店 曽谷2-21-24
67 竹林クリーニング 曽谷2-3-2
67 フラワークリーニング 曽谷4-2-10

指定地域特定施設 MAC市川コートⅠ 曽谷4-24-8
67 椿クリーニング 曽谷5-5-8

指定地域特定施設 市川市立百合台小学校 曽谷6-10-1
指定地域特定施設 市川市曽谷公民館 曽谷6-25-5

71 株式会社竹内石油曽谷中央給油所 曽谷6-26-20
指定地域特定施設 市川市立曽谷小学校 曽谷7-18-1
指定地域特定施設 プロロジスパーク市川Ⅱ 高浜町1,2,4-2,4-3,8-2

指定地域特定施設 首都高市川パーキングエリア 高浜町11-4
71の3 市川市クリーンセンター 田尻1003
65 株式会社スズキ技研市川工場 田尻1-11-5
65 株式会社　市川電化 田尻1-8-22 ○
71 市川交通自動車株式会社 田尻2-13-12
65 63 株式会社萬国市川事業所 田尻2-13-3 ○

23の2 東京アサヒ高速印刷 田尻2-2-10
55 鈴喜屋建材 田尻3-2-10
55 有限会社馬嶋建材 田尻3-2‐5

71の2 イスクラ産業株式会社 田尻3-5-36 ○
67 穂高株式会社ポニークリーニング市川事業所 田尻3-6-1 ○
67 ユニオンドライ 田尻5-15-5
17 鈴木商店 田尻5-17-5
66 65 株式会社國枝マーク製作所 千鳥町11 ○
74 市川表面処理協同組合 千鳥町11 ○ ○
62 プロモ株式会社 千鳥町3 ○ ○
71 浦安ﾀｸｼｰ八幡交通千鳥町新社屋 千鳥町7

70の2 UDトラックスジャパン株式会社行徳工場 千鳥町8
67 太陽クリーニング店 稲荷木2-11-6
67 クリーニングポッシュ富浜店 富浜2-3-21
71 梅沢砿油株式会社JOMO行徳バイパスＳＳ 富浜3-1-26
67 イチフジクリーニング 富浜3-16-3

指定地域特定施設 市川市立中国分小学校 中国分1-22-1
指定地域特定施設 千葉商科大学附属高等学校 中国分2-10-1

67 新光舎 中国分3-11-19
71の2 住友金属鉱山株式会社技術本部市川研究センター 中国分3-18-5 ○ ○

指定地域特定施設 ヤオコー市川中国分店 中国分3-19-32
71 日本石油若宮給油所 中山1-25-3
67 大洋クリーニング 中山3-12-8
71 カーピカランド行徳 新浜1-10
67 プリーズクリーニング新浜店 新浜1-1-14

指定地域特定施設 介護老人保健施設サンセール市川 原木2-13-8
67 日の出クリーニング 原木2-1-3

指定地域特定施設 市川市立信篤小学校 原木2-16-1
18の2 2,3,4 株式会社ラムラ　ラムラカミサリーⅠ 原木3021番地
72 原木管理組合 原木2526-23

指定地域特定施設 東京税関東京航空貨物出張所 原木2526-4
71 オートジョイントコーナン株式会社 原木2526-6
72 ホームセンターコーナン市川店 原木2526-6
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72 66の3 東横INN西船橋原木インター 原木3-1024-1
71 中嶋石油株式会社セルフ原木インター給油所 原木3-13-12

指定地域特定施設 スカイタウン西船橋 原木3-13-13
指定地域特定施設 原木キャピタルコータース 原木3-13-9

72 ウェルフェアグリーン原木 原木3-1-5
指定地域特定施設 西船橋第二ファミリーマンション 原木3-15-2
指定地域特定施設 西船橋ハイリビング 原木3-16-3

66の3 ホテルオゾン 原木3-17-14
指定地域特定施設 ヴェルドミール２１ 原木3-17-24

23の2 株式会社サンヨー船橋ワークス 原木3-18
指定地域特定施設 ウェルフェアグリーン原木第２ 原木3-2-6

71 東京エアカーゴ・シティ・ターミナル K地区 原木4-1289
71 共栄石油株式会社原木給油所 原木4-16-15

指定地域特定施設 ばらき苑住宅 原木4
51 極東オイル株式会社 東大和田1-7-1
67 日乃出クリーニング 東大和田1-9-4

71の2 全国漁業組合連合会油質研究所 東大和田2-1-1
66 65,71の2ｲ ＴＤＫテクニカルセンター 東大和田2-15-7 ○
71 葛飾石油株式会社市川南八幡給油所 東大和田2-16-12
71 ネッツトヨタ東都株式会社市川店 東大和田2-18-5

指定地域特定施設 千葉県立市川昴高等学校 東国分1-1-1
指定地域特定施設 ミキハイムコクブ 東国分1-30-12
指定地域特定施設 エクセル市川 東国分2-1-36

72 71 日本製鉄市川社宅 東国分2-1-5
指定地域特定施設 市川市立国分小学校 東国分2-4-1

67 高橋クリーニング 東国分2-7-6
指定地域特定施設 市川市立東国分中学校 東国分3-5-1

67 主婦の店　内田クリーニング 東菅野1-16-16 ○
73 市川市終末処理場 東菅野2-23-1
71 日本石油東菅野給油所 東菅野5-9-29
3 指定地域特定施設 東洋冷蔵株式会社東京支社 東浜1-1-1

指定地域特定施設 株式会社ハイパーサイクルシステムズ 東浜1-2-4
71 板橋石油市川給油所 平田1-9-6
66 藤化成株式会社 平田2-24-4 ○

71の2 千葉県立市川工業高校 平田3-10-10
67 松井クリーニング 広尾1-10-18
65 有限会社片海医療器械製作所 広尾1-2-8
65 湯沢メッキ株式会社 広尾2-1-14
51 三共油化工業株式会社 広尾2-6-1
63 株式会社秋長製作所 広尾2-7-16
67 ママショップ加納広尾工場 広尾2-9-21
71 株式会社タジマ日石行徳南給油所 福栄2-7-3
71 ｺｽﾓｽ石油株式会社森油店ﾍﾞｰｼｯｸ行徳給油所 福栄3-21-6
73 江戸川第一終末処理場 福栄4-32-3
73 江戸川左岸流域下水道江戸川第２終末処理場 福栄4-32-3

指定地域特定施設 クレストフォルム西船橋サウスステージ 二俣1-10-15
23の2 アットホーム 二俣1-11-24

指定地域特定施設 ゼファー西船橋 二俣2-11-3
指定地域特定施設 ファミール第５西船橋 二俣2-11-7

72 市川東病院 二俣2-14-3
指定地域特定施設 アルカサル西船橋 二俣2-4-4

66の3 ホテル　クイーンエリザベス石庭 二俣2-6-23
71 株式会社石元市川東給油所 二俣555

指定地域特定施設 東京経営短期大学 二俣625-1
指定地域特定施設 株式会社自研センター 二俣678-28
指定地域特定施設 （仮称）ESR市川ディストリビューションセンター 二俣678-55他

72 千葉総合運動場 二俣717
65 アペックス 二俣717-30
71 江商石油株式会社市川二俣給油所 二俣717-44
71 株式会社トヨタユーゼック業販部 二俣717-5

指定地域特定施設 大塚商会市川ビル 二俣717-73
71の2 株式会社コンポン研究所東東京研究室 二俣717-86 ○
23の2 株式会社寶章堂東京工場 二俣新町13-4 ○ ○
72 市川市衛生処理場 二俣新町15
63 神鋼ボルト株式会社 二俣新町17
65 61,71の2 株式会社杉田製線市川工場 二俣新町17 ○ ○
71 東日本コベルコ建機株式会社 二俣新町17番地

貯蔵指定施設 丸善株式会社　京葉油槽所 二俣新町19 ○
71の2 日本サン石油株式会社市川工場 二俣新町20
55 71の2 東京エスオーシー株式会社市川工場 二俣新町22
27 住友大阪セメント株式会社市川事業所(新材料事業部) 二俣新町22-1

70の2 ＳＧモータース株式会社東京店 二俣新町22-5
指定地域特定施設 71 東京納品代行株式会社 二俣新町22-8
指定地域特定施設 二俣新町駅  本屋 二俣新町3-4
指定地域特定施設 パークビュー市川住宅 奉免町261-9
指定地域特定施設 市営住宅奉免団地 奉免町310

23の2 株式会社陽光社 奉免町88
指定地域特定施設 市川市農業協同組合 北方町4-1352-2
指定地域特定施設 市川市立北方小学校 北方町4-1356-1
指定地域特定施設 市川ドライブイン（ドライブイン北方） 北方町4-1440-2
指定地域特定施設 コスモ市川パセオ 北方町4-1441-2
指定地域特定施設 ドライブイン夢庵　市川大野店 北方町4-1463-1
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71 共栄石油株式会社市川北方給油所 北方町4-1463-12
指定地域特定施設 コスモ市川東アヴァンタージュ 北方町4-1899-1
指定地域特定施設 キャッスル市川 北方町4-1914-4
指定地域特定施設 昭和産業法典社宅 北方町4-1930-1
指定地域特定施設 市営住宅北方第一団地 北方町4-1996
指定地域特定施設 市営住宅北方第二団地 北方町4-2008-4

72 千葉県立市川東高等学校 北方町4-2191
指定地域特定施設 安楽亭市川大野店 北方町4-2239-5

71 東陽商事株式会社市川北方給油所 北方町4-2257
指定地域特定施設 市川市市民プール 北方町4-2270-3

67 旭ドライクリーニング 北方町4-2337
67 有限会社白鵬クリーニング 堀之内1-1469-7（堀之内1-16-6）

指定地域特定施設 市立市川歴史博物館 堀之内2-27-1
68 カメラのキタムラ市川／北国分店 掘之内3-25-6
71 ウォッシュアイランド北国分 堀之内5-1298
17 岡野豆腐店 本行徳18-11
72 西濃運輸株式会社市川支店 本行徳2554-17
11 農業技術マーケティング 本行徳2554-63
71 日立建機日本株式会社東京機材センタ 本行徳2554-7
19 71の2 田中染物店 本行徳6-5
71 三井石油行徳給油所（カワサキ） 本塩18-10
68 有限会社ホリエカメラ 真間2-9-5 ○ ○

指定地域特定施設 市川市立真間小学校 真間4-1-1
67 昭和クリーニング店 真間4-4-7
67 有限会社宇田川クリーニング 湊19-8
67 ミナトクリーニング 湊5-1
71 小川工業株式会社行徳給油所 湊新田1-2-15
67 クマちゃんクリーニング 湊新田2-5-2

指定地域特定施設 サンマザーかん田 南大野1-1-11
指定地域特定施設 昭和産業市川社宅 南大野1-40-12

67 有限会社クリーニングローレル 南大野1-47-5
67 ファッションクリーニング遠藤 南大野1-9-3
67 孝和クリーニング 南大野2-2-8 ○
71 株式会社カンキ 南大野3-2
71 キグナス石油販売株式会社市川大野給油所 南大野3-2-1

71の5 スーパーランドリー市川大野店 南大野3-21-23 ○
71 相互商事株式会社ハートイン行徳給油所 南行徳2-24-29
67 丸十クリーニング 南行徳4-15-28

64の2 千葉県企業局葛南工業用水道事務所（南八幡浄水場） 南八幡2-23-1
71の2 株式会社環境コンサルティング　本社 南八幡3-3-13 ○
68 石原フォトスタジオ 南八幡4-17-6 ○

71の2 市川健康福祉センター（千葉県市川保健所） 南八幡5-11-22
37 46,71の2 マツモトファインケミカル株式会社 南八幡5-13-2
71 京成電鉄株式会社自動車営業部市川営業所 南八幡5-16-2

71の2 ミカサペイント株式会社 南八幡5-17-10
72 シャリエ市川 宮久保1-9-1
17 鈴や豆腐店 宮久保2-5-6
67 有限会社サンヨー商会 宮久保3-21-26
67 池上クリーニング 宮久保3-22-19

指定地域特定施設 ダイアパレス本八幡V 宮久保3-2-9
67 トップドライクリーナー 宮久保4-12-1

指定地域特定施設 ベルクス市川宮久保店 宮久保4-23-11
3 株式会社マルユー水産 妙典3-3-14
71 八幡交通株式会社 本北方1-26-7
67 山本クリーニング商会 本北方2-19-4
72 学校法人市川学園 本北方2-38-1
67 島クリーニング 本北方2-7-4

指定地域特定施設 市川市東部公民館 本北方3-19-16
67 椿クリーニング 本北方3-2-2

66の3 旅館市益 八幡1-21-7
65 有限会社技研アルマイト 八幡1-23-3
67 有限会社八幡ランドリー 八幡3-2-2
17 有限会社中川屋豆腐店 八幡3-7-18
71 シャワーアイランド喜山 八幡6-853（24）
67 清水屋 若宮2-11-12
17 株式会社石原フード・センター 若宮2-8-11
67 明石クリーニング店 若宮3-19-15
67 日下クリーニング 若宮3-24-1
17 旭屋豆腐店 若宮3-27-14

指定地域特定施設 市川市立若宮小学校 若宮3-54-10
67 ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ岩上商会(ｲﾜｶﾐｸﾘｰﾆﾝｸﾞ) 若宮3-56-3
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