№1

管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
佐倉市内AED設置状況
施設の所在地

施設名

佐
倉
地
区

佐倉市役所

佐倉市海隣寺町97

市民体育館

佐倉市宮小路町3

佐倉市武家屋敷

佐倉市宮小路町57

高齢者福祉作業所

佐倉市鏑木町198-2

中央公民館

佐倉市鏑木町198-3

佐倉保育園

佐倉市鏑木町198-3

佐倉ゆうゆうの里

佐倉市鏑木町270-1

ウエルシア佐倉鏑木店

佐倉市鏑木町406-3

佐倉幼稚園

佐倉市鏑木町934

千葉銀行佐倉支店

佐倉市新町17

佐倉小学校

佐倉市新町78-4

佐倉新町おはやし館

佐倉市新町185-1

佐倉図書館

佐倉市新町189-1

佐倉市美術館

佐倉市新町210

佐倉老幼の館

佐倉市弥勒町229-2

佐倉高等学校

佐倉市鍋山町18

千葉マツダ佐倉店

佐倉市本町23-3

平野歯科クリニック

佐倉市本町48-4

慈光幼稚園

佐倉市本町54

佐倉順天堂医院

佐倉市本町81

生活クラブ風の村保育園佐倉東

佐倉市本町142-1

佐倉東小学校

佐倉市将門町7

全農家畜衛生研究所

佐倉市大蛇町7

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部

佐倉市大蛇町281

さくら斎場

佐倉市大蛇町790-4

佐倉ヤングプラザ

佐倉市栄町8-7

さくら駅前歯科医院

佐倉市栄町9-2

パチンコウエスタン佐倉店

佐倉市栄町15-4

京成佐倉駅

佐倉市栄町1001-5

国立歴史民俗博物館

佐倉市城内町117

佐倉中学校

佐倉市城内町117-10

佐倉東高等学校

佐倉市城内町278

京成大佐倉駅

佐倉市大佐倉277
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管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
佐倉カントリー倶楽部

佐倉市飯田1000

岩名運動公園
（陸上競技場）
（公園球技場）

佐倉市岩名753

（野球場）
（青少年センター）

佐
倉
地
区

内郷小学校

佐倉市岩名870

佐倉自動車学校

佐倉市岩名957-1

社会福祉法人誠友会 佐倉白翠園

佐倉市岩名1011

印旛沼サンセットヒルズ

佐倉市飯野27

佐倉草ぶえの丘

佐倉市飯野820

佐倉風の村

佐倉市山崎529-1

佐倉東中学校

佐倉市高岡423-1

よもぎの園

佐倉市宮前2-13-1

ソルシアス佐倉

佐倉市宮前3-1-1

佐倉コミュニティセンター
（ミレニアムセンター佐倉）

佐倉市宮前3-4-1

白銀小学校

佐倉市白銀1-4

白銀クリニック

佐倉市白銀3-3-2

印旛合同庁舎

佐倉市鏑木仲田町8-1
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管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
スーパータイヨー佐倉店

佐倉市臼井676-1

臼井中学校

佐倉市臼井1530

モチモチの森

佐倉市臼井田1221-1

老人憩の家うすい荘

佐倉市臼井田2342-1

臼井保育園

佐倉市臼井田2379

臼井小学校

佐倉市臼井田2395

佐倉ふるさと広場管理棟

佐倉市臼井田2714

すみれ保育園

佐倉市臼井台1201

臼井西中学校

佐倉市臼井台1588

セントケアホーム佐倉苑

佐倉市江原50

青少年体育館

佐倉市江原新田54

森と自然の保育園のびのびハウス

佐倉市江原新田103

印南小学校

佐倉市印南223-1

新臼井田自治会館

佐倉市新臼井田10-25

有料老人ホームベラージオ

佐倉市江原台2-10-1

健康管理センター

臼
井
地
区

（休日夜間急病診療所）

佐倉市江原台2-27

聖隷佐倉市民病院

佐倉市江原台2-36-2

フィットネスクラブウスイ

佐倉市王子台1-15-2

臼井・千代田出張所（臼井公民館）
（市民音楽ホール）

佐倉市王子台1-16

カーブス佐倉王子台

佐倉市王子台1-22-13海祐ビル４階

イオン臼井店

佐倉市王子台1-23

いとう小児歯科医院

佐倉市王子台1-24-21シシクラビル２階

フィットネスジムＥＶＥＲ Ｆｉｔ２４

佐倉市王子台1-24-25ヤマハビル１階

東京東信用金庫臼井支店

佐倉市王子台1-28-1

グランコート臼井駅前

佐倉市王子台1-28-2

間野台小学校

佐倉市王子台2-18

京葉銀行臼井店

佐倉市王子台3-1-1

臼井にしざわクリニック

佐倉市王子台3-1-7臼井前谷ビル１階

長岡産婦人科クリニック

佐倉市王子台3-16-1

京成臼井駅

佐倉市王子台3-30-3

臼井駅ビル歯科

佐倉市王子台3-30-4ｳｽｲｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙｳﾞｨﾑ２階

ウエルシア佐倉王子台店

佐倉市王子台4-14-1

千葉トヨペット王子台店

佐倉市王子台5-2-3

千葉日産自動車（株）佐倉店

佐倉市王子台5-3-1

千葉スバル自動車佐倉店

佐倉市王子台5-4-1

王子台小学校

佐倉市王子台5-19

ＨｏｎｄａＣａｒｓ東総佐倉王子台店

佐倉市王子台6-10-9

臼井老幼の館

佐倉市王子台6-25-1

アパガーデンプレイス臼井駅前

佐倉市稲荷台1-8-2
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管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）

千
代
田
地
区

介護老人保健施設 葵の園・佐倉

佐倉市生谷73-5

ワールドゴルフ

佐倉市生谷935

ドルフィンデンタルクリニック

佐倉市生谷1337-1

吉見光の子モンテッソーリ子どもの家

佐倉市吉見193-1

千代田小学校

佐倉市吉見553

パチンコフラミンゴ千代田店

佐倉市吉見1255-1

特別養護老人ホーム佐倉の丘

佐倉市飯重622

染井野小学校

佐倉市染井野1-19

千代田染井野ふれあいセンター

佐倉市染井野3-3-7

ウエルシア佐倉染井野店

佐倉市染井野3-39-1

臼井南中学校

佐倉市染井野4-1

ヤオコー佐倉染井野店

佐倉市染井野4-7-1

ニッケテニスドーム佐倉

佐倉市染井野4-8-4
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管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
グリーン歯科

佐倉市上座400-41

ウエルシアユーカリが丘店

佐倉市上座588-19

千葉マツダユーカリが丘店

佐倉市上座591-18

とんでんユーカリが丘店

佐倉市上座652-1-1

上座総合公園

佐倉市上座915

志津小学校

佐倉市上座1156-2

光の子保育園

佐倉市上座1219-4

志津ユーカリ苑

佐倉市青菅1008-7

ユーカリ優都苑

佐倉市青菅1010-15

さくら千手園 社会福祉法人千手会

佐倉市青菅1019

ユーカリ優都ぴあ

佐倉市青菅1023-6

小林循環器クリニック

佐倉市青菅1023-23

木の宮学園 社会福祉法人千手会

佐倉市青菅1051

さくら福寿苑

志
津
地
区

社会福祉法人千手会特別養護老人ホーム

佐倉市青菅1053

ユーカリゴルフプラザ

佐倉市先崎233

志津コミュニティセンター

佐倉市井野794-1

北志津保育園

佐倉市井野869-9

えがおの森保育園・いの

佐倉市井野972-2

志津中学校

佐倉市井野1376

ドラッグストアマツモトキヨシ佐倉井野店 佐倉市井野1490-3
ＨｏｎｄａＣａｒｓ千葉勝田台西店

佐倉市井野1508

千葉トヨペット勝田台店

佐倉市井野1513

お仏壇のはせがわ勝田台店

佐倉市井野1546

上志津中学校

佐倉市上志津866

わかば幼稚園

佐倉市上志津874

総武グリーンテニス

佐倉市上志津971-2

エクセレントケア志津

佐倉市上志津1316-1

生活介護事業所オリオンハウス

佐倉市上志津1340-3

ウエルシア佐倉志津店

佐倉市上志津1602-1

オークスベストコンディショニング

佐倉市上志津1641-1

千葉銀行志津支店

佐倉市上志津1656-31

パラッツオ志津

佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル

京成志津駅

佐倉市上志津1669

市原整骨院

佐倉市上志津1669-102ｳﾞｧﾝｳﾞｪｰﾙ志津1F

志津市民プラザ

佐倉市上志津1672-7

ハイホーム志津駅前

佐倉市上志津1673-91

みずき薬局上志津店

佐倉市上志津1687-4

ソラストさくら保育園

佐倉市上志津1704-6

エニタイムフィットネス志津店

佐倉市上志津1707-2

ソラストさくら

佐倉市上志津1707-2

petit madoca志津店

佐倉市上志津1707-17

上志津小学校

佐倉市上志津1752
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管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）

志
津
地
区

中央フーズ

佐倉市上志津原３

志津南クリニック

佐倉市上志津原36-5

千年希望の杜

佐倉市下志津214-1

佐倉西高等学校

佐倉市下志津263

東邦大学医療センター佐倉病院

佐倉市下志津564-1

佐倉ウェルネス歯科医院

佐倉市下志津595-10

アコーディア・ガーデン志津

佐倉市下志津1300

南志津小学校

佐倉市下志津原164-2

ＨｏｎｄａＣａｒｓ千葉佐倉中志津店

佐倉市中志津１−３５−１３

西部保健福祉センター

佐倉市中志津2-32-4

京葉銀行ユーカリが丘支店

佐倉市中志津3-37-8

中志津自治会館

佐倉市中志津3-17-2

スーパーカワグチ

佐倉市中志津4-2-1

老人憩の家志津荘

佐倉市中志津4-22-16

下志津小学校

佐倉市中志津4-26-10

南志津保育園

佐倉市中志津7-1-10

青菅小学校

佐倉市宮ノ台1-17-1

井野中学校

佐倉市宮ノ台3-9-1

マックスバリュユーカリが丘店

佐倉市宮ノ台6-4

高尾歯科

佐倉市ユーカリが丘2-11-7

みずほ銀行ユーカリが丘支店

佐倉市ユーカリが丘3-1-1

ウェルネスプラザアクアユーカ リ

佐倉市ユーカリが丘3-2-1

ピーアークユーカリが丘

佐倉市ユーカリが丘3-2-1

ウエルシアユーカリが丘２号店

佐倉市ユーカリが丘3-3-13

ワイ・エム・メンテナンス

佐倉市ユーカリが丘4-1

いずみこどもクリニック

佐倉市ユーカリが丘4-１イーストタワー内

コナミスポーツクラブユーカリが丘

佐倉市ユーカリが丘4-1-1

ユーカリプラザ

佐倉市ユーカリが丘4-1-4

ユーカリが丘スカイプラザ・ミライアタワー

佐倉市ユーカリが丘4-2

ウィシュトンホテルユーカリ

佐倉市ユーカリが丘4-8-1

京成ユーカリが丘駅

佐倉市ユーカリが丘4-8-2

小竹小学校

佐倉市ユーカリが丘5-5-1

志津ココロ歯科

佐倉市西志津2-6-4

千葉トヨペットＵＶＩＳ佐倉志津

佐倉市西志津2-8-12

さくら幼稚園

佐倉市西志津2-23-19

ミカエル歯科

佐倉市西志津4-1-1マルエツ新志津店２階

西志津市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（志津図書館） 佐倉市西志津4-1-2
デュオヒルズ志津

佐倉市西志津4-2-4

西志津中学校

佐倉市西志津4-18-1

志津保育園

佐倉市西志津4-26-1

西志津小学校

佐倉市西志津7-2-1

さわいこどもクリニック

佐倉市西志津8-7-27

東進衛星予備校

佐倉市南ユーカリが丘1-1

カーブス

佐倉市南ユーカリが丘11-2

井野小学校

佐倉市西ユーカリが丘3-1-6

ドラッグストアマツモトキヨシユーカリが丘店

佐倉市西ユーカリが丘5-11-1

イオンタウン東街区

佐倉市西ユーカリが丘7-3

イオンタウン西街区

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3
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ＪＲ佐倉駅

佐倉市六崎235

はるんクリニック佐倉

佐倉市寺崎北1-4-2

うさぴょんこどもクリニック

佐倉市寺崎北1-6-5

アイリス歯科クリニック

佐倉市寺崎北1-6-8

ウエルシア佐倉寺崎店

佐倉市寺崎北1-7-3

トライリングス佐倉店

佐倉市寺崎北2-1-5

陽の木さくら保育園

佐倉市寺崎北2-13-1

セントケアホーム看護小規模多機能

佐倉市寺崎北4-7-6

ベイシア佐倉店

佐倉市寺崎北6-1-1

カインズ佐倉店

佐倉市寺崎北6-2-6

佐倉南高等学校

佐倉市太田1956

鳥居薬品佐倉工場

佐倉市太田2183-1

古河ユニック株式会社
佐倉工場油機工場

佐倉市太田2348

南部保健福祉ｾﾝﾀｰ（Ｂ棟）

根
郷
地
区

老人福祉ｾﾝﾀｰ（Ａ棟）

佐倉市大篠塚1587

佐倉福葉苑

佐倉市神門120-1

南部中学校

佐倉市神門432-1

ヒルトップバディークラブ

佐倉市木野子362

レクケア松ヶ丘

佐倉市城188-39

葵の園・佐倉南

佐倉市城188-335

根郷出張所（根郷公民館）

佐倉市城343-5

根郷小学校

佐倉市城454

レイールファミリア

佐倉市城681-2

ときわの杜

佐倉市石川556

佐倉クレーン学校

佐倉市石川577-1

名糖株式会社佐倉工場

佐倉市石川582-4

高圧ガス工業株式会社佐倉工場

佐倉市石川620-1

馬渡保育園

佐倉市馬渡818-2

飯島・東洋株式会社

佐倉市大作1-3-2

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

佐倉市大作1-3-4

山一電機株式会社 佐倉事業所

佐倉市大作1-4-1

ＣＫＤ日機電装（株）佐倉事業所

佐倉市大作1-4-2

株式会社東京めいらく 千葉工場

佐倉市大作1-5-1

レンゴー株式会社 千葉工場

佐倉市大作1-7-1

南総通運株式会社佐倉支店

佐倉市大作1-7-5

株式会社タダノ 千葉営業所

佐倉市大作1-8-4

坂口電熱株式会社Ｒ＆Ｄセンター
東海リース株式会社 関東総合工場

佐倉市大作1-8-6
佐倉市大作2-2-2

株式会社朋栄佐倉研究開発センター

佐倉市大作2-3-3

サンドビック株式会社

佐倉市大作2-11-3

太平洋セメント㈱中央研究所

佐倉市大作2-4-2

東陶バスクリエイ ト

佐倉市大作2-5-1
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管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）

根
郷
地
区

千葉信用金庫佐倉支店

佐倉市大崎台1-1-4

京葉銀行佐倉支店

佐倉市大崎台1-3-2

佐倉第一ホテル

佐倉市大崎台1-13-1

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾙﾈｻﾝｽ佐倉

佐倉市大崎台1-21-6

根郷保育園

佐倉市大崎台4-3-2

佐倉整形外科病院

佐倉市大崎台4-3-5

寺崎小学校

佐倉市大崎台4-4-1

千葉敬愛短期大学

佐倉市山王1-9

京葉銀行佐倉支店 山王出張所

佐倉市山王1-9-5

山王小学校

佐倉市山王1-44

根郷中学校

佐倉市山王2-37-1

愛光

佐倉市山王2-37-9

佐倉南図書館

佐倉市山王2-37-13

千葉地方法務局佐倉支局

佐倉市表町1-20-11

佐倉警察署

佐倉市表町3-17-1

第一環境株式会社佐倉営業所

佐倉市表町4-7-1

№９

管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
和
田
地
区
弥
富
地
区

和田公民館

佐倉市直弥59

和田小学校 (和田幼稚園）

佐倉市直弥59-1

東京西濃運輸株式会社佐倉支店

佐倉市直弥673

直弥公園

佐倉市直弥746-1

和田ふるさと館

佐倉市八木850-1

弥富派出所（弥富公民館）

佐倉市岩富町151

弥富小学校 （弥富幼稚園）

佐倉市岩富町145

弥富あさくら

佐倉市岩富町541

麻倉ゴルフクラブ

佐倉市内田670

DIC㈱総合研究所

佐倉市坂戸631

川村記念美術館

佐倉市坂戸631

株式会社ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｰｽﾞ

佐倉市西御門明神台473-16

№10

管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
八街市内AED設置状況
施設名
八街市スポーツプラザ体育館
アイ・エス・ガステム㈱
西林ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
交進保育園
交進小学校
交進児童クラブ
特別養護老人ホームゆかり八街西林
八街高等学校
八街北児童クラブ
八街北中学校
朝陽小学校
朝陽保育園
朝陽幼稚園
朝陽児童クラブ
カインズ八街店
高齢者ケアホームかがやき弐番館
(株)かね貞関東工場
大同化成㈱
八街かいたく保育園
八街整形外科内科
八街保育園
カーブスピアシティ八街
ダイナム八街店
八街中学校
八街市役所
八街東小学校
八街第一幼稚園
新八街総合病院
実住保育園
八街児童クラブ
八街商工会議所
トータル介護サービス ゆかり八街
グループホームゆかり八街
実住小学校
海保病院
明徳やちまたこども園
八街中央中学校
千葉黎明高等学校
JSSスポーツクラブ
中央公民館
佐倉警察署八街幹部交番
パールショップともえ八街店
畜産総合研究センター
笹引小学校 （笹引児童クラブ）
八街学校給食センター
セントビラ八街
川野歯科医院

施設の所在地
八街市八街い84-10
八街市八街い186-4
八街市八街ろ59
八街市八街ろ111
八街市八街ろ111-33
八街市八街ろ111-33
八街市八街ろ113-3
八街市八街ろ145-3
八街市八街ろ170-14
八街市八街は18-2
八街市八街は19
八街市八街は21
八街市八街は21-4
八街市八街は21-4
八街市八街は21-14
八街市八街は25-35
八街市八街は105-31
八街市八街に45
八街市八街に66-4
八街市八街に75
八街市八街に112
八街市八街に252-6
八街市八街に287-2
八街市八街ほ35
八街市八街ほ35-29
八街市八街ほ40-1
八街市八街ほ78-2
八街市八街ほ137-1
八街市八街ほ215
八街市八街ほ219-22
八街市八街ほ224
八街市八街ほ246-5
八街市八街ほ246-5
八街市八街ほ301
八街市八街ほ386
八街市八街ほ559-2
八街市八街ほ591
八街市八街ほ625
八街市八街ほ660-1
八街市八街ほ796-1
八街市八街ほ846-4
八街市八街ほ951-1
八街市八街へ16-1
八街市八街へ199-133
八街市八街へ199-1060
八街市八街へ364-1
八街市朝日539

八街北小学校

八街市泉台3-17

ひきたクリニック

八街市榎戸656-4

手と手と手

八街市榎戸917-1

№１１

管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
スーパータイヨー八街店

八街市大木670-130

本昌寺

八街市大関106-1

川上幼稚園

八街市大谷流717

（株）冨士クラスタ千葉中央営業所

八街市大谷流841

川上小学校

八街市大谷流867-1

川上児童クラブ

八街市大谷流867-1

二州小学校沖分校

八街市沖1033

希望が丘自治体（東エリア）

八街市希望が丘282-17西側

希望が丘自治体（中エリア）

八街市希望が丘282-150

希望が丘自治体（西エリア）

八街市希望が丘250-106西側

千葉バーディークラブ

八街市小谷流591

ドギーズアイランド

八街市小谷流624

南八街病院

八街市四木1241-2

二州第二保育園

八街市四木1938

コートエミナース

八街市滝台739-2

障害者支援施設コスモヴィレッジ

八街市滝台739-3

八街少年院

八街市滝台1766

㈱千葉総合介護サービスさわやかリビング八街 八街市富山1314-1352

グループホーム白松

八街市富山1345-16

生活クラブ風の村保育園八街

八街市東吉田8-5

生活クラブ風の村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ東吉田 八街市東吉田519-4
青木歯科矯正歯科クリニック

八街市東吉田570-4

生活クラブ風の村特養ホーム八街

八街市東吉田912-8

イオン八街店

八街市文違301

セレモニーホール八街市民斎場

八街市文違301

パールショップともえ八街ＨＩＺＩＫＡＩ

八街市文違301-114

白松の郷

八街市文違301-648

デイサービスセンター楽花

八街市文違301-782

二州小学校

八街市山田台1

二州第一保育園

八街市山田台671-1

（株）昭和技研工場

八街市山田台920-2

八街南中学校

八街市吉倉590-1

千葉信用金庫八街中央支店

八街市八街中央9-11

№１２

管内ＡＥＤ設置状況 （令和元年５月１日現在）
酒々井町AED設置状況
施設名
酒々井町温泉湯楽の里
酒々井プレミアム・アウトレット
東京学館高等学校
ＨｏｎｄａＣａｒｓ千葉酒々井店
蛍雪学園
新家工業(株)
浄泉寺
大室台小学校
株式会社マルテービルド
酒々井中学校
尾上浄水場
スーパータイヨー酒々井店
丸亀製麺上本佐倉店
酒々井小学校
成田市農業協同組合酒々井支所
ザ・ゴルファン
㈱東京宇佐美石油51号成田第二SS
京成宗吾参道駅
デイサービスはちこくの里
しすいの森パークゴルフ場
墨スポーツ広場
酒々井ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ上り売店
酒々井ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ下り売店
佐倉・酒々井清掃組合
酒々井コミュニティプラザ
アップル歯科クリニック
京葉銀行酒々井支店
社会福祉協議会
ＳＥＮＤＯ酒々井店
梅村歯科
森のクリニック
ナリタヤ食彩館酒々井店
中央台ハイツ自治会
株式会社ささえ
ケア・ホームさくらんぼ
酒々井プリミエール
プリミエール脇公共用地
中央公民館
保健センター
酒々井町役場
教育委員会
京成酒々井駅
しすい駅歯科医院
前田外科内科医院
東医院
アイビネオハイツ
酒々井まがり屋
エコトピア酒々井
隣保館

施設の所在地
酒々井町飯積1-1-1
酒々井町飯積2-4-1
酒々井町伊篠21
酒々井町伊篠124-6
酒々井町伊篠457-3
酒々井町伊篠472
酒々井町伊篠647
酒々井町尾上2-2
酒々井町尾上128
酒々井町尾上141-10
酒々井町尾上194-1
酒々井町上岩橋111-1
酒々井町上本佐倉190-1
酒々井町酒々井203
酒々井町酒々井1670-1
酒々井町篠山新田3-2
酒々井町篠山新田12-25
酒々井町下岩橋423-3
酒々井町墨142
酒々井町墨1200
酒々井町墨1393
酒々井町墨1379-5
酒々井町墨1419-1
酒々井町墨1506
酒々井町墨1549-1
酒々井町中央台1-6-8
酒々井町中央台1-8-1
酒々井町中央台1-28-8
酒々井町中央台2-2-2
酒々井町中央台2-16-6
酒々井町中央台2-19-19
酒々井町中央台2-24-1
酒々井町中央台3-3
酒々井町中央台3-3-2
酒々井町中央台3-3-2
酒々井町中央台3-4-1
酒々井町中央台3-4-1
酒々井町中央台4-10-1
酒々井町中央台4-10-1
酒々井町中央台4-11
酒々井町中央台4-11
酒々井町中川560-1
酒々井町東酒々井1-1-12
酒々井町東酒々井1-1-77
酒々井町東酒々井3-3-98
酒々井町東酒々井6-6
酒々井町馬橋106
酒々井町本佐倉352-2
酒々井町本佐倉696-21

