
使用本拠名称 使用本拠所在地
神奈川県歯科医師信用組合 横浜市中区
東亜工業（株） 横浜市中区
損害保険ジャパン株式会社 横浜市中区
警察本部刑事部組織犯罪対策本部国際捜査課 横浜市中区
神奈川県総務局財産経営部庁舎管理課 横浜市中区
藤木企業株式会社 横浜市中区
横浜市中土木事務所 横浜市中区
横浜市水道局 横浜市中区
株式会社共栄社 横浜市中区
（株）ショクリュー横浜営業所 横浜市中区
横浜市役所　総務局管理課 横浜市中区
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社 横浜市中区
株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ 横浜市中区
横浜トヨペット株式会社 横浜市中区
日本郵便株式会社　横浜港郵便局 横浜市中区
松村株式会社 横浜市中区
全国共済神奈川県生活協同組合 横浜市中区
神奈川県警察本部警備部公安第二課 横浜市中区
協同電気株式会社 横浜市中区
株式会社三協 横浜市中区
横浜港湾作業株式会社 横浜市中区
ウエインズインポート横浜株式会社フォルクスワーゲンベイサイド横浜 横浜市中区
株式会社ＮＴＴ東日本－南関東　神奈川事業部 横浜市中区
株式会社横浜銀行　元町支店 横浜市中区
日之出水道機器株式会社横浜営業所 横浜市中区
田辺商事株式会社 横浜市中区
（株）協和物産 横浜市中区
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 横浜市中区
教養課 横浜市中区
鹿島建設株式会社　横浜支店 横浜市中区
日新火災海上保険株式会社　神奈川事業部 横浜市中区
横浜信用金庫 横浜市中区
藤木陸運株式会社横浜営業所 横浜市中区
神奈川県警察本部留置管理課 横浜市中区
株式会社みずほ銀行　横浜支店 横浜市中区
株式会社式典船山博善社 横浜市中区
財団法人日本穀物検定協会関東支部横浜事務所 横浜市中区
神奈川ダイハツ販売株式会社新山下店 横浜市中区
神奈川県警察本部刑事部捜査第二課 横浜市中区
原田港湾株式会社 横浜市中区



生活安全部生活経済課 横浜市中区
神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課 横浜市中区
株式会社りそな銀行　横浜支店 横浜市中区
神奈川県警察本部刑事部捜査第一課 横浜市中区
株式会社旭広告社 横浜市中区
加賀町警察署 横浜市中区
（株）石川組 横浜市中区
関東管区警察局神奈川県情報通信部 横浜市中区
公益財団法人神奈川県予防医学協会 横浜市中区
神奈川県警察本部刑事部鑑識課 横浜市中区
神奈川県警察本部交通部交通総務課 横浜市中区
神奈川県警察本部刑事部捜査第三課 横浜市中区
神奈川県警察本部総務部装備課 横浜市中区
株式会社清光社 横浜市中区
神奈川県警察本部薬物銃器対策課 横浜市中区
神奈川県警察本部刑事部刑事総務課 横浜市中区
武蔵貿易通関株式会社 横浜市中区
株式会社新井清太郎商店 横浜市中区
神奈川県警察本部警務部監察官室 横浜市中区
神奈川県警察本部警備部公安第三課 横浜市中区
サッポロビール株式会社　横浜統括支社 横浜市中区
プラス株式会社ジョインテックスカンパニー東海支社 横浜市中区
株式会社商工組合中央金庫　神奈川営業所 横浜市中区
神奈川県政策局知事室 横浜市中区
南関東防衛局 横浜市中区
公安第一課 横浜市中区
キリンビール株式会社　横浜支社 横浜市中区
横浜地方検察庁 横浜市中区
第一船舶企業株式会社 横浜市中区
富士貿易株式会社 横浜市中区
神奈川県住宅供給公社 横浜市中区
金港船舶作業株式会社 横浜市中区
日本放送協会　横浜放送局 横浜市中区
東電用地株式会社 横浜市中区
日本通運株式会社　横浜国際輸送支店 横浜市中区
株式会社日本運搬社横浜営業所 横浜市中区
株式会社テレビ神奈川 横浜市中区
ケイナラ株式会社 横浜市中区
神奈川県警察本部警備部警備課 横浜市中区
外事第一課 横浜市中区
立川ブラインド工業株式会社　横浜支店 横浜市中区



関野運輸株式会社 横浜市中区
株式会社住友倉庫　横浜支店 横浜市中区
株式会社横溝塗工店 横浜市中区
横浜マリン石油株式会社 横浜市中区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　横浜支店 横浜市中区
日本赤十字社神奈川県支部 横浜市中区
株式会社白井組 横浜市中区
藤木商事株式会社 横浜市中区
新和シッピング株式会社 横浜市中区
株式会社ローズホテルズ・インターナショナル 横浜市中区
日本国際輸送株式会社 横浜市中区
日本オーチス・エレベータ株式会社　神奈川支店 横浜市中区
江原運輸株式会社 横浜市中区
相模運輸倉庫株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社ムサ・ジャパン 横浜市中区
富士シティオ株式会社 横浜市中区
株式会社ヨコソー 横浜市中区
横浜植物防疫協会 横浜市中区
関東財務局　横浜財務事務所 横浜市中区
三洋装備株式会社 横浜市中区
東テク株式会社　横浜支店 横浜市中区
神奈川県火災共済協同組合 横浜市中区
神奈川県警察本部交通規制課 横浜市中区
中央労働金庫　横浜支店 横浜市中区
神奈川県警察本部科学捜査研究所 横浜市中区
横浜市中区役所 横浜市中区
ＩＨＩ運搬機械株式会社 横浜市中区
ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社　横浜営業部 横浜市中区
株式会社ヤナセ　山下支店 横浜市中区
三晃金属工業株式会社　南関東支店 横浜市中区
地域総務課 横浜市中区
株式会社帝国データバンク　横浜支店 横浜市中区
駐車対策課 横浜市中区
株式会社上組横浜支店 横浜市中区
日本ライフライン株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社三光ビルサービス社 横浜市中区
（株）吉永商店 横浜市中区
早川運輸株式会社 横浜市中区
株式会社ファミリーマート　港南営業所 横浜市中区
株式会社ファミリーマート　横浜中央営業所 横浜市中区
相模設備工業株式会社 横浜市中区



ＵＣＣ上島珈琲株式会社 横浜市中区
組織犯罪対策本部暴力団対策課 横浜市中区
大興物産（株）横浜支店 横浜市中区
関東農政局　神奈川県拠点 横浜市中区
ジョンソンコントロールズ（株）横浜支店 横浜市中区
株式会社アルテック 横浜市中区
ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社 横浜市中区
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ株式会社　医薬東京支店 横浜市中区
株式会社　宇徳 横浜市中区
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　横浜ベイサイド支店 横浜市中区
株式会社ＮＴＴ東日本－南関東　神奈川事業部　神奈川支店　設備部　サービスセンタ（横浜） 横浜市中区
東京海上日動火災保険株式会社　横浜ベイサイド支店 横浜市中区
横浜ビルシステム株式会社 横浜市中区
ロンシール工業（株）横浜営業所 横浜市中区
山九株式会社　横浜支店 横浜市中区
ゼリア新薬工業株式会社　南関東営業所 横浜市中区
リック株式会社　横浜営業所 横浜市中区
一般財団法人あんしん財団　神奈川支局 横浜市中区
東リ株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社ウイン・インターナショナル 横浜市中区
（株）ケンコーポレーション横浜支店 横浜市中区
独立行政法人都市再生機構 横浜市中区
株式会社オリエントコーポレーション　横浜支店 横浜市中区
岡三証券株式会社横浜支店 横浜市中区
ＹＫＫＡＰ株式会社　ビル首都圏支社横浜支店 横浜市中区
かながわ土地建物保全協会 横浜市中区
株式会社日本政策金融公庫　横浜支店　国民生活事業 横浜市中区
株式会社神奈川新聞社 横浜市中区
みずほ証券株式会社　横浜支店 横浜市中区
横浜地方検察庁（留置管理課） 横浜市中区
神奈川県警察本部生活安全部少年捜査課 横浜市中区
セコム株式会社　関内統轄支社 横浜市中区
株式会社オリエントコーポレーション　横浜管理センター 横浜市中区
株式会社朋栄 横浜市中区
交通部交通捜査課 横浜市中区
株式会社ジェイトレーディング 横浜市中区
岡野興業株式会社 横浜市中区
刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪分析課 横浜市中区
第三管区海上保安本部 横浜市中区
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 横浜市中区
損害保険ジャパン株式会社　横浜ベイサイド支店 横浜市中区



亀田製菓株式会社　神奈川エリア 横浜市中区
株式会社群馬銀行　横浜支店 横浜市中区
生活保安課 横浜市中区
株式会社日本旅行　神奈川法人営業部 横浜市中区
株式会社かんぽ生命保険　横浜支店 横浜市中区
横浜コミュニティ株式会社 横浜市中区
上野トランステック株式会社 横浜市中区
自衛隊神奈川地方協力本部 横浜市中区
総務課 横浜市中区
危機管理対策課 横浜市中区
横浜振興株式会社 横浜市中区
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　横浜営業所 横浜市中区
横浜植物防疫所 横浜市中区
タカラベルモント株式会社　横浜営業所 横浜市中区
一般財団法人　神奈川県建築安全協会 横浜市中区
株式会社タウ　横浜支店 横浜市中区
東亜建設工業株式会社　横浜支店 横浜市中区
オールジャパンサービス株式会社 横浜市中区
神奈川スバル株式会社　新山下店 横浜市中区
ジェコス株式会社 横浜市中区
合同酒精株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社兼子　横浜工場 横浜市中区
神奈川県福祉共済協同組合 横浜市中区
ダンロップタイヤ中央株式会社　ダイヤランド本牧 横浜市中区
株式会社サンテック横浜営業所 横浜市中区
長島梱包株式会社　横浜港事業所 横浜市中区
イビデングリーンテック株式会社関東支店 横浜市中区
シーバイエス株式会社 横浜市中区
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 横浜市中区
損保ジャパンパートナーズ株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社パスコ　横浜支店 横浜市中区
トナミ国際物流株式会社 横浜市中区
生活協同組合ユーコープ横浜新山下センター 横浜市中区
株式会社日本デジタル研究所 横浜市中区
株式会社レント本牧営業所 横浜市中区
株式会社ＮＴＴ東日本－南関東　神奈川事業部 横浜市中区
東横イン横浜スタジアム前Ⅰ 横浜市中区
横浜市港湾局 横浜市中区
東電タウンプランニング株式会社　神奈川総支社 横浜市中区
宇部建設資材販売株式会社 横浜市中区
株式会社ジェイコム湘南・神奈川 横浜市中区



サイバー犯罪捜査課 横浜市中区
フォルシア・ニッパツ株式会社 横浜市中区
マスプロ電工株式会社　横浜営業所 横浜市中区
日本海事検定協会　横浜第一事務所 横浜市中区
株式会社横浜通商 横浜市中区
ステラグループ株式会社 横浜市中区
損害保険ジャパン株式会社 横浜市中区
大成温調株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社日産フィナンシャルサービス 横浜市中区
三菱電機住環境システムズ株式会社 横浜市中区
一般財団法人港湾空港総合技術センター　関東支部 横浜市中区
イオンプロダクトファイナンス株式会社　横浜支店 横浜市中区
横浜市資源循環局 横浜市中区
有限会社　ＮＵＴＥＣ　Ｊａｐａｎ 横浜市中区
あいおいニッセイ同和損害調査株式会社　神奈川静岡技術調査部 横浜市中区
東京サラヤ株式会社　南関東支店 横浜市中区
交通安全施設株式会社 横浜市中区
富士産業株式会社　神奈川事業部 横浜市中区
株式会社シマソービ 横浜市中区
横浜物流株式会社 横浜市中区
株式会社バウテックグループ 横浜市中区
友盛貿易株式会社 横浜市中区
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 横浜市中区
のぞみ株式会社 横浜市中区
栄研化学株式会社　首都圏第二営業部 横浜市中区
ナカライテスク株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社横濱大氣堂 横浜市中区
株式会社アセットライフ 横浜市中区
理想科学工業株式会社　神奈川営業所 横浜市中区
コニカミノルタジャパン株式会社 横浜市中区
化研マテリアル株式会社横浜支社 横浜市中区
綜合警備保障株式会社横浜支社関内営業所 横浜市中区
株式会社東京商工リサーチ横浜支店 横浜市中区
第一工業株式会社横浜支店 横浜市中区
株式会社日本住宅保証検査機構神奈川支店 横浜市中区
ライト工業株式会社　横浜営業所 横浜市中区
シティアクセス株式会社 横浜市中区
丸池海運株式会社 横浜市中区
人身安全対策課 横浜市中区
新日本空調株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社システムハウスＲ＆Ｃ　横浜営業所 横浜市中区



小松ウォール工業株式会社 横浜市中区
日本ｅリモデル株式会社 横浜市中区
こくみん共済ｃｏｏｐ　神奈川推進本部 横浜市中区
株式会社テクノジャパン 横浜市中区
丸三証券株式会社 横浜市中区
ローレルバンクマシン株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社エル・ティーエフ　ＬＴＦ神奈川第一支店 横浜市中区
株式会社Ｌ・ＴＦ・ＰＪ　ＬＴＦ神奈川第二支店 横浜市中区
株式会社三菱電機ライフネットワーク　神奈川支店 横浜市中区
日本カルミック株式会社　横浜オフィス 横浜市中区
横浜環境保全株式会社 横浜市中区
ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社　神奈川出張所 横浜市中区
日特建設株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ　横浜支店 横浜市中区
富士フィルム和光純薬株式会社 横浜市中区
株式会社ルーク・リアルエステート 横浜市中区
オートコムジャパン株式会社 横浜市中区
ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　神奈川支店 横浜市中区
リストホームズ株式会社 横浜市中区
株式会社エレテックコーポレーション 横浜市中区
リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜市中区
社会福祉法人　秀峰会 横浜市中区
トーヨーカネツ株式会社　ソリューション事業本部サービス営業部　横浜サービスセンター 横浜市中区
ロードリサーチ株式会社　横浜営業所 横浜市中区
風越建設株式会社 横浜市中区
公益財団法人　横浜市緑の協会 横浜市中区
日本梱包運輸倉庫株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社アルファコーポレーション 横浜市中区
株式会社東急コミュニティー　公共施設運営室 横浜市中区
横浜市健康福祉局　健康安全部食品衛生課 横浜市中区
日本メナード化粧品株式会社　横浜支店 横浜市中区
クオレ株式会社 横浜市中区
株式会社安藤・間　横浜営業所 横浜市中区
株式会社サンテクノ 横浜市中区
横浜幸銀信用組合 横浜市中区
株式会社日京ホールディングス 横浜市中区
横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区
ナイガイ株式会社　横浜支店 横浜市中区
日本フルハーフ株式会社　神奈川支店 横浜市中区
キリンビバレッジ株式会社　横浜営業所 横浜市中区
住友不動産販売株式会社　関内営業センター 横浜市中区



西尾レントオール株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社東急コミュニティー　神奈川支店 横浜市中区
株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部 横浜市中区
杏林製薬株式会社　首都圏支店　横浜第一営業所 横浜市中区
サンシャインサービス株式会社 横浜市中区
みのり監査法人　神奈川オフィス 横浜市中区
リリカラ株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社テック 横浜市中区
株式会社川久保企画 横浜市中区
株式会社協同プランナー 横浜市中区
株式会社ヤマダデンキ　テックランド　新山下店 横浜市中区
株式会社ジーアンドケイ・アソシエイツ 横浜市中区
株式会社ひのきリライアンス 横浜市中区
株式会社ダイエイファシリティ 横浜市中区
一般財団法人港湾空港総合技術センター　関東支部　横浜支所 横浜市中区
株式会社東栄住宅　横浜営業所 横浜市中区
国土交通省　関東運輸局 横浜市中区
株式会社バンザイ　東京支店　横浜営業所 横浜市中区
東京サラヤ株式会社　メディカル事業本部　横浜支店 横浜市中区
よこしんリース株式会社 横浜市中区
株式会社スリーエフ 横浜市中区
株式会社フジコウ 横浜市中区
日本調剤　元町薬局 横浜市中区
ブン・トータルサービス株式会社 横浜市中区
株式会社　キョーエーメック 横浜市中区
高崎事務器株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社日本ロックサービス　横浜営業所 横浜市中区
株式会社八楠 横浜市中区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン　本牧営業所 横浜市中区
ユーディーアイ確認検査株式会社横浜本部 横浜市中区
吉野石膏株式会社　横浜支店 横浜市中区
田島ルーフィング株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社Ｅ保険プランニング　横浜支店 横浜市中区
岩井コスモ証券株式会社　横浜支店 横浜市中区
一般社団法人　神奈川県保健協会 横浜市中区
株式会社ＡＰＥＸ　横浜営業所 横浜市中区
あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社アウラ・シーイー 横浜市中区
株式会社ブラスト　横浜支店 横浜市中区
豊トラスティ証券株式会社横浜支店 横浜市中区
京友株式会社 横浜市中区



株式会社神奈川イエローハット新山下店 横浜市中区
株式会社ＬＡＰ 横浜市中区
日本物流機器株式会社 横浜市中区
株式会社レーベンホームビルド 横浜市中区
ファイナンシャル・ジャパン株式会社　横浜支社 横浜市中区
鹿島建物総合管理株式会社　横浜支社 横浜市中区
ティーシートレーディング株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社シーエスワン 横浜市中区
東照海運株式会社 横浜市中区
アンカーマルコウ株式会社 横浜市中区
ＪＣＯＭ株式会社　馬車道事務所 横浜市中区
株式会社大和 横浜市中区
朝日生命保険相互会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社ビルシステム 横浜市中区
株式会社ミック　中日本サポートセンター　横浜オフィス 横浜市中区
株式会社ルーヴィス 横浜市中区
株式会社ポートハウジングサービス 横浜市中区
武松商事株式会社 横浜市中区
社会福祉法人みはらし　中区障害者地域活動ホーム 横浜市中区
日綜産業株式会社　横浜支店 横浜市中区
コネクシオ株式会社　横浜関内ビジネスセンター 横浜市中区
株式会社アメイジングプラス 横浜市中区
株式会社三起工業所　横浜事業所 横浜市中区
フルライフ関内 横浜市中区
株式会社アイトス　本社 横浜市中区
日新産業株式会社 横浜市中区
フジッコ株式会社　神奈川営業所 横浜市中区
株式会社マブチ 横浜市中区
協和医科器械株式会社　関内支店 横浜市中区
株式会社きらぼし銀行　横浜支店 横浜市中区
株式会社神奈川住空間 横浜市中区
株式会社ＦＭＣ 横浜市中区
株式会社第一商会 横浜市中区
（株）トシマ 横浜市中区
山手警察署 横浜市中区
横浜市資源循環局中事務所 横浜市中区
横浜代行運転サービス 横浜市中区
鈴木土木株式会社 横浜市中区
亀喜工業（株）横浜営業所 横浜市中区
（株）中村美装 横浜市中区
株式会社美濃屋あられ製造本舗 横浜市中区



鴻池運輸株式会社　本牧営業所 横浜市中区
協和係船株式会社 横浜市中区
レイズネクスト株式会社　根岸事業所 横浜市中区
（株）津ノ国屋材木店 横浜市中区
（株）原田トランス 横浜市中区
平和工業㈱ 横浜市中区
日産自動車株式会社本牧専用埠頭 横浜市中区
株式会社ジェーシーエム 横浜市中区
横浜鉄構（株） 横浜市中区
（株）バンテック港運部管理課 横浜市中区
株式会社アクトエンジニアリング 横浜市中区
鈴江コーポレーション（株）　横浜ターミナル事業所 横浜市中区
青葉興業株式会社 横浜市中区
横浜トヨペット株式会社本牧ファクトリーパーク 横浜市中区
株式会社北全 横浜市中区
（株）ミナミ 横浜市中区
（株）神冷凍機工業所 横浜市中区
ヒルサイドオート株式会社 横浜市中区
トヨタエルアンドエフ神奈川（株） 横浜市中区
（有）匠企業 横浜市中区
笹田実業（株） 横浜市中区
関東燻蒸株式会社 横浜市中区
横浜船舶作業（株） 横浜市中区
協同電気（株） 横浜市中区
（株）森野帆布船具工業所 横浜市中区
日本国際輸送（株）本牧営業所 横浜市中区
（株）リーファーサービス 横浜市中区
（株）佐藤船舶 横浜市中区
（株）アーバンサービス本牧事業所 横浜市中区
（有）豊崎組 横浜市中区
関東港運（株）横浜支店 横浜市中区
港栄作業（株）第一事業部本牧営業所 横浜市中区
藤木企業（株）横浜港運事業部 横浜市中区
（株）山九海陸 横浜市中区
白鳥運輸株式会社　本牧営業所 横浜市中区
（社）日本海事検定協会 横浜市中区
岩崎産業株式会社 横浜市中区
宇徳港運株式会社 横浜市中区
京浜地区運輸事業協同組合 横浜市中区
横浜港湾作業株式会社 横浜市中区
（株）鈴江組 横浜市中区



㈱笹田組　港運部 横浜市中区
相模運輸倉庫株式会社 横浜市中区
株式会社クリーンアドバンス 横浜市中区
新日本ウェックス（株）　横浜支店 横浜市中区
三井金属アクト株式会社 横浜市中区
南部工業（株） 横浜市中区
株式会社丸本 横浜市中区
横浜港運事業協同組合 横浜市中区
板橋商事株式会社 横浜市中区
（株）栗田園 横浜市中区
株式会社風間 横浜市中区
国際埠頭株式会社 横浜市中区
株式会社横滝 横浜市中区
（株）マシン商会横浜営業所 横浜市中区
高田工業株式会社 横浜市中区
（株）松阪 横浜市中区
京浜塗装工業株式会社 横浜市中区
株式会社辰道路 横浜市中区
有限会社新本商店 横浜市中区
三菱パワー検査　株式会社　横浜事業部 横浜市中区
岸本建設（株） 横浜市中区
（株）協同商会 横浜市中区
原田港湾（株）港湾事業部 横浜市中区
（株）鈴木屋 横浜市中区
㈱永城自動車興業 横浜市中区
神奈川三菱ふそう自動車販売（株）本牧支店 横浜市中区
（株）山本商工 横浜市中区
池田機工（株） 横浜市中区
トヨタウエインズグループサービス株式会社 横浜市中区
布亀株式会社　中デリバリーセンター 横浜市中区
横浜市麦田地域ケアプラザ 横浜市中区
一般社団法人日本貨物検数協会横浜支部 横浜市中区
学校法人サンモールインターナショナル 横浜市中区
南関東日野自動車株式会社　横浜支店　本牧整備センター 横浜市中区
東港丸楽海運株式会社 横浜市中区
三菱重工エンジンシステム（株） 横浜市中区
三井物産グローバルロジスティクス株式会社 横浜市中区
横浜市簑沢地域ケアプラザ 横浜市中区
楠原輸送株式会社機工部 横浜市中区
㈱トヨタオートオークション 横浜市中区
株式会社ライコム 横浜市中区



楠原輸送㈱海上部作業一課 横浜市中区
横浜市本牧原地域ケアプラザ 横浜市中区
ＮＰＯ法人　新 横浜市中区
日本船舶薬品株式会社 横浜市中区
アナテックサービス株式会社 横浜市中区
山建工事株式会社 横浜市中区
株式会社ツクイ横浜根岸 横浜市中区
常盤海運株式会社　港湾部 横浜市中区
いすゞ自動車首都圏株式会社本牧工場 横浜市中区
株式会社みなとコーポレーション 横浜市中区
山九株式会社横浜支店港運グループ　本牧コンテナ事業所 横浜市中区
株式会社東京めいらく港南営業所 横浜市中区
株式会社ユニエックスＮＣＴ　南本牧ターミナルグループ 横浜市中区
株式会社ＥＮＥＯＳ水素サプライ＆サービス　水素製造出荷センター 横浜市中区
株式会社ユニエックスＮＣＴ 横浜市中区
東邦工業株式会社　根岸事業所 横浜市中区
ＥＮＥＯＳ株式会社中央技術研究所 横浜市中区
株式会社　常創 横浜市中区
コマツ産機株式会社　横浜オフィス 横浜市中区
三菱重工業株式会社　横浜製作所 横浜市中区
ＮＳＭコイルセンター株式会社　横浜事業所 横浜市中区
全日本海員生活協同組合 横浜市中区
横浜市中消防署　北方消防出張所 横浜市中区
横浜市中消防署　山元町消防出張所 横浜市中区
横浜市中消防署　本牧和田消防出張所 横浜市中区
日本通運（株）京浜港ターミナル支店 横浜市中区
ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社 横浜市中区
有限会社　橋詰軌道興業 横浜市中区
株式会社　横浜富島組 横浜市中区
五洋建設株式会社東京土木支店　新本牧工事事業所 横浜市中区
原田港湾株式会社　南本牧コンテナターミナル課 横浜市中区
株式会社日新　横浜重量物梱包センター 横浜市中区
東企業株式会社　本牧コンテナ事業部 横浜市中区
トヨタウエインズグループサービス（株）本牧センター 横浜市中区
東京国際埠頭株式会社　海運支店 横浜市中区
有限会社高橋工務店 横浜市中区
株式会社キョクレイ 横浜市中区
ＵＤトラックス（株）本牧工場 横浜市中区
名阪船舶株式会社　横浜事業所 横浜市中区
若築建設㈱横浜支店　新本牧作業所 横浜市中区
株式会社マブチ 横浜市中区



株式会社シンケン　京浜支社 横浜市中区
三菱重工パワーインダストリー 横浜市中区
三菱倉庫㈱横浜支店　南本牧第一営業所 横浜市中区
小島重機建設㈲　横浜営業所 横浜市中区
楠原建設株式会社 横浜市中区
株式会社日成 横浜市中区
原田港湾㈱　港湾事業部　本牧営業所 横浜市中区
横浜商工株式会社　磯子営業所 横浜市中区
株式会社誠伸電気 横浜市中区
アイビー訪問看護ステーション 横浜市中区
㈱インテリア　アライ 横浜市中区
㈱五條建設 横浜市中区
㈱小泉水道工務店 横浜市中区
㈱ホンマ　南本牧営業所 横浜市中区
東洋・みらい・不動テトラ建設共同企業体　新本牧外周護岸基礎本体作業所 横浜市中区
横浜市資源循環局磯子事務所 横浜市磯子区
ＪＦＥ鋼材株式会社　横浜事業所 横浜市磯子区
タカラベルモント（株）横浜営業所 横浜市磯子区
ＥＮＥＯＳ株式会社根岸製油所 横浜市磯子区
横浜市磯子土木事務所 横浜市磯子区
磯子警察署 横浜市磯子区
横浜市磯子消防署　総務・予防課 横浜市磯子区
（株）ワコー 横浜市磯子区
株式会社鎌倉ハムクラウン商会 横浜市磯子区
株式会社サカクラ 横浜市磯子区
横浜観光土地株式会社 横浜市磯子区
神奈川日産自動車（株）磯子店 横浜市磯子区
横浜市磯子区役所 横浜市磯子区
日興テクノス（株） 横浜市磯子区
東京ガス株式会社根岸ＬＮＧ基地 横浜市磯子区
株式会社中村製作所 横浜市磯子区
（株）八堂 横浜市磯子区
光洋工業（株） 横浜市磯子区
門倉工業株式会社 横浜市磯子区
（株）横浜銀行杉田支店 横浜市磯子区
Ｊ－ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス株式会社　磯子火力運営事業所 横浜市磯子区
峯岸工務店 横浜市磯子区
株式会社ダスキン横浜 横浜市磯子区
シャープマーケティングジャパン（株）横浜サービスセンター 横浜市磯子区
かながわ信用金庫磯子支店 横浜市磯子区
（株）弘栄土木 横浜市磯子区



神奈川機器工業株式会社 横浜市磯子区
双葉工業株式会社 横浜市磯子区
有限会社内田からし 横浜市磯子区
横浜貨物綜合株式会社 横浜市磯子区
千田組 横浜市磯子区
株式会社伊澤製作所 横浜市磯子区
横浜農業協同組合杉田支店 横浜市磯子区
有限会社　イシカワ 横浜市磯子区
飯塚商事株式会社 横浜市磯子区
日本総合住生活（株）横浜南支店 横浜市磯子区
（株）スズケン　磯子支店 横浜市磯子区
東芝エネルギーシステムズ株式会社 横浜市磯子区
株式会社ＩＨＩ　横浜事業所 横浜市磯子区
宮本土木株式会社 横浜市磯子区
有限会社柳下葬儀社 横浜市磯子区
株式会社大倉 横浜市磯子区
日産部品中央販売（株） 横浜市磯子区
有限会社伊東工務店 横浜市磯子区
有限会社柴田総業 横浜市磯子区
（株）ホンダカーズ横浜　磯子店 横浜市磯子区
（有）港南商事 横浜市磯子区
横浜農業協同組合磯子支店 横浜市磯子区
（株）大橋商店 横浜市磯子区
株式会社　サカエテック 横浜市磯子区
（株）昭和メディカルサイエンス 横浜市磯子区
（株）ヤナセ磯子支店 横浜市磯子区
（学）育美学園育美幼稚園 横浜市磯子区
（株）植村商会 横浜市磯子区
横浜市南部地域療育センター 横浜市磯子区
新東洋化学工業（株） 横浜市磯子区
株式会社ビークル横川 横浜市磯子区
伊原興業（株） 横浜市磯子区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン神奈川カンパニー 横浜市磯子区
株式会社安藤建設 横浜市磯子区
（株）松栄建設 横浜市磯子区
株式会社トーホーフードサービス 横浜市磯子区
（株）星野建材 横浜市磯子区
有限会社星組 横浜市磯子区
レイズネクスト株式会社 横浜市磯子区
有限会社ジーピーライニング商会 横浜市磯子区
（株）サンビームランドリー 横浜市磯子区



株式会社ＩＨＩビジネスサポート横浜事業所 横浜市磯子区
（株）ネダテ建商 横浜市磯子区
（株）メイク 横浜市磯子区
社会福祉法人　訪問の家　集 横浜市磯子区
磯風の謡　デイサービスセンター 横浜市磯子区
東京ガスライフバル横浜関内　磯子事業所 横浜市磯子区
（株）ホンダカーズ横浜根岸店 横浜市磯子区
中央労働金庫杉田支店 横浜市磯子区
シャープファイナンス（株）横浜支店 横浜市磯子区
横浜ベイアスコン株式会社 横浜市磯子区
東京ガスライフバル横浜南　磯子事業所 横浜市磯子区
東京ガスネットワーク（株）神奈川ガスライト２４　洋光台基地 横浜市磯子区
錦海運建設（株） 横浜市磯子区
横浜ランチサービス株式会社 横浜市磯子区
日清オイリオグループ株式会社　横浜磯子事業所 横浜市磯子区
いそご地域活動ホームいぶき 横浜市磯子区
横浜市水道局洋光台水道事務所 横浜市磯子区
横浜緑地株式会社 横浜市磯子区
関西ペイント販売株式会社　横浜営業所 横浜市磯子区
日本郵便株式会社　磯子郵便局 横浜市磯子区
社会福祉法人　秀峰会　銀らんの丘デイサービスセンター 横浜市磯子区
八幡橋幼稚園 横浜市磯子区
株式会社日向工業所 横浜市磯子区
株式会社シー・アイ・シー　横浜支店 横浜市磯子区
株式会社シグマ映像 横浜市磯子区
有限会社すまいる 横浜市磯子区
株式会社ネオテック 横浜市磯子区
水戸工業株式会社　横浜営業所 横浜市磯子区
ミサワホーム建設株式会社 横浜市磯子区
有限会社　笹崎造園 横浜市磯子区
シャープサポートアンドサービス株式会社横浜ＦＣ 横浜市磯子区
セントケア磯子 横浜市磯子区
タイヘイ株式会社 横浜市磯子区
出光リテール販売株式会社神奈川カンパニー 横浜市磯子区
株式会社ナック　クリクラ磯子営業所 横浜市磯子区
株式会社　ウイズソル 横浜市磯子区
株式会社機電プラントメンテナンス　磯子事業所 横浜市磯子区
ツクイ横浜栗木 横浜市磯子区
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設コスモス 横浜市磯子区
株式会社高橋組 横浜市磯子区
日本リーテック株式会社 横浜市磯子区



横浜市磯子地域ケアプラザ 横浜市磯子区
日本リーテック株式会社横浜支店 横浜市磯子区
横浜磯子介護老人保健施設 横浜市磯子区
ヘンケルジャパン株式会社 横浜市磯子区
有限会社　相馬工務店 横浜市磯子区
社会福祉法人秀峰会　南介護保険センター 横浜市磯子区
ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社　横浜支店 横浜市磯子区
神奈川県看護協会　洋光台訪問看護ステーション 横浜市磯子区
株式会社柚葉工産 横浜市磯子区
中原苑 横浜市磯子区
株式会社メディケアー横浜南事業所 横浜市磯子区
損保ジャパンパートナーズ（株） 横浜市磯子区
医療法人光陽会　磯子中央病院 横浜市磯子区
株式会社　互光商会 横浜市磯子区
北田建設株式会社 横浜市磯子区
横浜市洋光台地域ケアプラザ 横浜市磯子区
東芝ビジネスエキスパート株式会社　横浜支店 横浜市磯子区
福祉クラブ生活協同組合らら・むーぶ磯子 横浜市磯子区
株式会社　柴橋商会　横浜磯子センター 横浜市磯子区
有限会社　共和包装 横浜市磯子区
康心会　汐見台病院 横浜市磯子区
三親住設株式会社 横浜市磯子区
株式会社小泉神奈川　港南営業所 横浜市磯子区
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社 横浜市磯子区
興和電気株式会社 横浜市磯子区
磯子区医師会　訪問看護ステーション 横浜市磯子区
港南通商株式会社 横浜市磯子区
有限会社サントスコ 横浜市磯子区
英エンジニアリング株式会社 横浜市磯子区
ナイスコミュニティー株式会社　横浜南支店 横浜市磯子区
キャノンシステムアンドサポート株式会社 横浜市磯子区
さかいリハ訪問看護ステーション横浜 横浜市磯子区
株式会社ムサシ神静支店 横浜市磯子区
社会福祉法人　峰延会 横浜市磯子区
日新産業株式会社　根岸事業部 横浜市磯子区
医療法人裕徳会　介護老人保健施設ひとりざわ 横浜市磯子区
神奈川ダイハツ販売株式会社　横浜ブロック 横浜市磯子区
特別養護老人ホーム　新磯子ホーム 横浜市磯子区
神奈川ダイハツ販売（株）根岸店 横浜市磯子区
神奈川ダイハツ販売（株）サービス部 横浜市磯子区
株式会社三峰エンジニアリング 横浜市磯子区



株式会社柴橋商会　横浜営業部 横浜市磯子区
株式会社ＩＨＩ検査計測　磯子事業所 横浜市磯子区
長崎船舶装備株式会社　横浜営業所 横浜市磯子区
株式会社　松浦設備 横浜市磯子区
悠の木株式会社 横浜市磯子区
ジャパンマリンユナイテッド（株）横浜事業所　磯子工場 横浜市磯子区
アニメイト株式会社　横浜営業所 横浜市磯子区
協立システムマシン株式会社　神奈川サービスセンター 横浜市磯子区
株式会社　横冷エンジニアリング 横浜市磯子区
堀道路工業株式会社 横浜市磯子区
株式会社みゆき 横浜市磯子区
株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス　磯子事業所 横浜市磯子区
神奈川トヨタ自動車（株）トヨタモビリティ神奈川　磯子栗木店 横浜市磯子区
朝日生命保険相互会社　磯子営業所 横浜市磯子区
株式会社　湘工冷熱 横浜市磯子区
横浜みなとみらい税理士法人 横浜市磯子区
社会福祉法人竹生会　特別養護老人ホームたきがしら芭蕉苑　横浜市滝頭地域ケアプラザ 横浜市磯子区
株式会社　エフォート 横浜市磯子区
こころ港南はりきゅう治療院 横浜市磯子区
大和観光興業株式会社 横浜市磯子区
横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ　デイサービス 横浜市磯子区
フルライフ磯子 横浜市磯子区
フルライフなでしこ 横浜市磯子区
株式会社　イシケン 横浜市磯子区
横浜市磯子消防署　警防課 横浜市磯子区
株式会社クリーブラッツ 横浜市磯子区
金沢警察署 横浜市金沢区
横浜市消防局金沢消防署 横浜市金沢区
関東興業（株） 横浜市金沢区
横浜市金沢土木事務所 横浜市金沢区
日本飛行機（株） 横浜市金沢区
サカエ工業株式会社 横浜市金沢区
海洋電子工業株式会社 横浜市金沢区
横浜市資源循環局金沢事務所 横浜市金沢区
（株）鈴音 横浜市金沢区
京浜蓄電池工業㈱金沢支店 横浜市金沢区
横浜市金沢区役所 横浜市金沢区
（株）エビヌマ 横浜市金沢区
杉田産業株式会社 横浜市金沢区
学校法人徳心学園横浜高等学校 横浜市金沢区
株式会社山本製作所 横浜市金沢区



神奈川県予防医学協会 横浜市金沢区
株式会社ワイズカーセールス金沢営業所 横浜市金沢区
（株）京急ファインテック 横浜市金沢区
富士川建材工業（株） 横浜市金沢区
小泉機器工業（株）湘南営業所 横浜市金沢区
協和合金㈱ 横浜市金沢区
不二物産（株） 横浜市金沢区
株式会社ＲＥＪ 横浜市金沢区
東新工業（株） 横浜市金沢区
カメイ㈱　神奈川支店 横浜市金沢区
あさひな幼稚園 横浜市金沢区
ペガサスフコク株式会社 横浜市金沢区
横浜農業協同組合金沢支店 横浜市金沢区
三上船舶工業株式会社 横浜市金沢区
浜崎建設工業株式会社 横浜市金沢区
株式会社中村商店 横浜市金沢区
三和興業（株） 横浜市金沢区
株式会社山本水産 横浜市金沢区
日産プリンス神奈川販売（株）ファーレ金沢店 横浜市金沢区
真生工業株式会社 横浜市金沢区
浜一運送株式会社 横浜市金沢区
（株）大倉物産 横浜市金沢区
田中サッシュ工業株式会社 横浜市金沢区
桔梗屋紙商事株式会社 横浜市金沢区
株式会社綿貫建設 横浜市金沢区
株式会社金子コンクリート 横浜市金沢区
第一機動隊 横浜市金沢区
日飛興産株式会社 横浜市金沢区
株式会社芳垣建設 横浜市金沢区
株式会社横浜協立 横浜市金沢区
日本郵便（株）　横浜金沢郵便局 横浜市金沢区
株式会社カレンズ 横浜市金沢区
サンエンジニアリング株式会社 横浜市金沢区
（株）守屋医療酸素商会 横浜市金沢区
協和総業株式会社 横浜市金沢区
高田工業㈱金沢工場 横浜市金沢区
ケーオーデンタル株式会社横浜営業所 横浜市金沢区
（株）新鋭産業 横浜市金沢区
株式会社アルファ 横浜市金沢区
有限会社新栄興業 横浜市金沢区
（株）電商会 横浜市金沢区



パレス化学株式会社 横浜市金沢区
バイタルエア・ジャパン（株）横浜営業所 横浜市金沢区
（株）オーバル横浜事業所 横浜市金沢区
京浜検査工業株式会社 横浜市金沢区
株式会社花の木製作所 横浜市金沢区
ミハマ通商（株） 横浜市金沢区
トヨタエルアンドエフ神奈川（株）金沢営業所 横浜市金沢区
三恵印刷興業株式会社 横浜市金沢区
株式会社沼田商会 横浜市金沢区
（株）ヤマケイ 横浜市金沢区
株式会社ヨシオカ 横浜市金沢区
小林工業株式会社 横浜市金沢区
株式会社フクジュ 横浜市金沢区
株式会社ヨコハマ機工 横浜市金沢区
京浜急行電鉄株式会社金沢文庫電力区 横浜市金沢区
株式会社三徳 横浜市金沢区
（株）中込製作所 横浜市金沢区
（株）村義鋲螺 横浜市金沢区
サントリービバレッジソリューション株式会社 横浜市金沢区
（有）正和工業 横浜市金沢区
ＮＸ商事株式会社横浜サービスステーション 横浜市金沢区
横浜農業協同組合金沢文庫支店 横浜市金沢区
（株）深山 横浜市金沢区
株式会社　カンテレ 横浜市金沢区
金沢臨海サービス株式会社 横浜市金沢区
有限会社とみおか 横浜市金沢区
昭和建産横浜販売（株） 横浜市金沢区
（株）南横浜自動車学校 横浜市金沢区
生活協同組合ユーコープ横浜中部センター 横浜市金沢区
山陽印刷（株） 横浜市金沢区
（株）ポートサイド印刷 横浜市金沢区
神奈川流通センター（株） 横浜市金沢区
一神商事（株） 横浜市金沢区
日本発条（株）　横浜事業所 横浜市金沢区
大成興業（株） 横浜市金沢区
（有）山雅産業 横浜市金沢区
並木幼稚園 横浜市金沢区
鶴見金網（株） 横浜市金沢区
（株）日本製鋼所　横浜製作所 横浜市金沢区
株式会社光洋 横浜市金沢区
株式会社オ－シャンスイミングクリエ－ト 横浜市金沢区



千代一工業（株） 横浜市金沢区
アルフレッサ㈱　横浜金沢事業所 横浜市金沢区
東京ガスライフバル飯田　㈱ 横浜市金沢区
（株）神奈川保健事業社 横浜市金沢区
山本商会（株）神奈川支店　金沢営業所 横浜市金沢区
（株）ヨコハマ全建 横浜市金沢区
（有）森吉 横浜市金沢区
（株）キュー・アイ 横浜市金沢区
三球電機（株）神奈川営業所 横浜市金沢区
東電同窓電気（株）横浜変電センター 横浜市金沢区
ハイウェイトールシステム（株）南横浜テクノショップ 横浜市金沢区
紫雲建設株式会社 横浜市金沢区
関東日本フード（株）　横浜営業部 横浜市金沢区
京急サービス（株）生活支援事業部　監視センター 横浜市金沢区
土井鋼材（株）金沢事業所 横浜市金沢区
（株）坪倉興業 横浜市金沢区
昭和精工（株） 横浜市金沢区
（株）横浜銀行金沢産業センター支店 横浜市金沢区
旭産業（株）金沢工場 横浜市金沢区
株式会社松崎　金沢営業所 横浜市金沢区
福井建設（株） 横浜市金沢区
（株）マリンインターナショナル 横浜市金沢区
神奈川三菱ふそう自動車販売（株） 横浜市金沢区
（有）ハマフォ－クリフトサ－ビス 横浜市金沢区
雨宮自動車工業（株） 横浜市金沢区
（株）アクアパルス 横浜市金沢区
（株）啓愛社　金沢リサイクル工場 横浜市金沢区
守谷輸送機工業（株） 横浜市金沢区
株式会社創和測量コンサルタンツ 横浜市金沢区
ヤマショウ株式会社 横浜市金沢区
株式会社カナモト横浜営業所 横浜市金沢区
（株）タモット 横浜市金沢区
ＪＦＥ商事コイルセンター株式会社 横浜市金沢区
（株）湘南サッシ商会 横浜市金沢区
横浜市下水道管理協同組合 横浜市金沢区
（有）ケーエス　小杉鍍金工場 横浜市金沢区
（株）ヲサメ工業 横浜市金沢区
ロジスネクスト東京（株）横浜支店 横浜市金沢区
和光運輸機工（株） 横浜市金沢区
株式会社　高田商会 横浜市金沢区
（株）エムアイシー 横浜市金沢区



学校法人江南学園フレンド幼稚園 横浜市金沢区
（学）富岡中央学園こすもす幼稚園 横浜市金沢区
（有）房総潜建 横浜市金沢区
株式会社ポートリリーフエンジニアリング横浜支店 横浜市金沢区
伊藤ハムミート販売東（株）横浜営業所 横浜市金沢区
横浜市六浦地域ケアプラザ 横浜市金沢区
サントリービバレッジソリューション（株） 横浜市金沢区
横浜市泥亀地域ケアプラザ 横浜市金沢区
（株）サンキュー磯子 横浜市金沢区
（株）ジューテック横浜南部営業所 横浜市金沢区
横浜市立金沢動物園 横浜市金沢区
学校法人名取学園カナリヤ幼稚園 横浜市金沢区
日産自動車（株）カスタマーサービスセンター 横浜市金沢区
生活協同組合パルシステム神奈川横浜南センター 横浜市金沢区
（株）フジカーペット 横浜市金沢区
横浜市能見台地域ケアプラザ 横浜市金沢区
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）金沢セールスセンター 横浜市金沢区
（株）ホンダカーズ横浜　金沢六浦店 横浜市金沢区
武松商事（株） 横浜市金沢区
マリンフーズ（株）横浜事業所 横浜市金沢区
（株）ワイ・エス・ディ 横浜市金沢区
Ｊ－ＴＲＥＣデザインサービス株式会社 横浜市金沢区
神奈川県警察高速道路交通警察隊朝比奈分駐所 横浜市金沢区
（株）コーケン 横浜市金沢区
神奈川日産自動車（株）　金沢幸浦店 横浜市金沢区
三波工業株式会社 横浜市金沢区
株式会社　三我 横浜市金沢区
ユーロフィン日本環境（株） 横浜市金沢区
神奈川県警察本部総務部広報県民課音楽センター 横浜市金沢区
藤沢米穀株式会社 横浜市金沢区
㈱ユニマットキャラバン横浜営業所 横浜市金沢区
横浜市西金沢地域ケアプラザ 横浜市金沢区
ヤマハ発動機（株）東日本営業所 横浜市金沢区
関東港業株式会社　京浜事業部　横浜営業所 横浜市金沢区
渡辺商事株式会社 横浜市金沢区
正和重機有限会社 横浜市金沢区
有限会社　在宅ナースの会 横浜市金沢区
（株）レンタルのニッケン　横浜南営業所 横浜市金沢区
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）　金沢事務所 横浜市金沢区
株式会社　青柳製作所 横浜市金沢区
岩野建設株式会社金沢営業所 横浜市金沢区



（株）白洋舎　神奈川支店　金沢営業所 横浜市金沢区
ナイス（株）　横浜市場 横浜市金沢区
株式会社　武蔵野　横浜工場 横浜市金沢区
小沢作ニ株式会社 横浜市金沢区
株式会社　ニッパツサービス　横浜営業所 横浜市金沢区
神奈川日産自動車㈱　金沢店 横浜市金沢区
有限会社　大成金属 横浜市金沢区
特別養護老人ホーム　富岡はまかぜ 横浜市金沢区
株式会社　巴商会　横浜営業所 横浜市金沢区
イワタボルト株式会社横浜営業所 横浜市金沢区
株式会社　五常 横浜市金沢区
（株）櫛毛商会 横浜市金沢区
富士炉材株式会社横浜工場 横浜市金沢区
ＣＦＴランズバーグ㈱ 横浜市金沢区
日発運輸（株） 横浜市金沢区
ロジスネクスト東京㈱　横浜南サービスセンター 横浜市金沢区
横浜市富岡東地域ケアプラザ 横浜市金沢区
株式会社　山装 横浜市金沢区
済生会わかくさ訪問看護ステーション 横浜市金沢区
神奈川スバル株式会社金沢店 横浜市金沢区
株式会社　カムス横浜営業所 横浜市金沢区
株式会社　アイダスト 横浜市金沢区
㈱トーカイ横浜南支店 横浜市金沢区
留置管理課 横浜市金沢区
移動サービスＷ．ＣＯ　らら・むーぶ金沢 横浜市金沢区
ミサワホームイング株式会社能見台店 横浜市金沢区
ダンロップタイヤ中央株式会社金沢営業所 横浜市金沢区
㈱グーン 横浜市金沢区
㈱ダンロップスポーツウェルネス　ダンロップスポーツクラブ金沢文庫店 横浜市金沢区
株式会社総合車両製作所 横浜市金沢区
ディーブイエックス株式会社　横浜営業所 横浜市金沢区
㈱　西原商会関東　横浜営業所 横浜市金沢区
㈱モールドテック横浜工場 横浜市金沢区
ニチイケアセンター富岡東 横浜市金沢区
㈱　横浜八景島 横浜市金沢区
㈱　神奈川保健事業社　福浦リサイクルセンター 横浜市金沢区
横浜市福祉サービス協会　金沢介護事務所 横浜市金沢区
トヨタメトロジック株式会社 横浜市金沢区
社会福祉法人　横浜やまびこの里　ポルト能見台 横浜市金沢区
いすゞ自動車首都圏㈱　金沢支店 横浜市金沢区
（株）あらた首都圏支社　第３営業部 横浜市金沢区



医療法人社団　協友会　横浜なみきリハビリテーション病院 横浜市金沢区
介護老人保健施設　ふるさと 横浜市金沢区
株式会社　ハマケイ 横浜市金沢区
訪問看護リハビリステーション　陽光の大地 横浜市金沢区
あいざわ株式会社 横浜市金沢区
清美工営株式会社 横浜市金沢区
特定非営利法人　すずらん 横浜市金沢区
株式会社　京急リブコ　すまいえ事業部 横浜市金沢区
京急建設株式会社　追浜工事事務所 横浜市金沢区
京急建設（株）　土木本部　土木工事部　追浜工事事務所 横浜市金沢区
京急建築（株）　建築工事部　金沢文庫事事務所 横浜市金沢区
ダイドービバレッジサービス　㈱　みなと営業所 横浜市金沢区
（株）ダイトーフジテック福浦エコロジーセンター 横浜市金沢区
東電同窓電気株式会社横浜送電センター 横浜市金沢区
富島運輸株式会社横浜物流センター 横浜市金沢区
株式会社トーエル横浜南センター 横浜市金沢区
スマイルデイサービス金沢文庫・スマイル金沢 横浜市金沢区
アディエント合同会社　鳥浜テクニカルセンター 横浜市金沢区
第一機動隊 横浜市金沢区
特別養護老人ホーム　ラスール金沢文庫 横浜市金沢区
㈱星医療酸器　横浜営業所 横浜市金沢区
株式会社明治スポーツプラザ　ザバススポーツクラブ金沢八景 横浜市金沢区
在宅療養支援ステーション楓の風　金沢文庫 横浜市金沢区
株式会社　貝宝 横浜市金沢区
佐藤機工株式会社 横浜市金沢区
株式会社エヌエスコーポレーション 横浜市金沢区
龍門商事（株）　重慶飯店食品工場 横浜市金沢区
社会福祉法人　恩賜財団済生会　支部神奈川県済生会　金沢若草園 横浜市金沢区
東京貿易メカニクス株式会社横浜事業所 横浜市金沢区
フィブ・フィリング・シーリング株式会社 横浜市金沢区
丸山金属株式会社 横浜市金沢区
鹿島・前田・佐藤特定建設工事共同企業体　庄戸トンネル工事事務所 横浜市金沢区
株式会社ビプロス 横浜市金沢区
興栄商事（株） 横浜市金沢区
医療法人社団愛友会　金沢文庫病院 横浜市金沢区
㈱サンリック 横浜市金沢区
楓の風リハビリデイサービス 横浜市金沢区
日本カルミック株式会社　横浜ロジスティクスセンター 横浜市金沢区
株式会社インストアマーケティング　神奈川オフィス 横浜市金沢区
テイト・エンタープライズ株式会社 横浜市金沢区
スポルト八景ボウル 横浜市金沢区



社会福祉法人すみなす会　障害者支援施設航 横浜市金沢区
介護老人保健施設あさひな 横浜市金沢区
横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜市金沢区
金沢地域活動ホームりんごの森 横浜市金沢区
三愛電子工業株式会社 横浜市金沢区
株式会社クリーンネットワーク 横浜市金沢区
横浜創学館高等学校 横浜市金沢区
ＫＧＫサービス㈱　金沢工場 横浜市金沢区
横浜陸運有限会社 横浜市金沢区
株式会社三陽製作所 横浜市金沢区
永谷工業株式会社 横浜市金沢区
横浜市柳町地域ケアプラザ 横浜市金沢区
株式会社ツクイ　横浜能見台 横浜市金沢区
ネグロス電工㈱　横浜営業所 横浜市金沢区
ロジスネクスト東京㈱横浜港湾サービスセンター 横浜市金沢区
住友不動産販売（株）金沢文庫営業センター 横浜市金沢区
京急サービス（株）事業統括本部　生活支援事業部　緑地担当 横浜市金沢区
ＫＹ工業有限会社 横浜市金沢区
新日本建販㈱ 横浜市金沢区
㈲山越工務店 横浜市金沢区
㈱東輝建設 横浜市金沢区
（有）タイワ 横浜市金沢区
南関東日野自動車株式会社　横浜支店 横浜市金沢区
（株）尾島商店 横浜市金沢区
（株）加藤美蜂園本舗　関東物流センター 横浜市金沢区
（株）ナップス　幸浦センター 横浜市金沢区
（株）ＨｅａｖｙＴｒａｎｓＳｕｐｐｏｒｔ 横浜市金沢区
文化シヤッターサービス（株）　横浜金沢ＳＳ 横浜市金沢区
京浜貿易（株） 横浜市金沢区
神奈川県漁業協同組合連合会 横浜市金沢区
シンシア横浜 横浜市金沢区
横浜信用金庫　福浦支店 横浜市金沢区
（株）横浜国際オークション 横浜市金沢区
スマートコミュニティー株式会社 横浜市金沢区
株式会社関学サービス 横浜市金沢区
ケーエスエフ横浜シーサイド宅配センター 横浜市金沢区
株式会社萩原通信 横浜市金沢区
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ×ＷＥＢ．ＣＯＭ横浜金沢店 横浜市金沢区
ＫＧＫサービス株式会社　横浜営業所 横浜市金沢区
株式会社富士繁 横浜市金沢区
株式会社ウイッシュボン 横浜市金沢区



株式会社アイン 横浜市金沢区
橋本総業株式会社　神奈川支店 横浜市金沢区
三京塗料株式会社　横浜営業所 横浜市金沢区
株式会社オート電機　金沢営業所 横浜市金沢区
株式会社　南武 横浜市金沢区
髙和管設株式会社 横浜市金沢区
株式会社アイコ・フロンティア 横浜市金沢区
横浜ロジスティクス株式会社 横浜市金沢区
株式会社関電工　金沢事務所 横浜市金沢区
横浜コーティングＰｒｏ．株式会社 横浜市金沢区
神奈川ダイハツ販売株式会社　Ｕ－ＣＡＲ営業部 横浜市金沢区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン　ベイサイド横浜 横浜市金沢区
株式会社ＩＨＩ検査計測　福浦事業所 横浜市金沢区
（株）ＮＩＴＴＡＩ　横浜支店 横浜市金沢区
新日本産業（株）　横浜事業所 横浜市金沢区
ワタミの宅食 横浜市金沢区
（株）港南北見緑化 横浜市金沢区
横浜金沢郵便局　かんぽサービス部 横浜市金沢区
（株）けいすいケアサービス 横浜市金沢区
ヤンマー舶用システム（株）神奈川支店 横浜市金沢区
（株）若葉ネットワーク 横浜市金沢区
（株）ダイサン 横浜市金沢区
（株）金沢機工 横浜市金沢区
大栄建設（株） 横浜市金沢区
けいすい訪問看護ステーションふるさと 横浜市金沢区
株式会社江戸清 横浜市金沢区
スポーツプラザ報徳 横浜市金沢区
訪問看護ステーションｌｅａｆ 横浜市金沢区
横浜市富岡地域ケアプラザ 横浜市金沢区
医療法人社団　景翠会　検診事業部 横浜市金沢区
訪問看護リハビリステーション　かなぶん 横浜市金沢区
株式会社　山室　横浜店 横浜市金沢区
株式会社　春峰園 横浜市金沢区
介護老人保健施設　こもれび 横浜市金沢区
大西金属株式会社　本社 横浜市金沢区
目黒建設株式会社 横浜市金沢区
読売センター六浦 横浜市金沢区
横浜市場センター株式会社 横浜市金沢区
有限会社丹野エフアールピー工業 横浜市金沢区
株式会社　中川製作所神奈川 横浜市金沢区
学校法人関東学院 横浜市金沢区



朝日生命保険相互会社京浜金沢営業所 横浜市金沢区
朝日生命保険相互会社追浜営業所 横浜市金沢区
大光造園建設株式会社 横浜市金沢区
株式会社あぷら 横浜市金沢区
玉目新聞店 横浜市金沢区
トヨタモビリティ神奈川　金沢六浦店 横浜市金沢区
けいすいセンターかなざわ 横浜市金沢区
医療法人社団志朋會　樹診療所かまりや 横浜市金沢区
関東学院大学金沢文庫キャンパス 横浜市金沢区
株式会社イナバ電機 横浜市金沢区
昌運工業株式会社　京浜事務所 横浜市金沢区
ユー・エム・システム株式会社　本社 横浜市金沢区
河本開発工業株式会社 横浜市金沢区
ジャパン建材株式会社横浜営業所 横浜市金沢区
株式会社横機　本社工場 横浜市金沢区
金沢産業株式会社 横浜市金沢区
たなごごろ訪問看護ステーション 横浜市金沢区
株式会社キツタカ　港南店 横浜市金沢区
クロスハート金沢・横浜　デイサービス 横浜市金沢区
協和電機工業株式会社 横浜市金沢区
向井化工機株式会社 横浜市金沢区
イリオスネット株式会社　金沢八景店 横浜市金沢区
トヨタモビリティ神奈川　金沢文庫店 横浜市金沢区
横山工業株式会社庄戸作業所 横浜市金沢区
株式会社ケイディエス　神奈川ドライビングスクール 横浜市南区
南警察署 横浜市南区
横浜市南消防署　総務・予防課 横浜市南区
馬淵建設（株） 横浜市南区
パナソニック電材ソリューションズ（株）　神奈川営業所 横浜市南区
大江電機（株） 横浜市南区
横浜市資源循環局南事務所 横浜市南区
第一交通機動隊 横浜市南区
横浜市水道局南部方面工事課 横浜市南区
株式会社根建 横浜市南区
認定こども園山王台幼稚園・風の子こども園 横浜市南区
関東塗装（株） 横浜市南区
（株）渡辺組 横浜市南区
協同プラント工事（株） 横浜市南区
横浜植木（株） 横浜市南区
（株）尾張屋本店 横浜市南区
株式会社児島工務店 横浜市南区



大江管材タイル（株） 横浜市南区
（株）小俣組 横浜市南区
大山祈命神示教会 横浜市南区
合資会社清水葬具店 横浜市南区
ナカノ（株） 横浜市南区
（有）落合 横浜市南区
自動車警ら隊 横浜市南区
横浜市水道局中村水道事務所 横浜市南区
公益財団法人　神奈川県結核予防会 横浜市南区
白十字販売（株）横浜営業所 横浜市南区
青野建設株式会社 横浜市南区
学校法人連花学園横浜れんげ幼稚園 横浜市南区
明誠建設（株） 横浜市南区
大和通信工業（株） 横浜市南区
機動捜査隊 横浜市南区
轍産業（株） 横浜市南区
（株）濱田園 横浜市南区
都市拡業（株） 横浜市南区
（有）湯原工務店 横浜市南区
（株）杉山商店 横浜市南区
（株）本間工務店 横浜市南区
（株）清水製飴所 横浜市南区
伊藤建材（株） 横浜市南区
千歳自動車工業株式会社 横浜市南区
杉本紙器印刷（株） 横浜市南区
（株）丸昌 横浜市南区
一般財団法人関東電気保安協会神奈川事業本部横浜事業所 横浜市南区
（株）ベルファニチァー 横浜市南区
（株）日本工業所 横浜市南区
（有）木下商店 横浜市南区
（株）大山組 横浜市南区
株式会社　ミナト事務器 横浜市南区
（株）久良木屋 横浜市南区
（株）田澤園 横浜市南区
東亜電設工業（株） 横浜市南区
株式会社　日商物産 横浜市南区
（株）小林工務店 横浜市南区
株式会社ケイ環境企画 横浜市南区
マヤ幼稚園 横浜市南区
お三の宮日枝幼稚園 横浜市南区
株式会社　協和工務店 横浜市南区



宗教法人堀之内稲荷神社　三星幼稚園 横浜市南区
（宗）堀之内稲荷神社くるみ幼稚園 横浜市南区
（株）弘充建設 横浜市南区
（株）ワタナベ 横浜市南区
杉山神社幼稚園 横浜市南区
横浜白山幼稚園 横浜市南区
（宗）玉泉寺幼稚園 横浜市南区
（学）教立学院南聖心幼稚園 横浜市南区
（株）成井工務店 横浜市南区
南若宮幼稚園 横浜市南区
南白ゆり幼稚園 横浜市南区
学校法人横浜英和学院 横浜市南区
日本郵便株式会社　横浜南郵便局 横浜市南区
港南硝子（株） 横浜市南区
豊栄興業（有） 横浜市南区
（株）中西製作所 横浜市南区
神奈川県立こども医療センター 横浜市南区
宗教法人乗蓮寺井土ケ谷幼稚園 横浜市南区
（有）相神開発 横浜市南区
新栄重機土木（株） 横浜市南区
（株）メモワール 横浜市南区
長谷川商事（株） 横浜市南区
（株）三和工務店 横浜市南区
（株）横濱屋 横浜市南区
笠原商事（株） 横浜市南区
（株）浅岡工務店 横浜市南区
（株）荒川電気商会 横浜市南区
（株）加賀美自動車商会 横浜市南区
株式会社　野毛印刷社 横浜市南区
平野電気（株） 横浜市南区
株式会社ナック　ダスキン事業部　第４支店 横浜市南区
東名メディック（株）首都圏南サービスセンター 横浜市南区
神奈川県食品衛生国民健康保険組合 横浜市南区
（株）第一興商横浜支店 横浜市南区
（株）平岡電機工事 横浜市南区
昭和測量設計（株） 横浜市南区
ヒドロ工業（株） 横浜市南区
特別養護老人ホーム白朋苑 横浜市南区
（有）潮工業 横浜市南区
鴨下工業（株） 横浜市南区
向洋電気土木（株） 横浜市南区



横浜市南区役所 横浜市南区
（株）リバー防災 横浜市南区
迎馗（株） 横浜市南区
（株）西島工務店 横浜市南区
南設備工業（株） 横浜市南区
東亜道路工業（株）横浜支店 横浜市南区
（株）明光社 横浜市南区
株式会社グロ－バル横浜警備保障 横浜市南区
（株）新永建設 横浜市南区
石川特殊特急製本（株） 横浜市南区
横浜トヨペット（株）南店 横浜市南区
（有）小室商店 横浜市南区
（有）正華 横浜市南区
共立ビルサービス（株） 横浜市南区
東京キリンビバレッジサービス（株）横浜支店 横浜市南区
（株）高陽印刷所 横浜市南区
（株）肉のやまと 横浜市南区
（株）横浜ライテック 横浜市南区
社会福祉法人　たすけあい　ゆい 横浜市南区
（株）ＢＳＣ 横浜市南区
（株）永吉緑化 横浜市南区
株式会社センチュリー興業 横浜市南区
イズミインダストリー（株） 横浜市南区
社会福祉法人　秀峰会　特別養護老人ホーム　南永田桜樹の森 横浜市南区
株式会社ミナケン 横浜市南区
セントケア神奈川株式会社　セントケア横浜 横浜市南区
アペックス消毒（株） 横浜市南区
有限会社　桂工業 横浜市南区
生活協同組合パルシステム神奈川　横浜中センター 横浜市南区
株式会社　ヨシダ　横浜営業部 横浜市南区
竹島興業有限会社 横浜市南区
株式会社　ひまわり 横浜市南区
大東建託株式会社横浜南支店 横浜市南区
河合商事株式会社 横浜市南区
横浜市南区社会福祉協議会 横浜市南区
東亜道路工業（株）横浜工場 横浜市南区
関内代行運転 横浜市南区
（株）不二 横浜市南区
ケアウェル安心株式会社　ケアウェル横浜店 横浜市南区
株式会社　横浜システック 横浜市南区
公安警備保障株式会社 横浜市南区



地域活動ホームどんとこい・みなみ 横浜市南区
福祉クラブ生活協同組合ららむーぶ南 横浜市南区
夢タウンわかたけ 横浜市南区
（株）ヤマリア東日本営業所 横浜市南区
一般社団法人　日本油料検定協会　横浜支部 横浜市南区
フクダエム・イー工業株式会社横浜営業所 横浜市南区
株式会社　ユーズ 横浜市南区
株式会社　メノガイア 横浜市南区
ホシザキ湘南株式会社　港南第二営業所 横浜市南区
株式会社ロイヤルホール横濱亭 横浜市南区
介護老人保健施設　レストア横浜 横浜市南区
有限会社　圭電工業 横浜市南区
横浜市六ッ川地域ケアプラザ 横浜市南区
有限会社　ポレロテック 横浜市南区
アーサー株式会社 横浜市南区
株式会社　ウィリーワークス 横浜市南区
アビリティーズ・ケアネット株式会社　横浜営業所 横浜市南区
横浜市浦舟地域ケアプラザ 横浜市南区
株式会社　イニシャルベイ 横浜市南区
有限会社アイ・ティー・ネット 横浜市南区
株式会社バリュー・エージェント 横浜市南区
株式会社横浜中央経理 横浜市南区
株式会社ビー・エム・エル　横浜南営業所 横浜市南区
公安第三課 横浜市南区
横浜市水道局南部方面配水管理課 横浜市南区
株式会社カーク神奈川営業所 横浜市南区
株式会社武蔵 横浜市南区
トータルリスクサポート株式会社 横浜市南区
横浜市清水ヶ丘地域ケアプラザ 横浜市南区
日産自動車販売株式会社　神奈川支店 横浜市南区
株式会社ジャパンクリニカルサービス 横浜市南区
株式会社あすなろ建築工房 横浜市南区
株式会社　共栄商会 横浜市南区
医療法人社団善仁会　吉野町第一クリニック 横浜市南区
一般社団法人　南区医師会訪問看護ステーション 横浜市南区
イトマンスイミングスクール永田台校 横浜市南区
ＡＩ株式会社 横浜市南区
越智建設株式会社 横浜市南区
株式会社斉藤興業 横浜市南区
株式会社　石井商事 横浜市南区
ガス保安検査株式会社　東部事業所 横浜市南区



有限会社　立脇板金 横浜市南区
株式会社アクセス 横浜市南区
ミモザ白寿庵横浜みなみの丘 横浜市南区
株式会社すみれ 横浜市南区
社会福祉法人　楠会 横浜市南区
みらい訪問看護ステーション 横浜市南区
ゴールデン文具株式会社 横浜市南区
有限会社菱和 横浜市南区
ファミリー 横浜市南区
株式会社　森事務所　横浜南支店 横浜市南区
特別養護老人ホーム　リバーサイドフェニックス 横浜市南区
東神保温株式会社 横浜市南区
リック株式会社神奈川営業所 横浜市南区
横浜市中村地域ケアプラザ 横浜市南区
（株）Ｗｏｎｄｅｒ　Ｗａｌｌ 横浜市南区
（株）ケーエスエフサービス　横浜パークヒルズ宅配センター 横浜市南区
西田装美株式会社 横浜市南区
穂高（株）ポニークリーニング横浜南事業所 横浜市南区
株式会社　狩野工務店 横浜市南区
有限会社　友希土木 横浜市南区
（株）フロンティア横浜営業所 横浜市南区
横浜市永田地域ケアプラザ 横浜市南区
株式会社　クレッシェンド 横浜市南区
ホシザキ湘南株式会社　港南第一営業所 横浜市南区
ＮＴＴインフラネット（株） 横浜市南区
日産設備（株） 横浜市南区
（有）互光電気 横浜市南区
株式会社ヒラタ工業 横浜市南区
セントケアＲｅ－ｈａｓ永田台 横浜市南区
ＣＴＭ株式会社　横浜営業所 横浜市南区
若武者ケア　訪問看護リハビリステーション 横浜市南区
株式会社　神奈川産業 横浜市南区
株式会社平和商会　横浜営業所 横浜市南区
株式会社ケイエムシステム 横浜市南区
ワタミの宅食　横浜南営業所 横浜市南区
株式会社　風雅 横浜市南区
株式会社　大山組建材 横浜市南区
株式会社大山組建材 横浜市南区
株式会社アジア共同設計コンサルタント 横浜市南区
株式会社栄企業 横浜市南区
ライフウェル訪問看護ステーション横浜南 横浜市南区



社会福祉法人　久良岐母子福祉会 横浜市南区
フローレ株式会社 横浜市南区
株式会社ＨＹＣ 横浜市南区
神奈川トヨタ　トヨタモビリティ神奈川南店 横浜市南区
有限会社多摩モータース 横浜市南区
有限会社神教販 横浜市南区
Ｄ＆Ｃファシリティーズ株式会社 横浜市南区
有限会社小野寺工務店 横浜市南区
南福祉ホームむつみ 横浜市南区
医療法人みらい 横浜市南区
株式会社セントラルホール横浜葬儀社 横浜市南区
有限会社田村商工 横浜市南区
株式会社ダイイチ 横浜市南区
フルライフ横浜 横浜市南区
社会福祉法人　秀峰会　桜樹の森 横浜市南区
株式会社金坂商事 横浜市南区
横浜市南消防署　警防課 横浜市南区
Ｆｕｊｉ　横浜南店 横浜市南区
伊勢佐木警察署 横浜市中区
横浜市中消防署　総務・予防課 横浜市中区
稲垣薬品興業（株） 横浜市中区
東京電力パワーグリッド（株）神奈川総支社中事務所 横浜市中区
共和興業株式会社 横浜市中区
川本工業株式会社 横浜市中区
東京ガス株式会社　関内ビル 横浜市中区
（株）光電社 横浜市中区
竹内化成株式会社 横浜市中区
永田塗装（株） 横浜市中区
丹羽窯業（株） 横浜市中区
（株）文明堂 横浜市中区
神奈川トヨタ自動車（株）中店 横浜市中区
協和海運（株） 横浜市中区
神奈川ダイハツ販売（株） 横浜市中区
横浜紙業（株） 横浜市中区
（株）三陽物産 横浜市中区
小林紙工株式会社 横浜市中区
東通産業（株）横浜支店 横浜市中区
金岡建設（株） 横浜市中区
県央建設（株） 横浜市中区
株式会社ダイイチ 横浜市中区
株式会社鈴木シャッター　横浜支店 横浜市中区



横浜鶏卵（株） 横浜市中区
船舶企業（株） 横浜市中区
（株）丸嘉 横浜市中区
京浜船貨整備株式会社 横浜市中区
岡部（株）東京支店横浜営業部 横浜市中区
株式会社イシワタ 横浜市中区
横浜エレベータ（株） 横浜市中区
モリノブライズ㈱ 横浜市中区
株式会社西山商店 横浜市中区
北川商事（株）営業部 横浜市中区
洋邦企業（株） 横浜市中区
（株）フジシン 横浜市中区
神奈川日産自動車（株）横浜中店 横浜市中区
株式会社　山櫻　横浜支店 横浜市中区
（株）高野 横浜市中区
東京冷機工業株式会社 横浜市中区
（株）神奈川銀行 横浜市中区
日栄興業（株） 横浜市中区
曙建設株式会社 横浜市中区
京浜クリーンナップ興業（株） 横浜市中区
（株）下村エンタープライセス 横浜市中区
ササキ（株）横浜支店 横浜市中区
（株）伸栄興業所 横浜市中区
大石産業（株） 横浜市中区
（株）アメロイド日本サービス社 横浜市中区
（株）富士工芸社 横浜市中区
相模船舶作業株式会社　横浜支店 横浜市中区
（株）笠間商店 横浜市中区
神奈川ファイリング（株） 横浜市中区
神奈川県医師信用組合 横浜市中区
ダイダン株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社ボイス 横浜市中区
株式会社　第一測量 横浜市中区
大都販売㈱横浜 横浜市中区
野毛産業（株） 横浜市中区
（有）オフィス松田 横浜市中区
三菱電機インダストリアルソリューションズ株式会社 横浜市中区
東商エキスプレス株式会社 横浜市中区
株式会社関東マツダ　関内店 横浜市中区
株式会社　豊成建設 横浜市中区
（株）ファム 横浜市中区



（株）ライオン事務器横浜支店 横浜市中区
アットホ－ム株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社サンゲツ　東京支社横浜支店 横浜市中区
（株）サニーシステム 横浜市中区
回生会ふれあい横浜ホスピタル 横浜市中区
（株）関電工神奈川支店横浜内線営業所 横浜市中区
ウエキ園芸（株） 横浜市中区
エプソン販売（株）横浜営業所 横浜市中区
大橋産業（有） 横浜市中区
大栄興業（株） 横浜市中区
東京ガスエネワーク株式会社 横浜市中区
神奈川県民共済生活共同組合 横浜市中区
株式会社フォーバル 横浜市中区
神奈川総美（株） 横浜市中区
東芝ライテック㈱神奈川営業所 横浜市中区
ビーエムヨコハマ 横浜市中区
株式会社エービーシー商会　横浜営業所 横浜市中区
株式会社　重田 横浜市中区
郡リース株式会社横浜支店 横浜市中区
日産プリンス神奈川販売株式会社中店 横浜市中区
日東工業株式会社　横浜営業所 横浜市中区
たにもと建設株式会社 横浜市中区
ホシザキ湘南株式会社 横浜市中区
あすか製薬株式会社　横浜営業所 横浜市中区
前田道路株式会社西関東支店 横浜市中区
株式会社　みちのく建設 横浜市中区
株式会社レンタルのニッケン 横浜市中区
株式会社セノン神奈川支社 横浜市中区
株式会社タウンニュース社 横浜市中区
ＴＯＴＯアクアエンジ株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社エイコー 横浜市中区
株式会社グローバル・アーキテクト 横浜市中区
日本電算機販売株式会社 横浜市中区
株式会社太陽システム 横浜市中区
熊猫幼稚園 横浜市中区
株式会社セノン神奈川支社システム警備部 横浜市中区
三菱電機ビルソリューションズ株式会社　横浜支社中央支店 横浜市中区
株式会社ローソン　横浜東支店 横浜市中区
昭和リース株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社セノン　神奈川支社　警備課 横浜市中区
株式会社三田ホールディングズ 横浜市中区



株式会社　太平ビルケア　横浜営業所 横浜市中区
株式会社　ホリハマ 横浜市中区
株式会社　博洋通信企画 横浜市中区
国分首都圏株式会社　神奈川支店 横浜市中区
㈱アクティオ　横浜支店 横浜市中区
株式会社　ＩＤＰ 横浜市中区
中央日化サービス㈱横浜支店 横浜市中区
ウインクレル㈱ 横浜市中区
㈱セノン神奈川支社　管財課 横浜市中区
ネッツトヨタ神奈川㈱Ｗｅｉｎｓ横浜三春台店 横浜市中区
株式会社東栄住宅　横浜事務所 横浜市中区
株式会社セノン神奈川支社管理部 横浜市中区
生活協同組合ユーコープ 横浜市中区
ヤマザキ・シー・エー株式会社　横浜支店 横浜市中区
株式会社　藤商事 横浜市中区
アキラ株式会社　神奈川支店 横浜市中区
日藤海運株式会社 横浜市中区
株式会社　ホクトエンジニアリング　横浜支店 横浜市中区
株式会社クマヒラ　横浜支店 横浜市中区
文化シャッター株式会社　横浜営業部 横浜市中区
テルウェル東日本株式会社神奈川支店 横浜市中区
株式会社　グリーンテック　横浜営業所 横浜市中区
日本システムバンク株式会社　横浜支店 横浜市中区
カナレイ株式会社 横浜市中区
チェスト　株式会社 横浜市中区
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 横浜市中区
日立空調関東　株式会社 横浜市中区
株式会社ローソン　神奈川東支店 横浜市中区
川上産業㈱　横浜営業所 横浜市中区
タクトホーム株式会社　横浜店 横浜市中区
小島電機工業株式会社 横浜市中区
愛知時計電機株式会社　神奈川出張所 横浜市中区
株式会社　三井住友銀行　横浜法人営業部 横浜市中区
株式会社　キロニー　横浜営業所 横浜市中区
東京ガスエコモ　株式会社 横浜市中区
Ｆｉｔｓ横濱　株式会社 横浜市中区
㈱ソロ・ファクトリー 横浜市中区
株式会社ベイダー・ホーム 横浜市中区
株式会社　ハマーズ 横浜市中区
株式会社エクシング　横浜支店 横浜市中区
住友電工ツールネット株式会社 横浜市中区



株式会社アイデム横浜中央営業所 横浜市中区
ＵＴエイム株式会社　横浜キャリアセンター 横浜市中区
渡辺パイプ株式会社　横浜南電工ＳＣ 横浜市中区
渡辺パイプ株式会社　神奈川設備サービスセンター 横浜市中区
コイズミ照明株式会社 横浜市中区
株式会社　和光商会 横浜市中区
イオンディライト株式会社　横浜支店　横浜営業センター 横浜市中区
株式会社オーテック環境システム事業部　横浜支店 横浜市中区
有限会社　新和工業 横浜市中区
株式会社　ジェイ・ティー・エヌ 横浜市中区
株式会社富士達 横浜市中区
野口興産株式会社 横浜市中区
株式会社桜インターナショナル 横浜市中区
横浜市福祉サービス協会　中介護事務所 横浜市中区
大成建設ハウジング株式会社　横浜支店 横浜市中区
ヨコエレックス株式会社 横浜市中区
横浜ベイエリア宅配センター 横浜市中区
ホシザキ湘南株式会社　横浜営業所 横浜市中区
ホシザキ湘南株式会社　関内第二営業所 横浜市中区
ホシザキ湘南株式会社　関内第一営業所 横浜市中区
明伸工機株式会社　横浜営業所 横浜市中区
株式会社　早瀬工業 横浜市中区
株式会社リスコム 横浜市中区
株式会社アイ・ティ・エー 横浜市中区
株式会社ジャパンプロスタッフ 横浜市中区
株式会社　横浜セントラルビソー 横浜市中区
株式会社　ヨコペン 横浜市中区
オールセーフ株式会社 横浜市中区
株式会社サンライズエステート 横浜市中区
第一設備工業株式会社　横浜支店 横浜市中区
東京ガスリビングアドバンス株式会社 横浜市中区
藤建設工業株式会社 横浜市中区
株式会社ＫＳＰ　機械警備事業部 横浜市中区
タイチマシナリー株式会社 横浜市中区
株式会社　アブソルート 横浜市中区
株式会社宏和エンジニアリング 横浜市中区
株式会社白寿会 横浜市中区
東山架設株式会社 横浜市中区
株式会社リペア　横浜支店 横浜市中区
株式会社ＦＰパートナー　神奈川支社 横浜市中区
株式会社ＴＯＷＡ　横浜支店 横浜市中区



神奈川トヨタ自動車株式会社　トヨタモビリティ神奈川　長者町店 横浜市中区
株式会社　アールケイエンタープライズ 横浜市中区
アイティーアイ株式会社 横浜市中区
有限会社　モトハシ興業 横浜市中区
首都高電気メンテナンス株式会社 横浜市中区
株式会社　ミックコーポレーション 横浜市中区
日亜工業株式会社 横浜市中区
横浜市中消防署　警防課 横浜市中区
大成有楽不動産株式会社　横浜支店 横浜市中区
神奈川トヨタ自動車株式会社　伊勢佐木店 横浜市中区
興信工業（株） 横浜市西区
横浜市資源循環局西事務所 横浜市西区
横浜トヨペット（株）横浜営業所 横浜市西区
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社横浜事務所 横浜市西区
戸部警察署 横浜市西区
（株）関電工　神奈川支店 横浜市西区
株式会社三好商会 横浜市西区
株式会社ＫＡＮＴＯモータースクール横浜西口校 横浜市西区
横浜市西消防署　総務・予防課 横浜市西区
ダンロップタイヤ中央㈱神奈川支店 横浜市西区
レイキ販売（株） 横浜市西区
（株）瀬尾商店 横浜市西区
（株）座間商店 横浜市西区
日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社　低圧導管工事部 横浜市西区
みずほ信託銀行（株）横浜支店 横浜市西区
神奈川県警察鉄道警察隊 横浜市西区
（株）崎陽軒 横浜市西区
株式会社みずほ銀行　横浜駅前支店 横浜市西区
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社　西事務所 横浜市西区
（株）豊商会 横浜市西区
神奈川日産自動車株式会社　西横浜店 横浜市西区
東京技工株式会社　横浜事業所 横浜市西区
アズビル（株）ビルシステムカンパニー横浜支店 横浜市西区
ハニーミルク（株） 横浜市西区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　横浜駅前支店 横浜市西区
新興電設工業（株） 横浜市西区
三井住友信託銀行株式会社　横浜駅西口支店 横浜市西区
三沢電機（株） 横浜市西区
（株）三紅　浅間町営業所 横浜市西区
サントリー株式会社　横浜支社 横浜市西区
（株）佐藤印刷所 横浜市西区



リコージャパン株式会社　神奈川支社 横浜市西区
（株）高島商店 横浜市西区
大塚製薬（株）首都圏第二支店 横浜市西区
（株）神奈川ナブコ 横浜市西区
（株）紅梅組 横浜市西区
株式会社横浜銀行横浜駅前支店 横浜市西区
富士フイルムヘルスケア株式会社　横浜営業所 横浜市西区
岡山建設株式会社 横浜市西区
（株）イシダ横浜営業所 横浜市西区
武田薬品工業株式会社　ＧⅠ横浜南エリア 横浜市西区
株式会社シンデン 横浜市西区
ＹＡＭＡＧＡＴＡ㈱ 横浜市西区
（株）保坂商店 横浜市西区
横河商事（株）横浜支社 横浜市西区
㈱サンフジ企画　横浜支社 横浜市西区
株式会社エス・エス 横浜市西区
豊正工業（株） 横浜市西区
（株）岩井 横浜市西区
株式会社奥村商会 横浜市西区
小泉木材（株） 横浜市西区
神陽商事（株） 横浜市西区
辻村商事（株） 横浜市西区
横浜消火栓標識（株） 横浜市西区
東電同窓電気（株） 横浜市西区
トシン電機株式会社　横浜営業所 横浜市西区
横浜油脂工業株式会社 横浜市西区
（株）エスコ 横浜市西区
セコム（株）横浜統轄支社 横浜市西区
株式会社そごう・西武　そごう横浜店 横浜市西区
第百ゼネラル株式会社 横浜市西区
相鉄ローゼン（株） 横浜市西区
（株）花塚石材店 横浜市西区
（株）衆電舎 横浜市西区
小林クリエイト株式会社　横浜営業部 横浜市西区
（有）鎌倉屋材木店 横浜市西区
株式会社ダニエル 横浜市西区
（㈱）大栄工業 横浜市西区
（有）マルニ商店 横浜市西区
鹿島道路株式会社　横浜支店 横浜市西区
（株）ワイズカーセールス 横浜市西区
相鉄ホールディングス株式会社　総務部 横浜市西区



横浜計装株式会社 横浜市西区
有限会社芹藤工務店 横浜市西区
（株）丸喜商会 横浜市西区
ＩＨＩ運搬機械（株）横浜第一サービスセンター 横浜市西区
新倉電機（株） 横浜市西区
横浜市西区役所 横浜市西区
株式会社三共消毒神奈川支店 横浜市西区
協和キリン株式会社　横浜営業所 横浜市西区
青柳工業（株） 横浜市西区
綜合警備保障（株）横浜支社 横浜市西区
ユアサ商事株式会社　横浜支店 横浜市西区
（株）島津製作所横浜支店 横浜市西区
岩崎学園 横浜市西区
有限会社佐々木商店 横浜市西区
（有）井上富藏商店 横浜市西区
多田自動車整備（株） 横浜市西区
ＮＥＣフィールディング㈱横浜支店 横浜市西区
相鉄企業株式会社 横浜市西区
藤棚幼稚園 横浜市西区
（学）石川学園杉之子幼稚園 横浜市西区
横浜市立野毛山動物園 横浜市西区
東京ガス横浜中央エネルギー（株） 横浜市西区
三井住友ファイナンス＆リース（株）横浜営業部 横浜市西区
株式会社ジャックス横浜支店 横浜市西区
株式会社平和横浜営業所 横浜市西区
セコム㈱テクノ事業本部神奈川支店 横浜市西区
ＴＯＴＯ株式会社横浜支社 横浜市西区
大鵬薬品工業（株）横浜支店 横浜市西区
（株）エイワ 横浜市西区
三菱ＨＣキャピタル株式会社　横浜支店 横浜市西区
（株）全日警横浜支社 横浜市西区
日本電気株式会社　神奈川支社 横浜市西区
（株）トシダ 横浜市西区
（株）光陽産業 横浜市西区
浜銀ファイナンス（株） 横浜市西区
ＳＭＢＣ日興証券（株）横浜支店 横浜市西区
株式会社横浜銀行本店　人財部 横浜市西区
旭化成ホームズ株式会社　横浜西支店 横浜市西区
（株）伊勢隆 横浜市西区
株式会社りそな銀行　横浜西口支店 横浜市西区
新菱冷熱工業（株）横浜支店 横浜市西区



オリックス株式会社　神奈川ブロック　横浜支店 横浜市西区
トッパンフォームズ株式会社 横浜市西区
第一三共株式会社　横浜支店 横浜市西区
（株）今井商店 横浜市西区
（株）日立ホーム 横浜市西区
（株）マルム商会 横浜市西区
株式会タイセイ・ハウジー横浜営業所 横浜市西区
ミツイワ株式会社　横浜フィールドサービス部 横浜市西区
（株）大坂鉄工所 横浜市西区
株式会社ヤマグチレッカー 横浜市西区
（有）小倉青果店 横浜市西区
株式会社スウェーデンハウス　横浜支店 横浜市西区
（有）倉浪建設 横浜市西区
（株）マイホーム 横浜市西区
新明和工業（株）パーキングシステム事業部 横浜市西区
エバラ食品工業株式会社 横浜市西区
（株）植勘 横浜市西区
セントラル警備保障株式会社　横浜支社 横浜市西区
（株）田辺電業社 横浜市西区
キャノンメディカルシステムズ株式会社　横浜支店 横浜市西区
三協立山株式会社三協アルミ社横浜事業所 横浜市西区
栗原工業（株）横浜支店 横浜市西区
東京海上日動火災保険株式会社 横浜市西区
太平ビルサービス株式会社横浜支店 横浜市西区
（株）キャプティ 横浜市西区
株式会社きんでん横浜支社 横浜市西区
ブリヂストンタイヤジャパン神奈川カンパニー（株） 横浜市西区
株式会社ニューギン販売横浜支店 横浜市西区
（株）エスアールエル神奈川第一営業所 横浜市西区
株式会社髙島屋横浜店　販売３部学校制服売場 横浜市西区
株式会社髙島屋横浜店　外商部５２Ｇ 横浜市西区
（株）髙島屋横浜店外商部５１Ｇ 横浜市西区
株式会社髙島屋横浜店５３Ｇ 横浜市西区
㈱髙島屋横浜店　６１Ｇ 横浜市西区
株式会社ドコモＣＳ神奈川支店 横浜市西区
能美防災（株）横浜支社 横浜市西区
日興システック（株）神奈川支店 横浜市西区
首都高電気メンテナンス株式会社 横浜市西区
アボットメディカルジャパン合同会社　横浜支店 横浜市西区
野村不動産ソリューションズ株式会社　横浜支店 横浜市西区
（株）ユニマットライフ横浜セールスセンター 横浜市西区



不二サッシ株式会社　横浜支店 横浜市西区
ＪＲ東日本ビルテック株式会社　横浜支店 横浜市西区
東京センチュリーリース（株）横浜支店 横浜市西区
相立興産株式会社 横浜市西区
五代コンサルタント（株） 横浜市西区
株式会社横浜銀行本店営業部 横浜市西区
（株）静岡銀行横浜支店 横浜市西区
ＮＸ商事株式会社　横浜営業センター 横浜市西区
学校法人霞ケ丘学園 横浜市西区
三建設備工業（株）横浜支店 横浜市西区
住友三井オートサービス（株）横浜支店 横浜市西区
株式会社アイネット 横浜市西区
アイカ工業（株）横浜支店 横浜市西区
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　横浜駅西口支店 横浜市西区
（株）新會田 横浜市西区
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　横浜西口支店 横浜市西区
医療法人社団愛友会　介護老人保健施設ハートケア横浜 横浜市西区
株式会社髙島屋横浜店　外商部６６Ｇ 横浜市西区
前澤給装工業（株）横浜営業所 横浜市西区
㈱髙島屋横浜店　６３Ｇ 横浜市西区
サミー株式会社　横浜営業所 横浜市西区
日研トータルソーシング（株）横浜事業所 横浜市西区
セコム損害保険株式会社　神奈川支店 横浜市西区
東京海上日動調査サービス株式会社　横浜損害１課 横浜市西区
三井不動産リアルティ株式会社　横浜センター 横浜市西区
ムラテック販売（株）横浜支店 横浜市西区
サンリーブ株式会社横浜事務所 横浜市西区
大和冷機工業株式会社　横浜西営業所 横浜市西区
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社神奈川支社 横浜市西区
東光電気工事株式会社　神奈川支社 横浜市西区
フィールズ（株）横浜支店 横浜市西区
新日本警備保障（株） 横浜市西区
オリックス自動車（株）横浜支店 横浜市西区
住友林業株式会社　住宅・建築事業本部 横浜市西区
住友林業ホームテック（株）横浜支店 横浜市西区
東京海上日動あんしん生命保険（株）横浜支社 横浜市西区
株式会社イトーキ　横浜支店 横浜市西区
（株）サンライズサービス 横浜市西区
日本カーソリューションズ（株）横浜支店 横浜市西区
日本発条株式会社 横浜市西区
社会福祉法人恩賜財団神奈川同胞援護会パークサイド岡野ホーム 横浜市西区



テンパール工業株式会社　横浜営業所 横浜市西区
株式会社木曽路高島町店 横浜市西区
㈱島津アクセス　横浜支店 横浜市西区
武田薬品工業株式会社　ＧＩ横浜北エリア 横浜市西区
株式会社ミルボン　横浜営業所 横浜市西区
株式会社クリエイト　横浜支社 横浜市西区
株式会社　カンドーセキュリティ 横浜市西区
神奈川日産自動車株式会社中央店 横浜市西区
タマホーム株式会社横浜支店 横浜市西区
株式会社ボルテック 横浜市西区
株式会社ゆうちょ銀行横浜店 横浜市西区
タイムズ２４株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社すまい 横浜市西区
株式会社ＵＲコミュニティ　横浜住まいセンター 横浜市西区
株式会社マイナビ　神奈川支社 横浜市西区
横浜不動産情報株式会社 横浜市西区
東武トップツアーズ㈱横浜支店 横浜市西区
日本メドトロニック株式会社　横浜支店 横浜市西区
日清医療食品㈱横浜支店 横浜市西区
イー・エンジニアリング株式会社　神奈川フィールドサポートセンター 横浜市西区
タニコー株式会社横浜営業所 横浜市西区
メタウォーター株式会社　南関東サービスグループ 横浜市西区
エーザイ株式会社エーザイ・ジャパン　横浜コミュニケーションオフィス 横浜市西区
関東京楽㈱横浜支店 横浜市西区
㈱湘南建設 横浜市西区
大和エステート株式会社　横浜営業所 横浜市西区
㈱大勝 横浜市西区
株式会社三共　横浜支店 横浜市西区
相鉄企業㈱施設部 横浜市西区
㈱三井住友銀行横浜駅前法人営業部 横浜市西区
メドトロニックソファモアダネック㈱横浜営業所 横浜市西区
スターツピタットハウス㈱横浜ハマボールイアス店 横浜市西区
株式会社大塚製薬工場　横浜支店 横浜市西区
新山メカテック㈱ 横浜市西区
㈱横浜ヒューマン・エキスプレス 横浜市西区
株式会社シンクロン 横浜市西区
国土交通省　関東地方整備局　京浜港湾事務所 横浜市西区
株式会社アプラス　横浜支店 横浜市西区
㈱ミロク情報サービス横浜支社 横浜市西区
首都高パトロール（株）みなとみらい交通管理部 横浜市西区
㈱あさひハウジングセンター 横浜市西区



東急リバブル株式会社横浜センター 横浜市西区
㈱ＩＨＩ回転機械エンジニアリング　横浜営業所 横浜市西区
㈱ユニック 横浜市西区
ランスタッド株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社テル・コーポレーション 横浜市西区
日産自動車株式会社　グローバル本社 横浜市西区
積水ハウス不動産東京株式会社　神奈川賃貸営業部 横浜市西区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行横浜駅前法人営業部 横浜市西区
㈱髙島屋横浜店　第１０ブロック 横浜市西区
㈱旭商工社 横浜市西区
エムエスティ保険サービス株式会社横浜支社 横浜市西区
東日本旅客鉄道（株）横浜信号通信設備技術センター 横浜市西区
大和ハウス工業株式会社　横浜支社 横浜市西区
大和リース株式会社横浜支社 横浜市西区
オリックス・レンテック株式会社 横浜市西区
野村證券株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社デザインアーク横浜支店 横浜市西区
㈱フォーラムエンジニアリング横浜フォーラム 横浜市西区
みずほ証券株式会社　横浜西口支店 横浜市西区
住友林業レジデンシャル株式会社横浜支店 横浜市西区
ＡＬＳＯＫ神奈川㈱ 横浜市西区
大和リビング株式会社横浜営業所 横浜市西区
㈱関東日立　神奈川支社 横浜市西区
アバノス・メディカル・ジャパン・インク 横浜市西区
浜銀ＴＴ証券株式会社　本店営業部 横浜市西区
旭化成ホームズ㈱神奈川総合支店 横浜市西区
旭化成不動産レジデンス㈱仲介・賃貸営業本部　神奈川支店 横浜市西区
志田硝子建材㈱戸部本社 横浜市西区
株式会社オープンハウス　横浜営業センター 横浜市西区
旭化成ホームズ㈱横浜支店 横浜市西区
日本農産工業㈱関東支店 横浜市西区
旭化成ホームズ株式会社　神奈川営業本部　オーナーサービス課 横浜市西区
ヤチヨコアシステム株式会社 横浜市西区
㈱　キーエンス　横浜営業所 横浜市西区
ＫＤＤＩ（株） 横浜市西区
エレコム株式会社　首都圏第３支店 横浜市西区
あんしんケアマネジメント株式会社 横浜市西区
株式会社オカムラ　横浜支店 横浜市西区
三井ホーム株式会社　横浜支店 横浜市西区
横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションにし 横浜市西区
千代田化工建設株式会社 横浜市西区



スリーエムジャパン株式会社 横浜市西区
椿本興業株式会社　横浜支店 横浜市西区
㈱高千穂 横浜市西区
相鉄ローゼンフレッシュフーズ株式会社 横浜市西区
東電さわやかデイサービスかもめ 横浜市西区
株式会社　ヤマト 横浜市西区
ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 横浜市西区
ミサワホームセラミック㈱横浜オフィス 横浜市西区
日本臓器製薬㈱ 横浜市西区
ＯＫＩクロステック㈱横浜支店 横浜市西区
株式会社ダイフレックス　横浜支店 横浜市西区
アースサポート株式会社　横浜営業所 横浜市西区
第一三共エスファ㈱　神奈川東営業部 横浜市西区
㈱ホームランド 横浜市西区
三井不動産リアルティ株式会社　横浜ベイエリアセンター 横浜市西区
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社横浜営業課 横浜市西区
㈱ハリマビステム 横浜市西区
㈱日立システムズフィールドサービス 横浜市西区
株式会社　トーエネック　神奈川支社 横浜市西区
㈱ブルボン関東南営業所 横浜市西区
未来工業株式会社　横浜営業所 横浜市西区
市民ハート中央 横浜市西区
ウエインズインポートカーズ株式会社　みなとみらいＢＭＷ 横浜市西区
旭化成ファーマ株式会社　医薬横浜支店 横浜市西区
株式会社タツミプランニング 横浜市西区
株式会社　三洋販売 横浜市西区
住友林業緑化㈱ 横浜市西区
横浜スマートエンジニアリング㈱ 横浜市西区
日本コムシス株式会社　関東南事業所 横浜市西区
株式会社アウトソーシング　横浜営業所 横浜市西区
株式会社アーキテクトディベロッパー　横浜支店 横浜市西区
元気福祉就労支援ボランティア 横浜市西区
ミツイコーポレーション㈱ 横浜市西区
㈱ハウスメイトパートナーズ　神奈川営業部 横浜市西区
スターツＣＡＭ株式会社　横浜営業部 横浜市西区
高信化学株式会社　神奈川営業所 横浜市西区
株式会社　関東機動警備保障 横浜市西区
菱和設備株式会社　横浜支店 横浜市西区
スポーツクラブＬｉｔｅ！ルネサンス横浜２４ 横浜市西区
シスメックス㈱ 横浜市西区
㈱ベンハウス 横浜市西区



パーソルテンプスタッフ株式会社　研究開発横浜オフィス 横浜市西区
深田サルベージ建設㈱横浜支店 横浜市西区
富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱横浜営業所 横浜市西区
株式会社神奈川ケイテクノ 横浜市西区
三信塗工㈱ 横浜市西区
㈱プレナス　ほっともっと東部本部　神奈川営業部 横浜市西区
晃陽電設㈱ 横浜市西区
株式会社神奈川パワーテクノ 横浜市西区
綜合警備保障㈱横浜支社　横浜西口営業所 横浜市西区
日工株式会社　横浜営業所 横浜市西区
住友不動産販売株式会社横浜営業センター 横浜市西区
大和ハウスリフォーム株式会社　東日本支社　横浜事業部 横浜市西区
株式会社タクト・マシン・サービス 横浜市西区
㈱インクラフト 横浜市西区
日本ＫＦＣホールディングス㈱ 横浜市西区
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 横浜市西区
日本ピザハット㈱ 横浜市西区
㈱キャンズ 横浜市西区
横浜市西区西土木事務所 横浜市西区
株式会社三共消毒　横浜営業所 横浜市西区
㈱ＶＡＬＯＲ 横浜市西区
パーソルマーケティング株式会社　横浜サテライト 横浜市西区
社会福祉法人　ハマノ愛生会　横浜市宮埼地域ケアプラザ 横浜市西区
東洋熱工業㈱　横浜支店 横浜市西区
株式会社オープンハウス・アーキテクト　プラザ横浜展示場 横浜市西区
旭化成住宅建設㈱神奈川事業部神奈川メゾン事業所 横浜市西区
ＮＴＴアノードエナジー株式会社　南関東支店 横浜市西区
トクラス株式会社　東京支店　神奈川事業所 横浜市西区
島津システムソリューションズ株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社　高島屋　横浜店　事業部 横浜市西区
株式会社スリーボンド　横浜支店 横浜市西区
トヨタホーム東京株式会社　神奈川事務所 横浜市西区
株式会社ＰＥＯ　関東支店 横浜市西区
㈱トーコー　横浜支店 横浜市西区
武田薬品工業株式会社　神経精神疾患事業部　首都圏リージョン横浜北エリア 横浜市西区
建装工業株式会社　横浜支店 横浜市西区
神奈川日産自動車株式会社 横浜市西区
株式会社木下工務店リフォーム　横浜営業所 横浜市西区
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川通信ネットワークセンター 横浜市西区
株式会社東急コミュニティ―　横浜支店 横浜市西区
株式会社スタッフサービス　横浜第一オフィス 横浜市西区



ホーチキ株式会社　横浜支店 横浜市西区
東京ガスネットワーク株式会社 横浜市西区
羽田タートルサービス株式会社 横浜市西区
株式会社ツバコー・ケー・アイ 横浜市西区
株式会社　ヒューマン建設 横浜市西区
積水ハウス株式会社　神奈川東支店 横浜市西区
訪問看護ステーション　デューン横浜 横浜市西区
株式会社ユアテック　横浜支社 横浜市西区
㈱交通建設神奈川支店　省力化軌道工事所 横浜市西区
明治安田生命保険相互会社　神奈川マーケット開発部 横浜市西区
積水ハウス㈱　横浜北シャーメゾン支店 横浜市西区
㈱ジェイワンホームズ 横浜市西区
武田薬品工業株式会社横浜営業所　オンコロジー事業部固形腫瘍領域部　神奈川エリア 横浜市西区
株式会社ＩＳＳリアライズ　神奈川営業所 横浜市西区
東日本旅客鉄道株式会社　横浜電力設備技術センター 横浜市西区
㈱Ｃａｓａ 横浜市西区
株式会社シンリョウ　横浜営業所 横浜市西区
㈱日建 横浜市西区
株式会社ＭＧファシリティーズ　横浜事業所 横浜市西区
フォーライフ株式会社　横浜店 横浜市西区
東京電力エナジーパートナー株式会社　販売本部　南関東本部 横浜市西区
株式会社　新日本海洋社 横浜市西区
ムベア・ジャパン㈱ 横浜市西区
日本アイ・ビー・エムテクニカルソリューション㈱ 横浜市西区
京セラ株式会社　みなとみらいリサーチセンター 横浜市西区
横浜ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート　ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜 横浜市西区
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 横浜市西区
旭化成ホームズ株式会社集合住宅営業本部集合神奈川支店 横浜市西区
旭化成リフォーム株式会社　横浜営業所 横浜市西区
ＳＧフィルダー株式会社ジョブ＋センター横浜 横浜市西区
フジテック株式会社　横浜支店 横浜市西区
グローブシップ株式会社　横浜支店 横浜市西区
武田薬品工業株式会社　日本オンコロジー事業部　血液・呼吸器腫瘍領域部　首都圏ユニット　神奈川エリア 横浜市西区
アーバン・エンジニアーズ株式会社 横浜市西区
エルゴテック株式会社　横浜本店 横浜市西区
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社　横浜ＬＣオフィス 横浜市西区
株式会社東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ　横浜支店 横浜市西区
京浜急行電鉄株式会社 横浜市西区
株式会社ユニバーサルエンターテインメント　横浜営業所 横浜市西区
神奈川管材株式会社 横浜市西区
クリナップ株式会社　横浜営業所 横浜市西区



菊池建設株式会社　横浜営業所 横浜市西区
昭和株式会社　神奈川支社 横浜市西区
大和証券株式会社横浜支店 横浜市西区
武田薬品工業株式会社　ＮＳ横浜南エリア 横浜市西区
大和ハウス賃貸リフォーム㈱横浜営業所 横浜市西区
第一三共エスファ株式会社　神奈川西営業部 横浜市西区
東武トップツアーズ株式会社　神奈川教育旅行支店 横浜市西区
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社　横浜第１センター 横浜市西区
神奈川県警察高速道路交通警察隊みなとみらい分駐所 横浜市西区
首都高速道路株式会社　神奈川局 横浜市西区
株式会社みずほ銀行横浜駅前法人部 横浜市西区
アルフレッサファーマ株式会社　横浜支店 横浜市西区
フランスベッド株式会社メディカル横浜中央営業所 横浜市西区
リストインターナショナルリアルティ㈱　横浜支店 横浜市西区
㈱東京海上あんしんエージェンシー 横浜市西区
株式会社いーふらん 横浜市西区
株式会社ゼテックス 横浜市西区
高砂熱学工業株式会社　横浜支店 横浜市西区
㈱みなとまち　みなとまち訪問看護リハビリステーション 横浜市西区
大和ハウスパーキング株式会社　横浜営業所 横浜市西区
株式会社明光商会　横浜支店 横浜市西区
アイリスチトセ株式会社　横浜支店 横浜市西区
パレネット株式会社 横浜市西区
みつば測量株式会社 横浜市西区
ＪＦＥシビル株式会社　横浜支店 横浜市西区
朝日土地建物株式会社　横浜支店 横浜市西区
一冨士フードサービス株式会社　南関東支社 横浜市西区
社会福祉法人横浜共生会　地域活動ホームガッツ・びーと西 横浜市西区
株式会社シティネット　横浜本社 横浜市西区
勝総合開発株式会社 横浜市西区
ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社　横浜工事監理センター 横浜市西区
株式会社大一販売　横浜営業所 横浜市西区
株式会社ガモウ　横浜支店 横浜市西区
首都高カー・サポート株式会社　みなとみらい車両管理基地 横浜市西区
積水ハウス株式会社　横浜支店 横浜市西区
日本調剤株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社内藤ハウス　横浜支店 横浜市西区
株式会社ホークワン 横浜市西区
横浜銀行アパートローンセンター 横浜市西区
株式会社ＬａＬａＬａｎｄ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 横浜市西区
株式会社ＬａＬａＬａｎｄ 横浜市西区



ＹＴＴ株式会社 横浜市西区
輝北工業株式会社 横浜市西区
京急建設株式会社　首都圏軌道工事事務所 横浜市西区
神奈川産機株式会社 横浜市西区
医療法人社団　秀仁会　深作眼科 横浜市西区
宗教法人願成寺　附属ばらの幼稚園 横浜市西区
Ｎｉｃｏｌｅ　Ｃｏｍｐｅｔｉｚｉｏｎｅ合同会社　フェラーリ横浜 横浜市西区
株式会社ウィザースホーム　横浜工事課 横浜市西区
社会福祉法人　秀峰会　銀鈴の詩 横浜市西区
株式会社ロマック 横浜市西区
株式会社センチュリー工業 横浜市西区
ＪＡＰＡＮ　ＨＯＭＥ　ＷＡＮＤ株式会社　横浜支社 横浜市西区
株式会社Ｇｉｎｚａ　横浜駅前支店 横浜市西区
三井住友海上火災保険株式会社　神奈川支店 横浜市西区
日本セーフティー株式会社　横浜支店 横浜市西区
テイケイ株式会社　横浜中央支社 横浜市西区
興研株式会社　横浜営業所 横浜市西区
東神空調株式会社 横浜市西区
株式会社ホットスタッフ横浜 横浜市西区
浜住研株式会社 横浜市西区
東京ガスネットワーク株式会社　神奈川導管事業部 横浜市西区
有限会社松下工務店 横浜市西区
株式会社エイジェック　横浜オフィス 横浜市西区
ギグワークスアドバリュー株式会社 横浜市西区
株式会社ワールドインテック　横浜営業所 横浜市西区
株式会社八代産業 横浜市西区
株式会社かんぽ生命保険　横浜支店　横浜中央郵便局　かんぽサービス部 横浜市西区
学校法人長谷川学園　戸部幼稚園 横浜市西区
横浜信用金庫　横浜西口支店 横浜市西区
株式会社コインパーク　横浜営業所 横浜市西区
宗教法人横浜愛隣幼稚園 横浜市西区
株式会社フジキン　横浜中央営業所 横浜市西区
大研医器株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社アトラックコーポレーション 横浜市西区
ＳＯＮＰＯケア　横浜西　訪問介護 横浜市西区
株式会社リィツメディカル　横浜営業所 横浜市西区
三港冷熱サービス株式会社 横浜市西区
株式会社イチネンアクセス横浜営業所 横浜市西区
正保鉄工株式会社　横浜営業所 横浜市西区
エーブイサービス株式会社　横浜営業所 横浜市西区
株式会社クリーン工房　横浜支店 横浜市西区



一般社団法人横浜市西区医師会 横浜市西区
いすゞ自動車株式会社 横浜市西区
ＳＯＮＰＯケア横浜福祉用具 横浜市西区
サンライズキッズインターナショナルスクール横浜校 横浜市西区
株式会社畑中工業 横浜市西区
ヤンマーエネルギーシステム株式会社　神奈川営業所 横浜市西区
株式会社ヤマダホームズ　プラザ横浜店 横浜市西区
三機工業株式会社　横浜支店 横浜市西区
ポルシェセンターみなとみらい 横浜市西区
ベントレー横浜 横浜市西区
ランボルギーニ横浜 横浜市西区
武田薬品工業株式会社　ワクチン事業部　神奈川エリア 横浜市西区
いすゞリーシングサービス株式会社 横浜市西区
神奈川リオネット販売株式会社 横浜市西区
株式会社パイオラックス　本社 横浜市西区
岡部バルブ工業株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社シンセイコーポレーション 横浜市西区
朝日生命保険相互会社　保土ケ谷営業所 横浜市西区
朝日生命保険相互会社　横浜中央営業所 横浜市西区
株式会社吉野家　神奈川営業部 横浜市西区
日本エンジニアリング株式会社 横浜市西区
株式会社ＦＰパートナー　横浜支社 横浜市西区
株式会社ＪＹＵ－ＫＥＮ 横浜市西区
株式会社エスビーティー 横浜市西区
Ｈｙｕｎｄａｉ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｊａｐａｎ　Ｒ＆Ｄ　Ｃｅｎｔｅｒ株式会社 横浜市西区
ミサワリフォーム株式会社　ｔｖｋハウジングプラザ店 横浜市西区
首都高電気メンテナンス株式会社　みなとみらい管制部 横浜市西区
日本ハウズイング株式会社　第一事業部 横浜市西区
株式会社アレップス　横浜サービスセンター 横浜市西区
株式会社三井住友銀行　横浜法人エリア 横浜市西区
東方之光　横浜オフィス 横浜市西区
エヌエヌ生命保険株式会社 横浜市西区
Ｈｙｕｎｄａｉ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｊａｐａｎ株式会社 横浜市西区
有限会社ビーズシステム 横浜市西区
株式会社アーム 横浜市西区
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　福祉用具センター 横浜市西区
いちよし証券株式会社横浜支店 横浜市西区
株式会社アイル 横浜市西区
ハウジングオペレーションアーキテクツ株式会社　東日本支社 横浜市西区
株式会社明光設備　横浜営業所 横浜市西区
株式会社フロンティアハウス 横浜市西区



アイザワ証券株式会社　横浜支店 横浜市西区
横浜市西消防署　警防課 横浜市西区
株式会社テレビ神奈川ｅｃｏｍ事業部 横浜市西区
ＷＤＢ株式会社　横浜支店 横浜市西区
株式会社リースキン神奈川 横浜市西区
株式会社二十一設計 横浜市西区
国土交通省　関東地方整備局　横浜国道事務所 横浜市神奈川区
東電同窓電気株式会社　高島営業所 横浜市神奈川区
横浜市資源循環局家庭系対策部車両課 横浜市神奈川区
横浜市資源循環局　神奈川事務所 横浜市神奈川区
京濱港運（株） 横浜市神奈川区
（株）芥川商店 横浜市神奈川区
横浜市　神奈川消防署　総務・予防課 横浜市神奈川区
横浜市神奈川区神奈川土木事務所 横浜市神奈川区
（有）坂倉小林楨作商店 横浜市神奈川区
東京重機株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
畠山物産（株） 横浜市神奈川区
ＥＮＥＯＳ　株式会社　横浜製造所 横浜市神奈川区
神奈川警察署 横浜市神奈川区
神奈川トヨタ自動車（株） 横浜市神奈川区
新生商事（株） 横浜市神奈川区
（株）ジューテック 横浜市神奈川区
京浜産業株式会社 横浜市神奈川区
中央源平薬品株式会社 横浜市神奈川区
太陽油脂（株） 横浜市神奈川区
（宗）孝道山本仏殿 横浜市神奈川区
横浜農業協同組合神奈川支店 横浜市神奈川区
株式会社渡商会 横浜市神奈川区
（株）蔦金商店 横浜市神奈川区
株式会社ミライト　神奈川支店 横浜市神奈川区
楠原輸送株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　ＪＶＣケンウッド 横浜市神奈川区
（株）ダイショウ横浜支店 横浜市神奈川区
昭和電工（株）横浜事業所 横浜市神奈川区
見上工業（株） 横浜市神奈川区
日産自動車株式会社横浜工場 横浜市神奈川区
学校法人神奈川大学 横浜市神奈川区
水信商店株式会社 横浜市神奈川区
横浜丸栄水産（株） 横浜市神奈川区
（株）オオヤマフーズマシナリー 横浜市神奈川区
千代田機工（株） 横浜市神奈川区



モービルオート（株） 横浜市神奈川区
神奈川中央ヤクルト販売（株） 横浜市神奈川区
藤造園建設株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　電成社 横浜市神奈川区
エヌケイテクノ株式会社 横浜市神奈川区
日本工業検査株式会社 横浜市神奈川区
日産プリンス神奈川販売株式会社 横浜市神奈川区
（有）ダスキン京浜 横浜市神奈川区
クラチ青果株式会社 横浜市神奈川区
（株）システムイシダ神奈川 横浜市神奈川区
（株）川戸電機 横浜市神奈川区
山七薬品（株） 横浜市神奈川区
タカテック株式会社 横浜市神奈川区
一富士電工株式会社 横浜市神奈川区
（株）田代鉄工所 横浜市神奈川区
岩野建設株式会社　菅田営業所 横浜市神奈川区
（株）デスポ 横浜市神奈川区
三菱鉛筆（株）横浜事業所 横浜市神奈川区
（株）ワカバヤシ 横浜市神奈川区
港ポンプ工業（株） 横浜市神奈川区
株式会社スズケン　横浜事業所 横浜市神奈川区
三ツ輪産業株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
林電気（株） 横浜市神奈川区
辰己屋興業（株）横浜営業所 横浜市神奈川区
（株）栄広プロビジョン 横浜市神奈川区
日本木槽木管（株） 横浜市神奈川区
（株）ニッパツサービス 横浜市神奈川区
（有）柴田工務店 横浜市神奈川区
（株）ムラノセイコー 横浜市神奈川区
株式会社内田ボールト 横浜市神奈川区
島崎　株式会社 横浜市神奈川区
影島興産（株） 横浜市神奈川区
大栄電子（株） 横浜市神奈川区
京浜警備保障株式会社 横浜市神奈川区
緑川化成工業株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
（有）ひかり電気 横浜市神奈川区
タカノ株式会社 横浜市神奈川区
（株）辻井商会横浜営業所 横浜市神奈川区
三菱鉛筆東京販売（株）神奈川営業所 横浜市神奈川区
（株）ムロオカ商事 横浜市神奈川区
（株）アンドウ菅田支店 横浜市神奈川区



（株）創健社 横浜市神奈川区
（株）泰東商会 横浜市神奈川区
株式会社廣瀬コンストラクションズ 横浜市神奈川区
学校法人尾崎学園　銀嶺幼稚園 横浜市神奈川区
パナソニック（株）エコソリューションズ社　横浜電材営業所 横浜市神奈川区
ネッツトヨタ横浜株式会社 横浜市神奈川区
山本商会（株）神奈川営業所 横浜市神奈川区
ジャパントータルサービス株式会社 横浜市神奈川区
京浜電設株式会社 横浜市神奈川区
東鉄工業株式会社　横浜支店横浜出張所 横浜市神奈川区
大光ルート産業（株） 横浜市神奈川区
㈱北陸銀行横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社アイピー２１　横浜支店 横浜市神奈川区
（株）ミロット 横浜市神奈川区
横浜鋲螺（株） 横浜市神奈川区
日本保安工業（株） 横浜市神奈川区
中外倉庫運輸株式会社 横浜市神奈川区
羽沢幼稚園 横浜市神奈川区
株式会社中村 横浜市神奈川区
株式会社清水建築 横浜市神奈川区
株式会社神奈川クッキングサービスセンター 横浜市神奈川区
学校法人ニューライフ学園 横浜市神奈川区
楠原作業（株） 横浜市神奈川区
株式会社ボルテック　横浜事業所 横浜市神奈川区
丸富オート販売（株） 横浜市神奈川区
（株）桐ケ谷工業所 横浜市神奈川区
株式会社ノーリツ　神奈川支店 横浜市神奈川区
横溝工務店 横浜市神奈川区
（有）原造園 横浜市神奈川区
京浜ドック（株） 横浜市神奈川区
白幡幼稚園 横浜市神奈川区
永瀬電気工事株式会社 横浜市神奈川区
（株）ケイヒン 横浜市神奈川区
（株）京浜美装 横浜市神奈川区
株式会社町屋工務店 横浜市神奈川区
（株）小川工務店 横浜市神奈川区
（株）オガワ 横浜市神奈川区
（株）佐藤造園 横浜市神奈川区
株式会社　ねずらむ 横浜市神奈川区
キャノンシステムアンドサポート株式会社　神奈川支社 横浜市神奈川区
株式会社新正園 横浜市神奈川区



株式会社トーアテック 横浜市神奈川区
（株）京浜マリンエンジニアリング 横浜市神奈川区
株式会社　田島屋 横浜市神奈川区
東日本電気エンジニアリング株式会社　横浜支社 横浜市神奈川区
株式会社オ－ト電機　横浜営業所 横浜市神奈川区
メルビック電工（株） 横浜市神奈川区
（株）上組横浜支店出田町事務所 横浜市神奈川区
清進電設株式会社 横浜市神奈川区
株式会社チャイルド本社　横浜営業所 横浜市神奈川区
ユニット株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社　大塚商会 横浜市神奈川区
マツダ株式会社マツダＲ＆Ｄセンター横浜 横浜市神奈川区
宝建設（株） 横浜市神奈川区
山口機工（株）横浜営業所 横浜市神奈川区
エームサービス株式会社　ＲＳ神奈川マーケットセンター 横浜市神奈川区
（株）日清 横浜市神奈川区
クマリフト株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
（株）神保電気 横浜市神奈川区
清水塗工（株） 横浜市神奈川区
株式会社藤代商店 横浜市神奈川区
オムロン　株式会社 横浜市神奈川区
株式会社丸舗建設 横浜市神奈川区
太建工業株式会社 横浜市神奈川区
株式会社エムズホーム 横浜市神奈川区
福士電気（株） 横浜市神奈川区
明和管理株式会社 横浜市神奈川区
（株）京浜設備工業所 横浜市神奈川区
逗子電設（株） 横浜市神奈川区
（株）高木 横浜市神奈川区
横浜市神奈川区役所 横浜市神奈川区
三幸製袋工業（株） 横浜市神奈川区
小林製薬株式会社 横浜市神奈川区
アスク（株） 横浜市神奈川区
株式会社ＮＴＴ東日本南関東　神奈川事業部神奈川支店設備部サービスセンター新横浜 横浜市神奈川区
株式会社日産クリエイティブサービス横浜支店 横浜市神奈川区
新和木工（株） 横浜市神奈川区
昭和オート（株） 横浜市神奈川区
三井住友海上火災保険株式会社神奈川自動車営業部 横浜市神奈川区
海老光（株） 横浜市神奈川区
株式会社環境管理センター 横浜市神奈川区
電成テクノ（株） 横浜市神奈川区



（株）小日向商店 横浜市神奈川区
（株）ホシノ　横浜支店 横浜市神奈川区
（有）竹内通信工業 横浜市神奈川区
株式会社東京めいらく神奈川営業所 横浜市神奈川区
東亜エンジニアリング（株） 横浜市神奈川区
株式会社　芝計 横浜市神奈川区
株式会社　五晃電気 横浜市神奈川区
（株）垂見 横浜市神奈川区
横浜市民防災センタ－ 横浜市神奈川区
相武造園土木（株） 横浜市神奈川区
（有）萩原龍サ－ビス 横浜市神奈川区
株式会社伊藤園　新横浜支店 横浜市神奈川区
（株）協同ビルテック 横浜市神奈川区
（有）出水建設 横浜市神奈川区
福永工業（株） 横浜市神奈川区
横浜日電工業（株） 横浜市神奈川区
ニチイケアセンター反町 横浜市神奈川区
（株）つま正 横浜市神奈川区
平川建設株式会社 横浜市神奈川区
カゴメ株式会社　神奈川支店 横浜市神奈川区
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　神奈川自動車営業部 横浜市神奈川区
介護老人福祉施設　若竹苑 横浜市神奈川区
社会福祉法人和枝福祉会若草 横浜市神奈川区
東洋ユニオン株式会社 横浜市神奈川区
日向建設（株）横浜事業所 横浜市神奈川区
（有）相模レッカーサービス 横浜市神奈川区
株式会社三木組 横浜市神奈川区
介護老人保健施設　リハリゾートわかたけ 横浜市神奈川区
リンナイ株式会社　南関東支店 横浜市神奈川区
社会福祉法人孝楽会　特別養護老人ホームけやき荘 横浜市神奈川区
横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 横浜市神奈川区
株式会社ウチダシステムズ神奈川支社 横浜市神奈川区
日本電技（株）横浜支店 横浜市神奈川区
ウチダエスコ株式会社 横浜市神奈川区
キッセイ薬品工業　株式会社　神奈川支店 横浜市神奈川区
ミノシマ（株）横浜営業所 横浜市神奈川区
三井ホームエステート株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社　国信工業 横浜市神奈川区
株式会社　アメニティ 横浜市神奈川区
㈱　モトーレン東名横浜　ＢＭＷ横浜三ツ沢店 横浜市神奈川区
横浜農業協同組合菅田支店 横浜市神奈川区



（株）カナセキユニオン 横浜市神奈川区
塩野義製薬株式会社　神奈川第二営業所 横浜市神奈川区
アサヒドラフトマーケティング株式会社　首都圏第二支社横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社　丸晶産業 横浜市神奈川区
アサヒビール株式会社首都圏統括第一支社横浜支店 横浜市神奈川区
クロレラ工業（株）関東支店 横浜市神奈川区
佐川印刷株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
一般社団法人日本自動車連盟神奈川支部 横浜市神奈川区
東亜商事株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
アルフレッサ株式会社　横浜中央事業所 横浜市神奈川区
ケイミュー株式会社神奈川営業所 横浜市神奈川区
エスジーアイ鉄道株式会社 横浜市神奈川区
株式会社太田不動産　片倉町店 横浜市神奈川区
（株）スズデン横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社ＥＭシステムズ　神奈川営業所 横浜市神奈川区
株式会社神戸物産横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社ビルコー 横浜市神奈川区
医療法人社団武蔵野会牧野ケアセンター 横浜市神奈川区
セントラルスイムクラブ横浜 横浜市神奈川区
株式会社ムトウ　横浜支店 横浜市神奈川区
メガロス神奈川 横浜市神奈川区
株式会社エスアール 横浜市神奈川区
株式会社パーフェクトウオッシュ 横浜市神奈川区
アルフレッサヘルスケア（株）横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社レオパレス２１横浜支店 横浜市神奈川区
タカラスタンダード株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社　アサンテ　横浜営業所 横浜市神奈川区
関東食材㈱配送センター 横浜市神奈川区
株式会社白洋舎　東白楽営業所 横浜市神奈川区
日電計測㈱ 横浜市神奈川区
タカラスタンダード株式会社　関東直需支社第二営業部 横浜市神奈川区
株式会社　通信設備エンジニアリング 横浜市神奈川区
ＴＯＡ株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 横浜市神奈川区
株式会社　杉孝　本社 横浜市神奈川区
株式会社　杉孝　横浜営業所 横浜市神奈川区
サントリービバレッジソリューション株式会社　横浜第一支店 横浜市神奈川区
株式会社大勝 横浜市神奈川区
ユメックス株式会社　神奈川営業所 横浜市神奈川区
グローリー株式会社横浜中央営業所 横浜市神奈川区
新横浜リハビリテーション病院 横浜市神奈川区



横浜丸中青果株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　柴橋商会 横浜市神奈川区
株式会社　レゾナック建材 横浜市神奈川区
幸ヶ谷幼稚園 横浜市神奈川区
東京エレクトロン　デバイス株式会社 横浜市神奈川区
中外製薬株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
アース環境サービス　株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社カツマタ 横浜市神奈川区
横浜市住宅供給公社 横浜市神奈川区
㈱日立ビルシステム横浜支社　横浜北営業所 横浜市神奈川区
株式会社ＪＴＢ　横浜支店 横浜市神奈川区
ダイジェット工業株式会社　南関東営業所 横浜市神奈川区
株式会社　ルーク 横浜市神奈川区
株式会社ジーネット　横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社札幌物流　横浜営業所 横浜市神奈川区
クラシエ薬品株式会社横浜医薬支店 横浜市神奈川区
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社 横浜市神奈川区
ブリジストン・生産財タイヤソリューション関東株式会社 横浜市神奈川区
株式会社カクヤス　東神奈川センター 横浜市神奈川区
株式会社みなとカッター工業 横浜市神奈川区
社会福祉法人　若竹大寿会　訪問介護東白楽事業所 横浜市神奈川区
社会福祉法人若竹大寿会かながわ地域活動ホームほのぼの 横浜市神奈川区
キヤノンマーケテイングジャパン株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
みんきゅう運転サービス 横浜市神奈川区
日本食研株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社キヨミヤ 横浜市神奈川区
ラブリー株式会社 横浜市神奈川区
株式会社エイアンドティー 横浜市神奈川区
二ツ木株式会社 横浜市神奈川区
介護老人保健施設　ラ・クラルテ 横浜市神奈川区
コーセー化粧品販売（株） 横浜市神奈川区
株式会社森山工業 横浜市神奈川区
水戸証券株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
エス・イー・シーエレベーター株式会社横浜支社 横浜市神奈川区
コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社 横浜市神奈川区
コカコーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 横浜市神奈川区
シーメンス・ヘルスケア株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社エネサンス関東　横浜営業所 横浜市神奈川区
日本空調サービス（株）横浜支店京浜営業所 横浜市神奈川区
日本たばこ産業株式会社神奈川支社 横浜市神奈川区
三菱電機ビルソリューション株式会社　横浜支社みなと支店 横浜市神奈川区



株式会社　ＬＩＸＩＬトーヨーサッシ商事 横浜市神奈川区
株式会社　メイテック　横浜エンジニアリングセンター 横浜市神奈川区
ホシデン株式会社　東京支社 横浜市神奈川区
関東三菱自動車販売株式会社 横浜市神奈川区
株式会社グローリーテクノ２４　横浜サービスセンター 横浜市神奈川区
介護老人保健施設　神奈川苑 横浜市神奈川区
マツダＲ＆Ｄセンター横浜（国内広報部） 横浜市神奈川区
パナソニックリビング株式会社首都圏・関東社神奈川支店 横浜市神奈川区
大東建託株式会社　横浜東支店 横浜市神奈川区
株式会社　サカタのタネ　羽沢事業所 横浜市神奈川区
テルモ株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
東日本ハウス株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
ＭＳ神奈川静岡株式会社 横浜市神奈川区
日興通信株式会社　神奈川支社 横浜市神奈川区
ふれあい訪問看護ステーション 横浜市神奈川区
ストラパック株式会社　横浜工場 横浜市神奈川区
サントリービバレッジソリューション株式会社　新横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社協和エクシオ　横浜ＮＷＥＣ 横浜市神奈川区
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社　神奈川カンパニー横浜中央営業所 横浜市神奈川区
渡辺興業株式会社 横浜市神奈川区
日本空調サービス株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
首都高ＥＴＣメンテナンス株式会社 横浜市神奈川区
メットライフ生命保険　㈱　横浜支社 横浜市神奈川区
協立管財システム株式会社 横浜市神奈川区
神奈川日産自動車株式会社　子安店 横浜市神奈川区
済生会かながわ訪問看護ステーション 横浜市神奈川区
フルハシＥＰＯ　株式会社　関東支店 横浜市神奈川区
横浜市新子安地域ケアプラザ 横浜市神奈川区
株式会社明治屋 横浜市神奈川区
大和住販株式会社 横浜市神奈川区
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社 横浜市神奈川区
日本郵便株式会社　神奈川郵便局 横浜市神奈川区
株式会社キャプティ神奈川工事センター 横浜市神奈川区
株式会社ニチベイ横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社昇龍堂 横浜市神奈川区
ソレキア株式会社 横浜市神奈川区
アフラック保険サービス株式会社横浜第一支社 横浜市神奈川区
タクエーホーム株式会社 横浜市神奈川区
タイムズサービス株式会社　神奈川支店 横浜市神奈川区
近畿日本ツーリスト株式会社横浜教育旅行支店 横浜市神奈川区
株式会社九電工　横浜支店 横浜市神奈川区



神奈川日産自動車株式会社神奈川三枚町店 横浜市神奈川区
光州エコフアクトリーＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＢＡＹ 横浜市神奈川区
株式会社メイテックフィルダーズ　横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社東横トラスト 横浜市神奈川区
日新商事株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
東洋通商 横浜市神奈川区
合同会社Ｌｅ　Ｌｉｅｎ 横浜市神奈川区
株式会社Ｎｏ．１ 横浜市神奈川区
神奈川県警察本部外事課六角橋分庁舎 横浜市神奈川区
日本賃貸保証株式会社 横浜市神奈川区
関東建設マネジメント株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
芙蓉総合リース株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
東邦工業株式会社京浜事業所 横浜市神奈川区
有限会社松田 横浜市神奈川区
フクシマガリレイ株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジー横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社ＳＨＩＮＫＯ　横浜支店 横浜市神奈川区
ダスキン横浜神奈川メリーメイド 横浜市神奈川区
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 横浜市神奈川区
日本ビソー株式会社 横浜市神奈川区
アシスト・ディ運転代行 横浜市神奈川区
田中商事株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
横浜電力技術センター　横浜メンテナンスセンター 横浜市神奈川区
関東砿産株式会社 横浜市神奈川区
株式会社ＵＳＥＮ横浜支店 横浜市神奈川区
ＢＥＥＴ代行 横浜市神奈川区
アドバンテック東洋株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社フアミリーマート横浜東営業所 横浜市神奈川区
株式会社ファミリーマート神奈川ディストリクト川崎南営業所 横浜市神奈川区
株式会社ファミリーマート　神奈川ディストリクト管理業務グループ 横浜市神奈川区
アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社 横浜市神奈川区
東日本電気エンジニアリング株式会社横浜支社横浜電力サービスセンター 横浜市神奈川区
日総工産株式会社横浜事業所 横浜市神奈川区
生川電気株式会社 横浜市神奈川区
株式会社渡辺武商店　湘南支店横浜オフィス 横浜市神奈川区
パナソニックリフォーム株式会社首都圏支社 横浜市神奈川区
株式会社ファミリーマート　旭営業所 横浜市神奈川区
株式会社杉孝　橋梁営業所 横浜市神奈川区
株式会社　杉孝　川崎営業所 横浜市神奈川区
株式会社　杉孝　設備営業所 横浜市神奈川区
プラス運転代行 横浜市神奈川区



株式会社ロックシステム 横浜市神奈川区
株式会社ＨＡＳＣ事業団 横浜市神奈川区
コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 横浜市神奈川区
ニプロ株式会社　横浜支店　メディカル 横浜市神奈川区
㈱ＰＧＳホーム 横浜市神奈川区
旭化成ホームズ㈱神奈川建設課 横浜市神奈川区
㈱ハーフ・センチュリー・モア　サンシティみなとみらいＥＡＳＴ 横浜市神奈川区
株式会社ヒラカワ　東日本支店　横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社シティコミュニケーションズ 横浜市神奈川区
株式会社ガリバー 横浜市神奈川区
ファミリーマート横浜東営業所 横浜市神奈川区
株式会社エクシオテック 横浜市神奈川区
株式会社関電工　神奈川支店　横浜営業所 横浜市神奈川区
一建設　株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
タカラスタンダード株式会社　関東直需支社　公務部 横浜市神奈川区
株式会社　東都 横浜市神奈川区
東洋シヤッター株式会社　横浜メンテサービス 横浜市神奈川区
寺岡オートドアシステム株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
大成温調　株式会社　横浜サービスステーション 横浜市神奈川区
ＳＯＭＰＯケア　株式会社　ハッピーデイズ片倉町 横浜市神奈川区
株式会社ジェーピーエー 横浜市神奈川区
興和株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
有限会社かのえ典礼 横浜市神奈川区
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社横浜保線技術センター 横浜市神奈川区
株式会社ひかり建設 横浜市神奈川区
神奈川トヨタ商事株式会社 横浜市神奈川区
株式会社環境造園 横浜市神奈川区
セコムエンジニアリング株式会社　神奈川事務所 横浜市神奈川区
株式会社太田不動産 横浜市神奈川区
ＩＮＳＰＡ横浜 横浜市神奈川区
プランネット株式会社 横浜市神奈川区
ラディックス株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社京浜大口店 横浜市神奈川区
株式会社八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター横浜 横浜市神奈川区
東日本旅客鉄道株式会社　横浜土木技術センター 横浜市神奈川区
株式会社アサンテ　神奈川支店 横浜市神奈川区
学校法人ホライゾン学園 横浜市神奈川区
ふれーず訪問看護ステーション 横浜市神奈川区
住友不動産建物サービス株式会社 横浜市神奈川区
日本郵便株式会社　南関東支社　横浜営業統括本部 横浜市神奈川区
東日本高速道路株式会社　関東支社　横浜工事事務所 横浜市神奈川区



三興電機株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　對馬産業 横浜市神奈川区
株式会社ファミリーマート神奈川リージョン開発グループ 横浜市神奈川区
株式会社ファミリーマート神奈川リージョン営業業務グループ 横浜市神奈川区
株式会社　ＲＥＧＡＴＥ 横浜市神奈川区
株式会社　イワサワ 横浜市神奈川区
住商メタルワン鋼管　株式会社 横浜市神奈川区
山一興産株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　京浜 横浜市神奈川区
株式会社杉孝　工程管理サポート課 横浜市神奈川区
東建コーポレーション㈱横浜神奈川営業所 横浜市神奈川区
医療法人社団善仁会　白楽腎クリニック 横浜市神奈川区
ニプロ株式会社　横浜横浜支店医薬営業本部 横浜市神奈川区
株式会社　ビオン工業 横浜市神奈川区
株式会社　杉孝　足場安全コンサルティング課 横浜市神奈川区
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社神奈川営業部神奈川営業所 横浜市神奈川区
有限会社　花塚石材店 横浜市神奈川区
日本事務器　株式会社 横浜市神奈川区
株式会社アイジーコンサルティング 横浜市神奈川区
神奈川区医師会訪問看護ステーション 横浜市神奈川区
株式会社さくら電気クリエート 横浜市神奈川区
株式会社　広伸ホーム 横浜市神奈川区
精工産業　株式会社 横浜市神奈川区
デイパーク株式会社　神奈川営業所 横浜市神奈川区
株式会社和科盛商会　横浜営業所 横浜市神奈川区
横浜市菅田地域ケアプラザ 横浜市神奈川区
医療法人社団ゆうま会赤尾内科クリニック 横浜市神奈川区
株式会社　ユニオンエンジニアリング 横浜市神奈川区
村商株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
キーコーヒー株式会社横浜支社 横浜市神奈川区
住友林業ホームサービス　株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
匡南工業株式会社 横浜市神奈川区
三共リース株式会社 横浜市神奈川区
日本ＰＣサービス株式会社横浜支部 横浜市神奈川区
株式会社豊里組 横浜市神奈川区
コマツＮＴＣ株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　豊通オールライフ横浜レンタルセンター 横浜市神奈川区
須賀工業株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
伯東株式会社　神奈川営業所 横浜市神奈川区
東邦電気工業株式会社　羽沢営業所 横浜市神奈川区
株式会社　トヨタレンタリース神奈川　本社 横浜市神奈川区



株式会社カリタ 横浜市神奈川区
株式会社山元 横浜市神奈川区
株式会社トヨタレンタリース神奈川　フリート支店 横浜市神奈川区
特別養護老人ホーム福寿園横浜 横浜市神奈川区
株式会社トヨタレンタリース神奈川　ウェルキャブ支店 横浜市神奈川区
株式会社キステム　神奈川支店 横浜市神奈川区
日本アプティブモビリティサービシス株式会社 横浜市神奈川区
株式会社新日本空調サービス東京　横浜営業所 横浜市神奈川区
高木工業株式会社　スポーツ事業本部トップインドアステージ横浜コットンハーバー 横浜市神奈川区
電通工業株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
有限会社マルイチ造園 横浜市神奈川区
日栄インテック株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社杉孝　土木営業所 横浜市神奈川区
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング京浜道路事務所 横浜市神奈川区
吉川海事興業株式会社 横浜市神奈川区
東邦電気株式会社 横浜市神奈川区
有限会社ステップコーポレーション訪問看護エル 横浜市神奈川区
ヤマト電機株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社創社 横浜市神奈川区
株式会社スズキ自販神奈川アリーナ六角橋 横浜市神奈川区
株式会社栄進建設サービス 横浜市神奈川区
テイケイ株式会社 横浜市神奈川区
株式会社ＧＣＩ訪問看護ステーション芍薬 横浜市神奈川区
トーコー産業株式会社 横浜市神奈川区
パレネット株式会社 横浜市神奈川区
株式会社建築資料研究社横浜支店 横浜市神奈川区
セフテック株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
東洋住宅サービス株式会社 横浜市神奈川区
株式会社Ｄ’ＥＦＦＯＲＴここから訪問看護リハビルケア 横浜市神奈川区
株式会社玉川文化財研究所 横浜市神奈川区
湘南造機株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
日本メディアシステム株式会社 横浜市神奈川区
全日本食品株式会社神奈川営業所 横浜市神奈川区
株式会社清光社　鶴見・神奈川営業所 横浜市神奈川区
東洋ビルサービス株式会社 横浜市神奈川区
株式会社ファミリーライフサービス横浜営業所 横浜市神奈川区
ワタミの宅食横浜神奈川営業所 横浜市神奈川区
株式会社メイテックキャスト横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社メイテック横浜西エンジニアリングセンター 横浜市神奈川区
株式会社ネオート横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社ワールドインテックテクノ事業部横浜第一営業所 横浜市神奈川区



株式会社ワールドインテックテクノ事業部横浜第二営業所 横浜市神奈川区
株式会社英土木 横浜市神奈川区
有限会社ハマレッカーアンドライン 横浜市神奈川区
日本ファーネス　株式会社 横浜市神奈川区
エヌピーピー工業株式会社 横浜市神奈川区
茅原ベルト株式会社横浜支店 横浜市神奈川区
昭和舗装株式会社 横浜市神奈川区
ブルカージャパン株式会社 横浜市神奈川区
株式会社横浜コンサルティングセンターヨコハマ（工）出張所 横浜市神奈川区
いきいき訪問看護ステーション 横浜市神奈川区
特別養護老人ホーム太陽の家横浜羽沢 横浜市神奈川区
株式会社サンズ 横浜市神奈川区
株式会社高尾 横浜市神奈川区
日本道路株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
三菱倉庫株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
株式会社セルート横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社シンコー警備保障横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社ミツハシ本社 横浜市神奈川区
株式会社ポピー 横浜市神奈川区
朝日生命保険相互会社反町営業所 横浜市神奈川区
マルアキフーズ株式会社みなとみらいセンター 横浜市神奈川区
株式会社横河ブリッジ神奈川２号三ツ沢線大規模修繕作業所 横浜市神奈川区
生活協同組合パルシステム神奈川横浜菅田センター 横浜市神奈川区
介護老人福祉施設ヴィラ神奈川 横浜市神奈川区
株式会社ウイングコーポレーション 横浜市神奈川区
キョーデン設備株式会社 横浜市神奈川区
石田エンジニアリング株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
三谷商事株式会社　横浜支店 横浜市神奈川区
吉福エンジニアリング株式会社横浜営業所 横浜市神奈川区
株式会社　ＡＢＣ企画 横浜市神奈川区
有限会社アカイケ工業 横浜市神奈川区
安田運輸株式会社 横浜市神奈川区
株式会社臨海 横浜市神奈川区
アローメディカル　株式会社 横浜市神奈川区
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　西原衛生工業所横浜支店 横浜市神奈川区
有限会社　三ツ友興業 横浜市神奈川区
ライカマイクロシステムズ　株式会社 横浜市神奈川区
ニューライフ横浜株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　エムビーエス　横浜支店 横浜市神奈川区
横浜乾物　株式会社 横浜市神奈川区



株式会社　ティー・エス・エム 横浜市神奈川区
千代田工商　株式会社 横浜市神奈川区
株式会社　メイリン 横浜市神奈川区
有限会社　共立電機 横浜市神奈川区
椚の大樹ヘルパーステーション 横浜市神奈川区
株式会社　アルプス建設 横浜市神奈川区
フルライフ神奈川 横浜市神奈川区
ＢＹＤ　Ａｕｔｏ　Ｊａｐａｎ　株式会社 横浜市神奈川区
塩野義製薬株式会社　神奈川第一営業所 横浜市神奈川区
塩野義製薬株式会社　神奈川第三営業所 横浜市神奈川区
塩野義製薬株式会社　神奈川第四営業所 横浜市神奈川区
株式会社　八楠　子安事業所 横浜市神奈川区
堀江電気工事　株式会社 横浜市神奈川区
横浜市福祉サービス協会　神奈川介護事務所 横浜市神奈川区
和光金属株式会社　横浜営業所 横浜市神奈川区
横浜市神奈川消防署警防課 横浜市神奈川区
横浜市水道局鶴見水道事務所 横浜市鶴見区
株式会社髙岡工業所 横浜市鶴見区
東京電力パワーグリッド株式会社　川崎支社　鶴見事務所 横浜市鶴見区
池田内燃機工業株式会社 横浜市鶴見区
新鶴見ドライビングスクール 横浜市鶴見区
ナイス株式会社 横浜市鶴見区
東芝エネルギーシステムズ株式会社京浜事業所 横浜市鶴見区
小原木材（株） 横浜市鶴見区
株式会社松尾工務店 横浜市鶴見区
横浜市鶴見消防署　総務・予防課 横浜市鶴見区
鶴見警察署 横浜市鶴見区
日本郵便株式会社　鶴見郵便局 横浜市鶴見区
横浜市鶴見土木事務所 横浜市鶴見区
（株）中島商会 横浜市鶴見区
パナソニック電材ソリューションズ株式会社 横浜市鶴見区
株式会社末吉鉄工所 横浜市鶴見区
横浜市資源循環局鶴見事務所 横浜市鶴見区
京濱港運（株）沿岸部 横浜市鶴見区
松浦企業株式会社 横浜市鶴見区
安武測量設計（株） 横浜市鶴見区
サガミエレク（株） 横浜市鶴見区
（株）松原組京浜支店 横浜市鶴見区
ニチアス（株）鶴見工場 横浜市鶴見区
（株）京浜コーポレーション　鶴見事業所 横浜市鶴見区
（株）照繁工務店 横浜市鶴見区



株式会社マルハチ 横浜市鶴見区
（株）成田屋商店 横浜市鶴見区
（株）筒見工務店 横浜市鶴見区
株式会社和泉屋本店 横浜市鶴見区
大洋石油（株） 横浜市鶴見区
株式会社佐藤熔接工業 横浜市鶴見区
（株）太洋　紙器事業部 横浜市鶴見区
港栄作業（株）大黒事業部　大黒営業所 横浜市鶴見区
（株）古屋自動車部品 横浜市鶴見区
横浜市鶴見区役所 横浜市鶴見区
極東興業（有） 横浜市鶴見区
株式会社みずほ銀行　鶴見支店 横浜市鶴見区
鶴見コンクリート（株） 横浜市鶴見区
（株）関東産業 横浜市鶴見区
共進興業（株） 横浜市鶴見区
因幡鋼管（株） 横浜市鶴見区
横浜塗装工業株式会社 横浜市鶴見区
東海建設（株） 横浜市鶴見区
東邦酸素工業（株） 横浜市鶴見区
（有）明南建設工業 横浜市鶴見区
妙高企業（株） 横浜市鶴見区
井上鋼材株式会社 横浜市鶴見区
国見商事（株） 横浜市鶴見区
土井鋼材株式会社 横浜市鶴見区
横浜銀行株式会社鶴見支店 横浜市鶴見区
（株）カワデン 横浜市鶴見区
品川ロコー（株）　東日本事業所 横浜市鶴見区
株式会社ユニマットライフ 横浜市鶴見区
新明和オートエンジニアリング（株） 横浜市鶴見区
東邦電設（株） 横浜市鶴見区
家田化学薬品株式会社 横浜市鶴見区
石井建設工業株式会社 横浜市鶴見区
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　ＣＳ鶴見第一支店 横浜市鶴見区
山田建設（株） 横浜市鶴見区
林土木建設（株） 横浜市鶴見区
横浜鉄工建設（株） 横浜市鶴見区
潮井利興業（有） 横浜市鶴見区
辰和工業（株） 横浜市鶴見区
ＵＤトラックス株式会社　川崎カスタマーセンター 横浜市鶴見区
（株）千代田企業 横浜市鶴見区
株式会社坂本茂商店 横浜市鶴見区



興栄工業（株） 横浜市鶴見区
内外電気工事（株） 横浜市鶴見区
日産プリンス神奈川販売（株）綱島店 横浜市鶴見区
横浜ケミカル（株） 横浜市鶴見区
横浜北生活クラブ生活協同組合矢向センター 横浜市鶴見区
扇矢工事（株） 横浜市鶴見区
京浜蓄電池工業（株） 横浜市鶴見区
株式会社　日本建設 横浜市鶴見区
アスクサンシンエンジニアリング（株） 横浜市鶴見区
田村工業（株） 横浜市鶴見区
三ツ池幼稚園 横浜市鶴見区
ヨシダ高圧株式会社 横浜市鶴見区
有限会社矢向自動車工業 横浜市鶴見区
株式会社誠 横浜市鶴見区
極東塗装工業株式会社 横浜市鶴見区
新明和工業（株）東京本部ビル 横浜市鶴見区
（株）江電社 横浜市鶴見区
共栄システム（株） 横浜市鶴見区
（株）飯尾工業所 横浜市鶴見区
藤木企業（株）大黒港運事業部 横浜市鶴見区
磯田電材（株） 横浜市鶴見区
株式会社京三製作所 横浜市鶴見区
ステイト工業（株） 横浜市鶴見区
（株）佃源 横浜市鶴見区
横浜農業協同組合鶴見支店 横浜市鶴見区
株式会社鶴見の飯田 横浜市鶴見区
（有）汐田土木 横浜市鶴見区
大黒倉庫（株） 横浜市鶴見区
株式会社山口文雄商店 横浜市鶴見区
（株）坂井工務店 横浜市鶴見区
（株）松原 横浜市鶴見区
株式会社　京南 横浜市鶴見区
有限会社阿部工務店 横浜市鶴見区
矢代工業（株） 横浜市鶴見区
（株）三田工業所 横浜市鶴見区
プリンス電機（株） 横浜市鶴見区
東洋電装（株） 横浜市鶴見区
株式会社大川 横浜市鶴見区
ナイスコミュニティー（株） 横浜市鶴見区
森永市場開発（株）首都圏支店 横浜市鶴見区
浜川電気（株） 横浜市鶴見区



松本機工（株） 横浜市鶴見区
株式会社ミカ食品 横浜市鶴見区
市松興産（株） 横浜市鶴見区
（株）石綿商店 横浜市鶴見区
菅沢製機（株） 横浜市鶴見区
東京商事（株） 横浜市鶴見区
中丸産業運輸（株） 横浜市鶴見区
鶴見油化工業（株） 横浜市鶴見区
新田管工（株） 横浜市鶴見区
矢向幼稚園 横浜市鶴見区
楠原興運（株） 横浜市鶴見区
（株）新川電気 横浜市鶴見区
首都高メンテナンス神奈川株式会社 横浜市鶴見区
近藤工業（株） 横浜市鶴見区
（株）高橋汽罐工業 横浜市鶴見区
（株）東京セントラルサービス 横浜市鶴見区
（株）丸屋神奈川製作所 横浜市鶴見区
（株）飯島製作所 横浜市鶴見区
有限会社菊地建築店 横浜市鶴見区
（株）野口食品 横浜市鶴見区
（株）山九海陸 横浜市鶴見区
株式会社スズキ自販神奈川鶴見営業所 横浜市鶴見区
横浜ガルバー（株） 横浜市鶴見区
山正電気工事（株） 横浜市鶴見区
株式会社門井工業 横浜市鶴見区
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 横浜市鶴見区
東京動力（株） 横浜市鶴見区
鶴見平和幼稚園 横浜市鶴見区
（株）サノセキエンジニアリング 横浜市鶴見区
（株）伊藤興業 横浜市鶴見区
Ｊ＆Ｔ環境株式会社　横浜本社 横浜市鶴見区
株式会社カンザキ 横浜市鶴見区
（有）東和建興 横浜市鶴見区
株式会社レゾナント・システムズ 横浜市鶴見区
カリモク家具株式会社横浜営業所 横浜市鶴見区
中山食品（株） 横浜市鶴見区
（株）ヤマヤ土建 横浜市鶴見区
大新電気（株） 横浜市鶴見区
（株）上組大黒ふ頭事業所 横浜市鶴見区
（株）タカヤ 横浜市鶴見区
株式会社マックエイト 横浜市鶴見区



㈱信栄 横浜市鶴見区
共栄電工（株） 横浜市鶴見区
三興コントロール（株） 横浜市鶴見区
（有）モリタ自動車工業 横浜市鶴見区
（株）マルミヤ商事 横浜市鶴見区
（株）斉藤工業所 横浜市鶴見区
南建設（株） 横浜市鶴見区
（株）寺沢機械工業 横浜市鶴見区
（株）阿部鋼業 横浜市鶴見区
株式会社日工 横浜市鶴見区
大日化工株式会社 横浜市鶴見区
サントリービバレッジソリューション株式会社 横浜市鶴見区
東亜電気工業（株）横浜営業所 横浜市鶴見区
トキコシステムソリューションズ株式会社　関東第２支店 横浜市鶴見区
上野電気（株） 横浜市鶴見区
桜総業株式会社 横浜市鶴見区
原田港湾（株） 横浜市鶴見区
三英電業株式会社　南関東支店横浜支社 横浜市鶴見区
株式会社横浜工作所 横浜市鶴見区
ＪＦＥテクノス株式会社 横浜市鶴見区
親和架設工業（株） 横浜市鶴見区
ユニセック（株） 横浜市鶴見区
大東エンジニアリング株式会社京浜支店 横浜市鶴見区
ヨコヤマユーランド鶴見 横浜市鶴見区
（株）伊勝 横浜市鶴見区
岡部産業株式会社　大黒埠頭営業所 横浜市鶴見区
株式会社内藤石材店 横浜市鶴見区
（株）フタバ電業社 横浜市鶴見区
東芝環境ソリューション株式会社 横浜市鶴見区
株式会社金澤重機 横浜市鶴見区
（有）トミタ自動車 横浜市鶴見区
学校法人小多喜学園あさひ台幼稚園 横浜市鶴見区
日本海事検定協会横浜大黒事務所 横浜市鶴見区
コベルコ建機日本（株）横浜営業所 横浜市鶴見区
株式会社ＪＥＲＡ　横浜火力発電所 横浜市鶴見区
一般社団法人　全日検　横浜支部　大黒ふ頭事務所 横浜市鶴見区
株式会社モリタエコノス神奈川支店 横浜市鶴見区
池谷ホーム（株） 横浜市鶴見区
（株）啓愛社　金属営業部　横浜営業所 横浜市鶴見区
（株）上州屋紙店 横浜市鶴見区
小林化学産業（株） 横浜市鶴見区



東日本旅客鉄道（株）横浜電力技術センタ－鶴見メンテナンスセンター 横浜市鶴見区
鶴見大学短期大学部附属三松幼稚園 横浜市鶴見区
（株）イイジマ 横浜市鶴見区
（株）政和工業所 横浜市鶴見区
株式会社二葉横浜支店 横浜市鶴見区
株式会社センダ 横浜市鶴見区
東邦薬品（株）鶴見営業所 横浜市鶴見区
（株）錦屋 横浜市鶴見区
株式会社第一装飾 横浜市鶴見区
ＪＦＥビジネスサポート横浜株式会社 横浜市鶴見区
（株）日本海洋サービス京浜支店 横浜市鶴見区
ＹＯＵテレビ株式会社 横浜市鶴見区
（有）新里興業 横浜市鶴見区
富士野工業（株） 横浜市鶴見区
鶴見さくら幼稚舎 横浜市鶴見区
株式会社池田理化鶴見支店 横浜市鶴見区
富士産業（株） 横浜市鶴見区
（株）ウミヤマ 横浜市鶴見区
株式会社テクノアングル 横浜市鶴見区
日本ロード・メンテナンス株式会社横浜営業所 横浜市鶴見区
（株）パートナーサービス 横浜市鶴見区
株式会社内田建商 横浜市鶴見区
（株）ユニオン 横浜市鶴見区
（株）前田産業 横浜市鶴見区
ソーワテクニカ（株）本社 横浜市鶴見区
（有）鶴岡典礼 横浜市鶴見区
田口園芸（株） 横浜市鶴見区
（株）司工業所 横浜市鶴見区
鶴盛工業（株） 横浜市鶴見区
髙瀬物産株式会社横浜支店 横浜市鶴見区
（株）滝川園 横浜市鶴見区
ウエスタンケミカル（株） 横浜市鶴見区
（株）ホンダオート京浜 横浜市鶴見区
川西倉庫株式会社大黒営業所 横浜市鶴見区
（有）真栄城電設 横浜市鶴見区
フォルクスワーゲン大倉山 横浜市鶴見区
日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社 横浜市鶴見区
（株）睦建設 横浜市鶴見区
（株）マツオホーム 横浜市鶴見区
サンプラス（株） 横浜市鶴見区
ＪＦＥパイプライン株式会社 横浜市鶴見区



リックス株式会社　横浜営業所 横浜市鶴見区
共立ゴム工業（株） 横浜市鶴見区
トオカツフーズ株式会社　横浜鶴見工場 横浜市鶴見区
東京電機産業（株）横浜支店 横浜市鶴見区
中央労働金庫鶴見支店 横浜市鶴見区
東横商船（株）横浜支店 横浜市鶴見区
株式会社築港　　横浜化学品センター 横浜市鶴見区
株式会社　リョーショクペットケア 横浜市鶴見区
東京ガスファシリティサービス株式会社　グリーン事業部 横浜市鶴見区
神奈川県警察高速道路交通警察隊 横浜市鶴見区
有限会社伊与部住設 横浜市鶴見区
株式会社レント横浜鶴見営業所 横浜市鶴見区
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社　横浜鶴見支社 横浜市鶴見区
森永牛乳販売（株）京浜センター 横浜市鶴見区
株式会社　オブリガード 横浜市鶴見区
ダスキンシャトル東京シャトル横浜中央店 横浜市鶴見区
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社 横浜市鶴見区
株式会社　電動舎 横浜市鶴見区
ダイドービバレッジサービス株式会社　港北営業所 横浜市鶴見区
株式会社ダイニ商会 横浜市鶴見区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行鶴見支店 横浜市鶴見区
銀河の詩 横浜市鶴見区
株式会社友善電設 横浜市鶴見区
ＡＬＳＯＫ双栄株式会社鶴見営業所 横浜市鶴見区
小山株式会社南関東事業所 横浜市鶴見区
今井商店 横浜市鶴見区
横浜市矢向地域ケアプラザ 横浜市鶴見区
株式会社爽健亭　横浜工場 横浜市鶴見区
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム 横浜市鶴見区
木曽路　鶴見寺尾店 横浜市鶴見区
生活協同組合パルシステム神奈川鶴見センター 横浜市鶴見区
ニチアスエンジニアリング株式会社横浜事務所 横浜市鶴見区
株式会社ツクイ　横浜矢向 横浜市鶴見区
東亜鉄工株式会社 横浜市鶴見区
レンタルのニッケン横浜総合センター 横浜市鶴見区
タクトホーム㈱鶴見支店 横浜市鶴見区
有限会社　上原架設 横浜市鶴見区
㈱平本興業 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング㈱総務部 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社エネルギー本部パイプライン事業部東日本導管建設センター 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 横浜市鶴見区



ＪＦＥエンジニアリング株式会社エネルギー本部ガス導管建設部溶接工事機材室 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社エネルギー本部パイプライン事業部東日本導管建設センター神奈川事業所 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング㈱プラント建設本部エネルギー建設ユニット 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング㈱社会インフラ本部橋梁事業部 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング㈱ 横浜市鶴見区
㈱　魚太 横浜市鶴見区
ケンミン食品㈱東京支店 横浜市鶴見区
株式会社　マルビ 横浜市鶴見区
有限会社　カードックセンターキノ 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社プラント建設本部建設センター制御建設部 横浜市鶴見区
双葉幼稚園 横浜市鶴見区
神奈川スバル㈱綱島店 横浜市鶴見区
日本リーテック（株）新鶴見工事事務所 横浜市鶴見区
若葉幼稚園 横浜市鶴見区
城北工業株式会社 横浜市鶴見区
株式会社関東マツダ鶴見川崎店 横浜市鶴見区
新明和アクアテクサービス株式会社　関東センター 横浜市鶴見区
株式会社ＨＲＳ 横浜市鶴見区
ニチアス関東販売株式会社横浜事業所 横浜市鶴見区
物産食品産業株式会社 横浜市鶴見区
社会福祉法人若竹大寿会横浜市東寺尾地域ケアプラザ 横浜市鶴見区
株式会社エーアンドエーマテリアル関東支店 横浜市鶴見区
株式会社タツノ東京店 横浜市鶴見区
ダイドードリンコ株式会社首都圏第一営業部港北オフィス 横浜市鶴見区
森田建設株式会社 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社ロジスティクス事業部 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社プラント建設本部建設センター環境建設部 横浜市鶴見区
横浜サービスセンター 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社シビルエンジニアリングセンター 横浜市鶴見区
株式会社　関東日立 横浜市鶴見区
うしおだ診療所 横浜市鶴見区
公益財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 横浜市鶴見区
アサヒプリテック株式会社　横浜事業所 横浜市鶴見区
株式会社ノジマ商品センター 横浜市鶴見区
磯ヶ谷ナマコン有限会社 横浜市鶴見区
キャプテンフーヅ株式会社 横浜市鶴見区
寿デイサービスセンター矢向 横浜市鶴見区
ジャパンガス株式会社 横浜市鶴見区
白岩工業株式会社　神奈川事業所 横浜市鶴見区
株式会社　星野食品 横浜市鶴見区
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 横浜市鶴見区



社会福祉法人　秀峰会　銀河の詩 横浜市鶴見区
有限会社　にかわ 横浜市鶴見区
非破壊検査株式会社 横浜市鶴見区
Ｆ―ＬＩＮＥ株式会社横浜物流センター 横浜市鶴見区
サカエ興業株式会社 横浜市鶴見区
株式会社　アミック 横浜市鶴見区
株式会社ＰＳビバレッジ　横浜支店 横浜市鶴見区
横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーションつるみ 横浜市鶴見区
管友株式会社 横浜市鶴見区
京急建設株式会社　鶴見工事事務所 横浜市鶴見区
ＢＸゆとりフォーム株式会社　横浜鶴見店 横浜市鶴見区
株式会社　プロ・ワークス生麦営業所 横浜市鶴見区
成洋産業株式会社 横浜市鶴見区
リープヘル・ジャパン株式会社 横浜市鶴見区
ＪＳＳ　スイミングスクール　鶴見 横浜市鶴見区
パラマウントケアサービス株式会社　横浜センター 横浜市鶴見区
ティップネス　鶴見店 横浜市鶴見区
神奈川トヨタ自動車㈱トヨタモビリティ神奈川　鶴見店 横浜市鶴見区
国際サービスシステム株式会社川崎工場 横浜市鶴見区
うしおだ訪問看護ステーション 横浜市鶴見区
東邦車輛株式会社 横浜市鶴見区
株式会社ユニエックスＮＣＴ 横浜市鶴見区
株式会社　竹本ランドリー 横浜市鶴見区
学校法人亀井学園 横浜市鶴見区
学校法人泉学園　泉幼稚園 横浜市鶴見区
株式会社リビングライフ鶴見センター 横浜市鶴見区
株式会社　大橋工業 横浜市鶴見区
ケアパートナー　三ッ池 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング（株）原動機事業部 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング（株）アクアプラント 横浜市鶴見区
学校法人　すみれが丘幼稚園 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング株式会社　不動産・施設管理室 横浜市鶴見区
野崎印刷紙器株式会社横浜支店 横浜市鶴見区
株式会社　日本輸出自動車検査センター 横浜市鶴見区
社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜東部病院 横浜市鶴見区
アズビル株式会社　京浜営業所 横浜市鶴見区
ザバススポーツクラブ鶴見 横浜市鶴見区
神奈川日産自動車株式会社　鶴見中央店 横浜市鶴見区
国際衛生株式会社横浜営業所 横浜市鶴見区
株式会社ダイトーコーポレーション 横浜市鶴見区
あすか創建株式会社　神奈川導管事業所 横浜市鶴見区



株式会社エルライン 横浜市鶴見区
株式会社グリーンケア 横浜市鶴見区
株式会社日本シューター　神奈川営業所 横浜市鶴見区
株式会社Ｊ－パック横浜事業所 横浜市鶴見区
株式会社テクノあすか 横浜市鶴見区
日本リーテック株式会社　鉄道本部中央支店送電線部　新鶴見事務所 横浜市鶴見区
東芝ビジネスエキスパート株式会社京浜事業所 横浜市鶴見区
新明電材株式会社横浜営業所 横浜市鶴見区
生活協同組合ユーコープ　おうちＣＯ－ＯＰ横浜東部センター 横浜市鶴見区
株式会社オープンハウス　鶴見センター 横浜市鶴見区
上野マリタイム・ジャパン株式会社　京浜事業所 横浜市鶴見区
株式会社ミヤマ 横浜市鶴見区
株式会社ケイ・エス・エス 横浜市鶴見区
株式会社ヤマダデンキ 横浜市鶴見区
タカナシ販売（株）アイスクリーム営業部 横浜市鶴見区
株式会社ピーアイシ 横浜市鶴見区
首都高機械メンテナンス株式会社新生麦事務所 横浜市鶴見区
丸和商事株式会社 横浜市鶴見区
ロジスネクスト東京株式会社　神奈川支社　鶴見支店 横浜市鶴見区
株式会社キタジマ 横浜市鶴見区
東洋製罐グループエンジニアリング株式会社　本社 横浜市鶴見区
株式会社日産ユーズドカーセンター 横浜市鶴見区
協栄工業株式会社 横浜市鶴見区
初穂商事株式会社横浜営業所 横浜市鶴見区
ふれあい鶴見ホスピタル 横浜市鶴見区
ＳＯＭＰＯケアハッピーデイズ矢向 横浜市鶴見区
株式会社ユニマットライフ横浜営業所 横浜市鶴見区
菊池建設株式会社 横浜市鶴見区
コベルコ建機株式会社東日本サービスグループ 横浜市鶴見区
コベルコ建機株式会社東日本営業グループ 横浜市鶴見区
京急建設株式会社鶴見市場工事事務所 横浜市鶴見区
横浜鶴見リハビリテーション病院 横浜市鶴見区
株式会社ホーク・ワン鶴見支店 横浜市鶴見区
東企業株式会社 横浜市鶴見区
Ｈｏｎｎｄａ　Ｃａｒｓ川崎鶴見北店 横浜市鶴見区
カリモク家具株式会社東京南営業所 横浜市鶴見区
ミモザ横浜獅子ヶ谷 横浜市鶴見区
トータルリハーブ鶴見ディサービス 横浜市鶴見区
グリーンリサイクル株式会社横浜営業所 横浜市鶴見区
日建リース工業株式会社 横浜市鶴見区
森永商事株式会社　東京支店 横浜市鶴見区



株式会社池貝東京営業所 横浜市鶴見区
横浜市鶴見市場地域ケアプラザ　通称介護事業所 横浜市鶴見区
首都高機械メンテナンス（株）新生麦補修基地 横浜市鶴見区
アズハイム横浜東寺尾デイサービスセンター 横浜市鶴見区
三德衡産株式会社 横浜市鶴見区
日本電計株式会社　川崎営業所 横浜市鶴見区
東京電力ホールディングス（株）経営技術戦略研究所 横浜市鶴見区
株式会社トーエネック　配電本部　地中線部　工事第二グループ 横浜市鶴見区
株式会社テクノ・サービス　横浜オフィス 横浜市鶴見区
旭化成ライフライン株式会社　神奈川事業所 横浜市鶴見区
㈱イノベイションオブメディカルサービス 横浜市鶴見区
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社リテールフード鶴見支店 横浜市鶴見区
近藤機工株式会社 横浜市鶴見区
寿デイサービスセンター鶴見 横浜市鶴見区
（株）ジャパンバイクオークション 横浜市鶴見区
株式会社ダイヤモンドプロジェクト 横浜市鶴見区
三協テック株式会社　神奈川支店 横浜市鶴見区
ニチアス株式会社　横浜支店 横浜市鶴見区
株式会社ツルミ紙業 横浜市鶴見区
阿部工業株式会社 横浜市鶴見区
横浜エスオーシー株式会社 横浜市鶴見区
日本ゲージ株式会社 横浜市鶴見区
信幸建設株式会社　東日本支社 横浜市鶴見区
川崎化工機株式会社 横浜市鶴見区
株式会社　松永製作所 横浜市鶴見区
エンパイヤ自動車株式会社　ドコモ事業部 横浜市鶴見区
ＫＧＫサービス株式会社　京浜営業所 横浜市鶴見区
アイテル株式会社　関東ＣＳＢ 横浜市鶴見区
ナイスコミュニティーサービス株式会社 横浜市鶴見区
ナイスコミュニティ株式会社　首都圏第一支店 横浜市鶴見区
横浜信用金庫　市場支店 横浜市鶴見区
株式会社　沢田電設 横浜市鶴見区
白鳥運輸株式会社　大黒営業所 横浜市鶴見区
社会福祉法人　白根学園　障害者支援施設　希望 横浜市鶴見区
江尻潜水工業株式会社 横浜市鶴見区
ナイスコンピュータシステム株式会社 横浜市鶴見区
ネクスト訪問看護ステーションつるみ 横浜市鶴見区
有限会社　エムイーエム 横浜市鶴見区
東海産業株式会社　横浜営業所 横浜市鶴見区
トモプロ株式会社　統括本部 横浜市鶴見区
横浜信用金庫潮田支店 横浜市鶴見区



竹田理化工業株式会社　横浜支店 横浜市鶴見区
ナイスプレカット株式会社 横浜市鶴見区
株式会社中村塗装店　神奈川営業所 横浜市鶴見区
京急建設株式会社　品川工事事務所 横浜市鶴見区
株式会社　トーヨ工業 横浜市鶴見区
井原加建株式会社　横浜出張所 横浜市鶴見区
豊岡電業株式会社　鶴見営業所 横浜市鶴見区
株式会社シー・エム・エンジニアリング 横浜市鶴見区
株式会社グリーンクロス 横浜市鶴見区
株式会社かんぽ生命保険　横浜支店　鶴見郵便局　かんぽサービス部 横浜市鶴見区
株式会社協伸　横浜テクニカルセンター 横浜市鶴見区
株式会社サングリーン 横浜市鶴見区
エバー工業株式会社 横浜市鶴見区
株式会社栄門建設 横浜市鶴見区
株式会社コールドサービス 横浜市鶴見区
株式会社スプラウトインベストメント 横浜市鶴見区
有限会社　共立自動車部品 横浜市鶴見区
橋本総業株式会社　川崎支店 横浜市鶴見区
株式会社日本輸出自動車検査センター　東日本事業所 横浜市鶴見区
宗教法人大本山總持寺 横浜市鶴見区
ナイス賃貸情報サービス株式会社 横浜市鶴見区
鹿島建設株式会社横浜支店　鶴見工事事務所 横浜市鶴見区
ケイヒン株式会社　大黒埠頭流通センター 横浜市鶴見区
海洋技術建設株式会社　横浜営業所 横浜市鶴見区
株式会社大日警　横浜支店 横浜市鶴見区
（株）辻総合クリエート 横浜市鶴見区
（株）イシハラ 横浜市鶴見区
（株）協和製作所 横浜市鶴見区
共栄建機（株） 横浜市鶴見区
株式会社天野屋倉庫 横浜市鶴見区
井原築炉工業（株）横浜営業所 横浜市鶴見区
メルセデス・ベンツ横浜東 横浜市鶴見区
海邦技研株式会社　横浜支店 横浜市鶴見区
（株）進正電 横浜市鶴見区
大新土木（株）　横浜工事事務所 横浜市鶴見区
（株）アクアセキグチ横浜営業所 横浜市鶴見区
フローテック（株） 横浜市鶴見区
（株）東亜電機製作所 横浜市鶴見区
ワタミの宅食　横浜鶴見営業所 横浜市鶴見区
（株）横浜自動車 横浜市鶴見区
（株）てるや基工　横浜営業所 横浜市鶴見区



有限会社第一管工 横浜市鶴見区
（株）サンノー　鶴見事業所 横浜市鶴見区
一般社団法人　全日検　横浜支部　検査課 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング（株）エネルギー本部営業統括部ガス営業部 横浜市鶴見区
ＪＦＥエンジニアリング（株）　鉄構インフラ事業部 横浜市鶴見区
（株）エム・イー　横浜出張所 横浜市鶴見区
大誠産業（株） 横浜市鶴見区
（株）アイメイト 横浜市鶴見区
中村瀝青工業株式会社　横浜支店 横浜市鶴見区
株式会社髙島屋総務本部業務部関東事業所 横浜市鶴見区
ジャパンマリンユナイテッド株式会社　横浜事業所　鶴見工場 横浜市鶴見区
株式会社　鶴見建装 横浜市鶴見区
株式会社カナイエンタープライズ 横浜市鶴見区
福田産業株式会社 横浜市鶴見区
有限会社　岩岡土木 横浜市鶴見区
光陽特殊工業株式会社 横浜市鶴見区
株式会社横浜パートナーズ 横浜市鶴見区
株式会社木内興業 横浜市鶴見区
株式会社ユニエツクス・エンジニアリング　大黒整備課 横浜市鶴見区
古林産業機具株式会社　西関東営業所 横浜市鶴見区
明光設備株式会社　横浜支店 横浜市鶴見区
理科研株式会社　鶴見営業所 横浜市鶴見区
株式会社ＨＳＫ 横浜市鶴見区
株式会社沢田商事 横浜市鶴見区
ナイスユニテック株式会社 横浜市鶴見区
有限会社東亜興業所 横浜市鶴見区
横浜容器工業株式会社　横浜工場 横浜市鶴見区
株式会社東幸　神奈川事業所 横浜市鶴見区
株式会社山陽プラント 横浜市鶴見区
住友ナコフォークリフト販売株式会社首都圏支店京浜営業所 横浜市鶴見区
富士アイテック株式会社　京浜営業所 横浜市鶴見区
株式会社森松工業所 横浜市鶴見区
フルライフ鶴見 横浜市鶴見区
株式会社佐藤製作所 横浜市鶴見区
医療法人平和会　平和病院 横浜市鶴見区
イイダブレンド株式会社 横浜市鶴見区
今井建設株式会社 横浜市鶴見区
ナイス株式会社住宅事業本部リフォーム営業部 横浜市鶴見区
株式会社新日本環境　鶴見営業所 横浜市鶴見区
医療法人社団善仁会　つるみ駅前腎クリニック 横浜市鶴見区
医療法人社団善仁会　つるみ腎クリニック 横浜市鶴見区



（株）サーベンス 横浜市鶴見区
（株）増田解体 横浜市鶴見区
森永製菓株式会社横浜支店 横浜市鶴見区
システム工学株式会社 横浜市鶴見区
鶴見消防署警防課 横浜市鶴見区
鶴見消防署駒岡消防出張所 横浜市鶴見区
東洋ガラス機械株式会社 横浜市鶴見区
株式会社オリマツ　横浜ロジスティクスセンター 横浜市鶴見区
横浜市保土ケ谷消防署総務・予防課 横浜市保土ケ谷区
資源循環局保土ケ谷事務所 横浜市保土ケ谷区
横浜市保土ケ谷土木事務所 横浜市保土ケ谷区
（有）大橋水道設備 横浜市保土ケ谷区
（株）横浜国際ゴルフ倶楽部 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
（有）矢内工業 横浜市保土ケ谷区
ヨコキ（株） 横浜市保土ケ谷区
ワールド総業（株） 横浜市保土ケ谷区
（株）ホンダカーズ横浜保土ケ谷店 横浜市保土ケ谷区
株式会社　金原 横浜市保土ケ谷区
上星川幼稚園 横浜市保土ケ谷区
（株）横浜電業 横浜市保土ケ谷区
横浜市水道局　配水課 横浜市保土ケ谷区
日本郵便株式会社　保土ケ谷郵便局 横浜市保土ケ谷区
保土ケ谷警察署 横浜市保土ケ谷区
（株）鈴木工務店 横浜市保土ケ谷区
岳南建興（株） 横浜市保土ケ谷区
株式会社ホンダカーズ横浜　本社 横浜市保土ケ谷区
（株）ベルコ 横浜市保土ケ谷区
（株）協同清美 横浜市保土ケ谷区
（株）イズミ産業 横浜市保土ケ谷区
昭和建設（株） 横浜市保土ケ谷区
三豊エンジニアリング（株） 横浜市保土ケ谷区
株式会社南組 横浜市保土ケ谷区
伊東建設（株） 横浜市保土ケ谷区
（株）トノックス 横浜市保土ケ谷区
横浜市消防局 横浜市保土ケ谷区
（株）ヨコレイ 横浜市保土ケ谷区
有限会社小川コンクリート工業所 横浜市保土ケ谷区
国立大学法人横浜国立大学 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人同愛会てらん広場 横浜市保土ケ谷区
通信設備（株） 横浜市保土ケ谷区



トヨタモビリティパーツ（株）神奈川支社 横浜市保土ケ谷区
（株）協和エクシオ南関東支店横浜中央技術センター 横浜市保土ケ谷区
有限会社小石川商店 横浜市保土ケ谷区
トヨタカローラ神奈川（株） 横浜市保土ケ谷区
前田道路（株）横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
創栄建設工業（株） 横浜市保土ケ谷区
（株）横山電気工業 横浜市保土ケ谷区
（株）スズキ自販神奈川 横浜市保土ケ谷区
横浜トヨペツト整備（株） 横浜市保土ケ谷区
横浜市水道局施設部建設課 横浜市保土ケ谷区
有限会社神中産業 横浜市保土ケ谷区
有限会社小池組 横浜市保土ケ谷区
相模鉄道（株）施設部　工務課　保線区 横浜市保土ケ谷区
協同工業（株） 横浜市保土ケ谷区
（株）三金横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
古河電池（株） 横浜市保土ケ谷区
横浜市水道局浄水部西谷浄水場 横浜市保土ケ谷区
横浜リーフみなとみらい健診クリニック 横浜市保土ケ谷区
三恵幼稚園 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人　恵和 横浜市保土ケ谷区
株式会社サンワ 横浜市保土ケ谷区
大雄建設（株） 横浜市保土ケ谷区
青葉幼稚園 横浜市保土ケ谷区
学校法人初音丘学園初音丘幼稚園 横浜市保土ケ谷区
和田愛児園 横浜市保土ケ谷区
学校法人　難波学園　境木幼稚園 横浜市保土ケ谷区
峰岡幼稚園 横浜市保土ケ谷区
仲よし幼稚園 横浜市保土ケ谷区
保土ヶ谷車輌整備株式会社 横浜市保土ケ谷区
日本ボデーパーツ工業（株） 横浜市保土ケ谷区
すずきモーター（株） 横浜市保土ケ谷区
東京ガスエコモ株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社司工事 横浜市保土ケ谷区
（株）栄村商店 横浜市保土ケ谷区
三光興産株式会社 横浜市保土ケ谷区
（株）三浦基礎 横浜市保土ケ谷区
岩崎学園付属幼稚園 横浜市保土ケ谷区
（株）鈴木屋根材 横浜市保土ケ谷区
橋本産業（株）横浜支店 横浜市保土ケ谷区
（株）横浜鷹松屋 横浜市保土ケ谷区
横浜市保土ケ谷区役所 横浜市保土ケ谷区



医療法人正永会　港北病院 横浜市保土ケ谷区
（株）大協製作所 横浜市保土ケ谷区
矢口電気（株） 横浜市保土ケ谷区
中央労働金庫星川支店 横浜市保土ケ谷区
華正楼商事（株） 横浜市保土ケ谷区
神電設備工業（株） 横浜市保土ケ谷区
ヨコハマスイミングクラブ左近山スクール 横浜市保土ケ谷区
有限会社髙島 横浜市保土ケ谷区
（株）野沢組 横浜市保土ケ谷区
ＵＤトラックス株式会社横浜カスタマーセンター 横浜市保土ケ谷区
東京舗装工業（株）関東支店　横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
和光電気工事株式会社 横浜市保土ケ谷区
特別養護老人ホームかわしまホーム 横浜市保土ケ谷区
（株）袋内興業 横浜市保土ケ谷区
菅原包装有限会社 横浜市保土ケ谷区
藤原電気工事株式会社 横浜市保土ケ谷区
有限会社洲国建設 横浜市保土ケ谷区
株式会社万歴 横浜市保土ケ谷区
（株）谷津建設 横浜市保土ケ谷区
株式会社日本栄電 横浜市保土ケ谷区
機電総業（株） 横浜市保土ケ谷区
株式会社木内計測東京支社 横浜市保土ケ谷区
（株）仲田コーティング 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人清光会特別養護老人ホームさわやか苑 横浜市保土ケ谷区
田野井造園（株） 横浜市保土ケ谷区
日産プリンス神奈川販売㈱ 横浜市保土ケ谷区
株式会社東京マツシマ横浜 横浜市保土ケ谷区
株式会社千代田 横浜市保土ケ谷区
有限会社和邦 横浜市保土ケ谷区
（株）保健科学研究所 横浜市保土ケ谷区
ハーベスト（株） 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人　育生会　よつば苑 横浜市保土ケ谷区
東西工業株式会社 横浜市保土ケ谷区
有限会社加藤土木 横浜市保土ケ谷区
株式会社アイビー・ガーデン 横浜市保土ケ谷区
（株）安藤スポーツ 横浜市保土ケ谷区
株式会社笹山植木 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人なでしこ会特別養護老人ホーム夢の里 横浜市保土ケ谷区
日本光電工業株式会社　南関東支店 横浜市保土ケ谷区
（株）マースシステムズ東海 横浜市保土ケ谷区
（株）拓越　保土ケ谷営業所 横浜市保土ケ谷区



（株）ジャパンビバレッジセントラル　横浜南支店 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人白光会特別養護老人ホーム今井の郷 横浜市保土ケ谷区
（株）シラキ 横浜市保土ケ谷区
和協産業（株）横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
有限会社一丸建設 横浜市保土ケ谷区
美和ロック（株）横浜支店 横浜市保土ケ谷区
総合開発工事（株） 横浜市保土ケ谷区
横浜市岩崎地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区
（株）横浜基礎 横浜市保土ケ谷区
株式会社ＬＳＩメディエンス横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
島津メディカルシステムズ（株）神奈川営業所 横浜市保土ケ谷区
横浜市今井地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区
有限会社富田電機 横浜市保土ケ谷区
佐藤園 横浜市保土ケ谷区
学校法人子どもの森学園　向原幼稚園 横浜市保土ケ谷区
（株）ホンダカーズ横浜　三ツ沢店 横浜市保土ケ谷区
介護老人保健施設スカイ 横浜市保土ケ谷区
横浜農業協同組合保土ケ谷支店 横浜市保土ケ谷区
（有）大邦工業 横浜市保土ケ谷区
サンメディックス（株）横浜支店 横浜市保土ケ谷区
横浜農業協同組合新桜ケ丘支店 横浜市保土ケ谷区
（株）ＮＴＴ東日本－南関東 横浜市保土ケ谷区
ニホンターフメンテナンス（株） 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人同愛会地域生活支援センター 横浜市保土ケ谷区
医療法人社団松山会 横浜市保土ケ谷区
会津電業株式会社 横浜市保土ケ谷区
あおぞらてらん訪問看護ステーション 横浜市保土ケ谷区
聖隷横浜病院 横浜市保土ケ谷区
リペア株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社サンクレックス横浜中央技術センタ 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人　　光風会 横浜市保土ケ谷区
神奈川県警察武道館 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人ほどがや 横浜市保土ケ谷区
横浜農業協同組合和田町駅前支店 横浜市保土ケ谷区
（株）コクエー横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
株式会社　共信建設 横浜市保土ケ谷区
保健科学研究所　横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
（株）メガロス横浜天王町 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人　紡 横浜市保土ケ谷区
株式会社徳建 横浜市保土ケ谷区
有限会社成田基礎 横浜市保土ケ谷区



文化シャッターサービス株式会社 横浜市保土ケ谷区
アサヒテクノシステム株式会社 横浜市保土ケ谷区
（株）横浜オペレーション 横浜市保土ケ谷区
（株）パーキンエルマージャパン 横浜市保土ケ谷区
㈱太洋電設 横浜市保土ケ谷区
西川計測株式会社 横浜市保土ケ谷区
前川製作所横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
聖ケ丘教育福祉専門学校附属育和幼稚園 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
デイサービス　シャンテール西谷 横浜市保土ケ谷区
クリエイティブ運転代行横浜 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
有限会社ユキト 横浜市保土ケ谷区
株式会社サニクリーン東京　横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
横浜市常盤台地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区
環境活動支援センター 横浜市保土ケ谷区
メディエンスサービス株式会社横浜サービスセンター 横浜市保土ケ谷区
島津サイエンス東日本株式会社 横浜市保土ケ谷区
阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 横浜市保土ケ谷区
東芝テックソリューションサービス株式会社 横浜市保土ケ谷区
東芝テック株式会社神奈川支店 横浜市保土ケ谷区
株式会社フィリップスジャパン 横浜市保土ケ谷区
株式会社モリモリ　みんなの訪問看護リハビリステーション 横浜市保土ケ谷区
横浜ケーブルビジョン株式会社 横浜市保土ケ谷区
横浜市福祉サービス協会　星川地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区
セントケア保土ケ谷デイサービスセンター 横浜市保土ケ谷区
株式会社ＡＭＤ 横浜市保土ケ谷区
株式会社ヤナセ　横浜三ツ沢支店 横浜市保土ケ谷区
障害者支援施設　たっちほどがや 横浜市保土ケ谷区
株式会社マサル商会 横浜市保土ケ谷区
訪問看護リハビリステーション　豊穣の大地 横浜市保土ケ谷区
有限会社　鈴木工業 横浜市保土ケ谷区
ＮＴＴ－ＭＥ神奈川事業所　神奈川ネットワークサービスセンター 横浜市保土ケ谷区
株式会社湾岸山下商事常盤台営業所 横浜市保土ケ谷区
株式会社　アカギ　横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
株式会社横浜フリエスポーツクラブ 横浜市保土ケ谷区
有限会社　ミツザワロード 横浜市保土ケ谷区
横浜ライト工業　株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社ホンモク 横浜市保土ケ谷区



ミニストップ神奈川事務所 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
株式会社テラオカ神奈川営業所 横浜市保土ケ谷区
ティーエスサービス株式会社 横浜市保土ケ谷区
有限会社板津農園 横浜市保土ケ谷区
横浜イーグル運転代行 横浜市保土ケ谷区
日神金属株式会社 横浜市保土ケ谷区
陸上自衛隊中央輸送隊 横浜市保土ケ谷区
相模鉄道株式会社上星川電力区 横浜市保土ケ谷区
株式会社原建設工業 横浜市保土ケ谷区
三菱マテリアル株式会社　横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
株式会社ユニバーサル園芸社 横浜市保土ケ谷区
横浜貨物運送株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社パイオラックス横浜テクニカルセンター分室 横浜市保土ケ谷区
中央建鉄株式会社　横浜支店 横浜市保土ケ谷区
横浜保土ケ谷中央病院 横浜市保土ケ谷区
尾鈴電気株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社まつうら 横浜市保土ケ谷区
一般社団法人てとて 横浜市保土ケ谷区
横浜市仏向地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区
医療法人明芳会イムス横浜狩場脳神経外科病院 横浜市保土ケ谷区
株式会社エージェント 横浜市保土ケ谷区
株式会社オープンハウス　保土ケ谷センター 横浜市保土ケ谷区
株式会社清田工業　神奈川営業所 横浜市保土ケ谷区
一般財団法人育成会 横浜市保土ケ谷区
一般社団法人　横浜市水友会 横浜市保土ケ谷区
日向電気株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社ケーエヌサービス 横浜市保土ケ谷区
有限会社夢現インターナショナル 横浜市保土ケ谷区
ＮＰＯ法人きてん障害者地域活動ホーム　ほどがや希望の家 横浜市保土ケ谷区
原田鉄筋株式会社 横浜市保土ケ谷区
社会福祉法人白根学園　風の丘 横浜市保土ケ谷区
ウエインズ・ビジネスサービス株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社ＡＳＳＥＭＢＬＥ 横浜市保土ケ谷区
高梨販売株式会社　企画センター 横浜市保土ケ谷区
サンシティ横浜 横浜市保土ケ谷区
株式会社家守り 横浜市保土ケ谷区
文化シャッターサービス株式会社　神奈川工務課 横浜市保土ケ谷区
ここから訪問看護リハビリケア上星川 横浜市保土ケ谷区
介護老人保健施設　けいあいの郷　西谷 横浜市保土ケ谷区
有限会社　アドバス 横浜市保土ケ谷区



有限会社五十嵐総業 横浜市保土ケ谷区
有限会社セブンティ 横浜市保土ケ谷区
株式会社　濱壱建設 横浜市保土ケ谷区
株式会社サンライフ　横浜営業所 横浜市保土ケ谷区
県立保土ケ谷公園 横浜市保土ケ谷区
医療法人社団　陽友会　ゆう在宅クリニック 横浜市保土ケ谷区
藤巻設備株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社山室　保土ケ谷店 横浜市保土ケ谷区
株式会社アリマ　資材センター 横浜市保土ケ谷区
一般社団法人横浜市保土ケ谷区医師会 横浜市保土ケ谷区
読売センター天王町 横浜市保土ケ谷区
株式会社　都市計画 横浜市保土ケ谷区
株式会社真和工務店 横浜市保土ケ谷区
株式会社ｇｅｎｔｅｎ 横浜市保土ケ谷区
株式会社グッドライフ　本社 横浜市保土ケ谷区
古河電池株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社ユウサービス 横浜市保土ケ谷区
トヨタモビリティ神奈川　天王町店 横浜市保土ケ谷区
美窓工業株式会社 横浜市保土ケ谷区
有限会社富士総建 横浜市保土ケ谷区
医療法人社団静心会　常盤台病院 横浜市保土ケ谷区
フルライフ保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区
（株）ナック　横浜オフィス 横浜市保土ケ谷区
横浜市福祉サービス協会　保土ケ谷介護事務所 横浜市保土ケ谷区
横浜市保土ケ谷消防署警防課 横浜市保土ケ谷区
株式会社髙桑 横浜市保土ケ谷区
高梨乳業（株） 横浜市旭区
（株）坂本興業 横浜市旭区
（株）シンサナミ 横浜市旭区
神奈川開発観光（株） 横浜市旭区
株式会社小沢商店 横浜市旭区
金澤工業（株） 横浜市旭区
（株）横浜ドライ 横浜市旭区
伊藤建材有限会社 横浜市旭区
横浜バンダイ（株） 横浜市旭区
国際サービスシステム（株） 横浜市旭区
有限会社二俣川モータース第二工場 横浜市旭区
（株）タチバナ製作所 横浜市旭区
日本郵便株式会社　横浜旭郵便局 横浜市旭区
（株）永島商店 横浜市旭区
程ケ谷カントリー倶楽部 横浜市旭区



横浜トヨペット（株）希望ケ丘営業所 横浜市旭区
日産プリンス神奈川販売（株）旭白根店 横浜市旭区
東洋建材（株） 横浜市旭区
（株）鶴ケ峰建設 横浜市旭区
兼子自動車工業（株） 横浜市旭区
鶴ケ峰自動車学校 横浜市旭区
（株）富士 横浜市旭区
横浜建興（株） 横浜市旭区
横浜農業協同組合　都岡支店 横浜市旭区
フジパン（株）横浜工場 横浜市旭区
（株）みずほ銀行二俣川支店 横浜市旭区
川島商会 横浜市旭区
平山防災設備（株） 横浜市旭区
横浜市資源循環局北部事務所 横浜市旭区
（株）横浜銀行鶴ケ峰支店 横浜市旭区
（株）水村建設 横浜市旭区
早川木材（株） 横浜市旭区
岳南建興（株） 横浜市旭区
ミスズサービス（株） 横浜市旭区
有限会社　新竹商事 横浜市旭区
神奈川県内広域水道企業団 横浜市旭区
横浜市資源循環局旭事務所 横浜市旭区
横森電気工業（株） 横浜市旭区
（株）みやした園芸 横浜市旭区
神奈川日産自動車（株）鶴ヶ峰店 横浜市旭区
（株）板橋事業統括センター 横浜市旭区
（株）日産サティオ神奈川旭店 横浜市旭区
東亜ガス（株） 横浜市旭区
（株）カナエル 横浜市旭区
トヨタカローラ神奈川（株）鶴ケ峰営業所 横浜市旭区
（有）内田水道工事店 横浜市旭区
邦栄メンテナンス株式会社 横浜市旭区
東京ガス横浜中央エネルギー（株）ライフバル横浜西 横浜市旭区
横浜市旭区旭土木事務所 横浜市旭区
（有）北相フーズ 横浜市旭区
運転免許本部運転教育課 横浜市旭区
中谷工業（株） 横浜市旭区
東光建設株式会社 横浜市旭区
有限会社前田自動車商会 横浜市旭区
都岡幼稚園 横浜市旭区
横浜旭中央総合病院 横浜市旭区



希望ケ丘幼稚園 横浜市旭区
つくの幼稚園 横浜市旭区
まきが原幼稚園 横浜市旭区
学校法人アルコットしみずがおか幼稚園 横浜市旭区
妙光電機（株） 横浜市旭区
（学）愛宕学園あたご幼稚園 横浜市旭区
上川井幼稚園 横浜市旭区
八ツ橋幼稚園 横浜市旭区
横浜三輪幼稚園 横浜市旭区
本宿幼稚園 横浜市旭区
学校法人和田学園　柏幼稚園 横浜市旭区
二俣川幼稚園 横浜市旭区
光の丘 横浜市旭区
高梨販売（株）神奈川中央営業所 横浜市旭区
中鉢建設（株） 横浜市旭区
東洋羽毛首都圏販売（株）横浜営業所 横浜市旭区
社会福祉法人マハ・マヤ会マヤ保育園 横浜市旭区
横浜市旭区役所 横浜市旭区
（株）アクタスダスキン都岡支店 横浜市旭区
（株）横浜レンタル 横浜市旭区
浅井建設（株） 横浜市旭区
菊池工業（株） 横浜市旭区
北沢建設（株） 横浜市旭区
横浜祭典（株） 横浜市旭区
神奈川日産自動車株式会社　旭都岡店 横浜市旭区
（学）金子学園上の原幼稚園 横浜市旭区
大成ロテック（株）横浜工事事務所 横浜市旭区
学校法人中野学院　認定こども園　オーセルわかば幼稚園 横浜市旭区
（株）栗原工務店 横浜市旭区
中山商店 横浜市旭区
（株）岩崎自動車商会 横浜市旭区
特別養護老人ホーム　あだちホーム 横浜市旭区
（株）松本商会 横浜市旭区
高梨販売（株） 横浜市旭区
（株）ダイケンシステム 横浜市旭区
横浜商科大学高等学校 横浜市旭区
社会福祉法人ちとせ会ちとせ保育園 横浜市旭区
横浜みなみ生活クラブ生活協同組合旭センター 横浜市旭区
株式会社タイヨウ 横浜市旭区
（有）小西オーガー 横浜市旭区
管清工業（株）横浜技術センター 横浜市旭区



東栄電設（株） 横浜市旭区
マックス販売株式会社　横浜営業所 横浜市旭区
医療法人社団　恵生会　上白根病院 横浜市旭区
（株）イトマンスイミングスクール横浜校 横浜市旭区
ヨコハマ防水（株） 横浜市旭区
横浜三育小学校 横浜市旭区
（株）チトセ鋼材 横浜市旭区
（有）水美社 横浜市旭区
日本瓦斯（株）旭営業所 横浜市旭区
（有）ヤマトメンテナンス 横浜市旭区
しらねの里 横浜市旭区
（有）伸和石油 横浜市旭区
（株）丸孝造園土木 横浜市旭区
サン建設株式会社 横浜市旭区
株式会社中野冷機神奈川 横浜市旭区
有限会社富澤興業 横浜市旭区
有限会社みあさ 横浜市旭区
興和工業株式会社 横浜市旭区
株式会社　生駒 横浜市旭区
社会福祉法人同愛会空とぶくじら社 横浜市旭区
横浜市水道局川井浄水場 横浜市旭区
株式会社ハウスマネジメント二俣川支店 横浜市旭区
（株）関東古紙商事 横浜市旭区
（有）モモセ自動車ガラス店 横浜市旭区
（株）矢部プロカッティング 横浜市旭区
（株）ツクモ 横浜市旭区
医療法人芳生会保土ケ谷病院 横浜市旭区
（株）オキナ 横浜市旭区
岩原工業（株） 横浜市旭区
横浜鶴ケ峰病院 横浜市旭区
丸昭自動車工業（株） 横浜市旭区
（有）吉田工事 横浜市旭区
マエダ薬品商事（株）旭営業所 横浜市旭区
学校法人旭学園今宿幼稚園 横浜市旭区
（株）クワハラ 横浜市旭区
株式会社ガイアート関東支店横浜営業所 横浜市旭区
（株）トキワ薬品化工 横浜市旭区
ソニック（株） 横浜市旭区
（株）緑栄 横浜市旭区
山名興業（株） 横浜市旭区
（有）コ－セイ建設 横浜市旭区



（株）ホンダカーズ横浜　旭今宿店 横浜市旭区
（株）カンキョーワークス 横浜市旭区
（株）神酒連横浜支店 横浜市旭区
四季の森幼稚園 横浜市旭区
（有）関水商事 横浜市旭区
神奈川スバル（株）二俣川営業所 横浜市旭区
日産プリンス神奈川販売（株）二俣川店 横浜市旭区
泉ブレイス株式会社 横浜市旭区
横浜トヨペット（株）鶴ヶ峰店 横浜市旭区
学校法人河原学園左近山幼稚園 横浜市旭区
（株）タイレイクリエイション 横浜市旭区
櫻井造園土木（株） 横浜市旭区
（株）日本ビデオセンター 横浜市旭区
（有）高橋造園土木 横浜市旭区
大成祭典株式会社 横浜市旭区
（有）ハマレッカーアンドライン 横浜市旭区
日本圧送（株） 横浜市旭区
（有）都岡スイミングクラブ 横浜市旭区
横浜市左近山地域ケアプラザ 横浜市旭区
（株）柏建設 横浜市旭区
トヨタカローラ神奈川（株）二俣川店 横浜市旭区
特別養護老人ホーム　シャロム横浜 横浜市旭区
特別養護老人ホーム弥生苑 横浜市旭区
安全自動車（株）横浜営業所 横浜市旭区
株式会社関工テクノシード 横浜市旭区
（有）神田工業 横浜市旭区
大成鉱業（株） 横浜市旭区
（株）シンショー横浜営業所 横浜市旭区
（株）ホームドライ 横浜市旭区
（有）湘南工事 横浜市旭区
横浜市若葉台地域ケアプラザ 横浜市旭区
（株）ホンダカーズ横浜希望が丘店 横浜市旭区
（株）川嶋土木 横浜市旭区
東京電力パワーグリッド㈱神奈川総支社　旭事務所 横浜市旭区
津軽商事株式会社 横浜市旭区
神奈川ハマタイヤ（株）本社 横浜市旭区
株式会社　泰山園 横浜市旭区
（株）千歳商会神奈川サービスセンター 横浜市旭区
（株）国際連邦警備保障 横浜市旭区
横浜市今宿地域ケアプラザ 横浜市旭区
（株）ファミリー・ホール 横浜市旭区



社会福祉法人悠遊会老人ホームサンライズヒル横浜 横浜市旭区
横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 横浜市旭区
株式会社ホンダカーズ横浜　緑園店 横浜市旭区
介護老人保健施設ハートケア左近山 横浜市旭区
横浜ほうゆう病院 横浜市旭区
十愛療育会横浜療育医療センター 横浜市旭区
㈱二俣川自動車学校 横浜市旭区
障害者支援施設　偕恵 横浜市旭区
株式会社　本田建築設計 横浜市旭区
三井不動産リアルティ株式会社　二俣川センター 横浜市旭区
有限会社　住心 横浜市旭区
象産業株式会社 横浜市旭区
株式会社レント　横浜旭営業所 横浜市旭区
万騎が原地域ケアプラザ 横浜市旭区
株式会社ホンダプリモ旭 横浜市旭区
有限会社双美 横浜市旭区
松浦商事（株）横浜支店 横浜市旭区
（有）高千穂環境 横浜市旭区
イワタニ首都圏（株）横浜支店 横浜市旭区
よこはま動物園ズーラシア 横浜市旭区
有限会社国岡商会 横浜市旭区
有限会社ミヤゴ建設 横浜市旭区
（株）ティップネス二俣川店 横浜市旭区
株式会社　足立組 横浜市旭区
フレーミア 横浜市旭区
蔦森建設工業株式会社 横浜市旭区
有限会社　丸正興業 横浜市旭区
横浜メンテナンス株式会社 横浜市旭区
さくら苑ヘルパーステーション 横浜市旭区
ホシザキ湘南（株）飲料機器課 横浜市旭区
株式会社　富士フォークリフト 横浜市旭区
介護老人保健施設リハセンターさわやか 横浜市旭区
ホシザキ湘南株式会社　二俣川営業所 横浜市旭区
株式会社アシレ 横浜市旭区
株式会社　秋山建機 横浜市旭区
谷商設備株式会社 横浜市旭区
株式会社　グローバルテクノス 横浜市旭区
有限会社　ビッグサン 横浜市旭区
株式会社保土ヶ谷技研 横浜市旭区
東海澱粉株式会社　横浜営業所 横浜市旭区
一般財団法人若葉台まちづくりセンター 横浜市旭区



介護保険センター　生活デザイン館 横浜市旭区
訪問看護リハビリステーション　銀の舞 横浜市旭区
特定非営利活動法人いっぱい障がい者地域生活サポート会 横浜市旭区
横浜市鶴ヶ峰地域ケアプラザ 横浜市旭区
有限会社　アルミナ 横浜市旭区
株式会社　シンコーハイウェイサービス横浜町田事業所 横浜市旭区
グランド産業株式会社 横浜市旭区
株式会社　吉田工務店 横浜市旭区
ディサービスセンター愛・らいふ・遊 横浜市旭区
出光リテール販売㈱神奈川カンパニー 横浜市旭区
池田商店　横浜工場 横浜市旭区
東急リバブル株式会社　二俣川センター 横浜市旭区
北海工業株式会社 横浜市旭区
株式会社　エヌ・ケー 横浜市旭区
マルソ・バロン警備保障二俣川合同営業所 横浜市旭区
運転免許本部運転免許課 横浜市旭区
介護老人保健施設　老健リハビリよこはま 横浜市旭区
株式会社　ミライト　神奈川土木技術センタ 横浜市旭区
株式会社　浜 横浜市旭区
横浜市川井地域ケアプラザ 横浜市旭区
明治牛乳　旭宅配センター 横浜市旭区
横浜市　旭消防署　総務予防課 横浜市旭区
横浜農業協同組合　二俣川支店 横浜市旭区
旭警察署 横浜市旭区
横浜市水道局工業用水課 横浜市旭区
東芝テクノシステム株式会社 横浜市旭区
株式会社　エムテック 横浜市旭区
東日本イワタニガス株式会社 横浜市旭区
株式会社Ｍ・Ｒ・Ｋ 横浜市旭区
ともろー園訪問看護ステーション市沢 横浜市旭区
株式会社サカモト 横浜市旭区
株式会社　高橋造園 横浜市旭区
ロイヤルホームセンター株式会社　ロイヤルホームセンター横浜四季の森店 横浜市旭区
有限会社　十一興業 横浜市旭区
東芝コンシューママーケティング株式会社 横浜市旭区
浜銀ＴＴ証券株式会社二俣川支店 横浜市旭区
医療法人社団　悠仁会 横浜市旭区
石橋産業横浜営業所 横浜市旭区
ヒラノ商事株式会社 横浜市旭区
有限会社福士興業 横浜市旭区
旭　翔 横浜市旭区



横浜農業協同組合　本店 横浜市旭区
有限会社　佐々木開発 横浜市旭区
横浜市南希望が丘地域ケアプラザ 横浜市旭区
株式会社　川井蓄電池工業所 横浜市旭区
藤松産業株式会社 横浜市旭区
住宅情報館株式会社　二俣川店 横浜市旭区
株式会社　クローバー 横浜市旭区
㈱久野産業 横浜市旭区
横浜聖地霊園 横浜市旭区
横浜ビルドシェア株式会社 横浜市旭区
竜泉寺の湯　横濱鶴ケ峰店 横浜市旭区
訪問看護リハビリステーション　さくら苑 横浜市旭区
株式会社　コムデン 横浜市旭区
食彩工房株式会社 横浜市旭区
横浜市今宿西地域ケアプラザ 横浜市旭区
㈱エフワンエヌ南関東支店 横浜市旭区
株式会社　シモダ神奈川営業所 横浜市旭区
有限会社　明治警備 横浜市旭区
特別養護老人ホームさくら苑 横浜市旭区
ネッツトヨタ神奈川株式会社　二俣川店 横浜市旭区
ネッツトヨタ神奈川㈱Ｕ－Ｃａｒ東名横浜店 横浜市旭区
株式会社ホゼン横浜支店 横浜市旭区
丸山製麺株式会社 横浜市旭区
株式会社エフカーゴ 横浜市旭区
株式会社　湘南サンテクノ　横浜事業所 横浜市旭区
介護老人保健施設　四季の森 横浜市旭区
株式会社　三ツ境電気 横浜市旭区
株式会社　ニットク 横浜市旭区
ホームケアコラージュ 横浜市旭区
福山産業株式会社 横浜市旭区
特別養護老人ホーム　今宿ホーム 横浜市旭区
三井住友信託銀行二俣川支店 横浜市旭区
株式会社創和エンジニアリング 横浜市旭区
旭訪問看護リハビリステーション 横浜市旭区
有限会社　田口工務店 横浜市旭区
有限会社　今野鳶興業 横浜市旭区
ウインズインポート横浜株式会社フォルクスワーゲン二俣川 横浜市旭区
株式会社　小泉神奈川　旭営業所 横浜市旭区
社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション旭 横浜市旭区
有限会社　三本興業 横浜市旭区
㈲森永ミルク＆ヘルシーサービス 横浜市旭区



Ｒｅｄ　Ｗｉｎｇ　赤刎賢治 横浜市旭区
医療法人社団　みさとまこと会 横浜市旭区
環境創造局北部公園緑地事務所 横浜市旭区
東日本三菱自動車販売株式会社 横浜市旭区
有限会社ウィステリアグリーン 横浜市旭区
株式会社　エナジー 横浜市旭区
アサヒ部品株式会社 横浜市旭区
高城興業有限会社 横浜市旭区
ラブリー旭工場 横浜市旭区
セントラルフィットネスクラブ二俣川 横浜市旭区
株式会社　タカショー 横浜市旭区
恵比寿機工株式会社 横浜市旭区
ビコー訪問看護リハビリステーション 横浜市旭区
ロードアート株式会社 横浜市旭区
デイサービスとわ今宿 横浜市旭区
株式会社創和横浜営業所 横浜市旭区
株式会社ラストメイク四季 横浜市旭区
オアフクラブ若葉台 横浜市旭区
株式会社ナカコー 横浜市旭区
有限会社　泰興建設 横浜市旭区
有限会社　エム・アンド・アイ 横浜市旭区
小島電機工業株式会社　旭営業所 横浜市旭区
神奈川県警察本部駐車対策課放置違反金センター 横浜市旭区
若葉台スポーツ・文化クラブ 横浜市旭区
株式会社　新翔 横浜市旭区
神奈川県交通安全協会 横浜市旭区
株式会社Ｙ・Ｐ・Ｓ 横浜市旭区
株式会社スワレント 横浜市旭区
ススム工業有限会社　上白根事業所 横浜市旭区
神奈川トヨタ自動車株式会社希望ヶ丘店 横浜市旭区
株式会社メイクアップ 横浜市旭区
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社旭事務所 横浜市旭区
株式会社ウィルフロンティア 横浜市旭区
株式会社クラヤ・エデュケーション 横浜市旭区
フレアス在宅マッサージ横浜あさひ 横浜市旭区
日向台病院 横浜市旭区
エタニティ運転代行 横浜市旭区
株式会社三和水道管理 横浜市旭区
株式会社デリフラワー 横浜市旭区
株式会社八神製作所横浜営業所 横浜市旭区
株式会社ＫＮＡ 横浜市旭区



株式会社ダイショー 横浜市旭区
保安道路企画株式会社 横浜市旭区
有限会社坂田建設 横浜市旭区
株式会社コスモ 横浜市旭区
ツクイ横浜旭川井宿 横浜市旭区
株式会社石澤建設 横浜市旭区
セコム株式会社旭支社 横浜市旭区
株式会社中村工務店 横浜市旭区
株式会社ヤマシタ横浜旭営業所 横浜市旭区
有限会社鍋倉工務店 横浜市旭区
綜合警備保障株式会社　横浜北支社　三ツ境営業所 横浜市旭区
株式会社フクザワ 横浜市旭区
訪問看護ステーションかわい 横浜市旭区
株式会社　きさいち食品 横浜市旭区
株式会社　ヒューマンハート 横浜市旭区
交通総務課 横浜市旭区
株式会社ライジング 横浜市旭区
株式会社　東栄住宅　二俣川営業所 横浜市旭区
株式会社横浜技術コンサルタント 横浜市旭区
株式会社ホーク・ワン　横浜支店 横浜市旭区
シーピーエンジニアリング株式会社 横浜市旭区
スズキアリーナ横浜旭 横浜市旭区
株式会社　紋寿 横浜市旭区
横浜メルテック二俣川事業所 横浜市旭区
有限会社　福田総業 横浜市旭区
ブルスク興業株式会社 横浜市旭区
ホームポジション株式会社　神奈川支店 横浜市旭区
社会福祉法人　白根学園　ホーム歩 横浜市旭区
社会福祉法人　ル・プリ 横浜市旭区
株式会社　エステーホーム神奈川事務所 横浜市旭区
株式会社　キャット 横浜市旭区
ぶどうの実 横浜市旭区
社会福祉法人　白根学園　社会就労センター 横浜市旭区
社会福祉法人　白根学園　地域生活センター和 横浜市旭区
大建設株式会社 横浜市旭区
有限会社　カワビエンジニアリング 横浜市旭区
銀の舞ケア２４ 横浜市旭区
有限会社　冨士原組 横浜市旭区
東邦アルミ建材　株式会社 横浜市旭区
株式会社　ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ 横浜市旭区
社会福祉法人隆徳会　サニーヒル横浜 横浜市旭区



芙蓉建設株式会社 横浜市旭区
株式会社エヌケー新土木研究所　横浜機材センター 横浜市旭区
赤坂造園有限会社 横浜市旭区
ひと花　訪問看護リハビリステーション 横浜市旭区
株式会社Ｄｏｎｘ 横浜市旭区
ＭＲテクノス株式会社 横浜市旭区
株式会社小林組 横浜市旭区
株式会社ペンタくん　横浜店 横浜市旭区
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン神奈川カンパニー旭営業所 横浜市旭区
神奈川ダイハツ販売株式会社法人営業部 横浜市旭区
株式会社ロマック善部町事務所 横浜市旭区
イエローハット　横浜川井店 横浜市旭区
有限会社　萬代組 横浜市旭区
医療法人敬歯会　介護老人保健施設　けいあいの郷今宿 横浜市旭区
竹山・上白根病院訪問看護ステーション 横浜市旭区
ＮＰＯ法人障害者地域活動ホームあさひ 横浜市旭区
介護老人福祉施設　ヴィラ南本宿 横浜市旭区
株式会社ユウケイ愛訪問看護ステーション 横浜市旭区
有限会社かつよし工業 横浜市旭区
ミナミ関東代行 横浜市旭区
一般財団法人てとてリンクよこはま訪問看護ステーションサテライト鶴ヶ峰 横浜市旭区
津久見建設株式会社 横浜市旭区
有限会社　大宮保温 横浜市旭区
株式会社大作機興 横浜市旭区
介護老人保健施設シオンよこはま 横浜市旭区
メディケア看護希望が丘 横浜市旭区
介護老人福祉施設　ヴィラ横浜 横浜市旭区
烏森電気株式会社　横浜営業所 横浜市旭区
株式会社ジャパンビジネスサポート 横浜市旭区
有限会社八ッ橋スイミングクラブ 横浜市旭区
旭リボート株式会社 横浜市旭区
第十興産株式会社ＴＭコーポレーション神奈川 横浜市旭区
株式会社ミヤビ工建 横浜市旭区
株式会社ヤスムラ　旭営業所 横浜市旭区
新和技工株式会社 横浜市旭区
日産自動車株式会社　日産教育センター 横浜市旭区
読売センター　新井町 横浜市旭区
ＡＭＡＩＳＥ　ＰＬＵＳ株式会社 横浜市旭区
有限会社　青柳自動車 横浜市旭区
株式会社ベイサイドテクノス 横浜市旭区



株式会社グリーンプランニング 横浜市旭区
有限会社読売川井都岡サービスセンター 横浜市旭区
社会福祉法人　山根会 横浜市旭区
読売センター　三ツ境 横浜市旭区
朝日生命保険相互会社　二俣川営業所 横浜市旭区
湘南テクノ株式会社 横浜市旭区
読売センター　二俣川 横浜市旭区
株式会社ＡＧ 横浜市旭区
株式会社スズキマリン関東営業所 横浜市旭区
株式会社リフレッシュ 横浜市旭区
昭和エンジニアリング株式会社 横浜市旭区
株式会社エイシン 横浜市旭区
光和エナジー株式会社 横浜市旭区
マルト機械建設株式会社 横浜市旭区
株式会社東晃防災 横浜市旭区
ダスキン横浜旭メリーメイド 横浜市旭区
新緑脳神経外科 横浜市旭区
神奈川トヨタ自動車株式会社　中古車タウン二俣川 横浜市旭区
有限会社　ワイズ電気 横浜市旭区
神奈川トヨタ自動車（株）トヨタモビリティ神奈川　旭今宿店 横浜市旭区
医療法人誠心会　神奈川病院 横浜市旭区
株式会社ＪＰステップ 横浜市旭区
一般社団法人バンデリージャスポーツクラブ 横浜市旭区
赤枝病院 横浜市旭区
グリーンリーブス赤枝 横浜市旭区
プレスクール若葉幼稚園 横浜市旭区
訪問マッサージはりきゅうあん寿　横浜旭 横浜市旭区
横浜市　旭消防署　警防課 横浜市旭区
神奈川県港南警察署 横浜市港南区
京急上大岡自動車学校 横浜市港南区
日本郵便株式会社港南郵便局 横浜市港南区
小梅商事有限会社 横浜市港南区
横浜刑務所 横浜市港南区
永泰電設（株） 横浜市港南区
交易食品株式会社 横浜市港南区
株式会社横浜銀行上大岡支店 横浜市港南区
（株）ミナト 横浜市港南区
横浜市資源循環局港南事務所 横浜市港南区
（株）渋谷興業 横浜市港南区
株式会社日野興業 横浜市港南区
同塵会特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜市港南区



横浜農業協同組合　港南支店 横浜市港南区
横浜市港南土木事務所 横浜市港南区
（株）アートプロジェクト 横浜市港南区
（株）高商 横浜市港南区
（株）みずほ銀行上大岡支店 横浜市港南区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行上大岡支店 横浜市港南区
（株）ヨシケイ横浜 横浜市港南区
横浜市港南消防署 横浜市港南区
株式会社三恵商会 横浜市港南区
株式会社　浦山工務店 横浜市港南区
学校法人横浜大谷学園 横浜市港南区
学校法人清長学園竹の子幼稚園 横浜市港南区
春日野幼稚園 横浜市港南区
森が丘幼稚園 横浜市港南区
永野幼稚園 横浜市港南区
（株）滝田商会 横浜市港南区
（株）メイショク 横浜市港南区
浜設備興業（株） 横浜市港南区
（株）サカエ塗装 横浜市港南区
株式会社大津スイミング企画 横浜市港南区
東京ガスエコモ株式会社 横浜市港南区
株式会社ホンダカーズ横浜　港南店 横浜市港南区
横浜農業協同組合日野支店 横浜市港南区
横浜農業協同組合　上大岡支店 横浜市港南区
宮ケ谷学園かもめ幼稚園 横浜市港南区
（株）新世 横浜市港南区
（株）港南スイミングクラブ 横浜市港南区
信栄学園野庭聖佳幼稚園 横浜市港南区
根本建設（株） 横浜市港南区
萬産業（株） 横浜市港南区
高津戸建設工業株式会社 横浜市港南区
株式会社清水康益社 横浜市港南区
（株）せんざん本店 横浜市港南区
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行港南台支店 横浜市港南区
（株）イタヤマ 横浜市港南区
学校法人ミネルヴァ学園　野庭幼稚園 横浜市港南区
学校法人太田学園港南台幼稚園 横浜市港南区
横浜市環境創造局南部公園緑地事務所 横浜市港南区
ハート（株） 横浜市港南区
（株）一幸堂 横浜市港南区
美し野幼稚園 横浜市港南区



森元工業（株） 横浜市港南区
（株）笠原工務店 横浜市港南区
（株）ライフコア横浜 横浜市港南区
横浜みなみ生活クラブ生活協同組合港南センター 横浜市港南区
港南測量設計（株） 横浜市港南区
ダイドービバレッジサービス（株）みなと営業所横浜南出張所 横浜市港南区
遠藤造園 横浜市港南区
セフティー電気用品株式会社 横浜市港南区
那須産業（株） 横浜市港南区
（株）港南植木ガーデン 横浜市港南区
横浜市港南区役所 横浜市港南区
三井住友信託銀行（株）港南台支店 横浜市港南区
日産プリンス神奈川販売株式会社港南店 横浜市港南区
（株）キクシマ 横浜市港南区
学校法人イルカ学園宝島幼稚園 横浜市港南区
櫻井レッカー 横浜市港南区
佐藤組 横浜市港南区
横浜農業協同組合　港南台支店 横浜市港南区
（株）盛工自動車整備工場 横浜市港南区
ＪＡ横浜協同サービス港南台支店 横浜市港南区
株式会社ジェイコム湘南・神奈川南横浜局 横浜市港南区
株式会社アマノ技研 横浜市港南区
（株）八千代ポートリー 横浜市港南区
㈲志田工務店 横浜市港南区
株式会社丸喜 横浜市港南区
日本郵便株式会社港南台郵便局 横浜市港南区
有限会社福田紙業 横浜市港南区
小原オートサービス（株） 横浜市港南区
東樹院幼稚園 横浜市港南区
横浜トヨペット（株）港南店 横浜市港南区
株式会社櫻井 横浜市港南区
（株）アイシン 横浜市港南区
株式会社松田通信工業 横浜市港南区
（株）小松産業 横浜市港南区
浜誠建設 横浜市港南区
矢崎設備工業（株） 横浜市港南区
（株）佐々木石材店 横浜市港南区
有限会社高橋電工社 横浜市港南区
斉田電機産業（株） 横浜市港南区
清水橋クリニック 横浜市港南区
株式会社大山会計 横浜市港南区



ユニデック株式会社 横浜市港南区
株式会社サンワ　横浜営業所 横浜市港南区
（株）ダック　本社横浜商品センター 横浜市港南区
港南建設 横浜市港南区
トキワ電設（株） 横浜市港南区
株式会社ツノダ測量 横浜市港南区
消防設備サービス 横浜市港南区
横浜金井学園 横浜市港南区
社会福祉法人ひまわり福祉会特別養護老人ホーム野庭苑 横浜市港南区
トヨタモビリティ神奈川　港南店 横浜市港南区
平成ケンソー（株） 横浜市港南区
（株）田岡工業所 横浜市港南区
昇栄工業（株） 横浜市港南区
横浜少年鑑別所 横浜市港南区
ホンマ工業 横浜市港南区
清建開発（株） 横浜市港南区
（有）稲村クリーニング店 横浜市港南区
㈱福本園芸 横浜市港南区
株式会社京急百貨店 横浜市港南区
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）戸塚セールスセンター 横浜市港南区
株式会社ユニマットライフ　南横浜営業所 横浜市港南区
（株）湘南管財 横浜市港南区
株式会社大八 横浜市港南区
株式会社フジマック 横浜市港南区
すずかけの郷介護サービスセンター 横浜市港南区
金子軽窓工業（株） 横浜市港南区
ヤナダ電工（株） 横浜市港南区
肉の浜進 横浜市港南区
（有）ダスキン原沢日野支店 横浜市港南区
（株）ルネサンススポーツクラブルネサンス港南台 横浜市港南区
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社上大岡支店 横浜市港南区
有限会社エムテックグリーン 横浜市港南区
（株）ホンダカーズ横浜上大岡店 横浜市港南区
株式会社ヘルツ 横浜市港南区
株式会社川久保企画 横浜市港南区
（株）日本造園 横浜市港南区
医療法人健生会あさくら訪問看護ステーション 横浜市港南区
布亀マザーケア株式会社港南ＤＣ 横浜市港南区
株式会社アミティー 横浜市港南区
スズキ自販神奈川　アリーナ日野中央店 横浜市港南区
一般社団法人日本自動車連盟神奈川支部　港南基地 横浜市港南区



三井不動産リアルティ株式会社　港南台センター 横浜市港南区
積水ハウス不動産東京株式会社　横浜南賃貸営業所 横浜市港南区
大和冷機工業（株）横浜南営業所 横浜市港南区
アサヒ飲料販売株式会社横浜南支店 横浜市港南区
橋爪建設株式会社 横浜市港南区
グローリーナスカ株式会社南関東支店 横浜市港南区
フランスベッド株式会社メディカル横浜営業所 横浜市港南区
有限会社三友工業 横浜市港南区
リコージャパン株式会社 横浜市港南区
フローレンスケア港南台 横浜市港南区
介護老人保健施設港南あおぞら 横浜市港南区
神奈川日産自動車株式会社　港南日野店 横浜市港南区
横浜市野庭地域ケアプラザ 横浜市港南区
株式会社フロンティア横浜南営業所 横浜市港南区
横浜市港南中央地域ケアプラザ 横浜市港南区
セコム株式会社　上大岡支社 横浜市港南区
株式会社モトーレン湘南　港南支店 横浜市港南区
ダイドードリンコ株式会社　首都圏第一支店 横浜市港南区
横浜市交通局上永谷車両基地 横浜市港南区
株式会社アーネストワン港南台営業所 横浜市港南区
横浜トヨペット株式会社レクサス港南台 横浜市港南区
相鉄企業（株） 横浜市港南区
荻野化成（株）横浜支店 横浜市港南区
医療法人裕徳会　あったか訪問看護ステーション 横浜市港南区
アシストケア 横浜市港南区
神奈川スバル㈱港南店 横浜市港南区
浜銀ＴＴ証券株式会社港南台支店 横浜市港南区
いちよし証券株式会社上大岡支店 横浜市港南区
ウエインズインポートカーズ株式会社ＭⅠＮⅠ港南台 横浜市港南区
株式会社ツクイ横浜港南台デイサービスセンター 横浜市港南区
ロイヤルホームセンター株式会社港南台店 横浜市港南区
渡辺パイプ株式会社横浜南サービスセンター 横浜市港南区
株式会社ツクイ横浜日野中央営業所 横浜市港南区
訪問看護ステーション　ふれあい２１ 横浜市港南区
神奈川県立精神医療センター 横浜市港南区
（株）ツクイ　横浜港南 横浜市港南区
ツクイ港南中央 横浜市港南区
株式会社　関東マツダ　港南台店 横浜市港南区
横浜住建株式会社 横浜市港南区
株式会社　木曽路 横浜市港南区
港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家 横浜市港南区



横浜市東永谷地域ケアプラザ 横浜市港南区
横浜市日野南地域ケアプラザ 横浜市港南区
Ａｕｄｉ港南台 横浜市港南区
株式会社ＵＲコミュニティ　横浜南住まいセンター 横浜市港南区
株式会社　フェニックス 横浜市港南区
株式会社りそな銀行　上大岡支店 横浜市港南区
株式会社　総栄 横浜市港南区
東日本三菱自動車販売株式会社港南店 横浜市港南区
東京ガスエコモ株式会社 横浜市港南区
一般社団法人横浜市港南区医師会訪問看護ステーション 横浜市港南区
有限会社ニシイ 横浜市港南区
ネッツトヨタ神奈川（株）ウェインズ港南中央店 横浜市港南区
済生会南部訪問看護ステーション 横浜市港南区
瑞穂の大地デイサービスセンター 横浜市港南区
有限会社治木土建 横浜市港南区
東邦薬品株式会社　横浜港南営業所 横浜市港南区
アクティブ運転代行 横浜市港南区
株式会社ミライト　神奈川支店アクセス部横浜技術センタ 横浜市港南区
株式会社タイセイ・ハウジー上大岡営業所 横浜市港南区
プライムネット株式会社 横浜市港南区
特定非営利活動法人　こころの健康を考えるかるがも会 横浜市港南区
株式会社ホンダウイング上大岡 横浜市港南区
有限会社　一建テック 横浜市港南区
有限会社　古山建装 横浜市港南区
世紀東急工業株式会社　港南営業所 横浜市港南区
株式会社ハウスメイトマネジメント　横浜港南支店 横浜市港南区
ヤマダ電機テックランド横浜本店 横浜市港南区
瑞穂の大地介護保険センター 横浜市港南区
株式会社ヤマシタコーポレーション横浜港南営業所 横浜市港南区
上永谷デイサービスセンターすずかけの郷 横浜市港南区
綜合警備保障株式会社　横浜支社　上大岡営業所 横浜市港南区
株式会社日本ウォーターテックス横浜事業所 横浜市港南区
住宅情報館（株）港南台店 横浜市港南区
芹が谷やまゆり園 横浜市港南区
社会福祉法人　寿楽園 横浜市港南区
医療法人社団善仁会　上永谷クリニック 横浜市港南区
ケアーズ港南台　訪問看護リハビリステーション 横浜市港南区
株式会社アンカーメディック横浜営業所 横浜市港南区
株式会社　山本建設 横浜市港南区
株式会社オープンハウス上大岡営業センター 横浜市港南区
三井住友信託銀行株式会社　上大岡支店 横浜市港南区



株式会社極楽湯横浜芹が谷店 横浜市港南区
有限会社スズデンエンジニアリング 横浜市港南区
中央シェル石油販売株式会社 横浜市港南区
株式会社イノベイションオブメディカルサービス 横浜市港南区
ヤマト自動車硝子株式会社横浜店 横浜市港南区
株式会社ケアプラス横浜港南営業所 横浜市港南区
株式会社お元気福祉サービス 横浜市港南区
株式会社アール・クラ 横浜市港南区
バディ代行 横浜市港南区
有限会社ホソイ 横浜市港南区
横浜市港南消防署港南台消防出張所 横浜市港南区
コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 横浜市港南区
運転代行ＪＡＰＡＮ 横浜市港南区
株式会社首都圏メディカル　横浜営業所 横浜市港南区
株式会社　エムズフロンティア 横浜市港南区
ポラリスデイサービスセンター　横浜港南台 横浜市港南区
横浜市環境事業協同組合 横浜市港南区
株式会社やまねメディカル　かがやきデイサービス芹が谷 横浜市港南区
メルセデス・ベンツ港南台 横浜市港南区
株式会社コアデンタルラボ横浜 横浜市港南区
ミネ工業株式会社 横浜市港南区
株式会社東栄住宅港南台営業所 横浜市港南区
株式会社キンライサー横浜営業所 横浜市港南区
リストインターナショナルリアルティ株式会社　上大岡支店 横浜市港南区
みずほクリニック 横浜市港南区
自衛隊神奈川地方協力本部　上大岡募集案内所 横浜市港南区
医療法人　ＭｏＬｅａｄ　つながるクリニック 横浜市港南区
（株）ヤマダデンキ　横浜本店 横浜市港南区
シーダ日野学園 横浜市港南区
住友不動産販売株式会社 横浜市港南区
有限会社　南横浜トーヨー住器 横浜市港南区
ダイハツ横浜南販売株式会社 横浜市港南区
株式会社大神　横浜南店 横浜市港南区
シーダひのき工房 横浜市港南区
港南テクニクス株式会社 横浜市港南区
ハートネット・フィジオスタジオ　愛フィット港南 横浜市港南区
訪問看護ステーション　ハートネット 横浜市港南区
三幸メンテサービス株式会社 横浜市港南区
港南台病院 横浜市港南区
横浜市下永谷地域ケアプラザ 横浜市港南区
医療法人裕徳会　よこはま港南台地域包括ケア病院 横浜市港南区



特別養護老人ホーム日野サザンポート 横浜市港南区
特別養護老人ホームサンバレー 横浜市港南区
横浜市日下地域ケアプラザ 横浜市港南区
（株）ミニテック　上大岡店 横浜市港南区
株式会社スピードワーク 横浜市港南区
ワタミの宅食　横浜港南営業所 横浜市港南区
神奈川ダイハツ販売株式会社　港南台店 横浜市港南区
株式会社ＭＥＤＩＣＡＬＢＡＹ　ＲＡＱＮＥＳＳ 横浜市港南区
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社　港南台支店 横浜市港南区
ＭＳＤ株式会社 横浜市港南区
株式会社寺岡精工　東京支店　神奈川営業所 横浜市港南区
ケーアイケーエンジニアリング株式会社 横浜市港南区
株式会社福岡造園 横浜市港南区
ノアインドアステージ横浜東戸塚 横浜市港南区
株式会社在宅看護センター横浜 横浜市港南区
株式会社ビーライフ 横浜市港南区
株式会社アルス 横浜市港南区
株式会社エスオ― 横浜市港南区
前田・大日本土木・宮内建設共同企業体 横浜市港南区
株式会社エース産業 横浜市港南区
有限会社双栄 横浜市港南区
朝日生命保険（相）上大岡営業所 横浜市港南区
医療法人コムニカ　ホームケアクリニック横浜港南 横浜市港南区
神奈川トヨタ自動車株式会社 横浜市港南区
株式会社Ｅ＆Ａ　ＹＣ笹下 横浜市港南区
有限会社ヨコハマ昇降機 横浜市港南区
第一三共株式会社　横浜支店　横浜南営業所 横浜市港南区
アライグリーン株式会社 横浜市港南区
株式会社タテノプランニング 横浜市港南区
株式会社トーヨーコーポレーション　横浜営業所 横浜市港南区
株式会社永島建設 横浜市港南区
看護小規模多機能型居宅介護　クロスハート港南・横浜 横浜市港南区
フルライフ港南 横浜市港南区
株式会社平川建設 横浜市港南区
有限会社弘建工業 横浜市港南区
港南消防署　警防課 横浜市港南区
ガイア訪問看護ステーション　上大岡 横浜市港南区
ガイア訪問看護ステーション　港南 横浜市港南区
放課後デイサービスｔｏｉｒｏ　日野 横浜市港南区
株式会社クラシアン　南横浜支社 横浜市港南区
株式会社クレイン 横浜市港南区



㈱　菊名ドライビングスクール 横浜市港北区
奈良建設（株） 横浜市港北区
㈱　ヨロズ 横浜市港北区
日吉自動車学校 横浜市港北区
港北消防署　総務・予防課 横浜市港北区
横浜市資源循環局　港北事務所 横浜市港北区
㈱　コヤマドライビングスクール横浜 横浜市港北区
日本郵便㈱　港北郵便局 横浜市港北区
森永乳業　㈱　横浜支店 横浜市港北区
（株）米山商事 横浜市港北区
（株）浅川製作所 横浜市港北区
日機道路（株） 横浜市港北区
長瀬工業（株） 横浜市港北区
ミクロン電気（株） 横浜市港北区
旭建設（株） 横浜市港北区
株式会社りそな銀行　綱島支店 横浜市港北区
横浜市水道局給水サービス部菊名水道事務所 横浜市港北区
㈱　横浜銀行　綱島支店 横浜市港北区
富士食品工業㈱ 横浜市港北区
アマノ　㈱ 横浜市港北区
㈱　山王 横浜市港北区
港北警察署 横浜市港北区
（株）岸田 横浜市港北区
横浜トヨペット　㈱　港北店 横浜市港北区
横浜農業協同組合　港北支店 横浜市港北区
㈱　名給 横浜市港北区
㈱　ホンダカーズ神奈川北　綱島店 横浜市港北区
（株）宮川製作所 横浜市港北区
㈱　アルプス物流　横浜営業所 横浜市港北区
三吉工業（株） 横浜市港北区
㈱　興栄 横浜市港北区
（株）サンゴ 横浜市港北区
日本スピン　㈱ 横浜市港北区
小野薬品工業　㈱　横浜支店 横浜市港北区
狩野税務会計事務所 横浜市港北区
ウォーターメイツスイムクラブ 横浜市港北区
岩谷産業　㈱　横浜支店 横浜市港北区
ヤマニ産機㈱ 横浜市港北区
（有）豊工業所 横浜市港北区
㈱　互省製作所 横浜市港北区
牧井ステンレス（株） 横浜市港北区



リーダー電子　㈱ 横浜市港北区
学校法人池谷学園　冨士見幼稚園 横浜市港北区
星電設株式会社 横浜市港北区
日本オートマチックマシン（株）横浜工場 横浜市港北区
㈱　トーエル　横浜営業所 横浜市港北区
丸わ建設（株） 横浜市港北区
㈱　白洋舎 横浜市港北区
新光建設　㈱ 横浜市港北区
（株）時久組 横浜市港北区
㈱トーヨー 横浜市港北区
㈱ヒートエナジーテック 横浜市港北区
美浜建機（株） 横浜市港北区
エンゼル幼稚園 横浜市港北区
藤沢造園（株） 横浜市港北区
横浜農業協同組合　小机支店 横浜市港北区
㈱　関電工　配電本部　神奈川地中配電支社 横浜市港北区
（株）ミツハシ港北営業本部 横浜市港北区
ロジスネクスト東京　㈱　横浜北支店 横浜市港北区
（株）五明紙器製作所 横浜市港北区
（株）森下 横浜市港北区
㈱　三信電機製作所 横浜市港北区
関東化学　㈱　京浜営業所 横浜市港北区
（株）星野土建 横浜市港北区
扶桑電機　㈱ 横浜市港北区
横浜市港北区港北土木事務所 横浜市港北区
㈱　太堀 横浜市港北区
㈱エヌエフホールディングス 横浜市港北区
トーケン機械工業　㈱ 横浜市港北区
（株）日吉製作所 横浜市港北区
河野建設（株） 横浜市港北区
日本郵便　㈱　綱島郵便局 横浜市港北区
㈱　北原紙器製作所 横浜市港北区
㈱　春秋商事 横浜市港北区
ニッパ　㈱ 横浜市港北区
㈱　和光 横浜市港北区
㈱　ソルトン 横浜市港北区
㈱　ビーエム昌和 横浜市港北区
株式会社新横浜薬品 横浜市港北区
（株）ハセテック 横浜市港北区
久良岐屋石油（株） 横浜市港北区
横浜農業協同組合　日吉支店 横浜市港北区



㈱　小泉神奈川 横浜市港北区
（株）本多組 横浜市港北区
神奈川ダイハツ販売（株）港北店 横浜市港北区
㈱　三美 横浜市港北区
（株）和田砂利商会 横浜市港北区
小保エンジニアリング　㈱ 横浜市港北区
トム通信工業　㈱ 横浜市港北区
㈱　甲陵樹脂 横浜市港北区
（株）エイト工業 横浜市港北区
（有）ヨネヤマプランテイション 横浜市港北区
株式会社　オフィスポート 横浜市港北区
（株）マルゼン横浜支社 横浜市港北区
有限会社まさや 横浜市港北区
㈱　コクブ 横浜市港北区
㈱　ホギメデイカル 横浜市港北区
鳥居薬品　㈱　横浜オフィス 横浜市港北区
林建設（株） 横浜市港北区
城郷幼稚園 横浜市港北区
長福寺第二幼稚園 横浜市港北区
学校法人　平等学園　新羽幼稚園 横浜市港北区
㈱　カンドー横浜営業所 横浜市港北区
樽町白梅幼稚園 横浜市港北区
（株）東陽 横浜市港北区
学校法人日吉さくら幼稚園 横浜市港北区
（株）魚のぶ 横浜市港北区
（株）綱島建機 横浜市港北区
㈱　ヤマソウ 横浜市港北区
㈱　ロッテ　神奈川支店 横浜市港北区
株式会社　神港商会 横浜市港北区
神奈川スバル　㈱　新横浜 横浜市港北区
武相学園 横浜市港北区
日本精密発条　㈱ 横浜市港北区
㈱　三矢 横浜市港北区
㈱　サンオータス 横浜市港北区
光洋自動機（株） 横浜市港北区
㈱　ジャスコ 横浜市港北区
（株）横浜自動機 横浜市港北区
城南信用金庫　小机支店 横浜市港北区
日本圧着端子製造　㈱ 横浜市港北区
シンデン（株） 横浜市港北区
横浜市港北区役所 横浜市港北区



小松商事　㈱ 横浜市港北区
チロル幼稚園 横浜市港北区
三由工業　㈱ 横浜市港北区
有限会社遠藤組 横浜市港北区
横浜日本プレス販売（株） 横浜市港北区
ワコー電子（株） 横浜市港北区
ザ・ニューオークラ 横浜市港北区
有限会社国豊 横浜市港北区
（株）安齊商店 横浜市港北区
株式会社天屋工務店 横浜市港北区
㈱　ホンダカーズ神奈川東 横浜市港北区
（株）啓徳社 横浜市港北区
中央労働金庫新横浜支店 横浜市港北区
夢工房だいあん株式会社 横浜市港北区
コマニー株式会社　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　カンドー　導管事業本部　神奈川営業所 横浜市港北区
窪倉電設　㈱ 横浜市港北区
学校法人　大谷学園　港北事務局 横浜市港北区
森商事（株）横浜営業所 横浜市港北区
住友重機械モダン　㈱ 横浜市港北区
（株）ニッセイ　横浜営業所 横浜市港北区
熊毛工業　㈱ 横浜市港北区
ＡＩＧ損害保険株式会社 横浜市港北区
㈱　熊木歯車鉄工所 横浜市港北区
㈱　シモジマ　横浜営業所 横浜市港北区
フジビューホテル不二住宅興業（株） 横浜市港北区
（株）西山建材店 横浜市港北区
㈱　メモワール　ソシア２１ 横浜市港北区
エステー　㈱ 横浜市港北区
エーエフマネジメント㈱ 横浜市港北区
セコム　㈱　新横浜支社 横浜市港北区
㈲　富士製作所 横浜市港北区
（有）ダスキン光徳 横浜市港北区
（株）レイト商会 横浜市港北区
中原鋼業（株） 横浜市港北区
キソー工業　㈱ 横浜市港北区
（株）米川製作所 横浜市港北区
富士フィルムメディカル　㈱　南関東支社 横浜市港北区
参天製薬（株）神奈川第二営業所 横浜市港北区
（有）関根総業 横浜市港北区
㈱　シモダケータリングサービス 横浜市港北区



伊橋興業（株） 横浜市港北区
トミー機械工業　㈱ 横浜市港北区
株式会社大神　横浜北店 横浜市港北区
三和エナジー　㈱ 横浜市港北区
国際ビルサービス　㈱ 横浜市港北区
扶桑薬品工業　㈱　東京第三支店 横浜市港北区
トオカツフーズ（株） 横浜市港北区
田辺三菱製薬　㈱　横浜支店 横浜市港北区
奈良造園土木（株） 横浜市港北区
（有）中山造園 横浜市港北区
みなと交通安全　㈱ 横浜市港北区
（株）川商エポックエポックスポーツクラブ日吉 横浜市港北区
日信電子サービス　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
日本化薬　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
アルテア技研（株） 横浜市港北区
日東精工　㈱　東京支店 横浜市港北区
（株）大一清掃事業社 横浜市港北区
（株）今野設備 横浜市港北区
レーザーテック（株） 横浜市港北区
（株）コスモ 横浜市港北区
宝酒造㈱　首都圏支社　横浜事務所 横浜市港北区
日本ベーリンガーインゲルハイム　㈱ 横浜市港北区
東電タウンプランニング　㈱　京浜支社 横浜市港北区
マルタ工業（株） 横浜市港北区
遠藤科学　㈱ 横浜市港北区
日本電子　㈱　横浜事務所 横浜市港北区
伊藤ハム販売　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
横浜農業協同組合　新羽支店 横浜市港北区
横浜市総合保健医療センター 横浜市港北区
㈱　シノダ　横浜店 横浜市港北区
共立　㈱ 横浜市港北区
㈱　ツムラ横浜支店 横浜市港北区
フライスター　㈱ 横浜市港北区
キューピー　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
日本製紙クレシア　㈱ 横浜市港北区
Ｔ０Ｔ０メンテナンス　㈱ 横浜市港北区
綜合警備保障　㈱　横浜北支社 横浜市港北区
田辺商事株式会社　横浜支店 横浜市港北区
㈱　ユニマットライフ　レンタル横浜営業所 横浜市港北区
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 横浜市港北区
福祉クラブ生活協同組合　日吉センター 横浜市港北区



㈱　ダスキン　鳥山支店 横浜市港北区
㈱荏原製作所　神奈川支店 横浜市港北区
江崎グリコ（株）横浜事務所 横浜市港北区
㈱　サニクリーン東京ユニフォームレンタル本部 横浜市港北区
大興紙工（株） 横浜市港北区
東京海上日動火災保険　㈱　横浜中央支店　新横浜支社 横浜市港北区
日本食研　㈱　横浜港北営業所 横浜市港北区
㈱　東産業 横浜市港北区
ニチハ（株）横浜営業所 横浜市港北区
㈱　ユカ　横浜北支店 横浜市港北区
医療法人社団　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院 横浜市港北区
ナショナルベンディング　㈱ 横浜市港北区
ノボ　ノルディスク　ファーマ　㈱ 横浜市港北区
トーソー　㈱　横浜支店 横浜市港北区
㈱　マキタ　横浜営業所 横浜市港北区
横浜未来サービス　㈱ 横浜市港北区
ローム　㈱　横浜テクノロジーセンター 横浜市港北区
住友不動産　㈱　新築そっくりさん事業本部　神奈川エリア 横浜市港北区
マルホ　㈱　横浜支店 横浜市港北区
株式会社ミトヨ　横浜営業所 横浜市港北区
ハイメタル工業（株） 横浜市港北区
キングランメディケア（株）神奈川支社 横浜市港北区
㈱ワタナベ 横浜市港北区
㈱　みずほ銀行　新横浜支店 横浜市港北区
吉富薬品　㈱　東京神奈川営業部神奈川営業所 横浜市港北区
ＥＡファーマ株式会社　首都圏支店　神奈川営業所 横浜市港北区
㈱　プロトコーポレーション 横浜市港北区
日総工産株式会社 横浜市港北区
ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱　　神奈川支店 横浜市港北区
東京キリンビバレッジサービス　㈱　新横浜営業所 横浜市港北区
国際通信企画（株） 横浜市港北区
日本テクノ　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
㈱飯田産業　新横浜支店 横浜市港北区
日本総合住生活㈱　横浜支店 横浜市港北区
㈱　三菱ＵＦＪ銀行　新横浜支店 横浜市港北区
日本アルコン　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　りそな銀行新横浜支店 横浜市港北区
杉本商事（株）川崎営業所 横浜市港北区
アマノマネジメントサービス　㈱　横浜支店 横浜市港北区
㈱　マクニカ 横浜市港北区
キーサイト・テクノロジー　㈱ 横浜市港北区



㈱　三和化学研究所　横浜支店 横浜市港北区
株式会社サンエス 横浜市港北区
㈱　サンライン 横浜市港北区
横浜農業協同組合　新田支店 横浜市港北区
公益財団法人　神奈川県交通安全協会 横浜市港北区
㈱　ホンダカーズ横浜　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ新横浜 横浜市港北区
共栄火災海上保険　㈱　横浜支社 横浜市港北区
（株）太洋 横浜市港北区
㈱　江田商会 横浜市港北区
エネサーブ　㈱　横浜事業所 横浜市港北区
（株）伊藤園　横浜港北支店 横浜市港北区
横浜市総合リハビリテーションセンター 横浜市港北区
住友不動産　㈱ 横浜市港北区
㈱　ファミリーマート　新横浜営業所 横浜市港北区
㈱　光新星　横浜支店 横浜市港北区
帝人ヘルスケア㈱　神奈川支店 横浜市港北区
参天製薬　㈱　神奈川第一営業所 横浜市港北区
（株）ツガワ 横浜市港北区
横浜市大豆戸地域ケアプラザ 横浜市港北区
㈱あじかん　横浜営業所 横浜市港北区
日本ヒューレット・パッカード合同会社 横浜市港北区
味の素ＡＧＦ　㈱　東京支社神奈川営業所 横浜市港北区
横浜市篠原地域ケアプラザ 横浜市港北区
フルテック　㈱　横浜支店　日吉サービスステーション 横浜市港北区
双葉鉄道工業㈱　新横浜土木センター 横浜市港北区
株式会社東横セティア 横浜市港北区
日総ニフティ（株） 横浜市港北区
積和建設神奈川　㈱　横浜支店 横浜市港北区
公益財団法人　日本盲導犬協会 横浜市港北区
（有）コンセプトグリーン 横浜市港北区
一般財団法人　新日本検定協会　ＳＫ横浜分析センター 横浜市港北区
㈱　川本製作所　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　日立産機システム 横浜市港北区
東海旅客鉄道　㈱　新横浜電気技術センター 横浜市港北区
エトリ電設　㈱ 横浜市港北区
アートコーポレーション　㈱　新横浜支店 横浜市港北区
リゾートトラスト　㈱　横浜支社 横浜市港北区
小島電機工業　㈱　港北営業所 横浜市港北区
（株）キトー　横浜営業所 横浜市港北区
アムコン　㈱ 横浜市港北区
㈱　パロマ　南関東支店　横浜営業所 横浜市港北区



㈱タイセイ・ハウジー　菊名営業所 横浜市港北区
株式会社　大洋機電 横浜市港北区
㈱ゼンリン　横浜営業所 横浜市港北区
横浜市水道局　北部方面工事課 横浜市港北区
イリソ電子工業　㈱ 横浜市港北区
㈱シルファー 横浜市港北区
らら・むーぶ港北 横浜市港北区
株式会社ツクイ横浜綱島 横浜市港北区
㈱　美装　横浜支店 横浜市港北区
広貫堂薬品販売　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　三井住友銀行　綱島支店 横浜市港北区
㈱　エムシー 横浜市港北区
㈱　トーホーフードサービス　横浜支店 横浜市港北区
日機装　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
東レ　メディカル　㈱ 横浜市港北区
㈱　シンコーハイウェイサービス 横浜市港北区
ＮＰＯ法人暮らしサポートの会　福ちゃんパワー 横浜市港北区
日本植生㈱神奈川営業所 横浜市港北区
一般社団法人　日本自動車連盟　神奈川支部　港北基地 横浜市港北区
ニッタン　㈱ 横浜市港北区
ガイズカンパニー　㈱ 横浜市港北区
㈱　紀伊国屋書店　横浜営業部 横浜市港北区
横浜市交通局　技術管理部　新羽保守管理所 横浜市港北区
㈱　三井住友銀行　新横浜支店 横浜市港北区
ネットチャート　㈱ 横浜市港北区
㈱　アーネストワン 横浜市港北区
㈱ホンダクリオ共立港北店 横浜市港北区
ハイウエー緑化建設㈱ 横浜市港北区
㈱　くらしの友　横浜センター 横浜市港北区
三和エナジー株式会社　横浜支店 横浜市港北区
キャノンシステムアンドサポート（株）新横浜サービスセンター 横浜市港北区
日本マルコ　㈱ 横浜市港北区
東京ガス横浜中央エネルギー　㈱ 横浜市港北区
東京ガス横浜中央エネルギー　㈱　ＴＧＬ横浜港北 横浜市港北区
東急リバブル　㈱　綱島センター 横浜市港北区
三美興産㈱ 横浜市港北区
キリンメンテナンスサービス　㈱　横浜ステーション 横浜市港北区
セントラルウェルネスクラブトレッサ 横浜市港北区
㈱　トーエル 横浜市港北区
東急リバブル　㈱　日吉センター 横浜市港北区
ミナト医科学　㈱　横浜営業所 横浜市港北区



㈱　マッハエンジニアリング 横浜市港北区
ユニプレス株式会社 横浜市港北区
㈱　タンガロイ新横浜事業所 横浜市港北区
オリンパスマーケティング㈱　横浜支店 横浜市港北区
横浜市城郷小机地域ケアプラザ 横浜市港北区
ザ・パック株式会社　横浜支社 横浜市港北区
ユニプレス　㈱ 横浜市港北区
アマノ　㈱　神奈川支店 横浜市港北区
㈱　エフ・エー・テクノ　横浜営業所 横浜市港北区
フクダライフテック横浜㈱ 横浜市港北区
東芝エレベータ　㈱ 横浜市港北区
㈱　ダイフク　新横浜支店 横浜市港北区
日本テクニカル・サービス　㈱　神奈川支社 横浜市港北区
ブリヂストンタイヤサービス東日本　㈱　タイヤサービス港北店 横浜市港北区
アサヒ飲料販売　㈱　横浜北支店 横浜市港北区
三和シャッター工業　㈱ 横浜市港北区
株式会社横浜銀行　日吉支店 横浜市港北区
㈱オンテックス　横浜中央支店 横浜市港北区
ダイカンサービス　㈱　ダスキンダイカン横浜支店 横浜市港北区
ミドリ安全（株）横浜支店 横浜市港北区
㈱　タカギ　横浜支店 横浜市港北区
生和コーポレーション㈱ 横浜市港北区
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 横浜市港北区
関東三菱自動車販売　㈱　綱島店 横浜市港北区
㈱　ファミリーマート　川崎北営業所 横浜市港北区
㈱　堀場テクノサービス　横浜サービスステーション 横浜市港北区
キッズベースキャンプ大倉山 横浜市港北区
キッズベースキャンプ　日吉 横浜市港北区
㈱　クリニコ　横浜支店 横浜市港北区
ショウワ電技研　㈱ 横浜市港北区
ホームシステム　㈱ 横浜市港北区
株式会社　レンテックス 横浜市港北区
中部菱成株式会社　横浜営業所 横浜市港北区
ＳＭＣ　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　エコ医療クリーン 横浜市港北区
㈱　アベコー 横浜市港北区
㈱前澤エンジニアリングサ－ビス　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　かもめ・リンク新横浜電報配達所 横浜市港北区
東急リバブル　㈱　菊名センター 横浜市港北区
㈱　イセヤ 横浜市港北区
㈱　グリーン電子 横浜市港北区



フランスベッド㈱　メディカル横浜港北営業所 横浜市港北区
懐石膳こころ新横浜 横浜市港北区
福助工業　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
国際経営㈱　神奈川営業所 横浜市港北区
神奈川県自動車交通共済協同組合 横浜市港北区
一般社団法人　日本血液製剤機構 横浜市港北区
菊名記念クリニック 横浜市港北区
日信ＩＴフィールドサービス　㈱　横浜サービスステーション 横浜市港北区
フジフーズ　株式会社　横浜工場 横浜市港北区
㈱　ヤマシタコーポレーション 横浜市港北区
鈴ノ木電設　㈱ 横浜市港北区
コニカミノルタジャパン　㈱ 横浜市港北区
東和薬品　㈱　横浜北営業所 横浜市港北区
㈱　日立ハイテクフィールディング　神奈川支店 横浜市港北区
株式会社アクティオ　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　マルナカ 横浜市港北区
ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社　横浜支社 横浜市港北区
大光電機　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　ウェッズ　首都圏西営業所 横浜市港北区
㈱　メディケアー　新横浜事業所 横浜市港北区
三和機材　㈱ 横浜市港北区
㈱　ココカラファインヘルスケア 横浜市港北区
㈱　マス商事 横浜市港北区
横浜市樽町地域ケアプラザ 横浜市港北区
横浜市下田地域ケアプラザ 横浜市港北区
介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 横浜市港北区
カイゲンファーマ　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
横浜らいず・新吉田地区ケアプラザ 横浜市港北区
㈱　メディコスヒラタ　横浜営業所 横浜市港北区
東海旅客鉄道　㈱　新横浜保線所 横浜市港北区
㈱　ナック　クリクラ港北営業所 横浜市港北区
パナソニックＳＳサービス　㈱ 横浜市港北区
ケアウェル安心　㈱　ケアウェルサポート港北 横浜市港北区
㈲　ホームケア 横浜市港北区
㈱　ＥＮＥＯＳウイング　関東第２支店 横浜市港北区
ノーベルファーマ（株）首都圏営業部神奈川エリア 横浜市港北区
因幡電機産業　㈱ 横浜市港北区
アマノメンテナンスエンジニアリング　㈱ 横浜市港北区
日医工株式会社 横浜市港北区
エレマテック　㈱　横浜支店 横浜市港北区
ニチイケアセンター　樽町 横浜市港北区



㈱　コープライフサービス 横浜市港北区
㈱　日立ビルシステム　横浜支社　横浜支店　新横浜営業所 横浜市港北区
㈱オープンハウス　綱島センター 横浜市港北区
㈱　東栄住宅　日吉営業所 横浜市港北区
東京セキスイファミエス株式会社　神奈川支店 横浜市港北区
（株）シケン　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　ホンダクリオ共立 横浜市港北区
沢井製薬　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
（株）アイキン電機工業 横浜市港北区
日東工機　㈱　神奈川支店 横浜市港北区
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ　㈱ 横浜市港北区
東洋総業　㈱　新横浜営業所 横浜市港北区
オックスフォード・イムノテック株式会社 横浜市港北区
ＣＩＰＳアドバンス　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
グレイスホテル　㈱ 横浜市港北区
富士製薬工業株式会社　関東第一支店　神奈川営業所 横浜市港北区
パナホーム不動産　㈱ 横浜市港北区
㈱　新生工務 横浜市港北区
株式会社　鶴ヶ屋横浜営業所 横浜市港北区
ＹＭＧ在宅支援総合センター 横浜市港北区
㈱　アキュラホーム　神奈川 横浜市港北区
㈲　三誠石油 横浜市港北区
㈱　セレスポ建設式典事業部　横浜事業所 横浜市港北区
神奈川トヨタ自動車　㈱ 横浜市港北区
岡田電気産業　㈱　横浜東営業所 横浜市港北区
株式会社トライアングル 横浜市港北区
神奈川日産自動車　㈱ 横浜市港北区
サンドビック　㈱　ＳＭＣカンパニー 横浜市港北区
デイサービス　ゆうゆう倶楽部 横浜市港北区
㈱　ペニイ　西関東営業所 横浜市港北区
日建リース工業　㈱　横浜支店 横浜市港北区
数研出版　㈱　横浜支店 横浜市港北区
㈱　横浜コンサルティングセンター 横浜市港北区
㈱　産機テクノサービス 横浜市港北区
㈱　西尾産業 横浜市港北区
㈱　コニージャパン　スペースアップ横浜店 横浜市港北区
㈱　ＫＳマテリアル 横浜市港北区
大盛化工　㈱　横浜工場 横浜市港北区
キッコーマン食品　㈱　横浜支店 横浜市港北区
明協電機工業　㈱ 横浜市港北区
㈱　リブドゥコーポレーション　横浜営業所 横浜市港北区



荏原商事㈱　神奈川支社 横浜市港北区
大日本住友製薬　㈱　横浜支店 横浜市港北区
サンワテクノス　㈱　関東支社　横浜支店 横浜市港北区
コニシ　㈱ 横浜市港北区
横浜市水道局　北部方面配水管理課 横浜市港北区
㈱　サトー　横浜サポートセンター 横浜市港北区
留置管理課 横浜市港北区
㈱ＥＮＥＯＳフロンティア　南関東直営事業部 横浜市港北区
フォーライフ　㈱ 横浜市港北区
㈱　ジャパンクリエイト　新横浜営業所 横浜市港北区
㈱　オープンハウス・ディベロップメント　新横浜事務所 横浜市港北区
京セラドキュメントソリューションズジャパン　㈱ 横浜市港北区
新羽どろんこ保育園 横浜市港北区
横浜マリノス　㈱ 横浜市港北区
横浜矢崎サービス　㈱ 横浜市港北区
横浜スリーボンド　㈱ 横浜市港北区
㈱　清光社 横浜市港北区
㈱　神奈川ジー・ワイ商会 横浜市港北区
有限会社　小林商店 横浜市港北区
㈱　メイセイ 横浜市港北区
首都高パトロール　㈱　新横浜交通管理分駐所 横浜市港北区
伊藤ハム販売　㈱　神奈川特販営業所 横浜市港北区
㈱　ワタナベ建材 横浜市港北区
日発販売　㈱　横浜支店 横浜市港北区
三和産業　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
大建工業　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
写光レンタル販売　㈱ 横浜市港北区
セントラルウェルネスクラブ　慶應日吉 横浜市港北区
神奈川県赤十字血液センター 横浜市港北区
ミライフ　㈱　横浜店 横浜市港北区
日本新薬　㈱　横浜支店 横浜市港北区
㈱　ＫＳマテリアル　技術部 横浜市港北区
デュプロ　㈱ 横浜市港北区
株式会社学研　ココファン日吉 横浜市港北区
㈱バイク王＆カンパニー　バイク王新横浜支店 横浜市港北区
エム・シー・ヘルスケア㈱　南関東営業所 横浜市港北区
㈱　ケイスラッシュ 横浜市港北区
株式会社　マーケットエンタープライズ 横浜市港北区
㈱　トーエル　ＨＡＬＣ 横浜市港北区
共和防災設備　㈱ 横浜市港北区
ラクー　㈱ 横浜市港北区



㈱　ユニホー 横浜市港北区
㈱　ヨシケイ北横浜 横浜市港北区
ライフホーム　㈱ 横浜市港北区
ショーボンド建設　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
横浜化工建設　㈱ 横浜市港北区
㈱　コスモス 横浜市港北区
穂高電子　㈱ 横浜市港北区
㈱　ヤマソウヨコハマ 横浜市港北区
ニプロ　㈱　バスキュラー事業部横浜支店 横浜市港北区
ＡＪＥＸ　㈱ 横浜市港北区
日本電計㈱　横浜営業所 横浜市港北区
市原クレーンサービス　㈱ 横浜市港北区
㈱　交換できるくん　サービス本部 横浜市港北区
ＹＭＧ訪問看護ステーション菊名 横浜市港北区
相鉄企業　㈱ 横浜市港北区
㈱Ｂｕｙｓｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 横浜市港北区
アスニクス　㈱ 横浜市港北区
ドリームベッド　㈱　南関東営業所 横浜市港北区
㈱　ケアプラス　まごころベルサービス　神奈川営業所 横浜市港北区
大煌工業　㈱　横浜営業所 横浜市港北区
㈱　セキュテック 横浜市港北区
㈱　エアーテック 横浜市港北区
㈱　サーブ 横浜市港北区
天沼建設工業株式会社 横浜市港北区
株式会社ファミリーマート　川崎中営業所 横浜市港北区
ひかりのくに（株）横浜営業所 横浜市港北区
株式会社　サトー　神奈川支店 横浜市港北区
科研製薬株式会社　神奈川営業所 横浜市港北区
株式会社　新生サービス 横浜市港北区
ミモザ白寿庵大倉山 横浜市港北区
フジタ道路株式会社　首都圏支店　西関東事業部 横浜市港北区
東京ガスリノベーション㈱　　地域営業部　神奈川営業グループ 横浜市港北区
株式会社　ヤマシタ 横浜市港北区
ニスコ株式会社　神奈川営業所 横浜市港北区
みずほクリニック港北 横浜市港北区
日本コムシス　株式会社 横浜市港北区
株式会社　リビングライフ　新横浜センター 横浜市港北区
三共化学薬品株式会社 横浜市港北区
株式会社ダン・タクマ 横浜市港北区
株式会社　高木商会　横浜営業所 横浜市港北区
株式会社　カンドー　地域開発部 横浜市港北区



株式会社　アグレッサー 横浜市港北区
株式会社　創環会 横浜市港北区
ミネベアコネクト　株式会社 横浜市港北区
マルタ　株式会社 横浜市港北区
（株）　メンテナンスファクトリー　横浜 横浜市港北区
スターツＣＡＭ　（株）　ハウジング工事部　神奈川地区 横浜市港北区
社会福祉法人　秀峰会　ナース２４　港北 横浜市港北区
新日本建販　株式会社 横浜市港北区
三ツ輪産業㈱ 横浜市港北区
（株）　堀場製作所　横浜セールスオフィス 横浜市港北区
イカリ消毒株式会社　横浜営業所 横浜市港北区
丸井産業株式会社　横浜営業所 横浜市港北区
ウォータースタンド　（株）　横浜営業所 横浜市港北区
フクダコーリン株式会社　横浜支店 横浜市港北区
株式会社アルビオン　横浜支店 横浜市港北区
旭ハウス工業（株）横浜支店 横浜市港北区
フクダ電子神奈川販売株式会社 横浜市港北区
アース製薬株式会社　横浜駐在所 横浜市港北区
（株）プレミアアシスト 横浜市港北区
住友不動産販売（株）　日吉営業センター 横浜市港北区
株式会社　サナース 横浜市港北区
株式会社オーシャン 横浜市港北区
理研計器株式会社　神奈川営業所・横浜サービスステーション 横浜市港北区
奥村組土木興業株式会社　首都圏事業所 横浜市港北区
株式会社日本トリム横浜営業所 横浜市港北区
欅の大樹介護保険センター 横浜市港北区
だいあん訪問看護リハビリステーション 横浜市港北区
株式会社　リライフ 横浜市港北区
医療法人ディープインテンション日吉心療所 横浜市港北区
株式会社ライフサポート 横浜市港北区
港北区医師会訪問看護ステーション 横浜市港北区
杉山デンタルクリニック 横浜市港北区
株式会社横浜環境デザイン 横浜市港北区
ウェルケア訪問看護ステーション 横浜市港北区
新吉田訪問看護ステーション 横浜市港北区
ビューラー㈱ 横浜市港北区
訪問看護リハビリステーションホーム 横浜市港北区
大阪電設工業株式会社　関東支店　横浜営業所 横浜市港北区
有限会社　谷崎軌道 横浜市港北区
日成ビルド工業株式会社　神奈川支店 横浜市港北区
中部飼料株式会社 横浜市港北区



特別養護老人ホーム　新横浜さわやか苑 横浜市港北区
株式会社明和美装 横浜市港北区
ナイスコミュニティー㈱　横浜北支店 横浜市港北区
ナイスコミュニティー㈱　横浜中央支店 横浜市港北区
Ｌｅａｒ　Ｊａｐａｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＬＬＣ 横浜市港北区
フエニックス・コンタクト㈱ 横浜市港北区
メディキット㈱　横浜営業所 横浜市港北区
京セラインダストリアルツールズ販売㈱　横浜営業所 横浜市港北区
一般社団法人神奈川県トラック協会 横浜市港北区
社会福祉法人　横浜共生会　しんよこはま地域活動ホーム 横浜市港北区
㈲アイシン商事 横浜市港北区
布亀㈱　港北デリバリーセンター 横浜市港北区
社会福祉法人　横浜共生会　新吉田地域ケアプラザ 横浜市港北区
社会福祉法人　横浜共生会　花みずき 横浜市港北区
㈱ＦＵＬＬ　ＢＡＳＥ 横浜市港北区
ＫＵＲＯＦＵＮＥ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ㈱横浜営業所 横浜市港北区
東日本メディコム㈱　横浜支店 横浜市港北区
㈲コネクト　横浜営業所（㈱クエスト） 横浜市港北区
㈱佐藤環境整備 横浜市港北区
寺尾運輸興業㈱ 横浜市港北区
宮一機工㈱ 横浜市港北区
㈱前田軌道 横浜市港北区
大河原建設㈱　関東事業所 横浜市港北区
㈱トヨタレンタリース神奈川　横浜支店 横浜市港北区
㈱エイシークリエイト 横浜市港北区
日建リース工業㈱　ＦＣ横浜港北店 横浜市港北区
日本ハイドロシステム工業㈱　横浜事業所 横浜市港北区
新コスモス電機㈱　神奈川出張所 横浜市港北区
岩崎電気㈱　横浜営業所 横浜市港北区
トーヨーベンディング㈱　横浜東営業所 横浜市港北区
㈱メディナ 横浜市港北区
生和不動産保証㈱　神奈川支店 横浜市港北区
インテムエンジニアリング㈱ 横浜市港北区
柏倉建設㈱ 横浜市港北区
㈱アマノ　南関東支店 横浜市港北区
ヤマト・スタッフ・サプライ㈱　神奈川支店 横浜市港北区
メルセデス・ベンツ　日吉 横浜市港北区
アネスト岩田㈱ 横浜市港北区
㈱ハマツーウェイ 横浜市港北区
リファインテック㈱ 横浜市港北区
㈱アークライフ　横浜支店 横浜市港北区



㈱ワタナベ　港北店 横浜市港北区
中越クリーンサービス㈱　シルバーサポート横浜店 横浜市港北区
マックス建材㈱ 横浜市港北区
トーレック㈱ 横浜市港北区
三晃技研工業㈱　関東営業所 横浜市港北区
新横浜介護老人保健施設カメリア 横浜市港北区
㈱柴橋商会 横浜市港北区
㈱トーシン　ジョイ・サポート神奈川 横浜市港北区
新生テクノス㈱　中央支店　新横浜工事事務所 横浜市港北区
㈱サンエス 横浜市港北区
㈲ゆたか畳 横浜市港北区
ＭＳＤ㈱　横浜事務所 横浜市港北区
不二精機㈱　横浜営業所 横浜市港北区
ゾーモックスジャパン㈱ 横浜市港北区
ソフィア訪問看護ステーション日吉 横浜市港北区
㈱ロジパック・マルハチ 横浜市港北区
㈱栄港建設 横浜市港北区
㈱テクシオ・テクノロジー 横浜市港北区
医療法人すこやか　すこやか訪問看護ステーション 横浜市港北区
杉田エース㈱　横浜営業所 横浜市港北区
紀州技研工業㈱　横浜営業所 横浜市港北区
介護老人保健施設ウェルケア新吉田 横浜市港北区
㈱エビデント　横浜支店 横浜市港北区
㈱東洋　新横浜営業所 横浜市港北区
杉田塗料商事㈱ 横浜市港北区
熱技術開発㈱ 横浜市港北区
㈱育伸社　横浜営業所 横浜市港北区
㈱京都スペーサー　横浜営業所 横浜市港北区
㈱三井住友銀行　新横浜法人営業部 横浜市港北区
㈱サン自動車工業 横浜市港北区
㈱ミルボード 横浜市港北区
㈱ハイスポーツ社 横浜市港北区
港北郵便局　かんぽサービス部　横浜支店 横浜市港北区
ＢＡＳＦジャパン㈱　新羽ＲＣＣ 横浜市港北区
㈱吉田東光　横浜営業所 横浜市港北区
ラブリー・ペット商事㈱　東京支店 横浜市港北区
㈱ジェイエムエス　神奈川営業所 横浜市港北区
㈲ステージワークス 横浜市港北区
㈱ＴＯＫＫＹ’Ｓ 横浜市港北区
中井エンジニアリング㈱　神奈川営業所 横浜市港北区
コンポート㈱　ザッツレンタカ―横浜店 横浜市港北区



㈱カンパイ 横浜市港北区
㈲ビッグバレイサービス 横浜市港北区
㈱正吾 横浜市港北区
持田製薬㈱　横浜事務所 横浜市港北区
㈱ハウテックス 横浜市港北区
（株）ヨコハマ地所 横浜市港北区
株式会社　スーパーメイト　関東支社 横浜市港北区
ＴＯＴＯ株式会社　横浜駐在 横浜市港北区
株式会社キョウデン横浜営業所 横浜市港北区
神奈川ダイハツ販売（株）京浜ブロック 横浜市港北区
株式会社レーベントラスト 横浜市港北区
株式会社ナスタ　横浜支店 横浜市港北区
神奈川ダイハツ販売株式会社トレッサ横浜店 横浜市港北区
港北管工エンジニアリング有限会社 横浜市港北区
株式会社　共進 横浜市港北区
ポルシェセンター横浜 横浜市港北区
ベントレー横浜サービスセンター 横浜市港北区
株式会社パースジャパン横浜営業所 横浜市港北区
株式会社宮崎通信 横浜市港北区
Ｔ′ｚＣｏｍ株式会社 横浜市港北区
環境装備株式会社横浜事業所 横浜市港北区
株式会社　マルカン　横浜営業所 横浜市港北区
ヴィオニアジャパン　株式会社 横浜市港北区
住友不動産株式会社マンションリフォーム神奈川 横浜市港北区
株式会社　かおる葬祭 横浜市港北区
朝日生命保険相互会社横浜北営業所 横浜市港北区
株式会社エディオン　エディオン日吉店 横浜市港北区
読売センター綱島上町 横浜市港北区
㈱　セブンイレブンジャパン 横浜市港北区
㈱サンメディカル 横浜市港北区
㈱　ヤグチ　横浜営業所 横浜市港北区
新羽金属工業㈱ 横浜市港北区
読売センター　高田ＮＴ 横浜市港北区
日天㈱ 横浜市港北区
㈲精浜サービス 横浜市港北区
㈱テクトレージ本社 横浜市港北区
株式会社石原興業 横浜市港北区
有限会社コアシステム 横浜市港北区
株式会社新日本環境　港北営業所 横浜市港北区
株式会社トーエル別館 横浜市港北区
株式会社ソルトン 横浜市港北区



株式会社ナックダスキン　事業部第１７支店 横浜市港北区
日星工業㈱東日本営業所 横浜市港北区
株式会社フォーリングスＡｕｄｉ横浜港北 横浜市港北区
株式会社共立北新横浜事業所 横浜市港北区
医療法人社団　善仁会　綱島腎クリニック 横浜市港北区
医療法人社団善仁会　高田腎クリニック 横浜市港北区
株式会社日本エステート 横浜市港北区
鈴幸商事株式会社 横浜市港北区
横浜消防試験株式会社 横浜市港北区
株式会社ジーシー　横浜サービスセンター 横浜市港北区
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント 横浜市港北区
元気訪問看護リハステーション新横浜 横浜市港北区
株式会社ワイ・ケイ・エス 横浜市港北区
アルパインマーケティング株式会社　関東圏エリア南関東オフィス 横浜市港北区
港北消防署　警防課 横浜市港北区
横浜市緑土木事務所 横浜市緑区
緑警察署 横浜市緑区
宮内建設株式会社 横浜市緑区
（株）鴨居自動車学校 横浜市緑区
日本高周波（株） 横浜市緑区
株式会社　ニチヨシ 横浜市緑区
中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全サービスセンター 横浜市緑区
東京電力パワーグリッド（株）川崎支社中山事務所 横浜市緑区
レモンガス株式会社 横浜市緑区
神奈川県農業技術センター　横浜川崎地区事務所 横浜市緑区
横浜農業協同組合　新治支店 横浜市緑区
新都市建設（株） 横浜市緑区
（株）トーカイ横浜支店 横浜市緑区
横浜市資源循環局緑事務所 横浜市緑区
小林建設林産（株） 横浜市緑区
宝電機工業（株） 横浜市緑区
（株）ジェス 横浜市緑区
土志田建設（株） 横浜市緑区
横浜市消防局　緑消防署 横浜市緑区
硬化クローム工業（株）横浜工場 横浜市緑区
（株）大和田商店 横浜市緑区
加藤電機（株） 横浜市緑区
八朔幼稚園 横浜市緑区
黒滝幼稚園 横浜市緑区
学校法人長津田学園 横浜市緑区
東幼稚園 横浜市緑区



有限会社鈴光建興 横浜市緑区
緑幼稚園 横浜市緑区
日産プリンス神奈川販売（株）長津田店 横浜市緑区
日産プリンス神奈川販売株式会社　中山店 横浜市緑区
（株）スリーオークス 横浜市緑区
（株）富士薬品　横浜営業所 横浜市緑区
株式会社ホンダプリモ横浜北 横浜市緑区
（株）ＮＩＰＰＯ　神奈川復旧出張所 横浜市緑区
竜南土木工業（株） 横浜市緑区
（株）マルエイ横浜支店 横浜市緑区
横浜マドカ幼稚園 横浜市緑区
（株）スズケン緑支店 横浜市緑区
学校法人耕余学院　むつみ幼稚園 横浜市緑区
学校法人岩澤学園　みほ幼稚園 横浜市緑区
横浜市つたのは学園 横浜市緑区
（株）こくぼ 横浜市緑区
横浜信用金庫中山支店 横浜市緑区
（株）黒沢フィルムスタジオ 横浜市緑区
（株）杉崎建設 横浜市緑区
有限会社福寿庵 横浜市緑区
（株）坂口屋 横浜市緑区
（株）小野測器 横浜市緑区
大東（株） 横浜市緑区
横浜市緑区役所 横浜市緑区
株式会社　アドバンス 横浜市緑区
東邦薬品（株）緑営業所 横浜市緑区
（株）マルビシ 横浜市緑区
（株）ビルド 横浜市緑区
（株）武藤電機 横浜市緑区
（株）横浜ビジネスセンター 横浜市緑区
（株）荏原 横浜市緑区
関東工業株式会社 横浜市緑区
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社 横浜市緑区
奥島建設 横浜市緑区
あさひが丘幼稚園 横浜市緑区
（株）宇井建設 横浜市緑区
トルンプ（株） 横浜市緑区
（株）池田理化　横浜支店 横浜市緑区
浜田工業（株） 横浜市緑区
（株）久保田建設 横浜市緑区
（株）ティエムスポーツ 横浜市緑区



ワコー緑建株式会社 横浜市緑区
（株）谷口みのる商店 横浜市緑区
（株）山響楽器店中山店 横浜市緑区
東京ガスライフバル町田横浜みどり店 横浜市緑区
大永建設工業（株） 横浜市緑区
三井住建道路株式会社　関東支店南関東営業所 横浜市緑区
医療法人社団　三喜会横浜新緑総合病院 横浜市緑区
有限会社エッセン 横浜市緑区
学校法人長福寺学園　横浜徳風幼稚園 横浜市緑区
（株）ヨコヤマユーランド 横浜市緑区
日本分光（株）神奈川サービスセンター 横浜市緑区
社会福祉法人ふじ寿か会特別養護老人ホームふじ寿か園 横浜市緑区
（株）ウエダ設備 横浜市緑区
イムマヌエル聖宣神学院 横浜市緑区
横浜農業協同組合長津田支店 横浜市緑区
社会福祉法人和枝福祉会　愛 横浜市緑区
医療法人社団武蔵野会牧野記念病院 横浜市緑区
株式会社伊藤園横浜緑支店 横浜市緑区
串田設備 横浜市緑区
株式会社コバヤシ　横浜支店 横浜市緑区
ヤマト建設株式会社 横浜市緑区
（株）ハーツエイコー 横浜市緑区
（株）東京洗染機械製作所 横浜市緑区
（株）サンエム 横浜市緑区
株式会社ＮＩＰＰＯ　神奈川統括事業所 横浜市緑区
株式会社ナスコ横浜営業所 横浜市緑区
株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス神奈川支店 横浜市緑区
（株）スズキ自販神奈川　アリーナ霧が丘店 横浜市緑区
大串建設　株式会社 横浜市緑区
有限会社刑部商事 横浜市緑区
社会福祉法人キャマラードみどりの家 横浜市緑区
尾崎理化（株）横浜営業所 横浜市緑区
株式会社ミロク精機製作所 横浜市緑区
木曽路　霧が丘店 横浜市緑区
藤ビルメンテナンス株式会社横浜営業所 横浜市緑区
有限会社ビックサービス 横浜市緑区
ホシザキ湘南株式会社　緑営業所 横浜市緑区
高速道路トールテクノロジー（株）横浜ＥＴＣテクノショップ 横浜市緑区
アトテックジャパン株式会社 横浜市緑区
ナカ工業株式会社　横浜営業所 横浜市緑区
横浜市中山地域ケアプラザ 横浜市緑区



日本郵便株式会社　緑郵便局 横浜市緑区
東建コーポレーション　㈱　横浜西支店 横浜市緑区
生活協同組合パルシステム神奈川　横浜北センター 横浜市緑区
朝日土地建物株式会社中山支店 横浜市緑区
有限会社丸相相馬建設興業 横浜市緑区
ジーエルサイエンス株式会社　横浜支店 横浜市緑区
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社　横浜道路事務所 横浜市緑区
林建材興業　株式会社 横浜市緑区
フローレンスケア　横浜森の台 横浜市緑区
株式会社　ＫＶＫ　横浜営業所 横浜市緑区
セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台 横浜市緑区
中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社　横浜基地 横浜市緑区
北沢産業　株式会社 横浜市緑区
荻野化成　株式会社 横浜市緑区
三喜会　ライフプラザ新緑 横浜市緑区
㈱プレッシオ関東Ｌ・Ｃ　多摩・神奈川営業所 横浜市緑区
矢崎エナジーシステム株式会社　横浜支店 横浜市緑区
スーパービバホーム長津田店 横浜市緑区
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 横浜市緑区
京セラ株式会社　横浜中山事業所 横浜市緑区
株式会社　丸産技研 横浜市緑区
株式会社　関東マツダ　緑店 横浜市緑区
ツクイ横浜三保 横浜市緑区
株式会社工事センター　横浜作業所 横浜市緑区
医療法人社団　有仁会 横浜市緑区
医療法人社団善仁会　中山駅前クリニック 横浜市緑区
株式会社　ぷれーべる 横浜市緑区
セントケア横浜緑 横浜市緑区
生活協同組合ユーコープ　横浜北部センター 横浜市緑区
社会福祉法人　歩育の会　森の台保育園 横浜市緑区
株式会社　日建産業 横浜市緑区
中日本施設管理株式会社横浜事業所 横浜市緑区
株式会社　神栄興業 横浜市緑区
介護老人保健施設みどりの杜 横浜市緑区
高住研キヨタ株式会社 横浜市緑区
横浜市中山みどり園 横浜市緑区
サントリービバレッジサービス株式会社　相模原支店 横浜市緑区
介護老人保健施設　葵の園ヨコハマ 横浜市緑区
株式会社迫田商店 横浜市緑区
デイサービスとわ　ハクサン 横浜市緑区
翡翠の舞　介護保険センター 横浜市緑区



ＡＳＡＨＩ　ＰＯＳＩＳＴ－１株式会社 横浜市緑区
東京計装株式会社　白山事業所 横浜市緑区
株式会社ホンダカーズ中央神奈川　霧が丘店 横浜市緑区
テクノ矢崎株式会社　横浜支店 横浜市緑区
日本ノーディッグテクノロジー㈱町田作業所 横浜市緑区
長府工産株式会社横浜支店 横浜市緑区
社会福祉法人兼愛会　しょうじゅの里三保 横浜市緑区
新緑訪問看護ステーション長津田 横浜市緑区
日本瓦斯㈱緑営業所 横浜市緑区
ツクイ横浜霧が丘 横浜市緑区
総合食品エスイー株式会社横浜営業所 横浜市緑区
アイ・エル訪問看護ステーション 横浜市緑区
株式会社　ハマデン 横浜市緑区
横浜市緑消防署　鴨居出張所 横浜市緑区
株式会社ＮＩＰＰＯ　横浜出張所 横浜市緑区
株式会社　マルタケ 横浜市緑区
エクシオグループ株式会社　神奈川技術センタ 横浜市緑区
東日本三菱自動車販売株式会社　霧が丘店 横浜市緑区
ソラスト長津田 横浜市緑区
日本フィールド・エンジニアリング（株）横浜事業所 横浜市緑区
株式会社　クリエート 横浜市緑区
株式会社アイテックシステム 横浜市緑区
株式会社チュウバチ 横浜市緑区
山田工業株式会社 横浜市緑区
株式会社竹駒工務店 横浜市緑区
フジッコＮＥＷデリカ株式会社　横浜事業部 横浜市緑区
株式会社田窪工業所横浜営業所 横浜市緑区
バディスポーツ幼児園長津田校 横浜市緑区
昭和大学保健医療学部 横浜市緑区
認定こども園　横浜あすか幼稚園 横浜市緑区
横浜市霧が丘地域ケアプラザ 横浜市緑区
東洋英和女学院大学 横浜市緑区
横浜市鴨居地域ケアプラザ 横浜市緑区
ハイテック株式会社 横浜市緑区
株式会社　ヤマノウチスポーツ 横浜市緑区
有限会社　上下水管理工業 横浜市緑区
株式会社　大貴 横浜市緑区
中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社　横浜車限基地 横浜市緑区
株式会社オープンハウス　中山営業センター 横浜市緑区
株式会社ＡＣＥ 横浜市緑区
小俣産業株式会社　横浜事業所 横浜市緑区



介護老人福祉施設　横浜よさこいホーム 横浜市緑区
フォーシーズンズヴィラ　こもれび 横浜市緑区
株式会社　てらす 横浜市緑区
オサ機械（株） 横浜市緑区
株式会社フューチャーワン 横浜市緑区
有限会社　スイ・スイ 横浜市緑区
有限会社三枝商事 横浜市緑区
金子工業株式会社 横浜市緑区
横浜電気水道株式会社 横浜市緑区
株式会社　田中住宅横浜 横浜市緑区
株式会社　ワイズカーセールス　中山営業所 横浜市緑区
一般社団法人日本厚生団　長津田厚生総合病院 横浜市緑区
神奈川ダイハツ販売株式会社　長津田店 横浜市緑区
青木ハウジング株式会社 横浜市緑区
東京レンタル（株）　横浜事業所 横浜市緑区
株式会社　職人組 横浜市緑区
医療法人社団桜栄会　横浜セラトピア 横浜市緑区
有限会社　鴨居造園 横浜市緑区
株式会社ヴィータ　元気訪問看護リハステーション 横浜市緑区
徳永薬局　鴨居在宅センター 横浜市緑区
株式会社小林ポンプ 横浜市緑区
東京計装株式会社　横浜工場 横浜市緑区
株式会社きらぼし銀行　中山支店 横浜市緑区
社会福祉法人　みどり共生会 横浜市緑区
横浜田園都市病院 横浜市緑区
株式会社　総合環境分析　経営本部 横浜市緑区
株式会社　総合環境分析 横浜市緑区
アサヒエスティーシー株式会社 横浜市緑区
ＳＯＭＰＯケア　横浜十日市場　訪問介護 横浜市緑区
株式会社　ジー・エス・ティー　シトロエン横浜緑 横浜市緑区
アクト・セン株式会社　神奈川サテライト 横浜市緑区
エヌシーシーエンジニアリング株式会社 横浜市緑区
横浜保全・サービスセンター内開発虎ノ門コンサルタント（株）　横浜作業所 横浜市緑区
ほけんサポート企画株式会社 横浜市緑区
ナトリ電設株式会社 横浜市緑区
日本舗材株式会社　横浜工場 横浜市緑区
アースサポート横浜緑 横浜市緑区
株式会社バイオテク・ラボ 横浜市緑区
ライフウェル訪問看護ステーション緑 横浜市緑区
株式会社アクセル　アクセル東名横浜 横浜市緑区
東急電鉄株式会社　長津田検車区 横浜市緑区



株式会社県央技研 横浜市緑区
日京テクノス株式会社　横浜営業所 横浜市緑区
一般社団法人　横浜市緑区医師会 横浜市緑区
須藤石材株式会社　神奈川支店 横浜市緑区
株式会社サンラム 横浜市緑区
ヒルマ運転代行サービス 横浜市緑区
株式会社Ｔｅｍｐａ 横浜市緑区
Ｍｏｍｏ　Ｎｕｒｓｉｎｇ株式会社 横浜市緑区
三保の森クリニック 横浜市緑区
横浜市福祉サービス協会　緑介護事務所 横浜市緑区
横浜市消防局緑消防署　警防課 横浜市緑区
税理士法人ＹＭＧ　林会計 横浜市緑区
マカロン訪問看護リハビリステーション　鴨居 横浜市緑区
三橋建設（株） 横浜市青葉区
青葉自動車学校 横浜市青葉区
日舗建設（株） 横浜市青葉区
横浜農業協同組合　田奈支店 横浜市青葉区
横浜農業協同組合中里支店 横浜市青葉区
日本住建商亊（株） 横浜市青葉区
社会福祉法人こどもの国協会 横浜市青葉区
東急株式会社　不動産活用センター 横浜市青葉区
横浜市資源循環局青葉事務所 横浜市青葉区
若松屋商事（株） 横浜市青葉区
宮崎興業（株） 横浜市青葉区
有限会社倉本造園 横浜市青葉区
横浜農業協同組合山内支店 横浜市青葉区
株式会社横浜銀行青葉台支店 横浜市青葉区
アルフレッサ株式会社 横浜市青葉区
三友興業（株） 横浜市青葉区
（株）金子建材 横浜市青葉区
工藤建設株式会社 横浜市青葉区
日興電気通信（株）横浜工場 横浜市青葉区
株式会社緑葬儀社 横浜市青葉区
（株）前川建設 横浜市青葉区
（株）横浜銀行たまプラーザ支店 横浜市青葉区
イチコーエンジニアリング株式会社 横浜市青葉区
（株）髙橋製材所 横浜市青葉区
大場白ゆり幼稚園 横浜市青葉区
（株）石勝エクステリア 横浜市青葉区
学校法人原田学園　みたけ台幼稚園 横浜市青葉区
奈良幼稚園 横浜市青葉区



田園都市幼稚園 横浜市青葉区
市ケ尾幼稚園 横浜市青葉区
学校法人高橋学園　もえぎ野幼稚園 横浜市青葉区
学校法人桐蔭学園 横浜市青葉区
愛和学院 横浜市青葉区
藤が丘幼稚園 横浜市青葉区
学校法人宮田学園　三陽幼稚園 横浜市青葉区
株式会社　小泉神奈川　横浜西営業所 横浜市青葉区
丸子電気工事（株） 横浜市青葉区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行たまプラーザ支店 横浜市青葉区
シャローム保育園 横浜市青葉区
横浜庭苑（株） 横浜市青葉区
（株）カナケン 横浜市青葉区
アキュフェーズ（株） 横浜市青葉区
株式会社　ブルックスホールディングス 横浜市青葉区
日章電気工事（株） 横浜市青葉区
（株）大久保恒産 横浜市青葉区
（株）北芝建設 横浜市青葉区
トヨタカローラ神奈川株式会社　荏田店 横浜市青葉区
（株）みずほ銀行あざみ野支店 横浜市青葉区
（株）みずほ銀行青葉台支店 横浜市青葉区
軌道建設工業株式会社あざみ野営業所 横浜市青葉区
あざみ野白ゆり幼稚園 横浜市青葉区
（株）ヨシケイ北横浜 横浜市青葉区
株式会社美しが丘こどもの家 横浜市青葉区
四恩学園 横浜市青葉区
前田学園横浜さくら幼稚園 横浜市青葉区
太輝土建（株） 横浜市青葉区
青葉警察署 横浜市青葉区
富士ソーラーハウス（株） 横浜市青葉区
（株）大博建設 横浜市青葉区
大成祭典（株） 横浜市青葉区
（有）斉藤水道工業 横浜市青葉区
（有）上岡谷工務店 横浜市青葉区
横浜市青葉区役所 横浜市青葉区
三井住友信託銀行株式会社　たまプラーザ支店 横浜市青葉区
（株）アーバンファイブ 横浜市青葉区
イッツコミュ二ケーションズ株式会社メディアセンター 横浜市青葉区
横浜農業協同組合　たまプラーザ支店 横浜市青葉区
横浜農業協同組合荏田支店 横浜市青葉区
（株）グリーンプラザ大和園 横浜市青葉区



たちばな台病院 横浜市青葉区
横浜総合病院 横浜市青葉区
ダイキン工業（株）横浜サービスステーション 横浜市青葉区
横浜トヨペット（株）青葉台店 横浜市青葉区
セコム（株）青葉台支社 横浜市青葉区
横浜市水道局　青葉水道事務所 横浜市青葉区
（有）みどりや 横浜市青葉区
三和機工（株） 横浜市青葉区
株式会社大塚商会横浜北支店 横浜市青葉区
社会福祉法人緑成会緑の郷 横浜市青葉区
ハウジングセンター株式会社 横浜市青葉区
横浜農業協同組合　たちばな台支店 横浜市青葉区
横浜市青葉消防署 横浜市青葉区
横浜市青葉土木事務所 横浜市青葉区
（株）サカモト 横浜市青葉区
ゆめや不動産（株） 横浜市青葉区
ハートシステム（株） 横浜市青葉区
株式会社　北勇 横浜市青葉区
児童野外活動センター　こどもの杜 横浜市青葉区
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　神奈川支社あざみ野事務所 横浜市青葉区
（株）ダスキン東横あざみ野支店 横浜市青葉区
株式会社大和園 横浜市青葉区
東急スポーツシステム（株）東急スイミングスクールあざみ野 横浜市青葉区
東急リバブル株式会社　青葉台センター 横浜市青葉区
東芝テックソリューションサービス（株）横浜北サービスステーション 横浜市青葉区
スタンレー電気株式会社　技術研究所 横浜市青葉区
スタンレー電気（株）横浜技術センター 横浜市青葉区
（株）なとり電化プラザ 横浜市青葉区
東急グリーンシステム（株） 横浜市青葉区
（株）タウンニュース社 横浜市青葉区
社会福祉法人ル・プリ　青葉メゾン 横浜市青葉区
セントラルフィッネスクラブ市ケ尾 横浜市青葉区
（株）Ｍ．Ｉ．Ｔホールディングス 横浜市青葉区
（株）三橋緑化興業 横浜市青葉区
（株）雪印こどもの国牧場 横浜市青葉区
株式会社　ホンダクリオ神奈川北荏田店 横浜市青葉区
東急プロパティマネジメント株式会社江田巡回センター 横浜市青葉区
医療法人　白寿会　青葉の丘 横浜市青葉区
株式会社　スズキ自販神奈川アリーナ青葉店 横浜市青葉区
株式会社スズキ自販神奈川アリーナあざみ野店 横浜市青葉区
嶮山開発株式会社 横浜市青葉区



株式会社クリーン産業 横浜市青葉区
横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 横浜市青葉区
工藤建設株式会社　フローレンスケア美しが丘 横浜市青葉区
みずほ証券株式会社たまプラーザ支店 横浜市青葉区
フランスベッド株式会社メディカル青葉営業所 横浜市青葉区
神明株式会社　横浜支店 横浜市青葉区
医療法人社団明芳会江田記念病院 横浜市青葉区
株式会社アーネストワン青葉台営業所 横浜市青葉区
神奈川日産自動車（株）青葉藤が丘店 横浜市青葉区
株式会社ＴＢＳサンワーク緑山事業所 横浜市青葉区
（株）シュテルン世田谷メルセデスベンツあざみ野 横浜市青葉区
株式会社ニシジマ 横浜市青葉区
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社東名高速事務所 横浜市青葉区
野村證券㈱たまプラーザ支店 横浜市青葉区
ミサワリフォーム株式会社たまプラーザ店 横浜市青葉区
日本郵便株式会社　青葉郵便局 横浜市青葉区
三井住友信託銀行株式会社青葉台支店 横浜市青葉区
東急テクノシステム株式会社 横浜市青葉区
エムイーシーテクノ㈱ 横浜市青葉区
日本体育大学横浜・健志台キャンパス 横浜市青葉区
横浜あおばの里 横浜市青葉区
東急リバブル株式会社あざみ野センター 横浜市青葉区
株式会社三井住友銀行　青葉台支店 横浜市青葉区
株式会社日本アメニティライフ協会 横浜市青葉区
東急リバブル株式会社たまプラーザセンター 横浜市青葉区
パナソニックエイジフリー株式会社 横浜市青葉区
株式会社　大光　横浜支店 横浜市青葉区
神奈川スバル株式会社青葉台店 横浜市青葉区
株式会社ＭＭコーポレーション 横浜市青葉区
西武建設株式会社戸建事業部工事部 横浜市青葉区
横浜市鴨志田地域ケアプラザ 横浜市青葉区
特定非営利活動法人移動サービスアクセス 横浜市青葉区
介護老人保健施設　リハリゾート青葉 横浜市青葉区
特別養護老人ホーム　わかたけ青葉 横浜市青葉区
キッズベースキャンプたまプラーザテラス 横浜市青葉区
株式会社五十嵐管材 横浜市青葉区
株式会社　リネックス 横浜市青葉区
渡辺パイプ株式会社横浜西サービスセンター 横浜市青葉区
青葉の大地 横浜市青葉区
株式会社ホンダカーズ横浜青葉台店 横浜市青葉区
株式会社菊政工務店 横浜市青葉区



北海道日興電気通信株式会社 横浜市青葉区
株式会社飯田産業　青葉台北営業所 横浜市青葉区
美しが丘地域ケアプラザ 横浜市青葉区
カネカ食品株式会社　南関東支店 横浜市青葉区
コウゲン建設株式会社 横浜市青葉区
有限会社井組自動車工業 横浜市青葉区
株式会社エビス工務店 横浜市青葉区
大東建託株式会社横浜青葉支店 横浜市青葉区
医療法人社団マイスター 横浜市青葉区
株式会社　たまプラグリーンサービス 横浜市青葉区
株式会社　アサヒ建装 横浜市青葉区
日本スピードショア株式会社　横浜営業所 横浜市青葉区
株式会社東急百貨店　お得意様営業部たまプラーザ店 横浜市青葉区
品川合同葬祭株式会社　藤が丘営業所 横浜市青葉区
㈱　プラムファイブ 横浜市青葉区
グッドライフサーラ関東㈱青葉営業所 横浜市青葉区
株式会社りそな銀行たまプラーザ支店 横浜市青葉区
横浜市大場地域ケアプラザ 横浜市青葉区
有限会社　プロンプト 横浜市青葉区
一般社団法人　横浜市青葉区医師会 横浜市青葉区
株式会社　東急Ｒｅ・デザイン 横浜市青葉区
神奈川スバル株式会社　荏田西店 横浜市青葉区
キッズナーサリーあざみ野校 横浜市青葉区
株式会社　ダイワコーポレーション 横浜市青葉区
医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病院 横浜市青葉区
エイコウ電子　株式会社 横浜市青葉区
セントラル薬局　藤が丘店 横浜市青葉区
ツクイ横浜鴨志田 横浜市青葉区
住友不動産販売株式会社　青葉台営業センター 横浜市青葉区
株式会社　オーシャンブリーズ 横浜市青葉区
学校法人國學院幼稚園 横浜市青葉区
株式会社ノーザ神奈川営業所 横浜市青葉区
株式会社ゾアコーポレーション 横浜市青葉区
株式会社エヌ・ワン 横浜市青葉区
株式会社　森事務所　横浜青葉支店 横浜市青葉区
株式会社ハンドル・ケア横浜営業所 横浜市青葉区
都筑開発株式会社 横浜市青葉区
オハナたまプラーザ 横浜市青葉区
丸政株式会社 横浜市青葉区
青葉台ケアセンターそよ風 横浜市青葉区
株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス神奈川支店 横浜市青葉区



ザバススポーツクラブ藤が丘 横浜市青葉区
ヘルパーステーション青葉ひまわり 横浜市青葉区
株式会社ヒューマンケアー 横浜市青葉区
有限会社　花国 横浜市青葉区
株式会社　旭ハウジング 横浜市青葉区
株式会社ＬＯＹＡＬ 横浜市青葉区
ダイキンエアテクノ株式会社神奈川営業所 横浜市青葉区
株式会社　火報屋 横浜市青葉区
社会福祉法人清風会　特別養護老人ホーム　ヴェルデの森 横浜市青葉区
ライフウェル訪問看護リハビリステーション青葉台 横浜市青葉区
三武建設株式会社 横浜市青葉区
介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ青葉台 横浜市青葉区
有限会社　宍戸興産 横浜市青葉区
わかたけの杜　訪問介護事業所 横浜市青葉区
さくら地所株式会社 横浜市青葉区
パンチ工業株式会社関東支店 横浜市青葉区
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　青葉台支店 横浜市青葉区
株式会社　ジャスト 横浜市青葉区
エヌアイ在宅サービスステーション 横浜市青葉区
社会福祉法人グリーン 横浜市青葉区
株式会社エンジ 横浜市青葉区
アディダスフットサルパークあざみ野 横浜市青葉区
アサヒサンクリーン在宅介護センター荏田 横浜市青葉区
株式会社三井住友銀行あざみ野支店 横浜市青葉区
有限会社緑光園 横浜市青葉区
住友不動産販売株式会社たまプラーザ営業センター 横浜市青葉区
医療法人社団　善仁会　たまプラーザ腎クリニック 横浜市青葉区
株式会社たつみ 横浜市青葉区
工研ゴンドラ株式会社中央支店 横浜市青葉区
株式会社メディケアー横浜青葉事業所 横浜市青葉区
アミカ横浜訪問看護ステーション 横浜市青葉区
株式会社ピーアイコーポレーション 横浜市青葉区
株式会社　三凌商事　横浜支社 横浜市青葉区
医療法人社団　伍光会　川崎北部在宅診療所 横浜市青葉区
有限会社　北辰建設 横浜市青葉区
株式会社ヤマダデンキ　テックランド青葉店 横浜市青葉区
株式会社　ドクターズ・マン 横浜市青葉区
株式会社　西川管工 横浜市青葉区
株式会社ケアサポートサービス 横浜市青葉区
サンプロセス株式会社 横浜市青葉区
横浜・モンテッソーリ幼稚園 横浜市青葉区



特別養護老人ホーム　青葉あさくら苑 横浜市青葉区
シェフズデイサービス青葉 横浜市青葉区
株式会社ウッディ企画 横浜市青葉区
株式会社　水野商会 横浜市青葉区
株式会社カワケン 横浜市青葉区
株式会社スリーライン 横浜市青葉区
医療法人社団プラタナス青葉アーバンクリニック 横浜市青葉区
ソフィア訪問看護ステーション青葉台 横浜市青葉区
株式会社水谷電機製作所 横浜市青葉区
日本エード株式会社 横浜市青葉区
有限会社安田物産 横浜市青葉区
万葉のさと青葉台 横浜市青葉区
ここから訪問看護リハビリケアあざみ野 横浜市青葉区
医療法人社団　ユニメディコ　横浜事業所 横浜市青葉区
株式会社クリエイトエス・ディー 横浜市青葉区
セラピストデイすすき野 横浜市青葉区
ワタミの宅食　横浜青葉営業所 横浜市青葉区
学校法人愛和太陽幼稚園 横浜市青葉区
ＩＲＩＥ　ＬＩＦＥ訪問看護ステーション 横浜市青葉区
株式会社ＴＢＳアクト照明技術部緑山中継基地 横浜市青葉区
田園都市訪問看護・リハビリステーション 横浜市青葉区
アイワハウス株式会社 横浜市青葉区
株式会社アクアラボ 横浜市青葉区
株式会社ラビット・カーネットワーク２４６江田駅前店 横浜市青葉区
医療法人緑樹会　あおば整形外科 横浜市青葉区
医療法人緑樹会　訪問看護ステーション　リハ・オリビエ 横浜市青葉区
株式会社ヤスムラ　港北営業所 横浜市青葉区
株式会社ソシアスメディカルケア　陽だまりサロン希 横浜市青葉区
タケダ機械株式会社　東京営業所 横浜市青葉区
ポルシェセンター横浜青葉 横浜市青葉区
株式会社フィールドライン 横浜市青葉区
株式会社シンシアワークス 横浜市青葉区
廣田商事　市ヶ尾販売所 横浜市青葉区
廣田商事　藤が丘販売所 横浜市青葉区
廣田商事　あざみ野販売所 横浜市青葉区
株式会社日本メディックス横浜支店 横浜市青葉区
ベア・オリーブ訪問看護ステーション 横浜市青葉区
弘前建設有限会社 横浜市青葉区
フォルクスワーゲンあざみ野認定中古車センター 横浜市青葉区
ボークス株式会社　フォルクスワーゲンあざみ野 横浜市青葉区
理科研株式会社　神奈川支店 横浜市青葉区



有限会社　緑生園 横浜市青葉区
ボークス株式会社 横浜市青葉区
あおば地域活動ホームすてっぷ 横浜市青葉区
有限会社　堀口工務店 横浜市青葉区
株式会社　メンダー 横浜市青葉区
株式会社　リフレッシュ港北営業所 横浜市青葉区
横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 横浜市青葉区
株式会社はまリハ 横浜市青葉区
磯田電材　株式会社　緑営業所 横浜市青葉区
株式会社　泰成 横浜市青葉区
四季　株式会社 横浜市青葉区
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社　横浜北支社 横浜市青葉区
日本ヘルス　株式会社 横浜市青葉区
医療法人社団永進会　青葉台腎クリニック 横浜市青葉区
横浜市消防局青葉消防署 横浜市青葉区
横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション青葉 横浜市青葉区
株式会社　ホリプロジェクト 横浜市青葉区
有限会社ドリームチーム 横浜市青葉区
医療法人社団善仁会　たまプラーザ腎クリニック 横浜市青葉区
株式会社フォーリングス　アウディ横浜青葉 横浜市青葉区
ＤａｉｍａｒｕＭａｔｓｕｚａｋａｙａＫｉｄｓＤｕｏＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ青葉台 横浜市青葉区
（株）アペックス　横浜支店 横浜市都筑区
（有）碇工務店 横浜市都筑区
（株）オウミ 横浜市都筑区
オーデリック株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
大森電機工業株式会社 横浜市都筑区
大塚産業（有） 横浜市都筑区
公益財団法人東京横浜独逸学園 横浜市都筑区
トヨタエルアンドエフ神奈川（株）港北営業所 横浜市都筑区
かちだ幼稚園 横浜市都筑区
光陽機械株式会社 横浜市都筑区
（有）港北カレクトオート 横浜市都筑区
交安株式会社 横浜市都筑区
（株）三協社 横浜市都筑区
すぎの森幼稚園 横浜市都筑区
大東株式会社　港北センター北店 横浜市都筑区
ジェーピーエス製薬株式会社 横浜市都筑区
千代田建設（株） 横浜市都筑区
（有）富澤土建 横浜市都筑区
日産プリンス神奈川販売㈱港北都筑インター店 横浜市都筑区
（株）北都サービス 横浜市都筑区



ボッシュ（株） 横浜市都筑区
（有）宮本住宅設備 横浜市都筑区
山本記念会山本記念病院 横浜市都筑区
学校法人　栗原学園　やまた幼稚園 横浜市都筑区
株式会社ユニマットライフ　北横浜営業所 横浜市都筑区
横浜農業協同組合　都筑中川支店 横浜市都筑区
株式会社ジャストオートリーシング 横浜市都筑区
横浜市都筑消防署　総務・予防課 横浜市都筑区
東塗装（株） 横浜市都筑区
（株）旭建機 横浜市都筑区
池辺白ゆり幼稚園 横浜市都筑区
伊藤忠ユニダス株式会社 横浜市都筑区
第一カーボン（株） 横浜市都筑区
（株）河野建材店 横浜市都筑区
横浜農業協同組合都田支店 横浜市都筑区
有限会社横浜舗道 横浜市都筑区
横浜農協きた地区営農経済センター 横浜市都筑区
（有）川村 横浜市都筑区
株式会社　白洋舎横浜支店 横浜市都筑区
株式会社　クラスタ 横浜市都筑区
（株）ブラザーモータース 横浜市都筑区
横浜車輌工業株式会社 横浜市都筑区
都田幼稚園 横浜市都筑区
株式会社デンソーソリューション　横浜支店 横浜市都筑区
大東梱包株式会社 横浜市都筑区
神奈川日産自動車株式会社　佐江戸店 横浜市都筑区
日立建機日本株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
山崎製パン（株）横浜第二工場 横浜市都筑区
建成（株） 横浜市都筑区
ハイウエイ開発（株）京浜事業所 横浜市都筑区
川和保育園 横浜市都筑区
都筑ケ丘幼稚園 横浜市都筑区
ＵＤトラックス株式会社 横浜市都筑区
（有）大興資源 横浜市都筑区
株式会社ヤナセ中古車事業部東日本仕入流通部 横浜市都筑区
サコス（株） 横浜市都筑区
世紀東急工業（株）横浜混合所 横浜市都筑区
（株）福島 横浜市都筑区
（株）崎陽軒　横浜工場 横浜市都筑区
横浜サンミラー（株） 横浜市都筑区
株式会社ミツウロコヴェッセル横浜店 横浜市都筑区



（株）遊佐組 横浜市都筑区
（株）秀建 横浜市都筑区
（株）六平 横浜市都筑区
スターゼン販売株式会社　横浜営業センター 横浜市都筑区
山崎製パン（株）デイリーヤマザキ横浜第二リージョン 横浜市都筑区
横浜市資源循環局都筑事務所 横浜市都筑区
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会　横浜あゆみ荘 横浜市都筑区
エスフーズ株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
東北建設（株） 横浜市都筑区
（株）カモシダ 横浜市都筑区
㈱ＪＡ横浜協同サービス　きた総合センター 横浜市都筑区
株式会社　シバックス 横浜市都筑区
（株）美濃屋あられ 横浜市都筑区
東洋機工（株） 横浜市都筑区
ワンタイ建設株式会社 横浜市都筑区
（株）横内製作所 横浜市都筑区
朋栄建設株式会社 横浜市都筑区
（株）スタック　横浜営業所 横浜市都筑区
小柳ペイント（株）横浜営業所 横浜市都筑区
いすず自動車首都圏株式会社　港北サービスセンター 横浜市都筑区
株式会社　ヤナセ　横浜港北支店 横浜市都筑区
株式会社清水商工 横浜市都筑区
デイベンロイネンサプライ（株）神奈川営業部　横浜営業所 横浜市都筑区
（株）ダスキン北山田支店 横浜市都筑区
東日本高速道路株式会社関東支社京浜管理事務所 横浜市都筑区
横浜日野自動車株式会社　港北支店 横浜市都筑区
善友印刷（株） 横浜市都筑区
（株）関電工　神奈川支店　鶴見営業所 横浜市都筑区
（株）サニクリーン　東京港北営業所 横浜市都筑区
株式会社　三技協 横浜市都筑区
サントリービバレッジソリューション株式会社　横浜北支店 横浜市都筑区
（株）紀陽商会 横浜市都筑区
ニコル・カーズ合同会社　横浜港北支店 横浜市都筑区
株式会社　サカタのタネ 横浜市都筑区
タカナシ販売株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
（株）図研 横浜市都筑区
横浜市都筑土木事務所 横浜市都筑区
トヨタモビリティパーツ株式会社　神奈川支社 横浜市都筑区
中央建設（株） 横浜市都筑区
東京濾器株式会社 横浜市都筑区
京セラ（株）横浜事業所 横浜市都筑区



タカハシ（株） 横浜市都筑区
（株）カント－ 横浜市都筑区
マテックス株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
（株）ジューテック横浜営業所 横浜市都筑区
（株）神奈川県エルピーガス保安センター横浜営業所 横浜市都筑区
横浜市都筑区役所 横浜市都筑区
（株）錦光園 横浜市都筑区
株式会社　東急コミュニティー　田園都市支店 横浜市都筑区
港北幼稚園 横浜市都筑区
株式会社クワザワ　横浜事業所 横浜市都筑区
細谷建設（株）港北作業所 横浜市都筑区
菊水創発センター 横浜市都筑区
大東建託株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社　横浜北支社 横浜市都筑区
三菱電機システムサービス（株）港北サービスステーション 横浜市都筑区
東京ガスネットワーク株式会社　神奈川ガスライト２４都筑基地 横浜市都筑区
株式会社ソディック 横浜市都筑区
杉谷工機（株） 横浜市都筑区
（株）トップサ－ビス 横浜市都筑区
関東技研（株） 横浜市都筑区
株式会社ブラザー・オートサービス 横浜市都筑区
株式会社有馬 横浜市都筑区
金寿興産（株） 横浜市都筑区
横浜農業協同組合北山田支店 横浜市都筑区
（株）貝塚造園 横浜市都筑区
株式会社　りそな銀行港北ニュータウン支店 横浜市都筑区
株式会社　ジェイファスト　京浜工事事業所 横浜市都筑区
株式会社　ライフメディカル 横浜市都筑区
パナソニックホームズ株式会社　神奈川支社 横浜市都筑区
（株）ハウゼ 横浜市都筑区
東建コーポレーション（株）横浜支店 横浜市都筑区
（株）アオキホールディングス 横浜市都筑区
ミナモト通信（株）横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社ライクス　神奈川営業所 横浜市都筑区
株式会社　ホルテック 横浜市都筑区
株式会社　八洋　横浜営業所 横浜市都筑区
ワイエスシー株式会社 横浜市都筑区
横浜標識（株） 横浜市都筑区
株式会社　図研　センター南ビル 横浜市都筑区
都筑警察署 横浜市都筑区
大栄興業（株） 横浜市都筑区



株式会社　和光ケミカル　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社　北斗工業 横浜市都筑区
株式会社エル・エス・ディ 横浜市都筑区
坂﨑彫刻工業（株） 横浜市都筑区
ボルボ・カーズ港北ニュータウン 横浜市都筑区
世紀東急工業株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社ニップコーポレーション　横浜営業所 横浜市都筑区
せんざん港北ニュータウン店 横浜市都筑区
認定こども園エクレス 横浜市都筑区
尾家産業株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
横浜みずほ幼稚園 横浜市都筑区
湘南やまゆり学園　横浜黎明幼稚園 横浜市都筑区
株式会社フジコー 横浜市都筑区
ピッコリーノ学園 横浜市都筑区
株式会社ホンダカーズ横浜　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ港北ニュータウン 横浜市都筑区
（株）横浜ダイシンリネン 横浜市都筑区
株式会社ＫＮコーポレーション 横浜市都筑区
活人会　　都筑ハートフルステーション 横浜市都筑区
株式会社　シンワ検査 横浜市都筑区
横浜市環境創造局北部農政事務所 横浜市都筑区
損害保険ジャパン株式会社　神奈川自動車営業部 横浜市都筑区
東京光音電波（株） 横浜市都筑区
日本郵便株式会社都筑郵便局 横浜市都筑区
株式会社　ケンテックス 横浜市都筑区
株式会社　ジェイエーアメニティーハウス横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社大滝　神奈川営業所 横浜市都筑区
酒井医療株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
今井工業（株） 横浜市都筑区
（株）協栄エンタープライズ 横浜市都筑区
株式会社フロンティア横浜北営業所 横浜市都筑区
（株）マルコシ横浜店 横浜市都筑区
（株）ハウスメイトワークス港北ベース 横浜市都筑区
特別養護老人ホーム中川の里 横浜市都筑区
渋谷総業（株） 横浜市都筑区
株式会社ニデック　横浜支店 横浜市都筑区
セコム株式会社　都筑支社 横浜市都筑区
横浜茅ヶ崎老人保健施設 横浜市都筑区
富士化学塗料株式会社 横浜市都筑区
株式会社　明電エンジニアリング　神奈川支店 横浜市都筑区
（有）ランチサービスネットワーク 横浜市都筑区
株式会社ホンダカーズ横浜都筑中央店 横浜市都筑区



都筑警察署留置管理係 横浜市都筑区
神奈川県警察高速道路交通警察隊港北分駐所 横浜市都筑区
株式会社ジェイシーティ関東支店 横浜市都筑区
株式会社ダイキンアプライドシステムズ横浜支店 横浜市都筑区
横浜市葛が谷地域ケアプラザ 横浜市都筑区
大和冷機工業株式会社　横浜北営業所 横浜市都筑区
学校法人竹田学園　金の星幼稚園 横浜市都筑区
株式会社　木曽路　港北ニュータウン店 横浜市都筑区
ステラ株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
三和フード（株） 横浜市都筑区
三浦工業株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
荏田南幼稚園 横浜市都筑区
横浜トヨペット（株）池辺店 横浜市都筑区
つづき地域活動ホームくさぶえ 横浜市都筑区
望星サイエンス株式会社 横浜市都筑区
ヤナセブランドスクエア株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
一般社団法人　横浜市都筑区医師会 横浜市都筑区
（株）東伸サービス 横浜市都筑区
（株）東伸　本社 横浜市都筑区
コダマコーポレーション（株） 横浜市都筑区
クリエートメディック株式会社 横浜市都筑区
大五建設株式会社 横浜市都筑区
株式会社佐藤渡辺　横浜営業所 横浜市都筑区
大東建託パートナーズ株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
アジア商事株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
トオカツフーズ株式会社　都筑工場 横浜市都筑区
株式会社テイスター　東海支店横浜支店 横浜市都筑区
（株）東京ＢＫ足場横浜営業所 横浜市都筑区
久米工業（株） 横浜市都筑区
神奈川日産自動車株式会社　ニュータウン都筑店 横浜市都筑区
株式会社不二家　神奈川支店 横浜市都筑区
神奈川日産自動車㈱　港北ニュータウン店 横浜市都筑区
神奈川トヨタ整備㈱港北工場 横浜市都筑区
日本全薬工業㈱神奈川コミュニケーションオフィス 横浜市都筑区
ＴＯＴＯ株式会社　港北営業所 横浜市都筑区
日本キャタピラー合同会社 横浜市都筑区
株式会社ケー・エフ・シー　横浜営業所 横浜市都筑区
㈱クワザワ工業東京支店 横浜市都筑区
（株）アルト工業 横浜市都筑区
神奈川県自動車整備振興会 横浜市都筑区
神奈川県自動車整備商工組合 横浜市都筑区



ミサワリフォーム株式会社 横浜市都筑区
㈱ティップネス鴨居店 横浜市都筑区
ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社　横浜北店 横浜市都筑区
日本ハムマーケティング株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
㈱新東電気 横浜市都筑区
㈱平田タイル　横浜支店 横浜市都筑区
介護老人保健施設都筑シニアセンター 横浜市都筑区
㈱ユヤマ 横浜市都筑区
スターツアメニティー株式会社 横浜市都筑区
株式会社東急Ｒｅ・デザイン 横浜市都筑区
東京グラスロン株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
大和リビング株式会社　横浜北営業所 横浜市都筑区
麻生設備 横浜市都筑区
住友林業ホームテック株式会社　横浜北支店 横浜市都筑区
㈱アズマ 横浜市都筑区
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング　京浜道路事務所 横浜市都筑区
アポロ技研株式会社 横浜市都筑区
日本サーモエナー横浜支店 横浜市都筑区
クリナップ㈱横浜北営業所 横浜市都筑区
株式会社　クラスト 横浜市都筑区
三和シャッター工業株式会社　横浜支店横浜北営業所 横浜市都筑区
株式会社ウッドワン　横浜営業所 横浜市都筑区
住友林業㈱　住宅・建築事業本部　横浜北支店 横浜市都筑区
株式会社ローソン　横浜西支店 横浜市都筑区
㈱アイホー横浜営業所 横浜市都筑区
フォーフェアリー株式会社 横浜市都筑区
株式会社サンフーズ 横浜市都筑区
（株）ホンダクリオ共立　都筑仲町台店 横浜市都筑区
株式会社　仙台銘板　横浜営業所 横浜市都筑区
峯岸工業　株式会社 横浜市都筑区
株式会社　テレコム 横浜市都筑区
横浜市交通局　川和車両基地 横浜市都筑区
ケアパートナー株式会社　ケアパートナー港北 横浜市都筑区
フレーベル館 横浜市都筑区
有限会社神原興業 横浜市都筑区
横浜農業協同組合　東方支店 横浜市都筑区
横浜農業協同組合　きた総合センター 横浜市都筑区
三和レンタル株式会社 横浜市都筑区
日々輝学園高等学校横浜校 横浜市都筑区
学校法人愛和学院愛和のぞみ幼稚園 横浜市都筑区
神奈川スバル株式会社　港北ニュータウン店 横浜市都筑区



株式会社　ＬＩＸＩＬ　ＬＨＴ神奈川支社　港北拠点 横浜市都筑区
武蔵野電設株式会社 横浜市都筑区
住友重機械建機クレーン株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社ダイフクプラスモア 横浜市都筑区
国際建機産業株式会社 横浜市都筑区
いであ株式会社国土環境研究所 横浜市都筑区
社会福祉法人　若竹大寿会　横浜市中川地域ケアプラザ 横浜市都筑区
コムシスモバイル株式会社　神奈川テクノステーション 横浜市都筑区
井出徳建設株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
藤陽学園　みどり野幼稚園 横浜市都筑区
株式会社　キッズフォレアカデミー 横浜市都筑区
株式会社　アシスト 横浜市都筑区
株式会社東急コミュニティー　リフォーム事業部マンション第二技術部 横浜市都筑区
株式会社白洋舎　神奈川支店　荏田営業所 横浜市都筑区
㈲レザックス 横浜市都筑区
㈱ジェイファスト　京浜事業所 横浜市都筑区
渡辺パイプ㈱　横浜北サービスセンター 横浜市都筑区
ダンロップタイヤ中央㈱　都筑営業所 横浜市都筑区
富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社　南関東営業所 横浜市都筑区
株式会社タカゾノ　横浜営業所 横浜市都筑区
コンパスクリニック横浜 横浜市都筑区
神奈川レッカーサービス株式会社 横浜市都筑区
ジューテックホーム株式会社 横浜市都筑区
ヒロセ電機株式会社 横浜市都筑区
株式会社　関東マツダ　港北ニュータウン店 横浜市都筑区
株式会社　関東マツダ　あざみ野店 横浜市都筑区
医療法人社団同仁会　ワタナベ歯科医院 横浜市都筑区
株式会社関東マツダ　荏田店 横浜市都筑区
株式会社まつえい畳店 横浜市都筑区
わらべや日洋食品株式会社　横浜工場 横浜市都筑区
協和医科器械株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
ケーオーデンタル株式会社 横浜市都筑区
株式会社ネクスコ・パトロール関東　京浜事業所 横浜市都筑区
三誠企業株式会社 横浜市都筑区
日本ダイヤモンド株式会社 横浜市都筑区
株式会社中央工測事務所 横浜市都筑区
東芝コンシューママーケティング株式会社　横浜北サービスポイント 横浜市都筑区
株式会社ＫＳエンジニアリング 横浜市都筑区
株式会社佐藤渡辺　神奈川営業所 横浜市都筑区
旭化成住宅建設株式会社神奈川・静岡事業部 横浜市都筑区
ホシザキ湘南株式会社　港北営業所 横浜市都筑区



工藤建設株式会社 横浜市都筑区
住宅情報館株式会社　都筑店 横浜市都筑区
株式会社　保険科学研究所　港北営業所 横浜市都筑区
関東日本フード株式会社　横浜青葉営業部 横浜市都筑区
株式会社　ヨコソー 横浜市都筑区
株式会社　染野屋　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社イノメディックス　横浜営業所 横浜市都筑区
レモンガス株式会社　横浜アクア 横浜市都筑区
東やまた工房 横浜市都筑区
株式会社ヤナセオートシステムズ 横浜市都筑区
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社　港北支店 横浜市都筑区
ミサワホーム株式会社　横浜北支店 横浜市都筑区
株式会社ナック・ダスキン事業部第１７支店 横浜市都筑区
エンゼルフーズ株式会社 横浜市都筑区
渡辺パイプ株式会社　横浜北住設サービスセンター 横浜市都筑区
株式会社エー・ワン　港北センター 横浜市都筑区
工機ホールディングスジャパン株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 横浜市都筑区
（株）ネクスコ・メンテナンス関東京浜事業所 横浜市都筑区
日本コムシス株式会社 横浜市都筑区
横浜ヒノデサービス販売㈱ 横浜市都筑区
ネッツトヨタ神奈川㈱ウェインズ港北ニュータウン店 横浜市都筑区
ネッツトヨタ神奈川㈱ウェインズ都筑池辺店 横浜市都筑区
ネッツトヨタ神奈川㈱ウェインズセンター北店 横浜市都筑区
バディスポーツ幼児園　横浜校 横浜市都筑区
渡辺パイプ㈱神奈川設備サービスセンター 横浜市都筑区
株式会社ロジクエスト　横浜支店 横浜市都筑区
リコージャパン株式会社　港北営業所 横浜市都筑区
二幸建設株式会社 横浜市都筑区
株式会社コア・エレクトロニックシステム 横浜市都筑区
神奈川県中古自動車販売商工組合　横浜支所 横浜市都筑区
新いずみ建装株式会社 横浜市都筑区
株式会社　丸八ハートフル　新横浜支店 横浜市都筑区
イトマンスイミングスクール港北校 横浜市都筑区
株式会社アメニティ　横浜営業所 横浜市都筑区
三井ホーム株式会社　神奈川コンサルティング営業部 横浜市都筑区
東急スポーツオアシス港北店 横浜市都筑区
Ｋｉｄｓ　Ｄｕｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　センター南 横浜市都筑区
ユニバーサルキッズ 横浜市都筑区
三井ホーム株式会社　神奈川支店 横浜市都筑区
株式会社ハウスメイトマネジメント横浜北支店 横浜市都筑区



住ベシート防水株式会社　神奈川オフィス 横浜市都筑区
株式会社　テクノメディカ 横浜市都筑区
株式会社　須田電設 横浜市都筑区
有限会社　山口商会 横浜市都筑区
㈱ゼロインターナショナル 横浜市都筑区
㈱創造開発設計 横浜市都筑区
大正製薬株式会社　横浜事業所 横浜市都筑区
㈱丸辰道路工業 横浜市都筑区
三峯産業株式会社 横浜市都筑区
株式会社　青葉興業 横浜市都筑区
東都生活協同組合横浜センター 横浜市都筑区
東やまたレジデンス 横浜市都筑区
株式会社　ＥＮＥＯＳフロンティア　南関東直営事業部しんよこはま認証工場 横浜市都筑区
トヨタモビリティ神奈川　港北ニュータウン店 横浜市都筑区
赤坂物産株式会社 横浜市都筑区
株式会社タダノ　横浜営業所 横浜市都筑区
ニコル・カーズ合同会社 横浜市都筑区
ニコル・カーズ合同会社　サービスセンター 横浜市都筑区
株式会社　コスモフーズ 横浜市都筑区
日本コムシス株式会社 横浜市都筑区
株式会社パーパスエコテック　神奈川オフィス 横浜市都筑区
高速道路トールテクノロジー株式会社 横浜市都筑区
オートグラス株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
トモプロ株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
楠の大樹介護保険センター 横浜市都筑区
ベル代行 横浜市都筑区
ケイズエーアイエム株式会社 横浜市都筑区
松田産業株式会社　神奈川営業所 横浜市都筑区
株式会社白洋舎　神奈川支店　横浜営業所 横浜市都筑区
医療法人社団若葉会　つづき訪問看護ステーション 横浜市都筑区
株式会社ライクス　第２開発営業所 横浜市都筑区
伊藤超短波株式会社 横浜市都筑区
三恵ホールディングス株式会社 横浜市都筑区
株式会社　水元 横浜市都筑区
ＤＯＷＡサーモエンジニアリング㈱　横浜鴨居事務所 横浜市都筑区
㈱メモリアルアートの大野屋　横浜営業所 横浜市都筑区
日本レヂボン株式会社　東京営業所 横浜市都筑区
株式会社オープンハウス・アーキテクト　横浜センター南事務所 横浜市都筑区
株式会社クラシアン 横浜市都筑区
株式会社東急イーライフデザイン 横浜市都筑区
株式会社　バリアン　メディカル　システムズ 横浜市都筑区



医療法人社団若葉会　介護老人保健施設　若葉が丘 横浜市都筑区
株式会社　リテック 横浜市都筑区
株式会社山芳園 横浜市都筑区
株式会社大松　横浜営業所 横浜市都筑区
ヒューマンヤード㈱　横浜支店 横浜市都筑区
株式会社もりぞう　神奈川支店 横浜市都筑区
株式会社　ヒラタ　横浜営業所 横浜市都筑区
ツクイ　横浜センター北 横浜市都筑区
株式会社　教栄社 横浜市都筑区
株式会社トラバースエンジニアリング 横浜市都筑区
東日本オリオン株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
㈱ミニテック　センター南店 横浜市都筑区
セントラルフィットネスクラブ　センター南 横浜市都筑区
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 横浜市都筑区
株式会社　グリーンディスプレイ　関東ベース 横浜市都筑区
株式会社　平井シー・エス・カンパニー 横浜市都筑区
ヤマト自動車硝子株式会社　港北インター店 横浜市都筑区
㈱ウェルテック 横浜市都筑区
日本産業株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
株式会社　スチール・ワン 横浜市都筑区
タマホーム　横浜北支店 横浜市都筑区
株式会社　テクノ菱和　横浜支店 横浜市都筑区
サカタのタネ　グリーンサービス株式会社 横浜市都筑区
生活クラブ生協　緑センター 横浜市都筑区
丸美屋食品工業㈱ 横浜市都筑区
㈱ジェイエーアメニティーハウス　川崎営業所 横浜市都筑区
株式会社　工匠 横浜市都筑区
ジャガー・ランドローバー横浜港北 横浜市都筑区
株式会社小泉神奈川　特販営業所 横浜市都筑区
ダスキンヘルスレント横浜北ステーション 横浜市都筑区
株式会社ツバサテクノ 横浜市都筑区
日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱ 横浜市都筑区
横浜伸銅株式会社 横浜市都筑区
エピロックジャパン株式会社 横浜市都筑区
有限会社ひまわり　ひまわり治療院　都筑 横浜市都筑区
デイフォレスト東山田 横浜市都筑区
株式会社　望月鉄筋工業 横浜市都筑区
西野産業株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社　マルサン商会 横浜市都筑区
フルテック株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
京浜運転代行 横浜市都筑区



特別養護老人ホーム　都筑の里 横浜市都筑区
アサヒサンクリーン福祉用具センター横浜 横浜市都筑区
ヒルティン代行 横浜市都筑区
東建コーポレーション㈱　京浜施工センター 横浜市都筑区
株式会社　みらいふ 横浜市都筑区
日本コムシス株式会社　港北テクノステーション 横浜市都筑区
アサヒサンクリーン株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
アトムメディカル㈱　南関東営業所 横浜市都筑区
株式会社　アーバン企画開発　コンサルティング事業部 横浜市都筑区
介護老人保健施設　ヒルトップ池辺 横浜市都筑区
社会福祉法人グリーン　川和ハイツ 横浜市都筑区
有限会社　団地営繕 横浜市都筑区
株式会社アーバン企画開発管理 横浜市都筑区
元気広場　横浜東山田 横浜市都筑区
株式会社　トーヨータイヤジャパン　都筑営業所 横浜市都筑区
ベルーガ　ヘルスケアサロン 横浜市都筑区
介護福祉施設　ヴィラ都筑 横浜市都筑区
株式会社　橋本屋 横浜市都筑区
横浜市　加賀原地域ケアプラザ 横浜市都筑区
荏田介護老人保健施設　あすなろ 横浜市都筑区
株式会社やさしい手　ゆめふる横浜センター南店 横浜市都筑区
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス都筑 横浜市都筑区
タカノ株式会社　横浜技術開発センター 横浜市都筑区
特別養護老人ホーム　ハピネス都筑 横浜市都筑区
株式会社ノリタケカンパニーリミテド　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社　ネクステージ　横浜港北インター店 横浜市都筑区
スターツアメニティー株式会社 横浜市都筑区
港北工業株式会社 横浜市都筑区
株式会社ジャパンクリニカルサービス 横浜市都筑区
株式会社　オリエントサービス 横浜市都筑区
社会福祉法人　キャマラード　多機能型拠点　つづきの家 横浜市都筑区
株式会社プレミアアシスト横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社ナテックス　神奈川営業所 横浜市都筑区
三峯青葉株式会社 横浜市都筑区
ＮＥＸＴ　ＦＬＯＷ 横浜市都筑区
株式会社ファルコバイオシステムズ　東京第一営業所 横浜市都筑区
コムシスエンジリアニング株式会社　神奈川営業所 横浜市都筑区
ゴコウ株式会社 横浜市都筑区
株式会社イヤサカ 横浜市都筑区
ＪＭＢ株式会社 横浜市都筑区
マックメカニクスツールズ株式会社 横浜市都筑区



中北薬品（株）横浜北支店 横浜市都筑区
ＴＳＰ東日本　株式会社 横浜市都筑区
ＪＡ全農かながわ東部農機センターきたセンター 横浜市都筑区
東急リバブル株式会社　港北ニュータウンセンター 横浜市都筑区
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング　市原保全計画センター　京浜分室 横浜市都筑区
有限会社宮古土木興業 横浜市都筑区
協栄電機株式会社 横浜市都筑区
Ｉ・Ｃ・Ｃインターナショナル（株） 横浜市都筑区
スズキ（株）横浜研究所 横浜市都筑区
株式会社テラシステムプランサービス東日本店 横浜市都筑区
公害計器サービス株式会社 横浜市都筑区
太陽建機レンタル株式会社 横浜市都筑区
リストインターナショナルリアルティ株式会社　港北ニュータウン支店 横浜市都筑区
イケア港北 横浜市都筑区
株式会社オリエンタルベーカリー　横浜営業所 横浜市都筑区
笹島建設株式会社 横浜市都筑区
株式会社バーンリペア横浜拠点 横浜市都筑区
株式会社カメガヤ佐江戸物流センター 横浜市都筑区
株式会社ビー・エム・エル　横浜第一営業所 横浜市都筑区
株式会社マーク 横浜市都筑区
ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社　神奈川支店　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社三光金属　横浜本社 横浜市都筑区
株式会社関総業 横浜市都筑区
コムネット株式会社　東京営業所 横浜市都筑区
田中重機興業株式会社 横浜市都筑区
有限会社出羽建設 横浜市都筑区
マツダパーツ株式会社　関東支社神奈川支店 横浜市都筑区
フォルクスワーゲンジャパン販売（株）港北カスタマーサービスセンター 横浜市都筑区
訪問介護ステーション碧海花 横浜市都筑区
株式会社ヤマダ電機　家電住まいる館　港北センター店 横浜市都筑区
ブルーマチックジャパン株式会社 横浜市都筑区
医療法人　活人会　水野クリニック 横浜市都筑区
フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社　港北支店 横浜市都筑区
株式会社ＳＤベンディング 横浜市都筑区
株式会社スマートパワーサービス 横浜市都筑区
株式会社キングコーポレーション　横浜支店 横浜市都筑区
株式会社ランス 横浜市都筑区
ＫＲＨ株式会社　横浜支店 横浜市都筑区
ニコル・カーズ合同会社　ＭＩＮＩ横浜都筑 横浜市都筑区
株式会社とんぼ電工 横浜市都筑区
フヨ―株式会社南関東支店 横浜市都筑区



株式会社バウハウスデザイン 横浜市都筑区
有限会社ハマデン 横浜市都筑区
東京セキスイファミエス株式会社　ザ・シーズン港北店 横浜市都筑区
株式会社ノダ　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社ジンテック 横浜市都筑区
株式会社トーショウ 横浜市都筑区
クリエイト株式会社　神奈川支店　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社八洋ＡＳＤ神奈川センター 横浜市都筑区
ソフィア訪問看護ステーションセンター北 横浜市都筑区
株式会社中延園食品 横浜市都筑区
ジュノー株式会社 横浜市都筑区
菊水化学工業株式会社　関東住宅営業部　横浜住宅営業課 横浜市都筑区
デックス株式会社 横浜市都筑区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン都筑南営業所 横浜市都筑区
神奈川ダイハツ株式会社港北ニュータウン店 横浜市都筑区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン都筑営業所 横浜市都筑区
リノ・ハピア株式会社神奈川支店 横浜市都筑区
株式会社トラストステージ 横浜市都筑区
浜銀ＴＴ証券株式会社　港北ニュータウン店 横浜市都筑区
レヴェックスコンサルタント株式会社 横浜市都筑区
株式会社リィツメディカル　横浜北営業所 横浜市都筑区
株式会社長府製作所横浜営業所 横浜市都筑区
ユーワ技研株式会社 横浜市都筑区
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 横浜市都筑区
松栄エンジニアリング株式会社 横浜市都筑区
ホクト商事株式会社横浜事業部 横浜市都筑区
株式会社相模テック 横浜市都筑区
有限会社井上自動車整備工場 横浜市都筑区
日本スウェージロックＦＳＴ株式会社　東日本サービス・センター 横浜市都筑区
ダックス株式会社横浜北店 横浜市都筑区
スギ訪問看護ステーション都筑 横浜市都筑区
株式会社サンクチュアリ 横浜市都筑区
株式会社大八 横浜市都筑区
ワタミの宅食　横浜青葉営業所 横浜市都筑区
ゴウダ株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社三英空調工業 横浜市都筑区
（一社）日本自動車販売協会連合会　神奈川県支部 横浜市都筑区
株式会社メイクリーン 横浜市都筑区
株式会社アルメックス横浜支店 横浜市都筑区
旭化成住宅建設株式会社　リフォーム施工事業部横浜営業所 横浜市都筑区
イエローハットすみれが丘店 横浜市都筑区



ニコル・カーズ合同会社　ＭＩＮＩ港北 横浜市都筑区
エヌズ・ゲーム株式会社 横浜市都筑区
株式会社Ｋ・Ｓ・Ｆサービス横浜つづき宅配センター 横浜市都筑区
ワタミの宅食横浜港北営業所 横浜市都筑区
訪問看護ステーションＮＯＡ 横浜市都筑区
株式会社横浜銀行港北ニュータウン南支店 横浜市都筑区
アローズ株式会社　本社 横浜市都筑区
スーパーオートバックス２４６江田 横浜市都筑区
株式会社ヤマダホームズ　ハウスクエア店 横浜市都筑区
株式会社　ジェブ 横浜市都筑区
長野油機株式会社 横浜市都筑区
大川原化工機株式会社 横浜市都筑区
有限会社セイコーテック 横浜市都筑区
株式会社ＬｏｏＰＬＵＳ 横浜市都筑区
株式会社原野メディカル 横浜市都筑区
泰平建設株式会社 横浜市都筑区
くずがやオフィス（ハウスＢＥＥ等グループホーム） 横浜市都筑区
株式会社小池メディカル 横浜市都筑区
株式会社快活フロンティア 横浜市都筑区
株式会社ソシアスメディカルケア　陽だまりサロン碧 横浜市都筑区
株式会社にこにこ 横浜市都筑区
アトミクス株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社いずみや 横浜市都筑区
横浜商工株式会社　横浜パーツセンター 横浜市都筑区
家入電気株式会社 横浜市都筑区
インプロブ株式会社　ポルシェセンター　横浜サービスセンター 横浜市都筑区
関東総業株式会社 横浜市都筑区
株式会社大城商事 横浜市都筑区
株式会社ワールドサービス 横浜市都筑区
株式会社Ｓａｎｓｅｉ 横浜市都筑区
寺越新聞販売株式会社 横浜市都筑区
岩井工業株式会社 横浜市都筑区
一般財団法人　日本自動車査定協会　神奈川県支所 横浜市都筑区
日本エンギス株式会社 横浜市都筑区
ミサワリフォーム株式会社　横浜北営業課 横浜市都筑区
太陽食品株式会社 横浜市都筑区
株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス関東支店 横浜市都筑区
株式会社グットライフ　営業本部 横浜市都筑区
株式会社テクノス三和　横浜中央物流センター 横浜市都筑区
双日オートグループジャパン株式会社 横浜市都筑区
横浜甲羅本店 横浜市都筑区



株式会社アートワーク 横浜市都筑区
新光技研株式会社 横浜市都筑区
株式会社エムトピア　横浜営業所 横浜市都筑区
フォルクスワーゲン　センター南 横浜市都筑区
三洋薬品ＨＢＣ株式会社　横浜営業所 横浜市都筑区
株式会社ホームテック 横浜市都筑区
株式会社工技研究所　横浜工場 横浜市都筑区
第一三共株式会社　横浜支店　横浜北営業所 横浜市都筑区
Ａｕｄｉ　Ａｐｐｒｏｖｅｄ　横浜青葉 横浜市都筑区
有限会社大平技研 横浜市都筑区
株式会社マルカ　佐江戸営業所 横浜市都筑区
株式会社アップルボックス 横浜市都筑区
有限会社共立電機　港北営業所 横浜市都筑区
株式会社藤龍 横浜市都筑区
株式会社キツタカ　横浜店 横浜市都筑区
株式会社グリーンエイト　セントラル薬局　横浜仲町台店 横浜市都筑区
イデアル株式会社 横浜市都筑区
株式会社ＯＴＯ 横浜市都筑区
株式会社さくらアクト 横浜市都筑区
リハてらす北山田 横浜市都筑区
ワールドアーツ株式会社 横浜市都筑区
株式会社川商 横浜市都筑区
ボッシュ株式会社　横浜第三事務所 横浜市都筑区
株式会社ファブエース 横浜市都筑区
株式会社ＡＳＷＥＬＬ　本社 横浜市都筑区
株式会社一条工務店　神奈川東部営業所 横浜市都筑区
株式会社中村建工 横浜市都筑区
ＪＯＹ＆ＦＵＮチャイルドアカデミー 横浜市都筑区
株式会社ＷＩ－Ｓ 横浜市都筑区
ＣＳＰ株式会社 横浜市都筑区
東化研株式会社 横浜市都筑区
株式会社ネクサス・アールハウジング　横浜支店 横浜市都筑区
神奈川トヨタ自動車株式会社　トヨタモビリティ神奈川　池辺店 横浜市都筑区
訪問看護リハビリステーション　ケアフォレスト横浜 横浜市都筑区
株式会社ヤマイチライス　事業本部 横浜市都筑区
横浜市都筑消防署　警防課 横浜市都筑区
株式会社川島織物セルコン 横浜市都筑区
秋葉建設工業（株） 横浜市戸塚区
山崎製パン（株）横浜第一工場 横浜市戸塚区
横浜市戸塚消防署　警防課 横浜市戸塚区
国際鉄工（株） 横浜市戸塚区



横浜市戸塚土木事務所 横浜市戸塚区
戸塚警察署 横浜市戸塚区
第一屋製パン（株）横浜工場 横浜市戸塚区
（株）ブリヂストン横浜工場 横浜市戸塚区
横浜市資源循環局戸塚事務所 横浜市戸塚区
コイト電工株式会社 横浜市戸塚区
（株）長野工務店 横浜市戸塚区
小雀建設（株） 横浜市戸塚区
（株）甲斐 横浜市戸塚区
（株）横浜銀行戸塚支店 横浜市戸塚区
（株）ホンダカーズ横浜　戸塚中央店 横浜市戸塚区
（株）岡田建設 横浜市戸塚区
株　ＴＯＫＡＩ横浜支店 横浜市戸塚区
（株）日立製作所システム＆サービスビジネス横浜事業所 横浜市戸塚区
東日本三菱自動車販売　株 横浜市戸塚区
日本フィルター（株）横浜事業所 横浜市戸塚区
三池工業（株） 横浜市戸塚区
日本郵便株式会社戸塚郵便局 横浜市戸塚区
神奈川石油販売（株） 横浜市戸塚区
横浜市水道局浄水部小雀浄水場 横浜市戸塚区
重成商会（株） 横浜市戸塚区
株　サトウ自動車 横浜市戸塚区
みずほ銀行戸塚支店 横浜市戸塚区
東山工業（株） 横浜市戸塚区
湘南通信建設（株） 横浜市戸塚区
森紙業（株）関東事業所 横浜市戸塚区
安全モーター（株） 横浜市戸塚区
大成建設（株）技術センター 横浜市戸塚区
宝製菓（株） 横浜市戸塚区
（株）昭和工業 横浜市戸塚区
三星物産（株） 横浜市戸塚区
横浜市戸塚区役所 横浜市戸塚区
有限会社戸塚昇光社 横浜市戸塚区
東台幼稚園 横浜市戸塚区
（株）竹谷工務店 横浜市戸塚区
（株）金子工業所 横浜市戸塚区
舞岡幼稚園 横浜市戸塚区
（株）三菱ＵＦＪ銀行　戸塚支店 横浜市戸塚区
（株）横浜緑化 横浜市戸塚区
横浜農業協同組合大正支店 横浜市戸塚区
横浜農業協同組合　川上支店 横浜市戸塚区



グラフテック（株） 横浜市戸塚区
フジテクノス（株） 横浜市戸塚区
大洋建設（株） 横浜市戸塚区
学校法人　横浜石井学園 横浜市戸塚区
生駒植木株式会社 横浜市戸塚区
石井建材 横浜市戸塚区
菅沼商事 横浜市戸塚区
（株）小林欽也工務店 横浜市戸塚区
金子機械（株） 横浜市戸塚区
大基産業（株） 横浜市戸塚区
横浜市消防訓練センター 横浜市戸塚区
（株）新和商会 横浜市戸塚区
秋葉幼稚園学校法人本橋学園 横浜市戸塚区
石黒総合食品（株） 横浜市戸塚区
白樺幼稚園 横浜市戸塚区
株式会社　石半 横浜市戸塚区
公益財団法人　十愛会十愛病院 横浜市戸塚区
（株）ユカ横浜南支店 横浜市戸塚区
（株）デイベンロイ戸塚営業所 横浜市戸塚区
㈱横浜リテラ 横浜市戸塚区
株式会社仙北谷 横浜市戸塚区
日本自働精機（株） 横浜市戸塚区
（株）サンエイ 横浜市戸塚区
富士消毒 横浜市戸塚区
土井鋼材株式会社 横浜市戸塚区
湘南石産 横浜市戸塚区
生駒造園土木（株） 横浜市戸塚区
小野重機 横浜市戸塚区
学校法人横浜平成学園　平戸幼稚園 横浜市戸塚区
横浜農業協同組合舞岡支店 横浜市戸塚区
沖野建設　株式会社 横浜市戸塚区
（株）信友建設 横浜市戸塚区
丸大食品（株）横浜営業所 横浜市戸塚区
三宝精機工業（株） 横浜市戸塚区
鈴花園 横浜市戸塚区
（株）きたむら園 横浜市戸塚区
（株）日産クリエイティブサービス 横浜市戸塚区
矢島幼稚園 横浜市戸塚区
神奈川トヨタ整備（株）戸塚工場 横浜市戸塚区
横浜ピーピーエム（株） 横浜市戸塚区
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社　戸塚支店 横浜市戸塚区



生活協同組合ユーコープおうちＣＯＯＰ横浜西部センター 横浜市戸塚区
富士ゼロックス神奈川株式会社東戸塚事務所 横浜市戸塚区
五十嵐建設（株） 横浜市戸塚区
日立グローバルライフソリューションズ株式会社　神奈川支店 横浜市戸塚区
中央労働金庫戸塚支店 横浜市戸塚区
（株）スズキ自販神奈川　スズキアリーナ戸塚 横浜市戸塚区
（有）オダ商会 横浜市戸塚区
ムラタ計測器サービス（株） 横浜市戸塚区
セントラルスポーツ（株）セントラルスポーツクラブ東戸塚 横浜市戸塚区
高齢者介護総合センター聖母の園 横浜市戸塚区
しらぎく幼稚園 横浜市戸塚区
（株）横浜自動車学校 横浜市戸塚区
横浜市水道局　戸塚水道事務所 横浜市戸塚区
戸塚ふたば幼稚園 横浜市戸塚区
小野商店 横浜市戸塚区
三栄産業（株） 横浜市戸塚区
愛和食品（株） 横浜市戸塚区
（有）坂本工業 横浜市戸塚区
学校法人清幸学園　東俣野幼稚園 横浜市戸塚区
横浜農業協同組合戸塚支店 横浜市戸塚区
セコム（株）戸塚支社 横浜市戸塚区
（株）有隣堂 横浜市戸塚区
（株）ヤナセ　戸塚支店 横浜市戸塚区
（株）富士繁 横浜市戸塚区
トヨタウエインズグループサービス株式会社 横浜市戸塚区
ＢＡＳＦジャパン株式会社戸塚事業所 横浜市戸塚区
ラインファルト工業（株） 横浜市戸塚区
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社神奈川カンパニー湘南営業所 横浜市戸塚区
グランドネットサービス（株） 横浜市戸塚区
井定工務店 横浜市戸塚区
社会福祉法人朝日の里 横浜市戸塚区
神奈川日産自動車（株）Ｒ１東戸塚店 横浜市戸塚区
（株）ハウスメイトワークス　神奈川支店 横浜市戸塚区
かもめプロペラ（株） 横浜市戸塚区
株式会社中森工業 横浜市戸塚区
（株）レンタルシステム関東 横浜市戸塚区
五代工業（株） 横浜市戸塚区
（株）横浜建物 横浜市戸塚区
（株）山和 横浜市戸塚区
（株）ホンダカーズ横浜東戸塚南店 横浜市戸塚区
（株）横浜シンフォニー 横浜市戸塚区



グッドライフサーラ関東株式会社戸塚営業所 横浜市戸塚区
ケイアイ医科器械株式会社 横浜市戸塚区
日進建設株式会社 横浜市戸塚区
医療法人横浜博萌会訪問看護ステーションにしよこはま 横浜市戸塚区
（株）キタジマ戸塚営業所 横浜市戸塚区
株式会社ＬＩＸＩＬトータル販売 横浜市戸塚区
（株）ソーゴー神奈川支店港南営業所 横浜市戸塚区
有限会社アスリート 横浜市戸塚区
（株）横浜建材工業 横浜市戸塚区
野村證券（株）戸塚支店 横浜市戸塚区
有限会社フナクラ工業 横浜市戸塚区
（株）北海ボーリング 横浜市戸塚区
久保機工（株）戸塚工場 横浜市戸塚区
ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社　ミスタータイヤマン栄光店 横浜市戸塚区
花王グループカスタマーマーケティング株式会社　神奈川支店横浜オフィス 横浜市戸塚区
医療法人社団明芳会　イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 横浜市戸塚区
医療法人社団ピーエムエー 横浜市戸塚区
（株）キシマ　本陣 横浜市戸塚区
三井ホームエンジニアリング（株）神奈川事業所 横浜市戸塚区
（株）ハウスメイトマネジメント横浜支店 横浜市戸塚区
積水ハウスリフォーム株式会社神奈川営業所 横浜市戸塚区
（株）テクニカルウェーブ 横浜市戸塚区
横浜市環境創造局南部農政事務所 横浜市戸塚区
東京セキスイハイム株式会社神奈川支店 横浜市戸塚区
幸和建設工業（株） 横浜市戸塚区
住電通信エンジニアリング（株） 横浜市戸塚区
株式会社　アイネット　ＩＴマネージドサービス事業部 横浜市戸塚区
ＳＯＭＰＯケア　横浜戸塚　訪問介護 横浜市戸塚区
（株）万城食品　横浜営業所 横浜市戸塚区
アイホン（株）横浜支店 横浜市戸塚区
日本アンテナ（株）横浜支店 横浜市戸塚区
有限会社山田興業 横浜市戸塚区
シンコー高圧洗浄株式会社 横浜市戸塚区
名瀬幼稚園 横浜市戸塚区
高齢者福祉センターしらゆり園汲沢地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
株式会社タウンニュース社横浜南支社 横浜市戸塚区
株式会社シロタ 横浜市戸塚区
（株）ハウスメイトワークス　東戸塚ベース 横浜市戸塚区
社会福祉法人　あゆみの国のなかま 横浜市戸塚区
株式会社横浜セイビ 横浜市戸塚区
株式会社ハシックス 横浜市戸塚区



横浜市東戸塚地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
横浜メルテック株式会社 横浜市戸塚区
東洋メタライト工業株式会社 横浜市戸塚区
パナソニック産機システムズ株式会社　神奈川営業所 横浜市戸塚区
㈱神奈川フェンス土木 横浜市戸塚区
（株）テイン 横浜市戸塚区
広栄商事 横浜市戸塚区
長谷スレート工業 横浜市戸塚区
株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス　横浜支店 横浜市戸塚区
株式会社　東伸コーポレーション 横浜市戸塚区
訪問看護ステーションとつか 横浜市戸塚区
特定非営利活動法人　ももい 横浜市戸塚区
ポラテック富士株式会社横浜事業支店 横浜市戸塚区
ミサワホーム株式会社　神奈川支社 横浜市戸塚区
株式会社トミ管理サービス 横浜市戸塚区
花王フィールドマーケティング株式会社 横浜市戸塚区
社会福祉法人　聖ヒルダ会　横浜市平戸地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
横浜薬科大学 横浜市戸塚区
介護老人保健施設ハートケア横浜小雀 横浜市戸塚区
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
株式会社神奈川クリエイト 横浜市戸塚区
株式会社青木建材店 横浜市戸塚区
神奈川日産自動車（株）中古車部 横浜市戸塚区
綜合警備保障株式会社　戸塚営業所 横浜市戸塚区
渡利商店㈲ 横浜市戸塚区
横浜ソイルリサーチ㈱ 横浜市戸塚区
尽力車 横浜市戸塚区
サントリービバレッジサービス㈱横浜第二支店 横浜市戸塚区
移動サービスワーカーズコレクティブらら・むーぶ戸塚 横浜市戸塚区
コクエー戸塚営業所 横浜市戸塚区
ミサワリフォーム㈱ 横浜市戸塚区
株式会社　ブロードリーフ 横浜市戸塚区
株式会社　ブリヂストンＥＭＫ 横浜市戸塚区
日本自動ドア㈱横浜営業所 横浜市戸塚区
株式会社ＩＨＩ物流産業システム 横浜市戸塚区
花王カスタマーマーケティング（株）神奈川支店横浜オフィス 横浜市戸塚区
関東興産 横浜市戸塚区
積水ハウス㈱横浜シャーメゾン支店 横浜市戸塚区
ダイキン工業㈱戸塚サービスステーション 横浜市戸塚区
セキスイハイム不動産㈱神奈川営業所 横浜市戸塚区
大林道路　株式会社　横浜営業所 横浜市戸塚区



医療法人財団　明理会　東戸塚記念病院 横浜市戸塚区
ニットービスコム　株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　メディセオ　神奈川ＡＬＣ 横浜市戸塚区
戸塚共立第一病院 横浜市戸塚区
横浜市南戸塚地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
医療法人敬生会　ともろー訪問看護ステーション南舞岡 横浜市戸塚区
サン電通エンジニアリング株式会社 横浜市戸塚区
医療生協かながわ　生活協同組合　戸塚病院 横浜市戸塚区
太三機工株式会社　横浜営業所 横浜市戸塚区
株式会社　武蔵野フーズ　戸塚営業所 横浜市戸塚区
積水ハウス株式会社　神奈川カスタマーズセンター 横浜市戸塚区
三菱電機ビルソリューションズ株式会社横浜支社中央支店横浜南営業所 横浜市戸塚区
エスケー化研株式会社 横浜市戸塚区
株式会社アイダ設計横浜戸塚モデル店 横浜市戸塚区
株式会社イノベイションオブメディカルサービス横浜営業所 横浜市戸塚区
積和建設神奈川株式会社　建築土木事業部 横浜市戸塚区
日本興機管工株式会社 横浜市戸塚区
株式会社アメニティーサービス 横浜市戸塚区
岡田電気産業株式会社横浜営業所 横浜市戸塚区
有限会社前島建材 横浜市戸塚区
三井不動産リアルティ株式会社　戸塚センター 横浜市戸塚区
アサヒ建工株式会社 横浜市戸塚区
株式会社岡田屋ダスキン品濃支店 横浜市戸塚区
Ａｕｄｉ戸塚 横浜市戸塚区
金田屋株式会社 横浜市戸塚区
三井不動産リアルティ株式会社　東戸塚店 横浜市戸塚区
青野建設　株式会社　戸塚ヤード 横浜市戸塚区
東和薬品株式会社　横浜南営業所 横浜市戸塚区
旭化成住宅建設株式会社　リフォーム施工事業部　横浜事業所 横浜市戸塚区
株式会社　眞和 横浜市戸塚区
株式会社　トビハタ 横浜市戸塚区
綜合警備保障株式会社警送神奈川支社 横浜市戸塚区
アストモスリテイリング　横浜営業所 横浜市戸塚区
株式会社　エイト 横浜市戸塚区
ホンダカーズ神奈川中株式会社東戸塚店 横浜市戸塚区
株式会社　グランチャ 横浜市戸塚区
株式会社　ハウスメイトパートナーズ　神奈川系統事業推進部 横浜市戸塚区
横浜市原宿地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
カセツ工機株式会社 横浜市戸塚区
ＢＳＳ株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　戸塚健親センター 横浜市戸塚区



医療法人　小川クリニック 横浜市戸塚区
オージー技研　株式会社 横浜市戸塚区
社会福祉法人朋光会　横浜市戸塚柏桜荘 横浜市戸塚区
ＡＬＳＯＫ双栄株式会社 横浜市戸塚区
三井ホーム株式会社　神奈川オーナーサポート部 横浜市戸塚区
日本開発有限会社 横浜市戸塚区
横浜市名瀬地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
神奈川ハマタイヤ株式会社 横浜市戸塚区
横浜総合建設株式会社 横浜市戸塚区
エスアールエス（株）　プロマックス営業部　横浜営業所 横浜市戸塚区
六国建設株式会社 横浜市戸塚区
リコージャパン株式会社　戸塚事業所 横浜市戸塚区
プレミア株式会社　西関東支店 横浜市戸塚区
パナソニック　コンシューマーマーケティング株式会社　ＬＥ首都圏社　神奈川支社 横浜市戸塚区
千寿製薬株式会社横浜オフィス 横浜市戸塚区
株式会社　石渡電気工事 横浜市戸塚区
（株）東急スポーツオアシス　戸塚店 横浜市戸塚区
株　ジェイエーアメニティーハウス横浜南営業所 横浜市戸塚区
ユテクジャパン株式会社 横浜市戸塚区
医療法人社団　マリア会 横浜市戸塚区
ロイヤルホームセンター戸塚深谷店 横浜市戸塚区
株式会社　大電工横浜営業所 横浜市戸塚区
株式会社ガスパル　戸塚販売所 横浜市戸塚区
ミサワホーム不動産株式会社　神奈川営業所 横浜市戸塚区
ツクイ横浜戸塚川上 横浜市戸塚区
ツクイ横浜東俣野 横浜市戸塚区
有　江橋住宅総合サービス 横浜市戸塚区
日本マニュファクチャリングサービス株式会社　横浜支店 横浜市戸塚区
ヤマト科学　株式会社　横浜支店 横浜市戸塚区
有　谷川 横浜市戸塚区
有限会社　隆建工業 横浜市戸塚区
新東工業株式会社横浜営業所 横浜市戸塚区
有限会社工藤紙業　資源回収部門 横浜市戸塚区
有限会社工藤紙業　事業系部門 横浜市戸塚区
ＲＥＡＲＥＡ＆ＡＵＲＡＳＰＡ東戸塚店 横浜市戸塚区
エスビー食品株式会社東京支店神奈川営業所 横浜市戸塚区
株　浜新商会 横浜市戸塚区
山口木材　株 横浜市戸塚区
社会福祉法人　横浜来夢会 横浜市戸塚区
訪問看護リハビリステーション　希望の大地 横浜市戸塚区
医療法人社団善仁会　東戸塚第一クリニック 横浜市戸塚区



株　トップ 横浜市戸塚区
株　リード 横浜市戸塚区
株　東急ホームズ 横浜市戸塚区
大東建託パートナーズ（株）　鎌倉営業所 横浜市戸塚区
いすゞ自動車首都圏株式会社横浜支店 横浜市戸塚区
医療法人柏提会　ヒューマンライフケア横浜 横浜市戸塚区
ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ横浜 横浜市戸塚区
ケイアール　株式会社 横浜市戸塚区
戸塚共立第２病院 横浜市戸塚区
株式会社　ヤマダホームズ神奈川支店 横浜市戸塚区
株式会社ＬＥＡＤ　横浜支店 横浜市戸塚区
幼保連携型認定こども園　みどり幼稚園 横浜市戸塚区
神奈川トヨタ自動車株式会社戸塚店 横浜市戸塚区
タツミ訪問看護ステーション戸塚 横浜市戸塚区
ミモザ横濱紅葉苑デイサービス 横浜市戸塚区
（株）ゆうけい 横浜市戸塚区
株式会社　中野組 横浜市戸塚区
ミドリ安全株式会社横浜南支店 横浜市戸塚区
株式会社ジェイ・シー・サプライ 横浜市戸塚区
（有）飛龍スチール 横浜市戸塚区
（株）アイピーエム 横浜市戸塚区
積水ハウスノイエ（株）神奈川営業所 横浜市戸塚区
ウォ－タースタンド株式会社　戸塚営業所 横浜市戸塚区
丸井産業株式会社　南横浜営業所 横浜市戸塚区
（有）フタカタ電気 横浜市戸塚区
ユニオン建設（株）　横浜土木出張所 横浜市戸塚区
日本型枠工業（株）横浜営業所 横浜市戸塚区
ユニオン建設㈱　大船出張所 横浜市戸塚区
株式会社　藤政工業 横浜市戸塚区
株式会社　久世 横浜市戸塚区
株式会社テムズ　横浜営業所 横浜市戸塚区
東洋水工株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　ロードマーカー 横浜市戸塚区
ミツバハウジング株式会社 横浜市戸塚区
リストインターナショナルリアリティ㈱　東戸塚支店 横浜市戸塚区
朝日土地建物株式会社 横浜市戸塚区
住友不動産販売株式会社　戸塚営業センター 横浜市戸塚区
株式会社　アイ建設 横浜市戸塚区
ネクステージ　横浜戸塚店 横浜市戸塚区
横浜南宅配センター 横浜市戸塚区
帝人ヘルスケア株式会社　神奈川支店　横浜南営業所 横浜市戸塚区



株式会社　戸塚青果市場 横浜市戸塚区
株式会社　ゴールド・スター 横浜市戸塚区
横浜信用金庫　戸塚支店 横浜市戸塚区
株式会社　トラスト企画 横浜市戸塚区
株式会社　モトーレン湘南 横浜市戸塚区
株式会社　綜研 横浜市戸塚区
日産トレーデイング株式会社 横浜市戸塚区
（株）市川環境エンジニアリング 横浜市戸塚区
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ　戸塚店 横浜市戸塚区
運転代行みさほ鶴 横浜市戸塚区
一般社団法人戸塚区医師会 横浜市戸塚区
在宅療養支援ステーション　楓の風戸塚 横浜市戸塚区
（株）富士繁　上矢部工場 横浜市戸塚区
有限会社　アラキヂ工務店 横浜市戸塚区
医療法人社団康久会 横浜市戸塚区
株式会社杉山商事 横浜市戸塚区
ユーコーコミュニティ株式会社 横浜市戸塚区
ＥＳＬ株式会社　俣野事業所 横浜市戸塚区
オセアンリフォーム株式会社 横浜市戸塚区
株式会社関東マツダ　戸塚店 横浜市戸塚区
株式会社新希通信　東戸塚事務所 横浜市戸塚区
テイケイ株式会社　戸塚支社 横浜市戸塚区
医療法人社団　ユニメディコ　戸塚営業所 横浜市戸塚区
ＧＲＯＵＮＤ株式会社 横浜市戸塚区
大成有楽不動産株式会社　テクノセンター 横浜市戸塚区
スガツネ工業株式会社　神奈川営業所 横浜市戸塚区
セイブ環境株式会社　横浜営業所 横浜市戸塚区
山崎製パン株式会社　デイリーサマザキ事業総括本部横浜第一工場 横浜市戸塚区
Ｒ３管内改築１作業所 横浜市戸塚区
有限会社　プラスエヌ 横浜市戸塚区
秋葉メンテナンス株式会社 横浜市戸塚区
紘永工業株式会社 横浜市戸塚区
電材リース株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　リョーコー 横浜市戸塚区
有限会社　戸塚オートサービス 横浜市戸塚区
株式会社　ショウワ 横浜市戸塚区
三善建設　株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　フカヤ 横浜市戸塚区
有限会社　デンタルサプライ　横浜支社 横浜市戸塚区
第一三共　株式会社　横浜支店　横浜西営業所 横浜市戸塚区
特別養護老人ホーム　けいあいの郷影取 横浜市戸塚区



株式会社　山仁コーポレーション 横浜市戸塚区
ニシカネホーム　　株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　イースト 横浜市戸塚区
訪問看護リハビリステーション戸塚 横浜市戸塚区
有限会社　福安工業 横浜市戸塚区
スギ訪問看護ステーション道　戸塚 横浜市戸塚区
株式会社　小野ファーム 横浜市戸塚区
アリアンス　株式会社 横浜市戸塚区
日本マニュファクチャリングサービス　株式会社 横浜市戸塚区
医療法人社団平郁会　みんなの戸塚クリニック 横浜市戸塚区
株式会社　東京ディエスジャパン　横浜店 横浜市戸塚区
医療法人　横浜平成会 横浜市戸塚区
森乳フーズ　株式会社 横浜市戸塚区
株式会社　ＧＲＩＴ 横浜市戸塚区
株式会社　コウセイ　本社 横浜市戸塚区
相信工業株式会社 横浜市戸塚区
一建設株式会社　戸塚営業所 横浜市戸塚区
読売新聞　戸塚西部 横浜市戸塚区
横浜市下倉田地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
株式会社　プロスパイラ　横浜技術センター 横浜市戸塚区
朝日生命保険相互会社　戸塚営業所 横浜市戸塚区
蔵王産業株式会社　横浜営業所 横浜市戸塚区
読売センター　東戸塚南部 横浜市戸塚区
株式会社　恵工業 横浜市戸塚区
株式会社ｇｒａｎｄｓ 横浜市戸塚区
株式会社飯田産業　戸塚店 横浜市戸塚区
株式会社イシトク 横浜市戸塚区
株式会社　藤忠 横浜市戸塚区
神奈川トヨタ自動車株式会社　戸塚下倉田支店 横浜市戸塚区
神奈川トヨタ自動車株式会社　中古車タウン戸塚 横浜市戸塚区
読売センター　原宿 横浜市戸塚区
セントラルフィットネスクラブ東戸塚駅前店 横浜市戸塚区
いろはかえで訪問看護リハビリステーション 横浜市戸塚区
横浜市上倉田町地域ケアプラザ 横浜市戸塚区
株式会社　明治　神奈川オフィス 横浜市戸塚区
医療法人　メビア　戸塚駅前鈴木眼科 横浜市戸塚区
医療法人社団善仁会　戸塚新クリニック 横浜市戸塚区
ジャパン建材　株式会社　藤沢営業所 横浜市戸塚区
とまと訪問看護リハビリステーション　戸塚平戸 横浜市戸塚区
株式会社　一条工務店　横浜営業所 横浜市戸塚区
とまと薬局　戸塚店 横浜市戸塚区



横浜市福祉サービス協会　戸塚介護事務所 横浜市戸塚区
戸塚共立訪問看護ステーション 横浜市戸塚区
有限会社　新生スチール 横浜市戸塚区
介護老人保健施設　ヒルズ東戸塚 横浜市戸塚区
株式会社　小山電気 横浜市戸塚区
医療法人積愛会　千の星・よこはま 横浜市戸塚区
横浜市消防局戸塚消防署　総務・予防課 横浜市戸塚区
東戸塚地域活動ホーム　ひかり 横浜市戸塚区
神奈川トヨタ自動車（株）トヨタモビリティ神奈川東戸塚支店 横浜市戸塚区
らいおんハートリハビリ温泉デアイサービス舞岡 横浜市戸塚区
放課後デイサービスｔｏｉｒｏ　戸塚 横浜市戸塚区
いいじまひがしこども園　飯島東幼稚園・飯島保育園 横浜市栄区
（株）タツノ横浜工場 横浜市栄区
日東興産（株）　鎌倉自動車学校 横浜市栄区
（株）大周建設 横浜市栄区
平井工業（株） 横浜市栄区
学校法人柳下学園やまゆり幼稚園 横浜市栄区
警察学校 横浜市栄区
横浜農業協同組合本郷支店 横浜市栄区
有限会社　浜建 横浜市栄区
セントラルスイムクラブ本郷台 横浜市栄区
前田道路（株）横浜合材工場 横浜市栄区
株式会社　ウッデイカネコ 横浜市栄区
横浜市資源循環局　栄事務所 横浜市栄区
大洋石油ガス（株） 横浜市栄区
大橋庭園（株） 横浜市栄区
有限会社　よろい 横浜市栄区
小菅ケ谷幼稚園 横浜市栄区
㈱　トキワ 横浜市栄区
住友電気工業（株）横浜製作所 横浜市栄区
大紀工業（株）横浜工場 横浜市栄区
横浜農業協同組合　豊田支店 横浜市栄区
静心幼稚園 横浜市栄区
学校法人若草学園 横浜市栄区
栄警察署 横浜市栄区
学校法人聖トマ学園　鍛治ケ谷カトリック幼稚園 横浜市栄区
学校法人みのる学園　新大船幼稚園 横浜市栄区
かつら愛児園 横浜市栄区
木村義肢工作研究所 横浜市栄区
（株）インテリア伊藤 横浜市栄区
坂間建材センター 横浜市栄区



飯島幼稚園 横浜市栄区
横浜農業協同組合　本郷東支店 横浜市栄区
東亜交通産業（株） 横浜市栄区
（株）三紅湘南営業所 横浜市栄区
興栄紙材（株） 横浜市栄区
栄区役所 横浜市栄区
大船ルーテル保育園 横浜市栄区
横浜市栄土木事務所 横浜市栄区
横浜市栄消防署　総務・予防課 横浜市栄区
学校法人森学園 横浜市栄区
東日本旅客鉄道（株）横浜電力技術センター大船メンテナンスセンター 横浜市栄区
権藤建設株式会社 横浜市栄区
東日本旅客鉄道（株）大船保線技術センター 横浜市栄区
石井造園（株） 横浜市栄区
生活協同組合ユーコープ横浜南部センター 横浜市栄区
（株）ホンダカーズ横浜　栄中央店 横浜市栄区
共栄ネット販売（株） 横浜市栄区
生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ 横浜市栄区
社会福祉法人訪問の家　　朋 横浜市栄区
東日本旅客鉄道（株）横浜信号通信技術センター　大船メンテナンスセンター 横浜市栄区
金子園芸（株） 横浜市栄区
三菱電機システムサービス（株）横浜サービスステーション 横浜市栄区
アシストクルー（株）ダスキン飯島支店 横浜市栄区
しのきスイミングティーム飯島スイミングクラブ 横浜市栄区
（株）ホンダカーズ横浜　Ｕ‐Ｓｅｌｅｃｔ横浜南 横浜市栄区
大村技研株式会社 横浜市栄区
小野瀬自動車 横浜市栄区
ＳＥＩビジネスクリエイツ（株） 横浜市栄区
横浜建設株式会社 横浜市栄区
信こう福祉会　クロスハート栄横浜 横浜市栄区
横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 横浜市栄区
一般社団法人横浜市栄区医師会 横浜市栄区
（株）花澤 横浜市栄区
特別養護老人ホーム　上郷苑 横浜市栄区
株式会社ファンケル 横浜市栄区
社会福祉法人　ル・プリ　横浜市中野地域ケアプラザ 横浜市栄区
株式会社大船住研 横浜市栄区
株式会社宮古寿司 横浜市栄区
住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 横浜市栄区
医療法人社団相光会湘南グリーン介護老人保健施設上郷 横浜市栄区
社会福祉法人同愛会リエゾン笠間 横浜市栄区



介護老人保健施設リハビリポート横浜 横浜市栄区
ホシザキ湘南㈱大船戸塚営業所 横浜市栄区
㈱三春情報センター 横浜市栄区
有限会社　友和 横浜市栄区
医療法人社団　昭洋会　ケアポート・田谷 横浜市栄区
株式会社　アスク 横浜市栄区
㈱協伸建材興業 横浜市栄区
宗教法人　本郷台キリスト教会 横浜市栄区
社会福祉法人であいの会ソイル栄 横浜市栄区
株式会社八起エンジニアリングサービス 横浜市栄区
東京エスオーシー株式会社横浜工場 横浜市栄区
鰻勝 横浜市栄区
株式会社ファーストトラストサポート　横浜永久の杜 横浜市栄区
株式会社　サニクリーン東京　横浜南営業所 横浜市栄区
特別養護老人ホーム　田谷の里 横浜市栄区
栄開発株式会社 横浜市栄区
㈱さくら住宅 横浜市栄区
株式会社ナック　第２１支店 横浜市栄区
金井自動車工業株式会社 横浜市栄区
株式会社　関東マツダ　鍛冶ヶ谷店 横浜市栄区
㈱Ｋ－Ｄｅｓｉｇｎ 横浜市栄区
有限会社千田建設 横浜市栄区
東京ガスエコモ株式会社　東京ガスライフバル横浜戸塚本郷台店 横浜市栄区
角田無線電機株式会社横浜営業所 横浜市栄区
ツクイ　横浜栄 横浜市栄区
横浜工業株式会社 横浜市栄区
さかえ福祉活動ホーム 横浜市栄区
株式会社湾岸山下商事 横浜市栄区
ＦＵＪＩ天神橋店 横浜市栄区
特別養護老人ホーム　ライフコートさかえ 横浜市栄区
ツクイ横浜小菅ケ谷 横浜市栄区
六ッ川建設 横浜市栄区
（株）スタック 横浜市栄区
教養課 横浜市栄区
株式会社　ニチイ学館　ニチイケアセンター栄 横浜市栄区
社会福祉法人　訪問の家　朋第２ 横浜市栄区
横浜市多機能型拠点　郷 横浜市栄区
社会福祉法人　訪問の家　地域活動ホーム　径 横浜市栄区
社会福祉法人　秀峰会　水明の大地 横浜市栄区
株式会社メイク横浜店 横浜市栄区
社会福祉法人　孝徳会 横浜市栄区



横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション栄 横浜市栄区
有限会社横浜シティーサービス 横浜市栄区
ユニオン紙器株式会社 横浜市栄区
三輝建設株式会社 横浜市栄区
アイリュウ建設 横浜市栄区
株式会社ニコンビジネスサービス　横浜運輸チーム 横浜市栄区
横浜市環境創造局下水道事務所（南部） 横浜市栄区
セントケア神奈川株式会社横浜栄営業所 横浜市栄区
セントケア神奈川株式会社　セントケア上郷営業所 横浜市栄区
ケアウェルサポート栄上郷 横浜市栄区
太陽建機レンタル株式会社　戸塚支店 横浜市栄区
にこにこ訪問看護ステーション 横浜市栄区
ワタミの宅食　横浜栄営業所 横浜市栄区
株式会社　松尾工務店　大船事業所 横浜市栄区
大成・フジタ・錢高特定建設工事共同企業体　横浜環状南線　桂台トンネル工事作業所 横浜市栄区
ささえる訪問看護ステーション 横浜市栄区
ビーコンサービス株式会社 横浜市栄区
横浜環状公田ＩＣＪＶ工事事務所 横浜市栄区
有限会社　第一軌道開発 横浜市栄区
横浜市笠間地域ケアプラザ 横浜市栄区
ゆき訪問看護ステーション 横浜市栄区
株式会社　ＣＯ－ＫＥＮ 横浜市栄区
神奈川トヨタ自動車（株）上郷店 横浜市栄区
栄消防署　警防課 横浜市栄区
株式会社　創和 横浜市栄区
（株）オーフィング・リッジ　さぼてんの花 横浜市栄区
（株）フルライフ　フルライフ本郷台 横浜市栄区
（株）九つ井 横浜市栄区
神奈川トヨタ自動車（株）　総務部　ＵＦＭ推進室 横浜市栄区
放課後デイサービスｔｏｉｒｏ本郷台 横浜市栄区
特別養護老人ホーム相生荘 横浜市泉区
横浜市泉消防署　総務・予防課 横浜市泉区
石田建設（株） 横浜市泉区
横浜農業協同組合営農経済センター営農経済部 横浜市泉区
（有）横山植木 横浜市泉区
神奈川美研工業株式会社 横浜市泉区
横浜農業協同組合和泉支店 横浜市泉区
東京ガスライフバル㈱横浜戸塚　泉店 横浜市泉区
リョーコーホーム（株） 横浜市泉区
京浜躯体和泉倉庫 横浜市泉区
株式会社　戸塚自動車学校 横浜市泉区



（株）岸野商店 横浜市泉区
（株）ホンダカーズ横浜泉みなみ店 横浜市泉区
川村重機工事 横浜市泉区
いしかわ幼稚園 横浜市泉区
株式会社エイブル 横浜市泉区
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　横浜市新橋ホーム 横浜市泉区
（株）永新建材 横浜市泉区
（株）安西組 横浜市泉区
㈱扶桑 横浜市泉区
（株）エスアンドシー建設 横浜市泉区
（株）オーモリ 横浜市泉区
株式会社　ＤＳＭ 横浜市泉区
万誠自動車有限会社 横浜市泉区
（株）モリヤ総合設備 横浜市泉区
株式会社大神産業 横浜市泉区
横浜農業協同組合　中川支店 横浜市泉区
横浜農業協同組合飯田支店 横浜市泉区
特別養護老人ホーム天王森の郷 横浜市泉区
（株）鈴木建設事業所 横浜市泉区
ユージーエム（株） 横浜市泉区
河野商事（株） 横浜市泉区
株式会社カネショウ産業 横浜市泉区
（株）谷田部建設 横浜市泉区
平和幼稚園 横浜市泉区
（株）啓愛社自動車部品事業部 横浜市泉区
（株）富士モーターサービス 横浜市泉区
内藤学園上飯田幼稚園 横浜市泉区
（株）アライ 横浜市泉区
富士塚幼稚園 横浜市泉区
和泉学園いづみ幼稚園 横浜市泉区
皐月学園皐月幼稚園 横浜市泉区
泉ケ丘幼稚園 横浜市泉区
金子産商（株） 横浜市泉区
（株）戸塚工業所 横浜市泉区
学校法人　宮の台幼稚園 横浜市泉区
有限会社佐竹商店 横浜市泉区
社会福祉法人御霊神社保育園 横浜市泉区
株式会社　湘南ワイパーサプライ 横浜市泉区
友和通信システム（株） 横浜市泉区
横浜農業協同組合　中田支店 横浜市泉区
日本郵便株式会社横浜泉郵便局 横浜市泉区



セントラルスポーツクラブ戸塚 横浜市泉区
岡津幼稚園 横浜市泉区
丸幸鋼材（株） 横浜市泉区
英明幼稚園 横浜市泉区
有限会社スズキ故繊維 横浜市泉区
ミナトベンディング（株） 横浜市泉区
株式会社コバプロ 横浜市泉区
やよい台幼稚園 横浜市泉区
株式会社ＪＡ横浜協同サービス 横浜市泉区
有限会社大川園芸 横浜市泉区
（株）安西畜産 横浜市泉区
坂本建設（株） 横浜市泉区
千葉自動車 横浜市泉区
横浜共立鋼業（株） 横浜市泉区
（株）ニッセツ 横浜市泉区
横浜市泉区役所 横浜市泉区
株式会社石井商事 横浜市泉区
株式会社　岩井解体興業 横浜市泉区
横浜農協いずみ野駅前支店 横浜市泉区
アルフレッサ（株） 横浜市泉区
株式会社高岡興業 横浜市泉区
（株）サニクリーン東京横浜西営業所 横浜市泉区
泉警察署 横浜市泉区
小林重機（有） 横浜市泉区
ロード安全工業 横浜市泉区
熊谷商事（株） 横浜市泉区
特別養護老人ホーム希望苑 横浜市泉区
学校法人友遊学園 横浜市泉区
横浜油材（株） 横浜市泉区
富屋産業（有） 横浜市泉区
善隣館幼稚園 横浜市泉区
福田道路（株）横浜営業所 横浜市泉区
川崎自動車工業（株） 横浜市泉区
（有）小貫工務店 横浜市泉区
横浜藤よし立場店 横浜市泉区
株式会社三栄空調 横浜市泉区
株式会社三共 横浜市泉区
岡田重機株式会社 横浜市泉区
有限会社共立建機 横浜市泉区
（株）港薬品造園 横浜市泉区
（株）湘南フロア 横浜市泉区



東工営株式会社 横浜市泉区
横浜農協緑園都市支店 横浜市泉区
（株）四元工美 横浜市泉区
（株）麻生設備工業所 横浜市泉区
相日防災（株）横浜本店 横浜市泉区
（有）日光重機 横浜市泉区
（株）ムラサキ設備 横浜市泉区
（有）新井商店 横浜市泉区
横浜市資源循環局泉事務所 横浜市泉区
弥生建設（株） 横浜市泉区
（有）高木土建 横浜市泉区
株式会社　松村商会 横浜市泉区
（有）三興ソウビ 横浜市泉区
（株）富士薬品横浜西営業所 横浜市泉区
（有）谷口重機工業 横浜市泉区
（有）末広金属 横浜市泉区
中北薬品（株）横浜西支店 横浜市泉区
学校法人宝田学園明成幼稚園 横浜市泉区
相鉄リフォーム（株） 横浜市泉区
いずみ芙蓉苑 横浜市泉区
風の生活館 横浜市泉区
株式会社伊藤園　横浜泉支店 横浜市泉区
株式会社　山建産業 横浜市泉区
株式会社Ａコープ東日本 横浜市泉区
愛興オプニカ株式会社 横浜市泉区
メディアサポート株式会社 横浜市泉区
花の生活館弥生台事務所 横浜市泉区
世新建設運輸株式会社 横浜市泉区
有限会社小瀬組 横浜市泉区
東建コーポレーション株式会社　横浜南支店 横浜市泉区
よこはまリバーサイド泉 横浜市泉区
ほうゆう訪問看護ステーション 横浜市泉区
有限会社　山崎建設 横浜市泉区
相鉄企業株式会社ファシリティー営業部オペレーションセンター 横浜市泉区
㈱コクエー泉営業所 横浜市泉区
ともろー訪問看護ステーション弥生台 横浜市泉区
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションいずみ 横浜市泉区
横浜市泉区医師会訪問看護ステーション 横浜市泉区
有限会社新建 横浜市泉区
株式会社和興業 横浜市泉区
セントケア神奈川㈱　リフォーム横浜泉 横浜市泉区



神奈川日産自動車㈱環状４号いずみ店 横浜市泉区
株式会社　萬世 横浜市泉区
梅の花 横浜市泉区
田村工業株式会社 横浜市泉区
株式会社東リース横浜泉営業所 横浜市泉区
神奈川スバル㈱泉店 横浜市泉区
社会福祉法人開く会　共働舎 横浜市泉区
日本食研株式会社横浜泉支店 横浜市泉区
㈱三和興産 横浜市泉区
社会福祉法人ぴぐれっと 横浜市泉区
（有）いずみ野ビルシステム 横浜市泉区
金森藤平商事㈱横浜営業所 横浜市泉区
（有）諸富士興業 横浜市泉区
ダンロップタイヤ中央㈱泉営業所 横浜市泉区
株式会社横浜銀行　和泉支店 横浜市泉区
ＪＡ全農かながわ　東部農機みなみセンター 横浜市泉区
社会福祉法人同愛会まちなと 横浜市泉区
ツクイ横浜泉 横浜市泉区
株式会社　ウイングパス 横浜市泉区
株式会社　セイシン建設 横浜市泉区
（株）富創 横浜市泉区
特別養護老人ホーム　恒春ノ郷 横浜市泉区
横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 横浜市泉区
株式会社　ウェイスト・プランナー 横浜市泉区
株式会社　原岡設備工業 横浜市泉区
特別養護老人ホーム　白寿荘 横浜市泉区
有限会社　成也住建 横浜市泉区
有限会社　中村重機 横浜市泉区
北星興業有限会社 横浜市泉区
有限会社　啓伸電工 横浜市泉区
ダスキン　岡津支店 横浜市泉区
大央企業株式会社 横浜市泉区
株式会社レント横浜泉営業所 横浜市泉区
ネッツトヨタ神奈川㈱ウェインズ和泉中央店 横浜市泉区
ハートケアいずみ訪問看護事業所 横浜市泉区
ツクイ横浜田中 横浜市泉区
森下和装工業株式会社 横浜市泉区
医療法人徳洲会　介護老人保健施設ゆめが丘 横浜市泉区
有限会社　初鹿野建設 横浜市泉区
株式会社　ワイ・エス・ディ 横浜市泉区
トラストサービス株式会社 横浜市泉区



よこはまリバーサイド泉Ⅲのぞみ　ひまわり 横浜市泉区
株式会社　ヤマムラ 横浜市泉区
株式会社　ユウケイ 横浜市泉区
株式会社こどものとも　横浜営業所 横浜市泉区
障害者地域活動ホームいずみ会館 横浜市泉区
マルミ産業株式会社 横浜市泉区
有限会社　信興産業 横浜市泉区
マコト紙業 横浜市泉区
横浜農業協同組合農業経済センター販売部 横浜市泉区
横浜市資源循環公社神明台処分地管理事務所 横浜市泉区
錦興建設株式会社 横浜市泉区
株式会社アイシマ　あいしまケアセンター 横浜市泉区
株式会社カスタムメディカル研究所 横浜市泉区
相鉄ホールディングス株式会社 横浜市泉区
横浜市上飯田地域ケアプラザ 横浜市泉区
株式会社ブルーム・ワーク 横浜市泉区
メトロキャッシュアンドキャリージャパン株式会社横浜いずみ店 横浜市泉区
セントラルフィットネスクラブ緑園都市店 横浜市泉区
有限会社　大啓産業 横浜市泉区
日本瓦斯株式会社　戸塚営業所 横浜市泉区
株式会社　司重機 横浜市泉区
横浜市泉土木事務所 横浜市泉区
社会福祉法人　親善福祉協会　しんぜん訪問センター 横浜市泉区
株式会社　山内興業 横浜市泉区
社会福祉法人いずみ苗場の会　つぼみの広場　ドリーム 横浜市泉区
社会福祉法人　ル・プリ　ぽらいと・えき 横浜市泉区
横浜市資源循環局処分地管理課適正管理係 横浜市泉区
たっちいずみの 横浜市泉区
戸塚共立リハビリテーション病院 横浜市泉区
相鉄企業株式会社　巡回サービス事業所 横浜市泉区
株式会社　一ノ瀬建創 横浜市泉区
ハートケアいずみ居宅介護支援センター 横浜市泉区
横浜いずみ台病院 横浜市泉区
日立物流首都圏　神奈川機工営業所 横浜市泉区
拓陵建設株式会社 横浜市泉区
株式会社　相鉄ピュアウォーター 横浜市泉区
株式会社小泉神奈川　泉営業所 横浜市泉区
ブライト看護株式会社 横浜市泉区
不二工業株式会社 横浜市泉区
株式会社　ゼンコ―サービス　神奈川資材センター 横浜市泉区
株式会社富士紙業 横浜市泉区



小野寺工業株式会社 横浜市泉区
医療法人光陽会　横浜いずみ介護老人保健施設 横浜市泉区
社会福祉法人　ル・プリ　ひかりの園 横浜市泉区
株式会社　清水組 横浜市泉区
株式会社　蛯名建設 横浜市泉区
アズハイム横浜いずみ中央デイサービスセンター 横浜市泉区
並木商事株式会社 横浜市泉区
スペースアップ泉店 横浜市泉区
株式会社ＴＡＫ 横浜市泉区
株式会社　ＨＦＷ 横浜市泉区
本多エンジニアリング株式会社 横浜市泉区
秋山企業株式会社 横浜市泉区
株式会社神奈川ワンダー社 横浜市泉区
株式会社ソニック 横浜市泉区
福島工業有限会社 横浜市泉区
日本精密電子株式会社 横浜市泉区
有限会社　蛭田工業 横浜市泉区
県立境川遊水地公園 横浜市泉区
株式会社サスダ　横浜仮設機材センター 横浜市泉区
金城重機株式会社　神奈川営業所 横浜市泉区
神奈川ダイハツ販売株式会社戸塚泉店 横浜市泉区
株式会社ティーティーエヌコーポレーション 横浜市泉区
株式会社神奈川ナースケアサービス 横浜市泉区
株式会社　Ｍ－ＨＯＵＳＥ 横浜市泉区
アサヒガス器具株式会社 横浜市泉区
神奈川ダイハツ販売株式会社　県央藤沢ブロック 横浜市泉区
デイサービスセンター陽と花いずみ 横浜市泉区
横浜商工株式会社　泉営業所 横浜市泉区
株式会社Ｈａｃｈｉ 横浜市泉区
有限会社増井新聞店　読売センター緑園弥生台 横浜市泉区
有限会社増井新聞店　読売センター戸塚中田 横浜市泉区
株式会社ＴＭＦｏｕｒ 横浜市泉区
株式会社ヤマプラス横浜 横浜市泉区
特別養護老人ホーム敬寿園 横浜市泉区
株式会社サクラ設備 横浜市泉区
有限会社レインボウ・クルー　横浜営業所 横浜市泉区
株式会社堀内興業 横浜市泉区
社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会ヘルパーステーション泉 横浜市泉区
とまと薬局　弥生台店 横浜市泉区
株式会社　千歳工業所 横浜市泉区
横浜市泉消防署　警防課 横浜市泉区



株式会社ヤマダ電機テックランド横浜泉店 横浜市泉区
児童養護施設　杜の郷 横浜市泉区
横浜市新橋地域ケアプラザ 横浜市泉区
株式会社　エスシー・マシーナリ東京機械センター 横浜市瀬谷区
横浜農業協同組合瀬谷駅前支店 横浜市瀬谷区
㈱横浜アウテリア 横浜市瀬谷区
日本郵便株式会社　瀬谷郵便局 横浜市瀬谷区
株式会社　　中村商会 横浜市瀬谷区
川口工業（株） 横浜市瀬谷区
日神車輌（株） 横浜市瀬谷区
相武生コン（株）横浜工場 横浜市瀬谷区
株式会社りそな銀行　三ツ境支店 横浜市瀬谷区
阿部工務店 横浜市瀬谷区
（株）東京エコール 横浜市瀬谷区
横浜市消防局瀬谷消防署 横浜市瀬谷区
横浜市水道局三ツ境水道事務所 横浜市瀬谷区
株式会社　　青武組 横浜市瀬谷区
瀬谷警察署 横浜市瀬谷区
川合機工　株式会社 横浜市瀬谷区
横浜農業協同組合　瀬谷支店 横浜市瀬谷区
株式会社　　丸子商事 横浜市瀬谷区
株式会社　スズケン瀬谷支店 横浜市瀬谷区
相原造園土木　株式会社 横浜市瀬谷区
株式会社　横浜銀行瀬谷支店 横浜市瀬谷区
（株）安田物産瀬谷営業所 横浜市瀬谷区
（株）真和産業 横浜市瀬谷区
学校法人大谷学園 横浜市瀬谷区
（株）カナジュウコーポレーション 横浜市瀬谷区
（株）柳沼建設 横浜市瀬谷区
小島造園（株） 横浜市瀬谷区
横浜農業協同組合　原支店 横浜市瀬谷区
三鈴興業　株式会社　三ツ境自動車教習所 横浜市瀬谷区
グンゼグリーン（株）横浜営業所 横浜市瀬谷区
（株）小松工業 横浜市瀬谷区
学校法人　まこと学園まこと幼稚園 横浜市瀬谷区
共同企業体相模アスコン 横浜市瀬谷区
西武商事　株式会社 横浜市瀬谷区
（株）ホーセン 横浜市瀬谷区
日栄建設　株式会社 横浜市瀬谷区
瀬谷区瀬谷土木事務所 横浜市瀬谷区
昭和食品　株式会社 横浜市瀬谷区



株式会社　　巴商会　　横浜研究所 横浜市瀬谷区
レストラン田舎路 横浜市瀬谷区
町田ガス（株）神奈川営業所 横浜市瀬谷区
アクアテック　株式会社 横浜市瀬谷区
志水工業　株式会社 横浜市瀬谷区
（株）のばのば 横浜市瀬谷区
ブリヂストンサイクル株式会社 横浜市瀬谷区
（株）日生設備 横浜市瀬谷区
（株）アダチ 横浜市瀬谷区
横浜市資源循環局　瀬谷事務所 横浜市瀬谷区
（株）オオスミ 横浜市瀬谷区
松菱施設（株） 横浜市瀬谷区
小野寺建材 横浜市瀬谷区
株式会社　　三紅 横浜市瀬谷区
瀬谷相沢幼稚園 横浜市瀬谷区
あづまの幼稚園 横浜市瀬谷区
協同組合横浜総合卸センター 横浜市瀬谷区
原幼稚園 横浜市瀬谷区
横浜中央学園ゆたか幼稚園 横浜市瀬谷区
学校法人　横浜白百合学園　しらゆり幼稚園 横浜市瀬谷区
愛光学園みなみ幼稚園 横浜市瀬谷区
横浜さがみ幼稚園 横浜市瀬谷区
（株）ＳＬ　Ｃｒｅａｔｉｏｎｓ横浜 横浜市瀬谷区
福館設備工業所 横浜市瀬谷区
横浜トーヨー住器株式会社 横浜市瀬谷区
かんぜん横浜 横浜市瀬谷区
山本商会（株）神奈川支店瀬谷営業所 横浜市瀬谷区
東都造園（株） 横浜市瀬谷区
掘江造園 横浜市瀬谷区
横浜アスコン共同企業体 横浜市瀬谷区
親和興業（株） 横浜市瀬谷区
横浜ボーリング工業（株） 横浜市瀬谷区
斉藤工務所 横浜市瀬谷区
冨士機材株式会社　神奈川第一支店 横浜市瀬谷区
小林園 横浜市瀬谷区
（株）須賀商店 横浜市瀬谷区
溝口瀬谷レミコン　株式会社　瀬谷レミコン工場 横浜市瀬谷区
瀬谷区役所 横浜市瀬谷区
株式会社　橘 横浜市瀬谷区
（株）野口自動車 横浜市瀬谷区
鈴工務店 横浜市瀬谷区



シティ・ガス株式会社 横浜市瀬谷区
アジア　株式会社 横浜市瀬谷区
株式会社　伸陽 横浜市瀬谷区
愛光電気　株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
（株）ヤマザキ 横浜市瀬谷区
神奈川日産自動車　株式会社　三ツ境店 横浜市瀬谷区
（株）大野衣料 横浜市瀬谷区
三起（株） 横浜市瀬谷区
横浜太平商事（株） 横浜市瀬谷区
横浜ステンレス工業（株） 横浜市瀬谷区
穂高（株）横浜工場　ポニークリーニング横浜事業所 横浜市瀬谷区
（株）飯塚工務店 横浜市瀬谷区
（株）ワイテック 横浜市瀬谷区
株式会社　浅川建設 横浜市瀬谷区
（株）美鈴建設 横浜市瀬谷区
有限会社　小林鉄筋工業所 横浜市瀬谷区
日鉄工営株式会社 横浜市瀬谷区
日産プリンス神奈川販売株式会社　瀬谷二ツ橋店 横浜市瀬谷区
医療法人産育会堀病院 横浜市瀬谷区
有限会社石川商店 横浜市瀬谷区
有限会社日向山庭園 横浜市瀬谷区
有限会社ガレ－ジ相沢 横浜市瀬谷区
平和住宅有限会社 横浜市瀬谷区
北井自動車 横浜市瀬谷区
株式会社　アベルコ　神奈川支店 横浜市瀬谷区
東名メディック株式会社首都圏西サービスセンター 横浜市瀬谷区
ダイドービバレッジサービス（株）旭営業所 横浜市瀬谷区
共同建工（株） 横浜市瀬谷区
株式会社　一陽 横浜市瀬谷区
株式会社　相生 横浜市瀬谷区
医療法人社団哺育会　横浜相原病院 横浜市瀬谷区
株式会社　ハートランチ 横浜市瀬谷区
田中建設 横浜市瀬谷区
指月電興（株） 横浜市瀬谷区
大塚刷毛製造（株） 横浜市瀬谷区
株式会社　　ハンスイ 横浜市瀬谷区
生活協同組合ユーコープ　横浜瀬谷センター 横浜市瀬谷区
瀬谷区医師会　訪問看護ステーション 横浜市瀬谷区
（株）東京クラウン横浜支店 横浜市瀬谷区
（株）鎌倉ハム村井商会 横浜市瀬谷区
株式会社　阿久和レンタル 横浜市瀬谷区



株式会社　　富士紙業 横浜市瀬谷区
（有）佐野工業所 横浜市瀬谷区
株式会社　　本郷建設 横浜市瀬谷区
ケーシー建設（有） 横浜市瀬谷区
株式会社　ダイイチ　東名営業所 横浜市瀬谷区
株式会社ＨＡＭＡＹＡ　神奈川支店 横浜市瀬谷区
（株）フクハラ 横浜市瀬谷区
佐野銘材（株） 横浜市瀬谷区
（株）連合社印刷 横浜市瀬谷区
横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区
株式会社　　アアム 横浜市瀬谷区
株式会社　京浜特殊印刷 横浜市瀬谷区
㈱啓徳社　相模営業所 横浜市瀬谷区
横浜日野自動車（株）瀬谷整備センター 横浜市瀬谷区
横浜市阿久和地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区
横浜市中屋敷地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区
チガサキレンタル（株）横浜営業所 横浜市瀬谷区
社会福祉法人　瀬谷はーと 横浜市瀬谷区
株式会社ＩＺＵＭＩＹＡ　横浜支店 横浜市瀬谷区
有限会社　千倉建設 横浜市瀬谷区
エコートレーディンク゛株式会社 横浜市瀬谷区
一般社団法人　日本健康倶楽部　横浜支部 横浜市瀬谷区
まごころ営繕メンテナンス 横浜市瀬谷区
株式会社　福原美化 横浜市瀬谷区
小山工務店 横浜市瀬谷区
株式会社　エービーテック 横浜市瀬谷区
三共工業　有限会社 横浜市瀬谷区
特別養護老人ホーム　みなみの苑 横浜市瀬谷区
阿部興業株式会社横浜支店 横浜市瀬谷区
ＳＯＭＰＯケア　横浜相沢　ディサービス 横浜市瀬谷区
ツクイ横浜瀬谷第二ディサービスセンター 横浜市瀬谷区
ペッツバリュー株式会社 横浜市瀬谷区
ホクヨ－　住宅設備（株） 横浜市瀬谷区
株式会社　アイシマ 横浜市瀬谷区
特定非営利活動法人　でっかいそら 横浜市瀬谷区
株式会社　富士住建　横浜営業所 横浜市瀬谷区
文化シャツター　株式会社 横浜市瀬谷区
介護老人保健施設　ハートフル瀬谷 横浜市瀬谷区
渡辺パイプ　株式会社　神奈川土木サービスセンター 横浜市瀬谷区
渡辺パイプ株式会社　横浜瀬谷サービスセンター 横浜市瀬谷区
渡辺パイプ株式会社　横浜瀬谷住設サービスセンター 横浜市瀬谷区



ＮＰＯ法人せや福祉ホーム 横浜市瀬谷区
協和エンジニアリング株式会社 横浜市瀬谷区
株式会社　レンティック中部　横浜営業所 横浜市瀬谷区
日立建機日本株式会社　横浜西営業所 横浜市瀬谷区
ユナイト　株式会社　南関東工事営業所 横浜市瀬谷区
介護老人保健施設　葵の園・ヨコハマ瀬谷 横浜市瀬谷区
株式会社　クリーンアース 横浜市瀬谷区
ユナイト株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
デイサービス　ビーンズ　リハビリセンター 横浜市瀬谷区
株式会社　谷村工務店 横浜市瀬谷区
訪問看護リハビリステーション　元気村 横浜市瀬谷区
ＹＫアクロス株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
イーライフ　株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
株式会社　アクティオ　解体横浜営業所 横浜市瀬谷区
ウエルシア　オアシス　株式会社　神奈川営業所 横浜市瀬谷区
株式会社　　猪之鼻園 横浜市瀬谷区
医療法人社団　善仁会　瀬谷腎クリニック 横浜市瀬谷区
株式会社安川電機　横浜サービス営業所 横浜市瀬谷区
株式会社　アシスト 横浜市瀬谷区
横浜ユアサ産業電池株式会社 横浜市瀬谷区
コマツカスタマーサポート　株式会社 横浜市瀬谷区
日本空調サービス　株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
木村管工　株式会社　上瀬谷事業所 横浜市瀬谷区
はらっぱ 横浜市瀬谷区
なじみ訪問看護ステーション 横浜市瀬谷区
布亀株式会社　横浜瀬谷ＤＣ 横浜市瀬谷区
株式会社　サスダ 横浜市瀬谷区
社会福祉法人　合掌苑　輝の杜 横浜市瀬谷区
社会福祉法人　恵正福祉会 横浜市瀬谷区
ゆめみ処　おふろの王様　瀬谷店 横浜市瀬谷区
医療法人社団　美里会 横浜市瀬谷区
東京ガス　横浜中央エネルギー　株式会社 横浜市瀬谷区
海鮮市場　瀬谷店 横浜市瀬谷区
株式会社サンキョウテクノスタッフ横浜営業所 横浜市瀬谷区
株式会社　日辰　横浜営業所 横浜市瀬谷区
ムラキ株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
株式会社メイワ電子 横浜市瀬谷区
株式会社芙蓉ビデオエイジェンシー 横浜市瀬谷区
ビセラル株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
株式会社ユリョー 横浜市瀬谷区
株式会社　学研エリアマーケット神奈川支店 横浜市瀬谷区



株式会社エネサーブ神奈川 横浜市瀬谷区
ダスキンヘルスレント横浜西ステーション 横浜市瀬谷区
株式会社　美友 横浜市瀬谷区
ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ瀬谷 横浜市瀬谷区
有限会社　横浜ホームスタッフ 横浜市瀬谷区
ファミリーイン　瀬谷 横浜市瀬谷区
カワイゴム株式会社 横浜市瀬谷区
双葉トータルケア株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
株式会社　星山技建 横浜市瀬谷区
株式会社　第一テクノ　横浜営業所 横浜市瀬谷区
株式会社　旅館ランドリー　横浜配送センター 横浜市瀬谷区
株式会社　ミナミ 横浜市瀬谷区
ケルヒャージャパン株式会社　横浜営業所 横浜市瀬谷区
栄光プロテック株式会社 横浜市瀬谷区
株式会社　ハッタ 横浜市瀬谷区
株式会社　細谷興業 横浜市瀬谷区
株式会社　タツミ 横浜市瀬谷区
めぐみ在宅クリニック 横浜市瀬谷区
ステーション工業株式会社 横浜市瀬谷区
新里　正人 横浜市瀬谷区
株式会社テニア 横浜市瀬谷区
株式会社Ｊ．Ｅ．Ｗ 横浜市瀬谷区
株式会社　招福サービス 横浜市瀬谷区
せや在宅クリニック 横浜市瀬谷区
ジャパンテクニクス株式会社 横浜市瀬谷区
有限会社　カネココンストラクション 横浜市瀬谷区
株式会社つるや 横浜市瀬谷区
有限会社　岩崎設備 横浜市瀬谷区
株式会社　藤デンキ 横浜市瀬谷区
株式会社　松崎　瀬谷営業所 横浜市瀬谷区
有限会社　横浜テレコム 横浜市瀬谷区
株式会社　ＡＲＭ’Ｓ 横浜市瀬谷区
ＦＫマテリアル株式会社 横浜市瀬谷区
株式会社　三浦興業 横浜市瀬谷区
瀬谷リトルシニア野球協会 横浜市瀬谷区
有限会社壱番屋 横浜市瀬谷区
友信建設株式会社 横浜市瀬谷区
株式会社サンエイ　横浜営業所 横浜市瀬谷区
ブックオフコーポレーション株式会社　東名横浜第一ロジスティックスセンター 横浜市瀬谷区
株式会社ウィーゴ 横浜市瀬谷区
株式会社エス・アンド・シー 横浜市瀬谷区



株式会社岩﨑グリーン産業 横浜市瀬谷区
株式会社ハマ・メンテ 横浜市瀬谷区
清水建設株式会社　相模湖系導水路建設所 横浜市瀬谷区
株式会社湘南セレモ 横浜市瀬谷区
株式会社エコー 横浜市瀬谷区
株式会社吉田石工 横浜市瀬谷区
大西金属株式会社　瀬谷支店 横浜市瀬谷区
株式会社ひとはな 横浜市瀬谷区
株式会社ＳＹＣ 横浜市瀬谷区
読売センター瀬谷南部 横浜市瀬谷区
株式会社ｄａｙｆｕｌ　ＯＲＣＡＲ　横浜本店 横浜市瀬谷区
神奈川トヨタ自動車株式会社　中古車タウン瀬谷 横浜市瀬谷区
神奈川トヨタ自動車株式会社　瀬谷店 横浜市瀬谷区
読売センター瀬谷 横浜市瀬谷区
あいざわ訪問看護ステーション 横浜市瀬谷区
株式会社ホンダ鈑金センター 横浜市瀬谷区
株式会社ＪＡＭ－ＡＲＸ 横浜市瀬谷区
小島量為株式会社 横浜市瀬谷区
有限会社東保建材 横浜市瀬谷区
株式会社イズミ 横浜市瀬谷区
有限会社　上越建設 横浜市瀬谷区
株式会社アベルコ横浜ＴＳ営業所 横浜市瀬谷区
シンコール株式会社　神奈川支店 横浜市瀬谷区
株式会社Ｐｓトランスポート　横浜営業所 横浜市瀬谷区
横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション瀬谷 横浜市瀬谷区
医療法人社団善仁会　瀬谷南腎クリニック 横浜市瀬谷区
有限会社水島計装 横浜市瀬谷区
横総解体株式会社 横浜市瀬谷区
デイサービス　とわ　下瀬谷 横浜市瀬谷区
横浜税関 横浜市中区
（株）阿部商会 横浜市中区
原田港湾（株）山下営業所 横浜市中区
横浜港荷役振興（株） 横浜市中区
東洋船舶作業（株） 横浜市中区
宇徳港運株式会社 横浜市中区
（株）ホンマ 横浜市中区
トヨタエルアンドエフ神奈川（株）横浜営業所 横浜市中区
（株）サンユー 横浜市中区
青葉興業株式会社 横浜市中区
横浜水上警察署 横浜市中区
港栄作業（株） 横浜市中区



矢吹海運（株）横浜支店 横浜市中区
（株）山九海陸山下作業係 横浜市中区
三洋ターミナルサーヒ゛ス（株） 横浜市中区
白鳥運輸（株）山下営業所 横浜市中区
藤木企業株式会社本牧港運事業部山下詰所 横浜市中区
東京国際埠頭（株）鈴繁営業所 横浜市中区
社団法人　横浜港湾福利厚生協会 横浜市中区
（株）奥瀬商事瑞穂営業所 横浜市中区
大洋港企（株） 横浜市中区
（有）丸和商会 横浜市中区
株式会社大倉　瑞穂事業所 横浜市中区
株式会社ナック　クリクラ横浜営業所 横浜市中区
独立行政法人国際協力機構横浜センター 横浜市中区
横浜みなとみらい万葉倶楽部 横浜市中区
ネオス株式会社横浜営業所 横浜市中区
アウディジャパン販売株式会社Ａｕｄｉみなとみらい 横浜市中区
京浜荷役機器株式会社 横浜市中区
ユニバーサル検査　株式会社 川崎市川崎区
大谷工業（株） 川崎市川崎区
味の素（株）川崎事業所 川崎市川崎区
株式会社トーヨータイヤジャパン　川崎営業所 川崎市川崎区
（株）今関商会 川崎市川崎区
横浜トヨペット（株）川崎店 川崎市川崎区
株式会社ＮＴＴ東日本‐南関東　神奈川事業部川崎支店総括担当 川崎市川崎区
（株）関電工神奈川支社川崎内線営業所 川崎市川崎区
川崎信用金庫　リスク統括部 川崎市川崎区
（株）久保田酒店 川崎市川崎区
川崎市役所 川崎市川崎区
川崎市川崎区役所道路公園センター 川崎市川崎区
ジュピター工業（株） 川崎市川崎区
飛鳥ＤＣ川崎（株） 川崎市川崎区
株式会社エフトリア 川崎市川崎区
川崎市川崎消防署 川崎市川崎区
東京産業（株） 川崎市川崎区
川崎市上下水道局庶務課 川崎市川崎区
川崎市上下水道局南部下水道事務所 川崎市川崎区
（株）横浜銀行川崎支店 川崎市川崎区
（株）りそな銀行川崎支店 川崎市川崎区
フジヤ機工（株） 川崎市川崎区
（株）山根工務店 川崎市川崎区
トヨオカ電気（株） 川崎市川崎区



神奈川日産自動車（株）川崎六郷橋店 川崎市川崎区
（株）メジャ－テックツルミ 川崎市川崎区
神和実業（株） 川崎市川崎区
三盛産業（株） 川崎市川崎区
（株）三井住友銀行川崎支店 川崎市川崎区
（株）味の素コミュニケーションズファクトリーサポート事業運営組織 川崎市川崎区
（株）釜仙 川崎市川崎区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行川崎支店 川崎市川崎区
トヨタモビリティパーツ株式会社　神奈川支社　川崎店 川崎市川崎区
川崎警察署 川崎市川崎区
川崎信用金庫本店営業部 川崎市川崎区
（株）小川組 川崎市川崎区
（株）岩崎工業所 川崎市川崎区
ＫＡＮＴＯモ－タ－スク－ル川崎校 川崎市川崎区
株式会社みずほ銀行川崎法人部 川崎市川崎区
日輸工業（株）京浜支店 川崎市川崎区
（株）佐藤工務店 川崎市川崎区
日鋼電気（株） 川崎市川崎区
千代田興業（株） 川崎市川崎区
秋山商事（株） 川崎市川崎区
日産プリンス神奈川販売（株）川崎店 川崎市川崎区
フジクス株式会社 川崎市川崎区
（株）ＮＩＰＰＯ　川崎出張所 川崎市川崎区
丸江産業（株） 川崎市川崎区
川崎宇部生コンクリート（株） 川崎市川崎区
真中産業（株） 川崎市川崎区
ユースキン製薬（株） 川崎市川崎区
（株）福嶋鉄工所 川崎市川崎区
長谷川機工金物 川崎市川崎区
協成電気（株） 川崎市川崎区
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 川崎市川崎区
戸田興業（株） 川崎市川崎区
篠原建設（株） 川崎市川崎区
川崎市消防局 川崎市川崎区
三装工業（株） 川崎市川崎区
東日本旅客鉄道株式会社　川崎保線技術センター 川崎市川崎区
丸全昭和運輸（株） 川崎市川崎区
神奈川日産自動車株式会社川崎元木店 川崎市川崎区
若宮幼稚園 川崎市川崎区
宗教法人　平間寺 川崎市川崎区
東京ガス株式会社　川崎ビル 川崎市川崎区



赤石工業 川崎市川崎区
横河ソリューションサービス（株） 川崎市川崎区
（株）肥後屋 川崎市川崎区
京浜急行電鉄（株）川崎電力区 川崎市川崎区
三井住友信託銀行株式会社川崎支店 川崎市川崎区
（株）マクタ 川崎市川崎区
（株）大塚商会川崎支店 川崎市川崎区
大恵建設（株） 川崎市川崎区
吉田土木（株） 川崎市川崎区
荒猪商店（株） 川崎市川崎区
（株）室星 川崎市川崎区
（株）ホンダ 川崎市川崎区
（株）山形電設 川崎市川崎区
荒金商事（株） 川崎市川崎区
千代田電気（株） 川崎市川崎区
山本商会（株）神奈川支店川崎営業所 川崎市川崎区
佐野商店 川崎市川崎区
京急電機（株） 川崎市川崎区
菊三建設（株） 川崎市川崎区
富屋商店 川崎市川崎区
京浜化工（株） 川崎市川崎区
穴水（株） 川崎市川崎区
（株）角屋米穀 川崎市川崎区
吉原瓦斯燃料（株） 川崎市川崎区
菱沼工業所 川崎市川崎区
杉山産業（株） 川崎市川崎区
杉本電機産業（株） 川崎市川崎区
（株）石川 川崎市川崎区
會陽建設工業（株） 川崎市川崎区
（株）シマセイ 川崎市川崎区
株式会社チバコー 川崎市川崎区
東京ガスリビングライン株式会社 川崎市川崎区
（株）石塚土木 川崎市川崎区
中央労働金庫川崎支店 川崎市川崎区
竹園幼稚園 川崎市川崎区
三輪幼稚園 川崎市川崎区
網工業（株） 川崎市川崎区
島田電設工業（株） 川崎市川崎区
綜合警備保障株式会社　川崎支社 川崎市川崎区
川崎頌和幼稚園 川崎市川崎区
武内金属（株） 川崎市川崎区



大場建設（株） 川崎市川崎区
政美産業 川崎市川崎区
株式会社　セレモニア 川崎市川崎区
進和工業（株） 川崎市川崎区
富士建機（株） 川崎市川崎区
日塗（株）東日本事業部 川崎市川崎区
第一ひかり幼稚園 川崎市川崎区
協同電気（株） 川崎市川崎区
（株）碓井設備 川崎市川崎区
（株）電工舎 川崎市川崎区
有限会社アメリカンラングエイジセンター 川崎市川崎区
（株）　カシワバラ・コーポレーション　南関東営業所 川崎市川崎区
三立処理工業（株） 川崎市川崎区
（株）富士電気商会 川崎市川崎区
（社）日本海事検定協会川崎事業所 川崎市川崎区
小宮商事（株） 川崎市川崎区
（株）栄工業 川崎市川崎区
共進電気（株） 川崎市川崎区
（株）吉見電設 川崎市川崎区
（株）安部彦 川崎市川崎区
（株）ＫＥＩＨＩＮ 川崎市川崎区
（株）山長建材 川崎市川崎区
大富士産業（株） 川崎市川崎区
（株）リキ電業 川崎市川崎区
日本原料（株） 川崎市川崎区
（株）久慈工業 川崎市川崎区
（株）昭和電機製作所 川崎市川崎区
（有）古屋自動車修理工場 川崎市川崎区
昌栄電設（株） 川崎市川崎区
（株）相馬 川崎市川崎区
株式会社　日興工機 川崎市川崎区
（有）藤屋商店 川崎市川崎区
（株）吉浜工業所 川崎市川崎区
（株）大勝工務店 川崎市川崎区
（株）ナミキ 川崎市川崎区
セコム株式会社　川崎統轄支社 川崎市川崎区
信明商事（株） 川崎市川崎区
（株）ワキタ横浜中央支店 川崎市川崎区
（有）松田工業 川崎市川崎区
（株）飯岡工務店 川崎市川崎区
（株）高橋兄弟商会 川崎市川崎区



株式会社　南西工業 川崎市川崎区
（有）藤沼モ－タ－ス 川崎市川崎区
ユニオン測量（株） 川崎市川崎区
（有）赤塚防災設備 川崎市川崎区
コジマペイント（株） 川崎市川崎区
前田道路（株）京浜営業所 川崎市川崎区
（株）六郷タイヤ川崎 川崎市川崎区
株式会社サンノー 川崎市川崎区
（有）大榮工業 川崎市川崎区
木原海事（株） 川崎市川崎区
（有）ツハ鉄工 川崎市川崎区
（株）ムライ 川崎市川崎区
（株）セレモジャパン 川崎市川崎区
堀内木材（株） 川崎市川崎区
学校法人泉学園 川崎市川崎区
小田双葉幼稚園 川崎市川崎区
（株）南信社 川崎市川崎区
小山塗料（株） 川崎市川崎区
（株）コクサイテクノ 川崎市川崎区
（株）石橋斎場 川崎市川崎区
（株）ロードカワサキ 川崎市川崎区
大森工業（株） 川崎市川崎区
トヨタカローラ神奈川株式会社川崎店 川崎市川崎区
（株）伊藤園川崎支店 川崎市川崎区
（財）新日本検定協会川崎事業所 川崎市川崎区
油科学工事株式会社 川崎市川崎区
油科電設（株） 川崎市川崎区
（株）有明興業 川崎市川崎区
（株）須田工務店 川崎市川崎区
（株）吉忠工務所 川崎市川崎区
京浜急行電鉄株式会社　施設部　川崎通信区 川崎市川崎区
（株）井の雅組 川崎市川崎区
有限会社大島紙器製作所 川崎市川崎区
（株）まつみ食品 川崎市川崎区
社会福祉法人母子育成会 川崎市川崎区
ニチイケアセンター大師 川崎市川崎区
株式会社エヌティエス 川崎市川崎区
荏原実業（株）神奈川支社 川崎市川崎区
大和冷機工業株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
川崎区役所 川崎市川崎区
ＳＭＢＣ日興証券株式会社　川崎支店 川崎市川崎区



株式会社星医療酸器　京浜営業所 川崎市川崎区
株式会社　三共冷熱　関東支店 川崎市川崎区
大東建託（株）　川崎東支店 川崎市川崎区
環境計測株式会社　神奈川営業所 川崎市川崎区
ホシザキ湘南株式会社川崎第一営業所 川崎市川崎区
川崎市住宅供給公社 川崎市川崎区
（株）かんぽ生命保険川崎支店 川崎市川崎区
株式会社　リビングライフ　川崎センター 川崎市川崎区
セントラル警備保障（株）東京警送事業部神奈川営業所 川崎市川崎区
（株）日立ビルシステム横浜支社川崎営業所 川崎市川崎区
昭和薬品工業株式会社 川崎市川崎区
川崎グランドボウル 川崎市川崎区
株式会社いづみテクノサービス 川崎市川崎区
デンタルサポート株式会社　川崎事業所 川崎市川崎区
（有）石川工業 川崎市川崎区
川崎市上下水道局下水道管理課 川崎市川崎区
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　横浜支店川崎支社 川崎市川崎区
ミドリ安全株式会社川崎支店 川崎市川崎区
株式会社　フューチュアテック 川崎市川崎区
（株）北浦工業 川崎市川崎区
（有）伊東産業 川崎市川崎区
旭共同工業株式会社 川崎市川崎区
東都熱工業株式会社 川崎市川崎区
有限会社　根﨑ガラス 川崎市川崎区
株式会社　神奈川アポロイル 川崎市川崎区
株式会社愛三電気工業 川崎市川崎区
有限会社　海邦建材 川崎市川崎区
栄工業株式会社 川崎市川崎区
株式会社オープンハウス　川崎センター 川崎市川崎区
合資会社　花芳商店 川崎市川崎区
日本郵便株式会社南関東支社 川崎市川崎区
株式会社メイテック　川崎エンジニアリングセンター 川崎市川崎区
介護老人福祉施設恒春園 川崎市川崎区
東建コーポレーション株式会社　川崎東支店 川崎市川崎区
株式会社ローソン川崎支店 川崎市川崎区
有限会社啓和会メディカル 川崎市川崎区
医療法人啓和会　啓和会健康クラブ 川崎市川崎区
小規模多機能ホーム縁 川崎市川崎区
株式会社シンワエンジニアリング・サービス 川崎市川崎区
栗原工業株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
セレモニア川崎葬祭センター 川崎市川崎区



株式会社　木下の介護　ライフコミューン川崎 川崎市川崎区
株式会社　ケアサービスＡＣ川崎事業所 川崎市川崎区
株式会社　タニックス 川崎市川崎区
株式会社　フロンティア　川崎東営業所 川崎市川崎区
ＮＥＣフィールディング株式会社　玉川支店　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社　神奈川クリーン 川崎市川崎区
株式会社　Ｉ＆Ｉ 川崎市川崎区
株式会社エクシング　直販営業部京浜支店 川崎市川崎区
株式会社　ＪＣＰ 川崎市川崎区
株式会社　ユニティー 川崎市川崎区
昭和鉄工株式会社　東京支社 川崎市川崎区
トキコシステムソリューションズ株式会社 川崎市川崎区
味の素食品株式会社　川崎工場 川崎市川崎区
株式会社　オンテックス 川崎市川崎区
株式会社ミニテック　川崎店 川崎市川崎区
株式会社　大実建設 川崎市川崎区
有限会社　栄 川崎市川崎区
株式会社キタジマ 川崎市川崎区
トム通信工業株式会社　ショップ営業部 川崎市川崎区
株式会社ブラスト 川崎市川崎区
アポロビルサービス株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社　ハヤブサ 川崎市川崎区
株式会社みずほ銀行川崎支店 川崎市川崎区
田辺商事株式会社川崎支店 川崎市川崎区
株式会社アセットインオートサービス 川崎市川崎区
西尾レントオール株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社　ＫＯＧＡ 川崎市川崎区
ホシザキ湘南株式会社川崎第二営業所 川崎市川崎区
株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ 川崎市川崎区
医療法人啓和会　ライフアップ小田銀座 川崎市川崎区
有限会社佐野商店平安葬祭センターかわさき 川崎市川崎区
有限会社　イースト・コーポレーション 川崎市川崎区
日工建設株式会社　神奈川営業所 川崎市川崎区
レッツ倶楽部川崎中島 川崎市川崎区
株式会社大和 川崎市川崎区
クリタ関東株式会社　京浜営業所 川崎市川崎区
テイケイ株式会社　川崎支社 川崎市川崎区
株式会社ＮＩＳＳＨＯ　川崎リースセンター 川崎市川崎区
川崎鉄管継手株式会社 川崎市川崎区
株式会社マルトエレベーター 川崎市川崎区
日立造船株式会社 川崎市川崎区



検査サービス株式会社 川崎市川崎区
特別養護老人ホーム　境町フェニックス 川崎市川崎区
株式会社三井住友銀行　京浜法人営業部 川崎市川崎区
社会医療法人財団石心会　川崎健診クリニック企業健診部 川崎市川崎区
株式会社ＭＩＣＣ 川崎市川崎区
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 川崎市川崎区
岩瀬工業株式会社 川崎市川崎区
株式会社露木工業所 川崎市川崎区
株式会社クライム 川崎市川崎区
日本エンジニアリング株式会社 川崎市川崎区
神奈川トヨタ自動車株式会社　川崎元木店 川崎市川崎区
ティエル訪問看護ステーション 川崎市川崎区
山本商会株式会社　特機事業部 川崎市川崎区
柴崎工業株式会社 川崎市川崎区
株式会社日工　施工管理部 川崎市川崎区
川崎区役所大師支所 川崎市川崎区
社会福祉法人　育桜福祉会　ゆずりは園 川崎市川崎区
株式会社樋口興業 川崎市川崎区
大明商事株式会社 川崎市川崎区
朝日生命保険相互会社　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社セントラル保険 川崎市川崎区
京浜築炉工業株式会社 川崎市川崎区
株式会社ジェイイー 川崎市川崎区
株式会社齊藤解体 川崎市川崎区
社会福祉法人　三篠会　川崎ラシクル 川崎市川崎区
株式会社　創友建設工業 川崎市川崎区
共栄火災海上保険株式会社　川崎支社 川崎市川崎区
株式会社　シンニッタン 川崎市川崎区
生和コーポレーション株式会社　川崎支店 川崎市川崎区
アサヒ工業株式会社　東日本支店 川崎市川崎区
日本鋳造（株） 川崎市川崎区
ＥＮＥＯＳ株式会社　川崎製油所 川崎市川崎区
三菱化工機（株）川崎製作所 川崎市川崎区
富士電機（株）川崎工場 川崎市川崎区
日栄工業（株）川崎事業所 川崎市川崎区
大陽日酸（株）川崎水江事業所 川崎市川崎区
プレス工業株式会社 川崎市川崎区
川崎市川崎生活環境事業所 川崎市川崎区
ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所 川崎市川崎区
東京高圧山崎株式会社 川崎市川崎区
谷貝食品工業（株） 川崎市川崎区



川崎市消防局臨港消防署 川崎市川崎区
川崎臨港警察署 川崎市川崎区
日本冶金工業株式会社川崎製造所 川崎市川崎区
三井埠頭（株） 川崎市川崎区
荏原工業洗浄（株） 川崎市川崎区
学校法人金丸学園川崎さくら幼稚園 川崎市川崎区
富士高圧ガス工業（株） 川崎市川崎区
（株）小沼工務店 川崎市川崎区
東洋埠頭（株）川崎支店 川崎市川崎区
（株）ベニスクリーニング 川崎市川崎区
ＪＦＥコンフォーム（株） 川崎市川崎区
須藤工業（株） 川崎市川崎区
（株）丸高材木店 川崎市川崎区
東亜石油（株）京浜製油所水江工場 川崎市川崎区
孝岡基礎工事（株） 川崎市川崎区
日本通運（株）横浜国際輸送支店　東扇島国際物流センター 川崎市川崎区
イワタニ首都圏株式会社　川崎支店 川崎市川崎区
丸池海運（株）川崎支店 川崎市川崎区
坪井工業（株）神奈川支店 川崎市川崎区
岩本興産（株） 川崎市川崎区
有限会社西原商事　焼肉西の屋 川崎市川崎区
日本タンクサービス（株） 川崎市川崎区
三田港運（株） 川崎市川崎区
日本工業検査（株） 川崎市川崎区
真鍋工業（株） 川崎市川崎区
（株）幸栄 川崎市川崎区
ＪＦＥ物流京浜㈱ 川崎市川崎区
東亜テックス（株） 川崎市川崎区
株式会社東特鋼 川崎市川崎区
野州工業（株） 川崎市川崎区
（株）菊地工業所 川崎市川崎区
丸和建設（株） 川崎市川崎区
旭化成㈱　川崎製造所 川崎市川崎区
アキヤマ（株） 川崎市川崎区
窒化工業（株） 川崎市川崎区
三五金属（株） 川崎市川崎区
（株）シムラ 川崎市川崎区
レイズネクスト株式会社川崎事業所 川崎市川崎区
アボロンシステム（株） 川崎市川崎区
横浜日野自動車（株）川崎営業所 川崎市川崎区
和光産業（株） 川崎市川崎区



松井工業（株） 川崎市川崎区
（株）澤田組 川崎市川崎区
興伸鉄工（株） 川崎市川崎区
㈱ＪＥＲＡ　東扇島火力発電所 川崎市川崎区
泉企業（株） 川崎市川崎区
（株）一心屋 川崎市川崎区
㈲観音工業所 川崎市川崎区
八幡建設（株） 川崎市川崎区
東洋ロザイ（株） 川崎市川崎区
シンヨー株式会社 川崎市川崎区
花王ロジスティクス株式会社 川崎市川崎区
株式会社マナカ 川崎市川崎区
ミユキ鋼材（株） 川崎市川崎区
日進金属（株） 川崎市川崎区
（株）関東機工 川崎市川崎区
丸全昭和運輸（株） 川崎市川崎区
（株）美幸軒 川崎市川崎区
臨港石油（株） 川崎市川崎区
山洋工業株式会社 川崎市川崎区
日通商事（株）東京ＬＳセンター　川崎サテライト 川崎市川崎区
（有）大久保商店 川崎市川崎区
（株）アサヒ 川崎市川崎区
（株）渡辺土木 川崎市川崎区
東三輪幼稚園 川崎市川崎区
川崎ふたば幼稚園 川崎市川崎区
観音幼稚園 川崎市川崎区
三進工業（株） 川崎市川崎区
日本ゼオン（株）川崎工場 川崎市川崎区
江川幼稚園 川崎市川崎区
安藤組機工 川崎市川崎区
日光金属化学（株） 川崎市川崎区
川崎市港湾局川崎港管理センター 川崎市川崎区
八巧機電設備（株） 川崎市川崎区
岡村建興（株） 川崎市川崎区
富士陸運（株） 川崎市川崎区
（株）千葉電業社 川崎市川崎区
（株）村山商店 川崎市川崎区
大陽日酸（株）京浜事業所 川崎市川崎区
朝日工業（株）川崎事務所 川崎市川崎区
（株）日本触媒川崎製造所 川崎市川崎区
ＪＦＥプラントエンジ（株）池上事務所 川崎市川崎区



日中興産（株） 川崎市川崎区
第一高周波工業株式会社　京浜事業所 川崎市川崎区
中央労働金庫川崎南支店 川崎市川崎区
光洋重機建設（株） 川崎市川崎区
八州工業（株） 川崎市川崎区
山九重機工（株） 川崎市川崎区
須藤開発興業（株） 川崎市川崎区
（株）ハヤシ海運 川崎市川崎区
日新産業（株）川崎作業所 川崎市川崎区
京浜金物（株） 川崎市川崎区
川崎荷役（株） 川崎市川崎区
理研アルマイト工業株式会社 川崎市川崎区
（株）菊池電業社 川崎市川崎区
参武興業（株） 川崎市川崎区
（有）佐々木機工 川崎市川崎区
丸金興業（株） 川崎市川崎区
日東亜鉛（株） 川崎市川崎区
（株）サニクリーン東京京浜営業所 川崎市川崎区
成田鉄工（株） 川崎市川崎区
旭産業（株） 川崎市川崎区
深浦建設（株） 川崎市川崎区
株式会社大日向 川崎市川崎区
（株）フクリン 川崎市川崎区
杉山鉄工（株） 川崎市川崎区
（有）パール石油商会 川崎市川崎区
株式会社ヨネヤマ　川崎支店 川崎市川崎区
㈱新井鉄工所 川崎市川崎区
（株）宮代商店 川崎市川崎区
日信工業（株） 川崎市川崎区
甲陽商会 川崎市川崎区
共和物産（株）京浜事業所 川崎市川崎区
冨士商事（株） 川崎市川崎区
ＪＦＥ東日本ジーエス株式会社 川崎市川崎区
日起工事（株） 川崎市川崎区
原田港湾（株）川崎営業所 川崎市川崎区
有限会社浅見肉店 川崎市川崎区
日本ダスト（株） 川崎市川崎区
ジャパンレンタル㈱ 川崎市川崎区
（株）小笠原商店 川崎市川崎区
アサミ工業（株） 川崎市川崎区
黒田興業（株）川崎支店 川崎市川崎区



有限会社東天閣 川崎市川崎区
長八海運（株） 川崎市川崎区
シンレキ工業（株）京浜事業部 川崎市川崎区
東電フュエル株式会社東扇島事業所 川崎市川崎区
南陽設備管理（株） 川崎市川崎区
川崎朝鮮初級学校 川崎市川崎区
ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 川崎市川崎区
明希工業（株） 川崎市川崎区
（有）伊藤モーター商会 川崎市川崎区
株式会社　トーホーフードサービス川崎支店 川崎市川崎区
ＪＦＥテクノリサーチ（株） 川崎市川崎区
産興建設（株） 川崎市川崎区
三菱化工機アドバンス株式会社 川崎市川崎区
（有）中山自動車整備工場 川崎市川崎区
常陸機工（株） 川崎市川崎区
株式会社　リョウセイ 川崎市川崎区
晃洋商事（株） 川崎市川崎区
（有）栄光重機 川崎市川崎区
池田建設（株） 川崎市川崎区
ダイドービバレッジサービス（株）川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン 川崎市川崎区
加藤土建（株） 川崎市川崎区
（有）進栄工業所 川崎市川崎区
日本通運（株）川崎支店鉄鋼事業所 川崎市川崎区
株式会社　和楽弁当 川崎市川崎区
（株）髙昭産業 川崎市川崎区
（株）昭特製作所京浜事業所 川崎市川崎区
ＮＨジャパンフード㈱ 川崎市川崎区
明星工業株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
富士オフィス＆ライフサービス（株）　川崎営業所 川崎市川崎区
㈱ＪＥＲＡ　川崎火力発電所 川崎市川崎区
ＪＦＥベルテック（株） 川崎市川崎区
（株）芝根 川崎市川崎区
川崎アスコン共同企業体 川崎市川崎区
東進工業（株） 川崎市川崎区
㈱ＦＪ・ワークス 川崎市川崎区
（株）東京ナンチク 川崎市川崎区
川崎市浮島処理センター 川崎市川崎区
ダイシ造園株式会社 川崎市川崎区
川又電機工事（株） 川崎市川崎区
（株）エステック 川崎市川崎区



パーカー熱処理工業株式会社川崎事業所 川崎市川崎区
丸江産業（株）扇島事業所 川崎市川崎区
（株）石原商店 川崎市川崎区
（財）日本環境衛生センター 川崎市川崎区
㈱電材エンジニアリング 川崎市川崎区
（有）川名工務店 川崎市川崎区
（有）柳商店 川崎市川崎区
日本郵便（株）川崎港郵便局 川崎市川崎区
渋澤建材有限会社 川崎市川崎区
（株）武山興業 川崎市川崎区
入江崎余熱利用プール 川崎市川崎区
関東日本フード（株）　川崎営業部 川崎市川崎区
荒井商事（株）アライオートオークションベイサイド 川崎市川崎区
総合食品エスイー（株）川崎営業所 川崎市川崎区
ＳＧモータース株式会社南東京店 川崎市川崎区
（株）ミヤチク　東京営業所 川崎市川崎区
株式会社エバーグリーンライン 川崎市川崎区
大洋鉄工（株） 川崎市川崎区
（株）ケイチク 川崎市川崎区
株式会社海老正川崎営業所 川崎市川崎区
東亜建設工業（株）白石事務所 川崎市川崎区
株式会社マエハラ 川崎市川崎区
（株）マルトモ 川崎市川崎区
社団法人日本自動車連盟神奈川支部川崎基地 川崎市川崎区
国本電気工事（株） 川崎市川崎区
Ｊ－ロジテック株式会社 川崎市川崎区
ＪＦＥプラントエンジ（株）水江事業所 川崎市川崎区
（有）小島商店 川崎市川崎区
（株）タカセ運輸集配システム川崎営業所 川崎市川崎区
富ニ栄 川崎市川崎区
（株）松村工業 川崎市川崎区
藤ビルメンテナンス（株）川崎営業所 川崎市川崎区
（株）検査技研 川崎市川崎区
トラスコ中山株式会社 川崎市川崎区
介護老人福祉施設　大師の里 川崎市川崎区
つり幸本家 川崎市川崎区
昭和電工川崎事務所 川崎市川崎区
武蔵機械（株） 川崎市川崎区
栄伸産業株式会社 川崎市川崎区
三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社 川崎市川崎区
日本エア・リキード株式会社 川崎市川崎区



東京ガス㈱　扇島ＬＮＧ基地 川崎市川崎区
西原商会東扇島営業所 川崎市川崎区
ネットクリエイト 川崎市川崎区
株式会社カナモト川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社渋谷潜水工業 川崎市川崎区
マルコシ大師店 川崎市川崎区
昭和電線ケーブルシステム株式会社 川崎市川崎区
東洋埠頭東扇島支店 川崎市川崎区
株式会社モノウェア 川崎市川崎区
グリーンシステムズ 川崎市川崎区
タケエイ川崎リサイクルセンター 川崎市川崎区
日通商事株式会社扇島ＬＳセンター 川崎市川崎区
株式会社ＪＦＥウイング 川崎市川崎区
株式会社トヨミツ 川崎市川崎区
株式会社松岡工業 川崎市川崎区
旭国際テクネイオン株式会社 川崎市川崎区
アイザワ 川崎市川崎区
光輝 川崎市川崎区
カポック株式会社 川崎市川崎区
タイジ株式会社 川崎市川崎区
株式会社エコプロ 川崎市川崎区
蒲田工業株式会社京浜営業所 川崎市川崎区
ＪＦＥ物流株式会社 川崎市川崎区
双伸建設株式会社 川崎市川崎区
株式会社ホンダボディサービス神奈川 川崎市川崎区
ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱　タイヤサービス川崎店 川崎市川崎区
有限会社真中建機 川崎市川崎区
株式会社ホンダ 川崎市川崎区
キリンテクノシステム株式会社 川崎市川崎区
フジメタルリサイクル株式会社川崎工場 川崎市川崎区
呉工業 川崎市川崎区
株式会社東京めいらく川崎営業所 川崎市川崎区
関西保温工業（株）川崎事業所 川崎市川崎区
ＪＸサイトセキュリティ（株） 川崎市川崎区
ＪＦＥシビル株式会社京浜事業所 川崎市川崎区
株式会社赤塚屋　東扇島センター 川崎市川崎区
日本インシュレーション株式会社　京浜営業所 川崎市川崎区
株式会社ファーマインド 川崎市川崎区
（株）レンタルのニッケン川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社ナカムラロジスティクス 川崎市川崎区
楠原輸送株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区



関東プリマミート販売株式会社 川崎市川崎区
有　京浜材料試験 川崎市川崎区
大京建機株式会社川崎事業所 川崎市川崎区
伊藤海事工業有限会社 川崎市川崎区
富士電機リテイルサービス株式会社 川崎市川崎区
㈱ＮＩＰＰＯ　川崎シーサイドアスコン 川崎市川崎区
有限会社　林商店 川崎市川崎区
川崎市上下水道入江崎水処理センター 川崎市川崎区
株式会社ＪＦＥ設計　京浜事業所 川崎市川崎区
㈱レント川崎営業所 川崎市川崎区
㈱ソリッド 川崎市川崎区
株式会社大石鋼業 川崎市川崎区
株式会社フィールド環境サービス 川崎市川崎区
エア・ウォーター炭酸株式会社川崎営業所 川崎市川崎区
社会福祉老人セイワ　介護老人福祉施設　桜寿園 川崎市川崎区
東洋自動機株式会社　川崎サービスセンター 川崎市川崎区
株式会社中商　臨港ＣＲセンター 川崎市川崎区
株式会社ランテック京浜支店 川崎市川崎区
株式会社テクノイケガミ 川崎市川崎区
大光建設株式会社川崎支店 川崎市川崎区
介護老人保健施設　葵の園・川崎 川崎市川崎区
株式会社ＴＹＫ京浜営業所 川崎市川崎区
大川原建設株式会社 川崎市川崎区
株式会社ＡＮＡケータリングサービス 川崎市川崎区
株式会社アールアンドアール 川崎市川崎区
株式会社フジメタル 川崎市川崎区
株式会社　森商会 川崎市川崎区
品川ファーネス株式会社京浜事業所 川崎市川崎区
ダンロップタイヤ中央（株）川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社太田工業 川崎市川崎区
㈱芝製作所 川崎市川崎区
ゲートグルメジャパン有限会社　羽田支店 川崎市川崎区
化工機商事株式会社 川崎市川崎区
株式会社ラウンドワンスタジアム　川崎大師店 川崎市川崎区
日進機工株式会社　東京支店 川崎市川崎区
東西化学産業株式会社 川崎市川崎区
ＪＦＥ商事株式会社東日本資機材部 川崎市川崎区
株式会社中村荷役 川崎市川崎区
日本メガケア株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社成松屋関東営業所 川崎市川崎区
株式会社ダンテック関東支社 川崎市川崎区



いすゞ自動車首都圏株式会社京浜臨海支店 川崎市川崎区
株式会社ユカ川崎支店 川崎市川崎区
川崎東郵便局 川崎市川崎区
コマツカスタマーサポート株式会社 川崎市川崎区
三友環境サービス株式会社 川崎市川崎区
株式会社ハーテック・ミワ 川崎市川崎区
ヤマトオートワークス株式会社　川崎工場 川崎市川崎区
首都ハイウェイサービス㈱ 川崎市川崎区
日本ビソー株式会社レンタル横浜支店 川崎市川崎区
ツルセキエクス株式会社　京浜事業所 川崎市川崎区
有限会社　山城システム 川崎市川崎区
ユーシーシーフーヅ株式会社　川崎支店 川崎市川崎区
タイヘイ株式会社 川崎市川崎区
株式会社アクティオ　川崎営業所 川崎市川崎区
㈱橋本商事冷凍輸送 川崎市川崎区
ＡＯＩ国際病院 川崎市川崎区
ラッキーコーヒーマシン㈱ 川崎市川崎区
㈱ヨドバシカメラ 川崎市川崎区
東京パワーテクノロジー株式会社　川崎火力総括事務所 川崎市川崎区
川尻鉄工㈱ 川崎市川崎区
黒川重機㈱ 川崎市川崎区
山九㈱　首都圏ＤＣ支店 川崎市川崎区
千鳥造園工事㈱ 川崎市川崎区
太平電業㈱　ＪＦＥ京浜事業所 川崎市川崎区
介護老人保健施設　葵の園　川崎南部 川崎市川崎区
明正工業㈱　京浜事業所 川崎市川崎区
株式会社京浜総工 川崎市川崎区
スターゼン販売株式会社　東日本量販部川崎ディストリビューションセンター 川崎市川崎区
株式会社オキ・コーポレーション 川崎市川崎区
新日本熱学株式会社　川崎事業所 川崎市川崎区
東京パワーテクノロジー株式会社 川崎市川崎区
かわさき障害者福祉施設　たじま 川崎市川崎区
三明化成株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
アトラスコプコ株式会社　川崎事業所 川崎市川崎区
株式会社　葬儀のこすもす 川崎市川崎区
株式会社メディケアー　川崎事業所 川崎市川崎区
株式会社　丸一設備 川崎市川崎区
株式会社　スガテック 川崎市川崎区
東芝電材マーケティング株式会社　神奈川営業所 川崎市川崎区
キャリテック株式会社　川崎ＤＣ 川崎市川崎区
一般社団法人　全日検　横浜支部　川崎事務所 川崎市川崎区



㈱内外電業社　川崎事業所 川崎市川崎区
手塚産業株式会社 川崎市川崎区
川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル 川崎市川崎区
ＪＦＥプラントエンジ　扇島事務所 川崎市川崎区
株式会社　兼子　川崎工場 川崎市川崎区
株式会社　神野 川崎市川崎区
特殊電極株式会社京浜営業所 川崎市川崎区
日本郵便株式会社　南関東支社　川崎営業統括本部 川崎市川崎区
株式会社　ミヤビ建興 川崎市川崎区
特別養護老人ホーム　ビオラ川崎 川崎市川崎区
有限会社　アビルコインターナショナル 川崎市川崎区
新日本建販株式会社　関東建機センター 川崎市川崎区
山九プラントテクノ株式会社　京浜事業所 川崎市川崎区
（一財）港湾空港総合技術センター関東支部　川崎支所 川崎市川崎区
昭和アステック株式会社　京浜営業所 川崎市川崎区
株式会社　薬研社　神奈川営業所 川崎市川崎区
レンタルシステム株式会社京浜営業所 川崎市川崎区
山九株式会社　川崎センター 川崎市川崎区
日揮株式会社　現場事務所 川崎市川崎区
株式会社　鈴木商館　京浜営業所 川崎市川崎区
株式会社　ミスミ　東日本流通センター 川崎市川崎区
Ｊ＆Ｔ環境　株式会社 川崎市川崎区
株式会社タケエイ　川崎リサイクルセンター 川崎市川崎区
興栄建設　株式会社 川崎市川崎区
㈱　小泉神奈川　川崎南営業所 川崎市川崎区
東急建設株式会社　（仮称）ＥＳＲ東扇島ディストリビューションセンター新築工事作業所 川崎市川崎区
株式会社　西原商会関東　川崎支店 川崎市川崎区
アサヒプリテック株式会社　横浜事業所　収運課 川崎市川崎区
株式会社　東和企業 川崎市川崎区
三井住友・みらい・日本ビーエス特定建設工事共同企業体 川崎市川崎区
株式会社　日本ストラーダ 川崎市川崎区
コアレックス三栄　株式会社 川崎市川崎区
日本瓦斯株式会社　夢の絆・川崎 川崎市川崎区
ＳＢカワスミ　株式会社 川崎市川崎区
㈱　ケーブルラインワークス 川崎市川崎区
五洋建設　浮島立坑工事事務所 川崎市川崎区
株式会社　ダイサン　川崎サービスセンター 川崎市川崎区
㈱シムラ　出光事業所 川崎市川崎区
明和興業株式会社　東京支社　関東物流センター 川崎市川崎区
ナステック株式会社 川崎市川崎区
サツマ工業株式会社　本社川崎工場 川崎市川崎区



太平電業㈱川崎天然ガス事業所 川崎市川崎区
株式会社セガ・ロジスティクスサービス　カスタマーセンター東日本事業所 川崎市川崎区
日本制御システム株式会社 川崎市川崎区
日本料理　たちばな 川崎市川崎区
株式会社　住野事務所 川崎市川崎区
株式会社　旭屋ミートセンター 川崎市川崎区
株式会社　小島商会 川崎市川崎区
有限会社　モティス 川崎市川崎区
東京レンタル株式会社　京浜機械センター 川崎市川崎区
鹿島建設株式会社　東京土木支店　東京湾アクアライン補強補修工事事務所 川崎市川崎区
エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社 川崎市川崎区
株式会社　柴橋商会 川崎市川崎区
尾崎理化株式会社　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社　ＯＮＥ’Ｓレンタル 川崎市川崎区
株式会社かんぽ生命保険川崎支店川崎港郵便局かんぽサービス部 川崎市川崎区
株式会社フジコー京浜事業所 川崎市川崎区
株式会社　山軌建設　東京支店 川崎市川崎区
ロジスネクスト東京株式会社　川崎整備センター 川崎市川崎区
旭興産株式会社　京浜事業所 川崎市川崎区
坪井工業株式会社　ＪＦＥ工事事務所 川崎市川崎区
株式会社クレハ環境　ウェステックかながわ 川崎市川崎区
有限会社　プラント溶接 川崎市川崎区
株式会社　共栄板金工業所 川崎市川崎区
株式会社　東京マリンサービス京浜港支店 川崎市川崎区
株式会社　沼田工業　川崎営業所 川崎市川崎区
株式会社　横河ブリッジ　東扇島作業所 川崎市川崎区
平野重機　株式会社 川崎市川崎区
ワタミ宅食　川崎塩浜営業所 川崎市川崎区
トーヨーカネツ株式会社　川崎現場作業所 川崎市川崎区
株式会社　西和工務店　川崎臨港その３工事 川崎市川崎区
川崎区役所田島支所 川崎市川崎区
株式会社　Ｐｏｌｙｖａｌｅｎｔ 川崎市川崎区
新電工　株式会社 川崎市川崎区
東京油槽株式会社 川崎市川崎区
株式会社　コーシン 川崎市川崎区
品川リフラクトリーズ株式会社　京浜営業所 川崎市川崎区
ＪＦＥプラリソース株式会社　京浜地区 川崎市川崎区
株式会社　バイオテック・ラボ 川崎市川崎区
藤原鋼材株式会社川崎支店 川崎市川崎区
株式会社マルカ塩浜営業所 川崎市川崎区
昌運工業株式会社　東扇島事業所 川崎市川崎区



浮島オイルサービス 川崎市川崎区
株式会社トーコン東扇島事業所 川崎市川崎区
前田道路株式会社　川崎合材工場 川崎市川崎区
株式会社由貴工務店 川崎市川崎区
株式会社イイバフーズ 川崎市川崎区
株式会社ＴＧＲ 川崎市川崎区
株式会社富士薬品 川崎市川崎区
日揮株式会社川崎ＮＵＣ現場 川崎市川崎区
パーカー熱処理工業株式会社川崎工場 川崎市川崎区
東洋クラフトマン工機株式会社 川崎市川崎区
幸区役所道路公園センター 川崎市幸区
（株）伸栄工事 川崎市幸区
（株）トビキク 川崎市幸区
東京電力パワーグリッド（株）川崎支社 川崎市幸区
（株）木下 川崎市幸区
幸警察署 川崎市幸区
金井学園小鳩幼稚園 川崎市幸区
南武重機（株） 川崎市幸区
小峰英光学園小峰幼稚園 川崎市幸区
大栄建設（株） 川崎市幸区
東京パワーテクノロジー株式会社技術センター 川崎市幸区
昭立電気工業（株） 川崎市幸区
すずき機工 川崎市幸区
田邊ガステクノ株式会社 川崎市幸区
日産プリンス神奈川販売（株）川崎幸店 川崎市幸区
東日本三菱自動車販売（株）川崎店 川崎市幸区
（株）東亜 川崎市幸区
高橋建設興業（株） 川崎市幸区
株式会社　笠倉工業 川崎市幸区
株式会社　田中建設 川崎市幸区
黒田精工株式会社 川崎市幸区
川崎市消防局幸消防署 川崎市幸区
（株）フジ電科 川崎市幸区
株式会社相澤組 川崎市幸区
（株）相模鉄工所 川崎市幸区
（株）スズケン川崎支店 川崎市幸区
株式会社　高村工務店 川崎市幸区
アルフレッサ株式会社川崎南支店 川崎市幸区
沼田工業（株） 川崎市幸区
（株）喜美代建設 川崎市幸区
（株）村松工務店 川崎市幸区



吉田工業 川崎市幸区
大橋製麺所 川崎市幸区
セレサ川崎農業協同組合　日吉支店 川崎市幸区
（株）栗田屋 川崎市幸区
ひかり学園第二ひかり幼稚園 川崎市幸区
社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　幸風苑 川崎市幸区
（株）金子七蔵商店 川崎市幸区
福田管工（株） 川崎市幸区
リコージャパン（株）神奈川支社川崎事業所 川崎市幸区
（株）志岐工事 川崎市幸区
（有）坂倉商店 川崎市幸区
（株）菅組 川崎市幸区
トヨタカローラ神奈川（株）加瀬店 川崎市幸区
（株）ヤナセ川崎支店 川崎市幸区
神奈川日産自動車（株）川崎小倉店 川崎市幸区
千葉建設（株） 川崎市幸区
（株）中商 川崎市幸区
（株）五十嵐電機製作所 川崎市幸区
みゆき幼稚園 川崎市幸区
鹿島田幼稚園 川崎市幸区
川崎こまどり幼稚園 川崎市幸区
歓ランチ株式会社　光食品 川崎市幸区
大同産業（株） 川崎市幸区
（株）旅館ランドリー 川崎市幸区
白山幼稚園 川崎市幸区
東京電設サービス（株）神奈川センター 川崎市幸区
ふそう陸送（株） 川崎市幸区
前田工業 川崎市幸区
協和興産 川崎市幸区
（株）東ラン 川崎市幸区
ケイジーケイ株式会社 川崎市幸区
松尾電設（株） 川崎市幸区
川崎市加瀬クリーンセンター 川崎市幸区
ＮＴＴアノードエナジー　東日本事業本部南関東支店　川崎担当 川崎市幸区
キャノンシステムアンドサポート株式会社　川崎営業部 川崎市幸区
川崎市幸区役所 川崎市幸区
共同組合川崎中小企業労務協会 川崎市幸区
（有）サンキューオール神奈川 川崎市幸区
海光電業（株） 川崎市幸区
株式会社シー・アイ・シー住環神奈川支店 川崎市幸区
カセ物産 川崎市幸区



川崎市特別養護老人ホーム夢見ケ崎 川崎市幸区
大陽日酸（株）関東支社 川崎市幸区
有限会社ユニオンエイト　ダスキン神明支店 川崎市幸区
東旺ビルサービス（株） 川崎市幸区
東邦プラン 川崎市幸区
（株）寿電興 川崎市幸区
日酸ＴＡＮＡＫＡ（株）関東支店 川崎市幸区
（株）交通建設　神奈川支店　川﨑工事所 川崎市幸区
小澤商事（株） 川崎市幸区
積水ハウス（株）川崎シャーメゾン支店 川崎市幸区
ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ南加瀬店 川崎市幸区
有限会社新設備 川崎市幸区
日本非破壊検査株式会社 川崎市幸区
有限会社宇佐美 川崎市幸区
幸警察署（留置管理課） 川崎市幸区
社会福祉法人育桜福祉会こぶし園 川崎市幸区
第一交通機動隊 川崎市幸区
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 川崎市幸区
大陽日酸エンジニアリング株式会社関東支店 川崎市幸区
株式会社　ファルテック 川崎市幸区
株式会社神奈川商会 川崎市幸区
株式会社ゼロ 川崎市幸区
小規模多機能ホーム　奏 川崎市幸区
ケアパートナー新川崎 川崎市幸区
有限会社　岡里解体興業 川崎市幸区
日本フィルメニッヒ株式会社 川崎市幸区
株式会社　加賀建設 川崎市幸区
神奈川スバル株式会社　川崎店 川崎市幸区
株式会社　ワカナ 川崎市幸区
三和シャター工業株式会社　川崎営業所 川崎市幸区
株式会社　中原屋 川崎市幸区
トヨタエルアンドエフ神奈川　株式会社　川崎営業所 川崎市幸区
渡辺パイプ株式会社　川崎南サービスセンター 川崎市幸区
昭和電工ガスプロダクツ　株式会社 川崎市幸区
カナケイ　株式会社 川崎市幸区
春日電機　株式会社 川崎市幸区
有限会社　日栄モータース 川崎市幸区
川崎幸病院 川崎市幸区
株式会社　ショウエイ 川崎市幸区
共進精機　株式会社 川崎市幸区
株式会社　田原屋 川崎市幸区



株式会社東芝スマートコミュニティセンター 川崎市幸区
東芝産業機器システム株式会社　首都圏支社 川崎市幸区
東芝テックソリューションサービス株式会社川崎第二サービスステーション 川崎市幸区
東芝キヤリア株式会社 川崎市幸区
東芝ライテック株式会社川崎事務所 川崎市幸区
損害保険ジャパン株式会社横浜中央支店川崎支社 川崎市幸区
渡辺パイプ株式会社川崎南住設サービスセンター 川崎市幸区
みずほ証券株式会社川崎支店 川崎市幸区
株式会社　プロカラーラボ　プロテク・イースト 川崎市幸区
株式会社　フジ工設 川崎市幸区
株式会社群馬銀行川崎支店 川崎市幸区
メタウォーターサービス株式会社 川崎市幸区
日本貨物鉄道㈱関東支社新鶴見機関区 川崎市幸区
ニコル・カーズ合同会社 川崎市幸区
太陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社 川崎市幸区
セントラル薬局幸店 川崎市幸区
社会医療法人財団　石心会　川崎幸クリニック 川崎市幸区
パイオニア販売株式会社 川崎市幸区
セントラルフィットネスクラブ新川崎 川崎市幸区
フジクス株式会社　川崎支店 川崎市幸区
東芝ビジネスエキスパート株式会社 川崎市幸区
株式会社　計測技術研究所　日吉事業所 川崎市幸区
デイサービスセンターなごやか新川崎 川崎市幸区
社会福祉法人　長尾福祉会　パセオやがみ 川崎市幸区
宝建工業　株式会社 川崎市幸区
ＥＮＥＯＳジュンテック株式会社 川崎市幸区
板橋電気工事　株式会社 川崎市幸区
川崎市建設緑政局多摩川管理事務所 川崎市幸区
株式会社コクエー　新川崎営業所 川崎市幸区
川崎ファミリーケアクリニック 川崎市幸区
若井工業株式会社 川崎市幸区
株式会社ナックケアサービス川崎店 川崎市幸区
サクラサービス株式会社　幸営業所 川崎市幸区
エム・キュービック株式会社 川崎市幸区
大和ハウス工業株式会社川崎支社 川崎市幸区
株式会社日本カードクリエーション 川崎市幸区
港電気工業株式会社 川崎市幸区
平安会館さいわい 川崎市幸区
大和リビング株式会社川崎営業所 川崎市幸区
株式会社首都圏メディカル城南営業所 川崎市幸区
エイヴィエルジャパン株式会社川崎アプリケーションセンター 川崎市幸区



渡辺パイプ株式会社川崎南電工サービスセンター 川崎市幸区
東京海上日動火災保険株式会社　川崎支社 川崎市幸区
大和ハウスリフォーム株式会社　東日本支社川崎営業所 川崎市幸区
技研電子株式会社 川崎市幸区
一建設株式会社　川崎営業所 川崎市幸区
ヤマト科学株式会社 川崎市幸区
キャノンメディカルシステムズ株式会社 川崎市幸区
福井コンピュータ株式会社関東営業所 川崎市幸区
福井コンピュータアーキテクト株式会社関東営業所 川崎市幸区
中山商事株式会社川崎営業所 川崎市幸区
Ｋｉｄｓ－ＵＰ新川崎校 川崎市幸区
ザバススポーツクラブ川崎 川崎市幸区
株式会社日建　川崎支店 川崎市幸区
富士通クライアントコンピューティング株式会社コンシューマ中央営業部首都圏第２支店 川崎市幸区
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社川崎営業所 川崎市幸区
株式会社小山　川崎営業所 川崎市幸区
医療法人社団伍光会　川崎南部在宅診療所 川崎市幸区
川崎市南部学校給食センター 川崎市幸区
有限会社　第一軌道開発 川崎市幸区
株式会社　ヤマダデンキ川崎幸店 川崎市幸区
関東サッシサービス　株式会社 川崎市幸区
株式会社ローソンストア１００ 川崎市幸区
神奈川ダイハツ販売株式会社　川崎幸店 川崎市幸区
ジャストップ株式会社 川崎市幸区
イエローハット川崎さいわい店 川崎市幸区
医療法人社団幸洋会　あいホームケアクリニック 川崎市幸区
株式会社高島テクノロジーセンター　川崎営業所 川崎市幸区
海月興業　株式会社 川崎市幸区
株式会社小滝建設工業 川崎市幸区
興菱梱包運輸株式会社 川崎市幸区
ワタミ　株式会社 川崎市幸区
株式会社カワデン 川崎市幸区
幸伸工業株式会社 川崎市幸区
第一三共株式会社横浜支店川崎南営業所 川崎市幸区
株式会社幸栄工業 川崎市幸区
川崎中部カーステーション（株） 川崎市幸区
株式会社五美 川崎市幸区
ティーエスケイ株式会社 川崎市幸区
有限会社　幸ロードライン 川崎市幸区
社会福祉法人育桜福祉会　小向このはな園 川崎市幸区
株式会社アイビージャパン 川崎市幸区



ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 川崎市幸区
特別養護老人ホーム　しゃんぐりら 川崎市幸区
株式会社大橋 川崎市幸区
社会福祉法人県央福祉会　御幸日中活動センター 川崎市幸区
九重電気株式会社 川崎市幸区
株式会社藤森工業 川崎市幸区
株式会社エスチーム 川崎市幸区
神奈川トヨタ自動車株式会社　新加瀬店 川崎市幸区
株式会社エフテックサービス 川崎市幸区
クロスハート幸・川崎 川崎市幸区
ジャパン建材株式会社 川崎市幸区
フルライフ川崎 川崎市幸区
株式会社土佐製作 川崎市幸区
株式会社饒田　川崎支店 川崎市幸区
川崎市こども家庭センター 川崎市幸区
アフタースクールワイズカ川崎 川崎市幸区
アフタースクールワイズ鹿島田 川崎市幸区
株式会社イクシス　本社 川崎市幸区
横浜トヨペット（株）中原店 川崎市中原区
三木プーリ（株） 川崎市中原区
中原区役所道路公園センター 川崎市中原区
宮松エスオーシー株式会社 川崎市中原区
（株）大山組 川崎市中原区
つぼみ幼稚園 川崎市中原区
東急軌道工業（株） 川崎市中原区
東横化学株式会社 川崎市中原区
（株）三進商会 川崎市中原区
中原消防署 川崎市中原区
川崎市上下水道局水道整備課 川崎市中原区
（株）粕谷商会 川崎市中原区
信号器材（株） 川崎市中原区
川崎市環境局　中原生活環境事業所 川崎市中原区
三光ライト工業（株） 川崎市中原区
中原警察署 川崎市中原区
田中磨棒（株） 川崎市中原区
（株）タイセイ・ハウジー　武蔵小杉営業所 川崎市中原区
株式会社　今西建設 川崎市中原区
（株）織戸組 川崎市中原区
（株）高尚エンジニアリング 川崎市中原区
（株）みずほ銀行　武蔵小杉法人部 川崎市中原区
（株）三菱ＵＦＪ銀行元住吉支店 川崎市中原区



太陽第二幼稚園 川崎市中原区
（株）小松工業 川崎市中原区
（株）鹿島環境設備 川崎市中原区
麻生フォームクリート（株）東日本事業本部 川崎市中原区
川崎市上下水道局中部下水道事務所 川崎市中原区
株式会社ホクシン 川崎市中原区
東横ガス　株式会社 川崎市中原区
（株）川崎葬儀社 川崎市中原区
（有）小室商店 川崎市中原区
株式会社　志水商店 川崎市中原区
月影学園幼稚園 川崎市中原区
（株）東科精機 川崎市中原区
（資）叶屋商店 川崎市中原区
（株）本橋製作所 川崎市中原区
神奈川県警察第二機動隊 川崎市中原区
（株）川崎精機工作所 川崎市中原区
松栄金属（株） 川崎市中原区
（株）宮崎工作所 川崎市中原区
光陽電業社 川崎市中原区
学校法人坂倉学園 川崎市中原区
東京応化工業（株） 川崎市中原区
スポーツクラブ　エポック中原 川崎市中原区
三和エレクトロニクス（株） 川崎市中原区
渋江サッシ株式会社 川崎市中原区
（株）重田組 川崎市中原区
タカネ電機（株） 川崎市中原区
東幸電気工事（株）　千年営業所 川崎市中原区
日本郵便株式会社　中原郵便局 川崎市中原区
神奈川式典株式会社 川崎市中原区
（有）原商店 川崎市中原区
ボウクス（株） 川崎市中原区
（株）横浜銀行　武蔵小杉支店 川崎市中原区
美和電気株式会社 川崎市中原区
富士通ホーム＆オフィスサービス（株） 川崎市中原区
東急テクノシステム（株） 川崎市中原区
富士通株式会社　川崎工場 川崎市中原区
（株）ホテル精養軒 川崎市中原区
南進建設（株） 川崎市中原区
すみのえ幼稚園 川崎市中原区
株式会社内藤自動車 川崎市中原区
荻原住宅設備機器（株） 川崎市中原区



セレサ川崎農業協同組合中原支店 川崎市中原区
（株）川野商店 川崎市中原区
株式会社　サンナイオートメーション 川崎市中原区
高山マテリアル（株） 川崎市中原区
東邦電業（株） 川崎市中原区
ジェクト株式会社 川崎市中原区
運転代行武蔵 川崎市中原区
（有）富士オートサービス 川崎市中原区
（株）銚子塚建設 川崎市中原区
帝国通信工業株式会社 川崎市中原区
（株）興建 川崎市中原区
（株）富士設備 川崎市中原区
株式会社　早船 川崎市中原区
大道産業（株） 川崎市中原区
中原区役所 川崎市中原区
（株）オリエンタルダイヤ工具研究所 川崎市中原区
三菱ふそうトラック・バス（株）川崎製作所 川崎市中原区
三光ライト工業（株）川崎工場 川崎市中原区
（有）富士教材 川崎市中原区
川崎緑土（株） 川崎市中原区
中央労働金庫　中原支店 川崎市中原区
（有）ひとみ座 川崎市中原区
学校法人塩原育英会太陽第一幼稚園 川崎市中原区
木月カリヨン幼稚園 川崎市中原区
（株）井康建設 川崎市中原区
（株）関口製作所 川崎市中原区
（株）坂本商会 川崎市中原区
二宮商事（株） 川崎市中原区
（株）ダスキン湘南 川崎市中原区
メトロ電装（株） 川崎市中原区
ふそう陸送（株）川崎センター 川崎市中原区
有限会社全本 川崎市中原区
神奈川日産自動車（株）中原店 川崎市中原区
日産プリンス神奈川販売（株）中原店 川崎市中原区
学校法人　桜鳩学園　大楽幼稚園 川崎市中原区
（株）アトラス 川崎市中原区
（株）奥野商会 川崎市中原区
税理士法人　誠和コンサルティング 川崎市中原区
社会福祉法人育桜福祉会白楊園 川崎市中原区
中山自動車販売（株） 川崎市中原区
（株）東計電算 川崎市中原区



介護老人福祉施設すみよし 川崎市中原区
ニスポスイムクラブ元住吉 川崎市中原区
公益財団法人川崎市公園緑地協会 川崎市中原区
中央精工（株）京浜営業所 川崎市中原区
旭化成ホームズ（株）川崎支店 川崎市中原区
ササキ（株）川崎支店 川崎市中原区
東慶金属株式会社 川崎市中原区
（株）アール・エヌ・ゴトー 川崎市中原区
学校法人大森学園　宮内幼稚園 川崎市中原区
元住吉こばと幼稚園 川崎市中原区
セコム（株）武蔵小杉支社 川崎市中原区
学校法人明成学園平間幼稚園 川崎市中原区
（株）永江工務店 川崎市中原区
服部コーヒーフーズ（株）川崎営業所 川崎市中原区
有限会社　村田建設興業 川崎市中原区
アースサポート（株）川崎営業所 川崎市中原区
東京ガスエネワーク株式会社 川崎市中原区
河野電気工事株式会社 川崎市中原区
コニカミノルタビジネスソリュージョンズ株式会社　川崎ＳＳ 川崎市中原区
神奈川県警察学校木月分校 川崎市中原区
株式会社ケアネット　川崎サービスセンター 川崎市中原区
東急電鉄株式会社　鉄道事業本部電気部設備保全課新丸子メンテナンスセンター 川崎市中原区
川崎市上下水道局南部サービスセンター 川崎市中原区
東急電鉄株式会社　工務部　新丸子保線区 川崎市中原区
社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設みやうち 川崎市中原区
社会福祉法人セイワ　障害者支援施設（通所）みやうち 川崎市中原区
フランスベッド（株）メディカル川崎営業所 川崎市中原区
アズビル金門エンジニアリング　株式会社 川崎市中原区
日本電気株式会社 川崎市中原区
川崎市特別養護老人ホーム　ひらまの里 川崎市中原区
株式会社　商報舎 川崎市中原区
ホシザキ湘南株式会社　小杉営業所 川崎市中原区
特別養護老人ホーム　等々力 川崎市中原区
株式会社サンテック 川崎市中原区
運転代行　安心 川崎市中原区
ソラスト　武藏小杉 川崎市中原区
ミサワホームイング株式会社　川崎営業課 川崎市中原区
株式会社トーカイ川崎営業所 川崎市中原区
株式会社東実 川崎市中原区
スポーツアカデミー新城 川崎市中原区
キッズベースキャンプ　武蔵小杉・元住吉 川崎市中原区



富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 川崎市中原区
株式会社カワセイ 川崎市中原区
捜査第一課 川崎市中原区
株式会社　井上植木 川崎市中原区
ＮＴＴ東日本　南関東　川崎支店　設備部サービスセンタ 川崎市中原区
株式会社スウェーデンハウスリフォーム 川崎市中原区
日本管財株式会社　川崎営業所 川崎市中原区
セントケアリフォーム　中原 川崎市中原区
エスペック株式会社神奈川オフィス 川崎市中原区
株式会社　プリベンタス 川崎市中原区
文化シャッター株式会社 川崎市中原区
ジェイズ・テレコムシステム株式会社 川崎市中原区
株式会社　ニシムラ 川崎市中原区
キッズベースキャンプ武蔵小杉東急スクエア 川崎市中原区
（株）サニックス　川崎営業所 川崎市中原区
株式会社　タウンニュース社　川崎支社 川崎市中原区
（株）ヤマシタ　中原営業所 川崎市中原区
キッズベースキャンプ　新丸子 川崎市中原区
川崎市中央療育センター 川崎市中原区
株式会社　ニチエー 川崎市中原区
株式会社ジーユー・ライフ 川崎市中原区
横山設備工業株式会社 川崎市中原区
東京冷機工業（株） 川崎市中原区
大和ライフウィズ株式会社 川崎市中原区
株式会社証券ジャパン元住吉支店 川崎市中原区
テプコ・ソリューション・アドバンス（株） 川崎市中原区
（株）オープンハウス武蔵小杉営業センター 川崎市中原区
大栄管理株式会社 川崎市中原区
キッズベースキャンプ∞武蔵小杉 川崎市中原区
介護老人保健施設　葵の園・武蔵小杉 川崎市中原区
株式会社ボニー京浜営業所 川崎市中原区
川崎市中部学校給食センター 川崎市中原区
（株）オープンハウス　元住吉センター 川崎市中原区
ＮＥＣグリーンスイミングクラブ玉川 川崎市中原区
（株）ＴＲＥＥ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｔｕｄｉｏメディア・ガーデン照明機材センター 川崎市中原区
末広電業株式会社 川崎市中原区
泉メタル株式会社　川崎支店 川崎市中原区
株式会社　関東マツダ　中原店 川崎市中原区
ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式会社 川崎市中原区
株式会社キャプティ 川崎市中原区
（株）エージェント・インシュアランス・グループ　川崎支店 川崎市中原区



株式会社　トータルリハーブ 川崎市中原区
訪問看護ステーション井田 川崎市中原区
フォーライフ株式会社 川崎市中原区
ＯＫＩクロステック（株）　川崎サービスセンター 川崎市中原区
双大建設（株）小杉作業所 川崎市中原区
ＮＰＯ法人　グッド・クリーンライフ 川崎市中原区
社会福祉法人　セイワ　障害者支援施設（通所）もえぎの丘 川崎市中原区
レンタルシステム（株）川崎営業所 川崎市中原区
社会福祉法人ともかわさき 川崎市中原区
中部日中活動センター 川崎市中原区
ジャパンエレベーターサービス神奈川（株）川崎北営業所 川崎市中原区
株式会社神奈川ナブコ　川崎営業所 川崎市中原区
リストインターナショナルリアルティ（株）武蔵小杉支店 川崎市中原区
キャノンメドテックサプライ（株） 川崎市中原区
セントラル総業（株） 川崎市中原区
フローレンスケア武蔵小杉 川崎市中原区
（株）ケー・エス・エフ・サービス　北横浜宅配センター 川崎市中原区
フォルクスワーゲンジャパン販売（株）元住吉支店 川崎市中原区
川崎市立井田病院 川崎市中原区
株式会社　林工務店 川崎市中原区
株式会社アルファ 川崎市中原区
東急リバブル（株）武蔵小杉センター 川崎市中原区
オーイーシステム株式会社 川崎市中原区
（株）都市環境エンジニアリング　川崎営業所 川崎市中原区
（株）メディカルスターツ訪問看護リハビリステーションＲｅＳｍｉｌｅ新城 川崎市中原区
（株）サンフォニックス 川崎市中原区
立山工業（株）中原営業所 川崎市中原区
（株）新開トランスポートシステムズ　川崎営業所 川崎市中原区
野口（株）神奈川営業所 川崎市中原区
（株）玉川設備 川崎市中原区
児童養護施設　新日本学園 川崎市中原区
アルファクス株式会社 川崎市中原区
株式会社　アート 川崎市中原区
特別養護老人ホーム　桜の丘 川崎市中原区
株式会社ヤマシタ　中原サービスセンター 川崎市中原区
川崎市管工事業協同組合　宮内出張所 川崎市中原区
有限会社エムアンドエム 川崎市中原区
アットホーム株式会社　川崎営業所 川崎市中原区
かわいクリニック武蔵小杉 川崎市中原区
株式会社岡田電設 川崎市中原区
フルライフ中原 川崎市中原区



（株）ビガーコーポレーション 川崎市中原区
（株）グリーンエイト　セントラル薬局　武蔵小杉店 川崎市中原区
（有）京浜メディカルサービス 川崎市中原区
（有）清水工務店 川崎市中原区
オフィスグリコ　武蔵小杉販売センター 川崎市中原区
（株）アイ・エー・エス 川崎市中原区
多摩精器工業（株） 川崎市中原区
アフタースクールワイズ武蔵新城 川崎市中原区
株式会社ＯＫＵＴＡ　武蔵小杉店 川崎市中原区
川崎市高津区役所道路公園センター 川崎市高津区
株式会社ＫＡＮＴＯモータースクール溝ノ口校 川崎市高津区
株式会社　富士通ゼネラル 川崎市高津区
一般財団法人京浜保健衛生協会 川崎市高津区
川崎市上下水道局第２配水工事事務所 川崎市高津区
東京電力パワーグリッド（株）川崎支社　高津事務所 川崎市高津区
川崎市高津消防署 川崎市高津区
河崎組建設業（株） 川崎市高津区
（株）河原工務店 川崎市高津区
（株）泉屋東京店 川崎市高津区
（株）石塚建材 川崎市高津区
（株）三井住友銀行溝ノ口支店 川崎市高津区
学校法人　洗足学園 川崎市高津区
日産プリンス神奈川販売㈱野川店 川崎市高津区
高津警察署 川崎市高津区
（株）吉田園 川崎市高津区
神奈川東部ヤクルト販売（株） 川崎市高津区
一般財団法人　関東電気保安協会　川崎事業所 川崎市高津区
ＮＫＫスイッチズ（株） 川崎市高津区
株式会社昭特製作所 川崎市高津区
（有）カントウレッカーサービス 川崎市高津区
株式会社　ミツトヨ 川崎市高津区
日本郵便株式会社　高津郵便局 川崎市高津区
セレサ川崎農業協同組合　高津支店 川崎市高津区
月野建設（株） 川崎市高津区
セレサ川崎農業協同組合橘支店 川崎市高津区
神奈川日産自動車（株）千年店 川崎市高津区
（株）木所 川崎市高津区
（株）セキユウ工務店 川崎市高津区
ＮＥＣプラットフォームズ㈱ 川崎市高津区
株式会社　丸井電設 川崎市高津区
（株）カワサキスポーツサービス　カワサキスイミングクラブ 川崎市高津区



株式会社森下測量設計 川崎市高津区
神奈川ダイハツ販売（株）高津店 川崎市高津区
多摩生コンクリート工業（株） 川崎市高津区
川崎めぐみ幼稚園 川崎市高津区
大盛重機（有） 川崎市高津区
川崎市高津区役所 川崎市高津区
株式会社ミヅサワ住設 川崎市高津区
日立建機日本（株）東京西営業所 川崎市高津区
（有）橋本土木 川崎市高津区
葵精機（株） 川崎市高津区
（株）菊池組 川崎市高津区
タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 川崎市高津区
日本ミクニヤ（株）東京支店 川崎市高津区
平工業（株） 川崎市高津区
（有）石川商店 川崎市高津区
（株）米山石材店 川崎市高津区
日本ダスト株式会社 川崎市高津区
（株）大和生物研究所 川崎市高津区
コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 川崎市高津区
（有）山王重機 川崎市高津区
（株）飯島商店 川崎市高津区
協親自動車（株） 川崎市高津区
学校法人たちばな幼稚園 川崎市高津区
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）川崎西営業所 川崎市高津区
（株）ニクニ 川崎市高津区
（株）十字屋商店 川崎市高津区
丸栄建材（株） 川崎市高津区
高津幼稚園 川崎市高津区
（株）千年水道工業所 川崎市高津区
川崎たまがわ幼稚園 川崎市高津区
（株）佐藤環境 川崎市高津区
梶ケ谷幼稚園 川崎市高津区
社会福祉法人　和楽会　特別養護老人ホーム　和楽館 川崎市高津区
学校法人對馬学園　諏訪幼稚園 川崎市高津区
若竹幼稚園 川崎市高津区
タチバナボウル（株） 川崎市高津区
（株）高津石油 川崎市高津区
（株）みつや園 川崎市高津区
浅川建設工業（株） 川崎市高津区
セレサ川崎農業協同組合子母口支店 川崎市高津区
ミツイワ（株） 川崎市高津区



株式会社　矢場建設 川崎市高津区
宗教法人福徳教会 川崎市高津区
トレビアンランチ株式会社 川崎市高津区
（株）総商 川崎市高津区
（有）村田自動車 川崎市高津区
（株）神藤工務店 川崎市高津区
（株）坂口ビルクリーン 川崎市高津区
溝口瀬谷レミコン株式会社 川崎市高津区
光明理化学工業（株） 川崎市高津区
日東工業（株） 川崎市高津区
東京電力パワーグリッド（株）川崎支社　新城事務所 川崎市高津区
フジタ産業（有） 川崎市高津区
山勝電子工業株式会社 川崎市高津区
（株）アクト 川崎市高津区
田辺倉庫（株） 川崎市高津区
（有）清水紙業 川崎市高津区
宮川興業（株）神奈川営業所 川崎市高津区
東京ガスエネワーク株式会社 川崎市高津区
株式会社サンライズサービス 川崎市高津区
（有）光田産業 川崎市高津区
（株）光耀社 川崎市高津区
（株）大栄商会 川崎市高津区
タニコー（株）川崎営業所 川崎市高津区
（株）光洲産業 川崎市高津区
（株）マッツ 川崎市高津区
（株）末長組 川崎市高津区
（株）誠屋　総合工場 川崎市高津区
株式会社マルコシ　川崎店 川崎市高津区
高齢者福祉施設すえなが 川崎市高津区
綜合警備保障（株）溝ノ口支店 川崎市高津区
丸井産業（株）川崎営業所 川崎市高津区
（株）カネモト 川崎市高津区
株式会社　コセキ解体土木 川崎市高津区
ウトシン石油株式会社 川崎市高津区
（株）ヤマナシヤ 川崎市高津区
神奈川秩父レミコン（株） 川崎市高津区
東洋インダストリー（株） 川崎市高津区
（株）田村工機 川崎市高津区
不二プラント工業（株） 川崎市高津区
（株）豊受 川崎市高津区
（株）スズキ自販神奈川　アリーナ高津店 川崎市高津区



（株）常光　東京営業所 川崎市高津区
セコム株式会社　溝口支社 川崎市高津区
学校法人宮重学園 川崎市高津区
介護老人保健施設　たかつ 川崎市高津区
学校法人島崎学園 川崎市高津区
（株）三共リホーム 川崎市高津区
（株）互幸ワークス 川崎市高津区
（株）ケイミックス 川崎市高津区
（株）協和日成　神奈川東営業所 川崎市高津区
株式会社　テー・オー・デイリーサービス 川崎市高津区
（株）岩城　神奈川支店 川崎市高津区
ニチイケアセンター溝の口 川崎市高津区
（株）ロックフィールド玉川ファクトリー 川崎市高津区
（株）ガイアフィールド 川崎市高津区
世紀東急工業（株）交通関連総合工事事務所 川崎市高津区
東京急行電鉄株式会社　工務部　梶が谷保線区 川崎市高津区
医療法人興生会　介護老人保健施設ベルサンテ 川崎市高津区
デイサービスグループホーム　フローレンスケアたかつ 川崎市高津区
トランスポータ 川崎市高津区
（株）川崎フロンターレ 川崎市高津区
株式会社　八木 川崎市高津区
新栄通信株式会社　高津技術センター 川崎市高津区
川崎市上下水道局　中部サービスセンター 川崎市高津区
大東建託株式会社　川崎支店 川崎市高津区
株式会社レオパレス２１　川崎支店 川崎市高津区
積水ハウス不動産東京株式会社 川崎市高津区
株式会社　協和エクシオ 川崎市高津区
株式会社　公益社 川崎市高津区
介護老人保健施設　樹の丘 川崎市高津区
株式会社ＦＩＮＤ 川崎市高津区
文化シャッターサービス株式会社　川崎ＳＳ 川崎市高津区
有限会社タタミヤ 川崎市高津区
レスター工業株式会社関東支店 川崎市高津区
株式会社ばんば 川崎市高津区
アップコン株式会社 川崎市高津区
東建コーポレーション株式会社　川崎支店 川崎市高津区
ケーオーデンタル株式会社　城南営業所 川崎市高津区
セレサ　サービス株式会社 川崎市高津区
有限会社伊藤工務店 川崎市高津区
東急リバブル株式会社　溝ノ口センター 川崎市高津区
セレモニア　平安会館　みぞのくち 川崎市高津区



日本フィールド・エンジニアリング㈱神奈川支社 川崎市高津区
株式会社関電工配電本部川崎営業所 川崎市高津区
ともかわさき　ちとせ 川崎市高津区
医療法人社団　ハートフル川崎病院 川崎市高津区
株式会社　カワコン 川崎市高津区
株式会社　エヌアセット 川崎市高津区
ダスキンレントオールかながわ川崎イベントセンター 川崎市高津区
株式会社　オープンハウス　溝の口営業センター 川崎市高津区
介護老人保健施設　ゆい 川崎市高津区
イッツ・コミュニケーションズ株式会社 川崎市高津区
東日本三菱自動車販売株式会社　津田山店 川崎市高津区
ＮＥＣフィールディング株式会社　玉川支店 川崎市高津区
京浜化工株式会社　高津支店 川崎市高津区
日本防疫株式会社 川崎市高津区
株式会社　ジェー・エヌ・エス 川崎市高津区
キッズベースキャンプ溝の口 川崎市高津区
渡辺パイプ（株）　川崎西サービスセンター 川崎市高津区
渡辺パイプ株式会社　川崎住設サービスセンター 川崎市高津区
デンセイシリウス株式会社 川崎市高津区
株式会社　横浜ユーポス 川崎市高津区
川崎市住宅供給公社　溝ノ口事務所 川崎市高津区
日仏商事株式会社　東京機械管理倉庫 川崎市高津区
セレサ不動産株式会社 川崎市高津区
株式会社　都市環境開発 川崎市高津区
社会福祉法人　ともかわさき　障害福祉サービス事業所　すえなが 川崎市高津区
株式会社メディセオ　南東京ＡＬＣ 川崎市高津区
大東建託パートナーズ株式会社　川崎営業所 川崎市高津区
株式会社　イーテック 川崎市高津区
ソニック・ネットワーク株式会社 川崎市高津区
フローレンスケア溝の口 川崎市高津区
株式会社　有隣堂　オフィス営業部　神奈川支店 川崎市高津区
株式会社ハウスメイトマネジメント川崎支店 川崎市高津区
㈱協和建装 川崎市高津区
リアル建設株式会社　川崎事業所 川崎市高津区
株式会社　東陽興業 川崎市高津区
株式会社　ジャストカーセールス 川崎市高津区
株式会社　蒼天 川崎市高津区
株式会社コジマ　コジマビックカメラ梶ヶ谷店 川崎市高津区
福山産業株式会社 川崎市高津区
ひさすえ 川崎市高津区
有限会社　丸善興業 川崎市高津区



株式会社　福田牧場 川崎市高津区
三菱自動車工業株式会社　津田山テクニカルセンター 川崎市高津区
医療法人社団　善仁会　溝の口第一クリニック 川崎市高津区
（株）伊藤園　玉川支店 川崎市高津区
ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ溝の口 川崎市高津区
東日本三菱自動車販売株式会社　元住吉店 川崎市高津区
メディクスクリニック溝の口 川崎市高津区
株式会社　トップス 川崎市高津区
セントラル薬局　溝口宮の下店 川崎市高津区
前田道路株式会社　川崎営業所 川崎市高津区
セントラル薬局　溝の口不動店 川崎市高津区
株式会社ＬＲ小川会計 川崎市高津区
㈱ＮＴＴ東日本－南関東　神奈川事業部　川崎支店　設備部　サービスセンタ（川崎北） 川崎市高津区
株式会社ホンダクリオ共立　ホンダカーズ川崎　中原店 川崎市高津区
前田道路株式会社　東京製品販売所 川崎市高津区
株式会社アポルテフードファクトリー 川崎市高津区
株式会社ＡＴ 川崎市高津区
株式会社ニクニ　本社営業部 川崎市高津区
ＮＥＣグリーンスイミングクラブ溝の口 川崎市高津区
かがやきデイサービス溝の口 川崎市高津区
セントラルフィットネスクラブ溝ノ口 川崎市高津区
ヤマト自動車硝子株式会社川崎店 川崎市高津区
スミリンフィルケア株式会社デイフォレスト溝の口 川崎市高津区
株式会社　エーアールエー 川崎市高津区
よろこび久末 川崎市高津区
新日電機株式会社 川崎市高津区
株式会社　多摩 川崎市高津区
有限会社　佐々木土建 川崎市高津区
（有）三幸舗道 川崎市高津区
みのり訪問看護ステーション高津 川崎市高津区
株式会社エネアーク関東　川崎支店 川崎市高津区
庄司鳶工業株式会社 川崎市高津区
パナソニックエイジフリーショップ川崎高津 川崎市高津区
川崎国道事務所 川崎市高津区
高津　山桜の森 川崎市高津区
積水ハウス（株）田園都市シャーメゾン営業所 川崎市高津区
エスティーメンテナンス（株） 川崎市高津区
トヨタモビリティ神奈川　中原店 川崎市高津区
トヨタモビリティ神奈川　子母口店 川崎市高津区
㈱セーコウ 川崎市高津区
大蔵屋商事（株）川崎営業所 川崎市高津区



トヨタカローラ神奈川（株）溝ノ口店 川崎市高津区
大協食品（株） 川崎市高津区
（株）ニプロン　東部事業所 川崎市高津区
訪問看護リハビリステーション椿の大樹 川崎市高津区
（株）秩父電光 川崎市高津区
太平電業（株）川崎橘処理センター建設所 川崎市高津区
（株）東横ビル建材 川崎市高津区
（株）イスズ 川崎市高津区
長栄興業（株） 川崎市高津区
（株）チョウエイ 川崎市高津区
（株）神奈川県エルピーガス保安センター川崎営業所 川崎市高津区
（株）リブワークス東神奈川支店 川崎市高津区
（株）ケーエスエフサービス 川崎市高津区
（株）シンデン　川崎営業所 川崎市高津区
穂高（株）高津事業所 川崎市高津区
（株）昭栄電工社 川崎市高津区
（株）井の雅組川崎北支店 川崎市高津区
（株）リクライム 川崎市高津区
稲森電気（株） 川崎市高津区
ＪＰビズメール（株）高津事業部 川崎市高津区
ＳＯＭＰＯケア株式会社 川崎市高津区
有限会社ヘルスメディカルサポート 川崎市高津区
田園二子クリニック 川崎市高津区
株式会社ＭＡＫＥ　ＶＡＬＵＥ 川崎市高津区
有限会社保科商会 川崎市高津区
株式会社セレモニアホームヘルスケア事業部介護用品ショップあぷる溝の口店 川崎市高津区
島工業株式会社 川崎市高津区
社会福祉法人育桜福祉会あかしあ園 川崎市高津区
テイケイ株式会社　川崎中央支社 川崎市高津区
有限会社　村松鈑金塗装 川崎市高津区
株式会社リバフィー通研 川崎市高津区
生活づくり支援ホーム下野毛 川崎市高津区
株式会社協和日成第二設備営業所 川崎市高津区
第一三共株式会社横浜支店川崎北営業所 川崎市高津区
株式会社新日通川崎支店 川崎市高津区
株式会社丸紘 川崎市高津区
株式会社アレックス 川崎市高津区
朝日生命保険（相）横浜開発営業所 川崎市高津区
医療法人社団　亮正会 川崎市高津区
ケアサポートたかつ 川崎市高津区
朝日生命保険相溝口営業所 川崎市高津区



株式会社Ｍ＆Ｓ 川崎市高津区
株式会社八木工務店 川崎市高津区
株式会社ユニ機工 川崎市高津区
労協センター事業団 川崎市高津区
株式会社エー・エム・シー 川崎市高津区
白山福祉会特別養護老人ホーム蟹ヶ谷 川崎市高津区
アサヒクリーン株式会社　神奈川支店 川崎市高津区
ＲＯＹ株式会社 川崎市高津区
住和グループ株式会社 川崎市高津区
ダイワグリーン株式会社 川崎市宮前区
セレサ川崎農業協同組合野川支店 川崎市宮前区
川崎工苑建設 川崎市宮前区
株式会社サニクリーン東京 川崎市宮前区
（株）齋藤組 川崎市宮前区
㈱飯尾工業 川崎市宮前区
㈱東洋内燃機工業社 川崎市宮前区
（株）井上工務店 川崎市宮前区
川崎市上下水道局西部下水道管理事務所 川崎市宮前区
露木建設株式会社 川崎市宮前区
株式会社ホクト 川崎市宮前区
セレサ川崎農業協同組合向丘支店 川崎市宮前区
セレサ川崎農業協同組合宮前支店 川崎市宮前区
向ケ丘自動車学校 川崎市宮前区
生活協同組合ユーコープ川崎中部センター 川崎市宮前区
株式会社エーケン 川崎市宮前区
（株）スズケン　宮前支店 川崎市宮前区
宮前区役所道路公園センター 川崎市宮前区
株式会社協同インターナショナル 川崎市宮前区
高速道路交通警察隊 川崎市宮前区
畑架設工業（株） 川崎市宮前区
川崎市環境局宮前生活環境事業所 川崎市宮前区
溝ノ口自動車（株） 川崎市宮前区
（株）加瀬建設 川崎市宮前区
有限会社斉藤造園 川崎市宮前区
宮崎二葉幼稚園 川崎市宮前区
有限会社菅生工務店 川崎市宮前区
藤田園 川崎市宮前区
学校法人聖マリアンナ医科大学 川崎市宮前区
熱研プラント工業（株） 川崎市宮前区
川崎市宮前区役所 川崎市宮前区
（株）吉忠商会 川崎市宮前区



日産部品中央販売株式会社川崎支店 川崎市宮前区
川崎大正建機（株） 川崎市宮前区
英和工業（株） 川崎市宮前区
岬水産（株） 川崎市宮前区
健爽学園ゆりかご幼稚園 川崎市宮前区
一般財団法人聖マリアンナ会 川崎市宮前区
都市造園建設（株） 川崎市宮前区
持田植木 川崎市宮前区
中沢乳業（株）神奈川営業所 川崎市宮前区
学校法人亀ヶ谷学園　宮前幼稚園 川崎市宮前区
（株）ウインファーム 川崎市宮前区
学校法人田園学園宮崎台幼稚園 川崎市宮前区
セレサ川崎農業協同組合営業経済部 川崎市宮前区
Ｇテリア株式会社関東支社 川崎市宮前区
有馬白百合幼稚園 川崎市宮前区
トシン電機（株）宮前営業所 川崎市宮前区
学校法人本遠寺初山幼稚園 川崎市宮前区
学校法人　永井学園 川崎市宮前区
世田谷信用金庫　宮崎台支店 川崎市宮前区
（株）アーク 川崎市宮前区
高速道路トールテクノロジー株式会社東京テクノセンター東京テクノショップ 川崎市宮前区
学校法人藤田学園潮見台みどり幼稚園 川崎市宮前区
東京中央食品（株） 川崎市宮前区
有限会社松島造園 川崎市宮前区
有限会社持田自動車 川崎市宮前区
セレサ川崎農業協同組合　菅生支店 川崎市宮前区
有限会社村木園 川崎市宮前区
川崎市宮前消防署 川崎市宮前区
（株）スズキ自販神奈川　川崎営業所 川崎市宮前区
井上金属（株）川崎支店 川崎市宮前区
杉本電機産業（株）宮前営業所 川崎市宮前区
（株）大和葬祭センター 川崎市宮前区
宮前警察署 川崎市宮前区
（株）小泉神奈川川崎北営業所 川崎市宮前区
三和緑化（株） 川崎市宮前区
（株）中山防災 川崎市宮前区
（株）多摩川機工 川崎市宮前区
トヨタモビリティパーツ株式会社　神奈川支社　高津店 川崎市宮前区
（株）メイジ 川崎市宮前区
藤原建設（株） 川崎市宮前区
ＣＫＤ日機電装（株） 川崎市宮前区



株式会社　ＮＩＴＴＯ 川崎市宮前区
宝養生資材（株） 川崎市宮前区
高橋建設（株） 川崎市宮前区
はら園芸 川崎市宮前区
タケダ（株）本社 川崎市宮前区
（株）ヤナセ　東名川崎支店 川崎市宮前区
薩摩舗道工業（株） 川崎市宮前区
（株）村瀬造園 川崎市宮前区
（株）丸八 川崎市宮前区
有限会社増川工業所 川崎市宮前区
東急テクノシステム株式会社　電設総合事務所 川崎市宮前区
（株）成建 川崎市宮前区
河合土木（株） 川崎市宮前区
社会福祉法人育桜福祉会　いぬくら 川崎市宮前区
中島土木 川崎市宮前区
（株）鈴善建設 川崎市宮前区
（株）大和園 川崎市宮前区
かわさき生活クラブ生活協同組合高津センター 川崎市宮前区
有限会社藤田圧送 川崎市宮前区
（株）シオミオ－トサ－ビス 川崎市宮前区
（株）ブレンナ設備 川崎市宮前区
日本郵便株式会社　宮前郵便局 川崎市宮前区
川崎市れいんぼう川崎 川崎市宮前区
河津造園土木（株） 川崎市宮前区
潮見台グリーン 川崎市宮前区
菅生建設（株） 川崎市宮前区
旭食品株式会社　首都圏支店 川崎市宮前区
（株）やまかわ 川崎市宮前区
サギヌマスイミングクラブ 川崎市宮前区
アスモファイン株式会社 川崎市宮前区
株式会社　共和工業 川崎市宮前区
東邦薬品株式会社高津営業所 川崎市宮前区
（有）タカハシ設備工業 川崎市宮前区
啓友設備（株） 川崎市宮前区
鈴木緑化建設（株） 川崎市宮前区
（株）スガオ施工 川崎市宮前区
宮前平訪問看護ステーション 川崎市宮前区
亀ヶ谷モータース 川崎市宮前区
（株）ホンダクリオ共立東名川崎営業所 川崎市宮前区
神奈川日産自動車（株）宮前店 川崎市宮前区
（有）ビックサービス（藤本商店） 川崎市宮前区



（株）ホンダカーズ神奈川北鷺沼店 川崎市宮前区
川﨑建設（株） 川崎市宮前区
（株）寿工事 川崎市宮前区
デイベンロイリネンサプライ（株） 川崎市宮前区
日本瓦斯（株）川崎営業所 川崎市宮前区
日本自動車連盟神奈川支部　宮前基地 川崎市宮前区
（株）日豊 川崎市宮前区
長尾福祉会長尾けやきの里 川崎市宮前区
山忠保坂水産（株） 川崎市宮前区
（株）ホンダベルノ神奈川東 川崎市宮前区
社会福祉法人セイワ介護老人福祉施設鷲ケ峯 川崎市宮前区
有限会社　荒井圧送 川崎市宮前区
（株）ヤマイチライス 川崎市宮前区
新装サービス（株） 川崎市宮前区
溝口建材（株） 川崎市宮前区
福祉クラブ生活協同組合初山センター 川崎市宮前区
（有）栃木組 川崎市宮前区
丸進青果（株） 川崎市宮前区
株式会社北部丸勇 川崎市宮前区
小泉機器工業（株）川崎営業所 川崎市宮前区
セントケア川崎宮前 川崎市宮前区
老人保健施設レストア川崎 川崎市宮前区
セレサ川崎農業協同組合 川崎市宮前区
昭栄塗装（株） 川崎市宮前区
横堀電気工業（株） 川崎市宮前区
ホシザキ湘南（株）鷺沼営業所 川崎市宮前区
㈱ＫＤ 川崎市宮前区
京浜メンテナンス（株） 川崎市宮前区
エバー（株）神奈川営業所 川崎市宮前区
東部ガス圧接　有限会社 川崎市宮前区
中林建設（株） 川崎市宮前区
国際企画　大和　ハンスローゼン 川崎市宮前区
福吉塗装㈱ 川崎市宮前区
旭食品株式会社　東京支社 川崎市宮前区
㈱メディケア鍼灸マッサージセンター 川崎市宮前区
㈱一心フーズ 川崎市宮前区
留置管理課 川崎市宮前区
社会福祉法人長尾福祉会しらはた 川崎市宮前区
子の紙福祉会　特別養護老人ホーム富士見プラザ 川崎市宮前区
株式会社木曽路　宮前平店 川崎市宮前区
株式会社パスポート 川崎市宮前区



（株）今井造園 川崎市宮前区
ケイ・ホスピア株式会社 川崎市宮前区
片野電業株式会社 川崎市宮前区
株式会社山ノ井造園 川崎市宮前区
高速道路トールテクノロジー（株）東京サービスステーション 川崎市宮前区
フローレンスケアたまプラーザ 川崎市宮前区
甲信電気株式会社 川崎市宮前区
高速トールテクノロジー（株）技術管理センター 川崎市宮前区
株式会社ビューティ花壇　川崎営業所 川崎市宮前区
コカコーラボトラーズジャパン（株）ＶＭ登戸支店 川崎市宮前区
株式会社メモリアルアートの大野屋 川崎市宮前区
社会福祉法人　寿楽園 川崎市宮前区
ソーワテクニカ株式会社　宮前営業所 川崎市宮前区
有限会社野川農園 川崎市宮前区
株式会社　八木橋川崎商品センター 川崎市宮前区
森建設株式会社川崎支店 川崎市宮前区
東急リバブル株式会社　鷺沼センター 川崎市宮前区
株式会社　ベジテック 川崎市宮前区
東京商事株式会社　川崎営業所 川崎市宮前区
キッズベースキャンプ宮前平 川崎市宮前区
東京ガスエスネット株式会社 川崎市宮前区
東急電鉄株式会社　鷺沼メンテナンスセンター 川崎市宮前区
杉本電機産業㈱多摩営業所 川崎市宮前区
医療法人桃潤会　介護老人保健施設ろうけん宮前 川崎市宮前区
株式会社渥美商事 川崎市宮前区
株式会社宮崎川崎営業所 川崎市宮前区
株式会社マルソ 川崎市宮前区
ニチイケアセンター宮前平 川崎市宮前区
株式会社クボタ建機ジャパン　神奈川営業所 川崎市宮前区
ＪＡクミアイプロパン川崎販売所 川崎市宮前区
フローレンスケア宮前平 川崎市宮前区
㈱協和 川崎市宮前区
株式会社　ザ・トーカイ川崎支店 川崎市宮前区
ロイヤルホームセンター梶ヶ谷店 川崎市宮前区
生活協同組合パルシステム神奈川　宮前センター 川崎市宮前区
株式会社イノベイションオブメディカルサービス川崎営業所 川崎市宮前区
株式会社関東マツダ　東名川崎店 川崎市宮前区
中日本高速道路株式会社　東京支社　川崎道路管制センター 川崎市宮前区
カレントテックセンター　カレント自動車株式会社 川崎市宮前区
日本空調サービス株式会社　横浜支店　川崎営業所 川崎市宮前区
シャープマーケティングジャパン株式会社カスタマーサービス社横浜東サービスステーション 川崎市宮前区



日之出工業株式会社 川崎市宮前区
㈱エス・アイ・エス 川崎市宮前区
ネッツトヨタ神奈川㈱東名川崎店 川崎市宮前区
株式会社ホンダドリームジャパン　ホンダドリーム川崎宮前 川崎市宮前区
医療法人花咲会　かわさき記念病院 川崎市宮前区
㈱インテリアハウス 川崎市宮前区
株式会社あさの福祉研究所　リ・ケア東有馬 川崎市宮前区
介護老人保健施設プラチナ・ヴィラ宮前 川崎市宮前区
ツクイ川崎土橋 川崎市宮前区
㈱京浜予防医学研究所 川崎市宮前区
川崎市上下水道局施設整備課 川崎市宮前区
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア　車検センターありま 川崎市宮前区
東洋エレメント工業株式会社 川崎市宮前区
さくら建設株式会社 川崎市宮前区
セントケア神奈川株式会社　セントケア宮前野川 川崎市宮前区
ニコル・カーズ合同会社　青葉宮前支店 川崎市宮前区
瑞テクノ株式会社 川崎市宮前区
株式会社ワーク　神奈川営業所 川崎市宮前区
神奈川スバル　東名川崎店 川崎市宮前区
株式会社ＡＴ　指定訪問看護　アットリハ鷺沼 川崎市宮前区
コマツカスタマーサポート株式会社　レンタル川崎宮前支店 川崎市宮前区
株式会社　ファイン 川崎市宮前区
サンメディックス株式会社川崎支店 川崎市宮前区
第一環境株式会社宮崎営業所 川崎市宮前区
多摩トーヨー住器株式会社 川崎市宮前区
望星サイエンス株式会社 川崎市宮前区
株式会社フレアス　フレアス住宅マッサージ横浜青葉 川崎市宮前区
藤和建興　株式会社 川崎市宮前区
タツミ訪問看護ステーション鷺沼 川崎市宮前区
Ａｕｄｉ東名川崎 川崎市宮前区
向丘訪問看護ステーション 川崎市宮前区
神奈川グランディハウス株式会社 川崎市宮前区
株式会社　シノハラ 川崎市宮前区
ティップネスキッズアフタースクール宮崎台校 川崎市宮前区
株式会社　池田総業 川崎市宮前区
プライムケア東京株式会社　横浜支店 川崎市宮前区
医療法人社団平郁会　青野診療所 川崎市宮前区
株式会社ＫＳＰ　鷺沼事務所 川崎市宮前区
株式会社　ヤマシタ　宮前営業所 川崎市宮前区
フランスベッド株式会社　メディカル川崎北営業所 川崎市宮前区
株式会社アペックス・インターナショナル　神奈川営業所 川崎市宮前区



ジョイリハアスリエ宮前平 川崎市宮前区
ジョイリハアスリエ潮見美しが丘 川崎市宮前区
山口建材工業　株式会社 川崎市宮前区
ミサワホーム建設株式会社　川崎事業所 川崎市宮前区
株式会社　秀英 川崎市宮前区
島田興業　株式会社 川崎市宮前区
社会福祉法人　三神会 川崎市宮前区
ソフィアメディ株式会社 川崎市宮前区
ダンロップタイヤ中央　株式会社　タイヤセレクト２４６さぎぬま 川崎市宮前区
株式会社　良知経営 川崎市宮前区
株式会社　トウシン住宅 川崎市宮前区
有限会社　ユーワ建工 川崎市宮前区
株式会社　エンジニア・ライティング 川崎市宮前区
株式会社　エーピーアイ 川崎市宮前区
新生電設　株式会社 川崎市宮前区
セラピストデイ菅生 川崎市宮前区
セラピストデイ　平 川崎市宮前区
社会福祉法人　みのり会　あーる工房 川崎市宮前区
株式会社　レスクポート 川崎市宮前区
帝京大学　老人保健センター 川崎市宮前区
一建設株式会社　宮前平営業所 川崎市宮前区
ワタミ宅食　川崎宮前営業所 川崎市宮前区
株式会社　ライフスクエア 川崎市宮前区
社会福祉法人　みのり会　セルプ宮前こばと 川崎市宮前区
有限会社　エル商会　関東営業所 川崎市宮前区
株式会社　かんぽ生命保険　宮前郵便局　かんぽサービス部 川崎市宮前区
株式会社　美栄工業 川崎市宮前区
ヤマト電機株式会社 川崎市宮前区
フォルクスワーゲン　東名川崎 川崎市宮前区
株式会社アクセル　フィアット・アバルト東名横浜 川崎市宮前区
株式会社アクセル　ボルボ・カー東名川崎 川崎市宮前区
株式会社ＳＯＩ川崎事務所 川崎市宮前区
トヨタモビリティ神奈川　宮前平店 川崎市宮前区
トヨタモビリティ神奈川　さぎ沼店 川崎市宮前区
株式会社カワツウ 川崎市宮前区
サバティ神奈川　川崎宮前店 川崎市宮前区
株式会社　テクニカルダイヤ 川崎市宮前区
株式会社　梅木工業 川崎市宮前区
プレイズ株式会社　にじのわ訪問介護ステーション宮前 川崎市宮前区
ホームヘルプサービス　ソラスト鷺沼 川崎市宮前区
ガイア　訪問介護ステーション　鷺沼 川崎市宮前区



シーラックス株式会社 川崎市宮前区
ミツハマ防災設備　株式会社 川崎市宮前区
多摩警察署 川崎市多摩区
多摩区役所　道路公園センター 川崎市多摩区
川崎市環境局多摩生活環境事業所 川崎市多摩区
多摩区役所 川崎市多摩区
電元社トーア　株式会社 川崎市多摩区
セレサ川崎農業協同組合　稲田支店 川崎市多摩区
セレサ川崎農業協同組合菅支店 川崎市多摩区
東日電設（株） 川崎市多摩区
東京ガスエスネット（株） 川崎市多摩区
日本郵便株式会社　登戸郵便局 川崎市多摩区
高和電気工業（株） 川崎市多摩区
有限会社宮原商店 川崎市多摩区
生田ひまわり幼稚園 川崎市多摩区
川崎市多摩消防署 川崎市多摩区
（有）大貫工務店 川崎市多摩区
（株）稲田水道工務店 川崎市多摩区
セレサ川崎農業協同組合生田支店 川崎市多摩区
川崎市上下水道局第３配水工事事務所 川崎市多摩区
吉孝土建 川崎市多摩区
フォベル 川崎市多摩区
明治大学　生田キャンパス 川崎市多摩区
（株）笹久保建設 川崎市多摩区
西三田幼稚園 川崎市多摩区
学校法人　カリタス学園 川崎市多摩区
専修大学生田校舎 川崎市多摩区
中野島建材 川崎市多摩区
中野島幼稚園 川崎市多摩区
（有）小林燃料 川崎市多摩区
株式会社エネサンス関東　東京事業所 川崎市多摩区
（株）みずほ銀行向ケ丘支店 川崎市多摩区
有限会社　原島工業所 川崎市多摩区
矢島建設工業（株） 川崎市多摩区
マクセル株式会社　川崎事業所 川崎市多摩区
追川建設（株） 川崎市多摩区
日産プリンス神奈川販売（株）登戸長尾店 川崎市多摩区
株式会社ネクステージ 川崎市多摩区
東菅幼稚園 川崎市多摩区
菅幼稚園 川崎市多摩区
丸山幼稚園 川崎市多摩区



桐光学園みどり幼稚園 川崎市多摩区
（株）濃沼植木 川崎市多摩区
株大里工業 川崎市多摩区
黒川土木 川崎市多摩区
久慈建設工業（株） 川崎市多摩区
川崎若葉幼稚園 川崎市多摩区
まもる建設 川崎市多摩区
読売ジャイアンツ寮 川崎市多摩区
神奈川スバル（株）登戸営業所 川崎市多摩区
玉幼稚園 川崎市多摩区
学校法人　桐光学園　寺尾みどり幼稚園 川崎市多摩区
清宮建築株式会社 川崎市多摩区
のぼりとスイミングクラブ 川崎市多摩区
東京綜合写真（株） 川崎市多摩区
ヤマト自動車工業（株） 川崎市多摩区
（株）宮下ビルサービス 川崎市多摩区
株式会社　水口 川崎市多摩区
有限会社小熊工務店 川崎市多摩区
セレサ川崎農業協同組合宿河原支店 川崎市多摩区
医療法人新光会生田病院 川崎市多摩区
中田組 川崎市多摩区
（株）大木石材店 川崎市多摩区
丸栄建設 川崎市多摩区
川崎イトマンスイミングスクール多摩 川崎市多摩区
山崎設備工業 川崎市多摩区
宗教法人信行寺春秋苑 川崎市多摩区
（有）ローカスト 川崎市多摩区
株式会社　ミズモリ 川崎市多摩区
前田興業株式会社 川崎市多摩区
株式会社すげ建商 川崎市多摩区
（有）菊池工務店 川崎市多摩区
川崎市特別養護老人ホーム多摩川の里 川崎市多摩区
（株）城南興業 川崎市多摩区
真成開発（株） 川崎市多摩区
社会福祉法人　徳心会　特別養護老人ホーム菅の里 川崎市多摩区
社会福祉法人なごみ福祉会　多摩川あゆ工房 川崎市多摩区
九南東京支店 川崎市多摩区
清生土木有限会社 川崎市多摩区
（株）研空社 川崎市多摩区
川崎市上下水道局　水管理センター　水道施設管理課 川崎市多摩区
株式会社日新鉄工建設 川崎市多摩区



社会福祉法人　ともかわさき　あかね 川崎市多摩区
株式会社　タイセイ・ハウジー　向ヶ丘営業所 川崎市多摩区
株式会社　ＴＡＫＩ　ＨＯＵＳＥ 川崎市多摩区
社会福祉法人　ともかわさき　なしの実 川崎市多摩区
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団　ＫＦＪ多摩はなもも 川崎市多摩区
株式会社　　エアテクニカ 川崎市多摩区
株式会社ホンダカーズ神奈川北向ヶ丘店 川崎市多摩区
株式会社ホンダカーズ神奈川北　川崎多摩店 川崎市多摩区
フローレンスケア　宿河原 川崎市多摩区
デイサービスセンター　なごやか向ヶ丘遊園 川崎市多摩区
川崎市上下水道局　水管理センター　水道水質課 川崎市多摩区
特別養護老人ホーム　よみうりランド花ハウス 川崎市多摩区
介護老人保健施設　よみうりランドケアセンター 川崎市多摩区
有限会社　岡本工業 川崎市多摩区
有限会社　コンシェンス 川崎市多摩区
株式会社　フロンティア　川崎営業所 川崎市多摩区
東宝地中線　株式会社 川崎市多摩区
（株）東都　登戸支店 川崎市多摩区
セレサ川崎農業共同組合　長沢支店 川崎市多摩区
株式会社　フレックスエンジニアリング 川崎市多摩区
株式会社　アベコー川崎北営業所 川崎市多摩区
エースライズ株式会社 川崎市多摩区
足立工業株式会社 川崎市多摩区
社会福祉法人　美生会　特別養護老人ホーム　ヴィラージュ川崎 川崎市多摩区
医療法人社団　立靖会　ひまわり歯科 川崎市多摩区
住宅情報館株式会社　生田店 川崎市多摩区
株式会社　西武 川崎市多摩区
株式会社　ホリデン 川崎市多摩区
神奈川日産自動車株式会社　登戸店 川崎市多摩区
株式会社　川島製作所 川崎市多摩区
ヤマトガワ株式会社 川崎市多摩区
共成電気株式会社 川崎市多摩区
医療法人社団三医会　訪問看護ステーション　長沢ひまわり 川崎市多摩区
株式会社タウンナース 川崎市多摩区
株式会社　三宝緑地 川崎市多摩区
株式会社　コウセイ　川崎事務所 川崎市多摩区
在宅サポートセンター生田　デイサービス響 川崎市多摩区
ＬＵＸＥＭ 川崎市多摩区
医療法人メディカルクラスタ 川崎市多摩区
社会福祉法人みずほ　特別養護老人ホーム生田まほろば 川崎市多摩区
株式会社　三共 川崎市多摩区



株式会社　シンヤ 川崎市多摩区
有限会社一興業 川崎市多摩区
有限会社中神 川崎市多摩区
オリンピア建設株式会社 川崎市多摩区
有限会社真鍋電設 川崎市多摩区
株式会社ＺＯＯＬＡＢＯ 川崎市多摩区
特別養護老人ホーム　生田広場 川崎市多摩区
パナソニックエイジフリーケアセンター登戸 川崎市多摩区
株式会社　電子応用 川崎市多摩区
有限会社　リバティースクエア 川崎市多摩区
株式会社　東栄ビルド 川崎市多摩区
城西パーツセンター株式会社 川崎市多摩区
株式会社　アゼリアホーム 川崎市多摩区
日三産業株式会社 川崎市多摩区
株式会社　ダヴィンチ 川崎市多摩区
シンシア川崎ショートステイ 川崎市多摩区
介護老人保健施設　遊花園 川崎市多摩区
小田急バス株式会社　生田研修所 川崎市多摩区
シィー・シィー・ビィー株式会社 川崎市多摩区
株式会社レック 川崎市多摩区
株式会社レック 川崎市多摩区
有限会社ＲＡＹＴ．ビルマネジメント 川崎市多摩区
ソイル機工株式会社 川崎市多摩区
京浜商事株式会社 川崎市多摩区
世喜コンクリート工業株式会社 川崎市多摩区
有限会社　中野島サービス 川崎市多摩区
株式会社　三機サービス横浜センター 川崎市多摩区
アール運転代行 川崎市多摩区
ひばりの森　訪問看護ステーション多摩 川崎市多摩区
株式会社　ＤＡＯ．ＣＣ 川崎市多摩区
株式会社　オープンハウス　登戸営業センター 川崎市多摩区
プルーデンス税理士法人 川崎市多摩区
平安会館　たま 川崎市多摩区
有限会社　ひかり建設 川崎市多摩区
株式会社　テイク・ビルシステム 川崎市多摩区
大進冷温　株式会社 川崎市多摩区
医療法人社団　心翠会　登戸診療所 川崎市多摩区
株式会社　サンシティハウジング 川崎市多摩区
リアル建設株式会社　東京事業所 川崎市多摩区
株式会社　ＲＴＴ 川崎市多摩区
有限会社　美幸建設 川崎市多摩区



ファーストカム　株式会社　西南部営業所 川崎市多摩区
ナイスコミュニティー　株式会社 川崎市多摩区
朝日土地建物　株式会社　向ヶ丘遊園支店 川崎市多摩区
株式会社　石勝グリーンメンテナンス　川崎生田事業所 川崎市多摩区
川崎市特別養護老人ホーム　しゅくがわら 川崎市多摩区
株式会社　三和 川崎市多摩区
株式会社　アンテック 川崎市多摩区
三ッ輪産業株式会社　川崎営業所 川崎市多摩区
社会福祉法人　弥生会エンジョイ 川崎市多摩区
有限会社　吉留自動車工業 川崎市多摩区
Ｌｕｘｅｍ　訪問看護リハビリテーション川崎多摩 川崎市多摩区
株式会社　和光　長沢工場 川崎市多摩区
神奈川ダイハツ販売　株式会社　多摩店 川崎市多摩区
株式会社　一善社 川崎市多摩区
株式会社　ネクサスエアー 川崎市多摩区
はぐるま共同作業所 川崎市多摩区
株式会社　電検工業 川崎市多摩区
株式会社　やさしい手 川崎市多摩区
セラピストデイ枡形 川崎市多摩区
株式会社　菊池工業 川崎市多摩区
株式会社　大林組　東名多摩川橋ＪＶ工事事務所 川崎市多摩区
株式会社　トーヨーホーム　川崎支店 川崎市多摩区
株式会社　眞野グループ 川崎市多摩区
株式会社　イスコ 川崎市多摩区
ジョイテック　株式会社 川崎市多摩区
大樹生命保険株式会社　登戸営業部 川崎市多摩区
大樹生命保険株式会社　登戸中央営業部 川崎市多摩区
有限会社　エスツー 川崎市多摩区
実栄産業株式会社 川崎市多摩区
有限会社　エステーサービス 川崎市多摩区
株式会社キツタカ　青葉店 川崎市多摩区
Ｔ大夢株式会社 川崎市多摩区
神奈川トヨタ自動車　登戸宿河原店 川崎市多摩区
麻生警察署 川崎市麻生区
㈱　りそな銀行　新百合ケ丘支店 川崎市麻生区
王禅寺処理センター 川崎市麻生区
（株）カジノヤ 川崎市麻生区
セレサ川崎農業協同組合　柿生支店 川崎市麻生区
有限会社青戸建材店 川崎市麻生区
小林建材（株） 川崎市麻生区
東鹿園　㈱ 川崎市麻生区



神奈川日産自動車（株）百合ケ丘店 川崎市麻生区
（株）北島工務店 川崎市麻生区
（株）石綿商店 川崎市麻生区
宗教法人琴平神社 川崎市麻生区
生田建設（株） 川崎市麻生区
花島商事 川崎市麻生区
野村證券　㈱　新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区
有限会社コスモ葬祭 川崎市麻生区
㈲後藤商事 川崎市麻生区
学校法人南嶺学園こうりんじ幼稚園 川崎市麻生区
百合ヶ丘産業　㈱ 川崎市麻生区
（株）一本松工業 川崎市麻生区
川崎市上下水道局北部下水道管理事務所 川崎市麻生区
（株）横山生コンクリート 川崎市麻生区
新百合ヶ丘介護老人保健施設　つくしの里 川崎市麻生区
親松工務店 川崎市麻生区
学校法人　麻生学園　川崎青葉幼稚園 川崎市麻生区
イトマンスイミングスクール新百合ヶ丘校 川崎市麻生区
学校法人柿の実幼稚園 川崎市麻生区
麻生区役所道路公園センター 川崎市麻生区
有限会社生田衛生設備 川崎市麻生区
（株）東光測建 川崎市麻生区
麻生区役所 川崎市麻生区
障害者支援施設（通所）しんゆり 川崎市麻生区
たま日吉台病院 川崎市麻生区
横山興産（株） 川崎市麻生区
有限会社第一タオル 川崎市麻生区
有限会社　星野自動車商会 川崎市麻生区
麻生消防署 川崎市麻生区
綜合警備保障　㈱　川崎支社　新百合ヶ丘営業所 川崎市麻生区
有限会社辰己屋興業 川崎市麻生区
（株）尾作材木店 川崎市麻生区
有限会社電空サービス 川崎市麻生区
麻生建設　㈱ 川崎市麻生区
社会福祉法人セイワ　川崎授産学園 川崎市麻生区
社会福祉法人鈴保福祉会柿生アルナ園 川崎市麻生区
㈱　一色 川崎市麻生区
百合丘さくら幼稚園 川崎市麻生区
神山商工株式会社 川崎市麻生区
有限会社有賀工務店 川崎市麻生区
（株）横浜銀行新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区



小田急不動産（株）新百合ケ丘店 川崎市麻生区
㈱　ジェイコム湘南・神奈川　町田・川崎局 川崎市麻生区
株式会社エムケープリント 川崎市麻生区
ネッツトヨタ神奈川　㈱　ウエインズ新百合ヶ丘店 川崎市麻生区
㈱　高根設備 川崎市麻生区
ちよがおか幼稚園 川崎市麻生区
有限会社仲尾建材興業 川崎市麻生区
株式会社飛鳥典禮 川崎市麻生区
株式会社三秀 川崎市麻生区
（有）麻生自動車 川崎市麻生区
国際電工（株） 川崎市麻生区
株式会社横山造園 川崎市麻生区
横浜トヨペット　新百合ヶ丘店 川崎市麻生区
桐光学園小学校 川崎市麻生区
有限会社杉本自動車 川崎市麻生区
有限会社庭科産業 川崎市麻生区
有限会社　白井商会 川崎市麻生区
有限会社川田産業 川崎市麻生区
（株）富士建材 川崎市麻生区
（株）林間 川崎市麻生区
伸和コントロールズ　㈱ 川崎市麻生区
社会福祉法人慈正会特別養護老人ホーム虹の里 川崎市麻生区
桐光学園中学高等学校 川崎市麻生区
営電株式会社 川崎市麻生区
ＮＯＫ（株）多摩支店 川崎市麻生区
神奈川県警察本部留置管理課（麻生警察署内） 川崎市麻生区
㈱　ワコーコーポレーション 川崎市麻生区
アジア航測株式会社 川崎市麻生区
㈱　レスポンス 川崎市麻生区
社会福祉法人一廣会 川崎市麻生区
みずほ証券会社新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区
（株）アサイマーキングシステム 川崎市麻生区
株式会社　末次工務店 川崎市麻生区
㈱　小田急ハウジング　新百合ヶ丘事業所 川崎市麻生区
㈱　小田急ハウジング　栗平店 川崎市麻生区
三井ホーム　㈱　新百合ヶ丘営業所 川崎市麻生区
㈲安田工務店 川崎市麻生区
㈱　ホンダカーズ神奈川北　麻生店 川崎市麻生区
キャノンアネルバ　㈱ 川崎市麻生区
株式会社　日放電子 川崎市麻生区
日本郵便㈱　麻生郵便局　郵便事業 川崎市麻生区



神津精機株式会社 川崎市麻生区
医療法人神緑会　アクアピア新百合 川崎市麻生区
株式会社三凌商事　川崎支社 川崎市麻生区
東信電気株式会社 川崎市麻生区
東急リバブル㈱　新百合ヶ丘センター 川崎市麻生区
㈱オスモ 川崎市麻生区
麻生ケアセンター　そよ風 川崎市麻生区
代々木電工株式会社 川崎市麻生区
ツクイ　川崎麻生 川崎市麻生区
日産プリンス神奈川販売株式会社　麻生柿生店 川崎市麻生区
みかさ 川崎市麻生区
㈱　小田急ハウジング新百合ヶ丘店 川崎市麻生区
川崎市上下水道局北部サービスセンター 川崎市麻生区
神奈川スバル㈱新百合ヶ丘店 川崎市麻生区
湯快爽快　くりひら 川崎市麻生区
神奈川スバル㈱カースポット新百合ヶ丘 川崎市麻生区
特別養護老人ホーム　あさおの丘 川崎市麻生区
㈱　コスモ警備保障 川崎市麻生区
東京ガスエスネット株式会社 川崎市麻生区
生活協同組合パルシステム神奈川　麻生センター 川崎市麻生区
株式会社ワイ・デー・ケー　ＹＤＫメカトロニクス東京事業所 川崎市麻生区
大東建託　㈱　川﨑西支店 川崎市麻生区
医療法人社団総生会 川崎市麻生区
株式会社大和ビケサービス川崎営業所 川崎市麻生区
ニチイケアセンター　栗平 川崎市麻生区
三井住友信託銀行　㈱　新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区
ミサワホームイング株式会社百合ヶ丘店 川崎市麻生区
株式会社アセス 川崎市麻生区
ケア工房・真謝 川崎市麻生区
医療法人渡邉クリニック 川崎市麻生区
介護老人保健施設虹が丘リハビリケアセンター 川崎市麻生区
㈱　ランドフローラ 川崎市麻生区
セントケア訪問看護ステーションあさお 川崎市麻生区
ツクイ川崎千代ヶ丘 川崎市麻生区
社会福祉法人美生会ヴィラージュ虹ヶ丘 川崎市麻生区
三菱電機ビルソリューションズ　㈱　横浜支社　さがみ支店　新百合ヶ丘営業所 川崎市麻生区
重症児・者福祉医療施設　ソレイユ川崎 川崎市麻生区
（株）大丸総合企画 川崎市麻生区
二コルカーズ合同会社 川崎市麻生区
トマホーク代行 川崎市麻生区
川崎市北部地域療育センター 川崎市麻生区



メルセデス・ベンツ新百合ケ丘 川崎市麻生区
くりの丘 川崎市麻生区
川崎市北部リハビリテーションセンター 川崎市麻生区
医療法人社団　善仁会　新百合ケ丘ガーデンクリニック 川崎市麻生区
バディスポーツ幼児園　はるひ野 川崎市麻生区
ＴＪドライブ 川崎市麻生区
訪問看護リハビリテーション麻生 川崎市麻生区
株式会社東京クリアセンター　川崎支店 川崎市麻生区
新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区
ＳＯＭＰＯケア　川崎新百合ヶ丘 川崎市麻生区
小田急商事　株式会社 川崎市麻生区
みのり訪問看護ステーション百合ヶ丘 川崎市麻生区
株式会社東京技術研究所 川崎市麻生区
Ｊｅｅｐ　新百合ヶ丘 川崎市麻生区
セコム　㈱　新百合ヶ丘支社 川崎市麻生区
特別養護老人ホーム片平長寿の里 川崎市麻生区
西松・五洋建設中央新幹線第一首都圏トンネル新設（東百合丘工区）他工事共同企業体東百合丘工事事務所 川崎市麻生区
京浜楽器ミュージックシティ百合ヶ丘 川崎市麻生区
武蔵エンジニアリング　㈱　東京テクニカルセンター 川崎市麻生区
㈱　菅原研究所 川崎市麻生区
オハナ柿生 川崎市麻生区
三井住建道路　㈱ 川崎市麻生区
㈱　今村建設 川崎市麻生区
㈱　ＩＢＦ 川崎市麻生区
セントケア看護　小規模たま美 川崎市麻生区
㈱　道建 川崎市麻生区
川崎市北部学校給食センター 川崎市麻生区
明治おいしい牛乳センター青葉 川崎市麻生区
スポーツクラブ　ルネサンス　五月台２４ 川崎市麻生区
布亀　㈱　マザーケア宅配事業部　川崎西デリバリーセンター 川崎市麻生区
㈱　ＳＯＥＲＵＴＥ 川崎市麻生区
オーティーエス　㈱ 川崎市麻生区
ルミエール幼稚園 川崎市麻生区
セントケア　ゆりがおか 川崎市麻生区
ニチイケアセンター　新百合ケ丘 川崎市麻生区
瀧澤ブレーキ工業　㈱ 川崎市麻生区
ソフィアメディ訪問看護ステーション麻生 川崎市麻生区
Ｌｕｘｅｍ　訪問看護リハビリステーション　川崎麻生 川崎市麻生区
㈱　川崎フロンターレ 川崎市麻生区
千代田建工　㈱ 川崎市麻生区
医療法人社団　ユニメディコ　川崎事務所 川崎市麻生区



ワタミ㈱　川崎麻生西営業所 川崎市麻生区
ワタミ㈱　川崎麻生営業所 川崎市麻生区
社会福祉法人白山福祉会　特別養護老人ホーム　ラスール麻生 川崎市麻生区
㈱　理想環境エンジニアリング 川崎市麻生区
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフビット若葉台店 川崎市麻生区
有限会社　小島産業 川崎市麻生区
有限会社　オートフォース 川崎市麻生区
社会福祉法人　春献美会 川崎市麻生区
㈱　ＴＫＣ 川崎市麻生区
一般社団法人　てんとうむし 川崎市麻生区
株式会社　大神 横須賀市
株式会社　辰己測量設計 横須賀市
（株）新倉商店 横須賀市
湘南信用金庫 横須賀市
湘南菱油（株） 横須賀市
株式会社　さいか屋横須賀店 横須賀市
かながわ信用金庫 横須賀市
（株）百力 横須賀市
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社　横須賀事務所 横須賀市
株式会社むらせ 横須賀市
株式会社ヨコショク 横須賀市
東建設（株） 横須賀市
横須賀市土木部 横須賀市
横須賀市役所　総務部総務課 横須賀市
横須賀警察署 横須賀市
㈱横浜銀行　横須賀支店 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地業務隊 横須賀市
陸上自衛隊高等工科学校 横須賀市
航空自衛隊武山分屯基地 横須賀市
（株）三春商会 横須賀市
ユタカ建設株式会社 横須賀市
（株）神和美装 横須賀市
（株）平川商店 横須賀市
湘南ダイハツ（株） 横須賀市
堀建設（株） 横須賀市
神奈川中央ヤクルト販売株式会 横須賀市
㈱古敷谷畜産 横須賀市
（株）鈴木商会 横須賀市
横須賀市上下水道局 横須賀市
株式会社　いわて屋 横須賀市
フジ設備工業（株） 横須賀市



株式会社　りそな銀行横須賀支店 横須賀市
（株）鹿島産業 横須賀市
横須賀市消防局中央消防署 横須賀市
株式会社横須賀魚市場 横須賀市
湘南環浄サービス（株） 横須賀市
東京ガスライフバル横須賀 横須賀市
（株）西村企業　葬祭事業部 横須賀市
株式会社　片山建設 横須賀市
海上自衛隊横須賀潜水艦基地隊 横須賀市
横須賀市東部漁業協同組合 横須賀市
（有）辰若商店 横須賀市
社会福祉法人　日本医療伝道会衣笠ホーム 横須賀市
（株）岩崎水道工事店 横須賀市
横須賀市消防局南消防署 横須賀市
大明寺　深愛幼稚園 横須賀市
綜合警備保障株式会社　横須賀営業所 横須賀市
浜勇商事（株） 横須賀市
湘南タイヤ株式会社 横須賀市
石川水産（株） 横須賀市
陸上自衛隊東部方面混成団本部 横須賀市
（有）德光建材 横須賀市
岡田電機工業（株） 横須賀市
神奈川県横須賀土木事務所 横須賀市
木村建設（株） 横須賀市
日本瓦斯株式会社　横須賀営業所 横須賀市
学校法人御幸学園横須賀幼稚園 横須賀市
（株）いづみ工事 横須賀市
湘南ゼラチン株式会社 横須賀市
一本商事株式会社 横須賀市
株式会社　不二テクノ 横須賀市
株式会社　望月工業所 横須賀市
有限会社魚吉商店 横須賀市
株式会社　上林冷機 横須賀市
前田道路株式会社　横須賀営業所 横須賀市
株式会社サガミ 横須賀市
有限会社松永自動車修理工場 横須賀市
（株）東洋ランドリー 横須賀市
よこすか葉山農業協同組合 横須賀市
株式会社調味商事 横須賀市
東京ガスライフバル飯田株式会社 横須賀市
湘南製餡㈱ 横須賀市



株式会社　関電工　横須賀営業所 横須賀市
有限会社三愛自動車 横須賀市
常盤電機株式会社 横須賀市
㈱柏木 横須賀市
一般財団法人　電力中央研究所横須賀運営センター 横須賀市
一般財団法人関東電気保安協会神奈川事業本部横須賀事業所 横須賀市
海上自衛隊横須賀教育隊 横須賀市
株式会社米持工業 横須賀市
有限会社鈴木設備工業 横須賀市
株式会社　五美 横須賀市
横須賀市消防局中央消防署坂本出張所 横須賀市
あさひ幼稚園 横須賀市
株式会社　斎藤工務店 横須賀市
横須賀市健康部健康総務課 横須賀市
田中石材土木（株） 横須賀市
有限会社石井設備工業 横須賀市
学校法人　横須賀石渡学園　横須賀若草幼稚園 横須賀市
聖心第三幼稚園 横須賀市
ホテル横須賀 横須賀市
学校法人　敬愛石川学園　青い鳥幼稚園 横須賀市
株式会社スワン商会 横須賀市
学校法人　聖トマ学園　三笠幼稚園 横須賀市
共立企業株式会社 横須賀市
佐島マリーナ株式会社 横須賀市
ダスキン横須賀西支店 横須賀市
学校法人山田学園　相武幼稚園 横須賀市
株式会社ヨコソー 横須賀市
学校法人御国幼稚園　御国幼稚園 横須賀市
武山幼稚園 横須賀市
横須賀愛光園 横須賀市
ホンダ販売株式会社 横須賀市
有限会社川合材木店 横須賀市
聖佳幼稚園 横須賀市
須藤設備工業株式会社 横須賀市
横須賀商工会議所 横須賀市
横須賀市上下水道局下町浄化センター 横須賀市
横須賀市消防局 横須賀市
横須賀若葉幼稚園 横須賀市
長井水産株式会社 横須賀市
学校法人　衣笠学園　城北幼稚園 横須賀市
有限会社　本多建設 横須賀市



株式会社　東産業 横須賀市
株式会社岩沢ポートリー 横須賀市
（有）日栄建設 横須賀市
（有）大早輝建材 横須賀市
佐藤カッター企業組合 横須賀市
株式会社柳井工務店 横須賀市
（株）田中歯科器械店 横須賀市
社会福祉法人　阿部睦会　共楽荘 横須賀市
イトマンスイミングスクール横須賀校 横須賀市
ワンズ株式会社 横須賀市
株式会社電研社 横須賀市
有限会社神守建材社 横須賀市
錦工業株式会社 横須賀市
有限会社太陽造園 横須賀市
グッドライフサーラ関東株式会社　横須賀営業所 横須賀市
有限会社鈴木商店 横須賀市
横須賀市消防局南消防署西分署 横須賀市
宇内建設（株） 横須賀市
株式会社　美装横須賀物流センター 横須賀市
東京海上日動火災保険㈱横須賀支社 横須賀市
練武建設株式会社 横須賀市
佐藤葬儀社 横須賀市
有限会社愛音建設 横須賀市
有限会社　滝田商店 横須賀市
セコム株式会社　横須賀支社 横須賀市
横須賀市教育委員会 横須賀市
（有）アキモト葬祭 横須賀市
株式会社亀葬 横須賀市
横浜トヨペット（株）横須賀西店 横須賀市
うわまち幼稚園 横須賀市
株式会社ホンダカーズ横浜　佐原インター店 横須賀市
海上自衛隊横須賀地方総監部 横須賀市
横三興業（株） 横須賀市
㈱湘南マツダ横須賀店 横須賀市
横須賀市立本町老人デイサービスセンター 横須賀市
社会福祉法人公友会　横須賀グリーンヒル 横須賀市
海上自衛隊横須賀造修補給所 横須賀市
有限会社井出石油 横須賀市
トヨタモビリティパーツ株式会社　神奈川支社横須賀店 横須賀市
株式会社　永和工業 横須賀市
株式会社　ジェイコム湘南・神奈川　横須賀局 横須賀市



三井住友信託銀行株式会社横須賀支店 横須賀市
（株）美装横須賀支店 横須賀市
東京ガスライフバル飯田㈱ 横須賀市
公益財団法人　横須賀市健康福祉財団 横須賀市
株式会社　富士防 横須賀市
（株）タテイシ建機リース 横須賀市
株式会社　ケープ 横須賀市
横須賀税務署 横須賀市
野村證券（株）横須賀支店 横須賀市
かつ七興産株式会社 横須賀市
生活共同組合ユーコープ　横須賀センター 横須賀市
損害保険ジャパン日本興亜株式会社横須賀支社 横須賀市
社会福祉法人心の会 横須賀市
株式会社　エム・エム 横須賀市
㈲新井商店 横須賀市
中央労働金庫横須賀支店 横須賀市
株式会社　ホンダカーズ横浜横須賀中店 横須賀市
聖心第二幼稚園 横須賀市
株式会社　ホンダカーズ横浜　横須賀三春店 横須賀市
株式会社　協同牛乳 横須賀市
大草薬品（株） 横須賀市
ＳＯＭＰＯケア横須賀公郷訪問介護 横須賀市
社会福祉法人　金良会 横須賀市
（株）関東ビルシステム 横須賀市
介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名 横須賀市
横須賀市上下水道局逸見総合管理センター 横須賀市
横須賀ヘーメット 横須賀市
一般社団法人　日本自動車連盟神奈川支部　横須賀基地 横須賀市
神奈川県警察　第一交通機動隊　横須賀分駐所 横須賀市
有限会社　嘉山牧場　長坂事務所 横須賀市
アルフレッサ　株式会社　横須賀支店 横須賀市
有限会社　長谷川造園土木 横須賀市
横須賀三浦地域県政総合センター 横須賀市
有限会社　ソーゴーケンキ横須賀 横須賀市
医療法人社団　相光会 横須賀市
アルインコ株式会社　オクト事業部神奈川支店横須賀営業所 横須賀市
マイライフ介護サービス 横須賀市
神奈川日産自動車株式会社　武山店 横須賀市
（株）カワデン横須賀営業所 横須賀市
第一環境　㈱ 横須賀市
ホシザキ湘南株式会社　横須賀営業所 横須賀市



医療法人社団相光会　第二湘南グリーン介護老人保健施設 横須賀市
株式会社渡辺昭三商店　伍和葬祭 横須賀市
社会福祉法人　宗得会 横須賀市
社会福祉法人　隆徳会 横須賀市
社会福祉法人　海風会　いちばん星 横須賀市
社会福祉法人　栗山会 横須賀市
株式会社　ホンダカーズ 横須賀市
社会福祉法人　みなと舎 横須賀市
生活協同組合パルシステム神奈川　横須賀センター 横須賀市
デイサービスセンター湘南荒崎 横須賀市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　湘南支店　横須賀支社 横須賀市
医療生協在宅福祉センター 横須賀市
スマイル彩歳 横須賀市
ダイドービバレッジサービス株式会社　横須賀営業所 横須賀市
特別養護老人ホーム　興寿苑 横須賀市
湘南グリーン介護老人保健施設 横須賀市
社会福祉法人　日本医療伝道会　衣笠病院ケアセンター 横須賀市
社会福祉法人　清光会　清光ホーム 横須賀市
大和証券株式会社横須賀支店 横須賀市
日洋物産株式会社 横須賀市
横須賀市療育相談センター 横須賀市
有限会社　山西 横須賀市
株式会社スズキアリーナ神奈川南　三春店 横須賀市
社団福祉法人知恵の光会 横須賀市
日本水産観光株式会社 横須賀市
介護老人福祉施設湘南ホーム 横須賀市
横須賀市立うわまち病院 横須賀市
株式会社　東急スポーツオアシス　横須賀店 横須賀市
株式会社くぼた 横須賀市
静家 横須賀市
大東建託㈱横須賀支店 横須賀市
有限会社　ハッキー商会 横須賀市
株式会社ＮＴＴ東日本ー南関東　神奈川事業部 横須賀市
株式会社アメニティーサービス横須賀営業所 横須賀市
日本郵便株式会社横須賀郵便局　第一集配営業課 横須賀市
株式会社ＪＴＢ　横須賀支店 横須賀市
株式会社ビリオナー 横須賀市
浜銀ＴＴ証券株式会社　横須賀支店 横須賀市
日本メックス株式会社　ＵＢ事業推進ＰＴ横須賀事務所 横須賀市
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社　神奈川カンパニー　横須賀営業所 横須賀市
スマイルデイサービス長坂　スマイル介護相談所長坂 横須賀市



神奈川東豊㈱ 横須賀市
㈱アイスコ 横須賀市
株式会社メディケアー　横須賀事業所 横須賀市
㈱上勝興業 横須賀市
児童養護施設　春光学園 横須賀市
株　イノベイションオブメディカルサービス 横須賀市
ＢＭＷ横須賀支店 横須賀市
横須賀市　環境政策部 横須賀市
株式会社　北斗工業 横須賀市
日本郵便株式会社　長井郵便局 横須賀市
住宅情報館株式会社　佐原店 横須賀市
㈱　ＮＩＰＰＯ　横須賀米軍建築工事事務所 横須賀市
社会福祉法人　恵徳会 横須賀市
大和冷機工業株式会社　横須賀営業所 横須賀市
日本テクノ株式会社横須賀営業所 横須賀市
日本郵便株式会社横須賀郵便局　第二集配営業課 横須賀市
よこすか平安閣 横須賀市
株　横須賀冠婚葬祭互助会 横須賀市
株　タウンニュース社 横須賀市
有限会社　ユーテック 横須賀市
横須賀市立市民病院 横須賀市
エムエフ建設　株式会社 横須賀市
株　電力テクノシステムズ 横須賀市
有限会社　西村商事 横須賀市
スマイル池上 横須賀市
株式会社　オガワ 横須賀市
有限会社　いわて防災 横須賀市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　横須賀三春町店 横須賀市
ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ武山店 横須賀市
株式会社　ヤマキ 横須賀市
ツクイ横須賀森崎 横須賀市
神奈川県横須賀県税事務所 横須賀市
株　湘南サンテクノ 横須賀市
株式会社セレス　横須賀事業室 横須賀市
株　イージス 横須賀市
三浦学苑高等学校 横須賀市
有　林土木工業 横須賀市
株式会社　リビングカラーコーポレーション 横須賀市
葉山湘南国際村シニアライフセンター 横須賀市
株　湘南第一興商　横須賀支店 横須賀市
長井海の手公園 横須賀市



株　エスシープランニング 横須賀市
環境プラント電設株式会社 横須賀市
株式会社ＪＭＣ　横須賀支店 横須賀市
谷本緑化株式会社 横須賀市
株式会社　スマイルテクノシステム 横須賀市
有限会社　三和保険事務所 横須賀市
医療法人社団　ユニメディコ 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　第一中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　第２中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　第３中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　第４中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　第５中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　重迫撃砲中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３１普通科連隊　本部管理中隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第１１７教育大隊 横須賀市
陸上自衛隊武山駐屯地　第３０２普通科直接支援中隊 横須賀市
フィジカルトレーニングセンター悠 横須賀市
三井不動産リアリティ株式会社　横須賀中央センター 横須賀市
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社　修理本部 横須賀市
第一三共株式会社　横浜支店横須賀営業所 横須賀市
株式会社　ヤチヨ 横須賀市
運転代行　キララ 横須賀市
株式会社小泉神奈川　横須賀営業所 横須賀市
株式会社　レイテム 横須賀市
有限会社　ハナマル工業 横須賀市
株式会社　横和工務店 横須賀市
イオンディライト株式会社　横須賀ベースセンター 横須賀市
セントケア看護小規模衣笠 横須賀市
株式会社スズキ自販神奈川アリーナ北久里浜 横須賀市
横浜メルテック株式会社　横須賀事業所 横須賀市
自衛隊神奈川地方協力本部横須賀地域事務所 横須賀市
セントケア訪問看護ステーション横須賀 横須賀市
株式会社　建新 横須賀市
株式会社サンエー 横須賀市
株式会社　サンエクステリア 横須賀市
ニチイケアセンター横須賀中央 横須賀市
株式会社コジマ　コジマビックカメラ横須賀支店 横須賀市
横須賀市　環境部広　域処理センター 横須賀市
株式会社　小林材木店 横須賀市
五洋建設株式会社　東京土木支店　横須賀米海軍桟橋工事事務所 横須賀市
石渡商事　株式会社 横須賀市



有限会社　アートテクニカ 横須賀市
第三湘南グリーン介護老人保健施設 横須賀市
有限会社　セイケン工業 横須賀市
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ横須賀店 横須賀市
株式会社　みずほ銀行　衣笠支店 横須賀市
株式会社　シンセミア 横須賀市
ＭＳ神奈川静岡株式会社　横須賀支店 横須賀市
ミツワ建設株式会社 横須賀市
株式会社　大神 横須賀市
株式会社　エイ・シー・イー 横須賀市
株式会社　臼井建設工業 横須賀市
ベースプラント工業　株式会社 横須賀市
ＲＥ：Ｂｏｒｎ式リハビリセンター大矢部 横須賀市
有限会社　河野電設 横須賀市
海上自衛隊横須賀地方警務隊本部 横須賀市
株式会社アクティオ社会官公庁営業部米軍横須賀オフィス 横須賀市
株式会社　アイズ 横須賀市
神奈川ダイハツ販売株式会社　横須賀店 横須賀市
株式会社小林機工　太田和車庫 横須賀市
水ｉｎｇＡＭ株式会社横須賀管理事務所 横須賀市
神奈川ダイハツ販売株式会社　横須賀ブロック 横須賀市
ひまわりケアサービス 横須賀市
株式会社平和商会 横須賀市
有限会社岸建材興業 横須賀市
株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ　ＭＡＲＫＳＴＡＲ 横須賀市
株式会社シークリスタル管財 横須賀市
ワタミの宅食　神奈川横須賀営業所 横須賀市
水ｉｎｇＡＭ（株）横須賀逸見浄水管理事務所 横須賀市
株式会社　柴橋商会 横須賀市
神光建設株式会社　横須賀営業所 横須賀市
（株）かんぽ生命保険藤沢支店横須賀郵便局かんぽサービス部 横須賀市
有限会社　ソルコム 横須賀市
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社横須賀営業所 横須賀市
おひさま訪問看護ステーション 横須賀市
ワタミの宅食神奈川横須賀森崎営業所 横須賀市
高齢者総合福祉センターヒューマン 横須賀市
株式会社ヤスムラ　横須賀営業所 横須賀市
ＧＬＯＢＡＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ株式会社横須賀支店 横須賀市
株式会社　クオリティーグラス 横須賀市
湘南サニーサイドマリーナ株式会社 横須賀市
三井住友海上火災保険株式会社　神奈川支店横須賀支社 横須賀市



株式会社スズキアリーナ神奈川南　アネックス三春 横須賀市
有限会社横須賀設備工業所 横須賀市
株式会社　ハイラック 横須賀市
神奈川トヨタ自動車株式会社　横須賀中央店 横須賀市
朝日生命保険相互会社　横須賀営業所 横須賀市
横浜商工株式会社横須賀営業所 横須賀市
株式会社　冨士電業社 横須賀市
株式会社ジーエスエフ横須賀市学校給食センター 横須賀市
ＴＲソリューション株式会社　神奈川事務所 横須賀市
恵進建設株式会社 横須賀市
株式会社　ミッドワイフリーケアかもめ 横須賀市
有限会社　植英 横須賀市
有限会社　ティーテックサービス 横須賀市
トヨタモビリティ神奈川横須賀武店 横須賀市
株式会社　コーシン 横須賀市
（株）やまびこ　横須賀事業所 横須賀市
日産自動車（株）追浜工場 横須賀市
太陽商事（株） 横須賀市
住友重機械工業（株）横須賀製造所 横須賀市
（株）船越葬儀社大野屋 横須賀市
（株）北村商会 横須賀市
海上自衛隊船越分遣隊 横須賀市
海上自衛隊第２術科学校 横須賀市
海上自衛隊横須賀基地業務隊 横須賀市
（株）ニッセン 横須賀市
鈴鹿建設（株） 横須賀市
日建工業（株） 横須賀市
自衛隊横須賀病院 横須賀市
株式会社フロックス 横須賀市
株式会社　ＥＪサービス 横須賀市
京浜発條（株） 横須賀市
田浦警察署 横須賀市
マレリ（株）追浜工場 横須賀市
（株）イシカワ製作所 横須賀市
丸和産業（株）追浜事業所 横須賀市
京浜ドック（株）追浜工場 横須賀市
シンジーテック株式会社　横須賀事業場 横須賀市
横須賀市北消防署 横須賀市
海上自衛隊横須賀警備隊 横須賀市
（株）美装 横須賀市
（株）美濃屋山村電気 横須賀市



日神機工（株） 横須賀市
相模運輸倉庫（株） 横須賀市
（株）富士オイル 横須賀市
古川園芸（株） 横須賀市
相模船舶作業（株） 横須賀市
田浦幼稚園 横須賀市
（株）バンテック港運部追浜海運課 横須賀市
追浜工業（株） 横須賀市
希望学園ぎんのすず幼稚園 横須賀市
（有）浜田商店 横須賀市
社会福祉法人横須賀基督教社会館 横須賀市
（有）栄光製作所 横須賀市
森川機工（株） 横須賀市
（株）日産クリエイティブサービス　追浜支店 横須賀市
戸田フーズ（株）追浜工場 横須賀市
鷹取老人デイサービスセンター 横須賀市
東邦化学工業（株）追浜工場 横須賀市
（有）筑波工業 横須賀市
海上自衛隊横須賀弾薬整備補給所 横須賀市
海上自衛隊艦船補給処 横須賀市
曙機械（株） 横須賀市
太南工業（株） 横須賀市
オーウエル（株）追浜営業所 横須賀市
海上自衛隊掃海業務支援隊 横須賀市
（有）坂庭資源開発横須賀事業所 横須賀市
住重横須賀工業（株） 横須賀市
社会福祉法人湘南福祉協会 横須賀市
（株）ＮＩＰＰＯ　横須賀出張所 横須賀市
浜安電業株式会社 横須賀市
神奈川トヨタ整備株式会社　横須賀工場 横須賀市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　ウエインズ田浦店 横須賀市
公益社団法人　横須賀市シルバー人材センター　長浦作業所 横須賀市
有限会社　多田工業 横須賀市
株式会社　横浜ＤｅＮＡベイスターズ青星寮 横須賀市
神奈川日産自動車株式会社　追浜店 横須賀市
株式会社　マルコ 横須賀市
丸星工業　株式会社 横須賀市
株式会社　日産アーク 横須賀市
田嶋商店有限会社 横須賀市
ＲＨＫ株式会社 横須賀市
馬淵物流株式会社 横須賀市



日本郵便株式会社　田浦郵便局 横須賀市
日本和紡興業株式会社 横須賀市
有限会社　佐々木経飾 横須賀市
株式会社　ヨコデン 横須賀市
株式会社Ｋ２ 横須賀市
三協ハウジング株式会社 横須賀市
株式会社　くぼた　追浜店 横須賀市
ルノー・ジャポン株式会社　サービス部　ルノーＰＤＩセンター 横須賀市
有限会社　然園 横須賀市
株式会社　二幸管理 横須賀市
海上自衛隊潜水医学実験隊 横須賀市
株式会社ゼロ横須賀整備センター 横須賀市
サクラサービス株式会社　追浜営業所 横須賀市
いずみサポート株式会社神奈川支社 横須賀市
深田サルベージ建設株式会社　横須賀基地 横須賀市
株式会社　ＳＯＤＥＮ 横須賀市
日宝工業株式会社横須賀営業所 横須賀市
株式会社　Ｊ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ　神奈川支店 横須賀市
ＡＬＳＯＫ双栄㈱追浜支店 横須賀市
日進機工株式会社　東京支店　横須賀事業所 横須賀市
ロジネクスト東京㈱横浜支店追浜サービスセンター 横須賀市
日進電興株式会社 横須賀市
ワタミの宅食　神奈川横須賀北営業所 横須賀市
日産サービスセンター株式会社京浜支社 横須賀市
健康と介護の専門店　リップル 横須賀市
株式会社　ワイ・エイチ 横須賀市
株式会社　タケエイグリーンリサイクル 横須賀市
読売センター追浜 横須賀市
（有）田浦中央食品 横須賀市
株式会社大林組逗子　東京支店　災害復旧工事事務所 横須賀市
久里浜中央自動車学校 横須賀市
関矢産業（株）横須賀ドライビングスクール 横須賀市
株式会社伊藤園　横須賀支店 横須賀市
（株）ミライト神奈川支店アクセス部横須賀技術センタ 横須賀市
第１０１搬送通信大隊構成中隊 横須賀市
陸上自衛隊通信学校 横須賀市
通信教導隊本部管理中隊 横須賀市
防衛大学校 横須賀市
（株）丸孝産業 横須賀市
浦賀警察署 横須賀市
社会福祉法人三育福祉会　障害者支援施設シャローム浦上台 横須賀市



株式会社　門倉商店 横須賀市
株式会社リヒロ 横須賀市
日の出ブロック商会 横須賀市
ニチイケアセンター湘南山手 横須賀市
関東化成工業株式会社 横須賀市
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）戸塚支店横須賀駐在所 横須賀市
神奈川三菱ふそう自動車販売横須賀支店 横須賀市
第１０１搬送通信大隊第２重搬送中隊 横須賀市
（株）太八商事 横須賀市
日本郵便株式会社久里浜郵便局 横須賀市
タカナシ販売横須賀営業所 横須賀市
小林組 横須賀市
㈲大古商店 横須賀市
東電同窓電気株式会社　横須賀営業所 横須賀市
株式会社エビヤ 横須賀市
第１０１搬送通信大隊第１重搬送中隊長 横須賀市
平川宇部生コンクリート 横須賀市
日産プリンス神奈川販売 横須賀市
東京カセー 横須賀市
株式会社　湘南菱油瓦斯 横須賀市
美豊ホンダ販売（株） 横須賀市
神奈川保温工業 横須賀市
横浜製機株式会社 横須賀市
聖心桜が丘幼稚園 横須賀市
湘南長沢幼稚園 横須賀市
（株）鈴栄工業 横須賀市
本間興業 横須賀市
ぎんなん幼稚園 横須賀市
有限会社ワカフジベーカリー 横須賀市
横須賀市環境部久里浜収集事務所 横須賀市
株式会社伊之崎 横須賀市
北斗 横須賀市
昌栄産業株式会社 横須賀市
三富屋商事株式会社 横須賀市
木村金属工業株式会社 横須賀市
（株）むらやま 横須賀市
横須賀市立養護学校 横須賀市
日産プリンス神奈川販売株式会社　横須賀佐原店 横須賀市
有限会社石渡商事 横須賀市
田中土木有限会社 横須賀市
土井鋼材株式会社　横須賀事業所 横須賀市



湘南栄光幼稚園 横須賀市
（株）花和産業 横須賀市
マスダ 横須賀市
石本ヘルシイ企画（株） 横須賀市
中台工業（株） 横須賀市
社会福祉法人海風会　海風学園 横須賀市
湘南安全硝子 横須賀市
横須賀刑務支所 横須賀市
神奈川日産自動車（株）　横須賀佐原店 横須賀市
学校法人横須賀信証学苑　信証幼稚園 横須賀市
株式会社三恵商会　横須賀建機事業部 横須賀市
学校法人津久井浜学園　津久井幼稚園 横須賀市
野比幼稚園 横須賀市
岩戸幼稚園 横須賀市
久里浜幼稚園 横須賀市
学校法人木村学園ケンコウ幼稚園 横須賀市
佐藤船舶工業 横須賀市
南横須賀幼稚園 横須賀市
東栄技工株式会社 横須賀市
（株）根岸工務店 横須賀市
有限会社　旅館東京湾 横須賀市
六浦工業株式会社 横須賀市
いすゞ自動車首都圏株式会社　横須賀工場 横須賀市
日本栄養給食 横須賀市
鈴木機工 横須賀市
久里浜少年院 横須賀市
鴨居幼稚園 横須賀市
村松紙業 横須賀市
インテリアサプライトミザワ 横須賀市
神奈川日産自動車株式会社　横須賀佐原インター店 横須賀市
有限会社　中央機設工業所 横須賀市
興栄自動車工業佐原工場 横須賀市
日光建設株式会社 横須賀市
飯島機械土木 横須賀市
三成港湾 横須賀市
岡部バルブ工業株式会社　横須賀営業所 横須賀市
横井清商店 横須賀市
番場建材工業 横須賀市
株式会社ライズ 横須賀市
東華水質管理 横須賀市
湘南ミート 横須賀市



株式会社ファミリーマート　横須賀営業所 横須賀市
株式会社リフレックス 横須賀市
株式会社　神奈川県エルピーガス保安センター横須賀三浦営業所 横須賀市
（有）協栄通信 横須賀市
（株）サニクリーン横須賀 横須賀市
株式会社スズケン横須賀支店 横須賀市
（株）田沼タイル店 横須賀市
旭通信（株） 横須賀市
リコージャパン株式会社　横須賀事業所 横須賀市
中央商工（株） 横須賀市
株式会社東産業 横須賀市
ＵＤトラックス（株）横須賀支店 横須賀市
（株）新栄電設工業 横須賀市
三育福祉会　特別老人ホームシャローム 横須賀市
（有）山健興業 横須賀市
大信設備（株） 横須賀市
（有）石渡建材 横須賀市
（株）大興 横須賀市
有限会社ヤマヨ久保田商会 横須賀市
穐本興業株式会社 横須賀市
株式会社藤本機工 横須賀市
（有）泉興業 横須賀市
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷わたげ 横須賀市
アジア商事（株）横須賀支店 横須賀市
学校法人岩波学園岩波幼稚園 横須賀市
株式会社奥村商会横須賀営業所 横須賀市
（株）伊之崎建輸 横須賀市
環境衛生管理株式会社 横須賀市
有限会社大野屋葬儀社 横須賀市
株式会社コンサルタント共進 横須賀市
株式会社アサンテ　横須賀営業所 横須賀市
通信教導隊第１中隊 横須賀市
通信教導隊第２中隊 横須賀市
通信教育直接支援中隊 横須賀市
荻野化成株式会社 横須賀市
武尊建設株式会社 横須賀市
泉産業（株） 横須賀市
衣笠病院長瀬ケアセンター 横須賀市
（株）東村工務店 横須賀市
長岡保育園 横須賀市
大津幼稚園 横須賀市



社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団　横須賀老人ホーム 横須賀市
ハーベスト株式会社　ヨシケイ事業本部　横須賀営業所 横須賀市
パナソニック電材ソリューションズ株式会社 横須賀市
有限会社磐城 横須賀市
実栄建設（株） 横須賀市
（株）栄林 横須賀市
㈱マークス 横須賀市
株式会社　永光 横須賀市
医療法人社団聖ルカ会　パシフィックホスピタル 横須賀市
株式会社協同 横須賀市
ウスイホームカブシキガイシャ 横須賀市
株式会社　松野建築 横須賀市
大新土木（株）横須賀事業所 横須賀市
１０１搬大本部付隊長 横須賀市
スズキアリーナ神奈川南 横須賀市
（株）八秀産業 横須賀市
株式会社アサヒリソース 横須賀市
株式会社ＴＯＫＡＩ　湘南支店 横須賀市
複合機能老人施設　あしたの風 横須賀市
医療法人社団湘風会介護老人保健施設フィオーレ久里浜 横須賀市
株式会社　イーシー電設工業 横須賀市
社会福祉法人ユーアイ二十一太陽の家 横須賀市
社会福祉法人紫陽花会横須賀あじさい園 横須賀市
（株）しんわ 横須賀市
介護老人保険施設　ソレイユカーマ 横須賀市
介護老人保健施設　野比苑 横須賀市
社会福祉法人　結いの会　愛加那 横須賀市
京急サービス株式会社　横須賀支店 横須賀市
株式会社　ササデン 横須賀市
株式会社ベストトータル 横須賀市
東光商事株式会社 横須賀市
株式会社ヨシオカ 横須賀市
セントラル工業株式会社湘南営業所 横須賀市
ケーヨーデイツー久里浜店 横須賀市
株式会社藤田 横須賀市
株式会社マルコ 横須賀市
セントラル石油瓦斯株式会社　横須賀営業所 横須賀市
有限会社一美建設 横須賀市
株式会社　レンタルプラス 横須賀市
栄和電設株式会社 横須賀市
文明堂印刷株式会社 横須賀市



神奈川スバル㈱横須賀店 横須賀市
横須賀市立福祉援護センター 横須賀市
社会福祉法人　横須賀市社会福祉事業団　北下浦老人デイサービスセンター 横須賀市
濱勇建設株式会社 横須賀市
横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター 横須賀市
ニチイケアセンター横須賀佐原 横須賀市
運転代行サービス横須賀 横須賀市
株式会社　苅山設備 横須賀市
株式会社　ＯＶＥＲＳＥＡＳ 横須賀市
住宅情報館株式会社　横須賀店 横須賀市
㈱安井工務店 横須賀市
セントケア久里浜 横須賀市
アースサポート横須賀 横須賀市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　ウエインズ横須賀佐原店 横須賀市
ネッツトヨタ神奈川株式会社Ｕ－ｃａｒ横須賀佐原店 横須賀市
湘南学院高等学校 横須賀市
株式会社グリーンスポーツ 横須賀市
株式会社明和設備工業 横須賀市
スマイル横須賀 横須賀市
横須賀くりはま花の国 横須賀市
文化興業株式会社 横須賀市
株式会社ニフコ 横須賀市
株式会社草川商店 横須賀市
イオンリテール株式会社　イオン久里浜店 横須賀市
株式会社西源材木店 横須賀市
ジャパンエイチシーエム株式会社 横須賀市
成和商事株式会社 横須賀市
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　よこすか浦賀病院 横須賀市
けいすいケアセンター北久里浜 横須賀市
株式会社こてつ 横須賀市
株式会社コトノハ 横須賀市
有限会社　タカヤマ 横須賀市
長沢介護保険事務所 横須賀市
医療法人社団愛幸会　久里浜在宅クリニック 横須賀市
有限会社オフィスしらと 横須賀市
株式会社ひとみメディカルサポーターズ 横須賀市
医療法人社団　小磯診療所 横須賀市
株式会社あんず 横須賀市
うらがＣＯＯＰ宅配センター 横須賀市
株式会社ロードサービス 横須賀市
有限会社山田自動車 横須賀市



株式会社イタガキ 横須賀市
医療法人　徳昌会 横須賀市
パナソニックエイジフリーケアセンター横須賀佐原 横須賀市
コカコーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 横須賀市
太陽の家　浦賀 横須賀市
富士シティオ（株）ＦＵＪＩ佐原店 横須賀市
ＦＵＪＩ野比店 横須賀市
株式会社ファミリー電気商会 横須賀市
メルセデス・ベンツ横須賀 横須賀市
イワタニ首都圏株式会社　横須賀支店 横須賀市
パーソルサンクス株式会社　よこすか・みうら岬工房 横須賀市
株式会社ＮＴＴドコモ 横須賀市
株式会社　山田興業 横須賀市
株式会社エムズフロンティア 横須賀市
株式会社　新井建設 横須賀市
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社　修理本部 横須賀市
有限会社　高瀬組 横須賀市
アルファ運転代行 横須賀市
社会福祉法人あまね 横須賀市
太平電業株式会社　横須賀火力建設所 横須賀市
渡辺パイプ株式会社　横須賀サービスセンター 横須賀市
渡辺パイプ株式会社　横須賀電工サービスセンター 横須賀市
陸上自衛隊通信学校 横須賀市
陸上自衛隊通信学校 横須賀市
株式会社東京エネシス　横須賀建設工事事務所 横須賀市
日本建設工業株式会社　横須賀建設所 横須賀市
ニコニコ介護大津 横須賀市
株式会社　真愛 横須賀市
川島建設株式会社 横須賀市
東京パワーテクノロジー株式会社　横須賀建設事務所 横須賀市
株式会社　鈴木電設工業 横須賀市
株式会社エルステック 横須賀市
イノベーションキャンパス東京 横須賀市
有限会社タップサービス 横須賀市
ニチイケアセンター野比 横須賀市
居宅介護支援事業所フィオーレ久里浜　あかり 横須賀市
株式会社はまゆう 横須賀市
新和工業株式会社 横須賀市
津久井浜ケアセンター訪問看護 横須賀市
有限会社グループライフサービス 横須賀市
横綜興業株式会社 横須賀市



長田建設株式会社 横須賀市
株式会社かんぽ生命保険　久里浜郵便局 横須賀市
有限会社　番　さんふらわぁデイサービス 横須賀市
株式会社藤建設 横須賀市
ワタミの宅食　神奈川三浦営業所 横須賀市
日本瓦斯株式会社　湘南営業所 横須賀市
合同会社サニーナース 横須賀市
株式会社ジェネラルインシュアランスエイジェンシー　横須賀支店 横須賀市
特定非営利活動法人　横須賀ＳＨＣクラブ 横須賀市
三浦しらとり園 横須賀市
トヨタモビリティ神奈川　横須賀佐原インター店 横須賀市
ジェイビーシー株式会社　車両事業部 横須賀市
有限会社牡鹿電設 横須賀市
（有）東洋紙業 横須賀市
田辺商事（株）横須賀営業所 横須賀市
株式会社グラウト工業 横須賀市
久里浜油槽所 横須賀市
リハビリデイセンター悠　馬堀海岸 横須賀市
株式会社富士薬品　横須賀営業所 横須賀市
株式会社　石渡電業 横須賀市
株式会社ネクセライズ横須賀事業所燃料センター 横須賀市
愛の手訪問看護ステーション 横須賀市
ソレイルミナーレ京急大津 横須賀市
株式会社明伸電設 横須賀市
三浦市役所 三浦市
有限会社谷田商会 三浦市
三浦市農業協同組合 三浦市
神奈川県三崎警察署 三浦市
有限会社三崎プロパン 三浦市
横須賀市三浦消防署 三浦市
有限会社三浦衛生社 三浦市
三浦郵便局 三浦市
有限会社高橋建材 三浦市
株式会社魚敬 三浦市
三崎石油株式会社 三浦市
有限会社岬興業 三浦市
有限会社三浦重機 三浦市
ホテル京急油壺観潮荘 三浦市
新潟造船株式会社三崎工場 三浦市
油壺幼稚園 三浦市
学校法人三浦幼稚園 三浦市



社会福祉法人　つつじ会 三浦市
丸福水産株式会社 三浦市
医療法人財団青山会福井記念病院 三浦市
有限会社金子慈光堂 三浦市
株式会社石橋水産 三浦市
油壺エデンの園 三浦市
株式会社鈴木水産 三浦市
椿の御所幼稚園 三浦市
有限会社西村商事 三浦市
株式会社戸部組 三浦市
株式会社カワタ設備 三浦市
有限会社丸清製麺 三浦市
株式会社タクミ設備工業 三浦市
ソノラス・コート油壺 三浦市
神奈川県漁業協同組合連合会 三浦市
株式会社四季の自然舎 三浦市
有限会社遠藤土木 三浦市
日本郵便株式会社南下浦郵便局 三浦市
株式会社丸忠商事 三浦市
有限会社湯山造園土木 三浦市
有限会社中嶋商店 三浦市
有限会社中山カッター興業 三浦市
社会福祉法人三浦市社会福祉協議会 三浦市
有限会社大幸工業 三浦市
有限会社初声設備 三浦市
社会福祉法人阿部睦会美山ホーム 三浦市
株式会社しめ印大谷商店 三浦市
株式会社西松 三浦市
有限会社やまとし 三浦市
株式会社や印 三浦市
㈱城ケ島水産 三浦市
有限会社阪本伍一商店 三浦市
株式会社カネシメ 三浦市
有限会社三和石油商会 三浦市
有限会社伊豆島 三浦市
株式会社城水 三浦市
有限会社八百辰 三浦市
有限会社丸石製作所 三浦市
三浦市立病院 三浦市
有限会社川島 三浦市
留置管理課（三崎警察署） 三浦市



農業技術センター三浦半島地区事務所 三浦市
有限会社優和 三浦市
神奈川県水産技術センター 三浦市
株式会社横浜銀行三崎支店 三浦市
有限会社下里建設 三浦市
有限会社美好興業 三浦市
みうら訪問看護ステーション 三浦市
三浦市介護サービスセンター 三浦市
株式会社奥山工務店 三浦市
三浦創生舎 三浦市
株式会社ルナランド 三浦市
大畑鮮魚配送センター 三浦市
株式会社今井ペイント 三浦市
株式会社羽根　三浦出張所 三浦市
有限会社民宿はら 三浦市
東條商事株式会社 三浦市
三浦市老人福祉保健センター 三浦市
社会福祉法人せいざん福祉会 三浦市
ダイシントレ－ディング・爆安屋 三浦市
ＦＵＪＩ三崎店 三浦市
株式会社濱道建設 三浦市
株式会社関本組 三浦市
東豊工業株式会社 三浦市
㈱浜名電工 三浦市
株式会社三浦ベジタブル 三浦市
株式会社杉山商店 三浦市
有限会社三崎自動車修理工場 三浦市
リハビリデイセンター悠みうら 三浦市
特定非営利活動法人コスモスの家 三浦市
（株）進永建設 三浦市
株式会社　メディケアー三浦事業所 三浦市
有限会社　松商 三浦市
株式会社　三崎恵水産 三浦市
サンライズ訪問看護リハビリステーション 三浦市
医療法人眞仁会　介護老人保健施設なぎさ 三浦市
株式会社ヘリオス 三浦市
有限会社植美津 三浦市
株式会社英光建設 三浦市
株式会社下浦新聞販売 三浦市
特別養護老人ホーム　遊楽の丘 三浦市
ケアセンター南下浦・羊の家 三浦市



葉山町役場 三浦郡
（株）葉山国際カンツリー倶楽部 三浦郡
株式会社　三留モーター商会 三浦郡
合資会社大門商店 三浦郡
加藤造園 三浦郡
有限会社小林商会 三浦郡
葉山警察署 三浦郡
日本郵便株式会社葉山郵便局 三浦郡
葉山町消防本部 三浦郡
株式会社山一施工 三浦郡
亀ケ谷商事 三浦郡
有限会社　山光建設 三浦郡
あおぞら幼稚園 三浦郡
あけの星幼稚園 三浦郡
明照幼稚園 三浦郡
どれみ幼稚園 三浦郡
新倉設備工業所 三浦郡
葉山町クリーンセンター 三浦郡
株式会社日影茶屋 三浦郡
株式会社　湘南ロードサービス 三浦郡
ファーストマリーン（株） 三浦郡
介護老人福祉施設　葉山清寿苑 三浦郡
湘南生活クラブ生活協同組合葉山センター 三浦郡
有限会社キリタ 三浦郡
有限会社　小川工房 三浦郡
特別養護老人ホーム　葉山グリーンヒル 三浦郡
光洋通産株式会社 三浦郡
神奈川みなみ医療生活協同組合　葉山クリニック 三浦郡
有限会社ハンズ 三浦郡
湘南葉山デイケアクリニック 三浦郡
株式会社ヌマタ 三浦郡
有限会社　ソムリエホーム 三浦郡
株式会社ルイシス 三浦郡
株式会社ティーケーピー　レクトーレ葉山湘南国際村 三浦郡
株式会社　メック 三浦郡
有限会社　貢献 三浦郡
らいおんハートリハビリデイサービス葉山フットパワー 三浦郡
葉山町社会福祉協議会 三浦郡
葉山ハートセンター 三浦郡
葉山にこにこ保育園 三浦郡
読売センター　葉山 三浦郡



社会福祉法人　幸保園 三浦郡
湘南の凪　新葉山はばたき 三浦郡
デイサービスＡＲＫ　葉山の森 三浦郡
逗子市消防本部 逗子市
神奈川県逗子市役所 逗子市
株式会社キリガヤ 逗子市
武藤工務店 逗子市
日本郵便株式会社　逗子郵便局 逗子市
逗子警察署 逗子市
有限会社勝己建設 逗子市
（株）葉山工務店 逗子市
有限会社二葉 逗子市
（株）アデック 逗子市
国井工業株式会社 逗子市
有限会社　眞下設備工業 逗子市
高幸建設株式会社 逗子市
学校法人聖和学院幼稚園 逗子市
かぐのみ幼稚園 逗子市
昌栄興業（株） 逗子市
合資会社三橋商事 逗子市
東電タウンプランニング㈱逗子支社 逗子市
（株）スズキヤ 逗子市
有限会社　渡部工務店 逗子市
（株）リビエラリゾート 逗子市
特別養護老人ホーム逗子ホームせせらぎ 逗子市
（株）ホーム庭園ヤスダ 逗子市
逗子市環境クリーンセンター 逗子市
社会福祉法人湘南の凪　もやい 逗子市
有限会社森村工業 逗子市
社会福祉法人　逗子市社会福祉協議会 逗子市
（株）神中運輸 逗子市
財団法人逗葉地域医療センタ－ 逗子市
日産プリンス神奈川販売（株）逗子営業所 逗子市
有限会社　眞下商事 逗子市
介護老人福祉施設　逗子清寿苑 逗子市
株式会社　パブリックサービス 逗子市
神奈川県警察本部留置管理課 逗子市
株式会社　オリーブ 逗子市
（株）白洋舎神奈川支店鎌倉営業所 逗子市
株式会社石乃家 逗子市
医療法人社団　清光会 逗子市



ワーカーズ・コレクティブくるまやさん 逗子市
池子自動車有限会社 逗子市
株式会社　コアハウス 逗子市
学校法人づし学園　逗子幼稚園 逗子市
有限会社　ヒューマンオート 逗子市
ワーカーズ　コレクティブ　ららムーブ　逗子葉山 逗子市
ミサワリフォーム　株式会社　逗子店 逗子市
（株）ジーエフシー 逗子市
合同会社　シーエスエル 逗子市
特定非営利活動法人ＮＰＯ湘南クリエイティブサービス 逗子市
ネッツトヨタ神奈川株式会社逗子店 逗子市
株式会社　高希建設 逗子市
社会福祉法人　湘南愛心会　特別養護老人ホーム逗子杜の郷 逗子市
特定非営利活動法人　ごかんたいそう 逗子市
株式会社パブリックサービス　逗子市高齢者センター 逗子市
株式会社　優導 逗子市
医療法人社団山本メディカルセンター 逗子市
株式会社　リビエラ 逗子市
ニチイケアセンター逗子 逗子市
メルセデスベンツ逗子 逗子市
けいすい訪問看護ステーション逗子 逗子市
株式会社　湘南ケミカルサービス 逗子市
朝日生命保険相互会社逗子営業所 逗子市
株式会社　ＮｅｗＡｄｖａｎｃｅ 逗子市
株式会社　横浜銀行　逗子支店 逗子市
有限会社　逗子ガーデン 逗子市
社会福祉法人　湘南の凪　えいむ 逗子市
神奈川県鎌倉警察署 鎌倉市
鎌倉市役所 鎌倉市
（株）ホンダカーズ中央神奈川鎌倉店 鎌倉市
鎌倉市消防本部鎌倉消防署 鎌倉市
湘南液化ガス（株） 鎌倉市
日本郵便株式会社鎌倉郵便局 鎌倉市
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行鎌倉支店 鎌倉市
（有）鎌倉綜合サービス社 鎌倉市
（株）大川商店 鎌倉市
宗教法人鶴岡八幡宮 鎌倉市
（有）広瀬電機商会 鎌倉市
（有）高野建築 鎌倉市
株式会社角喜 鎌倉市
（株）富士 鎌倉市



（株）二階堂 鎌倉市
三菱電機（株）鎌倉製作所 鎌倉市
西鎌倉幼稚園 鎌倉市
（株）横浜銀行鎌倉支店 鎌倉市
コカ・コーラボトラーズジャパン（株）鎌倉セールスセンター 鎌倉市
神奈川県企業庁鎌倉水道営業所 鎌倉市
（株）斉藤建設 鎌倉市
（株）大倉製作所 鎌倉市
（株）大森商店 鎌倉市
（株）石原電気商会業務課 鎌倉市
（資）金沢商会 鎌倉市
株式会社鎌倉日本土木 鎌倉市
鎌倉市名越クリーンセンター 鎌倉市
株式会社石長 鎌倉市
石春産業 鎌倉市
片岡幼稚園 鎌倉市
聖ミカエル学院幼稚園 鎌倉市
加瀬電設有限会社 鎌倉市
東京ガスエネワーク（株） 鎌倉市
学校法人清泉女学院　清泉小学校 鎌倉市
学校法人吉沢学園認定こども園アワーキッズ鎌倉 鎌倉市
七里ガ浜楓幼稚園 鎌倉市
山内建設（株） 鎌倉市
（有）竹内工務所 鎌倉市
（株）大石建設 鎌倉市
（株）戸井田工務店 鎌倉市
（株）日産サティオ湘南鎌倉手広店 鎌倉市
（株）イソダ 鎌倉市
（株）植政造園 鎌倉市
システムショップ萩原（株） 鎌倉市
高橋機械土木（株） 鎌倉市
鎌倉土建（株） 鎌倉市
四国庭石（株） 鎌倉市
（株）重一商事 鎌倉市
大倉設備工業（株） 鎌倉市
総合商事（株） 鎌倉市
鎌倉プリンスホテル 鎌倉市
湘南記念病院 鎌倉市
（株）泉山園 鎌倉市
菅原水熱（株） 鎌倉市
（有）原管工 鎌倉市



（有）酒井商店 鎌倉市
特養鎌倉静養館 鎌倉市
額田記念病院 鎌倉市
（株）立川工務店 鎌倉市
（株）京浜植物園 鎌倉市
社会福祉法人　聖テレジア会 鎌倉市
（株）現代建設 鎌倉市
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 鎌倉市
セコム（株）鎌倉支社 鎌倉市
（有）河野牛豚肉店 鎌倉市
菱栄テクニカ（株） 鎌倉市
（有）ナカムラ生花 鎌倉市
社団法人鎌倉市医師会 鎌倉市
セントケア鎌倉 鎌倉市
医療法人徳洲会　清川病院 鎌倉市
留置管理課（鎌倉警察署） 鎌倉市
介護老人保健施設　かまくら 鎌倉市
さがみ農業協同組合深沢支店 鎌倉市
訪問看護ステーションふかさわ 鎌倉市
在宅リハビリ訪問看護ステーションＴＯＭＯ鎌倉 鎌倉市
大和証券株式会社鎌倉支店 鎌倉市
株式会社　青菱コミュニティ 鎌倉市
有限会社　シンメイ商事 鎌倉市
三菱プレシジョン（株）鎌倉事業所 鎌倉市
神奈川日産自動車株式会社　鎌倉手広店 鎌倉市
神奈川スバル㈱鎌倉深沢店 鎌倉市
テイクオフ（株） 鎌倉市
医療法人鳥伝白川会　ドクターゴン鎌倉診療所 鎌倉市
二階堂デイサービスセンター 鎌倉市
ミサワリフォーム株式会社　鎌倉店 鎌倉市
ＦＶイーストジャパン株式会社 鎌倉市
医療法人森と海メンタルホスピタルかまくら山 鎌倉市
アマンダンブルー鎌倉 鎌倉市
東邦オート（株）ボルボ・カー鎌倉 鎌倉市
湘南運転代行 鎌倉市
社会福祉法人ほしづきの里 鎌倉市
有限会社五葉工業 鎌倉市
三菱電機特機システム（株）東部事業部 鎌倉市
社会福祉法人八寿会みどりの園鎌倉 鎌倉市
株式会社バニーフーズ 鎌倉市
ネッツトヨタ神奈川（株）ウェインズ鎌倉手広店 鎌倉市



一般社団法人森のきょうしつ 鎌倉市
株式会社佐々木土建 鎌倉市
東日本三菱自動車販売株式会社　鎌倉手広店 鎌倉市
有限会社深井工業 鎌倉市
医療法人光陽会　鎌倉ヒロ病院 鎌倉市
稲村ガ崎きしろ 鎌倉市
社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会 鎌倉市
有限会社ミノテ工業 鎌倉市
株式会社ＴＣＣ　リハスタジオ鎌倉由比ケ浜 鎌倉市
株式会社　テクノ・トランス 鎌倉市
株式会社　豊島屋 鎌倉市
デイサービス喜楽家・鎌倉 鎌倉市
神奈川ダイハツ販売株式会社　鎌倉手広店 鎌倉市
訪問看護ステーション　フレディ 鎌倉市
有限会社松中造園 鎌倉市
住友不動産販売株式会社鎌倉営業センター 鎌倉市
朝日生命保険相互会社鎌倉営業所 鎌倉市
鎌倉霊園事業所 鎌倉市
読売センター鎌倉深沢 鎌倉市
ワタミ株式会社 鎌倉市
株式会社ワンワールド 鎌倉市
ハーベスト株式会社　鎌倉工場 鎌倉市
有限会社コスモスインターナショナルスクール 鎌倉市
鎌倉市資源回収協同組合 鎌倉市
セコム医療システム株式会社 鎌倉市
クロスハート十二所・鎌倉　小規模多機能居宅介護 鎌倉市
株式会社メディカルケア湘南　マナ訪問看護リハビリステーション鎌倉 鎌倉市
神奈川トヨタ自動車株式会社トヨタモビリティ神奈川鎌倉深沢店 鎌倉市
クロスハート十二所・鎌倉　デイサービス 鎌倉市
湘南モノレール株式会社 鎌倉市
有限会社　長南商店 鎌倉市
いまここケア株式会社 鎌倉市
大船警察署 鎌倉市
株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市
長谷川金物 鎌倉市
横浜銀行大船支店 鎌倉市
株式会社　大船軒 鎌倉市
鎌倉しろやま幼稚園 鎌倉市
東京ガスエネワーク株式会社 鎌倉市
鎌倉市消防本部 鎌倉市
（株）田中工務店 鎌倉市



ナショナル・ベンデイング株式会社　湘南第二営業所 鎌倉市
三菱電機（株）情報技術総合研究所 鎌倉市
株式会社ＳＫＳ 鎌倉市
鎌倉カントリークラブ 鎌倉市
みずほ信託銀行株式会社大船支店 鎌倉市
増田電気（株） 鎌倉市
ミハル通信株式会社 鎌倉市
（株）みずほ銀行大船支店 鎌倉市
日産プリンス神奈川販売（株）大船店 鎌倉市
加藤工務店 鎌倉市
東京電力パワーグリッド（株）神奈川総支社大船事務所 鎌倉市
（株）小泉神奈川　大船営業所 鎌倉市
株式会社　白洋舎　神奈川支店 鎌倉市
さがみ農業協同組合玉縄支店 鎌倉市
鎌倉パブリックゴルフ場 鎌倉市
神奈川県鎌倉市今泉クリーンセンター 鎌倉市
共栄機械工事㈱ 鎌倉市
（有）まるべん 鎌倉市
菱電湘南エレクトロニクス株式会社 鎌倉市
三協重機㈱ 鎌倉市
株式会社　ミスノ 鎌倉市
学校法人大船いしい学園ひがし幼稚園 鎌倉市
おおぞら幼稚園 鎌倉市
（株）ファミリーマート湘南営業所 鎌倉市
東京シェルパック（株）鎌倉営業所 鎌倉市
渡忠機械㈱ 鎌倉市
学校法人　鎌倉みどり学園　認定こども園鎌倉みどりこども園 鎌倉市
（有）大船冷機工業 鎌倉市
セントケア神奈川株式会社　セントケア大船 鎌倉市
福祉クラブ生活協同組合　鎌倉センター 鎌倉市
高岸建設（株） 鎌倉市
株式会社　柴田電気 鎌倉市
医療法人　徳洲会　湘南鎌倉介護相談室 鎌倉市
大東建託株式会社　鎌倉支店 鎌倉市
あさひ健康福祉サービス株式会社 鎌倉市
有限会社立川商店 鎌倉市
中央労働金庫大船支店 鎌倉市
鎌倉プライムきしろ 鎌倉市
株式会社スズキ自販神奈川　スズキアリーナ鎌倉店 鎌倉市
株式会社スズケン鎌倉支店 鎌倉市
（有）アゼハラ設備 鎌倉市



医療法人社団湘南友和会 鎌倉市
一般社団法人　日本自動車連盟神奈川支部　鎌倉基地 鎌倉市
神奈川スバル株式会社鎌倉店 鎌倉市
社会医療法人財団互恵会　大船中央病院 鎌倉市
学校法人鎌倉女子大学 鎌倉市
さがみ農業協同組合大船支店 鎌倉市
公益財団法人　鎌倉市公園協会 鎌倉市
鎌倉市都市整備部作業センター 鎌倉市
浜銀ＴＴ証券株式会社　本店営業部 鎌倉市
コニカミノルタジャパン株式会社　大船事業所 鎌倉市
鎌倉薫風 鎌倉市
日本郵便株式会社　大船郵便局 鎌倉市
社会福祉法人　清和会　鎌倉清和園 鎌倉市
スマイルディサービス　鎌倉門前 鎌倉市
医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市
株式会社富士住建　鎌倉 鎌倉市
住宅情報館株式会社　鎌倉大船支店 鎌倉市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　大船店 鎌倉市
社会福祉法人　麗寿会　特別養護老人ホーム　ふれあいの泉 鎌倉市
ダイドービバレッジサービース（株）湘南営業所 鎌倉市
株式会社　シー・エフ・ネッツ 鎌倉市
有限会社　兵藤商事 鎌倉市
サファイヤ運転代行社 鎌倉市
お仏壇のはせがわ　大船店 鎌倉市
大和冷機工業株式会社　大船営業所 鎌倉市
介護老人保健施設　リハビリケア　湘南かまくら 鎌倉市
株式会社　オキカ 鎌倉市
介護老人保健施設　鎌倉幸寿苑 鎌倉市
三本珈琲株式会社　鎌倉総合工場 鎌倉市
イワタニ首都圏株式会社　湘南支店 鎌倉市
三井不動産リアルティ株式会社大船センター 鎌倉市
メルコエステートサービス株式会社南関東支店 鎌倉市
あおばデイサービス 鎌倉市
三菱電機ライフサービス株式会社　湘南支社 鎌倉市
医療法人社団善人会　湘南クリニック 鎌倉市
有限会社　カインドリーセンター 鎌倉市
株式会社　ジュピターテレコム 鎌倉市
医療法人社団　清康院　かがみ在宅クリニック 鎌倉市
公益社団法人　鎌倉市シルバー人材センター 鎌倉市
株式会社オープンハウス　大船センター 鎌倉市
アミカ鎌倉介護センター 鎌倉市



Ｋ＆Ｋコーポレーション株式会社 鎌倉市
愛心訪問看護ステーション 鎌倉市
株式会社　アシスタンス 鎌倉市
湘南おおふな訪問看護ステーション 鎌倉市
セアス株式会社 鎌倉市
朝日生命保険相互会社　大船営業所 鎌倉市
株式会社メディケアー　鎌倉事業所 鎌倉市
日信地所　株式会社 鎌倉市
フローレンスケアホーム鎌倉 鎌倉市
神奈川日産自動車（株）鎌倉大船店 鎌倉市
トヨタモビリティ神奈川　大船笠間店 鎌倉市
芙蓉建設工業株式会社 鎌倉市
読売センター　大船 鎌倉市
（株）佐久間商事　鎌倉営業所 鎌倉市
ガイア訪問看護ステーション鎌倉 鎌倉市
訪問マッサージはりきゅう　あん寿鎌倉 鎌倉市
田野モーター 藤沢市
有限会社柄沢園 藤沢市
有限会社山下工業所 藤沢市
西山土建 藤沢市
三觜建設 藤沢市
キーパー（株） 藤沢市
一ノ瀬金属 藤沢市
東神クリーンタオル 藤沢市
田中園 藤沢市
（株）エノモト 藤沢市
吉藤建設 藤沢市
ＮＯＫ（株）藤沢事業場 藤沢市
吉田設備工業 藤沢市
湘南ヤクルト販売株式会社 藤沢市
アテネ（株） 藤沢市
藤沢市興業公社 藤沢市
広瀬硝子建材㈱ 藤沢市
株式会社ホンダカーズ横浜　藤沢中央店 藤沢市
公益財団法人　藤沢市まちづくり協会シルバー人材センター 藤沢市
アルフレッサ株式会社 藤沢市
株式会社ジャックス湘南支店 藤沢市
田島（株） 藤沢市
協和通商 藤沢市
有限会社藤沼屋 藤沢市
株式会社さいか屋　藤沢店 藤沢市



大和証券株式会社藤沢支店 藤沢市
野村證券（株）藤沢支社 藤沢市
（株）りそな銀行藤沢支店 藤沢市
株式会社三井住友銀行藤沢支店 藤沢市
（株）大塚商会藤沢支店 藤沢市
株式会社ＮＴＴ東日本　南関東　神奈川西支店 藤沢市
小池造園 藤沢市
藤沢市役所 藤沢市
株式会社みずほ銀行　藤沢支店 藤沢市
スルガ銀行株式会社　藤沢支店 藤沢市
林塗装店 藤沢市
三徳商事株式会社 藤沢市
江ノ電エリアサービス株式会社 藤沢市
南関東日野自動車株式会社　湘南支店 藤沢市
藤嶺学園藤沢中・高等学校 藤沢市
田中建設工業 藤沢市
ふじがおか・ふじがおか第二幼稚園 藤沢市
むらおか幼稚園 藤沢市
西野製作所 藤沢市
エヌエスケーマイクロプレシジョン（株）藤沢工場 藤沢市
医療法人社団清心会藤沢病院 藤沢市
池上通信機械（株）システムセンター 藤沢市
日電工業（株） 藤沢市
有限会社ダイヤモンド工営 藤沢市
相和設備工業（株） 藤沢市
近藤乳業株式会社 藤沢市
田中商店 藤沢市
ＮＥＣフィールディング株式会社　神奈川県央支店　湘南営業所 藤沢市
綜合警備保障株式会社　湘南支社 藤沢市
三井住友信託銀行株式会社　藤沢支店 藤沢市
藤沢市消防局 藤沢市
藤沢水道営業所 藤沢市
藤沢土木事務所 藤沢市
湘南ミサワホーム（株） 藤沢市
有限会社東海管工 藤沢市
（株）西尾建設 藤沢市
住友林業株式会社住宅・建築事業本部　湘南支店 藤沢市
損害保険ジャパン株式会社 藤沢市
株式会社　大春工務店 藤沢市
ミネベアミツミ（株）藤沢工場 藤沢市
（株）横浜銀行　藤沢中央支店 藤沢市



三菱電機ビルソリューションズ（株）　湘南営業所 藤沢市
林工務店 藤沢市
株式会社フジカッター 藤沢市
三井不動産リアルティ株式会社　藤沢センター 藤沢市
湖南造園 藤沢市
鎌田工業 藤沢市
鵠沼工務店 藤沢市
川崎建設 藤沢市
株式会社加藤工務店 藤沢市
神谷建材店 藤沢市
株式会社程島商店 藤沢市
聖和学院第二幼稚園 藤沢市
学校法人　のぞみ学園　のぞみ幼稚園 藤沢市
湘南建設株式会社 藤沢市
宮下工業（株） 藤沢市
三松湘南営業所 藤沢市
株式会社和田 藤沢市
有限会社安場土木 藤沢市
学校法人愛恵学園辻堂二葉幼稚園 藤沢市
（株）誠進電業社 藤沢市
出川商店株式会社 藤沢市
（株）門倉組 藤沢市
有限会社辻堂自動車 藤沢市
藤沢警察署 藤沢市
大同工業株式会社湘南支店 藤沢市
日産プリンス神奈川販売株式会社藤沢店 藤沢市
大旭建業（株） 藤沢市
林石材産業（株） 藤沢市
日欧事務機（株） 藤沢市
（株）ケイ・エフ・ケイ 藤沢市
日東化学産業（株） 藤沢市
（株）田村工務店 藤沢市
セントラルフイットネスクラブ藤沢店 藤沢市
㈱アコス三共 藤沢市
三井住友海上火災保険（株）湘南支社 藤沢市
藤沢総合設備（株） 藤沢市
旭化成ホームズ（株）湘南支店 藤沢市
（株）アサンテ　湘南営業所 藤沢市
三井ホーム（株）湘南支店 藤沢市
株式会社東急コミュニティー湘南支店 藤沢市
（株）三光堂印刷 藤沢市



株式会社ウォーターエージェンシー藤沢通辻堂浄化センター 藤沢市
株式会社ウォーターエージェンシー神奈川オペレーションセンター藤沢大清水事業所 藤沢市
（株）橋本造園土木 藤沢市
愛光電気株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社秋本電設 藤沢市
伊藤商店隠れ里車屋 藤沢市
山龍造園土木興業 藤沢市
アクラブ藤沢 藤沢市
（株）伊藤園湘南支店 藤沢市
神明工務店 藤沢市
三喜工業（株） 藤沢市
落合電業社 藤沢市
社会福祉法人　藤沢市社会福祉協議会 藤沢市
神奈川日産自動車株式会社　藤沢店 藤沢市
株式会社保健科学研究所　湘南 藤沢市
丸萬モータース 藤沢市
東京ガスエネワーク株式会社　藤沢支店 藤沢市
高松建設株式会社 藤沢市
社会福祉法人喜寿福祉会　村岡ホーム・村岡ケアハウス 藤沢市
山藤建業株式会社 藤沢市
東急リバブル（株）藤沢センター 藤沢市
藤沢市南消防署 藤沢市
株式会社日立ビルシステム　湘南統括営業所 藤沢市
（株）東栄住宅　藤沢営業所 藤沢市
セコム株式会社湘南湘南統轄支社 藤沢市
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　藤沢支店 藤沢市
株式会社平和堂典礼 藤沢市
平安レイサービス（株）東事業部藤沢エリア 藤沢市
東京キリンビバレッジサービス（株）湘南支店 藤沢市
住友林業ホームテック（株）湘南支店 藤沢市
株式会社ジェイコム湘南・神奈川　湘南・鎌倉局 藤沢市
（株）横浜歯研 藤沢市
積水ハウス不動産東京（株）藤沢賃貸営業所 藤沢市
（株）メディケアー 藤沢市
社会福祉法人上村鵠生会鵠生園 藤沢市
ニチイケアセンター辻堂 藤沢市
社会福祉法人八寿会特別養護老人ホームみどりの園 藤沢市
湘南中央病院 藤沢市
学校法人南山学園　聖園女学院付属聖園幼稚園 藤沢市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社湘南支店 藤沢市
（株）タウンニュース社　藤沢支社 藤沢市



東電同窓電気株式会社　湘南営業所 藤沢市
ウエインズインポートカーズ株式会社　ＭＩＮＩ湘南 藤沢市
株式会社湘南マツダ藤沢南店 藤沢市
公益社団法人　神奈川県看護協会　かがやき訪問看護ステーション 藤沢市
ガーデンサービス株式会社 藤沢市
（株）日産サティオ湘南　藤沢鵠沼店 藤沢市
ソニーコンスーマーセールス株式会社　湘南支社 藤沢市
藤沢市南消防署　苅田出張所 藤沢市
横浜メルテック株式会社藤沢事業所 藤沢市
さがみ農業協同組合　村岡支店 藤沢市
さがみ農業協同組合辻堂支店 藤沢市
さがみ農業協同組合藤沢支店 藤沢市
さがみ農業協同組合　鵠沼支店 藤沢市
株式会社白洋舎　神奈川支店　藤沢営業所 藤沢市
社会福祉法人　創　ライフケアセンターまどか 藤沢市
ＳＭＢＣ日興証券株式会社　藤沢支店 藤沢市
特別養護老人ホーム　かりん 藤沢市
（株）三井住友銀行　湘南法人営業部 藤沢市
社会福祉法人藤沢育成会　サービスセンターぱる 藤沢市
（株）三菱ＵＦＪ銀行藤沢支店 藤沢市
藤沢市太陽の家 藤沢市
（株）白洋舎　大船営業所 藤沢市
株式会社日本旅行　藤沢支店 藤沢市
松川 藤沢市
第一三共株式会社　藤沢第一営業所 藤沢市
株式会社かんぽ生命保険　藤沢支店 藤沢市
ホシザキ湘南株式会社　藤沢営業所 藤沢市
住友不動産株式会社新築そっくりさん戸建事業部神奈川西エリア湘南営業所 藤沢市
有限会社ナースケアー 藤沢市
特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブいっ歩 藤沢市
ＮＴＴ－ＭＥ　神奈川事業所　神奈川ネットワークサービスセンター 藤沢市
さがみ農業協同組合羽鳥支店 藤沢市
日本郵便株式会社　藤沢郵便局 藤沢市
朝日土地建物株式会社　藤沢支店 藤沢市
協同油脂株式会社 藤沢市
ひろき訪問看護ステーション 藤沢市
老健リハビリセンタークローバーヴィラ 藤沢市
株式会社湘南マツダ　藤沢店 藤沢市
株式会社アメニティーサービス辻堂支店 藤沢市
株式会社ユニマットライフ　レンタル藤沢営業所 藤沢市
株式会社ゆうちょ銀行　藤沢店 藤沢市



株式会社池田理化 藤沢市
大和リビング株式会社湘南営業所 藤沢市
ミサワリフォーム株式会社　藤沢営業課 藤沢市
大東建託株式会社　湘南支店 藤沢市
ロイヤルホームセンター　藤沢店 藤沢市
株式会社アーネストワン藤沢営業所 藤沢市
渡辺パイプ株式会社湘南住建サービスセンター 藤沢市
株式会社木曽路藤沢店 藤沢市
株式会社アメニティーサービス　鎌倉営業所 藤沢市
株式会社ツクイ藤沢羽鳥 藤沢市
愛湘南ドライバーズ 藤沢市
大和ハウス工業株式会社湘南支店 藤沢市
セコム㈱テクノ事業本部神奈川支店湘南支所 藤沢市
ダンロップスポーツクラブ藤沢 藤沢市
住友不動産株式会社　注文住宅事業本部　神奈川西事業所 藤沢市
三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券株式会社　湘南支店 藤沢市
株式会社　新西興産湘南 藤沢市
株式会社ＵＲコミュニティ 藤沢市
一建設株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社　トキワ電気工業所 藤沢市
医療法人社団　南星会 藤沢市
タクトホーム株式会社藤沢店 藤沢市
ＪＣＯＭ株式会社　Ｊ：ＣＯＭプロダクション本部 藤沢市
東日本三菱自動車販売株式会社　藤沢店 藤沢市
ＹＫＫ　ＡＰ株式会社湘南支店 藤沢市
ネッツトヨタ神奈川株式会社辻堂浜見山店 藤沢市
イーケアーズ 藤沢市
株式会社湘南センチュリーモータースクール 藤沢市
藤沢税務署 藤沢市
キャノンシステムアンドサポート株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社シケン藤沢営業所 藤沢市
株式会社ヤマシタ　藤沢営業所 藤沢市
㈱三共消毒湘南営業所 藤沢市
管路整備センター 藤沢市
藤沢特別養護老人ホーム 藤沢市
介護老人保健施設　清流苑 藤沢市
マルコービルワーク株式会社 藤沢市
トヨタモビリティ神奈川　湘南藤沢店 藤沢市
株式会社サステナ 藤沢市
株式会社　ユーミーＣｌａｓｓ　本社 藤沢市
株式会社櫻井興業 藤沢市



株式会社ゆとり 藤沢市
東京海上日動火災保険株式会社　神奈川支店　湘南平塚支社 藤沢市
学校法人三幸学園 藤沢市
株式会社神奈川ナブコ　湘南営業所 藤沢市
神奈川トヨタ自動車株式会社　レクサス藤沢 藤沢市
有限会社湘南設備 藤沢市
住友不動産販売株式会社　藤沢営業センター 藤沢市
トヨタモビリティ神奈川　辻堂店 藤沢市
東京冷機工業株式会社湘南営業所 藤沢市
アテネ株式会社　第二工場 藤沢市
神奈川トヨタ自動車株式会社　藤沢テクニカルセンター 藤沢市
湘南藤沢徳洲会病院 藤沢市
在宅療養支援ステーション楓の風　湘南藤沢 藤沢市
藤沢市南消防署　鵠沼出張所 藤沢市
渡辺パイブ（株）　湘南サービスセンター 藤沢市
（株）オープンハウス・アーキテクト　藤沢展示場 藤沢市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　藤沢調査グループ 藤沢市
日本ハウスホールディングス　湘南支店 藤沢市
片瀬しおさい荘 藤沢市
西松建設株式会社 藤沢市
株式会社　富士通エフサス　湘南サービスセンター 藤沢市
幸友ホーム株式会社 藤沢市
明和自動車販売株式会社 藤沢市
株式会社角田吉五郎商店 藤沢市
株式会社キープ 藤沢市
東京海上日動調査サービス株式会社　湘南平塚損害サービス課 藤沢市
積水ハウス株式会社湘南支店 藤沢市
東京技工株式会社　横浜事業所湘南営業所 藤沢市
フォルクスワーゲン湘南鵠沼 藤沢市
株式会社　ウインインターナショナル　湘南営業所 藤沢市
日建リース工業　株式会社 藤沢市
山羽工業株式会社 藤沢市
株式会社　ローソン神奈川南支店 藤沢市
江の島ホテル 藤沢市
有限会社　ライト 藤沢市
パナソニックリビング株式会社　藤沢営業所 藤沢市
ハーベスト㈱ヨシケイ鎌倉営業所 藤沢市
ミモザ藤沢 藤沢市
日研トータルソーシング株式会社　湘南事業所 藤沢市
ダスキンヘルスレント湘南ステーション 藤沢市
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社　藤沢営業所 藤沢市



株式会社横浜銀行藤沢支店 藤沢市
有限会社　遠藤設備 藤沢市
日本郵便株式会社　南関東支社　藤沢営業統括本部 藤沢市
大和冷機工業株式会社　藤沢営業所 藤沢市
デイリハセンターひまわり藤沢 藤沢市
㈱タイセイ・ハウジー藤沢営業所 藤沢市
株式会社　メイテック　湘南エンジニアリングセンター 藤沢市
横浜トヨペット㈱湘南辻堂店 藤沢市
生活協同組合パルシステム神奈川　湘南センター 藤沢市
大東建託パートナーズ株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社　東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ　神奈川支店 藤沢市
株式会社みずほ銀行　湘南法人部 藤沢市
株式会社　ステップ　本部 藤沢市
医療法人篠原湘南クリニック　クローバーホスピタル 藤沢市
湘南誠心会 藤沢市
在宅看護センター　Ｌａｎａケア湘南藤沢 藤沢市
株式会社キープ　藤沢営業所 藤沢市
介護付有料老人ホームクローバーガーデン 藤沢市
アフラック生命保険株式会社　湘南支社 藤沢市
湘南Ｔ－ＳＩＴＥ 藤沢市
ＯＫＩクロステック株式会社 藤沢市
株式会社ツクイ　藤沢駅前営業所 藤沢市
株式会社　佐賀鉄工所 藤沢市
株式会社　佐賀鉄工所 藤沢市
株式会社　有隣堂 藤沢市
リストインターナショナルリアルティ株式会社　湘南支店 藤沢市
株式会社レオパレス２１　藤沢支店 藤沢市
布亀株式会社デリバリーセンター 藤沢市
第一環境株式会社　藤沢事務所 藤沢市
綜合警備保障株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社　オープンハウス　藤沢営業センター 藤沢市
株式会社モトーレン湘南　藤沢支店 藤沢市
株式会社　ガモウ藤沢支店 藤沢市
株式会社　柳川工業 藤沢市
サンキホーム株式会社　本店 藤沢市
サンキホーム株式会社　鵠沼海岸店 藤沢市
株式会社大神　藤沢支店 藤沢市
有限会社　小川ガラス建材 藤沢市
山本電氣工業株式会社　藤沢営業所 藤沢市
ラディックス株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社　新和 藤沢市



大関ジョイテック株式会社　藤沢営業所 藤沢市
キコーテック株式会社　神奈川営業所 藤沢市
株式会社　三栄建築設計　湘南営業所 藤沢市
ティー．エイチ．ピー．メディカルクリニック 藤沢市
ＭＯＮＥＴ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　株式会社　藤沢事業所 藤沢市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ　鵠沼エリアセンター 藤沢市
株式会社学研ココファン　藤沢ＳＳＴ 藤沢市
特別養護老人ホーム　カメリア藤沢ＳＳＴ 藤沢市
メルセデス・ベンツ藤沢 藤沢市
株式会社リフシア　リフシア鵠沼海岸 藤沢市
株式会社リフシア　リフシア神明 藤沢市
株式会社リフシア　リフシア辻堂 藤沢市
株式会社リフシア　リフシア藤が岡 藤沢市
デイサービス　喜楽家・柄沢 藤沢市
株式会社富士ハウジング　藤沢店 藤沢市
株式会社富士ハウジング　湘南モールフィル店 藤沢市
株式会社富士ハウジング　Ｌｕｚ湘南辻堂店 藤沢市
富士リアルティ株式会社 藤沢市
神奈川地所株式会社 藤沢市
スター電器製造株式会社 藤沢市
テイケイ株式会社　藤沢支社 藤沢市
株式会社プロスタッフ湘南 藤沢市
水ｉｎｇＡＭ株式会社　武田湘南管理事務所 藤沢市
一般社団法人　Ｌｉｆｅ＆Ｃｏｍ 藤沢市
ＮＰＯ法人　ぐるーぷ藤 藤沢市
相日防災株式会社　藤沢支店 藤沢市
大樹生命保険株式会社　藤沢営業部 藤沢市
株式会社　東峰地所 藤沢市
株式会社山室　藤沢店 藤沢市
神奈川ダイハツ販売株式会社　藤沢店 藤沢市
あいおいニッセイ同和インシュランスサービス株式会社 藤沢市
株式会社　介護の太助　藤沢店 藤沢市
株式会社ユーミーホールディングス 藤沢市
株式会社幸和 藤沢市
明治安田生命保険相互会社　湘南営業所 藤沢市
親栄測量設計株式会社 藤沢市
明治安田生命保険相互会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社八神製作所湘南営業所 藤沢市
株式会社ＦＰパートナー　湘南支社 藤沢市
フォーライフ株式会社 藤沢市
株式会社　建設技術研究所 藤沢市



読売センター藤沢中央 藤沢市
イーライフ株式会社　湘南営業所 藤沢市
読売センター藤沢東部 藤沢市
株式会社アベルコ湘南営業所 藤沢市
岡本工業株式会社藤沢作業所 藤沢市
株式会社藤沢ロックセンター 藤沢市
ハートケア湘南訪問リハビリステーションサテライトみなみ藤沢 藤沢市
クロスハート本鵠沼・藤沢デイサービス 藤沢市
訪問看護ステーション　デューン藤沢 藤沢市
株式会社オープンハウス・ディベロップメント藤沢事務所 藤沢市
遊びリパークＬｉｎｏ’ａ辻堂 藤沢市
セントケア看護小規模鵠沼 藤沢市
株式会社ダスキン藤沢 藤沢市
西建設工業（株） 藤沢市
御畜食肉センター 藤沢市
タイヨー建設株式会社 藤沢市
吉川産業 藤沢市
今井水道設備 藤沢市
（株）湘南台自動車学校 藤沢市
（株）長谷川土建 藤沢市
相模園 藤沢市
落合商事 藤沢市
藤本産業株式会社 藤沢市
長嶋園 藤沢市
（株）テクノステート 藤沢市
東京ゴム製作所 藤沢市
株式会社原田鍛工所 藤沢市
芙蓉樹脂工業（株） 藤沢市
ナショナルベンディング（株） 藤沢市
デノラ・ペルメレック株式会社 藤沢市
（株）渡博建設 藤沢市
有限会社大豊設備工業 藤沢市
いすゞ自動車株式会社藤沢工場 藤沢市
日本郵便株式会社　藤沢北郵便局 藤沢市
森山建設株式会社 藤沢市
三春産業株式会社 藤沢市
株式会社　湘南グリーンサービス 藤沢市
㈱鈴機商事 藤沢市
湘栄自動車工業 藤沢市
株式会社　櫻井商店 藤沢市
普川造園㈱ 藤沢市



秋葉台幼稚園 藤沢市
成勢商店 藤沢市
ミヤマ建設株式会社 藤沢市
富士中商会 藤沢市
（株）りそな銀行長後支店 藤沢市
サントリービバレッジソリューション株式会社　藤沢支店 藤沢市
相模幼稚園 藤沢市
菱和商事 藤沢市
エムデン無線工業　株式会社 藤沢市
小山株式会社　神奈川営業所 藤沢市
藤沢湘南台病院 藤沢市
株式会社横浜銀行長後支店 藤沢市
長後製パン 藤沢市
株式会社　羽根沢屋本店 藤沢市
日髙建設株式会社 藤沢市
つかさ幼稚園 藤沢市
株式会社登志ま園 藤沢市
さがみ農業協同組合本店 藤沢市
広田幼稚園 藤沢市
株式会社ホンダカーズ横浜　藤沢湘南台店 藤沢市
元旦ビューティ工業（株） 藤沢市
八代商会藤沢支店 藤沢市
青木幼稚園 藤沢市
株式会社渡辺武商店湘南支店 藤沢市
藤沢市北消防署 藤沢市
藤沢北警察署 藤沢市
（株）スズケン　藤沢支店 藤沢市
学校法人　湘南台学園 藤沢市
株式会社日産サティオ湘南湘南台店 藤沢市
東電同窓電気株式会社　藤沢営業所 藤沢市
日本大学生物資源科学部 藤沢市
青木工務店 藤沢市
学校法人平川学園六会幼稚園 藤沢市
㈱大仙工務店 藤沢市
株式会社カナトク 藤沢市
（株）福田屋 藤沢市
大盛工業株式会社 藤沢市
湘南送電工事（株） 藤沢市
株式会社　カンネツ 藤沢市
（株）田辺工務店 藤沢市
東京ガスネットワーク（株）湘南導管ネットワークセンター 藤沢市



増子電気工事（株） 藤沢市
（株）大木神奈川支店 藤沢市
中央機工（株） 藤沢市
大野設備工業㈱ 藤沢市
平川造園土木（株） 藤沢市
藤沢芙蓉幼稚園 藤沢市
株式会社三留工務店 藤沢市
（有）太陽ホーム産業 藤沢市
積和建設神奈川株式会社　藤沢支店 藤沢市
（有）森井工務店 藤沢市
株式会社金澤紙業 藤沢市
株式会社シオン学園　三共自動車学校 藤沢市
レモンガス株式会社藤沢支店 藤沢市
信光実業㈱ 藤沢市
株式会社　服部商店 藤沢市
（有）神大設備工業 藤沢市
株式会社原田 藤沢市
（株）カトー工業 藤沢市
新栄商工（株） 藤沢市
（株）ミヤマ藤沢支店 藤沢市
オイレス工業株式会社 藤沢市
日本ギア工業（株） 藤沢市
いすゞロジスティクス株式会社 藤沢市
プレス工業（株）藤沢工場 藤沢市
（有）水村工務店 藤沢市
ヤシマ食品（株） 藤沢市
（株）湘南ハウジング 藤沢市
シロキ工業（株）藤沢工場 藤沢市
清光建設（株） 藤沢市
（株）入内島土建 藤沢市
雄高電設（株） 藤沢市
（株）オシキリ湘南工場 藤沢市
㈱辰仁工務店 藤沢市
こばやし幼稚園 藤沢市
株式会社トーカイ 藤沢市
松南緑化産業株式会社 藤沢市
藤沢市環境事業センター 藤沢市
葉山設備工業（株） 藤沢市
善行森の幼稚園 藤沢市
安藤植木株式会社 藤沢市
（有）山幸建設 藤沢市



株式会社野口食品　湘南営業所 藤沢市
（株）川藤レンタル 藤沢市
株式会社関電工　神奈川配電支社藤沢営業所 藤沢市
関東設備工業（株） 藤沢市
藤沢若葉幼稚園 藤沢市
（株）村上組 藤沢市
芙蓉観光株式会社 藤沢市
羽田興業株式会社藤沢出張所 藤沢市
藤沢高等自動車学校 藤沢市
ハーベスト（株）ヨシケイ湘南営業所 藤沢市
株式会社　ホンダカーズ横浜藤沢中店 藤沢市
藤沢産業（株） 藤沢市
マックスポーツ株式会社　マックスポーツ藤沢 藤沢市
特定医療法人グループ・プラクティス研究会　藤沢御所見病院 藤沢市
山六木材（株） 藤沢市
湘南マテリアル建材（株） 藤沢市
建設工機（株） 藤沢市
セントラルフィットネスクラブ湘南ＬＴ 藤沢市
東京ラヂエーター製造株式会社 藤沢市
藤沢いずみ幼稚園 藤沢市
有限会社協進サービス 藤沢市
いすゞビルメンテナンス（株）藤沢事業部　オートサービス課 藤沢市
社会福祉法人光友会 藤沢市
（有）トミーウェイ 藤沢市
株式会社　協林 藤沢市
熊山園 藤沢市
蛭田造園 藤沢市
（株）コバヤシ藤沢支店 藤沢市
湘和産業株式会社 藤沢市
（有）長尾工務店 藤沢市
志賀産業（株） 藤沢市
富士丸工販（株） 藤沢市
（株）いすず中央研究所 藤沢市
東湘印版（株） 藤沢市
さがみ農業協同組合藤沢南営農センター六会支店 藤沢市
（有）伊澤電設 藤沢市
光洋建設（株） 藤沢市
（株）湘南営繕協会 藤沢市
社会福祉法人マロニエ会 藤沢市
有限会社　安室設備 藤沢市
（株）スズキ自販湘南藤沢営業所 藤沢市



（株）青木造園土木 藤沢市
（株）大西工業所 藤沢市
トモプロ株式会社　県央営業所 藤沢市
富士フイルムビズネスイノベーションジャパン（株）藤沢事業所 藤沢市
さがみ農業協同組合ＬＰガスセンター 藤沢市
聖園女学院付属聖園マリア幼稚園 藤沢市
社会福祉法人藤沢育成会湘南ゆうき村 藤沢市
（株）魚喜 藤沢市
ＫＢサ－ビス（株） 藤沢市
大東建託株式会社藤沢支店 藤沢市
（有）平沢乳業 藤沢市
（株）一平不動産 藤沢市
株式会社氣工社 藤沢市
いすゞビルメンテナンス（株） 藤沢市
田中土建工業株式会社　藤沢支店 藤沢市
株式会社巴商会湘南営業所 藤沢市
（株）中央プラントサービス 藤沢市
（株）遠藤製作所 藤沢市
普川測量（株） 藤沢市
クリナップ株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社　出羽商会 藤沢市
社会福祉法人喜寿福祉会　グリーンライフ湘南 藤沢市
藤沢市ガス事業協同組合 藤沢市
（株）ビルメンテナンス湘南リコー 藤沢市
（株）嵯峨造園土木 藤沢市
生活協同組合ユーコープ藤沢センター 藤沢市
学校法人　井上学園 藤沢市
誠翔会中沢内科医院 藤沢市
社会福祉法人ひばりハートピア湘南 藤沢市
（株）湘南第一興商湘南支店 藤沢市
株式会社いすゞテクノ 藤沢市
（株）エイアンドティー 藤沢市
ボークス株式会社フォルクスワーゲン湘南藤沢 藤沢市
（株）佐野造園土木 藤沢市
（株）ダイフク　関東支店 藤沢市
介護老人保健施設　湘南わかば苑 藤沢市
さがみ農業協同組合　総合経済センター 藤沢市
（有）　　レリアンス 藤沢市
さがみ協同開発株式会社 藤沢市
（株）　美装　湘南支店 藤沢市
エームサービス（株）いすゞ自動車藤沢工場事業所 藤沢市



（株）　サニクリーン東京　藤沢営業所 藤沢市
三和工業株式会社 藤沢市
藤沢北警察署　留置管理課 藤沢市
アサヒ産業環境 藤沢市
三浦工業（株）湘南支店 藤沢市
藤沢市北消防署御所見出張所 藤沢市
藤沢市北消防署西部出張所 藤沢市
さがみ農業協同組合長後支店 藤沢市
アロープラント株式会社 藤沢市
いすゞ車体株式会社 藤沢市
福友産業株式会社 藤沢市
不二サッシ関東　神奈川営業部 藤沢市
三ツ輪産業株式会社　藤沢営業所 藤沢市
綜合警備保障株式会社湘南支社湘南台営業所 藤沢市
藤沢育成会　よし介工芸館 藤沢市
（株）ホンダカーズ横浜　湘南台店 藤沢市
株式会社　荏原製作所　藤沢事業所 藤沢市
社会福祉法人光友会　ライフ湘南 藤沢市
生活協同組合パルシステム神奈川　藤沢センター 藤沢市
いすゞエンジニアリング株式会社 藤沢市
株式会社カンドーセキュリティ 藤沢市
芙蓉工業株式会社 藤沢市
福祉クラブ生協　らら・むーぶ藤沢 藤沢市
ふじさわ爽風舎 藤沢市
株式会社晴海工務店 藤沢市
神奈川日産自動車株式会社湘南台店 藤沢市
いすゞエステート株式会社 藤沢市
東建コーポレーション株式会社藤沢支店 藤沢市
社会福祉法人　いきいき福祉会 藤沢市
株式会社　ライフサポートエム 藤沢市
リコージャパン株式会社　藤沢事業所 藤沢市
いすゞロジスティクス（株）ＫＤ生産事業室 藤沢市
株式会社へいあん　へいあんホームケア藤沢 藤沢市
株式会社ホンダカーズ横浜Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ湘南台 藤沢市
株式会社　エネサンス関東　藤沢事業所 藤沢市
小松物産株式会社　神奈川支店 藤沢市
長州電設株式会社 藤沢市
三和石産株式会社 藤沢市
ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 藤沢市
株式会社荏原フィールドテック 藤沢市
有限会社　石田電設 藤沢市



デンタルサポート株式会社湘南台事業所 藤沢市
ミドリ安全株式会社藤沢支店 藤沢市
湘南科学株式会社 藤沢市
株式会社タカショー 藤沢市
株式会社ヤベ自動車工業 藤沢市
東亜電設株式会社 藤沢市
セントラルスイムクラブ湘南台 藤沢市
株式会社堀本工務店 藤沢市
ＪＡクミアイプロパン横浜駐在所 藤沢市
元旦ビューティー工業株式会社工務部 藤沢市
まつぼっくり 藤沢市
神奈川日産自動車株式会社　長後店 藤沢市
株式会社イノベイションオブメディカルサービス 藤沢市
ＪＡ全農かながわ　東部畜産事務所 藤沢市
株式会社　金沢工業 藤沢市
三峰無線株式会社　西関東支店 藤沢市
株式会社ミライト・ワン　藤沢技術センタ 藤沢市
エクシオインフラ㈱南関東支店 藤沢市
聖隷藤沢ウェルフェアタウン 藤沢市
白芳建設㈱ 藤沢市
イカリ消毒㈱藤沢営業所 藤沢市
トヨタエルアンドエフ神奈川（株）藤沢出張所 藤沢市
稲富重機㈱ 藤沢市
ＴＯＴＯ株式会社藤沢営業所 藤沢市
住宅情報館㈱湘南台店 藤沢市
株式会社コロナ　横浜営業所 藤沢市
㈱サカタのタネ　長後出張所 藤沢市
藤沢市資源循環協同組合 藤沢市
コロナテクニカルサービス㈱横浜営業所 藤沢市
㈱オフトコーポレーション 藤沢市
秋本食品株式会社　藤沢工場 藤沢市
有限会社後藤工業所 藤沢市
㈱ホンダカーズ横浜　中古車部ユーカー課 藤沢市
グランツ遠藤 藤沢市
ネッツトヨタ神奈川株式会社秋葉台店 藤沢市
ＳＯＭＰＯケア　湘南台　訪問介護 藤沢市
株式会社　ウェックス 藤沢市
㈱ナック・ダスキン事業部第六支店 藤沢市
特別養護老人ホーム睦愛園 藤沢市
社会福祉法人竹生会 藤沢市
文化シャッターサービス株式会社　湘南Ｓ．Ｓ 藤沢市



渡辺パイプ株式会社湘南台サービスセンター 藤沢市
グローリー株式会社湘南出張所 藤沢市
ネッツトヨタ神奈川株式会社湘南台店 藤沢市
ネッツトヨタ神奈川㈱Ｕ－ＣＡＲ湘南台 藤沢市
愛和電気　株式会社 藤沢市
社会福祉法人富士白苑　藤沢富士白苑 藤沢市
英運転代行 藤沢市
外装テックアメニティ株式会社　横浜営業所 藤沢市
株式会社伊藤造園土木 藤沢市
㈱イースト 藤沢市
湘南ケーブルビジョン株式会社藤沢事務所 藤沢市
株式会社ハウスメイトマネジメント　藤沢支店 藤沢市
株式会社　東海工業 藤沢市
サン介護マッサージ　藤沢営業所 藤沢市
有限会社朝日新聞藤沢販売 藤沢市
神奈川日産自動車（株）藤沢大庭店 藤沢市
富士フイルムＶＥＴシステムズ株式会社　神奈川営業所 藤沢市
㈱ユーミーＣｌａｓｓ　藤沢エリアセンタ－ 藤沢市
スポーツクラブＮＡＳ湘南台 藤沢市
アクシヴ運転代行 藤沢市
菊華株式会社 藤沢市
伊澤建設株式会社 藤沢市
さがみ農業協同組合　遠藤支店 藤沢市
坪井工業株式会社 藤沢市
湘南だいち 藤沢市
アシストＶ株式会社 藤沢市
東日本三菱自動車販売株式会社　長後店 藤沢市
株式会社ジャパンクリエイト藤沢営業所 藤沢市
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社関東支店湘南営業所 藤沢市
アイグステック株式会社 藤沢市
リビングプラザ株式会社 藤沢市
一般財団法人　関東電気保安協会　湘南事業所 藤沢市
株式会社やまか 藤沢市
東邦薬品株式会社　湘南営業所 藤沢市
医療法人社団健育会　湘南慶育病院 藤沢市
株式会社サンクレックス　横浜南技術センター 藤沢市
株式会社サウンドテクニカ 藤沢市
タイムズサービス株式会社　神奈川支店　藤沢営業所 藤沢市
ミライフ株式会社　藤沢オフィス湘南台店 藤沢市
株式会社湘南ケアライフ 藤沢市
エクシオグル－プ（株）湘南総合技術センタ 藤沢市



いすゞ自動車首都圏㈱藤沢支店 藤沢市
日本ギア工業株式会社　藤沢事業所 藤沢市
ｋ’Ｓ運行代行 藤沢市
株式会社横浜銀行湘南台支店 藤沢市
佐藤商事株式会社　神奈川コイルセンター 藤沢市
ヤマト自動車硝子株式会社茅ケ崎店 藤沢市
（株）露木商事 藤沢市
神中興業株式会社 藤沢市
山羽メンテナンス有限会社 藤沢市
株式会社ＩＣＯＮＳ 藤沢市
ぐるんとびー訪問看護ステーション 藤沢市
株式会社　一藤 藤沢市
有限会社橋本設備興業 藤沢市
医療法人大樹会　ふれあいの桜 藤沢市
（株）エー・エル・シー　プジョー湘南藤沢 藤沢市
株式会社　東湘 藤沢市
株式会社エコアース 藤沢市
有限会社藤菅工業 藤沢市
株式会社エムズフロンティア 藤沢市
株式会社　グリーンサポート 藤沢市
神奈川県中央児童相談所 藤沢市
パラマウントケアサービス株式会社湘南営業所 藤沢市
東京冷機工業株式会社　神奈川出張所 藤沢市
東京ガスネットワーク株式会社　神奈川設備保安センター 藤沢市
医療法人社団松和会　湘南星和クリニック 藤沢市
訪問看護ステーション湘南ゆずリハ 藤沢市
湘南ゆずクリニック 藤沢市
ライフケアガーデン湘南 藤沢市
一般社団法人ふれあいの郷 藤沢市
医療法人社団　若葉会　湘南食サポート歯科 藤沢市
タツミ訪問看護ステーション湘南台 藤沢市
エヌ・オーシステム株式会社 藤沢市
ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ藤沢大庭 藤沢市
株式会社マスタックエフ 藤沢市
株式会社平工務店 藤沢市
京三エレコス株式会社　湘南営業所 藤沢市
株式会社久世　藤沢ＤＣ 藤沢市
半沢建設株式会社 藤沢市
チガサキレンタル株式会社　藤沢営業所 藤沢市
大昭工業株式会社 藤沢市
協同組合藤沢市建設資源リサイクルセンター 藤沢市



医療法人社団健育会　湘南慶育訪問看護ステーション 藤沢市
医療法人社団健育会　湘南慶育訪問看護ステーションサテライト 藤沢市
有限会社　湘南車輌サービス　藤沢営業所 藤沢市
アット代行 藤沢市
アット代行湘南 藤沢市
湘南ケアライフ　ひまわり善行 藤沢市
一般社団法人つかさ　在宅看護センターＬａｎａケア湘南 藤沢市
介護老人保健施設ケアパーク湘南台 藤沢市
村田会湘南大庭病院 藤沢市
コンフォ－タス湘南台 藤沢市
デイリハセンターひまわり湘南台 藤沢市
五右衛門株式会社 藤沢市
神奈川県大和綾瀬地域児童相談所 藤沢市
株式会社都実業　藤沢支店 藤沢市
ニチイケアセンター長後 藤沢市
タイムズ２４株式会社　神奈川支店　藤沢営業所 藤沢市
株式会社達磨リフォーム　藤沢土棚店 藤沢市
株式会社アカデメイア　藤沢支店 藤沢市
（株）ユーミーＣｌａｓｓ　湘南台エリアセンター 藤沢市
株式会社ニッショウ　藤沢営業所 藤沢市
株式会社リフシア　リフシア善行 藤沢市
サロンデイリビング藤沢石川 藤沢市
ココファン健康リハかえる湘南台 藤沢市
株式会社リフシア　リフシア大庭 藤沢市
株式会社　三幸工業 藤沢市
（株）ヨコハマタイヤジャパン首都圏営業本部　神奈川カンパニー藤沢営業所 藤沢市
株式会社　大和設備 藤沢市
クリエイト株式会社　湘南営業所 藤沢市
株式会社ハマキョウレックス　藤沢第二センター 藤沢市
ハートケア湘南訪問看護リハビリステーション 藤沢市
株式会社ファインプロダクト 藤沢市
仲介プラザ株式会社 藤沢市
株式会社Ｇｉｎｚａ　湘南台駅前営業所 藤沢市
タイヤセレクトかめい野 藤沢市
けあぶる訪問看護ステーション湘南台 藤沢市
ハートケアゆーゆーテラス長後 藤沢市
クリエーティブカミヤ株式会社　藤沢営業所 藤沢市
ファーストコントロール株式会社 藤沢市
ココファン湘南（藤沢） 藤沢市
藤沢貿易株式会社 藤沢市
株式会社　ＴＰＳ湘南 藤沢市



公益財団法人藤沢市保健医療財団 藤沢市
小泉機器工業株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社オリエント総業 藤沢市
株式会社　神奈川環境研究所 藤沢市
タイチマシナリー株式会社　藤沢工場 藤沢市
株式会社　内田商店 藤沢市
有限会社　起田組 藤沢市
有限会社オハラ電設 藤沢市
すばる訪問看護リハビリステーション 藤沢市
株式会社ヤスムラ　藤沢営業所 藤沢市
朝日生命保険（相）湘南台営業所 藤沢市
福祉クラブ生活協同組合藤沢センター 藤沢市
パナソニックエイジフリー（株）ケアセンター湘南ライフタウンデイサービス 藤沢市
青梅トーヨー住器（株）湘南支店 藤沢市
アジア陸送株式会社　藤沢営業所 藤沢市
株式会社ワコー商事 藤沢市
社会福祉法人ひばり　湘南むぎばたけ 藤沢市
有限会社　生井興業 藤沢市
有限会社　森井空調　藤沢工場 藤沢市
公益財団法人藤沢市まちづくり協会 藤沢市
（株）小泉相模　藤沢営業所 藤沢市
読売センター藤沢大庭 藤沢市
株式会社リフレッシュ湘南営業所 藤沢市
神奈川トヨタ自動車（株）　中古車タウン湘南 藤沢市
株式会社進斗　読売センター藤沢善行 藤沢市
株式会社アレップス　藤沢サービスセンター 藤沢市
有限会社　鈴木商事 藤沢市
医療法人社団悠翔会　ココロまち診療所 藤沢市
中央日化サービス株式会社　湘南営業所 藤沢市
クロスハート湘南台二番館 藤沢市
クロスハート湘南台二番館　デイサービス 藤沢市
株式会社トランスポート金沢　藤沢営業所 藤沢市
新日本ＰＬＵＳＩＥ株式会社　神奈川支部 藤沢市
有限会社　大九産業 藤沢市
トヨタモビリティ神奈川　藤沢石川店 藤沢市
株式会社　井田商事 藤沢市
株式会社バンカー 藤沢市
生和コーポレーション株式会社　藤沢支店 藤沢市
Ｃ．ＮＥＴ株式会社 藤沢市
株式会社ライズ・アップ　神奈川営業所 藤沢市
株式会社マキタ　湘南営業所 藤沢市



株式会社ホンダカーズ中央神奈川　藤沢北店 藤沢市
グレースデンタルメディカルクリニック湘南分院 藤沢市
（株）小野寺組 高座郡
茅ケ崎警察署 茅ヶ崎市
特別養護老人ホーム　ふれあいの森 茅ヶ崎市
京急茅ケ崎自動車学校 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市役所 茅ヶ崎市
亀井工業　株式会社 茅ヶ崎市
相模開発 高座郡
（株）永沢興業 茅ヶ崎市
株式会社　湘南ユニテック 高座郡
日本郵便株式会社茅ヶ崎郵便局 茅ヶ崎市
チガサキレンタル株式会社 茅ヶ崎市
小林鋼材 茅ヶ崎市
社会福祉法人　かがやき 茅ヶ崎市
米寿会 茅ヶ崎市
茅ヶ崎石油（株） 茅ヶ崎市
（株）スリーハンドレットクラブ 茅ヶ崎市
株式会社　　テクノサンキョー 茅ヶ崎市
（株）サクマ土建 茅ヶ崎市
株式会社　菊地土建 高座郡
アオキミツル商事 茅ヶ崎市
東海産業㈱　湘南支店 茅ヶ崎市
神奈川日産自動車（株）　茅ケ崎今宿店 茅ヶ崎市
武藤電気商会 茅ヶ崎市
中野設計工務株式会社 茅ヶ崎市
（株）湘南ブックセンター 高座郡
神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市消防署 茅ヶ崎市
株式会社　クドー工業 茅ヶ崎市
株式会社　湘南汚水研究所 茅ヶ崎市
神奈川県企業庁寒川浄水場 高座郡
大勝建設（株） 茅ヶ崎市
さがみ農業協同組合寒川支店 高座郡
寒川町役場 高座郡
日本キャタピラー合同会社　湘南営業所 高座郡
小川工務店 茅ヶ崎市
有限会社蛭田商店 高座郡
（株）サンエ－サンクス 高座郡
株式会社湘南カントリークラブ 茅ヶ崎市
ＴＯＴＯ（株）茅ケ崎工場 茅ヶ崎市



（株）サンケイ 高座郡
井村ガス（株） 高座郡
日本プレス工業（株） 茅ヶ崎市
河西工業㈱ 高座郡
第一カッター興業（株） 茅ヶ崎市
大村紙業（株）湘南事業部 茅ヶ崎市
モリタ宮田工業株式会社　茅ヶ崎工場 茅ヶ崎市
神奈川スバル　株式会社　湘南店 茅ヶ崎市
浅岡建設（株） 茅ヶ崎市
株式会社　アルバック 茅ヶ崎市
さがみ農業協同組合茅ケ崎営農経済センター 茅ヶ崎市
（株）フジプロ 茅ヶ崎市
新明和工業（株）寒川工場 高座郡
有限会社寒川公衆衛生社 高座郡
日産工機（株） 高座郡
古河産業（株） 茅ヶ崎市
株式会社みずほ銀行　茅ケ崎支店 茅ヶ崎市
（株）小室栄電社 茅ヶ崎市
寿重機（株） 高座郡
（株）やまなか園建設 茅ヶ崎市
㈲田口設備工業所 茅ヶ崎市
茅ヶ崎東光電気（株） 茅ヶ崎市
有限会社　山本ポンプ工業 茅ヶ崎市
株式会社横浜銀行　茅ケ崎支店 茅ヶ崎市
レンゴー（株）湘南工場 高座郡
有限会社加藤工務店 茅ヶ崎市
有限会社山田建材 高座郡
株式会社三菱ＵＦＪ銀行茅ケ崎支店 茅ヶ崎市
株式会社勝栄工業 高座郡
（株）丸越 茅ヶ崎市
金庫屋商工（株） 茅ヶ崎市
（株）大西工務店 高座郡
茅ヶ崎機械産業（株） 茅ヶ崎市
茅ヶ崎市環境事業センター 茅ヶ崎市
株式会社　林水泳教室 茅ヶ崎市
（株）湘南いざわ 茅ヶ崎市
（株）サトウ 茅ヶ崎市
有限会社岡崎瓦店 茅ヶ崎市
共栄ナマコン（株） 高座郡
湘南シーサイド開発株式会社 茅ヶ崎市
（株）富士建設 茅ヶ崎市



（株）木内 茅ヶ崎市
（有）小泉工業所 茅ヶ崎市
アルバックテクノ株式会社 茅ヶ崎市
東京応化工業（株）相模事業所 高座郡
コーワテック株式会社 高座郡
（株）ホンダカーズ中央神奈川辻堂店 茅ヶ崎市
有限会社原田土木工業 茅ヶ崎市
赤池産業（株） 高座郡
株式会社　梅屋幸 高座郡
三和建材（株） 茅ヶ崎市
日本ユニット（株） 茅ヶ崎市
環境装備株式会社湘南事務所 高座郡
（株）第一設備商会 茅ヶ崎市
湘南新聞販売（株） 茅ヶ崎市
ヤンテック株式会社 茅ヶ崎市
（株）大一製菓 茅ヶ崎市
（株）浜田屋 茅ヶ崎市
（株）菱和園 高座郡
株式会社弘電社 茅ヶ崎市
中日ゴム商事 茅ヶ崎市
（株）秋北 茅ヶ崎市
寒川神社 高座郡
（株）サガミ湘南支店 茅ヶ崎市
（株）二興美建 茅ヶ崎市
神奈川電設（株） 茅ヶ崎市
南幸成熱（株） 茅ヶ崎市
株式会社マルイ設備 茅ヶ崎市
株式会社今西銘木店 高座郡
有限会社杉崎設備工業 高座郡
日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社 茅ヶ崎市
株式会社ミヤザワ　段ボール事業本部 茅ヶ崎市
（株）たまや 茅ヶ崎市
茅ヶ崎浜見平幼稚園 茅ヶ崎市
学校法人平和学園 茅ヶ崎市
学校法人志徳学園　香川富士見丘幼稚園 茅ヶ崎市
茅ヶ崎すみれ幼稚園 茅ヶ崎市
高砂幼稚園 茅ヶ崎市
茅ヶ崎みなもと幼稚園 茅ヶ崎市
村山建設（株） 茅ヶ崎市
学校法人荻野学園ひかりの子幼稚園 茅ヶ崎市
倉見幼稚園 高座郡



株式会社　金子建材土木 高座郡
神央設備（株）倉見工場 高座郡
東邦チタニウム株式会社 茅ヶ崎市
ショコー産業（株）湘南スイミングスクール 茅ヶ崎市
寒川さくら幼稚園 高座郡
株式会社三堀建材 茅ヶ崎市
敷島製パン（株）パスコ湘南工場 高座郡
有限会社朝日自動車工業 茅ヶ崎市
稲岡ホーム建設（株） 茅ヶ崎市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　茅ヶ崎中央店 茅ヶ崎市
日本郵便株式会社寒川郵便局 高座郡
山崎商工美化サービス株式会社 茅ヶ崎市
（株）日産サティオ湘南茅ケ崎店 茅ヶ崎市
神奈川東和薬品（株） 高座郡
一之宮相和幼稚園 高座郡
株式会社　パルバル湘南スポーツクラブ 茅ヶ崎市
（医）康心会　茅ヶ崎中央病院 茅ヶ崎市
ささき工業（株） 茅ヶ崎市
ロジスネクスト東京株式会社　寒川サービスセンター 高座郡
株式会社　児玉通信 茅ヶ崎市
（株）シンエー 茅ヶ崎市
株式会社昭栄 茅ヶ崎市
公益財団法人　神奈川県都市整備技術センター 茅ヶ崎市
コバシ株式会社湘南工場 高座郡
社会福祉法人翔の会　空と海 茅ヶ崎市
有限会社竹内商店 茅ヶ崎市
有限会社井上左官店 茅ヶ崎市
有限会社内田造園 茅ヶ崎市
小島肥料有限会社 茅ヶ崎市
（株）若林工務店 茅ヶ崎市
有限会社協栄産業 茅ヶ崎市
有限会社三恵電設 茅ヶ崎市
株式会社キ－プダスキン寒川町支店 高座郡
株式会社　進和 高座郡
有限会社デルメクス 茅ヶ崎市
桃神興産有限会社 茅ヶ崎市
（社）茅ケ崎市シルバー人材センター 茅ヶ崎市
東建コーポレーション（株）湘南支店 茅ヶ崎市
共立土木（株） 茅ヶ崎市
（株）コンバート技健 茅ヶ崎市
日本ダスト（株）湘南営業所 高座郡



吉田組 高座郡
二木組 高座郡
平安レイサービス株式会社　茅ヶ崎エリア 茅ヶ崎市
社会福祉法人吉祥会寒川ホーム 高座郡
株式会社えぼし 茅ヶ崎市
株式会社　湘南推進工業 高座郡
（株）ウスイ植物園 高座郡
（株）トーヨーテクノ 茅ヶ崎市
新光機械（株） 茅ヶ崎市
社会福祉法人湘南福寿会 茅ヶ崎市
二葉工務店 高座郡
株式会社　コーメー 高座郡
公益社団法人寒川町シルバー人材センター 高座郡
金子興業 高座郡
上野住設（株） 茅ヶ崎市
（株）加賀妻工務店 茅ヶ崎市
株式会社高伸 茅ヶ崎市
医療法人社団湘南健友会　長岡病院 茅ヶ崎市
寒川町社会福祉協議会 高座郡
ミスミ建設 茅ヶ崎市
高砂産業 高座郡
ひざしの丘湘南つつみ苑 茅ヶ崎市
特別養護老人ホーム　きくの郷 高座郡
東京応化工業（株）湘南事業所 高座郡
甲斐産業株式会社　寒川工事事務所 高座郡
タイヘイ株式会社　湘南営業所 茅ヶ崎市
帖佐造園土木株式会社 高座郡
留置管理課 茅ヶ崎市
神奈川県警察第二交通機動隊 茅ヶ崎市
セントケア　茅ヶ崎 茅ヶ崎市
株式会社湘南総建 茅ヶ崎市
株式会社さがみくみあいサービス 高座郡
藤沢土木事務所汐見台庁舎 茅ヶ崎市
さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店 茅ヶ崎市
さがみ農業協同組合小出支店 茅ヶ崎市
さがみ農業協同組合つるみね支店 茅ヶ崎市
さがみ農業協同組合茅ケ崎支店 茅ヶ崎市
エフエムシー 茅ヶ崎市
双葉鉄道工業（株）湘南・湘南土木センター 高座郡
キリンメンテナンスサービス株式会社 高座郡
蒲田ゴム株式会社湘南支店 茅ヶ崎市



大和証券株式会社茅ヶ崎支店 茅ヶ崎市
特別養護老人ホーム　湘南くすの木 茅ヶ崎市
神奈川日産自動車株式会社茅ヶ崎本村店 茅ヶ崎市
阿部施工株式会社 茅ヶ崎市
有限会社　湘南カンセー 茅ヶ崎市
社会福祉法人　讃助の会　介護老人福祉施設　ハピネス茅ヶ崎 茅ヶ崎市
亀井工業ホールディングス株式会社 茅ヶ崎市
ヨシケイ　茅ヶ崎寒川営業所 高座郡
㈱　へいあん　茅ヶ崎営業所 茅ヶ崎市
ＵＣＣコーヒープロフェッショナル株式会社湘南支店 高座郡
丸ト鶏卵販売㈱神奈川工場 高座郡
神奈川県流域下水道整備事務所 茅ヶ崎市
㈲上総工業 高座郡
あかしあ訪問看護ステーション 茅ヶ崎市
㈱山本工業 高座郡
茅ヶ崎新北陵病院 茅ヶ崎市
ロジスネクスト東京株式会社　湘南支店 高座郡
㈱シーピーエス 茅ヶ崎市
日本表面化学㈱ 茅ヶ崎市
株式会社サングリーン湘南支店 高座郡
バンビー代行 茅ヶ崎市
相模電気工事　株式会社 茅ヶ崎市
ＳＯＭＰＯケア茅ヶ崎　訪問介護 茅ヶ崎市
有限会社　あすか 茅ヶ崎市
神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課茅ヶ崎駐在事務所 茅ヶ崎市
㈱クリタス神奈川営業所 茅ヶ崎市
浜銀ＴＴ証券㈱　茅ヶ崎支店 茅ヶ崎市
ハヤトエンプラ 高座郡
株式会社カネダ 茅ヶ崎市
株式会社　兼子　湘南工場 茅ヶ崎市
上原工務店 茅ヶ崎市
キッツスポ－ツスクエア茅ヶ崎 茅ヶ崎市
株式会社　阿諏訪建設 高座郡
株式会社　ツクイ　茅ヶ崎浜見平 茅ヶ崎市
ツクイ茅ヶ崎室田 茅ヶ崎市
株式会社ゼロ湘南整備センタ－ 高座郡
株式会社　東栄住宅　茅ヶ崎営業所 茅ヶ崎市
株式会社　エス・ディー 高座郡
学校法人　茅ヶ崎恵泉学園　恵泉幼稚園 茅ヶ崎市
有限会社　湘南ちがさき屋十大 茅ヶ崎市
株式会社　坂本電設 高座郡



湘南福祉センター　下宿屋 茅ヶ崎市
株式会社トーホーフードサービス　厚木支店 高座郡
八清建設 茅ヶ崎市
ダイドービバレッジサービス（株）ＤＳＳ営業所 高座郡
ジープ／アルファロメオ／フィアット／アバルト藤沢湘南 茅ヶ崎市
株式会社　ダイトーフジテック茅ヶ崎リサイクルセンター 茅ヶ崎市
訪問リハビリ看護　サービスモーション 茅ヶ崎市
ポゾリスソリューションズ株式会社首都圏支店 茅ヶ崎市
東海旅客鉄道（株）新幹線事業本部　湘南保線所 高座郡
有限会社　三征 高座郡
居宅介護支援センター松林 茅ヶ崎市
社会福祉法人　湘南望青会 茅ヶ崎市
神奈川トヨタ自動車株式会社　トヨタモビリティ神奈川　茅ヶ崎店 茅ヶ崎市
株式会社　ブルボン 高座郡
茅ヶ崎市資源分別回収協同組合 茅ヶ崎市
寒川営農経済センター 高座郡
ホクリョウ住設株式会社 茅ヶ崎市
ＪＸ金属株式会社　倉見工場 高座郡
藤沢紙工株式会社 茅ヶ崎市
有限会社　湘南クラフト 茅ヶ崎市
前田道路株式会社 茅ヶ崎市
社会福祉法人　茅ケ崎市社会福祉事業団 茅ヶ崎市
ふれあい活動ホーム赤羽根 茅ヶ崎市
株式会社小泉相模　茅ヶ崎営業所 茅ヶ崎市
ふれあいの麗寿 茅ヶ崎市
元町ケアセンター 茅ヶ崎市
有限会社　石川工業 茅ヶ崎市
茅ヶ崎ケアセンターそよ風 茅ヶ崎市
平子石材工業株式会社 茅ヶ崎市
神奈川県立茅ケ崎里山公園 茅ヶ崎市
ツヅキ工業株式会社 茅ヶ崎市
アサヒプリテック株式会社 高座郡
茅ヶ崎市保健所 茅ヶ崎市
株式会社ＮＫ企画 高座郡
あづま自動車工業株式会社 茅ヶ崎市
株式会社ビシュウ 茅ヶ崎市
協立電機工業株式会社 茅ヶ崎市
社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 茅ヶ崎市
さむかわ訪問看護ステーション 高座郡
宗教法人寒川神社寒川病院 高座郡
株式会社リアルネット 茅ヶ崎市



ジャガーランドローバー湘南湘南ショールーム 茅ヶ崎市
有限会社　リード商会 茅ヶ崎市
茅ヶ崎徳洲会病院 茅ヶ崎市
特別養護老人ホームつるみね 茅ヶ崎市
ヒューマンヤード株式会社湘南ＢＡＳＥ 茅ヶ崎市
エヌジーケイ・フィルテック株式会社 茅ヶ崎市
介護老人保健施設　ふれあいの丘 茅ヶ崎市
ミモザ寒川 高座郡
デイサービスゆい　香川ヘルパーステーション結 茅ヶ崎市
株式会社　星 高座郡
結の家　りあん 茅ヶ崎市
株式会社タツタ環境分析センター 茅ヶ崎市
竜泉寺の湯　湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市
リール訪問看護リハビリステーション茅ケ崎 茅ヶ崎市
翔の会訪問看護ステーションつばさ 茅ヶ崎市
東海旅客鉄道株式会社　湘南電気技術センター 高座郡
敷島製パン株式会社　東日本冷食部湘南 高座郡
医療法人社団　康心会　介護老人保健施設　ふれあいの渚 茅ヶ崎市
正栄学園　湘南こども園 高座郡
株式会社　総栄 茅ヶ崎市
株式会社日産オートモーティブテクノロジー 高座郡
株式会社　フジ食品 高座郡
株式会社ニッショウ　本店営業所 茅ヶ崎市
合同会社　Ｈｏｒｉｚｏｎ　ＬｉｔｌｌｅＳｔａｒｆｉｓｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｃｈｏｏｌ 茅ヶ崎市
ジョイフル合同会社 高座郡
医療法人社団　康心会　湘南東部総合病院 茅ヶ崎市
有限会社ラテラル・テック 高座郡
株式会社エコロテックス湘南 高座郡
ふれあいの百合 茅ヶ崎市
居宅介護支援センター　ふれあい北口ケアセンター 茅ヶ崎市
和光紙器株式会社海老名事業所 高座郡
訪問看護茅ヶ崎ふれあいステーション 茅ヶ崎市
三幸医化学薬品株式会社 高座郡
湘南中央宅配センター 茅ヶ崎市
株式会社　ランテック　本社 茅ヶ崎市
株式会社　ＥＮＥＯＳフロンティア 高座郡
株式会社　住まいる建設 茅ヶ崎市
介護老人保健施設ケアパーク茅ヶ崎 茅ヶ崎市
有限会社　坂本商店 茅ヶ崎市
有限会社　上野商店 茅ヶ崎市
訪問介護事業所　あさがお湘南茅ヶ崎 茅ヶ崎市



（株）ホンダカーズ中央神奈川　サービスセンター寒川 高座郡
株式会社　パシフィック湘南 茅ヶ崎市
株式会社　ＥＮＥＯＳウイング　寒川リペア工場 高座郡
株式会社　リフシア　リフシア松が丘 茅ヶ崎市
株式会社　リフシア　リフシア萩園 茅ヶ崎市
株式会社　リフシア　リフシア矢畑 茅ヶ崎市
株式会社　日本サプライ　湘南事業所 高座郡
株式会社　リフシア　リフシア香川 茅ヶ崎市
株式会社　リフシア　リフシア柳島 茅ヶ崎市
株式会社　リフシア　リフシア松林 茅ヶ崎市
株式会社　リフシア　リフシア浜之郷 茅ヶ崎市
株式会社　ユーミーＣｌａｓｓ　茅ヶ崎エリアセンター 茅ヶ崎市
株式会社　ＫＡＴ　湘南営業所 高座郡
株式会社　明商　神奈川営業所 茅ヶ崎市
西久保保育園 茅ヶ崎市
杉田エース株式会社　神奈川第一営業所 高座郡
株式会社　スチールポリッシュ神奈川 高座郡
株式会社　ムサシエンジニアリング　神奈川営業所　首都圏ＬＣ 高座郡
けあぶる訪問看護ステーション湘南辻堂 茅ヶ崎市
株式会社　マザー湘南　訪問看護そよかぜ 茅ヶ崎市
デイサービス　リハケア茅ヶ崎 茅ヶ崎市
株式会社　クローバー 茅ヶ崎市
茅ヶ崎駅前訪問看護ステーション 茅ヶ崎市
湘南マドカ幼稚園 茅ヶ崎市
有限会社　山﨑商店 茅ヶ崎市
トシン電機　株式会社　藤沢営業所 茅ヶ崎市
湘南やまゆり第二幼稚園 茅ヶ崎市
株式会社　ヤマダデンキ　ＬＡＢＩ　ＬＩＦＥ　ＳＥＬＥＣＴ茅ヶ崎 茅ヶ崎市
杉田エース株式会社　神奈川流通センター 高座郡
三興商事株式会社　茅ヶ崎営業部 茅ヶ崎市
笑顔のえき　くらみ 高座郡
アルファ・ラバル株式会社 高座郡
サンボード株式会社 高座郡
株式会社　ｔｏｉ 高座郡
株式会社　リンクスコンストラクションズ 茅ヶ崎市
株式会社　湘南トレンディー　ＹＣ湘南海岸 茅ヶ崎市
翔の会　萩園ケアセンター　通所介護 茅ヶ崎市
株式会社　フォーライフ企画 茅ヶ崎市
児童発達支援センター　うーたん 茅ヶ崎市
株式会社　出雲水理管理センター 茅ヶ崎市
株式会社　ナカムラ 茅ヶ崎市



読売新聞　茅ヶ崎北部 茅ヶ崎市
株式会社　井上 茅ヶ崎市
読売センター　茅ヶ崎中央 茅ヶ崎市
株式会社　平本商会 茅ヶ崎市
神奈川サンライト有限会社 茅ヶ崎市
株式会社　神酒連　湘南支店 茅ヶ崎市
株式会社　ネットリユース 茅ヶ崎市
有限会社　きずな訪問看護ステーション 茅ヶ崎市
株式会社　アットライフ 高座郡
株式会社　鳶相田　堤事務所 茅ヶ崎市
ちがさきタンブー東海岸 茅ヶ崎市
東日本旅客鉄道株式会社　横浜支社　湘南・相模統括センター 茅ヶ崎市
社会福祉法人　翔の会　ちがさきの木魂 茅ヶ崎市
株式会社　鳶相田 茅ヶ崎市
神奈川トヨタ自動車株式会社　茅ヶ崎東店 茅ヶ崎市
株式会社　大久保工務店 茅ヶ崎市
横浜ゴム（株）平塚製造所 平塚市
東京電力パワーグリッド（株）相模原支社平塚事務所 平塚市
三菱ケミカル株式会社平塚工場 平塚市
レモンガス株式会社 平塚市
湘南倉庫運送㈱ 平塚市
平塚市役所 平塚市
平塚消防署 平塚市
日産車体株式会社 平塚市
（株）メディセオ　平塚支店 平塚市
神奈川県平塚土木事務所 平塚市
株式会社湘南合成樹脂製作所 平塚市
株式会社マッケンジーハウス 平塚市
平塚警察署 平塚市
東京神奈川森林管理署 平塚市
（株）原電気商工 平塚市
荒井自動車学校花水校 平塚市
（株）グランドホテル神奈中 平塚市
扶桑工業株式会社 平塚市
成瀬産業株式会社 平塚市
相模石油　株式会社 平塚市
株式会社八代商会 平塚市
株式会社エスケイデイ 平塚市
渡辺パイプ（株）平塚サービスセンター 平塚市
市川商事株式会社 平塚市
日産プリンス神奈川販売株式会社 平塚市



（株）湘南美装 平塚市
株式会社秋元房次郎商店 平塚市
高久製パン 平塚市
株式会社神奈川県エルピーガス保安センター湘南営業所 平塚市
米善食料　株式会社 平塚市
日本道路（株）神奈川南営業所 平塚市
株式会社橘田生産工業所 平塚市
第一三共プロファーマ（株）平塚工場 平塚市
大和田工務店 平塚市
神奈川日産自動車株式会社平塚花水橋店 平塚市
株式会社　横浜銀行　平塚支店 平塚市
湘南平塚モータースクール 平塚市
（株）三菱ＵＦＪ銀行平塚支店 平塚市
㈱　浅沼建設 平塚市
光洋商事 平塚市
株式会社　湊製作所 平塚市
社会福祉法人研水会 平塚市
（株）泉屋建材店 平塚市
泰平商事株式会社 平塚市
株式会社池田理化　平塚支店 平塚市
コミヤ印刷（株） 平塚市
サンエーヒラツカ 平塚市
（株）匠建設 平塚市
株式会社ヒラノ 平塚市
相原建設㈱ 平塚市
湘南サッシ株式会社 平塚市
三共化学薬品株式会社 平塚市
（株）シンデン平塚営業所 平塚市
株式会社東栄住宅平塚営業所 平塚市
（株）中尾住器 平塚市
蓑島興業株式会社 平塚市
神奈川石油（株） 平塚市
株式会社　古川ルーフ 平塚市
相石綜合自動車サービス（株） 平塚市
髙瀬物産　株式会社　湘南支店 平塚市
川口金属株式会社 平塚市
東日本電気エンジニアリング（株）平塚サービスセンター 平塚市
山協印刷（株） 平塚市
日産車体マニュファクチュアリング株式会社 平塚市
（株）ワイジーオー 平塚市
（株）トノックス 平塚市



㈱日産サティオ湘南 平塚市
米善 平塚市
株式会社幸友造園土木 平塚市
関東冶金工業　株式会社 平塚市
田中工務店 平塚市
生活協同組合ユーコープおうちＣＯ－ＯＰ平塚センター 平塚市
株式会社　丸越工具 平塚市
（株）小長井治郎商店 平塚市
株式会社ジューテック　平塚営業所 平塚市
神鋼商事 平塚市
社会福祉法人　神奈川県厚生協会 平塚市
興和（株）平塚営業所 平塚市
日東建設 平塚市
株式会社　中澤組 平塚市
ＪＡ全農かながわ 平塚市
大東（株）湘南平塚店 平塚市
関口商事本社 平塚市
江南ジーテック株式会社 平塚市
株式会社　麻生 平塚市
有限会社　小山田商店 平塚市
株式会社関東甲信クボタ 平塚市
日本特殊塗料（株）平塚工場 平塚市
株式会社ホンダプリモ神奈川南　平塚西店 平塚市
株式会社　神奈中商事 平塚市
東海大学　湘南校舎 平塚市
丸善清水（株） 平塚市
湘南造園株式会社 平塚市
大東建託（株）平塚支店 平塚市
日月工業有限会社 平塚市
神奈川県農業技術センター 平塚市
株式会社スワベ商会平塚支店 平塚市
アルプスカラー株式会社　神奈川営業所 平塚市
（株）関電工　平塚営業所 平塚市
（株）木村植物園 平塚市
日本パーカライジング（株）関東営業所湘南オフィス 平塚市
（株）特別警備保障 平塚市
くまざわ株式会社 平塚市
日産サティオ湘南 平塚市
株式会社フリーデン　サポートセンター 平塚市
湘南曽寿会 平塚市
有限会社小清水建材 平塚市



株式会社　ヨコハマタイヤジャパン　神奈川カンパニー平塚営業所 平塚市
（株）植忠 平塚市
神奈川県企業庁平塚水道営業所 平塚市
㈱足立機械製作所 平塚市
松上産業（株） 平塚市
株式会社サヤマ 平塚市
社会福祉法人至泉会ソーレ平塚 平塚市
株式会社　綜合サービス 平塚市
湘南和光純薬 平塚市
株式会社　新田工務店 平塚市
太洋テクニカ株式会社 平塚市
神奈川県湘南家畜保健衛生所 平塚市
ＪＡ湘南平塚営農経済センター 平塚市
三友化学　株式会社 平塚市
株式会社川合工業所 平塚市
有限会社齋藤商店 平塚市
学校法人清水学園付属幼稚園 平塚市
神奈川中央交通（株） 平塚市
株式会社　ヴァン 平塚市
関東化学㈱湘南営業所 平塚市
株式会社　スズキ自販湘南 平塚市
日本パーカライジング株式会社総合技術研究所 平塚市
株式会社サンライフ平塚斎場 平塚市
ホテルサンライフガーデン 平塚市
岡部バルブ工業（株） 平塚市
日本パーカライジング（株）平塚第二工場 平塚市
久米商店 平塚市
日本ワコン（株） 平塚市
㈱　平塚茅ヶ崎魚市場 平塚市
青木商店 平塚市
東京ホールセール株式会社　平塚営業所 平塚市
株式会社ヰセキ関東平塚支店 平塚市
（株）山川機械製作所 平塚市
東中原幼稚園 平塚市
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱神奈川カンパニー平塚営業所 平塚市
（株）ワタナベ　平塚支店 平塚市
前田工業株式会社 平塚市
日本クロージャー（株）平塚工場 平塚市
花乃幼稚園 平塚市
株式会社　桶惣商店 平塚市
医療法人　研水会　平塚病院 平塚市



児童発達支援センター　アグネス園 平塚市
平塚十全病院 平塚市
社会福祉法人　進和学園 平塚市
青木学園平塚めぐみ幼稚園 平塚市
（株）テクノハセガワ 平塚市
平岡幼稚園 平塚市
（株）尾崎建設 平塚市
サイトウミート 平塚市
つくし幼稚園 平塚市
（株）パイロットコーポレーション平塚事業所 平塚市
医療法人社団清風会富士見台病院 平塚市
橋本産業（株）平塚営業所 平塚市
平塚日通サービス株式会社 平塚市
（株）ホンダカーズ横浜　平塚中央店 平塚市
神奈川県平塚県税事務所 平塚市
さなだ幼稚園 平塚市
東京電力パワーグリッド（株）　相模原支社平塚西事務所 平塚市
古河電気工業（株）平塚事業所 平塚市
株式会社サンユー 平塚市
（株）白星社 平塚市
相原商店 平塚市
（株）ダイワ 平塚市
関東工業（株） 平塚市
野村証券（株）平塚支店 平塚市
株式会社　原組 平塚市
アイハラ 平塚市
ダイイチ美装社 平塚市
白鳥幼稚園 平塚市
平塚税務署 平塚市
株式会社いらか 平塚市
㈱　日産サティオ湘南　平塚旭店 平塚市
（学）齋木学園　神田幼稚園 平塚市
平塚環興（株） 平塚市
学校法人新藤学園　美里幼稚園 平塚市
井上自動車 平塚市
株式会社　中藤材木店 平塚市
㈱　佐々木商会サービス工場 平塚市
さきとり幼稚園 平塚市
丸文建材 平塚市
（株）三上工務店 平塚市
ハーベスト（株）ヨシケイ平塚営業所 平塚市



（株）根布工業 平塚市
日本シーカ（株） 平塚市
神奈川環境開発（株） 平塚市
飯塚設備工業株式会社 平塚市
美川ボデー（株）平塚工場 平塚市
（株）甲斐組 平塚市
渡井商店 平塚市
明和管工（株） 平塚市
平塚市市役所　環境部 平塚市
平塚中央青果卸売（株） 平塚市
アジア商事（株）平塚支店 平塚市
（株）井上ビジネスフォーム 平塚市
産和自動車（株） 平塚市
株式会社浄化槽管理センター 平塚市
平安レイサービス（株）中央事業部 平塚市
株式会社関東建築施工 平塚市
平塚信用金庫　本店営業部 平塚市
㈱加藤建設工業 平塚市
高橋プロパン（株） 平塚市
久保田建設 平塚市
株式会社　伊達建設 平塚市
（株）みづほ野 平塚市
（株）マシンメンテナンス 平塚市
全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部 平塚市
露木工務店 平塚市
（株）スズキ紙工 平塚市
増田工業（株） 平塚市
アレーゼ湘南株式会社 平塚市
遠藤科学（株）平塚営業所 平塚市
（株）ヒラボウ 平塚市
神奈中工業（株） 平塚市
日産車体エンジニアリング（株） 平塚市
相模機工 平塚市
日産車体コンピュータサービス株式会社 平塚市
石田造園土木 平塚市
株式会社　ＡＬＣ　Ｍｏｔｏｒｅｎ　平塚支店 平塚市
神奈川日産自動車（株）平塚田村店 平塚市
（株）ヤナセ　湘南支店 平塚市
湘南ケーブルネットワーク（株） 平塚市
榎本企業株式会社 平塚市
（株）藤和舗道 平塚市



（株）大雄 平塚市
新菱設備工業 平塚市
（株）小泉相模　平塚営業所 平塚市
公益財団法人　神奈川県下水道公社 平塚市
（株）クリーンサービス 平塚市
片倉ボートマリーナ 平塚市
東和電気（株） 平塚市
（株）品川鐵工場 平塚市
ネッツトヨタ湘南（株） 平塚市
東旺工業株式会社 平塚市
（株）ヒノヤ 平塚市
配島電機工業（株） 平塚市
社会福祉法人　伸生会 平塚市
平塚ふじみ園 平塚市
社会福祉法人つちや社会福祉会 平塚市
円徳建工株式会社 平塚市
株式会社　平田工務店 平塚市
高周波熱錬株式会社湘南事業所 平塚市
株式会社下田商会 平塚市
神奈川県民共済生活協同組合湘南プラザ 平塚市
日新火災海上保険株式会社神奈川事業部湘南サービス支店 平塚市
（株）西尾興産 平塚市
柴田電機工業株式会社 平塚市
株式会社片倉土木 平塚市
平塚学園高等学校 平塚市
有限会社太平兄弟建設 平塚市
精陽学園 平塚市
関西ペイント（株）平塚事業所 平塚市
シマツ（株）関東営業所 平塚市
全国農業協同組合連合会　営農・技術センター 平塚市
山陽瓦斯 平塚市
山崎製パン（株）横浜第一工場平塚営業所 平塚市
エバークリーン株式会社神奈川支店 平塚市
損害保険ジャパン株式会社神奈川支店平塚支社 平塚市
（株）関電工南関東東海営業本部神奈川支店平塚内線営業所 平塚市
（株）ティーシーエス 平塚市
綜合警備保障（株）湘南中央支店 平塚市
（有）大栄自動車 平塚市
ユニコン工業（株） 平塚市
シャープマーケティングジャパン（株）湘南サービスステーション 平塚市
（株）丸石 平塚市



（株）富士薬品平塚営業所 平塚市
株式会社　江南サービスファクトリー（自動車運転代行業） 平塚市
中央労働金庫平塚支店 平塚市
（有）丸栄設備 平塚市
竹田理化工業株式会社湘南支店 平塚市
積水ハウスリフォーム株式会社　神奈川西営業所 平塚市
東日本旅客鉄道株式会社平塚保線技術センター 平塚市
株式会社ＪＴＢ神奈川西支店 平塚市
生活協同組合パルシステム神奈川　平塚センター 平塚市
トヨタエルアンドエフ神奈川（株）平塚営業所 平塚市
株式会社　電興設備 平塚市
㈱タウンニュース社　湘南支社 平塚市
有限会社ダイコ―設備 平塚市
株式会社アサヒエンジニアリング 平塚市
留置管理課（平塚警察署） 平塚市
有限会社吉川鉄筋 平塚市
江藤工業株式会社 平塚市
平安レイサービス株式会社　管理本部 平塚市
株式会社日産クリエイティブサービス 平塚市
秀和ビルメンテナンス株式会社 平塚市
有限会信総商事 平塚市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 平塚市
大和冷機工業株式会社　平塚営業所 平塚市
神奈川県湘南地域県政総合センター 平塚市
東京ガスファーストエナジー株式会社 平塚市
株式会社北青サービス 平塚市
日本消毒株式会社 平塚市
小田急保険サービス 平塚市
神奈川日産自動車株式会社平塚四之宮店 平塚市
株式会社タカショウ 平塚市
㈱　コスモサイエンス 平塚市
山大商事株式会社 平塚市
ＪＡ東日本くみあい飼料株式会社　営業部　神奈川営業所 平塚市
コニカミノルタジャパン株式会社 平塚市
相信産業株式会社 平塚市
ホシザキ湘南株式会社平塚営業所 平塚市
日商工業株式会社 平塚市
株式会社静岡銀行　平塚支店 平塚市
株式会社カナモト平塚営業所 平塚市
株式会社　阿賀野商事　大島　置場 平塚市
株式会社　フレッシュハウス　平塚営業所 平塚市



バイタルエア・ジャパン株式会社　湘南営業所 平塚市
株式会社　ゆうちょ銀行　平塚店 平塚市
東建コーポレーション株式会社　平塚支店 平塚市
株式会社　へいあん 平塚市
平塚市生きがい事業団 平塚市
日本郵便株式会社　平塚郵便局 平塚市
旭化成住宅建設株式会社平塚事業所 平塚市
横浜トヨペット整備（株）平塚工場 平塚市
社会福祉法人　惠伸会サンレジデンス湘南 平塚市
有限会社　堀自動車ガラス 平塚市
株式会社金目製作所 平塚市
サントリービバレッジソリューション株式会社　湘南支店 平塚市
サン・ライフ福祉サービスセンター湘南事業所 平塚市
愛光電気株式会社平塚営業所 平塚市
株式会社　湘南ベルマーレ 平塚市
株式会社トーヨータイヤジャパン　平塚営業所 平塚市
株式会社　山下機工 平塚市
桜ヶ丘ケアセンター 平塚市
株式会社　スワ運輸本社営業所 平塚市
有限会社　伊藤知安商店 平塚市
太陽金網株式会社　湘南営業所 平塚市
（有）丸岡秀司土建 平塚市
株式会社　サン・ライフ 平塚市
日本瓦斯株式会社　平塚営業所 平塚市
相模板金工業（株） 平塚市
大東建託パートナーズ株式会社　平塚営業所 平塚市
株式会社　ルーマ 平塚市
株式会社　アクアテック 平塚市
株式会社　ときわ堂 平塚市
社会福祉法人　日辰会　ロータス授産センター 平塚市
平塚富士キッチン 平塚市
株式会社　新堀建材トーヨー住器 平塚市
株式会社　柏木組土木 平塚市
株式会社ツクイ　平塚中堂営業所 平塚市
社会福祉法人　則信会 平塚市
有限会社　双葉教育朝校 平塚市
認定こども園　道和幼稚園 平塚市
双葉学院　田村校 平塚市
学校法人ム　久保田学園　湘南桜ヶ丘幼稚園 平塚市
社会福祉法人　湘南福祉センター 平塚市
アストロニクス株式会社 平塚市



株式会社　大成　湘南営業所 平塚市
医療法人財団倉田会 平塚市
千代田機工株式会社 平塚市
平塚信用金庫八幡支店 平塚市
ニチイケアセンター湘南神田 平塚市
古河電工ビジネス＆ライフサポート㈱ 平塚市
太陽湘南コンクリート株式会社 平塚市
極東証券株式会社　平塚支店 平塚市
中央セントラルガス株式会社湘南営業所 平塚市
リコージャパン株式会社　平塚事業所 平塚市
株式会社　つばさ 平塚市
株式会社　光電社　県央支店 平塚市
代行ワールド 平塚市
株式会社　クレシアエンジニアリング 平塚市
ダスキン　スキル 平塚市
株式会社　メディカルライフケア 平塚市
㈱　徳寿工作所 平塚市
株式会社　島津アクセス平塚営業所 平塚市
有限会社　長田塗装 平塚市
株式会社　湘南ブレーキセンター 平塚市
アイディホーム株式会社平塚店 平塚市
コカ・コーラボトラーズジャパンジャパンベンディング株式会社 平塚市
三盟興業株式会社　湘南支店 平塚市
㈱　オーデック 平塚市
株式会社吉田ステンレス工業 平塚市
㈱　ワイテック 平塚市
㈱　小林建窓 平塚市
有限会社　花秀 平塚市
株式会社　東京めいらく　平塚営業所 平塚市
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 平塚市
神奈川スバル㈱　カースポット平塚 平塚市
カナケイ産業株式会社 平塚市
神奈川スバル㈱平塚店 平塚市
平塚共済病院 平塚市
アフロッグ 平塚市
㈱メディケアー　平塚事業所 平塚市
㈱湘南建築センター 平塚市
㈱ユーミーＣｌａｓｓ　平塚支店 平塚市
㈱丸山工務所　平塚支店 平塚市
株式会社ｍａｒｕｋａｎ 平塚市
ツクイ平塚 平塚市



ＪＡ全農かながわ　田村事業所 平塚市
ＪＡ全農かながわ　畜産部 平塚市
Ａｕｄｉ湘南 平塚市
株式会社ミライト・ワン　平塚技術センター 平塚市
株式会社マイトレジャー 平塚市
ＪＡ全農青果センター株式会社営業本部神奈川センター 平塚市
株式会社　日本ビオトープ 平塚市
住宅情報館株式会社　平塚店 平塚市
三井不動産リアルティ株式会社　平塚センター 平塚市
株式会社ミツウロコヴェッセル平塚店 平塚市
日本ブッシュ株式会社 平塚市
アーク運転代行 平塚市
平塚信用金庫追分支店 平塚市
株式会社ＩＣＴフィールドサポート 平塚市
アビリティーズ・ケアネット株式会社湘南営業所 平塚市
神交工業株式会社 平塚市
ＤＮライテイング株式会社 平塚市
損保ジャパンパートナーズ株式会社　湘南支店 平塚市
シャープサポートアンドサービス株式会社 平塚市
相光株式会社 平塚市
株式会社アイダスト平塚事業所 平塚市
神奈川県平塚保健福祉事務所 平塚市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　レクサス平塚 平塚市
ネッツトヨタ神奈川株式会社平塚四之宮店 平塚市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　平塚桜ケ丘店 平塚市
ネッツトヨタ神奈川株式会社Ｕーｃａｒ平塚 平塚市
関西ペイント販売株式会社自動車Ｇ東京営業所 平塚市
株式会社アトラスホーム 平塚市
介護老人福祉施設平塚富士白苑 平塚市
高圧ガス工業株式会社神奈川工場 平塚市
神奈川県動物愛護センター 平塚市
株式会社　ホンダプリモ　神奈川南 平塚市
株式会社ゼロ湘南営業所 平塚市
大江電機株式会社湘南営業所 平塚市
株式会社エスケアメイトエスケアステーション平塚 平塚市
一建設株式会社 平塚市
株式会社サンメディカル　サンマッサージ平塚営業所 平塚市
特別養護老人ホームカメリア桜ヶ丘 平塚市
日本電設工業株式会社横浜支社平塚工事所 平塚市
ＮＰＯ法人みんなの家ココ 平塚市
社会福祉法人恵伸会サンステージ湘南 平塚市



有限会社伊東電設 平塚市
長田広告　株式会社 平塚市
太陽計測株式会社　神奈川サービスステーション 平塚市
ツクイ平塚中原 平塚市
学校法人ミヅホ学園　黒部丘幼稚園 平塚市
湘南天然温泉　湯乃蔵ガーデン 平塚市
株式会社　三立 平塚市
株式会社エクシング直販営業部湘南支店 平塚市
東芝テックソリューションサービス（株）湘南サービスステーション 平塚市
株式会社シンコーハイウェイサービス平塚営業所 平塚市
株式会社　ホンダカーズ中央神奈川平塚北店 平塚市
有限会社　サン空調 平塚市
日本電計株式会社　湘南営業所 平塚市
株式会社　ウォーターエージェンシー 平塚市
株式会社アズ・ライフケア　あずみ苑平塚 平塚市
株式会社　湘南ビケ 平塚市
パワーコーポレーション株式会社 平塚市
株式会社　フロンティア平塚営業所 平塚市
株式会社　東光商会 平塚市
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 平塚市
株式会社　クリア 平塚市
共栄火災海上保険㈱京浜支店湘南支社 平塚市
ふれあい平塚ホスピタル 平塚市
高橋産業株式会社 平塚市
ニチイケアセンター湘南銀河 平塚市
有限会社　たくみケアサービス 平塚市
㈱スズキ自販湘南平塚中古車センター 平塚市
社会福祉法人恩賜財団済生会湘南苑 平塚市
トシン電機株式会社平塚営業所 平塚市
株式会社　ジオプラン 平塚市
日本パイオニクス株式会社 平塚市
平塚市医師会訪問看護ステーション 平塚市
株式会社　神奈中システムプラン 平塚市
日本テクノ株式会社湘南営業所 平塚市
日産車体株式会社テクノセンター 平塚市
済生会平塚訪問看護ステーション 平塚市
特定非営利活動法人障害児・者・家族サポート事業所スプラウト 平塚市
株式会社小松製作所生産本部湘南工場 平塚市
株式会社　エムズフロンティア 平塚市
株式会社オリエントコーポレーション湘南支店 平塚市
東日本三菱自動車販売株式会社　平塚店 平塚市



三和エナジー株式会社南関東支店平塚ＤＣ 平塚市
（有）西厚木明治牛乳卸売店東海大前宅配センター 平塚市
トヨタモビリティ神奈川平塚四之宮店 平塚市
株式会社ヤスムラ平塚営業所 平塚市
ＫＧＫサービス㈱湘南営業所 平塚市
ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ株式会社平塚サービスセンタ 平塚市
株式会社泰伸 平塚市
株式会社倉嶋興業 平塚市
医療法人社団松和会　望星平塚クリニック 平塚市
介護老人保健施設　湘南シルバーガーデン 平塚市
フィアット／アバルト平塚 平塚市
㈱片岡屋神奈川営業所 平塚市
株式会社ジェイエーアメニティハウス 平塚市
株式会社　一輝 平塚市
太陽建機レンタル㈱平塚支店 平塚市
株式会社　葦 平塚市
平塚市資源回収協同組合 平塚市
株式会社　神明電設 平塚市
株式会社　平塚金目土木 平塚市
株式会社栄住産業　神奈川営業所 平塚市
株式会社ＵＳＥＮ技術統括部西関東エンジニアセンター湘南Ｓｐｏｔ 平塚市
スマートコミュニティー株式会社 平塚市
トヨタウエインズグループサービス株式会社平塚センター 平塚市
オカダアイヨン株式会社　湘南営業所 平塚市
有限会社ウノメ 平塚市
シーカ・ハマタイト株式会社 平塚市
株式会社住宅総合サービス 平塚市
守山乳業株式会社　本社 平塚市
レイズネクスト株式会社平塚事務所 平塚市
株式会社平塚イトウネジ 平塚市
ロジスネクスト東京株式会社平塚レンタル中古車センター 平塚市
三興株式会社 平塚市
株式会社テクノ・サービス湘南オフィス 平塚市
在宅療養支援ステーション楓の風湘南平塚 平塚市
有限会社　浜建 平塚市
株式会社ナカミチ 平塚市
株式会社Ｒ＆Ｒ 平塚市
株式会社いわしや西方医科器械 平塚市
株式会社　郵生 平塚市
田辺商事株式会社平塚営業所 平塚市
レモンガス株式会社　神奈川アクア 平塚市



キャロット工房 平塚市
えぽっくハウス 平塚市
株式会社　創新工業 平塚市
株式会社　ユーミーＣｌａｓｓ　四之宮エリアセンター 平塚市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ平塚駅前エリアセンター 平塚市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ平塚中央エリアセンター 平塚市
トーヨーベンディング株式会社　平塚営業所 平塚市
ココファンレジデンス平塚やさか 平塚市
カナケイ産業株式会社 平塚市
扶桑産業株式会社　平塚営業所 平塚市
介護老人保健施設なでしこの里リハビリひらつか 平塚市
株式会社　勝工務店 平塚市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ旭エリアセンター 平塚市
株式会社　エー・エル・シー　ミニ平塚 平塚市
株式会社　フリーデン 平塚市
株式会社　フリーデン 平塚市
株式会社　ＳＩＧＮＡＳ 平塚市
株式会社　タカハラ 平塚市
湘南テクノス　株式会社 平塚市
株式会社　阿賀野商事 平塚市
ホーム健創　株式会社 平塚市
有限会社　五星電設 平塚市
ダスキン平塚中原 平塚市
学研ココファン・ナーシング平塚 平塚市
リアン喜和心 平塚市
テイケイ株式会社　平塚支社 平塚市
タイメック　株式会社 平塚市
株式会社　佐々木商会平塚 平塚市
神奈川ダイハツ販売株式会社　平塚店 平塚市
株式会社　阿部建業 平塚市
ジャパン建材株式会社　平塚営業所 平塚市
有限会社　湘南ライズ 平塚市
東洋住宅サービス株式会社　湘南営業所 平塚市
居宅介護支援事業所　フィオーレ湘南真田ともしび 平塚市
（医）湘風会　介護老人保健施設　フィオーレ湘南真田 平塚市
かんぽ生命　平塚郵便局　かんぽサービス部 平塚市
株式会社　政和平塚営業所 平塚市
株式会社　マッケンジーハウス　建設事業部 平塚市
フードプラネット株式会社 平塚市
クリエーティブカミヤ株式会社　湘南営業所 平塚市
神奈川ダイハツ販売㈱販売店営業部西湘ブロック 平塚市



株式会社　水栄 平塚市
株式会社　マインズプラス 平塚市
有限会社　庄三郎丸 平塚市
ひらつか福祉相談センター 平塚市
有限会社　下田電気工事 平塚市
高砂産業株式会社 平塚市
株式会社アーバンロード 平塚市
株式会社　蓑輪設備 平塚市
株式会社　コンプレッサの三貴 平塚市
株式会社ラビット・カーネットワーク　平塚四之宮店 平塚市
くじら訪問看護ステーション 平塚市
しまむらストアー中原御殿店 平塚市
株式会社しまむら本部 平塚市
株式会社　小金自動車商会 平塚市
有限会社　プラスパ湘南 平塚市
井上鋼材株式会社　平塚営業所 平塚市
有限会社貴商 平塚市
株式会社マルセイ 平塚市
株式会社栗原電設 平塚市
株式会社クリップ 平塚市
有限会社　読売平塚北部 平塚市
神奈川トヨタ自動車　中古車タウン平塚大神 平塚市
株式会社小林建設 平塚市
株式会社マッケンジーハウス平塚支店 平塚市
株式会社　生島工業 平塚市
朝日容器工業株式会社　平塚工場 平塚市
神奈川県平塚児童相談所 平塚市
株式会社　日装 平塚市
神奈川テレビ通信株式会社 平塚市
株式会社　ｇｒａｎｄｓ本店 平塚市
神奈川管材株式会社　平塚営業所 平塚市
株式会社小島タイヤ商会 平塚市
株式会社マッケンジーハウス　リフォーム課 平塚市
医療法人財団倉田会　しんど訪問看護ステーション 平塚市
住友不動産販売株式会社　平塚営業センター 平塚市
日本宅配システム株式会社　湘南ロジスティクス 平塚市
ひらつか在宅クリニック 平塚市
小泉機器工業株式会社　平塚営業所 平塚市
株式会社ガイアート　平塚合材工場 平塚市
有限会社マサイ自動車 平塚市
社会福祉法人　平塚あさひ会 平塚市



とまと薬局　平塚店 平塚市
株式会社一条工務店　湘南営業所 平塚市
ＷＢＤ株式会社　平塚支店 平塚市
悠悠倶楽部 平塚市
曽我の屋農興株式会社 平塚市
株式会社　弘立 平塚市
医療法人倉田会しんど老人保健施設 平塚市
湘南福祉センター　自立支援事業所あやとり 平塚市
平塚栗原ホーム 平塚市
おあしす湘南 平塚市
エクサーズデイサービス 平塚市
神奈川トヨタ自動車株式会社トヨタモビリティ神奈川平塚西店 平塚市
どんぐりケアサービス 平塚市
イオンプロダクトファイナンス株式会社湘南支店 平塚市
大磯警察署 中郡
（有）武井設備 中郡
大磯町役場 中郡
柳川乳業（株） 中郡
東電タウンプランニング株式会社大磯支社 中郡
（株）レイクウッドコーポレーション 中郡
守屋庭園資材（株） 中郡
リネックス有限会社 中郡
（株）精興商事 中郡
二宮町役場 中郡
石山商事 中郡
（有）佐野材木店 中郡
（株）原兼工務店 中郡
中南信用金庫 中郡
（株）原香栄堂 中郡
株式会社　大磯衛生社 中郡
（株）藤田電機製作所 中郡
横坂建設 中郡
（株）松本テレビ商会 中郡
日本郵便株式会社　二宮郵便局 中郡
株式会社　二宮設備工業所 中郡
株式会社湘南マツダ 中郡
（株）かねきち 中郡
アジア商事株式会社　大和大磯営業所 中郡
濱田畜産（株） 中郡
（有）野川工業 中郡
（株）興電社 中郡



湘南興業（有） 中郡
（有）神田組 中郡
（有）露木商会 中郡
（株）本城商店 中郡
（株）西部・プリンスホテルズワールドワイド 中郡
梅の木幼稚園 中郡
二宮育美幼稚園 中郡
日本端子（株） 中郡
小田原ヤクルト販売（株） 中郡
野地石材（有） 中郡
大磯町消防本部 中郡
二宮町消防本部 中郡
（有）高島建材工業 中郡
三喜建設（株） 中郡
社会福祉法人　素心会 中郡
（有）丸徳住設 中郡
清水管工（株） 中郡
（有）柳田土建 中郡
（有）田中秀男商店 中郡
一燈会 中郡
学校法人恵愛学園二宮めぐみ幼稚園 中郡
（有）鈴木組 中郡
特別養護老人ホーム　大磯喜楽園 中郡
（有）蒔田建設 中郡
学校法人正和学園　二宮みどり幼稚園 中郡
（有）柴山自動車 中郡
神保石材店 中郡
湘栄建設（株） 中郡
（有）岩田土木管工 中郡
（有）中越工務店 中郡
（有）西方土建 中郡
（株）相澤建材 中郡
相模協栄（株） 中郡
（株）山田工務店 中郡
（株）二宮美化サービス 中郡
ダスキン大磯支店 中郡
株式会社熊沢 中郡
東鉄工業株式会社　横浜支店　湘南出張所 中郡
心泉学園 中郡
株式会社　新栄 中郡
有限会社　川島産業 中郡



在宅総合センター　　はなの杜 中郡
たすけあいワーカズ大空 中郡
学校法人国際学園星槎湘南大磯キャンパス 中郡
株式会社　京浜電子 中郡
有限会社　えびや 中郡
ロイヤルホームセンター　湘南大磯店 中郡
りんどうデイサービスセンター国府 中郡
社会福祉法人　よるべ会　コスタ・二宮 中郡
おおいそ福祉会　かたつむりの家 中郡
公益社団法人神奈川県看護協会　おおいそ訪問看護ステーション 中郡
三雄自動車株式会社 中郡
鶴巻訪問看護ステーションにのみや 中郡
社会福祉法人　二宮町社会福祉協議会 中郡
エースα運転代行 中郡
オリーブ訪問看護ステーション・二宮 中郡
株式会社　パートナーズ 中郡
一般社団法人　大磯町シルバー人材センター　西小磯事務所 中郡
望星二宮クリニック 中郡
株式会社カトー二宮営業所 中郡
株式会社　二ノ倉開発 中郡
株式会社　湘南枠兼業 中郡
りんどうリハビリ看護ステーション 中郡
一般社団法人神奈川県保健協会西湘支所 中郡
有限会社アレシア 中郡
株式会社大磯つかさ 中郡
ＪＡ湘南大磯支店 中郡
株式会社大林組西湘海岸突堤工事事務所 中郡
株式会社ホンダ販売小田原　二宮店 中郡
小田原市消防署南町分署 小田原市
湘南鴨宮自動車学校 小田原市
東海旅客鉄道（株）新幹線鉄道事業本部　小田原保線所 小田原市
（株）ハシモト 小田原市
箱根建設（株） 足柄下郡
ＪＣＨＯ湯河原病院 足柄下郡
（株）井上 小田原市
（株）勝俣組 足柄下郡
東京電力パワーグリッド（株）相模原支社　小田原事務所 小田原市
（株）和興商会 小田原市
箱根小涌園 足柄下郡
小田原衛生公社 小田原市
神奈川県県西土木事務所　小田原土木センター 小田原市



（株）鈴木組 足柄下郡
フロンティア１株式会社 小田原市
（株）飯沼砂利店 足柄下郡
小田原ドライビングスクール 小田原市
（有）和田建材 小田原市
株式会社　古川 小田原市
小田原警察署 小田原市
㈱アークル 小田原市
（株）丸江 小田原市
小田原瓦斯（株） 小田原市
（株）昭電社 小田原市
小田原市役所 小田原市
小田原市清掃工場 小田原市
新生テクノス（株）小田原営業所 小田原市
（株）ミクニ　小田原事業所 小田原市
（株）エナジーデポ中条 足柄下郡
神尾食品工業（株） 小田原市
愛光電気（株） 小田原市
真鶴生コンクリート（株） 足柄下郡
（株）茶利 小田原市
（株）小川工務店 足柄下郡
（株）スズケン小田原支店 小田原市
（株）川久保組 小田原市
平沢商事（株）飯泉充填工場 小田原市
箱根セントラル生コン（株） 足柄下郡
竹広林業（株） 小田原市
箱根仙石原プリンスホテル 足柄下郡
（株）ニッテク 小田原市
アルフレッサ（株）小田原支店 小田原市
東京リネンサプライ（株） 足柄下郡
（株）関電工　配電本部　小田原営業所 小田原市
（株）村山商店 小田原市
（株）杉崎工務店 小田原市
ほうあん第二しおん 小田原市
文化堂印刷（株）本社 小田原市
マツダ小田原（株）小田原飯泉店 小田原市
中北薬品（株）小田原支店 小田原市
（株）岩本商店 小田原市
中島工務店 足柄下郡
神奈川日産自動車（株）小田原東町店 小田原市
株式会社　小島商事 小田原市



（株）東海ビルメンテナス　本社 小田原市
（株）むすび家 足柄下郡
（有）渡辺配管所 足柄下郡
（株）湘南第一興商　小田原支店 小田原市
富水幼稚園 小田原市
島袋鉄工所 足柄下郡
島田酸素商会 小田原市
モリタ薬品産業（株） 小田原市
（株）精巧舎 小田原市
（株）ケイロン 小田原市
箱根瓦斯石油（株） 足柄下郡
（株）みずほ銀行　小田原支店 小田原市
（有）中戸川建材 小田原市
（有）竹林石材店 足柄下郡
西村組 足柄下郡
有限会社　小林建設 小田原市
（株）デコリア 小田原市
佐々木土木建設 足柄下郡
（株）りそな銀行　小田原支店 小田原市
（株）ファーレン小田原 小田原市
（有）土屋商店 足柄下郡
（有）箱根清掃公社 足柄下郡
（株）和光ケミカル 小田原市
巻上造林 足柄下郡
長寿園 小田原市
（株）上條産業 小田原市
（株）秋山組 小田原市
箱根温泉供給（株） 足柄下郡
（有）原鉄筋工業所 小田原市
ユーコープ　小田原センター 小田原市
丸石機工（株） 小田原市
（株）横浜銀行　小田原支店 小田原市
譲原建設（株） 小田原市
損害保険ジャパン（株）神奈川支店　小田原支社 小田原市
（有）湯沢自動車商会 小田原市
鈴木製糖所 小田原市
（株）川口又治商店 小田原市
湯河原町役場 足柄下郡
（株）籠清 小田原市
杉山管工（株） 足柄下郡
東日本旅客鉄道（株）横浜支社　小田原保線技術センター 小田原市



真鶴町役場 足柄下郡
アライ・リステム（株） 小田原市
箱根町役場 足柄下郡
（株）アルファ 小田原市
（株）鈴廣蒲鉾本店 小田原市
東邦薬品（株）小田原営業所 小田原市
（株）蒲谷工務店 足柄下郡
（株）土方商店 小田原市
箱根ターンパイク（株） 小田原市
（株）スズキ自販湘南小田原営業所 小田原市
丸イ食品（株） 小田原市
（株）奥津建材 小田原市
（株）庄司水産 小田原市
（株）吉池旅館 足柄下郡
小田原市保健センター 小田原市
小田原紙器工業（株） 小田原市
三井住友信託銀行（株）小田原支店 小田原市
富士屋ホテル仙石ゴルフコース 足柄下郡
（株）しいの食品 小田原市
（株）小田原魚市場 小田原市
（株）小島商会 小田原市
中村薬品（株） 小田原市
相日防災（株）小田原本社 小田原市
ヤブタ塗料（株） 小田原市
箱根リハビリテーション病院 足柄下郡
神奈川パークス（株） 足柄下郡
（株）ホンダ販売小田原 小田原市
さがみ信用金庫　湯本支店 足柄下郡
みずほ証券（株）小田原支店 小田原市
三和建設（株） 足柄下郡
西湘自動車工業（株） 小田原市
（有）だるま料理店 小田原市
一寸木電設（株） 小田原市
（株）熊沢工務店 小田原市
（株）上野工務店 足柄下郡
（株）日産サティオ湘南　西湘小田原店 小田原市
武田建材工業（株） 小田原市
（株）フォレスト 足柄下郡
（有）井島商店 小田原市
（株）稲妻屋 小田原市
（株）平沼商店 小田原市



（有）新井商店 小田原市
（株）二見 小田原市
光設備工業（株） 足柄下郡
（有）志村モータース 足柄下郡
浦井建設（株） 小田原市
（株）粕谷歯科商会 小田原市
（株）ベスト商会 小田原市
神奈川県小田原保健福祉事務所 小田原市
瀬戸建設（株） 小田原市
（株）菊大 小田原市
大野興業（株） 小田原市
かながわ西湘農業協同組合　本店 小田原市
栄立造園土木（有） 小田原市
三愛リーテルサービス（株） 小田原市
（株）保全社 足柄下郡
森永牛乳小田原販売（株） 小田原市
サントリービバレッジソリューション株式会社　小田原支店 小田原市
（株）花政 小田原市
（株）小田原ジムキ 小田原市
（株）箱根カントリークラブ 足柄下郡
小田原税務署 小田原市
三本珈琲（株）小田原支店 小田原市
（有）平田建設工業 足柄下郡
（株）黄金井 小田原市
（株）小田原城カントリー倶楽部 小田原市
植木水道工業（株） 小田原市
（株）東華軒 小田原市
（株）小高製作所 小田原市
株式会社　土岩商店 小田原市
（株）山下建設 小田原市
仙石原高原開発 足柄下郡
イノス株式会社 小田原市
小泉機器工業（株）小田原営業所 小田原市
（株）伊藤工務店 足柄下郡
（有）穂坂商店 小田原市
泰東興業（株） 小田原市
（有）箱根美掃 足柄下郡
一般社団法人　湯河原カンツリー倶楽部 足柄下郡
湯本富士屋ホテル 足柄下郡
（一財）関東電気保安協会　小田原事業所 小田原市
（有）相模ディナーサービス　ぴあらいぶさがみ事業部 小田原市



（株）イヨダ 小田原市
株式会社ＪＲＣ 小田原市
（株）イシヅカ商会 小田原市
内田商事（株） 小田原市
（株）マスコー 足柄下郡
箱根町消防本部 足柄下郡
日産プリンス神奈川販売（株）小田原店 小田原市
小田原市上下水道局 小田原市
社会福祉法人　永耕会 小田原市
湯河原瓦斯（株） 足柄下郡
小田急山のホテル 足柄下郡
日東カストディアル・サービス（株）小田原支店 小田原市
城山幼稚園 小田原市
日本機械保線（株）小田原事業所 小田原市
（株）ホテルあかね 足柄下郡
あうら橘 足柄下郡
（株）星崎仲吉商店 小田原市
福島館 足柄下郡
小田原湯本カントリークラブ 足柄下郡
宮上幼稚園 足柄下郡
（株）東急箱根別荘管理事務所 足柄下郡
奥湯本観光（株） 足柄下郡
奥箱根観光（株） 足柄下郡
（株）青巒荘 足柄下郡
ブリヂストンタイヤセンター関東（株）ミスタータイヤマン　おだわら店 小田原市
日本曹達（株）小田原研究所 小田原市
（株）加藤造園 小田原市
友愛幼稚園 小田原市
中央労働金庫　小田原支店 小田原市
鴨宮幼稚園 小田原市
三菱電機ビルソリューションズ（株）西湘支店 小田原市
富士金属（株） 小田原市
日本郵便（株）小田原郵便局 小田原市
こゆるぎ幼稚園 小田原市
みみづく幼稚園 小田原市
相原興業（株） 小田原市
花王（株）小田原サービスセンター 小田原市
紀伊産業（株）鴨宮工場 小田原市
神奈川県県西地域県政総合センター 小田原市
ナショナルベンディング（株）小田原営業所 小田原市
さがみ信用金庫　本店 小田原市



さがみ信用金庫　本部 小田原市
和興通商（株）ホテル花月園 足柄下郡
（株）湘南ホームテクノ 小田原市
アソー熱工業（株） 小田原市
（株）大村楽器店 小田原市
（株）トーホー 小田原市
いすゞ自動車首都圏（株）小田原支店 小田原市
新陽冷熱工業（株） 小田原市
（株）マルユ 小田原市
（株）メディセオ　小田原支店 小田原市
（株）オービーエム管財 小田原市
（株）稲田左官工業所 小田原市
レモンガス（株）小田原支店 小田原市
箱根湖畔開発（株）箱根湖畔ゴルフコース 足柄下郡
児童発達支援センター　ほうあんふじ 小田原市
久津間製粉（株） 小田原市
（株）スワベ商会　小田原支店 小田原市
相模洋洗（株） 小田原市
社会福祉法人小田原福祉会　潤生園 小田原市
小田原植木 小田原市
（株）西山工務店 小田原市
綜合警備保障（株）湘南支社　湘南西営業所 小田原市
トヨタモビリティパーツ（株）神奈川支社　小田原店 小田原市
神静自動車工業（株） 足柄下郡
（株）環衛美化センター 足柄下郡
コーエイ工業 小田原市
永和物産（株）西一課 足柄下郡
（株）ＩＺＵＭＩＹＡ 小田原市
高畠配管所 足柄下郡
（株）佐藤商店 足柄下郡
（株）フジミ 小田原市
（株）東京ハイウエイ　小田原事業所 小田原市
（株）秋山商店 小田原市
一般財団法人　日本老人福祉財団　湯河原ゆうゆうの里 足柄下郡
（株）西湘機材 小田原市
（株）東海設備工業 小田原市
（有）平井商事 小田原市
（有）ビル環境管理センター 小田原市
（株）関東建機サービス 小田原市
（株）スポーツプラザ報徳 小田原市
日本インジェクタ（株） 小田原市



（有）大畠工務店 小田原市
小野組 小田原市
（有）岡本建機工業 小田原市
大伸建設（株） 小田原市
渡辺パイプ（株）小田原営業所 小田原市
相洋産業（株） 小田原市
東京海上日動火災保険（株）小田原支社 小田原市
湯河原燃料企業組合 足柄下郡
（株）美装フジモト 小田原市
（株）ホンダカーズ中央神奈川　小田原中央店 小田原市
（株）アサンテ　小田原営業所 小田原市
（有）花のコウノ 小田原市
セコム（株）小田原支社 小田原市
湯河原町消防本部 足柄下郡
松浦建設（株） 小田原市
（宗）箱根大天狗山神社 足柄下郡
株式会社塚本工務店 小田原市
ダイドービバレッジサービス（株）小田原営業所 小田原市
横浜電力技術センター　小田原メンテナンスセンター 小田原市
Ｊ・システム（株） 小田原市
（株）静岡銀行　小田原支店 小田原市
小田原市消防本部 小田原市
有限会社永山工業 小田原市
（株）ヤナセ　小田原支店 小田原市
（株）安池建設工業 小田原市
（有）さかきだ 小田原市
双葉鉄道工業（株）小田原センター 小田原市
湘山開発（株） 足柄下郡
西湘ガス産業（株） 小田原市
（有）天作 足柄下郡
横浜信号通信技術センター　小田原メンテナンスセンター 小田原市
出雲浄水（株） 小田原市
サーヴ住設（株） 小田原市
日本郵便（株）湯河原郵便局 足柄下郡
さがみ信用金庫　事務部　サプライセンター 小田原市
和心亭豊月 足柄下郡
（有）三浦組 足柄下郡
ホテルグリーンプラザ箱根 足柄下郡
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）小田原支店 小田原市
株式会社ジェイ・ユーエス　ダスキン早川支店 小田原市
株式会社クレヨン 小田原市



ヒルトン小田原リゾート＆スパ 小田原市
（株）マルキ 小田原市
ＧＳセキュリティ（株） 足柄下郡
三國リビングサービス（株） 小田原市
箱根観光船（株） 小田原市
（株）中央工業 小田原市
社会福祉法人　積善会 小田原市
（株）アクアサービス 足柄下郡
（株）寺山自動車 足柄下郡
大東建託（株）小田原支店 小田原市
平安レイサービス（株）西事業部 小田原市
（株）トーホーフードサービス西湘支店 足柄下郡
日商物産　小田原支店 小田原市
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 小田原市
菊原建設 小田原市
（株）小田原水道サービスセンター 小田原市
（有）ナミフサ設備 足柄下郡
（株）フジ・ベンテック 小田原市
鈴木電気 足柄下郡
富士屋ホテル 足柄下郡
（株）伊藤園　小田原支店 小田原市
箱根園ゴルフ場 足柄下郡
スルガ銀行（株）小田原支店 小田原市
（株）山安 小田原市
エーアンドエフ（自動車運転代行業） 小田原市
（株）プリンスホテル箱根　箱根芦ノ湖地区 足柄下郡
箱根湯の花温泉ホテル 足柄下郡
ニチイ　ケアセンター　小田原 小田原市
（有）カネタ前田商店 小田原市
（有）湘南リース圧送 足柄下郡
（学）明徳学園 小田原市
（有）城東自動車修理工場 小田原市
（有）浦井商会 小田原市
（有）豊陣 小田原市
（株）ポスト広告 小田原市
（株）ハンスイ　湘南支店 小田原市
（株）利建 小田原市
（株）ユニバーサル技研 小田原市
小田原衛生美化サービス 小田原市
ＳＭＢＣ日興証券（株）小田原支店 小田原市
（株）杉田設備 小田原市



（有）小松石材店 小田原市
（有）金丸電設 小田原市
神奈川県電気工事工業組合　小田原事業所 小田原市
（株）山本建築 足柄下郡
はつはな 足柄下郡
生活クラブ生活協同組合　小田原センター 小田原市
（株）湘南総合サービス 足柄下郡
（株）メガネスーパー 小田原市
（有）太原 足柄下郡
（有）湯本モータース 足柄下郡
ダイドースポーツクラブ 小田原市
よるべ沼代 小田原市
（株）うかい箱根ガラスの森 足柄下郡
（株）デイベンロイ小田原営業所 小田原市
西湘老人ホームケアセンター 小田原市
神谷建設（株） 小田原市
（株）菜の花 小田原市
介護老人保健施設　水之尾 小田原市
太平建築（株） 小田原市
（有）小田原消毒 小田原市
（株）三和消毒 小田原市
第二交通機動隊小田原分駐所 小田原市
公益財団法人　積善会 小田原市
（株）鈴木英夫商店 小田原市
（株）久津間 小田原市
神奈川県警察本部留置管理課（小田原警察署） 小田原市
（有）桐山商事 小田原市
そば茶屋　矢秀庵 小田原市
湘南リビングセンター（株） 小田原市
（有）三木電気工事 小田原市
ユタカ産業（株） 小田原市
（有）足柄リハビリテーションサービス 小田原市
（株）タウンニュース社　小田原支社 小田原市
東建コーポレーション（株）小田原支店 小田原市
（株）会縄軌道 小田原市
（有）幕田造園土木 小田原市
（有）安藤工務店 足柄下郡
（株）ＮＴＴ東日本－南関東　神奈川西支店 小田原市
大東建託パートナーズ（株）小田原営業所 小田原市
（有）安田重機 小田原市
（有）相神自動車工業 小田原市



（株）こどもの夢と未来舎　未来っ子幼児教育センター 小田原市
三ツ輪産業（株）小田原営業所 小田原市
ほうあん第一しおん 小田原市
ホシザキ湘南株式会社　小田原第一営業所 小田原市
（株）ツー・ワン 小田原市
（有）やまや水産 小田原市
株式会社　芹沢建設 小田原市
（有）茂登山商店 足柄下郡
（有）スドウ工営 小田原市
西山工業（株） 小田原市
神奈川日産自動車（株）小田原２５５店 小田原市
医療法人社団　敬仁会 小田原市
（有）駒自動車工業 足柄下郡
（株）大幸建設 足柄下郡
湯河原老人ホーム 足柄下郡
相鉄企業（株）扇町管理センター 小田原市
日本郵便（株）小田原東郵便局 小田原市
（株）ア－ネストワン　小田原営業所 小田原市
へいあんホ－ムケア小田原 小田原市
（株）クリ－ンサ－ビス　小田原事業所 小田原市
ＹＫＫ　ＡＰ（株） 小田原市
山岸　株式会社 小田原市
東急リゾーツ＆ステイ株式会社　東急ハーヴェストクラブＶＩＡＬＡ箱根翡翠 足柄下郡
（株）西湘畜産 足柄下郡
エクシブ箱根離宮 足柄下郡
株式会社ホンダカーズ中央神奈川　小田原東店 小田原市
特別養護老人ホーム　芳徳の郷ほなみ 小田原市
神奈川スバル（株）カースポット小田原 小田原市
株式会社ザ・トーカイ小田原支店 小田原市
（株）天成園 足柄下郡
日本郵便（株）箱根宮ノ下郵便局 足柄下郡
（株）工務ハナオカ 小田原市
立富（株） 小田原市
あいおいニッセイ同和損害保険（株）小田原支社 小田原市
ミノン（株） 小田原市
（株）エスワイ 小田原市
（株）永井 小田原市
ツクイ小田原 小田原市
小田原市森林組合 小田原市
ダンロップタイヤ中央（株）小田原営業所 小田原市
株式会社コロナワールド　小田原コロナワールド 小田原市



箱根登山トータルサービス（株） 小田原市
ＳＥＶＥＮ 小田原市
（株）日立ビルシステム　小田原営業所 小田原市
（株）ジェイコム湘南・神奈川　西湘局 小田原市
前田道路（株）小田原合材工場 小田原市
（株）ツクイ小田原鴨宮 小田原市
社会福祉法人　小田原福祉会　小田原市鴨宮ケアセンター 小田原市
（株）ライジングサン　アフター運転代行 小田原市
（株）神奈川ナブコ　小田原営業所 小田原市
特別養護老人施設　たちばなの里 小田原市
アシスト運転代行 小田原市
箱根強羅温泉　季の湯　雪月花 足柄下郡
介護老人保健施設　葵の園小田原 小田原市
特別養護老人ホーム　陽光の園 小田原市
鹿島建設（株）機械技術センター 小田原市
旭電機（株） 足柄下郡
箱根水道パートナーズ（株）箱根水道センター 足柄下郡
神奈川県小田原県税事務所 小田原市
伊豆箱根鉄道（株）箱根関所　旅物語館 足柄下郡
ネッツトヨタ神奈川（株）ウェインズ小田原扇町店 小田原市
（株）サンクレックス　小田原技術センタ 小田原市
株式会社ザ・サンパワー　エミーズ鴨宮 小田原市
はやぶさ運転代行 小田原市
㈱二見　小田原東リサイクルセンター 小田原市
社会福祉法人　小田原市社会福祉協議会 小田原市
箱根ウエックス（株） 足柄下郡
（株）小菅工業 小田原市
潤生園　みんなの家ほりのうち 小田原市
（株）富士住建　小田原 小田原市
神奈川県中古自動車販売商工組合 小田原市
わらべの杜 小田原市
神奈川スバル（株）小田原店 小田原市
優運転代行 小田原市
こころ訪問看護ステーション 小田原市
住宅情報館（株）小田原店 小田原市
富士電設工業（株） 小田原市
三友興産（株） 小田原市
（株）コイワイ 小田原市
箱根登山バス（株）小田原営業所　箱根キャリーサービス 足柄下郡
一般社団法人　日本自動車連盟　神奈川支部小田原基地 小田原市
ニチイ　ケアセンター　西湘 小田原市



さがみライフサービス（株） 小田原市
（株）エム・オー・エーグリーン・サービス 足柄下郡
梅香園 小田原市
箱根・翠松園 足柄下郡
（株）湘南第一興商　パーキング事業部 小田原市
東和薬品（株）小田原営業所 小田原市
（株）湘南第一興商（本部） 小田原市
（株）籠清　板橋物流センター 小田原市
（株）菊池商店 足柄下郡
社会福祉法人　箱根町社会福祉協議会 足柄下郡
（株）五神建設 小田原市
エクシブ湯河原離宮 足柄下郡
（株）メディケアー　小田原事業所 小田原市
（株）湘南ビケ 小田原市
（株）セトプリント 小田原市
きらら湘南 小田原市
潤生園　在宅介護総合センター　れんげの里 小田原市
ボルボ・カーズ小田原 小田原市
ＭＳ神奈川静岡（株）小田原支店 小田原市
（有）フルカワコンストラクション 小田原市
東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園 足柄下郡
箱根・芦ノ湖　はなをり 足柄下郡
（株）スプルト工業 小田原市
山源建設（株） 小田原市
（財）生活保健協会　ニューライフ湯河原 足柄下郡
（株）ユアサロジテック　神奈川営業所 小田原市
ローレルバンクマシン（株）小田原営業所 小田原市
アクア運転代行 小田原市
神奈川トヨタ自動車（株）トヨタモビリティ神奈川　小田原店 小田原市
（株）リッチフィールド 足柄下郡
（株）竹中工務店　横浜支店小田原・伊豆地区ＦＭセンター 小田原市
久野砕石工業（株） 小田原市
Ａｃｃｏｍｍｏ．ＣａｒｅＳｅｒｖｉｃｅ（株） 小田原市
株式会社川西設備 小田原市
（株）ボヌール 小田原市
（株）アートプラン 小田原市
小田原医師会　訪問看護ステーション 小田原市
あおぞらクリニック 小田原市
（有）神尾酒店 小田原市
一般財団法人生活保健協会　湯河原中央温泉病院 足柄下郡
中日本施設管理株式会社小田原事業所 小田原市



宙（コスモス）訪問看護ステーション 小田原市
医療法人社団綾和会　間中病院 小田原市
はる訪問介護ステーション 小田原市
ミモザ白寿庵真鶴 足柄下郡
石羽根軌道有限会社 小田原市
ＴＪＫ箱根の森 足柄下郡
（株）ビバホーム　スーパービバホーム小田原国府津店 小田原市
第一環境株式会社　小田原営業所 小田原市
（株）ヤマセイ 足柄下郡
東名大井松田御殿場作業所 小田原市
株式会社ヰセキ関東甲信越小田原営業所 小田原市
特別養護老人ホームいこい 小田原市
東日本三菱自動車販売㈱小田原店 小田原市
藤田観光工営株式会社　箱根出張所 足柄下郡
株式会社　宮下保険サービス 小田原市
アイアイ運転代行 小田原市
東海旅客鉄道株式会社　小田原電気技術センター 小田原市
株式会社　西湘ペーブメント 小田原市
富士フイルム生活協同組合　富士ライフサポート小田原営業所 小田原市
三井住友建設㈱　東京土木支店　風祭作業所 小田原市
㈱アネブル　西湘テクニカルセンター 小田原市
社会福祉法人　城山学園 足柄下郡
株式会社　乙部電工 足柄下郡
小田原生コン株式会社 小田原市
訪問看護ステーション　デューン小田原 小田原市
湯河原温泉地所　株式会社 足柄下郡
有限会社　エヌ・エス・コーポレーション 小田原市
箱根・強羅　佳ら久 足柄下郡
株式会社　東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ 小田原市
神奈川トヨタ整備株式会社　小田原工場 小田原市
海鮮三昧　ぱぁくえりあ　やまもと 小田原市
株式会社ミツウロコ　ヴェッセル小田原店 小田原市
株式会社ティーケーピー　レクトーレ湯河原 足柄下郡
太陽建機レンタル株式会社　小田原支店 小田原市
有限会社　神谷機材 小田原市
株式会社　東海ホテルメンテナス箱根事業部 小田原市
社会福祉法人　小田原支援センター　小田原アシスト 小田原市
株式会社　内田電気工事 小田原市
神奈川県道路公社　真鶴道路管理事務所 足柄下郡
株式会社　ミヤケ電池サービス 小田原市
株式会社ヤマダデンキ　鴨宮店 小田原市



株式会社　双亜 足柄下郡
東鉄工業㈱横浜支店　小田原工事所 小田原市
杉崎運輸　株式会社 小田原市
松湘工業株式会社 小田原市
株式会社　三宅電気工業所 小田原市
医療法人社団湘星会　小田原腎内科クリニック 小田原市
ロジスネクスト東京株式会社　小田原営業所 小田原市
株式会社協和軌道 小田原市
ホシザキ湘南株式会社　小田原第二営業所 小田原市
株式会社　小田急リゾーツ 小田原市
ソフィア訪問看護ステーション　アイリス小田原 小田原市
株式会社　古川　箱根営業所 足柄下郡
株式会社　古川　小田原プラント 小田原市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ　小田原エリアセンター 小田原市
昌永産業株式会社 小田原市
株式会社ヤマガタ 小田原市
株式会社エー・エル・シー　ＢＰＳ　ミニ小田原 小田原市
株式会社ヨコハマタイヤジャパン神奈川カンパニー小田原営業所 小田原市
神奈川ダイハツ販売株式会社　小田原ブロック 小田原市
株式会社　スズキ 小田原市
富士フイルム株式会社　神奈川事業場　小田原サイト 小田原市
株式会社　小田原整備 小田原市
有限会社ＦＵＪＩ興業 小田原市
株式会社　大林組　神奈川西工事事務所 小田原市
株式会社ガスパル　小田原販売所 小田原市
パートナーズ株式会社 小田原市
司建設株式会社 小田原市
株式会社マッケンジーハウス　小田原支店 小田原市
神奈川ダイハツ販売㈱小田原店 小田原市
小田原郵便局　かんぽサービス部 小田原市
株式会社　鮑屋 小田原市
株式会社誠心工事 小田原市
株式会社マッケンジーハウス　小田原東支店 小田原市
社会福祉法人　唐池学園　児童養護施設　強羅暁の星園 足柄下郡
株式会社リクルート　小田原第一 小田原市
株式会社かんぽ生命保険藤沢支店　小田原東郵便局かんぽサービス部 小田原市
株式会社ちぼりホールディングス 足柄下郡
箱根登山鉄道株式会社 小田原市
イズモＥＰＣＭ（株） 小田原市
朝日生命保険相互会社　小田原営業所 小田原市
マルセン株式会社 小田原市



アルプス設備株式会社 小田原市
おだわら子ども若者教育支援センター 小田原市
株式会社フジダン　小田原工場 小田原市
一般財団法人　自然公園財団箱根支部 足柄下郡
有限会社渡辺新聞店 小田原市
荏原重機㈱西湘事業所 小田原市
㈱シンセイコーポレーション小田原営業所 小田原市
箱根ゆとわ 足柄下郡
箱根湯寮 足柄下郡
箱根ハイランドホテル 足柄下郡
河原実業㈱小田原営業所 小田原市
読売センター湯河原 足柄下郡
株式会社　大広社 小田原市
オリエンタル白石・ショーボンド建設特定建設工事共同企業体 小田原市
株式会社ダイトーテクニカル 小田原市
株式会社ダイトー建設不動産　西湘展示場 小田原市
株式会社　秋山設計 小田原市
社会福祉法人明星会　竹の子学園 小田原市
公益社団法人　小田原市シルバー人材センター 小田原市
（株）ダイトー建設不動産 小田原市
小田原重機　株式会社　京田ヤード 小田原市
（株）大半商店 小田原市
東日本旅客鉄道（株）横浜支社　小田原・伊豆統括センター 小田原市
有限会社　奥津造園 小田原市
杉崎観光バス株式会社 小田原市
株式会社　コボリ建設 足柄下郡
放課後等デイサービスＪＯＹヴィレッジ小田原校 小田原市
東方之光　箱根事務所 足柄下郡
有限会社　丸仁土木 足柄下郡
有限会社ＭＩＣＫＥＹ・ＮＥＴ・ＷＯＲＫＳ 小田原市
西湘計装　株式会社 小田原市
株式会社大林組　東急ＨＶ元箱根工事事務所 足柄下郡
中谷商工株式会社　商事部 小田原市
神奈川トヨタ自動車株式会社　トヨタモビリティ神奈川　湯河原店 足柄下郡
神奈川トヨタ自動車（株）トヨタモビリティ神奈川　酒匂パーク店 小田原市
Ａ＆Ｆ 小田原市
さがみ信用金庫　鴨宮支店 小田原市
レモンガス株式会社　仙石原支店 足柄下郡
レモンガス株式会社　小田原充填所 小田原市
神奈川ダイハツ販売（株）国府津店 小田原市
神奈川県県西土木事務所 足柄下郡



（株）田代組 足柄上郡
松田自動車学校 足柄上郡
南足柄市役所 南足柄市
山北町役場 足柄上郡
マルイ産業 足柄上郡
石井建設（株） 足柄上郡
株式会社下田組 南足柄市
松田警察署 足柄上郡
神奈川県県西地域県政総合センター 足柄上郡
富士フイルム（株）神奈川事業場足柄サイト 南足柄市
東京電力パワーグリッド株式会社　小田原支社　松田事務所 足柄上郡
大井町役場 足柄上郡
学校法人華綾学園 南足柄市
株式会社石田為吉商店 足柄上郡
パナック工業株式会社 南足柄市
株式会社加藤組 南足柄市
有限会社桶清工業 南足柄市
株式会社加藤工務店 足柄上郡
有限会社野木建設 足柄上郡
有限会社杉本商事 足柄上郡
（株）和田電機 足柄上郡
日本建材工業株式会社 足柄上郡
湯川鉄工所 足柄上郡
株式会社　小泉相模　相模西営業所 足柄上郡
金子建設株式会社 足柄上郡
日本郵便株式会社　松田郵便局 足柄上郡
有限会社田中モータース 足柄上郡
中井町役場 足柄上郡
東海林工株式会社 足柄上郡
奥津太一商店 南足柄市
神奈川県農業技術センター足柄地区事務所 足柄上郡
今泉建設（株） 足柄上郡
神奈川柑橘果工（株） 足柄上郡
有限会社大津小型生コン 南足柄市
株式会社加登建設 南足柄市
相陽工業株式会社 南足柄市
宮嶋建設（株） 南足柄市
日本郵便株式会社　南足柄郵便局 南足柄市
有限会社山口商事 足柄上郡
有限会社高橋工務店 南足柄市
かながわ西湘農業協同組合　開成事業所　統括センター 足柄上郡



有限会社共和衛生工業 足柄上郡
二葉建設株式会社　山北事業所 足柄上郡
有限会社市兵衛葬具店 足柄上郡
株式会社カトー 足柄上郡
有限会社石川商店 足柄上郡
株式会社ルミネリゾート 足柄上郡
わかもと製薬（株）相模大井工場 足柄上郡
さがみ信用金庫松田支店 足柄上郡
有限会社森土建 南足柄市
有限会社酒匂土木 足柄上郡
杉山新聞店 足柄上郡
南足柄衛生有限会社 南足柄市
富士フイルムビジネスイノベーション（株）竹松事業所 南足柄市
（株）川上建設 南足柄市
株式会社筆屋 足柄上郡
有限会社松田衛生社 足柄上郡
神奈川県立中井やまゆり園 足柄上郡
神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所 足柄上郡
株式会社　杉山 足柄上郡
松田町役場 足柄上郡
（株）市川商事 南足柄市
有限会社成川設備工業所 足柄上郡
開成町役場 足柄上郡
株式会社アクリテック 足柄上郡
（株）鈴木土建工業 足柄上郡
冨士寝具株式会社 足柄上郡
鍵和田石材有限会社 足柄上郡
小宮自動車工業（株） 足柄上郡
（株）神成工業 南足柄市
（株）ナカネン 足柄上郡
（株）石井商会 南足柄市
有限会社野木材木店 足柄上郡
（株）明巧舎 南足柄市
（株）磯部組 足柄上郡
南開工業株式会社 南足柄市
小田原市足柄消防署松田分署 足柄上郡
小田原市消防本部足柄消防署 南足柄市
（株）アグサ 南足柄市
株式会社松永組 足柄上郡
足柄電設株式会社 南足柄市
有限会社川本モータース 南足柄市



日本郵便株式会社　山北郵便局 足柄上郡
（株）荘司工務店 足柄上郡
中井生コン（株） 足柄上郡
静和建設（株） 足柄上郡
東海電設（株）小田原支社 南足柄市
小田原ゴルフ倶楽部松田コース 足柄上郡
有限会社佐藤修商店 南足柄市
有限会社石井自動車整備工場 足柄上郡
（株）永田組 南足柄市
株式会社イケダ電気 足柄上郡
有限会社加藤商店 南足柄市
株式会社小田原エンジニアリング 足柄上郡
有限会社藪田組 足柄上郡
（株）明治ゴム化成 足柄上郡
足柄プロパンガス協同組合 足柄上郡
（株）内川組 南足柄市
有限会社足柄ダクト工業 南足柄市
株式会社チェックメイト 足柄上郡
医療法人陽風会高台病院 足柄上郡
有限会社あさひ食堂 足柄上郡
社会福祉法人足柄福祉会草の家 南足柄市
有限会社長崎畜産 南足柄市
有限会社荻野工業 足柄上郡
医療法人社団明芳会北小田原病院 南足柄市
大鹿商事（株） 足柄上郡
相模電設工業株式会社 足柄上郡
（株）サトー 足柄上郡
西湘工業有限会社 足柄上郡
株式会社田代醤油店 足柄上郡
有限会社木村設備工業 足柄上郡
杉崎建材有限会社 足柄上郡
株式会社日産サティオ湘南　足柄店 足柄上郡
株式会社グリーンカンパニー 足柄上郡
藤沢自動車株式会社 足柄上郡
株式会社佐藤組 足柄上郡
有限会社池谷建設 足柄上郡
トモプロ株式会社小田原営業所 足柄上郡
テルモ株式会社　湘南センター 足柄上郡
有限会社松田電気工事 足柄上郡
有限会社川崎重機 足柄上郡
富士フイルム生活協同組合 南足柄市



株式会社日産サティオ　湘南秦野中井店 足柄上郡
株式会社社日建圧送 南足柄市
有限会社大仙電工 南足柄市
三恵総業（株） 南足柄市
有限会社中野電機商会 足柄上郡
有限会社井澤組 足柄上郡
（株）小保木製作所 足柄上郡
有限会社山崎建設 足柄上郡
松田町立松田幼稚園 足柄上郡
（株）冨士建設 足柄上郡
本荘重機（株） 足柄上郡
株式会社海老正大井松田営業所 足柄上郡
株式会社西湘設備工業 足柄上郡
ネッツトヨタ神奈川（株）ウエインズ２５５上大井店 足柄上郡
（株）草柳工務店 足柄上郡
医療法人社団友和会友和クリニック 足柄上郡
（株）茂川建設 南足柄市
立花学園高等学校 足柄上郡
有限会社丹建材興業 足柄上郡
あしがら広域福祉センターひかりの里 足柄上郡
新生実業有限会社 足柄上郡
株式会社塚原設備工業 南足柄市
有限会社山一建設 足柄上郡
足柄東部清掃組合 足柄上郡
株式会社石田工務店 足柄上郡
有限会社草柳設備 足柄上郡
全国農業協同組合連合会神奈川県本部西部農機・自動車センター 足柄上郡
神奈川日産自動車（株）足柄店 足柄上郡
有限会社勝又 南足柄市
有限会社寄自動車 足柄上郡
有限会社山口車輌工業 足柄上郡
有限会社石澤設備工業 南足柄市
有限会社ミウラ 南足柄市
有限会社平石設備工業 足柄上郡
有限会社　加藤モータース販売 南足柄市
有限会社倉橋モータース 足柄上郡
株式会社小笠原プレシジョンラボラトリー 足柄上郡
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社中井 足柄上郡
有限会社山崎組 南足柄市
有限会社内田造園土木 南足柄市
（株）深瀬組 南足柄市



有限会社ばんらい 南足柄市
株式会社高部金属 南足柄市
丸建設有限会社 足柄上郡
東栄建設（株） 足柄上郡
有限会社勝栄興業 南足柄市
神和道路建設（株） 足柄上郡
健伸工業株式会社 足柄上郡
有限会社瀬戸商店 南足柄市
有限会社足柄工務店 足柄上郡
有限会社高橋巌商店 南足柄市
沼津管材（株）神奈川支店 足柄上郡
有限会社山北電子工業 足柄上郡
（株）野地電機 南足柄市
島川電気（株） 南足柄市
松田町立寄幼稚園 足柄上郡
中井開発株式会社 足柄上郡
大一産業（株） 足柄上郡
有限会社矢倉沢建設 足柄上郡
有限会社牧内カッター工業 足柄上郡
湘南乳販（株） 足柄上郡
株式会社技研コンサルタント 足柄上郡
関東日本フード株式会社湘南営業部 足柄上郡
神奈川県小田原保険福祉事務所足柄上センター 足柄上郡
山崎総合建設 南足柄市
株式会社サイサン南足柄営業所 南足柄市
相日防災（株）南足柄支店 南足柄市
南足柄市保健医療福祉センター 南足柄市
東電同窓電気（株）小田原営業所 足柄上郡
ケーオーデンタル（株）神奈川西営業所 足柄上郡
老人保健施設グレースヒル湘南 足柄上郡
介護老人保健施設にじの丘足柄 足柄上郡
（有）瀬戸電気商会 足柄上郡
社会福祉法人　足柄緑の会　コスモス学園中沼ケアセンター 南足柄市
社会福祉法人南足柄市社会福祉協議会 南足柄市
中泉商事㈱　泉谷生コン 足柄上郡
ひかり産業株式会社 足柄上郡
栗原工業株式会社小田原営業所 南足柄市
大和紙器株式会社神奈川工場 南足柄市
山本工務店 足柄上郡
デイサービスセンター大和 足柄上郡
株式会社アクティオ秦野中井工場 足柄上郡



コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　秦野セールスセンター 足柄上郡
株式会社竹内建設中井リサイクルセンター 足柄上郡
有限会社金山商店 足柄上郡
特定非営利活動法人在宅福祉しあわせサービスあしがら 足柄上郡
株式会社清王サービス 南足柄市
相模ベンディング株式会社 足柄上郡
福美塗装 足柄上郡
特定非営利活動法人　車友の会 南足柄市
社会福祉法人中井町社会福祉協議会 足柄上郡
山北町社会福祉協議会 足柄上郡
あずみ苑山北 足柄上郡
株式会社西原商会関東　小田原営業所 足柄上郡
カーセンター足柄協同組合 足柄上郡
リーフ工業株式会社 足柄上郡
宝栄産業株式会社足柄事業所 南足柄市
ツクイ南足柄 南足柄市
特定非営利活動法人サポートかけ橋 足柄上郡
神奈川スバル株式会社　開成店 足柄上郡
株式会社神奈川グラウンド神奈川運転代行サービス 足柄上郡
ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社　東名店 足柄上郡
株式会社　神奈川県農協茶業センター 足柄上郡
富士フイルムマニュファクチャリング（株）竹松事業所 南足柄市
株式会社　エコシステム　中井事業所 足柄上郡
社会福祉法人　足柄緑の会　コスモス学園中沼ジョブセンター 南足柄市
株式会社　リフテック 足柄上郡
山北町森林組合 足柄上郡
トオカツフーズ株式会社山北工場 足柄上郡
ＪＡかながわ西湘エネルギー㈱開成本店 足柄上郡
株式会社ティ・ディ・プラント 南足柄市
株式会社ニッセーデリカ湘南工場 足柄上郡
有限会社小林電機工業 足柄上郡
ＪＡかながわ西湘葬祭株式会社 足柄上郡
公益社団法人開成町シルバー人材センター 足柄上郡
株式会社仙台銘板湘南営業所 足柄上郡
社会福祉法人　宝珠会 足柄上郡
社会福祉法人　大井町社会福祉協議会 足柄上郡
介護老人福祉施設　中井富士白苑 足柄上郡
富士フイルムエンジニアリング株式会社 南足柄市
株式会社　トヤマ 足柄上郡
トーア工業株式会社 足柄上郡
株式会社アサヒ製作所 足柄上郡



木村化工機㈱足柄出張所 南足柄市
株式会社ＯＳエンジニアリング 南足柄市
コスモス学園松田センター 足柄上郡
株式会社ネオテック 足柄上郡
ナス産業株式会社足柄工場 足柄上郡
株式会社ブルックスホールディングス　大井事業所 足柄上郡
社会福祉法人松田町社会福祉協議会 足柄上郡
東京電力リニューアブルパワー株式会社　松田事業所 足柄上郡
株式会社原徳太郎商店ラッキー 南足柄市
日本瓦斯株式会社小田原営業所 南足柄市
富士フィルムフォトマニュファクチャリング株式会社 南足柄市
潤生園みんなの家南足柄 南足柄市
鹿島大成特定建設工事共同企業体河内川橋ＪＶ工事事務所 足柄上郡
株式会社不動テトラ滝沢川橋作業所 足柄上郡
清水建設株式会社 足柄上郡
バーデンライフ中川 足柄上郡
東京鋪装工業株式会社　松田ベース 足柄上郡
運転代行あけぼの 足柄上郡
新東名　川西高松建設所　川西工事作業所 足柄上郡
アイス運転代行 足柄上郡
株式会社多賀製作所 足柄上郡
イワタニ首都圏株式会社小田原支店 足柄上郡
足柄上医師会訪問看護ステーション 足柄上郡
株式会社エリア 足柄上郡
デイサービス　あゆみ 足柄上郡
みんなの家 足柄上郡
株式会社エフエヌ 足柄上郡
サニクリーン東京小田原営業所 足柄上郡
ＴＫＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 南足柄市
有限会社　内田電気 南足柄市
株式会社キャストリンク足柄研修センター 足柄上郡
東急建設株式会社　湯触トンネル作業所 足柄上郡
富士フイルム生活協同組合　ふれあいセンター 南足柄市
医療法人おひさま会　おひさまクリニック開成 足柄上郡
三井住友・極東興和・ドーピー建設工業特定建設工事共同企業体 足柄上郡
ＳＭＣシビルテクノス株式会社 足柄上郡
三井住友・大日本土木・フジタ新東名高速道路山北皆瀬川工事特定建設工事共同企業体 足柄上郡
鹿島道路株式会社大井松田工事事務所 足柄上郡
株式会社ＭＧファシリティーズ湘南事業所 足柄上郡
株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント湘南テクニカルセンター 足柄上郡
株式会社奥村組　ネクスコ川音川工事所所 足柄上郡



社会福祉法人　県西福祉会　県西福祉センター 南足柄市
北新建設株式会社　湯触作業所 足柄上郡
株式会社カトーマイカーセンター 足柄上郡
丸磯建設株式会社　新東名高速川西作業所 足柄上郡
外崎電設 南足柄市
株式会社ＹＵＫトータルサービス 足柄上郡
株式会社レンタルのニッケン小田原営業所 足柄上郡
神奈川ダイハツ販売株式会社大井松田店 足柄上郡
ウェルキャンプ西丹沢 足柄上郡
城間工業株式会社 足柄上郡
株式会社コネクトアルファ 足柄上郡
川元建設株式会社　新東名高速道路　河内川橋工事作業所 足柄上郡
社会福祉法人開成町社会福祉協議会 足柄上郡
鶴巻訪問看護ステーションあしがら 足柄上郡
株式会社　荘司造園 足柄上郡
ジェイビルド株式会社 南足柄市
有限会社　寿園すし 足柄上郡
第一環境株式会社　南足柄事務所 南足柄市
有限会社　小宮石材 足柄上郡
神奈川トヨタ自動車株式会社　トヨタモビリティ神奈川　開成店 足柄上郡
株式会社熊谷組　名古屋支店　酒匂川橋工事所 足柄上郡
社会福祉法人　明星会　竹の子ケアセンター 南足柄市
株式会社　エフアイエス 足柄上郡
大藤工業株式会社足柄出張所 南足柄市
生活介護トゥモローランド 足柄上郡
株式会社ホンダ販売小田原開成店 足柄上郡
松田町森林組合 足柄上郡
株式会社熊谷組　尺里川橋作業所 南足柄市
中谷商工株式会社中沼工場 南足柄市
秦野警察署 秦野市
秦野市役所 秦野市
秦野市農業協同組合 秦野市
日本バイオアッセイ研究センター 秦野市
府川電機工業（株） 秦野市
（株）クズハ建設 秦野市
中央労働金庫秦野支店 秦野市
多田プレス工業株式会社 秦野市
スタンレー電気株式会社　秦野製作所 秦野市
日鍛バルブ株式会社 秦野市
株式会社横浜銀行秦野支店 秦野市
中央液化ガス株式会社秦野営業所 秦野市



（株）太平洋クラブ相模コース 秦野市
株式会社ティラド秦野製作所 秦野市
（株）コイズミ 秦野市
医療法人丹沢病院 秦野市
株式会社タウンニュース社秦野支社 秦野市
秦野市消防本部 秦野市
株式会社日立製作所　システム＆サービスビジネス統括本部 秦野市
株式会社　島半 秦野市
佐藤産業株式会社 秦野市
東京電力パワーグリット株式会社　小田原支社秦野事務所 秦野市
秦野瓦斯株式会社 秦野市
株式会社確進重機 秦野市
京セラ株式会社　神奈川秦野工場 秦野市
株式会社　トープラ 秦野市
矢崎化工株式会社　神奈川支店 秦野市
株式会社東京カントリー倶楽部 秦野市
株式会社　ウイザップ偕揚社 秦野市
株式会社藤野製作所 秦野市
有限会社秦野サービス社 秦野市
株式会社　上村建材 秦野市
株式会社タンザワ 秦野市
渋沢建設株式会社 秦野市
株式会社　栗原建設 秦野市
神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター 秦野市
株式会社ＹＤＫテクノロジーズ 秦野市
株式会社　新和防災 秦野市
株式会社　成瀬 秦野市
（有）オザワ 秦野市
宇山商事　株式会社 秦野市
秦野畜産（株） 秦野市
秦野給食センター協同組合 秦野市
小田急電鉄株式会社　秦野電気システム管理所 秦野市
上村興業（株） 秦野市
株式会社リンレイ　秦野工場 秦野市
前場電機工事株式会社 秦野市
（株）設衛研究センター 秦野市
（株）関野建設 秦野市
株式会社　坂本建設 秦野市
大秦野カントリークラブ 秦野市
公益財団法人鉄道弘済会　総合福祉センター弘済学園 秦野市
飯沼設備工業（株） 秦野市



有限会社　飯田工業 秦野市
（株）タムラ 秦野市
渋谷商店 秦野市
テクノ電気工業株式会社 秦野市
（有）和田建設 秦野市
奥山管材機器（株）秦野営業所 秦野市
（株）福森鐵工所 秦野市
株式会社吉川設備 秦野市
（有）三河商店 秦野市
（株）伊東商店 秦野市
株式会社　富士産業 秦野市
秦野市環境資源センター 秦野市
（有）北村興業 秦野市
株式会社　湘南 秦野市
冨士ダイス株式会社秦野工場 秦野市
株式会社ニッパック物流ＭＥセンター 秦野市
医療法人財団青山会　みくるべ病院 秦野市
医療法人社団秦和会秦野病院 秦野市
天理教秦野大教会 秦野市
秦野市伊勢原市環境衛生組合 秦野市
（株）陣屋 秦野市
秦野金属（株） 秦野市
上智短期大学 秦野市
有限会社　渋谷興業 秦野市
学校法人鶴巻学園　つるまき幼稚園 秦野市
（有）平塚新電社 秦野市
小田急電鉄株式会社　工務技術センター秦野工務区 秦野市
社会福祉法人むつみ福祉会　寿湘ケ丘老人ホーム 秦野市
（株）キタムラ 秦野市
秦野カントリークラブ 秦野市
有限会社善波モータース 秦野市
中栄信用金庫 秦野市
社会福祉法人　かしの木会くず葉学園 秦野市
レモンガス株式会社　秦野支店 秦野市
栗原工業（株） 秦野市
株式会社　長澤商店 秦野市
株式会社東開造園土木 秦野市
有限会社　寿産業 秦野市
社会福祉法人至泉会あけぼの園 秦野市
障碍者支援施設　松下園 秦野市
和風レストラン志津加 秦野市



アジアプロパン株式会社 秦野市
（有）関口米店 秦野市
日産車体株式会社秦野事業所 秦野市
（株）セクメット 秦野市
（株）魚作 秦野市
株式会社　イバラギ 秦野市
株式会社　五光組 秦野市
株式会社　金井酒造店 秦野市
小泉機器工業株式会社　秦野営業所 秦野市
日本機材株式会社 秦野市
（有）香川管工 秦野市
（株）海津工業所 秦野市
（株）イイダ 秦野市
（有）須山モーターサービス 秦野市
綾部建設 秦野市
有限会社宮村モーター商会 秦野市
山口石油ガス（株） 秦野市
チャンピオンスイムクラブ 秦野市
松沢興産㈱ 秦野市
（有）山口自動車整備工場 秦野市
三和建工（株） 秦野市
秦野市消防署 秦野市
チャイナガーデン 秦野市
秦野商工会議所 秦野市
社会福祉法人　むつみ福祉会菖蒲荘 秦野市
（有）恵工業 秦野市
前田道路株式会社　秦野営業所 秦野市
阿部興業株式会社　秦野支店 秦野市
秦野市上下水道局 秦野市
インターナショナル・トイレツリース株式会社 秦野市
公益社団法人　秦野市シルバー人材センター 秦野市
社会福祉法人　常成福祉会 秦野市
（株）みどりや 秦野市
社会福祉法人淨泉会やまばと学園 秦野市
ホンダカーズ中央神奈川秦野店㈱ 秦野市
富士見斎場（株） 秦野市
株式会社アイエンス 秦野市
宗教法人　出雲大社相模分祠 秦野市
サンシティ神奈川 秦野市
社会福祉法人　秦野市社会福祉協議会 秦野市
株式会社奥村商会　秦野営業所 秦野市



株式会社　水野建設 秦野市
新進建設株式会社 秦野市
社会福祉法人　神奈川県社会福祉事業団　湘南老人ホーム 秦野市
株式会社　コラム建設 秦野市
秦野赤十字病院 秦野市
株式会社　ジャパンコーポレーション 秦野市
ハタノ建機産業株式会社 秦野市
株式会社　富士薬品秦野営業所 秦野市
（有）北京館 秦野市
（株）サンペイント 秦野市
税理士法人　ふどう舎 秦野市
（有）一の家 秦野市
有限会社　十一番 秦野市
医療法人社団北篠会　秦野老人保健施設みかん 秦野市
泰進商事株式会社 秦野市
佐野商事株式会社 秦野市
乗馬クラブクレイン神奈川 秦野市
鶴巻訪問看護ステーション 秦野市
有限会社　石塚商会 秦野市
株式会社　東八 秦野市
（株）金八 秦野市
社会福祉法人輝星会 秦野市
北村コンクリート工業（株） 秦野市
秦野自動車教習所 秦野市
東京シェルパック株式会社　湘南営業所 秦野市
（有）クリーニングイイダ 秦野市
株式会社　日動計画 秦野市
留置管理課 秦野市
株式会社　日立産機ドライブ・ソリューションズ 秦野市
セントケア秦野 秦野市
小松興業有限会社 秦野市
ＪＡデイサービスセンターはだの 秦野市
医療法人社団三喜会　介護老人保険施設　ライフプラザ鶴巻 秦野市
島津産機システムズ株式会社　エミットカンパニー秦野工場 秦野市
矢野測量設計（株） 秦野市
（株）渋沢造園 秦野市
はだの松寿苑特別養護老人ホーム 秦野市
秦野伊勢原医師会社団法人 秦野市
神奈川日産自動車株式会社　秦野店 秦野市
水戸証券株式会社　秦野支店 秦野市
さがみ信用金庫渋沢支店 秦野市



明成建設株式会社 秦野市
くず葉台ケアセンター（社会福祉法人いずみ福祉会） 秦野市
やまゆり保育園社会福祉法人山栄会 秦野市
第十興産　株式会社 秦野市
中日本高速道路株式会社東京支社　秦野工事事務所 秦野市
日本郵便株式会社　秦野郵便局 秦野市
合同会社　ハーモニーケア 秦野市
光伸光学工業株式会社 秦野市
有限会社　山田軽貨物 秦野市
鶴巻訪問看護ステーションはだの 秦野市
万葉倶楽部株式会社 秦野市
株式会社　ジェイエスジー 秦野市
神奈川スバル株式会社　秦野店 秦野市
医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院 秦野市
ニチイケアセンター　ほりにし 秦野市
介護老人保護施設　めぐみの里 秦野市
住宅情報館株式会社　秦野店 秦野市
ツクイ秦野 秦野市
株式会社岡田組 秦野市
株式会社秦野インクルージョン 秦野市
株式会社　ＡＲＰ 秦野市
株式会社ミクニ　湘南営業所 秦野市
株式会社　関東警備システム 秦野市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　ウェインズ２４６秦野店 秦野市
株式会社　三樹 秦野市
ネッツトヨタ神奈川株式会社　ＵーＣａｒ秦野 秦野市
株式会社　Ｎｅｗｓ 秦野市
くりちゃん代行 秦野市
サンマッサージ 秦野市
日産プリンス神奈川販売株式会社　秦野店 秦野市
東海教育産業株式会社　湘南営業所 秦野市
株式会社　ＴＵＫＡＳＡ 秦野市
株式会社　カナエル　神奈川西支店 秦野市
社会福祉法人　珀寿会　特別養護老人ホーム　秦野陽光園 秦野市
三ツ輪産業株式会社　秦野営業所 秦野市
株式会社横浜女子学生会館　秦野女子学生会館 秦野市
有限会社　渡部モーター 秦野市
株式会社島津テクノリサーチ　秦野事業所　東京環境技術センター 秦野市
株式会社　ジャパンクリニカルサービス　神奈川業務センター 秦野市
株式会社　山昇 秦野市
有限会社　小菅工業 秦野市



有限会社　カナガワ工業 秦野市
株式会社　興栄建設 秦野市
ヤマト自動車硝子株式会社　秦野店 秦野市
マツダ小田原株式会社　秦野店 秦野市
株式会社　大地測量設計 秦野市
秦野市上下水道局お客様センター 秦野市
秦野市森林組合 秦野市
有限会社　羊二企画 秦野市
カルチャーリゾート秦野 秦野市
株式会社　不二家　秦野工場 秦野市
神奈川県森林組合連合会 秦野市
株式会社　ミナミ住設 秦野市
株式会社　大地 秦野市
日本瓦斯株式会社　秦野営業所 秦野市
有限会社たくみケアサービス　つるかめ訪問看護ステーション秦野 秦野市
新東名高速道路秦野インターチェンジ工事 秦野市
滑川軽銅株式会社　秦野営業所 秦野市
デイサービスケリッツ鶴巻 秦野市
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 秦野市
関東開発株式会社 秦野市
株式会社　Ｒｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 秦野市
ブリヂストンタイヤセンター関東株式会社　ミスタータイヤマンはだの店 秦野市
株式会社　イノベイト 秦野市
希望の丘はだの 秦野市
株式会社メディケアー　秦野事業所 秦野市
秦野コンクリート株式会社 秦野市
有限会社　三貴建設 秦野市
三井住友建設株式会社　新東名中津川橋作業所 秦野市
日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社　秦野工場 秦野市
株式会社ＳＫテック　秦野工場 秦野市
株式会社　菊正建設 秦野市
株式会社　アネスト 秦野市
株式会社静岡銀行秦野支店 秦野市
住友建機販売株式会社神奈川支店秦野営業所 秦野市
株式会社　岸造園土木 秦野市
株式会社　アドバンケア 秦野市
こせき仕出しセンター 秦野市
有限会社　フレッシュ・フーズ片野 秦野市
株式会社　湘南住建 秦野市
株式会社　エヴリワン 秦野市
株式会社西和工務店　中津川橋（作） 秦野市



医療法人社団厚仁会 秦野市
ソフィア訪問看護ステーション秦野 秦野市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ　東海大エリアセンター 秦野市
株式会社西和工務店　山北作業所 秦野市
合同会社コンフォート 秦野市
株式会社カネヤス 秦野市
有限会社　南建設本社 秦野市
神奈川ダイハツ販売株式会社　秦野店 秦野市
株式会社まこじろう福祉事務所 秦野市
神奈川トヨタ自動車株式会社トヨタモビリティ神奈川秦野平沢店 秦野市
山王総合株式会社　湘南支店 秦野市
日和サービス株式会社 秦野市
株式会社マッケンジーハウス　秦野支店 秦野市
エスティーティー株式会社　秦野事業所 秦野市
新光電業株式会社 秦野市
介護老人保健施設ひまわりの里 秦野市
株式会社　小中電気 秦野市
秦野郵便局かんぽサービス部 秦野市
有限会社アイテック 秦野市
株式会社横浜コンサルティングセンター秦野（工）出張所 秦野市
株式会社アクセス横浜 秦野市
株式会社水処理 秦野市
株式会社　金八 秦野市
株式会社ニタカ　デイサービス和楽 秦野市
医療法人社団杏月会　奥田外科胃腸科クリニック 秦野市
明立工業株式会社 秦野市
株式会社アオイ産業 秦野市
株式会社ロード・エンジニアリング　秦野事業所 秦野市
株式会社ダイトー建設不動産　秦野店 秦野市
株式会社アクティサポート　湘南営業所 秦野市
相模製函株式会社 秦野市
株式会社　荒井べジアス 秦野市
秦野あっしー運転代行 秦野市
社会福祉法人成和会 秦野市
協和精麦株式会社 伊勢原市
濱田精麦株式会社 伊勢原市
テーエスガス 伊勢原市
伊勢原自動車学校 伊勢原市
株式会社田中建設 伊勢原市
吉川醸造 伊勢原市
伊勢原市消防本部 伊勢原市



伊勢原警察署 伊勢原市
株式会社藤田電機製作所伊勢原工場 伊勢原市
伊勢原市役所 伊勢原市
山田プロパン（株） 伊勢原市
株式会社アマダ 伊勢原市
（株）丹野設備工業所 伊勢原市
株式会社遠洲屋 伊勢原市
ベストジャパン 伊勢原市
認定こども園東海大学付属本田記念幼稚園 伊勢原市
井上製作所 伊勢原市
市光工業 伊勢原市
（株）市川電機 伊勢原市
有限会社高橋商事 伊勢原市
有限会社梶ヶ谷商店　成瀬Ｓ・Ｃ 伊勢原市
社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会 伊勢原市
（株）秋山安太郎石材 伊勢原市
中央マドカ幼稚園 伊勢原市
坂本組 伊勢原市
有限会社宇佐美工業所 伊勢原市
細野商店株式会社 伊勢原市
長島建設株式会社 伊勢原市
飯田測量 伊勢原市
フジケース 伊勢原市
湘南農業協同組合本店 伊勢原市
株式会社　湘南フードテック 伊勢原市
有限会社足立工務店 伊勢原市
東洋水産（株）相模工場 伊勢原市
タピルス株式会社伊勢原工場 伊勢原市
（株）渡辺組工業 伊勢原市
（株）葛貫商店 伊勢原市
伊勢原カントリークラブ 伊勢原市
（株）セゾオン伊勢原給食センター 伊勢原市
（株）日産サティオ湘南　伊勢原店 伊勢原市
日発精密工業株式会社 伊勢原市
岡田工務店 伊勢原市
宗教法人思親会 伊勢原市
日本郵便株式会社伊勢原郵便局 伊勢原市
有限会社山田建材店 伊勢原市
株式会社青電 伊勢原市
王子コンテナー株式会社神奈川工場 伊勢原市
有限会社麻生建材 伊勢原市



株式会社田中工務店 伊勢原市
柏木牧場 伊勢原市
学校法人向上学園 伊勢原市
南関東日野自動車株式会社厚木支店 伊勢原市
牧野不動産 伊勢原市
神谷コーポレーション湘南株式会社 伊勢原市
株式会社りそな銀行伊勢原支店 伊勢原市
株式会社ヤマシタ神奈川事業所 伊勢原市
株式会社　カマヤ住宅資材 伊勢原市
伊勢原ひかり幼稚園 伊勢原市
学校法人はちす学園　伊勢原立正幼稚園 伊勢原市
株式会社マグネスケール 伊勢原市
学校法人岡崎学園伊勢原みのり幼稚園 伊勢原市
学校法人伊勢原白百合学園 伊勢原市
成瀬幼稚園 伊勢原市
伊勢原山王幼稚園 伊勢原市
鶴見コンクリート（株） 伊勢原市
関東化学株式会社伊勢原工場 伊勢原市
東海大学医学部附属病院 伊勢原市
株式会社アマダオリイ伊勢原鈴川事業所 伊勢原市
伊勢原八雲幼稚園 伊勢原市
株式会社鈴木油脂 伊勢原市
杉山土建 伊勢原市
伊勢原スイミングクラブ 伊勢原市
三光工業（株） 伊勢原市
吉野工業所神奈川技術研究所 伊勢原市
株式会社巴商会伊勢原営業所 伊勢原市
有限会社　柏木建材店 伊勢原市
神奈川県農業共済組合 伊勢原市
大山阿夫利神社 伊勢原市
酒井薬品株式会社伊勢原営業所 伊勢原市
有限会社林写真商会 伊勢原市
サミット工業有限会社 伊勢原市
社会福祉法人緑友会みどり園 伊勢原市
日興電装（株） 伊勢原市
冨士電線株式会社 伊勢原市
（有）つくし 伊勢原市
日産プリンス神奈川販売（株）伊勢原営業所 伊勢原市
神奈川調査設計株式会社 伊勢原市
有限会社　歩興業 伊勢原市
丸越鋼具伊勢原株式会社 伊勢原市



日向天成園 伊勢原市
伊勢原市　環境美化センタ－ 伊勢原市
エスペック株式会社 伊勢原市
日本発条株式会社　伊勢原工場 伊勢原市
株式会社ライブナー和膳照國 伊勢原市
和栄工業株式会社 伊勢原市
相模圧送（株） 伊勢原市
豊建設株式会社 伊勢原市
（株）池田建設 伊勢原市
大成温調株式会社 伊勢原市
（株）小泉建業伊勢原営業所 伊勢原市
株式会社レンティック中部伊勢原事業所 伊勢原市
内田商事 伊勢原市
株式会社アカギ厚木営業所 伊勢原市
社会福祉法人　泉心会　高齢者総合支援センター泉心荘 伊勢原市
株式会社ナック・ダスキン　第２３支店 伊勢原市
フジ電気株式会社 伊勢原市
下川原工務店 伊勢原市
（株）スタック 伊勢原市
社会福祉法人大原福祉会 伊勢原市
株式会社コクエ－伊勢原営業所 伊勢原市
専修大学伊勢原体育寮 伊勢原市
ネッツトヨタ神奈川株式会社２４６伊勢原店 伊勢原市
株式会社ホンダカーズ中央神奈川伊勢原店 伊勢原市
西相模三菱自動車販売（株） 伊勢原市
（学）国際学院　国際総合健康専門学校 伊勢原市
土屋商事 伊勢原市
チガサキレンタル株式会社伊勢原営業所 伊勢原市
神奈川日産自動車株式会社伊勢原店 伊勢原市
株式会社　望星薬局 伊勢原市
社会福祉法人　松友会 伊勢原市
株式会社いしかわ 伊勢原市
（株）コクエー伊勢原第二営業所 伊勢原市
有限会社　清和商事 伊勢原市
有限会社タチオカ商会 伊勢原市
神奈川県厚生農業協同組合連合会介護老人保健施設ほほえみの丘 伊勢原市
花富 伊勢原市
山王総合（株） 伊勢原市
カナキン（株） 伊勢原市
足立鳶工業 伊勢原市
株式会社中村園 伊勢原市



神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院 伊勢原市
伯東株式会社　伊勢原事業所 伊勢原市
フアースト代行 伊勢原市
医療法人社団松和会介護老人保健施設ききょう苑 伊勢原市
社会福祉法人　至泉会　すこやか園 伊勢原市
りんどうデイサービスセンター 伊勢原市
株式会社フリーテム 伊勢原市
（株）鈴木油脂歌川工場 伊勢原市
アサヒ飲料販売株式会社伊勢原支店 伊勢原市
特定非営利活動法人外出支援サービスワーカーズコレクティブハミング 伊勢原市
代行　スピリッツ 伊勢原市
神奈川日産自動車株式会社伊勢原２４６号店 伊勢原市
株式会社山路フードシステム伊勢原 伊勢原市
神鋼産業　株式会社 伊勢原市
株式会社チトセ平塚サービスセンター 伊勢原市
ケアステーションいたど 伊勢原市
エース技研株式会社 伊勢原市
株式会社一宙 伊勢原市
社会福祉法人　大六福祉会　伊勢原ホーム 伊勢原市
有限会社山中園 伊勢原市
株式会社　秋山モータース 伊勢原市
オルガノプラントサービス株式会社 伊勢原市
株式会社アマダ首都圏営業所神奈川サービスセンター 伊勢原市
株式会社相模商会 伊勢原市
有限会社下山建設 伊勢原市
ヤマテック株式会社 伊勢原市
株式会社第一綜建 伊勢原市
菱重コールドチェーン株式会社サービス本部 伊勢原市
ロイヤルホームセンター　伊勢原店 伊勢原市
株式会社　エコロ・クリエイト 伊勢原市
トプレック株式会社厚木サービスセンター 伊勢原市
有限会社　柏木造園 伊勢原市
神奈川スバル株式会社厚木・伊勢原店 伊勢原市
千代田工業株式会社 伊勢原市
有限会社サカシタビルサービス 伊勢原市
特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷 伊勢原市
いすゞ自動車首都圏株式会社厚木支店 伊勢原市
株式会社八重椿本舗 伊勢原市
株式会社山崎歯車製作所伊勢原工場 伊勢原市
村山工業株式会社 伊勢原市
豊雅工業株式会社 伊勢原市



株式会社山友 伊勢原市
三洋機械工業株式会社 伊勢原市
株式会社高井工務店 伊勢原市
株式会社レナテック 伊勢原市
トヨタカローラ神奈川株式会社伊勢原店 伊勢原市
ダイハツ西湘販売株式会社　東名厚木店 伊勢原市
株式会社エス・エイチテクニカル 伊勢原市
有限会社　渡辺自動車 伊勢原市
有限会社河津電設 伊勢原市
有限会社　エヌデン 伊勢原市
株式会社ＵＥＸ管材 伊勢原市
株式会社三井三池製作所精密機器事業本部 伊勢原市
りんどう２４６デイサービスセンター 伊勢原市
介護事業所　のい 伊勢原市
イカリ消毒株式会社厚木営業所 伊勢原市
医療法人社団三喜会鶴巻訪問看護ステーションいせはら 伊勢原市
社会福祉法人　ウェルエイジ 伊勢原市
タツミ訪問看護ステーション伊勢原 伊勢原市
東名ブレース株式会社関東支店 伊勢原市
一般社団法人宝命 伊勢原市
有限会社　杉山商会 伊勢原市
株式会社アマダマシナリー 伊勢原市
平塚信用金庫伊勢原支店 伊勢原市
有限会社　福谷舗道 伊勢原市
東海ステップ株式会社 伊勢原市
株式会社　相厚産業 伊勢原市
ケアセンター高森荘 伊勢原市
ダイカン株式会社 伊勢原市
アシスタンススクールつくしんぼ 伊勢原市
相原電機株式会社 伊勢原市
株式会社アクア・アドバンス 伊勢原市
アール総建株式会社 伊勢原市
株式会社中和工建 伊勢原市
株式会社ビルドアート 伊勢原市
株式会社ビルドアート資材置場 伊勢原市
有限会社　ケアフルホーム 伊勢原市
（有）前田緑化土木 伊勢原市
清水工機（株）伊勢原営業所 伊勢原市
アースボーリング株式会社 伊勢原市
水理プランニング株式会社 伊勢原市
有限会社山田鈑金塗装 伊勢原市



東京農業大学農学部　伊勢原農場 伊勢原市
株式会社　ツクイ伊勢原東大竹 伊勢原市
特定非営利活動法人　移送サービスいせはら 伊勢原市
株式会社ナリコマフード関東セントラルキッチン 伊勢原市
株式会社アースロック 伊勢原市
株式会社オーハシテクニカ南関東第一営業グループ 伊勢原市
伊勢原市老人福祉センター阿夫利荘 伊勢原市
中日本高速道路株式会社東京支社伊勢原保全・サービスセンター 伊勢原市
中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社伊勢原基地 伊勢原市
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社伊勢原道路事務所 伊勢原市
秋山興業株式会社 伊勢原市
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名（株）伊勢原事業所 伊勢原市
学研ココファン伊勢原 伊勢原市
株式会社クラスト伊勢原支店 伊勢原市
株式会社宮本組関東支店神奈川営業所 伊勢原市
日宝工業株式会社厚木営業所 伊勢原市
介護老人保健施設あゆみの里 伊勢原市
神奈川県厚生農業協同組合連合会保健福祉センター巡回健診事業課 伊勢原市
八千代エンジニヤリング株式会社 伊勢原市
株式会社エスホケン 伊勢原市
伊勢原市森林組合 伊勢原市
トラスコ中山株式会社厚木支店 伊勢原市
株式会社クラウンパッケージ神奈川事業所 伊勢原市
株式会社バーンリペア神奈川第二ブロック湘南 伊勢原市
ソフィア訪問看護ステーション伊勢原 伊勢原市
杉本商事株式会社 伊勢原市
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社湘南支店 伊勢原市
株式会社ショーエイ 伊勢原市
カトウ光研株式会社 伊勢原市
株式会社ヨコハマタイヤジャパン圏央営業所 伊勢原市
株式会社オーイズミ伊勢原工場 伊勢原市
神奈川ダイハツ販売株式会社伊勢原店 伊勢原市
水ｉｎｇＡＭ株式会社伊勢原管理事務所 伊勢原市
日翔建設株式会社本社 伊勢原市
医療法人社団杏月会伊勢原駅前クリニック 伊勢原市
株式会社勝又建設伊勢原リサイクルセンター 伊勢原市
株式会社クボテック伊勢原工場 伊勢原市
風和税理士法人 伊勢原市
山王総合株式会社第一事業部県央支店 伊勢原市
株式会社オーイズミラボ 伊勢原市
株式会社カナコン伊勢原支社 伊勢原市



株式会社リビック相模伊勢原営業所 伊勢原市
株式会社平吾設備伊勢原作業所 伊勢原市
株式会社アメイド資材センター 伊勢原市
清水建設株式会社伊勢原大山ＩＣ作業所 伊勢原市
朝日生命保険相互会社伊勢原営業所 伊勢原市
三和建設コンサルタンツ株式会社 伊勢原市
東海大学病院支店業務課 伊勢原市
有限会社内田工務店 伊勢原市
計画エンジニヤリング株式会社伊勢原事務所 伊勢原市
メタ代行湘南 伊勢原市
株式会社イシダ神奈川西サービスステーション 伊勢原市
有限会社誠建社 伊勢原市
アース環境サービス株式会社厚木営業所 伊勢原市
伊勢原市児童発達支援センターおおきな樹 伊勢原市
トヨタモビリティ神奈川伊勢原店 伊勢原市
東京電力パワーグリッド株式会社　相模原支社厚木事務所 厚木市
森久保薬品（株） 厚木市
神奈川県厚木土木事務所 厚木市
日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社 厚木市
（株）小島組 厚木市
厚木市役所 厚木市
（株）織戸商事 厚木市
（株）オーネックス 厚木市
株式会社シンデン　厚木営業所 厚木市
厚木市農業協同組合 厚木市
厚木警察署 厚木市
神奈川県県央地域県政総合センター 厚木市
東邦薬品株式会社　厚木営業所 厚木市
（株）関電工　神奈川支店　平塚営業所　厚木工事事務所 愛甲郡
（有）榎本商店 愛甲郡
厚木瓦斯（株） 厚木市
株式会社みずほ銀行　厚木支店 厚木市
大貫繊維株式会社　本社工場 愛甲郡
小泉機器工業（株）厚木営業所 厚木市
ソニーグループ（株）厚木テクノロジーセンター 厚木市
株式会社横浜銀行　厚木支店 厚木市
（株）内田商店 厚木市
アンリツ株式会社 厚木市
理想科学工業（株）理想厚木支店 厚木市
相模ゴム工業（株） 厚木市
株式会社福澤工務店 厚木市



（株）関電工南関東・東海営業本部神奈川支社厚木内線営業所 厚木市
さがみの園 厚木市
（有）藤急送 厚木市
ミツミ電機株式会社厚木事業所 厚木市
三徳部品（株）厚木営業所 厚木市
厚木市消防本部 厚木市
キャノンシステムアンドサポート（株）厚木営業所 厚木市
ＮＴＴ東日本ー南関東　神奈川事業部　神奈川西支店 厚木市
株式会社三井住友銀行　厚木支店 厚木市
（株）朝倉建設 愛甲郡
大久保歯車工業株式会社 厚木市
日本郵便株式会社　厚木郵便局 厚木市
（株）フタミ 厚木市
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　神奈川支社　厚木営業所 厚木市
大厚木カントリークラブ　本コース 厚木市
東名厚木カントリー倶楽部 愛甲郡
富士フイルムメディカル株式会社相模サービスセンター 厚木市
（株）林間　厚木営業所 厚木市
（株）ダスキンサンセイ 厚木市
オカダ工業株式会社 愛甲郡
愛光電気（株）厚木営業所 厚木市
理研計器（株）厚木サービスステーション 厚木市
ＵＤトラックス株式会社　厚木カスタマーセンター 厚木市
愛川町役場 愛甲郡
大野建設（株） 愛甲郡
社会福祉法人光温会温水ケアセンター 厚木市
㈱　厚木教材社 厚木市
株式会社　桐生工務店 厚木市
学校法人厚木バプテスト学園 厚木市
（株）藤川商店 厚木市
神奈川県厚木保健福祉事務所 厚木市
（株）大相模カントリー倶楽部 愛甲郡
日本フルハーフ（株） 厚木市
（株）三金厚木営業所 厚木市
篠崎建材　株式会社 愛甲郡
株式会社　山善 愛甲郡
株式会社イクヨ　厚木工場 厚木市
平塚信用金庫厚木支店 厚木市
明和機械（株） 愛甲郡
荻田石油株式会社 愛甲郡
三星産業有限会社 厚木市



（株）鳥羽洋行厚木営業所 厚木市
株式会社牧野フライス製作所　厚木事業所 愛甲郡
牧野フライス精機（株） 愛甲郡
株式会社　ニッキ 厚木市
（有）東京ダイヨー器械店 厚木市
厚木ヤクルト販売株式会社 厚木市
株式会社リコー厚木事業所 厚木市
株式会社　信和建設 厚木市
（有）久保田建材 厚木市
ネポン（株）厚木事業所 厚木市
厚木国際観光株式会社 厚木市
日本発条株式会社　厚木工場 愛甲郡
日本ハードメタル株式会社 愛甲郡
株式会社大栄製作所 厚木市
医療法人社団藤和会厚木佐藤病院 厚木市
（有）木口興産 厚木市
神央設備（株） 厚木市
（株）安藤組 厚木市
日興開発株式会社　中津川カントリークラブ 厚木市
厚木ガス総合設備（株） 厚木市
大和ハウス工業株式会社　神奈川西支社 厚木市
第二交通機動隊 厚木市
清川村役場 愛甲郡
クリナップ株式会社厚木営業所 厚木市
ケンコーマヨネーズ株式会社　厚木工場 厚木市
公益財団法人厚木市環境みどり公社 厚木市
日立Ａｓｔｅｍｏビジネスソリューションズ株式会社 厚木市
株式会社三菱ＵＦＪ銀行厚木支店 厚木市
由利ロール機械（株） 厚木市
タイヨー株式会社 厚木市
（株）小泉相模 厚木市
株式会社旭商工社厚木営業所 厚木市
三幸物産株式会社 厚木市
株式会社吉本洋紙店厚木支店 厚木市
（株）東光冷熱エンジニアリング 厚木市
株式会社りそな銀行　厚木支店 厚木市
株式会社日産サティオ湘南厚木店 厚木市
（株）小島商店 厚木市
アイテーエンジニアリング（株） 厚木市
社会福祉法人神奈川県総合リハビリテ－ション事業団 厚木市
株式会社市川屋 厚木市



岩﨑種苗（株） 厚木市
堀硝子株式会社 厚木市
（有）星建設 愛甲郡
龍王土木㈱ 厚木市
日本郵便株式会社厚木北郵便局 厚木市
山王建設（株） 厚木市
中北薬品株式会社厚木支店 厚木市
株式会社山光建設 厚木市
住友ファーマ㈱　厚木営業所 厚木市
株式会社新日本工業 厚木市
神奈川県企業庁厚木水道営業所 厚木市
和田学院伊勢宮幼稚園 厚木市
株式会社カントー厚木支店 厚木市
株式会社県央冠婚葬祭互助会 厚木市
アツギフードサービス 厚木市
清和幼稚園 厚木市
岩井機械工業（株）厚木工場 厚木市
（株）元湯 厚木市
有限会社みはる 愛甲郡
ナショナルベンディング（株）厚木営業所 厚木市
厚木田園幼稚園 厚木市
中日本高速道路株式会社東京支社厚木工事事務所 厚木市
（株）厚戀観光 厚木市
厚木のぞみ幼稚園 厚木市
ＳＭＣ（株）厚木営業所 厚木市
ササキ株式会社厚木支店 厚木市
学校法人白山学園　小鮎幼稚園 厚木市
東京海上日動火災保険株式会社厚木支社 厚木市
ＡＧＣ　株式会社　相模工場 愛甲郡
光ケ丘幼稚園 厚木市
（株）日産サティオ湘南厚木愛甲店 厚木市
厚木中央自動車学校 厚木市
医療法人弘徳会愛光病院 厚木市
若林建設（株） 厚木市
人の森（株）華厳工場 厚木市
株式会社住機厚木営業所 厚木市
中央カンセー株式会社 厚木市
株式会社モリサービス 厚木市
アサヒドラフトマーケティング株式会社厚木支店 厚木市
ブリヂストンタイヤジャパン㈱　神奈川カンパニー厚木営業所 厚木市
サントリービバレッジソリューション株式会社　厚木支店 厚木市



旭商事株式会社 厚木市
（株）アイ・テック神奈川支店 厚木市
株式会社内田造園 厚木市
厚木プロパンガス協同組合 厚木市
（株）ファミリーマート厚木営業所 厚木市
アイザワ証券株式会社　厚木支店 厚木市
ＮＯＫ株式会社神奈川支店 厚木市
東京農業大学農学部 厚木市
中外製薬株式会社厚木支店 厚木市
中村電設株式会社 愛甲郡
厚木市環境センター 厚木市
厚木市道路補修事務所 厚木市
（株）煙草屋安兵衛 厚木市
株式会社レンブラントホテルマネジメント 厚木市
三井住友海上火災保険株式会社　神奈川支店 厚木市
株式会社ＳＬＣｒｅａｔｉｏｎｓ 厚木市
武田薬品工業株式会社　ＧＩ厚木エリア 厚木市
株式会社　東神 愛甲郡
盟和産業株式会社 厚木市
日産部品中央販売（株）厚木支店 厚木市
七沢希望の丘初等学校 厚木市
中津幼稚園 愛甲郡
学校法人楠幼稚園 愛甲郡
旅館川正 愛甲郡
認定こども園　はやし幼稚園 厚木市
厚木緑ケ丘幼稚園 厚木市
コマツカスタマーサポート株式会社東京関越カンパニー神奈川支店厚木営業所サービスセンタ 厚木市
ぬるみず幼稚園 厚木市
東京音楽学院とびお幼稚園 厚木市
トヨタエルアンドエフ神奈川（株） 厚木市
日産自動車株式会社　テクニカルセンター 厚木市
ＴＯＴＯ株式会社　厚木営業所 厚木市
（株）渡商会厚木営業所 厚木市
鈴木土建（株） 愛甲郡
大塚製薬株式会社　厚木出張所 厚木市
えいすう幼稚園 厚木市
ふたば設備（株） 愛甲郡
（有）頼住建設 厚木市
（株）ダイナナ 厚木市
愛川町美化プラント 愛甲郡
神奈川県赤十字血液センター　湘南事業所 厚木市



株式会社日産クリエイティブサービス 厚木市
株式会社　第三設備 厚木市
呑み喰いや一條 厚木市
株式会社カムス　南関東テクノセンター 厚木市
株式会社　ダスキンビーグル　ダスキン林支店 厚木市
桂食品株式会社 厚木市
大伊豆梱包 厚木市
川本工業（株）県央支店 厚木市
株式会社地盤コンサルタンツ 厚木市
県央愛川農業協同組合（本所） 愛甲郡
株式会社ヰセキ関東甲信越　神奈川事務所 厚木市
オオサキメディカル（株）神奈川営業所 厚木市
（有）ミヨシ自動車 厚木市
（株）カナオリ 厚木市
㈱日比野設計 厚木市
社会福祉法人　紅梅会 厚木市
学校法人幾徳学園神奈川工科大学 厚木市
神奈川中央養鶏農業協同組合 愛甲郡
株式会社放電精密加工研究所 厚木市
野村マイクロサイエンス（株） 厚木市
愛甲建設株式会社 厚木市
（株）アイコー 厚木市
日本アクアラング（株） 厚木市
大和屋 愛甲郡
（株）高井 厚木市
株式会社相新　日本環境調査センター 厚木市
有限会社山口養豚場 愛甲郡
萩尾軌道工業（有） 厚木市
（株）愛信堂 厚木市
株式会社厚木楽器 厚木市
（有）林プロパン商会 厚木市
有限会社渡辺組 厚木市
加藤食糧（有） 厚木市
鹿島道路株式会社　横浜支店　厚木営業所 厚木市
㈱八洋　厚木営業所 厚木市
山中屋酒店 厚木市
戸倉工業（株） 愛甲郡
（株）立脇自動車 厚木市
株式会社トレカーサ工事 愛甲郡
さなだタイヤ販売株式会社 厚木市
有限会社　三笠工業社 厚木市



市川建具　㈱ 愛甲郡
医療法人社団青木末次郎記念会相州病院 厚木市
株式会社ノーリツ厚木営業所 厚木市
イセザン産業（株） 厚木市
明光産業株式会社 愛甲郡
（有）栗原工業 厚木市
（有）ダスキン町田・厚木 愛甲郡
角天内山酒店 厚木市
有限会社桑平電業 厚木市
株式会社神奈川葬祭 厚木市
株式会社ツムラ厚木営業所 厚木市
小野薬品工業株式会社　湘南営業所 厚木市
富士見産業（株） 厚木市
吉江電気工業株式会社 厚木市
社会福祉法人すぎな会 厚木市
塩野義製薬株式会社厚木営業所　第五営業所 厚木市
七沢温泉（有）中屋旅館 厚木市
（有）梶石材店 愛甲郡
（有）盛楽苑 厚木市
株式会社　七沢荘 厚木市
東名厚木病院 厚木市
一般社団法人　日本自動車連盟　神奈川支部厚木基地 厚木市
第一三共株式会社　横浜支店　厚木・西湘営業所 厚木市
クリエートかながわ（株） 厚木市
田辺三菱製薬（株）厚木営業所 厚木市
（有）安藤建設 厚木市
コニカミノルタジャパン㈱ヘルスケアカンパニー厚木営業所 厚木市
株式会社タカノ建築設計事務所 厚木市
株式会社ホンダカーズ横浜本厚木店 厚木市
小田急不動産　㈱　厚木店 厚木市
三平電気（株） 愛甲郡
小泉成器株式会社厚木営業所 厚木市
（有）鈴木造園土木 愛甲郡
堀川産業株式会社エネクル厚木 厚木市
相日防災株式会社厚木支店 厚木市
（有）福留組 愛甲郡
株式会社ＮＩＰＰＯ　厚木出張所 厚木市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社神奈川中央支店 厚木市
日本新薬株式会社　横浜支店　厚木営業所 厚木市
（株）神奈川ナブコ厚木支店 厚木市
綜合警備保障株式会社相模支社厚木支店 厚木市



ダイドービバレッジサービス株式会社　相模原営業所　厚木出張所 厚木市
株式会社タウンニュース社　県央支社 厚木市
（有）鈴木燃料 愛甲郡
三菱電機ビルソリューションズ（株）厚木営業所 厚木市
佐藤建設（株） 愛甲郡
相愛信用組合 愛甲郡
有限会社　大進館 愛甲郡
（株）キューズ 厚木市
（有）関東配電 厚木市
リヒト精光株式会社　厚木事業所 厚木市
ホシザキ湘南株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社メディセオ厚木支店 厚木市
日本化薬株式会社　東京医薬支店　厚木営業所 厚木市
社会福祉法人敬和会特別養護老人ホーム敬和荘 厚木市
東亜道路工業株式会社 厚木市
社会福祉法人厚木慈光会睦合老人ホーム 厚木市
和光商事（株） 厚木市
（株）孝松工務店 厚木市
有限会社　サン企画 愛甲郡
協和キリン株式会社厚木営業所 厚木市
（有）長澤商事 厚木市
福助支店 厚木市
（有）小原レッカー 厚木市
セコム株式会社　厚木支社 厚木市
株式会社スズキ自販湘南　厚木営業所 厚木市
杏林製薬株式会社厚木営業所 厚木市
持田製薬株式会社厚木事業所 厚木市
（株）塩川興業 厚木市
（株）ユニマットライフ厚木営業所 厚木市
日本精工株式会社　西関東支社 厚木市
株式会社ケーデーエス 厚木市
株式会社スズケン厚木支店 厚木市
（株）紀州工業 愛甲郡
日本電計株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社アサンテ　厚木営業所 厚木市
旭化成ファーマ株式会社　厚木営業所 厚木市
三菱商事テクノス（株）厚木支店 厚木市
神奈川日産自動車株式会社厚木妻田店 厚木市
（株）落合組 愛甲郡
株式会社パロマ厚木営業所 厚木市
大東建託株式会社厚木支店 厚木市



日研トータルソーシング（株）厚木事業所 厚木市
社会福祉法人緑友会清川ホ－ム 愛甲郡
ＮＥＣフィールディング株式会社　西関東支社　神奈川県央支店 厚木市
株式会社ＡＬＣ　Ｍｏｔｏｒｅｎ　ＢＭＷ厚木 厚木市
アットホーム（株）県央・湘南営業所 厚木市
株式会社　帝国データバンク　厚木支店 厚木市
東芝テック株式会社　西神奈川営業所 厚木市
ダイキン工業株式会社厚木サービスステーション 厚木市
ＵＤトラックス株式会社相模原カスタマーセンター 厚木市
社会福祉法人神奈川やすらぎ会高齢者総合福祉サービスセンター森の里 厚木市
三浦工業（株）厚木支店 厚木市
キツセイ薬品工業株式会社　厚木営業所 厚木市
（株）中田　厚木営業所 愛甲郡
株式会社伊藤園　厚木支店 厚木市
太陽計測（株）神奈川営業部 厚木市
県央愛川農業協同組合中津支所 愛甲郡
県央愛川農業協同組合高峰支所 愛甲郡
岩谷産業株式会社厚木支店 厚木市
株式会社光営 厚木市
（株）日本水処理技研南関東支店 厚木市
中部ホームサービス（株）厚木営業所 厚木市
（株）中須建設 厚木市
社会福祉法人かながわ共同会厚木精華園 厚木市
有限会社西厚木　明治牛乳卸売店 厚木市
日本電気（株）相模支店 厚木市
アクテス京三株式会社 厚木市
株式会社協伸企業 厚木市
（株）西田コーポレーション 厚木市
株式会社アペックス　厚木営業所 厚木市
グローリー株式会社厚木出張所 厚木市
日本食研（株）厚木営業所 厚木市
神奈川県総合防災センター・消防学校 厚木市
（有）井上造園土木 愛甲郡
運転代行サービス　厚湘 厚木市
ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ（株） 厚木市
（株）ユニバーサル企画厚木支社 厚木市
有限会社矢後畜産 愛甲郡
（有）中山工務店 愛甲郡
愛川町消防署 愛甲郡
柏木電気（株） 愛甲郡
社会福祉法人清琉会特別養護老人ホーム玉川グリーンホーム 厚木市



高橋産業（株） 厚木市
株式会社ジョイン 厚木市
（株）カントー厚木営業所 厚木市
東名厚木健康センタ－ 厚木市
住友林業（株）住宅・建築事業本部　神奈川西支店 厚木市
株式会社ハウスメイトマネジメント厚木支店 厚木市
小俣電設有限会社 厚木市
日本電技（株）厚木営業所 厚木市
野村證券株式会社厚木支店 厚木市
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 厚木市
日総工産株式会社厚木事業所 厚木市
鈴証建設（株） 厚木市
有限会社キクタ 愛甲郡
東京海上日動火災保険（株）横浜ベイサイド支店営業第二課 厚木市
（株）相栄エレベータ 厚木市
オークラサービス株式会社厚木営業所 厚木市
帝人在宅医療株式会社　厚木営業所 厚木市
轟産業（株） 厚木市
社会福祉法人かながわ共同会　愛名やまゆり園 厚木市
株式会社アオイ三田事業所 厚木市
トモプロ（株）神奈川西営業所 厚木市
㈱ユニマットライフレンタル厚木営業所 厚木市
厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 厚木市
神奈川県自然環境保全センター 厚木市
京セラ株式会社　厚木営業所 厚木市
公益財団法人相模メモリアルパーク 愛甲郡
介護老人福祉施設　ミノワホーム 愛甲郡
学校法人大郷学園愛川幼稚園 愛甲郡
東京セキスイファミエス株式会社　神奈川西支店 厚木市
中央労働金庫　愛川支店 愛甲郡
生活協同組合ユーコープ　厚木センター 厚木市
株式会社昭和　厚木営業所 厚木市
有限会社佐藤総業 愛甲郡
伊藤ハム販売株式会社厚木営業所 厚木市
アマノ株式会社厚木支店 厚木市
有限会社梅澤電設 愛甲郡
損害保険ジャパン株式会社神奈川支店 厚木市
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ　神奈川支店 厚木市
中央労働金庫　厚木支店 厚木市
（株）サニクリーン東京　厚木営業所 厚木市
（株）トーエル　厚木営業所 厚木市



（有）神奈川創英 厚木市
株式会社ジェイエーアメニティーハウス 厚木市
富士精工（株）関東営業所 厚木市
大東建託パートナーズ株式会社厚木営業所 厚木市
オリンパスマーケティング株式会社 厚木市
帝人ヘルスケア株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社トーホー厚木営業所 愛甲郡
グッドライフサーラ関東株式会社 厚木市
株式会社ハウスメイトワークス本厚木ベース 厚木市
相模化学工業株式会社厚木工場 愛甲郡
矢崎総業（株） 厚木市
東映コミュニケーションズ株式会社神奈川出張所 厚木市
大鵬薬品工業株式会社厚木出張所 厚木市
株式会社日本政策金融公庫厚木支店 厚木市
高速道路交通警察隊 厚木市
㈱　ワコーコーポレーション 厚木市
横浜メルテック株式会社　厚木事業所 厚木市
留置管理課　（厚木警察署） 厚木市
株式会社パルライン　相模センター 愛甲郡
成井土建株式会社 愛甲郡
（株）ウエノ 厚木市
株式会社牧野技術サービス 愛甲郡
コマツカスタマーサポート株式会社　神奈川支店 厚木市
株式会社イワヤ企画 厚木市
株式会社　コーコス信岡　東日本営業所 厚木市
株式会社三凌商事　愛川支社 愛甲郡
神奈川県厚生農業協同組合連合会　保健福祉センター 厚木市
三光工芸社 厚木市
株式会社　マルシンビルサービス 厚木市
ニッソーコーポレーション 愛甲郡
株式会社レンタルのニッケン　厚木営業所 厚木市
株式会社白洋舎神奈川支店厚木営業所 厚木市
株式会社エイジス　厚木ディストリクト 厚木市
流通機材（株）　相模デポ 厚木市
ベストトレーディング株式会社 厚木市
協和医科器械株式会社　厚木支店 厚木市
（株）日産サティオ湘南愛川店 愛甲郡
小林リビング 厚木市
（株）アーネストワン厚木営業所 厚木市
大和証券株式会社　厚木支店 厚木市
社会福祉法人愛伸会志田山ホーム 愛甲郡



神奈川日産自動車株式会社厚木旭町店 厚木市
ファインツール・ジャパン株式会社 厚木市
日野金属産業株式会社　神奈川事業所 愛甲郡
医療法人沖縄徳州会湘南厚木病院 厚木市
株式会社小田急ハウジング厚木店 厚木市
ヤンマー建機（株）関東営業部神奈川支店 厚木市
タマホーム株式会社厚木支店 厚木市
株式会社　つくし電業所 厚木市
アスカ工業株式会社 厚木市
北消防署　本署 厚木市
北消防署依知分署 厚木市
北消防署睦合分署 厚木市
厚木消防署　相川分署 厚木市
共栄建機株式会社 厚木市
フルハーフサービス株式会社 愛甲郡
（株）槌屋厚木営業所 厚木市
（株）コープデリバリー森の里事業所 厚木市
米久株式会社厚木支店 厚木市
イシグロ（株）神奈川支店 厚木市
ミサワホームイング株式会社厚木営業課 厚木市
株式会社グリーンテック厚木営業所 厚木市
ＪＡ　ディサービスセンター　あいかわ 愛甲郡
株式会社　栄和システム 厚木市
株式会社　シー・アイ・シー　厚木営業所 厚木市
斎長物産株式会社神奈川支店 厚木市
加藤産業株式会社湘南支店 厚木市
パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社ＣＳ社首都圏社厚木サービスセンター 厚木市
医療法人鉄蕉会　森の里病院 厚木市
ＴＨＫ株式会社厚木支店 厚木市
株式会社　サンゲツ　横浜支店厚木営業所 厚木市
９９代行 厚木市
大和リビング株式会社厚木営業所 厚木市
タカナシ販売株式会社湘南営業所 厚木市
株式会社ユカ　厚木支店 厚木市
三井ホーム株式会社湘南支店厚木営業所 厚木市
社会福祉法人聖和むつみ会　特別養護老人ホーム　メイサムホール 厚木市
イワタボルト株式会社 厚木市
日本光電工業株式会社厚木事業所 厚木市
株式会社静岡銀行厚木支店 厚木市
株式会社清川カントリークラブ 愛甲郡
三和シャッター工業㈱ 厚木市



キーコーヒー株式会社 厚木市
オリエンタル設備工業株式会社 厚木市
株式会社ハーテック・ミワ 厚木市
三井住友海上あいおい生命保険株式会社　厚木生保支社 厚木市
株式会社前里興業　川入営業所 厚木市
佐藤金属株式会社　南関東支店 厚木市
神奈川県信用農業協同組合連合会 厚木市
ＳＢＳロジコム株式会社ＮＲＣ支店 厚木市
むさし野紙業株式会社厚木営業所 厚木市
医療法人社団三思会東名厚木病院居宅介護支援センター 厚木市
株式会社トーモク厚木工場 厚木市
オムロン株式会社　厚木事業所 厚木市
クリタ分析センター株式会社　厚木事業所 厚木市
福田道路株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社ＰＳビバレッジ厚木支店 厚木市
訪問看護ステーションもみじ 厚木市
タキゲン製造株式会社　厚木支店 厚木市
暁運送株式会社愛川センター 愛甲郡
社会医療法人社団三思会介護老人保険施設さつきの里あつぎ 厚木市
株式会社武蔵野　神奈川工場 厚木市
アデコ株式会社　厚木支社 厚木市
マサモト株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社宮崎厚木北営業所 愛甲郡
三菱日立ツール㈱神奈川営業所 厚木市
株式会社テクノ菱和横浜支店厚木営業所 厚木市
有限会社ホシバ建窓 厚木市
有限会社ハニードライ 厚木市
山村ロジスティクス株式会社 厚木市
株式会社朝日美装 厚木市
神奈川スバル株式会社　愛川ＢＰセンター 愛甲郡
日本トムソン株式会社　南関東支社 厚木市
ニチイケアセンター厚木北 厚木市
エクシオグループ㈱南関東支店 厚木市
特定非営利活動法人あいかわ工房 愛甲郡
ブリジストンタイヤサービス東日本株式会社タイヤサービス厚木店 厚木市
住友ナコフォークリフト販売株式会社　西関東支店　厚木営業所 厚木市
株式会社ガスパル神奈川販売所 厚木市
株式会社フォーラムエンジニアリング厚木フォーラム 厚木市
住友不動産株式会社　新築そっくりさん　神奈川西エリア 厚木市
株式会社メディカル東友　メディクック事業部 厚木市
株式会社富士通ゼネラル厚木営業所 厚木市



株式会社ボデーアート厚木 愛甲郡
ヤマトオートワークス株式会社厚木工場 厚木市
株式会社名給　厚木営業所 厚木市
株式会社イノベイションオブメディカルサービス 厚木市
クリナップテクノサービス株式会社　南関東テクノセンター 厚木市
有限会社　飯塚建設 愛甲郡
株式会社大気社技術開発センター 愛甲郡
住友林業ホームテック株式会社神奈川西支店 厚木市
エスケー化研株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社レント　神奈川管理センター 厚木市
マキノジェイ㈱ 愛甲郡
住友重機械工業株式会社西関東営業所 厚木市
神奈川トヨタ整備株式会社　愛川工場 愛甲郡
ダンロップタイヤ中央㈱　厚木営業所 厚木市
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社神奈川支社 厚木市
株式会社ジャパンニューアルファ 厚木市
株式会社エネアーク関東　神奈川支店 厚木市
有限会社　難波工業 厚木市
八洲ファミリティサービス株式会社西関東サービスセンター 厚木市
湯花楽厚木店 厚木市
株式会社有隣堂 厚木市
株式会社サンクレックス　厚木技術センタ 厚木市
株式会社メイテック 厚木市
バルス　リサイクル 厚木市
ティーエスエンバイロ株式会社 厚木市
株式会社大勝建設 厚木市
株式会社フジ医療器　神奈川営業所 厚木市
有限会社　山口建材 厚木市
住宅情報館株式会社厚木店 厚木市
学校法人ソニー学園 厚木市
株　有明 厚木市
株式会社白洋舎リネンサプライ　相模事業所 厚木市
羽田タートルサービス㈱南関東本部本部営業所 厚木市
マルホ株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社サンエキ 厚木市
株式会社ヒロ住設 厚木市
東和薬品株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社ティルウインド 厚木市
厚木生コン株式会社 厚木市
株式会社大塚製薬工場　横浜支店　厚木駐在所 厚木市
株式会社大塚商会　厚木支店 厚木市



中日本施設管理株式会社横浜工事事業所 厚木市
文化シヤッター株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社　山善神奈川支店 厚木市
株式会社立川建設 厚木市
ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社　厚木支店 厚木市
リンナイ株式会社厚木営業所 厚木市
旭化成ホームズ株式会社　厚木支店 厚木市
土井鋼材株式会社 厚木市
渡辺パイプ株式会社厚木サービスセンター 厚木市
渡辺パイプ株式会社　厚木住設 厚木市
株式会社　オリエンタルコンサルタンツ 厚木市
株式会社　いづみの 愛甲郡
株式会社パルライン相模青果センター 愛甲郡
株式会社エル・ミズホ 厚木市
厚木瓦斯株式会社中町支店 厚木市
株式会社日本アクア　神奈川営業所 厚木市
誠々会　特別養護老人ホーム　甘露苑 厚木市
株式会社　グロービック　神奈川サービスセンター 厚木市
ＡＬＳＯＫ双栄株式会社 厚木市
㈱　平成建設 厚木市
光伝導機株式会社　神奈川営業所 厚木市
（株）　ノバレーゼ　アマンダンヒルズ 厚木市
運転代行９９ 厚木市
訪問看護ステーションさつき 厚木市
ミサワホーム株式会社　神奈川支社　町田支店　厚木事務所 厚木市
ネッツトヨタ神奈川株式会社厚木水引店 厚木市
ネッツトヨタ神奈川㈱　中津テクニカルセンター 愛甲郡
ネッツトヨタ神奈川㈱　愛川桜台店 愛甲郡
東リオフロケ株式会社 厚木市
高速道路交通警察隊 厚木市
沢井製薬株式会社　厚木営業所 厚木市
ツクイ厚木水引 厚木市
株式会社ＳＹ 厚木市
株式会社　シケン 厚木市
熱研プラント工業㈱　湘南営業所 厚木市
㈱　ザ・ネクスト・ワン 厚木市
神奈川スバル㈱愛川部品センター 愛甲郡
㈱　メディック 厚木市
厚木・美装　株式会社 厚木市
株式会社クラシアン　厚木支社 厚木市
ヤマザキ・シー・エー　㈱厚木営業所 厚木市



株式会社ユヤマ　湘南営業所 厚木市
㈱　横浜コンサルティングセンター 厚木市
神奈川ダイハツ販売㈱中津オペレーションセンター 愛甲郡
株式会社三共　関東センター 厚木市
㈱　アイザワビソー 厚木市
㈱　シグマ 厚木市
トヨタモビリティパーツ株式会社　神奈川支社　厚木店 厚木市
運転代行　アスリート 愛甲郡
東京貿易テクノシステム㈱ 厚木市
株式会社フィリップス・ジャパン 厚木市
神奈川県中古自動車販売商工組合 愛甲郡
アイリス代行 厚木市
電気興業株式会社　高周波統括部 愛甲郡
株式会社レオパレス２１　レオパレスセンター本厚木店 厚木市
共和サービス警備保障株式会社 厚木市
株式会社スタッフサービス　厚木第一オフェス 厚木市
㈱　ワールドエンジニアリング 厚木市
公益財団法人日本厚生会　さがみの霊園 愛甲郡
ＮＴＴアノードエナジー株式会社　東日本事業本部　南関東支店　厚木担当 厚木市
株式会社ジェイテクト　関東支社 厚木市
株　羽根田商会 厚木市
㈱　ＬＩＸＩＬ厚木営業所 厚木市
神奈川トヨタ自動車株式会社　トヨタモビリティ神奈川　本厚木店 厚木市
有限会社　安齋興業 厚木市
株式会社しんきん情報システムセンター 厚木市
株　サンメディカル　サンマッサージ 厚木市
株式会社ハウスメイトショップ　厚木店 厚木市
株式会社ユニオン精密 愛甲郡
三井住友信託銀行株式会社　厚木支店 厚木市
㈱　コガネイ南関東営業所 厚木市
株式会社シンコーハイウェイサービス厚木営業所 厚木市
特別養護老人ホーム　はなの家とむろ 厚木市
三愛オブリガス東日本株式会社神奈川支店相模営業所 厚木市
株式会社カワタ 厚木市
パナソニックリフォーム　㈱神奈川支社 厚木市
日本郵便　㈱　厚木北郵便局 厚木市
株式会社ジャパンクリエイト厚木営業所 厚木市
厚木市農業協同組合　相川支所 厚木市
厚木市農業協同組合　南毛利支所 厚木市
厚木市農業協同組合　小鮎支所 厚木市
厚木市農業協同組合　睦合支所 厚木市



厚木市農業協同組合　荻野支所 厚木市
厚木市農業協同組合依知支所 厚木市
株式会社ヤオキ 愛甲郡
ネクスト運転代行 厚木市
三愛エコシステム　㈱ 厚木市
株式会社クリエイト　厚木営業所 厚木市
厚木ケアセンターそよ風 厚木市
グランモールさくら及川 厚木市
株式会社荒川商会 厚木市
㈱　はせがわ　厚木妻田店 厚木市
介護老人保健施設　さくら 厚木市
株式会社東京商工リサーチ厚木支店 厚木市
㈱　三徳厚木第一営業所 厚木市
フレアーナガオ　㈱ 愛甲郡
ダイキンＨＶＡＣソリューション東京㈱ 厚木市
株式会社リイツメディカル　厚木営業所 厚木市
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱小田原道路事務所 厚木市
大和ハウスリフォーム株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社　ビーバートザン　厚木店 厚木市
神奈中タクシー株式会社 厚木市
株　ＥＮＥＯＳフロンティア 厚木市
株式会社ビバホーム　スーパービバホーム厚木南インター店 厚木市
株式会社サトー神奈川支店厚木営業所 厚木市
ラッキー運転代行 厚木市
明伸工機株式会社　相模営業所 厚木市
パーソルテンプスタッフ株式会社　研究開発　厚木オフィス 厚木市
平塚信用金庫　荻野支店 厚木市
尾家産業株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社　弘陽電設 厚木市
有限会社エス・シー・プランニング 厚木市
タイセーハウジング　株式会社 厚木市
神奈中相模ヤナセ株式会社 厚木市
神奈中相模ヤナセ株式会社 厚木市
株式会社　ＪＭＣ　営業１課 厚木市
株式会社ヒューマンアイ　厚木営業所 厚木市
渡辺パイプ㈱厚木電工サービスセンター 厚木市
三菱ふそうトラック・バス㈱中津工場 愛甲郡
㈱ユーシン精機西関東営業所 厚木市
厚木市南毛利地域包括支援センター 厚木市
株式会社　日産オートモティブテクノロジー 厚木市
新東Ｓプレシジョン株式会社 厚木市



ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社　生産事業部 厚木市
株式会社　日立ビルシステム 厚木市
㈱ＴＫＣ首都圏営業課　神奈川県町村サポートセンター 厚木市
ダイト空調工業　㈱ 厚木市
㈱　アルファテック 厚木市
日産自動車株式会社　先進技術開発センター 厚木市
（株）ファミリーマート西湘営業所 厚木市
高松機械工業株式会社厚木営業所 厚木市
ジヤトコ株式会社　厚木開発事業所 厚木市
（株）メディケアー　厚木事業所 厚木市
小山株式会社　厚木事業所 厚木市
オートリブ（株）厚木事業所 厚木市
（株）ダイフク　厚木カスタマーステーション 厚木市
ビアメカニクス　（株） 厚木市
Ｓｕｂ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｊａｐａｎ 厚木市
株式会社　イカイプロダクト　神奈川事務所 厚木市
グッドハウザー（株）厚木営業所 厚木市
三協株式会社 厚木市
（株）アウトソーシングテクノロジー　厚木支店 厚木市
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社厚木営業所 厚木市
ＴＭＥＳ株式会社厚木営業所 厚木市
ヤマト自動車硝子（株）厚木店 厚木市
ヤマト自動車硝子株式会社中津店 愛甲郡
（株）ツバコー・ケー・アイ　湘南営業所 厚木市
神奈川県厚木児童相談所 厚木市
神奈川県リニア中央新幹線推進事務所 厚木市
望星サイエンス　（株） 厚木市
トータル道路株式会社 厚木市
株式会社シマセイ厚木支店 厚木市
帝人訪問看護ステーション株式会社 厚木市
厚木税務署 厚木市
株式会社アズ・ライフケア　あずみ苑　厚木 厚木市
株式会社ＨＯＷＡ東京支社 厚木市
株式会社　立川産業 愛甲郡
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社西関東支社 厚木市
株式会社アイカワ通商　厚木営業所 厚木市
日本賃貸保証株式会社 厚木市
株式会社八神製作所 厚木市
東京海上日動火災保険㈱厚木サ―ビスセンター内 厚木市
古河ＡＳ株式会社 厚木市
介護老人保健施設リハビリケア湘南厚木 厚木市



総合食品エスイー株式会社神奈川西営業所 愛甲郡
株式会社オープンハウス・アーキテクト厚木事務所 厚木市
日栄インテック株式会社　厚木営業所 厚木市
アラマークユニホームサービスジャパン株式会社厚木事業所 厚木市
サンメディックス株式会社 厚木市
三和建設コンサルタンツ株式会社 厚木市
社会福祉法人愛の森学園 厚木市
タイムズサービス株式会社　厚木支店 厚木市
株式会社千歳商事 厚木市
株式会社楓の風在宅療養支援ステーション楓の風　あつぎ 厚木市
東芝コンシューママーケティング株式会社　厚木サービスポイント 厚木市
株式会社東精エンジニアリング厚木サービス 厚木市
エーザイ株式会社厚木コミュニケーションケーションオフィス 厚木市
仁厚会訪問看護ステーション 厚木市
合同会社スポルト厚木愛甲事務所 厚木市
日本住宅流通株式会社　厚木営業所 厚木市
圏央輸送サービス株式会社 厚木市
株式会社アステクノス厚木ＩＣ工場 厚木市
都ユニリース厚木配送センター 厚木市
丸井産業株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社高速神奈川営業所 厚木市
新明電材株式会社厚木営業所 厚木市
アイナックス稲本株式会社 厚木市
東京冷機工業株式会社 厚木市
株式会社チノー神奈川営業所 厚木市
株式会社きらぼし銀行　厚木支店 厚木市
株式会社きんでん厚木営業所 厚木市
望星サイエンス株式会社 厚木市
ＵＴエイム株式会社厚木キャリアセンター 厚木市
株式会社ファブリカコミュニケーションズ神奈川支店 厚木市
有限会社神奈川エネルギー 厚木市
株式会社三ツワフロンテック神奈川営業所 厚木市
株式会社ＩＣＴフィールドサポート 厚木市
日本エマソン株式会社ブランソン事業本部 厚木市
株式会社ジャパンアドバンストケミカルズ 厚木市
東芝エレベータ株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社まごころ畳 厚木市
コベルコ建機日本株式会社相模営業所 厚木市
有限会社さなだ 厚木市
株式会社東京アールアンドデー 厚木市
全国農業協同組合連合会神奈川県本部農産部中央ベジフルセンター 厚木市



ウチダエスコ株式会社　厚木営業所 厚木市
武田薬品工業株式会社厚木グループ 厚木市
タカラスタンダード株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社コーシンインテックス厚木営業所 厚木市
ちょんまげ代行 厚木市
シーデーピージャパン株式会社　厚木営業所 厚木市
フクダライフテック横浜株式会社厚木営業所 厚木市
ヤマト科学株式会社 厚木市
株式会社創新 厚木市
株式会社クリーンライフヤマシタ 厚木市
国土開発工業株式会社 厚木市
厚農商事株式会社 厚木市
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社　厚木営業所 厚木市
東日本三菱自動車販売株式会社　厚木店 厚木市
旭化成リフォーム株式会社　厚木営業所 厚木市
文化シヤッターサービス株式会社　厚木サービスステーション 厚木市
松岡紙業株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社テクノ・サービス厚木営業所 厚木市
ＳＵＳ株式会社厚木支店 厚木市
ナイスコミュニティー株式会社　神奈川県央支店 厚木市
遠藤科学株式会社厚木営業所 厚木市
カメイ株式会社厚木営業所 厚木市
ベースキャンプ愛甲 厚木市
西尾レントオール株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社三光金属　厚木営業所 厚木市
株式会社タニックス　厚木営業所 厚木市
布亀株式会社マザーケア厚木デリバリーセンター 厚木市
厚木市荻野運動公園 厚木市
日本ピーマック株式会社 厚木市
近鉄スマイルライフ株式会社 厚木市
ＳＧフィルダー株式会社西神奈川支店 厚木市
旭ダイヤモンド工業株式会社厚木営業所 厚木市
日本精工株式会社　東日本自動車第一部 厚木市
ムラテックＣＣＳ株式会社ＣＣＳ物流南関東事業所 厚木市
ホンダカーズ神奈川西　愛川店 愛甲郡
株式会社ティーエル 厚木市
株式会社メディカル東友 厚木市
三ブリッヂ工業株式会社　厚木営業所 厚木市
有限会社伏見部品商会 厚木市
株式会社トヨタレンタリース神奈川厚木支店 厚木市
公益財団法人宮ケ瀬ダム周辺振興財団 愛甲郡



中央電材株式会社厚木営業所 厚木市
株式会社ファーメル 厚木市
株式会社ウェーブ・ワン 愛甲郡
ジャペル株式会社神奈川支店 厚木市
株式会社レンブラントホールディングス 厚木市
株式会社ＴＡＫＡＲＡ 厚木市
株式会社大神　厚木店 厚木市
タイムズ２４株式会社　厚木営業所 厚木市
ユーコーコミュニュティー株式会社 厚木市
フロントフィールド警備保障株式会社 厚木市
株式会社ワコーメンテナンスサービス 厚木市
株式会社ユーミーＣｌａｓｓ厚木エリアセンター 厚木市
小鮎ケアサービス（株） 厚木市
㈱アイリックコーポレーション　リスクマネジメント部 厚木市
丸栄コンクリート工業㈱　東京支店　神奈川営業所 厚木市
アイディホーム㈱厚木支店 厚木市
㈱ワコーコーポレーション 厚木市
はーとふる農園　愛川 愛甲郡
㈱三立　関東支社 厚木市
クリエイト㈱　厚木営業所 厚木市
㈱アーチ・コミュニケーションズ 厚木市
㈱ＡＬＣ　Ｍｏｔｏｒｅｎ　ＢＰＳ厚木 厚木市
㈱エー・エル・シー　厚木サービス工場 厚木市
㈱エー・エル・シー　プジョー厚木 厚木市
㈱錦江　神奈川センター 愛甲郡
株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社　厚木支店 厚木市
福助エンジニアリング株式会社　厚木営業所 厚木市
ソフィア訪問看護ステーション　本厚木 厚木市
ネクステージ厚木店 厚木市
株式会社ルーク　西湘サービスセンター 厚木市
㈱　興研 厚木市
東海リース㈱　横浜配送センター 厚木市
株式会社ユーティーワン神奈川事業所 厚木市
株式会社ユニオントラスト　神奈川事業所 厚木市
㈱　建築資料研究社　厚木支店 厚木市
㈲萩原工業 愛甲郡
戸田建設㈱厚木市酒井土地区画整理工事事務所 厚木市
㈱オーイズミ 厚木市
㈱ばんしょう 厚木市
パスカル㈱ 厚木市
ＫＲＨ㈱　相模原支店 愛甲郡



㈲アイ・エス・ランチ 厚木市
㈱オート電機　厚木営業所 厚木市
ティーエヌエス株式会社　神奈川プラント 厚木市
㈱アイビック　横浜支店 厚木市
㈱三井住友銀行　厚木法人営業部 厚木市
リペア㈱　厚木サービスセンター 厚木市
㈲水俣設備興業 愛甲郡
テイケイ㈱　厚木支社 厚木市
戸田建設㈱厚木市森の里東土地区画整理工事事務所 厚木市
㈲レインボウ・クルー　厚木営業所 厚木市
㈱ヒラテック　厚木工場 厚木市
神奈川ダイハツ販売㈱　厚木店 厚木市
㈱トミー精工　神奈川カスタマーステーション 厚木市
日本ビソー㈱　インフラメンテ部 厚木市
アドムーヴ㈱ 厚木市
㈱ＥＮＥＯＳウイング　Ｒ１２９厚木ＴＳ 厚木市
㈱シンクスコーポレーション 愛甲郡
㈲神﨑工務店 厚木市
愛川北部病院 愛甲郡
エム・シー・ヘルスケア㈱　多摩湘南営業所 厚木市
ＡＯＩ七沢リハビリテーション病院 厚木市
神奈川ダイハツ販売㈱　販売店営業部　相模原ブロック 愛甲郡
㈱厚木食品 厚木市
㈲丸三建材 厚木市
㈱グリーンプランテック 厚木市
株式会社　山本電機 厚木市
㈱サガミ 厚木市
㈱半導体エネルギー研究所 厚木市
アンリツ株式会社テクノオフィス 厚木市
緑屋テクノ㈱　厚木営業所 厚木市
㈱ニッカネ　神奈川営業所 厚木市
㈱ヒロズ 愛甲郡
トシン電機㈱　厚木営業所 厚木市
神奈川県立七沢森林公園 厚木市
株式会社ホットスタッフ厚木 厚木市
ダイセル物流㈱ 愛甲郡
医療法人　社団　厚誠会 厚木市
厚木市森の里東土地区画整理組合 厚木市
㈱テールウィンド 厚木市
株式会社ヤマシタ　厚木工場 厚木市
株式会社林間　圏央厚木営業所 厚木市



訪問看護ステーション　ホット北部 愛甲郡
株式会社　メイテックフィルダーズ　厚木営業所 厚木市
株式会社　津田テクノサービス 厚木市
佐藤電工株式会社 厚木市
株式会社　日本デジタル研究所　厚木営業所 厚木市
株式会社マッケンジーハウス　厚木支店 厚木市
株式会社オキセ 厚木市
ワタミの宅食　厚木営業所 厚木市
木下建設株式会社 愛甲郡
北興化学工業株式会社　開発研究所 厚木市
なごみ訪問看護リハビリステーション 厚木市
株式会社Ｙ・Ｋ・Ｇ 厚木市
平安レイサービス株式会社　県央事業部 厚木市
とうめい厚木クリニック 厚木市
株式会社ユーネットランス 厚木市
株式会社創研 厚木市
株式会社アサヒ地建 厚木市
株式会社寺岡精工　東京支店　神奈川営業所　厚木出張所 厚木市
有限会社　熊坂商店 愛甲郡
株式会社サイトウ 厚木市
株式会社クリップ　厚木支店 厚木市
株式会社オートラヴィ 厚木市
有限会社愛輪産業 厚木市
弘友商興株式会社 厚木市
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 厚木市
有限会社対馬商店　温水支店 厚木市
神奈川ダイハツ販売株式会社　中津店 愛甲郡
株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ　厚木営業所 厚木市
河原実業株式会社　厚木営業所 厚木市
春日台センターセンター 愛甲郡
株式会社日本ファシリティ 厚木市
コペル電子株式会社 厚木市
総活躍　山際 愛甲郡
湘南テクノ株式会社　厚木支店 厚木市
富士通ホーム＆オフィスサービス株式会社　厚木事業所 厚木市
医療法人社団杏月会　本厚木駅前内科皮膚科クリニック 厚木市
株式会社アイ・シイ・エス 愛甲郡
神奈川トヨタ自動車（株）　トヨタモビリティ神奈川　中古車タウン厚木 厚木市
介護老人保健施設　せせらぎ 愛甲郡
読売センター厚木南部 厚木市
株式会社シブヤ 厚木市



テルヤ電機株式会社 厚木市
有限会社　読売厚木北部 厚木市
アッサンブラージュ妻田 厚木市
ハートピアラ 厚木市
株式会社　日興 愛甲郡
カミコー株式会社 愛甲郡
公益社団法人　厚木市シルバー人材センター 厚木市
株式会社ミツバ 厚木市
株式会社フレックス・ドリーム　湘南厚木店 厚木市
株式会社トラストワンズ 厚木市
株式会社アクト・エア 愛甲郡
三愛電子工業株式会社　厚木営業所 厚木市
株式会社建設技術センター 厚木市
ライトハウス税理士法人 厚木市
パーソルテンプスタッフ株式会社　事務派遣厚木オフィス 厚木市
株式会社ハウステック　厚木営業所 厚木市
日米礦油株式会社　神奈川営業所 厚木市
医療法人社団広栄会　厚木循環器・内科クリニック 厚木市
一蓮建設株式会社 厚木市
株式会社　エコマル商事 愛甲郡
株式会社梅本商行　厚木営業所 厚木市
株式会社　国光鉄工所 愛甲郡
株式会社リフォームやました 厚木市
株式会社ネクストイノベーション 厚木市
ワタミの宅食　愛川営業所 愛甲郡
株式会社さつき電機 厚木市
株行会社ハウテックス　神奈川営業所 愛甲郡
有限会社介護支援センターなごみ 厚木市
株式会社ミツトヨ　厚木営業所 厚木市
株式会社ミヤマ　厚木営業所 厚木市
アオイ建設株式会社　厚木支店 厚木市
株式会社アーレスティ　厚木営業所 厚木市
株式会社メイテック　ソリューションセンターＦＳ 厚木市
塩野義製薬株式会社　厚木営業所　第六営業所 厚木市
株式会社日本ピーエス・宇内・林土木特定建設工事共同企業体　三田作業所 厚木市
和光金属株式会社 愛甲郡
厚木市北部学校給食センター 厚木市
日本ヘルス株式会社　厚木工場 厚木市
有限会社　岡田商店 厚木市
株式会社　須藤建設 厚木市
株式会社パーカーコーポレーション 厚木市



オークマ株式会社　東京サービスセンター 厚木市
ビルトマテリアル株式会社　神奈川支店 厚木市
株式会社ＴＮＪ　神奈川営業所 厚木市
株式会社アイネックス　本社 厚木市
株式会社リンクホーム　厚木本社 厚木市
株式会社こころ 厚木市
厚木消防署　南毛利分署 厚木市
厚木消防署　玉川分署 厚木市
世紀東急工業株式会社　県央営業所 厚木市
新東工業株式会社　厚木営業部 厚木市
有限会社　上原商事 厚木市
ＳＧフィルダー株式会社　西神奈川支店 厚木市
株式会社アーク 厚木市
コンポー株式会社 愛甲郡
日本通信機株式会社 愛甲郡
ラス・スーパーフライ株式会社 厚木市
東建コーポレーション株式会社　厚木支店 厚木市
株式会社にしき 厚木市
東京電力パワーグリッド株式会社　相模原支社　大和事業所 大和市
大和市役所 大和市
ヤマト自動車硝子（株）大和店 大和市
飯室商店 綾瀬市
大和山王幼稚園 大和市
（株）寺田土木 大和市
三機工業（株）三機テクノセンター 大和市
株式会社横浜銀行大和支店 大和市
ユニプレス（株）相模事業所 大和市
日本飛行機（株） 大和市
トピー工業　株式会社　綾瀬製造所 綾瀬市
平和商事 大和市
株式会社　藤井工務店 綾瀬市
（株）吉野石油 綾瀬市
東横化学（株）大和営業所 大和市
（株）シンデン大和営業所 大和市
大和瓦工業（株） 大和市
大和警察署 大和市
株式会社関電工配線本部相模営業所 大和市
日新工業（株） 大和市
大和プレス（株） 大和市
綾瀬幼稚園 綾瀬市
高和工務店 大和市



（株）ホソヤ 綾瀬市
アヤセ精密（株） 綾瀬市
ふかみ幼稚園 大和市
一般財団法人　相模カンツリー倶楽部 大和市
マツレキ㈱　大和営業所 大和市
大高建設株式会社 大和市
ヤマシゲ 大和市
日本モレックス合同会社 大和市
綾瀬市役所 綾瀬市
富士精工（株）綾瀬事業所 綾瀬市
あしだ冷熱　株式会社 大和市
大和市環境管理センター 大和市
大和自動車 大和市
有限会社　佐藤建材 大和市
日本郵便株式会社大和郵便局 大和市
大和市消防本部 大和市
（株）鳶誠建設 綾瀬市
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　大和セールスセンター 大和市
株式会社桜ケ丘流通 大和市
横関鋼材株式会社 綾瀬市
ネエチア 綾瀬市
（株）神奈中商事　かなちゅうクリーニング大和工場 大和市
（株）松尾商行　大和営業所 大和市
図南鍜工　株式会社 大和市
横浜菱住（株） 大和市
湯山電設 大和市
西山学園大和幼稚園 大和市
やなぎ幼稚園 大和市
（株）青木工務店 大和市
神奈川県企業庁大和水道営業所 大和市
（株）山不二大和本店 大和市
大和小鳩幼稚園 大和市
株式会社三不二超硬 大和市
社会福祉法人　福慶会　福田の里 大和市
つるま幼稚園 大和市
つきみ野幼稚園 大和市
海上自衛隊　第４航空群 綾瀬市
（株）丸三工営 大和市
竹中重機 大和市
あやせ電気 綾瀬市
タイヘイ（株）神奈川営業所 大和市



有限会社藤正工務店 綾瀬市
大同工業株式会社 大和市
㈱　林間 大和市
神奈川県早川工業団地協同組合 綾瀬市
大和桜ケ丘幼稚園 大和市
社団法人大和市シルバー人材センター 大和市
（株）土屋 大和市
神奈川ダイハツ販売株式会社　大和店 大和市
株式会社　藤田工業 大和市
モミヤマ幼稚園 大和市
学校法人日高学園大和あけぼの幼稚園 大和市
青柳商店 綾瀬市
学校法人冨田学園　大和みどりが丘幼稚園 大和市
株式会社　エネライフ　神奈川支社 大和市
スピードファム（株） 綾瀬市
綾西幼稚園 綾瀬市
綾瀬市消防本部 綾瀬市
三共商事株式会社 大和市
森商事（株）大和営業所 大和市
東罐興業（株）厚木工場 綾瀬市
（株）ガスター 大和市
松和電子システム（株） 大和市
綾瀬ゆたか幼稚園 綾瀬市
株式会社　安田物産 大和市
上野硝子工業（株）神奈川支店 大和市
株式会社　多摩川電子 綾瀬市
株式会社　りそな銀行鶴間支店 大和市
東洋興業株式会社 大和市
株式会社桂精機製作所　神奈川工場 綾瀬市
（有）さがみの商事 綾瀬市
（株）佐々木機械土木 綾瀬市
株式会社　加藤組鉄工所 綾瀬市
（株）両電社 大和市
（株）イシカワ 大和市
（株）ティエスイー 大和市
株式会社　イシガミ 大和市
（株）日南 綾瀬市
横浜トヨペット 大和市
（株）ディ・ディ・エス 綾瀬市
ヤサカ工業（株） 綾瀬市
東海鋼鉄株式会社 綾瀬市



（株）啓愛社製作所 綾瀬市
株式会社菊地建設興業 大和市
（株）デック 綾瀬市
綾南石油 綾瀬市
タイヨー産業（株） 綾瀬市
ヤマト食品㈱ 大和市
協進設備 綾瀬市
日本ライナー（株）神奈川営業所 大和市
（株）タズミ 綾瀬市
細野コンクリート（株） 大和市
屏風浦工業（株） 綾瀬市
（株）小田急スポーツサービス 綾瀬市
橋本電気工事（株） 大和市
コマツカスタマーサポート株式会社 大和市
相模浄水管理センター 綾瀬市
ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱神奈川支店 綾瀬市
株式会社　サンコー神奈川 綾瀬市
湘北電気工事 大和市
株式会社　向隆 綾瀬市
株式会社水島商事 大和市
横浜森永乳業株式会社 綾瀬市
有限会社　宮内商店 綾瀬市
ＮＸ商事株式会社　横浜ＬＰガス事業所 綾瀬市
富士和電子（株） 大和市
たちばな無線（株） 綾瀬市
株式会社　関東液化瓦斯 大和市
（株）ガステック 綾瀬市
昭和環境公社 大和市
（株）津久井建材店 大和市
ツチヤ総建 大和市
（株）協和 綾瀬市
（株）太陽開発 大和市
（株）大黒屋 大和市
株式会社日産サティオ湘南大和店 大和市
時田建設 綾瀬市
大和アスコン株式会社 大和市
株式会社　八甕　港北営業所 大和市
春日幼稚園 綾瀬市
綾南幼稚園 綾瀬市
綾瀬すぎの子幼稚園 綾瀬市
小泉機器工業株式会社 大和市



芳賀建設 綾瀬市
（有）小林重機運輸 綾瀬市
綾瀬中央幼稚園 綾瀬市
綾瀬こばと幼稚園 綾瀬市
大和自動車学校 大和市
神奈川日産自動車（株）大和深見店 大和市
高山東名支店 大和市
（株）川崎熱処理工業所 綾瀬市
住友建機販売（株） 綾瀬市
（株）ワメイ 綾瀬市
株式会社　和光堂 大和市
株式会社　大和テレビシステム 大和市
株式会社　加藤工務店 綾瀬市
株式会社イワセ 綾瀬市
（株）山源建設 大和市
水研化学工業　株式会社 大和市
池永設備 綾瀬市
産和産業（株） 大和市
株式会社　リブワークス 綾瀬市
宮島建設㈱ 大和市
共栄フード（株）横浜工場 綾瀬市
渡栄土木 大和市
北山コンテナ　株式会社 大和市
貴志園 綾瀬市
（株）川熱 綾瀬市
橋本商工大和営業所 大和市
中橋工務店 綾瀬市
（株）高山工務店 大和市
日本環境プラント（株）神奈川営業所 大和市
（有）大翔工業 大和市
（株）北村造園土木 綾瀬市
秋山塗料（株） 大和市
（株）東牧土木 綾瀬市
社会福祉法人県央福祉会　ふきのとう向生舎 大和市
相模緑建 大和市
聖和電設　株式会社 大和市
エルメス計測工業（株） 大和市
大和市保健福祉センター 大和市
日産サティオ湘南綾瀬店 綾瀬市
（有）増田自動車整備工場 綾瀬市
（株）ホンダカーズ中央神奈川 大和市



遁所道路 綾瀬市
ピップ（株）神奈川支店 大和市
（合）オート電機工業 大和市
株式会社鈴木園 大和市
税理士法人　中央事務所 大和市
（株）石山鉄筋 大和市
東和設備（株） 綾瀬市
山下ダクト（株） 大和市
横浜三協（株） 綾瀬市
社会福祉法人　敬愛会 大和市
やまと家電（株） 綾瀬市
（株）トピーレック　トピレックスイムクラブアヤセ 綾瀬市
日本産業株式会社 大和市
ハーベスト（株）ヨシケイ大和営業所 大和市
株式会社大塚商会　大和支店 大和市
株式会社巳作電設 綾瀬市
交安工業株式会社 大和市
児童養護施設唐池学園 綾瀬市
有限会社野口板金工業 大和市
（株）メール 大和市
大和綜備 大和市
株式会社　山勝 綾瀬市
三菱重工冷熱株式会社大和事業所 大和市
さがみ農協綾瀬営農業センター 綾瀬市
草柳自動車 大和市
学校法人　開桜学院　日々輝学園高等学校神奈川校 綾瀬市
社会福祉法人山中福祉会　和喜園 大和市
さがみ農業協同組合渋谷支店 大和市
さがみ農業協同組合大和支店 大和市
さがみ農業協同組合大和営農経済センター 大和市
さがみ農業協同組合綾瀬支店 綾瀬市
建友商工（株） 大和市
さがみ農業協同組合綾北支店 綾瀬市
パーカーＳ・Ｎ工業（株） 綾瀬市
株式会社　ワイエス 大和市
（有）アリーナつきみ野スポーツクラブ 大和市
松下住宅産業（株） 大和市
豊通リサイクル（株） 綾瀬市
（株）村山製作所 大和市
トヨタモビリティパーツ　株式会社　神奈川支社　綾瀬店 綾瀬市
日本ペイント販売（株）神奈川支店 大和市



（株）西海管工設備 綾瀬市
ＩＴイナイ 綾瀬市
野口電設（株） 大和市
有限会社東立サービス 大和市
大榮エンジニアリング（株） 大和市
泉工業（株） 綾瀬市
大和青果地方卸売市場 大和市
杉並商事 綾瀬市
（有）神奈川農畜産物供給センター 大和市
株式会社山田製作所 綾瀬市
（株）東邦通信システムズ 大和市
イースタン技研（株） 大和市
（株）ドーワテック 綾瀬市
湘南水処理（株） 大和市
湯浅土建　株式会社 大和市
（株）清水工業所 大和市
（株）デンタルアクト 大和市
ニイクラ電工（株） 綾瀬市
藤井建設 綾瀬市
（株）スズキ自販湘南神奈川アリーナ大和店 大和市
大和市リサイクル事業協同組合 大和市
株式会社　トーヨー大和営業所 大和市
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ株式会社 大和市
特別養護老人ホーム泉正園 綾瀬市
株式会社　メガロスクロス大和２４ 大和市
医療法人徳洲会大和徳洲会病院 大和市
社会福祉法人聖音会さがみ野ホーム 綾瀬市
株式会社　メイコ－ 綾瀬市
（株）小菅不動産 大和市
医療法人新都市医療研究会君津会　南大和病院 大和市
宗教法人「大和キリスト教会」 大和市
斉藤樹脂工業（株） 綾瀬市
（株）篤厚自動車 大和市
新和電設 大和市
（株）シ－エ－通信施設 大和市
（株）金子電設 綾瀬市
株式会社奥村商会　大和営業所 大和市
株式会社ジェイコム湘南・神奈川　かながわセントラル局 大和市
（株）イワセ・エスタ東京　神奈川支店 大和市
（株）鈴木土木 綾瀬市
（株）セキノ興産神奈川店 綾瀬市



エンドウメタル工業（株） 綾瀬市
日飛興産（株）大和営業所 大和市
株式会社モトーレン湘南　大和支店 大和市
平田自動車工業株式会社 大和市
協同建工（株） 大和市
株式会社　スズキ二輪 大和市
（株）大五建設 綾瀬市
アヤセ機工（株） 綾瀬市
株式会社　栄光セフロ 大和市
医療法人社団公仁会大和成和病院 大和市
（株）総商セレクト 大和市
医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院 大和市
日本住宅ツーバイ（株） 大和市
日本ステリ（株） 大和市
公益社団法人　綾瀬市シルバー人材センター 綾瀬市
鍋清株式会社関東支店 大和市
神奈川県労働衛生福祉協会大和健診事業部 大和市
大和甲羅本店 大和市
大長産業（株） 大和市
株式会社　中川製作所 大和市
日本郵便株式会社　綾瀬郵便局 綾瀬市
フジフーズ（株） 大和市
原設備工業（株） 大和市
社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会 綾瀬市
トランスサービス（株） 大和市
（株）アサンテ　大和営業所 大和市
ニッコー（株） 大和市
（株）日本シード研究所 綾瀬市
アーム 綾瀬市
大東建託（株）大和支店 大和市
東京キリンビバレッジサービス（株）大和支店 大和市
旭肥料（株）藤沢工場 綾瀬市
介護老人保健施設メイプル 綾瀬市
（株）サン 大和市
極東開発工業（株）横浜工場 大和市
横浜トヨペット整備（株）綾瀬工場 綾瀬市
株式会社オズタック 大和市
社会福祉法人大和清風会 大和市
日産プリンス神奈川販売株式会社大和鶴間店 大和市
公益社団法人　大和市医師会 大和市
公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団 大和市



アルフレッサ株式会社 大和市
ロゼホームつきみ野 大和市
有限会社　六文銭 綾瀬市
三興段ボール相模工場 綾瀬市
綾瀬市立もみの木園 綾瀬市
神奈川日産自動車株式会社　綾瀬小園店 綾瀬市
ネッツトヨタ神奈川（株）綾瀬店 綾瀬市
社会福祉法人徳寿会特別養護老人ホーム晃風園 大和市
生活協同組合パルシステム神奈川大和センター 大和市
株式会社リベラル 大和市
東ホー（株） 大和市
（有）佐藤自動車レッカー 大和市
綾瀬アスコン 綾瀬市
（株）細川工務店 綾瀬市
綾瀬市リサイクルプラザ 綾瀬市
生活クラブ生協あやせ総合センター 綾瀬市
有限会社松田商店 大和市
技研株式会社 綾瀬市
株式会社セブンズクリーナー 綾瀬市
ヤマザキビスケット株式会社　横浜営業所 大和市
静岡銀行大和支店 大和市
社会福祉法人　大和市社会福祉協議会 大和市
大和市まごころ地域福祉センター 大和市
神奈川県警察本部留置管理課（大和警察署） 大和市
細谷自動車株式会社 綾瀬市
株式会社木曽路　大和店 大和市
株式会社ミナミ 綾瀬市
株式会社アステム 大和市
全農パールライス株式会社神奈川営業所 綾瀬市
株式会社　高田商店 綾瀬市
東建コーポレーション株式会社　大和支店 大和市
（株）ケイ・エム・シー 綾瀬市
株式会社星医療酸器神奈川事業所 綾瀬市
（株）勝山工務店 大和市
㈱ヤマト 大和市
武田商事株式会社 綾瀬市
轍産業　株式会社　綾瀬事業所 綾瀬市
株式会社サンユー 大和市
ホシザキ湘南（株）大和営業所 大和市
神奈川トヨタ整備（株） 綾瀬市
（株）ダイヘン 大和市



大久保土建 綾瀬市
有限会社峰建設 綾瀬市
株式会社三共消毒　大和営業所 大和市
日本総合住生活株式会社神奈川西支店 大和市
三英電業株式会社　大和営業所 大和市
ロジスネクスト東京株式会社　大和支店 大和市
月星商事株式会社　神奈川支店 大和市
東晃電機 大和市
道志会老人ホーム 綾瀬市
株式会社たくま企画　運転代行ＡＹＡＳＥ 綾瀬市
キングラン　メディケア株式会社 大和市
学校法人椿学園　でんえん幼稚園 大和市
フルサト工業株式会社　神奈川営業所 大和市
株式会社　林間土木 大和市
朝日土地建物株式会社　大和支店 大和市
ユナイト株式会社 大和市
フランスベッド（株）メディカル大和営業所 大和市
株式会社リンカン開発大和営業所 大和市
伸和工業株式会社 綾瀬市
ダイユー建設㈱ 綾瀬市
株式会社カタヤマ 大和市
大和ビケサービス 大和市
野原技研㈱ 綾瀬市
三洋工業（株）横浜営業所 大和市
ニチイケアセンター綾瀬 綾瀬市
平塚信用金庫桜ヶ丘支店 大和市
㈱アメニティサービス　大和営業所 大和市
社会福祉法人　聖音会　綾瀬ホーム 綾瀬市
株式会社ファミリーマート　相模原南営業所 大和市
（株）クラスト大和支店 大和市
㈱富士住宅 大和市
有限会社　功電気 大和市
巴工業株式会社サガミ工場 大和市
新都市運転代行 大和市
（有）タツミ土建 大和市
スターゼン東日本販売株式会社 綾瀬市
厚木土木事務所東部センター 綾瀬市
株式会社成功舎 綾瀬市
ＳＯＭＰＯケア　中央林間　訪問介護 大和市
株式会社ＨＩＲＯＳＥ 綾瀬市
住友林業ホームエンジニアリング株式会社神奈川事業部 大和市



株式会社タワラ 大和市
総合警備保障株式会社大和営業所 大和市
株式会社　不二越　ロボットサービス部西関東センター 綾瀬市
株式会社きらぼし銀行　大和支店 大和市
ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社 大和市
湘南ドラム工業株式会社 綾瀬市
中北薬品株式会社大和支店 大和市
運転代行ヤマト 大和市
雅運転代行大和営業所ドリームドライバーズサービス 大和市
株式会社メディケアー大和事業所 大和市
株式会社なとり 綾瀬市
ツクイやまと 大和市
ワークステーション・菜の花 大和市
特別養護老人ホームみなみ風 大和市
株式会社なごみ代行サービス上草柳営業所 大和市
日本道路株式会社　神奈川営業所　神奈川中央出張所 大和市
吉田電気工事株式会社 大和市
あやせ訪問看護ステーション 綾瀬市
株式会社　タワーライン・ソリューション　神奈川事業所 綾瀬市
積水ハウス不動産東京　株式会社 大和市
サクラサービス株式会社 大和市
セコム株式会社大和支社 大和市
株式会社ハピネット・ベンディングサービス 大和市
株式会社ガモウ　神奈川中央店 大和市
株式会社フロンティア大和営業所 大和市
住宅情報館株式会社　大和店 大和市
東栄ホームサービス　株式会社　神奈川事業所 大和市
セントケア神奈川株式会社 大和市
株式会社岩井リース事業部神奈川事業所 綾瀬市
株式会社トーエル　湘南営業所 綾瀬市
株式会社サンクスコーポレーション神奈川営業所 大和市
ミナミ金属㈱リサイクルセンター関東 綾瀬市
ミューテクノ㈱大和営業所 大和市
東洋商事株式会社　神奈川営業所 大和市
有限会社　ダイワ設備 大和市
有限会社　マルハラ木工 綾瀬市
医療法人社団　もみの木 大和市
株式会社　神奈川ナブコ　建設部 綾瀬市
株式会社　ⅠＣＴフィールドサポート大和サービス課 大和市
株式会社ナック　クリクラ綾瀬営業所 綾瀬市
サンコー食品　株式会社 大和市



エア・ウォーター・メディカル株式会社 大和市
大和市障害福祉センター松風園 大和市
株式会社　すまいパートナーズ 大和市
株式会社　三井住友銀行大和支店 大和市
アースサポート㈱　アースサポート大和 大和市
㈱　三和 綾瀬市
セイコー産業（株）神奈川営業所 大和市
東日本三菱自動車販売　株式会社　大和店 大和市
日本ビルコン株式会社大和事務所 大和市
フォルクスワーゲン大和 大和市
ネッツトヨタ神奈川株式会社大和鶴間店 大和市
さがみ農業協同組合ＬＰガスセンター綾瀬営業所 綾瀬市
有限会社　明宝建工　早川資材車両センター 綾瀬市
木下工業株式会社 綾瀬市
スポーツコミュニティ株式会社 綾瀬市
株式会社　紺野企業 綾瀬市
中央林間幼稚園 大和市
ビバホーム　綾瀬店 綾瀬市
セントケア上草柳 大和市
株式会社　ヤマキ　第４事業部厚木 綾瀬市
堀川産業株式会社　エネクル湘南 綾瀬市
日本トーカンパッケージ株式会社厚木工場 綾瀬市
ぽらーの上和田 大和市
相田化学工業株式会社　神奈川営業所 大和市
ＪＣＯＭ株式会社 大和市
株式会社　スタイリッシュホーム 大和市
ハーベスト株式会社　フーズサプライ事業本部 綾瀬市
介護老人保健施設　葵の園・大和 大和市
スポーツクラブＮＡＳ　南林間店 大和市
株式会社ビケンテクノ神奈川事業所 大和市
株式会社ゲットクリーンコート　神奈川営業所 大和市
社会福祉法人県央福祉会　ふきのとう舎 大和市
県央療育センター 大和市
アズサイエンス株式会社　横浜営業所 大和市
Ｔｈａｎｋｓ　代行 綾瀬市
秋本食品株式会社 綾瀬市
社会福祉法人　多心会 大和市
ＳＯＮＰＯケア　ハッピーデイズ高座渋谷 大和市
ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ鶴間 大和市
株式会社ローソンストア１００大和オフィス 大和市
ＮＸエネルギー関東株式会社　横浜支店 綾瀬市



株式会社ナンセイ大和工場 大和市
ＳＯＬＩＺＥ　株式会社 大和市
一建設株式会社 大和市
特別養護老人ホーム杜の郷 綾瀬市
ぽかぽかフィジカルセンター南林間 大和市
株式会社　昭栄　神奈川営業所 大和市
株式会社　ＤＡＯ．ＣＣ　大和資材センター 大和市
大東建託パートナーズ株式会社 大和市
西部支店大和ミートデリカ工場 大和市
リビングスタイル株式会社　大和店 大和市
福祉創造スクウェア・すぷら 大和市
株式会社ディベロップ 大和市
株式会社アズテック 綾瀬市
日本酒類販売株式会社　神奈川支店 大和市
株式会社　アンカーメディック 大和市
有限会社徳匠工業 綾瀬市
有限会社　東山製作所 綾瀬市
新明電材株式会社　町田営業所 大和市
株式会社ファミリーマート相模原北営業所 大和市
株式会社セーアン 綾瀬市
在宅療養支援ステーション楓の風　やまと 大和市
株式会社　ミズキ 綾瀬市
ユアサ電池サービス販売株式会社　横浜営業所 大和市
コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社大和セールスセンター 大和市
株式会社大成鋼業 綾瀬市
株式会社エコモコ　綾瀬営業所 綾瀬市
有限会社　オノザカ電工 綾瀬市
シバントス株式会社 大和市
北海バネ株式会社 綾瀬市
株式会社協和日成　神奈川事業所 大和市
リビングスタイル株式会社　中央林間店 大和市
スズキアリーナ湘南やまと南 大和市
ＢＸゆとリフォーム株式会社　相模店 大和市
加藤重機株式会社 大和市
パーカー精密工業株式会社 綾瀬市
スターク訪問看護ステーション大和 大和市
医療法人赤枝会　介護老人保健施設しょうじゅの里大和 大和市
聖セシリア幼稚園 大和市
株式会社ウイン・インターナショナル 大和市
株式会社ユーエスシー 大和市
株式会社　誠武 綾瀬市



株式会社　Ｏｈａｎａ 大和市
株式会社　Ｅ－テックエンジ 綾瀬市
株式会社ＫＧテクノサービス 大和市
那賀都工業株式会社 大和市
株式会社中村通信 大和市
株式会社アーネストワン　大和営業所 大和市
本山建設株式会社　神奈川支部 綾瀬市
株式会社　ハウスメイトワークス　大和ベース 大和市
ニチイケアセンター大和 大和市
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス中央林間 大和市
大和紙料株式会社　神奈川事業所 綾瀬市
タカコン株式会社 綾瀬市
株式会社　スゲタ 綾瀬市
中山通商有限会社 綾瀬市
アイワエンジニアリング 綾瀬市
山下建設株式会社 大和市
大和税務署 大和市
有限会社　造園土木　比留川 綾瀬市
有限会社　奥造園土木 綾瀬市
リハビリストホーム大和 大和市
株式会社　放電精密加工研究所　大和事業所 大和市
株式会社　鈴木技研 綾瀬市
医療法人社団立靖会ひまわり歯科 大和市
株式会社協和日成　神奈川大和営業所 大和市
王子コンテナ　株式会社 大和市
株式会社　ミツウロコヴェッセル　南関東支店 大和市
医療法人社団　柏綾会　綾瀬厚生病院 綾瀬市
神光工業株式会社　かしわ台事務所 綾瀬市
有限会社フィックスエンジニアリング 綾瀬市
株式会社アイテック 綾瀬市
綾瀬ケアセンターそよ風 綾瀬市
大和式礼 大和市
有限会社大矢建設 大和市
レッツ倶楽部大和 大和市
野添産業株式会社 綾瀬市
南商事株式会社 綾瀬市
株式会社スズキ自販湘南　アリーナ湘南あやせ店 綾瀬市
株式会社大器機工 綾瀬市
株式会社彩ホームプランニング 大和市
株式会社　マルセイテック 大和市
神奈川管材　株式会社　大和営業所 大和市



株式会社日立産機システム　相模事業所 綾瀬市
株式会社　スズキ自販神奈川　大和店 大和市
シンシア大和ショートステイ 大和市
株式会社　ファースト 大和市
林間代行 大和市
医療法人社団　医誠会　大和ホームクリニック 大和市
株式会社　ウイル 大和市
株式会社　東洋　横浜工場 綾瀬市
原田鉄筋株式会社神奈川営業所 綾瀬市
日本ハイウエイ・サービス　株式会社　厚木基地事業所 綾瀬市
中部増成機械工業株式会社東京支店 大和市
株式会社ウイルテック 大和市
株式会社　ＹＡＭＡＮＡＫＡ　大和工場 大和市
株式会社　森伸 大和市
株式会社ししくらセレモニー 大和市
丸福工業　株式会社 大和市
やまと笑楽庵 大和市
株式会社　アクセスプランニングオフィス 大和市
有限会社　アートインテリア 大和市
株式会社オート用品横浜営業所 大和市
株式会社　ＹＡＭＡＮＡＫＡ綾瀬工場 綾瀬市
株式会社北関東クリーン社　横浜支社 大和市
ヤマザキマザックトレーディング株式会社神奈川テクニカルセンタ 大和市
吉田樹木医　合同会社 大和市
みどり野リハビリテーション病院 大和市
武藤工業　株式会社 大和市
株式会社ニチワ　相模事業所 綾瀬市
三新住研株式会社 綾瀬市
株式会社サードステージ 大和市
株式会社　富士繁　綾瀬支店 綾瀬市
株式会社　カタヤマ 大和市
株式会社　種清　横浜営業所 綾瀬市
株式会社スエヒロレストランシステム 大和市
株式会社　山路フードシステム 大和市
株式会社　アスール 大和市
株式会社高橋工務店神奈川事務所 大和市
株式会社　シルバーホクソン神奈川 大和市
株式会社　ハラダ 大和市
株式会社　サガミグリーン 大和市
株式会社　ワイ・シー・シー 綾瀬市
株式会社　伊沢工務店 大和市



東日本工営　株式会社　大和事業所 大和市
スギムラ化学工業株式会社　神奈川営業所 綾瀬市
株式会社　マスタックエフ 綾瀬市
株式会社古川　大和営業所 大和市
三共商事株式会社　神奈川営業所 大和市
株式会社ハヤチネファスナー 綾瀬市
株式会社大友電気本社 綾瀬市
株式会社　サステム　商品センター 大和市
ヨシダ高圧株式会社　湘南営業所 綾瀬市
株式会社永野紙興　綾瀬工場 綾瀬市
医療法人徳洲会　大和徳洲会訪問看護ステーション 大和市
小柳商事株式会社　横浜営業所 大和市
日本トラック株式会社 大和市
株式会社　コクド 大和市
株式会社相模テック　大和支店 大和市
共同カイテック株式会社神奈川技術センター 大和市
テイケイ　株式会社　大和支社 大和市
神奈川ダイハツ販売株式会社　綾瀬店 綾瀬市
株式会社　下仁田物産 綾瀬市
株式会社アークエース　神奈川支店 大和市
株式会社　アノンズ 大和市
合同会社プロドライブ 綾瀬市
株式会社　関東エンジニアリング 大和市
医療法人社団　恵怜会　山本クリニック 大和市
英和株式会社　神奈川営業所 大和市
株式会社リンカン・スタッフサービス 大和市
株式会社カンドー　地域開発部 大和市
医療法人正史会　大和病院 大和市
大和市障害者自立支援センター 大和市
株式会社日立オートメーション　相模事業所 綾瀬市
東洋興業　株式会社 綾瀬市
株式会社白坂建設 大和市
ハラダ製茶販売株式会社　大和センター 大和市
株式会社　吉田東光　神奈川営業所 綾瀬市
株式会社ホンダカーズ中央神奈川大和店 大和市
東工株式会社 大和市
株式会社大上空調サービス 綾瀬市
株式会社富栄工機 大和市
有限会社　高村工業所 大和市
有限会社　迎土木 大和市
ウッドフユーエル綾瀬　株式会社 綾瀬市



株式会社　カイシン 大和市
有限会社　青竜社　塗装店 大和市
株式会社　県央資源センター 綾瀬市
神奈川ダイハツ販売株式会社部品センター 大和市
秋南興業有限会社 綾瀬市
有限会社読売綾瀬 綾瀬市
ミドリオートレザー株式会社 大和市
株式会社　日立産機ドライブ・ソリューションズ 綾瀬市
株式会社　Ｎｅｗ　Ｖａｌｌｅｙ 大和市
株式会社アンケール 綾瀬市
株式会社読売センター大和中央 大和市
トヨタモビリティ神奈川　相模大塚店 大和市
キョーラク株式会社　大和事業所 大和市
有限会社　アルマックス 大和市
読売センター南林間西部 大和市
株式会社ライズ 大和市
株式会社　テクノス三和　相模営業所 大和市
応用電機株式会社神奈川事業部 大和市
株式会社　中央林間センター 大和市
株式会社ケー・エス・エフ・サービス　いずみの森宅配センター 大和市
株式会社ＯＭＵＲＡ 綾瀬市
川﨑総業株式会社 大和市
介護老人福祉保健施設大地 大和市
中古車タウン大和店 大和市
株式会社　阪栄 綾瀬市
神奈川トヨタ自動車株式会社綾瀬店 綾瀬市
養護老人ホーム敬愛の園 大和市
有限会社藤井商会 綾瀬市
株式会社キツタカ　湘南店 綾瀬市
介護隊株式会社 綾瀬市
ノーブル電子工業　株式会社 綾瀬市
株式会社カトウコーポレーション神奈川営業所 綾瀬市
株式会社　神奈川中古車買取査定センター 大和市
株式会社山愛　綾瀬事業所 綾瀬市
株式会社　ユケンサービス 綾瀬市
Ｋ－ＬＩＮＥ　運転代行 大和市
株式会社　建築屋瀬戸内 大和市
株式会社ハヤシ　神奈川営業所 大和市
有限会社サンシン 綾瀬市
株式会社日本タクト 大和市
ニッケン建設株式会社 大和市



油研工業　株式会社 綾瀬市
放課後デイサービスｔｏｉｒｏ　南林間 大和市
座間市役所 座間市
日産自動車（株）座間事業所 座間市
日産プリンス神奈川販売（株） 座間市
株式会社大東繊維 座間市
日産サービスセンター（株）京浜支社 座間市
積和建設神奈川（株）周辺事業課エクステリア課 座間市
株式会社都南自動車教習所 座間市
日本電産トーソク（株） 座間市
日本郵便株式会社座間郵便局 座間市
芝浦機械株式会社　相模工場 座間市
㈱エネサンス関東　座間事業所 座間市
日宝工業（株）電装営業所 座間市
株式会社スズケン　座間支店 座間市
（株）飯島工務店 座間市
相洋工業（株） 座間市
三木プーリ（株） 座間市
医療法人興生会相模台病院 座間市
丸和産業（株）座間事業所 座間市
真崎電工（株） 座間市
株式会社古川電機 座間市
中央労働金庫座間支店 座間市
城南樹脂工業（株） 座間市
（株）カナモク 座間市
藤原鋼材（株）座間支店 座間市
平塚信用金庫　座間支店 座間市
（株）啓愛社座間営業所 座間市
社会福祉法人　日本キリスト教奉仕団　アガペセンター 座間市
オーウェル（株） 座間市
村山建設（株） 座間市
中央液化ガス（株）座間営業所 座間市
座間警察署 座間市
日進舗道（株） 座間市
やなせ幼稚園 座間市
王子アドバ（株） 座間市
ネッツトヨタ神奈川（株）座間広野台店 座間市
座間幼稚園 座間市
大勇建設（株） 座間市
（株）アライアクソン 座間市
栗原幼稚園 座間市



鈴鹿幼稚園 座間市
（株）双和 座間市
相武台幼稚園 座間市
東原幼稚園 座間市
ひばりが丘幼稚園 座間市
座間市消防本部 座間市
湘南造機（株）座間営業所 座間市
（株）サントーコー　相模営業所 座間市
高田屋 座間市
協栄スイミングクラブ座間 座間市
学校法人小松原幼稚園 座間市
座間孝道幼稚園 座間市
グリーンタウン興業 座間市
紀伊国屋高圧（株） 座間市
（有）ライフ設備工業 座間市
渡辺パイプ（株）座間サービスセンター 座間市
東芝機械エンジニアリング（株） 座間市
株式会社　日産サティオ湘南座間店 座間市
本多砂利　株式会社 座間市
（株）日環 座間市
鈴木鍛造（株） 座間市
永興電機工業（株）相模事業所 座間市
医療法人社団昌栄会相武台病院 座間市
（株）石邦建設 座間市
西関東機材株式会社　座間営業所 座間市
座間市役所クリーンセンター 座間市
共同包材（株） 座間市
株式会社トーホー 座間市
エースパック（株） 座間市
山下マテリアル株式会社 座間市
アールエスアイザワ 座間市
日精オーバル（株） 座間市
相原重機有限会社 座間市
有限会社オクツ 座間市
戸大建設工業（株） 座間市
三池建設工業（株） 座間市
カワデン座間営業所 座間市
大恵住宅設備 座間市
有限会社　一福ランチセンター 座間市
（有）ＯＣＳ 座間市
（株）ホンダカーズ横浜　Ｕ－ｓｅｌｅｃｔ相模原 座間市



（株）小泉相模　相模台営業所 座間市
有限会社丸紀 座間市
フジクレスト株式会社 座間市
さがみ農業協同組合座間支店 座間市
さがみ農業協同組合　栗原支店 座間市
サンワコムシスエンジニアリング（株）西関東テクノステーション 座間市
株式会社ユーテムプレシジョン 座間市
株式会社美装　県央物流センター 座間市
日産クリエイティブサービス座間支店 座間市
有限会社読売新聞　相武台前 座間市
（株）伸和電設 座間市
東芝テックソリュージョンサービス（株）相模原ＳＳ 座間市
マルチュウ商事 座間市
東電タウンプランニング株式会社　相模支社 座間市
豊和工業工事株式会社　大和営業所 座間市
株式会社日本アクセス　神奈川支店 座間市
エスケーユニフォーム（株）横浜営業所 座間市
（株）誠電社 座間市
公益社団法人　座間市シルバー人材センター 座間市
パッション 座間市
株式会社エス・エス・イー　座間支店 座間市
座間市立総合福祉センター 座間市
株式会社メディセオ 座間市
留置管理課 座間市
社会福祉法人　敬心会 座間市
（株）土木管理総合試験所神奈川支店 座間市
アイグステック株式会社 座間市
株式会社東亜レジン相模 座間市
株式会社　共栄電設 座間市
フジダン株式会社 座間市
株式会社ＰＡＬＴＡＣ横浜支店 座間市
社会福祉法人　互恵会 座間市
伊藤ハムミート販売東（株）神奈川センター 座間市
株式会社ビバホーム　スーパービバホーム座間店 座間市
株式会社　サンヨ西関東ＴＳ 座間市
株式会社大原建設 座間市
株式会社保健科学研究所県央営業所 座間市
越智産業㈱東京営業所 座間市
ケアセンター　座間苑 座間市
特別養護老人ホーム　第二座間苑 座間市
ＡＬＳＯＫ双栄株式会社　座間支店 座間市



株式会社　あすなろ舎 座間市
さがみ農業協同組合　座間営農経済センター 座間市
社会福祉法人　三栄会 座間市
協伸サンテック　株式会社 座間市
神奈川日産自動車株式会社カレスト座間店 座間市
株式会社　かおる建設工業 座間市
株式会社　ヤマキ　第４事業部　座間・相模原デポ 座間市
セントケア訪問看護ステーション座間 座間市
株式会社大気社　塗装システム事業部 座間市
株式会社　タナカフーズ 座間市
株式会社ＷＯＲＫＳ 座間市
神奈川セントラルケアセンター 座間市
日本コーティングセンター株式会社 座間市
協同電気相模営業所 座間市
株式会社赤原製作所 座間市
座間市上下水道局 座間市
株式会社メディカルライフサポートｓｔａｒ’ｓアーク訪問看護ステーション 座間市
株式会社Ｗｏｒｔｈ　Ｌｉｖｉｎｇ 座間市
株式会社　工研 座間市
株式会社トーヨータイヤジャパン　相模営業所 座間市
株式会社大倉　横浜支店 座間市
山一興産株式会社　相模工場 座間市
株式会社東計電算座間営業所 座間市
株式会社大久保　座間事業所 座間市
社会福祉法人　ユーアイ二十一　太陽の家　座間 座間市
大同ＤＭソリューション株式会社　相模 座間市
株式会社サイサン 座間市
株式会社　ハウスメッシュ 座間市
Ｃｅｎｔｅｒ　Ｗｅｓｔ 座間市
茜ケアサービス　有限会社 座間市
株式会社ダイワ 座間市
有限会社介護サポートはなみずき 座間市
株式会社カインドサービス 座間市
株式会社ホンダカーズ中央神奈川　座間西店 座間市
株式会社ＴＣＳ 座間市
株式会社飯島工務店 座間市
株式会社ひまわりメディカルサービス 座間市
さがみ福禄寿興産株式会社 座間市
有限会社三和建物管理 座間市
デイリハセンター煌　相武台 座間市
株式会社吉村工業所 座間市



株式会社新開トランスポートシステムズ 座間市
株式会社ヨコハマタイヤジャパン座間営業所 座間市
けあぶる訪問看護ステーション相武台 座間市
かなめデイサービス 座間市
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 座間市
株式会社ミルボード　県央支店 座間市
太陽トーヨー住器株式会社 座間市
湘南造機株式会社　機工部 座間市
株式会社神奈川電気計装 座間市
有限会社堀尾工業 座間市
ジャパン建材株式会社　相模原営業所 座間市
座間三菱自動車販売株式会社 座間市
株式会社フジタ　ロジクロス座間作業所 座間市
有限会社九十九電気 座間市
株式会社　さがみ保険 座間市
緑の家 座間市
神奈川トヨタ自動車株式会社　相武台店 座間市
株式会社保健科学研究所　県央集配センター 座間市
有限会社山田商会 座間市
有限会社　山田新聞店 座間市
ワタミの宅食　相模原座間営業所 座間市
トヨタモビリティ神奈川　相模台店 座間市
株式会社アオバメディカル 座間市
有限会社サンセール 座間市
株式会社ヤマダデンキ　テックランド座間店 座間市
有限会社輪光厨房 座間市
有限会社いしい 座間市
株式会社ダスキンエビナ 海老名市
中央液化ガス株式会社海老名営業所 海老名市
（株）大入物産 海老名市
海老名市役所 海老名市
株式会社栄屋製パン 海老名市
（有）倉橋工務店 海老名市
日進幼稚園 海老名市
アツギ株式会社 海老名市
株式会社厚木自動車学校　海老名ドライバーズスクール 海老名市
（株）斎藤建材 海老名市
人の森（株） 海老名市
株式会社ＩＪＴＴ 海老名市
小町建設（株） 海老名市
株式会社パブコ 海老名市



東和工業（株） 海老名市
（有）白土工務所 海老名市
中島機械土木（株） 海老名市
旭段ボール株式会社　厚木工場 海老名市
大東電業株式会社 海老名市
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 海老名市
高座清掃施設組合 海老名市
（株）神戸屋海老名事業所 海老名市
鈴商建設（株） 海老名市
有限会社石島重機工事 海老名市
太洋自動車工業株式会社 海老名市
アツギリネン株式会社 海老名市
有限会社都元商事 海老名市
株式会社ジェーシー 海老名市
有鹿幼稚園 海老名市
さがみ農業協同組合海老名支店 海老名市
（有）加藤興業 海老名市
泉橋酒造（株） 海老名市
日産プリンス神奈川販売（株）海老名店 海老名市
関東緑地土木（株） 海老名市
株式会社　秀建 海老名市
学校法人　慶泉学園 海老名市
（株）山口設備工業 海老名市
海老名みなみ幼稚園 海老名市
さがみ愛子園 海老名市
学校法人妙常学園旭たちばな幼稚園 海老名市
株式会社大塚工電社 海老名市
相模みのり幼稚園 海老名市
株式会社正和製作所 海老名市
海老名市消防本部 海老名市
コカ・コーラ　ボトラーズジャパン株式会社　海老名セールスセンター 海老名市
（株）山室厚木店 海老名市
小田急電鉄株式会社工務技術センター機械保線区 海老名市
株式会社金井商店 海老名市
（有）賀頌 海老名市
（株）湯川設備工業 海老名市
有限会社エビナ自動車工業 海老名市
三六電設株式会社 海老名市
西山測量（株） 海老名市
（株）金庫屋 海老名市
ブラスコ株式会社 海老名市



株式会社共和テクノ神奈川支社 海老名市
海老名市美化センター 海老名市
杉崎デンタル（株） 海老名市
（株）飯田 海老名市
東名自動車工業（株） 海老名市
関屋建材 海老名市
海老名トーヨー住器株式会社 海老名市
（株）トライアルホンダ 海老名市
ものみの塔聖書冊子協会 海老名市
鳥居電業（株）南関東支店 海老名市
（有）葵典禮 海老名市
長谷川工業（株） 海老名市
横浜信用金庫さがみ野支店 海老名市
（株）シンサナミ海老名営業所 海老名市
（株）安田物産湘南営業所 海老名市
（株）中村商店 海老名市
神奈川県企業庁海老名水道営業所 海老名市
金属技研（株） 海老名市
神奈川県畜産技術センター 海老名市
（株）西商 海老名市
（株）田中土建工業 海老名市
西川サッシ工業（株） 海老名市
湘南エンジニアリング（株） 海老名市
栄和ガーデン（株） 海老名市
（株）深井電工 海老名市
株式会社日伝　南関東営業所 海老名市
新日本工業（株） 海老名市
優成サービス（株） 海老名市
須藤商事有限会社 海老名市
朝日土地建物株式会社　海老名支店 海老名市
ヨコハマ建機タイヤサービス（株） 海老名市
ミヤダイ中央社 海老名市
（株）誠美環境 海老名市
ＹＫＫＡＰ株式会社東京防音支店 海老名市
関東燃料（株）海老名営業所 海老名市
生活協同組合ユーコープ　おうちＣＯＯＰ海老名センター 海老名市
有限会社西村建材　門沢橋営業所 海老名市
（株）宮代園 海老名市
五十番 海老名市
（株）アークル海老名営業所 海老名市
コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社　海老名フロントセンター 海老名市



社会福祉法人星谷会　星谷学園 海老名市
日本瓦斯株式会社海老名営業所 海老名市
（株）東横エルメス 海老名市
工機ホールディングスジャパン株式会社　湘南営業所 海老名市
（有）小林材木店 海老名市
株式会社ＩＷＤ　神奈川第一工場 海老名市
（株）庭司苑 海老名市
やまゆり生活協同組合 海老名市
海老名警察署 海老名市
株式会社ＴＯＫＡＩ　厚木支店 海老名市
さがみ農業協同組合　有馬支店 海老名市
海老名市立わかば学園 海老名市
えびな南高齢者施設 海老名市
運転代行エビナ 海老名市
有限会社藤本重機 海老名市
県央清掃営繕工社 海老名市
冨美商事 海老名市
介護老人保健施設　アゼリア 海老名市
医療法人　葉梨整形外科 海老名市
（株）県央技建 海老名市
社会福祉法人星谷会　ＳＥＬＰビナ 海老名市
富士化学塗料（株）相模営業所 海老名市
（株）古川 海老名市
オークラフロンティアホテル海老名 海老名市
丸浜食品株式会社 海老名市
留置管理課 海老名市
有限会社ボデーショップ浜名 海老名市
大陽日酸エンジニアリング株式会社厚木営業所 海老名市
株式会社リコーテクノロジーセンター 海老名市
株式会社サニクリーン東京　湘南営業所 海老名市
海老名市医療センター 海老名市
大陽日酸エネルギー株式会社関東支社神奈川支店 海老名市
大陽日酸株式会社　厚木支店 海老名市
コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 海老名市
海湘丸 海老名市
ジャパンメデイカルアライアンス　ホームへルスケア事業部 海老名市
株式会社山路フードシステム湘南店 海老名市
株式会社三共　海老名センター 海老名市
相鉄企業株式会社　県央営業所 海老名市
神奈川県県央家畜保健衛生所 海老名市
有限会社　藤井測量設計 海老名市



エトー株式会社　神奈川営業所 海老名市
株式会社ミヤマ　神奈川営業所 海老名市
株式会社双葉デザイン 海老名市
えびな北高齢者施設 海老名市
株式会社産建 海老名市
神奈川スバル株式会社海老名店 海老名市
米澤興業株式会社　海老名資材センター 海老名市
プリマハム㈱神奈川営業所 海老名市
日本メガケア株式会社　南関東支店 海老名市
ＪＡ全農かながわ　生活部ガス課 海老名市
運転代行　カイロ 海老名市
有限会社見上総合設備 海老名市
（株）アドベル　海老名事業所 海老名市
馬場フードサービス株式会社　海老名甲羅本店 海老名市
株式会社ローソン　神奈川西支店 海老名市
株式会社　三恵建設興業社員寮 海老名市
オートバックス海老名 海老名市
長島梱包株式会社湘南事業所 海老名市
株式会社　栃木屋　横浜営業所 海老名市
海老名市立総合福祉会館 海老名市
有限会社峰尾土建 海老名市
アルフレッサ株式会社 海老名市
渡辺商事株式会社湘南支店 海老名市
住宅情報館株式会社海老名店 海老名市
さがみ農業協同組合海老名営農経済センター 海老名市
株式会社キーエンス海老名営業所 海老名市
株式会社　マルソ　県央営業所 海老名市
キヤノンメディカルシステムズ株式会社厚木支店 海老名市
平尾化建（株）神奈川営業所 海老名市
海老名幼稚園 海老名市
株式会社エス・エス・イー 海老名市
アズビル（株）アドバンズオートメーションカンパニー東京支社神奈川営業所 海老名市
上原建設（有） 海老名市
アズビル（株）ビルシステムカンパニー　海老名営業所 海老名市
ホクショー株式会社?　神奈川営業所 海老名市
株式会社野口組 海老名市
三京ダイヤモンド工業株式会社 海老名市
ネッツトヨタ神奈川株式会社海老名中央店 海老名市
ニチイケアセンター海老名 海老名市
株式会社エフ・エー・テクノ 海老名市
海老名高齢者障がい者支援センター株式会社 海老名市



株式会社西原ネオ　西関東支店 海老名市
東日本三菱自動車販売株式会社海老名店 海老名市
株式会社東京ＢＫ足場　海老名サービスセンター 海老名市
株式会社横浜銀行　海老名駅前支店 海老名市
海老名ケアサポートセンター 海老名市
株式会社日立ビルシステム海老名統括営業所 海老名市
アズビルトレーディング株式会社神奈川営業所 海老名市
株式会社海老名住宅センター 海老名市
株式会社トーカイ海老名営業所 海老名市
矢崎エナジーシステム株式会社神奈川支店 海老名市
積水ハウス株式会社神奈川中央支店 海老名市
積水ハウス不動産東京株式会社 海老名市
株式会社オグラ 海老名市
参天製薬株式会社　神奈川第三営業所 海老名市
芙蓉工業株式会社　海老名事業所 海老名市
こくみん共済ｃｏｏｐ全労済神奈川推進本部 海老名市
リコージャパン株式会社　海老名事業所 海老名市
積水ハウス株式会社神奈川シャーメゾン支店 海老名市
医療法人社団会　医誠会　湘陽かしわ台病院 海老名市
平尾化建株式会社座間営業所 海老名市
日本郵便株式会社神奈川西郵便局 海老名市
公益社団法人海老名市シルバー人材センター 海老名市
ツクイ海老名杉久保 海老名市
社会福祉法人海老名市社会福祉協議会　海老名市役所 海老名市
株式会社ホーク・ワン海老名支店 海老名市
木下の介護　海老名 海老名市
株式会社かんぽ生命保険海老名支店 海老名市
ＳＯＭＰＯケア海老名訪問介護 海老名市
ＴＶＳ　ＲＥＧＺＡ株式会社　神奈川サービスセンター 海老名市
株式会社シノダ海老名店 海老名市
株式会社小田急エンジニアリング海老名軌道工事事務所 海老名市
シニア向けフィットネス型リハサロン　ウインズさがみ野 海老名市
株式会社オフィスコーポレーション　神奈川営業所 海老名市
海老名市障害者支援センターあきば 海老名市
ニチイケアセンター海老名西 海老名市
日本郵便株式会社南関東支社　神奈川西営業統括本部 海老名市
株式会社大東ラインテック 海老名市
株式会社ユニバーサルホーム神奈川工務設計課 海老名市
海老名Ｂｒｅａｋ株式会社 海老名市
海老名市立わかばケアセンター 海老名市
プライムケア東京株式会社 海老名市



プライムケア東京株式会社　海老名センター 海老名市
株式会社アール 海老名市
株式会社クキタ 海老名市
東栄住宅設備株式会社 海老名市
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　海老名オフィス 海老名市
株式会社メンテナンスファクトリー海老名 海老名市
株式会社ウエストエネルギーソリューション 海老名市
横浜トヨペット株式会社海老名店 海老名市
株式会社キタムラ産業　西関東営業所 海老名市
株式会社ＩＷＤ 海老名市
太陽建機レンタル株式会社　厚木支店 海老名市
株式会社メック 海老名市
（株）日立システムズフィールドサービス 海老名市
株式会社東海ビルメンテナス　湘南支店 海老名市
浜銀ＴＴ証券株式会社厚木支店 海老名市
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　海老名総合病院 海老名市
住友不動産販売株式会社　海老名センター 海老名市
株式会社武蔵野フーズ　座間営業所 海老名市
福田交易株式会社 海老名市
トナミ首都圏物流株式会社 海老名市
株式会社天野屋倉庫　海老名支店 海老名市
有限会社　森工業 海老名市
訪問看護ステーションびーな’Ｓ 海老名市
河野商事株式会社　県央支店 海老名市
アイトス株式会社　海老名ファクトリー 海老名市
МＳＤ株式会社 海老名市
水ｉｎｇＡМ株式会社　横須賀有馬浄水管理事務所 海老名市
株式会社ホンダカーズ中央神奈川　海老名西店 海老名市
神奈川トヨタ自動車株式会社　海老名店 海老名市
海老名水道営業所 海老名市
山本商会株式会社　神奈川支店　厚木営業所 海老名市
井上電気株式会社 海老名市
株式会社トータルライフサービス　コンサルティング営業部 海老名市
オリエンタルモーター株式会社 海老名市
株式会社為我井製作所　海老名工場 海老名市
株式会社アイスター商事　海老名物流センター 海老名市
株式会社ＩＪＴＴサービス 海老名市
一般社団法人かながわ土地建物保全協会　海老名支部 海老名市
岩弥創業株式会社 海老名市
株式会社昭和　神奈川営業所 海老名市
Ｔ－ＤＥＫ株式会社 海老名市



有限会社Ｋ－ＣＲＡＦＴ 海老名市
株式会社タクマ精工 海老名市
有限会社ワイシー相模大塚 海老名市
株式会社エヌ・アール・シー 海老名市
株式会社メディカルガーデン　ガーデン薬局 海老名市
株式会社メディカルガーデン　ガーデン薬局中央店 海老名市
株式会社メディカルガーデン　サガミ薬局 海老名市
有限会社トーカイ 海老名市
株式会社ジャパンプロスタッフ 海老名市
海央株式会社 海老名市
ＣＫＤ株式会社　神奈川営業所 海老名市
株式会社丸順　レントリー海老名 海老名市
有限会社読売　海老名西部 海老名市
株式会社読売　海老名南部 海老名市
株式会社ワットマン　海老名買取センター 海老名市
住友電装株式会社　海老名技術センター 海老名市
芝浦エレテック株式会社　神奈川営業所 海老名市
株式会社栄信社 海老名市
特別養護老人ホーム　さつき 海老名市
富士見産業株式会社　湘南支店 海老名市
株式会社ＯＤＡ建設 海老名市
株式会社成城　県央営業所 海老名市
放課後等デイサービス　ガウディ 海老名市
富士見産業株式会社　車両基地 海老名市
積水ハウス株式会社　神奈川カスタマーズセンター　海老名オフィス 海老名市
小田急エンジニアリング　電気部　統括工事所 海老名市
有限会社　堅昇土建 海老名市
有限会社　美保工業 海老名市
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　相模原セールスセンター 相模原市中央区
日産プリンス神奈川販売株式会社相模原店 相模原市中央区
相模原消防署 相模原市中央区
小川工業株式会社 相模原市中央区
小泉機器工業株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
相模中央自動車学校 相模原市中央区
株式会社ヤマダコーポレーション 相模原市中央区
相模ピーシーアイ株式会社 相模原市中央区
相模原警察署 相模原市中央区
相模原市役所 相模原市中央区
神奈川白石物産株式会社 相模原市中央区
星が丘幼稚園 相模原市中央区
（株）黄原商会 相模原市中央区



一般財団法人関東電気保安協会　神奈川事業本部相模原事業所 相模原市中央区
大竹産業株式会社　相模原店 相模原市中央区
有限会社大谷モータース 相模原市中央区
上田名幼稚園 相模原市中央区
（株）きらぼし銀行淵野辺支店 相模原市中央区
東京電力パワーグリッド株式会社　相模原支社 相模原市中央区
綜合警備保障（株）相模原営業所 相模原市中央区
（有）竹田工業 相模原市中央区
（株）ニイヤ 相模原市中央区
日本瓦斯（株）淵野辺営業所 相模原市中央区
日立建機日本株式会社　相模営業所 相模原市中央区
西野建設株式会社 相模原市中央区
（株）ヤマテコーポレーション 相模原市中央区
（株）櫻内工務店 相模原市中央区
北相米穀株式会社 相模原市中央区
三親工業（株） 相模原市中央区
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
（株）原商店 相模原市中央区
田辺商事株式会社相模原営業所 相模原市中央区
株式会社鶴見商会 相模原市中央区
株式会社ヘルスケア 相模原市中央区
（株）野崎工業所 相模原市中央区
清水工機（株） 相模原市中央区
三菱重工業株式会社　相模原製作所 相模原市中央区
田邊工業株式会社相模工場 相模原市中央区
（株）八木商店 相模原市中央区
（有）旭テックス 相模原市中央区
株式会社　メープル 相模原市中央区
株式会社　山久建設不動産 相模原市中央区
株式会社横浜銀行　相模原駅前支店 相模原市中央区
相模ガス株式会社 相模原市中央区
株式会社　日産サティオ湘南　相模原店 相模原市中央区
相陽建設（株）田名事業所 相模原市中央区
有限会社松本重機 相模原市中央区
社会福祉法人　相模原市社会福祉協議会 相模原市中央区
佐藤建材 相模原市中央区
（株）サンコーシヤ相模テクノセンター 相模原市中央区
篠崎電業（株） 相模原市中央区
株式会社　金井産業 相模原市中央区
富士工業株式会社 相模原市中央区
日産部品中央販売（株）相模原支店 相模原市中央区



東京化学塗料株式会社 相模原市中央区
（株）紀伊国屋 相模原市中央区
相和会介護老人保健施設　青葉の郷 相模原市中央区
株式会社　今井水道 相模原市中央区
ラクサニー株式会社 相模原市中央区
（株）相模植木 相模原市中央区
山口自動車株式会社 相模原市中央区
社会福祉法人上溝緑寿会 相模原市中央区
相模原市立療育センター陽光園 相模原市中央区
八千代水道　株式会社 相模原市中央区
東横化学株式会社　相模原事業所 相模原市中央区
サントリービバレッジソリューション株式会社　首都圏第四支社　相模原第一支店 相模原市中央区
日化メンテナンス株式会社西関東営業所 相模原市中央区
（有）昭和建設 相模原市中央区
谷津建設（株） 相模原市中央区
（株）河本総合防災 相模原市中央区
三ッ輪産業株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
シイエムケイ・プロダクツ株式会社 相模原市中央区
株式会社イムラ封筒相模原工場 相模原市中央区
株式会社　相模水道商会 相模原市中央区
相模設備工業（株） 相模原市中央区
（株）光陽電業社相模支店 相模原市中央区
友渡建設株式会社 相模原市中央区
日本電子工業（株） 相模原市中央区
（株）田所設備 相模原市中央区
多摩木工株式会社 相模原市中央区
芦穂崎工業（株） 相模原市中央区
井上電気株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
進和工業株式会社 相模原市中央区
（有）中央水道工業所 相模原市中央区
東秀紙器株式会社 相模原市中央区
学校法人宗祐寺学園 相模原市中央区
株式会社　田所工業 相模原市中央区
蒲田ゴム株式会社　相模原支店 相模原市中央区
（株）西野工務店 相模原市中央区
株式会社玉川電器 相模原市中央区
庶民建設（㈱） 相模原市中央区
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　相模原支店 相模原市中央区
有限会社　杉山商店 相模原市中央区
（株）富士設備 相模原市中央区
（株）ヨシダ 相模原市中央区



神奈川県企業庁相模原水道営業所 相模原市中央区
菊池工業株式会社 相模原市中央区
山口設備工業（株） 相模原市中央区
渡辺パイプ（株）相模サービスセンター 相模原市中央区
株式会社ハシモト　相模原支店 相模原市中央区
株式会社スズキ自販湘南　橋本営業所 相模原市中央区
都市建設株式会社 相模原市中央区
株式会社鈴木商館　相模営業所 相模原市中央区
学校法人杉並学園　虹ケ丘幼稚園 相模原市中央区
宗教法人日本基督教団相模原教会附属　相模白ゆり幼稚園 相模原市中央区
医療法人社団相和会渕野辺総合病院 相模原市中央区
学校法人小磯学園　たけのうち幼稚園 相模原市中央区
佃建材興業（株） 相模原市中央区
小山白ゆり幼稚園 相模原市中央区
認定こども園すこやか 相模原市中央区
学校法人弥生学園　弥生幼稚園 相模原市中央区
株式会社　泰光 相模原市中央区
株式会社　イイダ 相模原市中央区
相模中央学園 相模原市中央区
学校法人つばさ学園相模つばさ幼稚園 相模原市中央区
株式会社　小橋 相模原市中央区
学校法人永井学院　相模栄光幼稚園 相模原市中央区
学校法人藤栄学園　よこやま幼稚園 相模原市中央区
渕野辺ひばり幼稚園 相模原市中央区
清心幼稚園 相模原市中央区
町田ガス株式会社　相模営業所 相模原市中央区
綜合銘板工業株式会社 相模原市中央区
相模原市農業協同組合 相模原市中央区
三京塗料（株）相模原営業所 相模原市中央区
興建産業（株）神奈川工場 相模原市中央区
株式会社ニフコ　相模原工場 相模原市中央区
緑産（株） 相模原市中央区
日産プリンス神奈川販売（株）田名上溝店 相模原市中央区
防衛装備庁陸上装備研究所 相模原市中央区
みずほ幼稚園 相模原市中央区
富士冷熱工業（株） 相模原市中央区
（株）ア・ドマニー 相模原市中央区
（株）木陽 相模原市中央区
（株）相北商事 相模原市中央区
医療法人社団白寿会田名病院 相模原市中央区
日本郵便株式会社　相模原郵便局 相模原市中央区



中元重機（株） 相模原市中央区
麹屋商事（株） 相模原市中央区
（株）山和建設 相模原市中央区
神奈川日産自動車株式会社　相模原南橋本店 相模原市中央区
相模物産（株） 相模原市中央区
愛の園ふちのべこども園 相模原市中央区
（株）青木重機 相模原市中央区
キタジマ自動車（株） 相模原市中央区
（株）三平測量 相模原市中央区
（株）ミキ 相模原市中央区
三王電機（株） 相模原市中央区
ハーベスト株式会社　ヨシケイ相模営業所 相模原市中央区
（株）松尾商行 相模原市中央区
（株）スズケン　相模原支店 相模原市中央区
小林住設（株） 相模原市中央区
トモプロ株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
山﨑水道建設（株） 相模原市中央区
小山造園 相模原市中央区
大森産業（株） 相模原市中央区
（株）相模工業 相模原市中央区
リコージャパン株式会社　相模原事業所 相模原市中央区
中央液化ガス株式会社 相模原市中央区
株式会社　入江建設 相模原市中央区
協栄スイミングクラブ相模原 相模原市中央区
丸豊建設株式会社 相模原市中央区
有限会社　三代 相模原市中央区
（有）降矢建設 相模原市中央区
セコム株式会社　相模原統轄支社 相模原市中央区
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　相模原キャンパス 相模原市中央区
井上兄弟建設株式会社 相模原市中央区
大東株式会社　相模原店 相模原市中央区
関東商事（株） 相模原市中央区
ＮＴＮ株式会社　西関東支社 相模原市中央区
おうちＣＯ－ＯＰ　相模原センター 相模原市中央区
合同電気工事　株式会社 相模原市中央区
ユニオンマシナリ（株） 相模原市中央区
（株）アトラス 相模原市中央区
日栄建設（株） 相模原市中央区
（有）タナベロードサービス 相模原市中央区
（株）北神 相模原市中央区
有限会社　田口工業所 相模原市中央区



（株）スカイテック 相模原市中央区
愛和建設（株） 相模原市中央区
大一資材株式会社 相模原市中央区
株式会社　大塚商会　相模原支店 相模原市中央区
稲葉電気興業株式会社 相模原市中央区
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　神奈川支社相模原営業所 相模原市中央区
（株）松井製作所　南関東営業所 相模原市中央区
（株）井村電気商会 相模原市中央区
シャープマーケティングジャパン（株）相模原サービスステーション 相模原市中央区
神奈川日産自動車株式会社　相模原清新店 相模原市中央区
小俣造園株式会社 相模原市中央区
高橋造園 相模原市中央区
（有）ヤマキ産業 相模原市中央区
リバーサイド田名ホーム 相模原市中央区
株式会社沢井　相模原支店 相模原市中央区
（株）大萩造園 相模原市中央区
株式会社志村緑地 相模原市中央区
（有）河本造園 相模原市中央区
（株）田口園芸 相模原市中央区
株式会社　ＪＭＣ 相模原市中央区
社会福祉法人県央福祉会　パステルファームワーキングセンター 相模原市中央区
（有）東郊住宅社 相模原市中央区
平澤商事（株）相模原支店 相模原市中央区
（株）オリバーツウリアルエステート 相模原市中央区
（株）イーライフ 相模原市中央区
（財）相模原市まち・みどり公社 相模原市中央区
（株）江成金作建築 相模原市中央区
合同資源サービス株式会社 相模原市中央区
（有）山中自動車商会 相模原市中央区
株式会社　鹿沼 相模原市中央区
朝日建設株式会社 相模原市中央区
東京濾器株式会社　相模工場 相模原市中央区
神奈川特殊車輌株式会社 相模原市中央区
株式会社植光造園 相模原市中央区
日精樹脂工業株式会社 相模原市中央区
木本建興（株） 相模原市中央区
嶋崎工業株式会社 相模原市中央区
（有）相高自動車工業 相模原市中央区
株式会社田所製作所 相模原市中央区
（株）陽光通信工業 相模原市中央区
富士レビオ株式会社　相模原工場 相模原市中央区



社団法人相模原市シルバー人材センター 相模原市中央区
田名老人保健施設光生 相模原市中央区
医療法人社団相和会産業健診センター 相模原市中央区
関東日本フ－ド株式会社　西関東事業部　相模原営業部 相模原市中央区
（有）永瀬土木 相模原市中央区
有限会社和田建設 相模原市中央区
中央労働金庫相模原支店 相模原市中央区
（株）川路商店 相模原市中央区
アルファテック株式会社 相模原市中央区
相模トライアム（株） 相模原市中央区
株式会社　松元組 相模原市中央区
株式会社　丸昌 相模原市中央区
東京商事（株）相模原営業所 相模原市中央区
（有）篠崎モータース 相模原市中央区
トヨタモビリティパーツ（株）神奈川支社相模原店 相模原市中央区
神奈川三和空圧（株） 相模原市中央区
永大産業（株）相模原営業所 相模原市中央区
（有）宏和商事 相模原市中央区
（株）ライト 相模原市中央区
（株）成川電興 相模原市中央区
（有）柏電業社 相模原市中央区
有限会社森田設備工業 相模原市中央区
（株）要介工業 相模原市中央区
株式会社トーヨー　相模原営業所 相模原市中央区
杉本電機産業（株）相模原営業所 相模原市中央区
（有）竹内カッター興業 相模原市中央区
株式会社マルコシ　相模原店 相模原市中央区
（有）成井新聞店 相模原市中央区
（株）ホンダカーズ神奈川西　中央店 相模原市中央区
（株）日管 相模原市中央区
シマヤメディカル株式会社 相模原市中央区
神奈川ダイハツ販売（株）相模原店 相模原市中央区
（有）リバーサイドサガミ 相模原市中央区
株式会社　オハラ 相模原市中央区
株式会社力金物店 相模原市中央区
社会福祉法人ふじ福祉会ふじ第二保育園 相模原市中央区
（株）ジェイコム湘南・神奈川　相模原・大和局 相模原市中央区
ユニック関東販売株式会社 相模原市中央区
旭フォークリフト（株） 相模原市中央区
株式会社　村内外車センター　相模原支店 相模原市中央区
ＭＨＩファシリティーサービス（株）相模原工場・施設管理部 相模原市中央区



株式会社　林間　相模原中央営業所 相模原市中央区
大東建託株式会社　相模原支店 相模原市中央区
社会福祉法人清水地域福祉奉仕会　ひよこ第２保育園 相模原市中央区
相模原税務署 相模原市中央区
特別養護老人ホーム塩田ホーム 相模原市中央区
東急建設株式会社　相模原工場 相模原市中央区
内田自動車株式会社 相模原市中央区
（株）すかいらーくホールディングス相模原ＭＤセンター 相模原市中央区
株式会社カナモト相模原営業所 相模原市中央区
学校法人佐藤学園 相模原市中央区
アルプス化学産業（株） 相模原市中央区
マテックス株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
三菱電機ライフサービス（株）　湘南支社相模営業所 相模原市中央区
日本テクノ（株）相模原営業所 相模原市中央区
株式会社広和産業 相模原市中央区
（株）モリタ設計 相模原市中央区
株式会社富士薬品　相模原営業所 相模原市中央区
社会福祉法人相模福祉村　たんぽぽの家 相模原市中央区
生活協同組合パルシステム神奈川　相模センター 相模原市中央区
相模原商工会議所 相模原市中央区
株式会社サンコープ 相模原市中央区
大和ハウス工業（株）厚木支社相模原営業所 相模原市中央区
特別養護老人ホーム　はあとぴあ 相模原市中央区
株式会社　豊進 相模原市中央区
クリナップ株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　スズキ自販湘南相模原営業所 相模原市中央区
スポーツクラブルネサンス淵野辺 相模原市中央区
大東建託パートナーズ株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
相模建材産業株式会社 相模原市中央区
株式会社　ホンダカーズ横浜　相模原駅前店 相模原市中央区
有限会社永成工業 相模原市中央区
特別養護老人ホーム柴胡苑 相模原市中央区
株式会社タウンニュース社　相模原支社 相模原市中央区
株式会社　日本物産相模原ハウジングセンター 相模原市中央区
横河レンタ・リース株式会社 相模原市中央区
住宅情報館株式会社 相模原市中央区
平成生コン有限会社 相模原市中央区
パナソニック株式会社相模原住設建材営業所 相模原市中央区
ケアパートナー相模原 相模原市中央区
さがみ生活クラブ生活協同組合相模原センター 相模原市中央区
留置管理課（相模原警察署） 相模原市中央区



アルインコ株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　ラ・ターブル 相模原市中央区
株式会社ツクイ　ツクイ相模原矢部 相模原市中央区
木曽路　相模原店 相模原市中央区
（株）ノイズ研究所 相模原市中央区
株式会社スタッフ 相模原市中央区
ＪＡ訪問看護ステーションさがみはら 相模原市中央区
（株）日産サティオ湘南　相模原中央店 相模原市中央区
有限会社コイデ解体 相模原市中央区
株式会社イノメディックス相模原営業所 相模原市中央区
株式会社伊藤園　相模原支店 相模原市中央区
株式会社　昭和真空 相模原市中央区
東和興産（株） 相模原市中央区
株式会社千代田セレモニー　千代田相模原ホール 相模原市中央区
株式会社栄建設　首都圏支店 相模原市中央区
藩州電気株式会社 相模原市中央区
株式会社　トキオ 相模原市中央区
株式会社　チェリーエンジニアリング 相模原市中央区
シャプラ・インターナショナル株式会社 相模原市中央区
ホシザキ湘南株式会社　相模原第一営業所 相模原市中央区
株式会社　ユウキ建設 相模原市中央区
（株）星洋総合企画 相模原市中央区
藤和ハウジング　株式会社 相模原市中央区
有限会社　上溝石材 相模原市中央区
社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 相模原市中央区
株式会社　東洋カイテック 相模原市中央区
株式会社ヤマシタ　相模原営業所 相模原市中央区
日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社 相模原市中央区
ＴＯＴＯ株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社タイセイ・ハウジー相模原営業所 相模原市中央区
横浜メルテック株式会社　相模原事業所 相模原市中央区
株式会社　ロイヤルグリーンメンテナンス 相模原市中央区
キーコーヒー株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
社会福祉法人清水保育園 相模原市中央区
有限会社オリーブの実 相模原市中央区
（株）みやざき洗染　神奈川事業部 相模原市中央区
株式会社　アーネストワン　相模原営業所 相模原市中央区
㈱タカボシ神奈川支店 相模原市中央区
㈱デイベンロイ・相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　栗原　神奈川営業所 相模原市中央区
株式会社清和サービス 相模原市中央区



株式会社クレストＦＣ 相模原市中央区
株式会社フロンティア相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　進映社 相模原市中央区
三菱マテリアルトレーディング株式会社神奈川オフィス 相模原市中央区
トーア株式会社 相模原市中央区
特別養護老人ホーム　縁ＪＯＹ 相模原市中央区
（有）雅エンタープライズ雅運転代行 相模原市中央区
株式会社ユニオン 相模原市中央区
株式会社高城解体 相模原市中央区
管材機器株式会社 相模原市中央区
平塚信用金庫　相模野支店 相模原市中央区
特定非営利活動法人ニューライフ 相模原市中央区
株式会社ブロードネット 相模原市中央区
伊丹塗料株式会社　相模原支店 相模原市中央区
株式会社山久 相模原市中央区
東京ガスライフバル澤井株式会社　相模原店 相模原市中央区
神奈川ダイハツ販売株式会社淵野辺店 相模原市中央区
丸正電設株式会社 相模原市中央区
東プレ株式会社　相模原事業所 相模原市中央区
（株）ビケワールド 相模原市中央区
昭和電線ケーブルシステム（株）相模原事業所 相模原市中央区
ミライフ株式会社　相模原店 相模原市中央区
鹿嶋工業株式会社 相模原市中央区
学校法人白鳳学園　あかね幼稚園 相模原市中央区
本州リーム（株） 相模原市中央区
（株）市川コンクリート工業 相模原市中央区
相模原紙業（株） 相模原市中央区
武蔵野産業 相模原市中央区
スリーエム　ジャパン株式会社　相模原事業所 相模原市中央区
（株）ケイジーケイ 相模原市中央区
（株）大竹工務店 相模原市中央区
髙速内燃機工業（株） 相模原市中央区
医療法人社団哺育会　さがみリハビリテ－ション病院 相模原市中央区
特別養護老人ホームみたけ 相模原市中央区
ＴＯＷＡレーザーフロント株式会社 相模原市中央区
日本サーモニクス株式会社 相模原市中央区
株式会社日本ハウスホールディングス　相模営業所 相模原市中央区
（株）東リース相模原営業所 相模原市中央区
大和リビング株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社 相模原市中央区
株式会社タクミック 相模原市中央区



浜銀ＴＴ証券株式会社　相模原支店 相模原市中央区
株式会社　アイダ設計　相模原モデル店 相模原市中央区
株式会社　成玉舎 相模原市中央区
株式会社ワコーコーポレーション　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　石田鉄工所 相模原市中央区
株式会社日本フードエコロジーセンター 相模原市中央区
有限会社アルファープランニング 相模原市中央区
明和商工株式会社　相模原支店 相模原市中央区
有限会社　金原商店 相模原市中央区
株式会社　相模ダイワ 相模原市中央区
ニチイケアセンターみどりがおか 相模原市中央区
ヤマト電機株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
相模オート硝子有限会社 相模原市中央区
神龍電機株式会社 相模原市中央区
エポック保育園 相模原市中央区
株式会社　まちづくり公社 相模原市中央区
株式会社　ちかなり 相模原市中央区
有限会社　喜峰庵 相模原市中央区
相武興業株式会社 相模原市中央区
株式会社　渋谷商会 相模原市中央区
合資会社　加藤商店 相模原市中央区
相模原観光株式会社 相模原市中央区
株式会社スズキ自販湘南　アリーナ湘南矢部店 相模原市中央区
相模原市児童相談所 相模原市中央区
（株）イノベイションオブメディカルサービス 相模原市中央区
株式会社　協同商店 相模原市中央区
ダンロップタイヤ中央株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
パステルパレット 相模原市中央区
株式会社　関東マツダ　淵野辺１６号店 相模原市中央区
株式会社　ローゼカンキョウ 相模原市中央区
株式会社　青道 相模原市中央区
ナイス株式会社　相模原市場 相模原市中央区
三光機械株式会社 相模原市中央区
わらべや日洋食品株式会社　相模原工場 相模原市中央区
アールコーヒー株式会社 相模原市中央区
社会福祉法人泰政会　特別養護老人ホーム泰政園 相模原市中央区
あっぱれランチ 相模原市中央区
三共リース株式会社 相模原市中央区
株式会社　ジャクエツ 相模原市中央区
住宅情報館株式会社　相模原中央店 相模原市中央区
ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社　タイヤサービス相模原店 相模原市中央区



すずらん訪問看護ステーション 相模原市中央区
株式会社山梨中央銀行相模原支店 相模原市中央区
医療法人社団立靖会　ひまわり歯科 相模原市中央区
ひよこ保育園 相模原市中央区
株式会社群馬銀行相模原支店 相模原市中央区
株式会社ＬＩＸＩＬトータル販売　相模営業所 相模原市中央区
エフピコインターパック株式会社　神奈川営業所 相模原市中央区
有限会社イエスネットワーク 相模原市中央区
株式会社小山商会 相模原市中央区
株式会社ノーリツ相模原営業所 相模原市中央区
いすゞ自動車首都圏株式会社相模原支店 相模原市中央区
渡辺パイプ株式会社　相模住設サービスセンター 相模原市中央区
石邑木材株式会社 相模原市中央区
株式会社レント　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　相模エンジ 相模原市中央区
株式会社俣野　特販事業部 相模原市中央区
合同会社　ＭＫウェルフェア 相模原市中央区
横浜金属株式会社神奈川事業所 相模原市中央区
有限会社長谷川板金工業所 相模原市中央区
税理士阿部春樹事務所 相模原市中央区
株式会社ウェルしおん 相模原市中央区
株式会社　力建設工業 相模原市中央区
ネッツトヨタ神奈川株式会社　ウエインズ渕野辺店 相模原市中央区
ネッツトヨタ神奈川株式会社　Ｕ―Ｃａｒ渕野辺 相模原市中央区
ネッツトヨタ神奈川株式会社　橋本店 相模原市中央区
Ｊｅｅｐ相模原 相模原市中央区
外装テックアメニティ株式会社神奈川営業所 相模原市中央区
株式会社スポーツクラブ相模原 相模原市中央区
神野商店 相模原市中央区
京王観光株式会社　神奈川北支店 相模原市中央区
（株）三菱電機ライフネットワーク　首都圏本部　相模原支店 相模原市中央区
相模原市役所消防局相模原消防署　緑が丘分署 相模原市中央区
相模原市役所消防局相模原消防署　田名分署 相模原市中央区
相模原市役所消防局相模原消防署　上溝分署 相模原市中央区
社会福祉法人栄会　誠心こども園 相模原市中央区
株式会社小泉相模　相模原営業所 相模原市中央区
社会福祉法人ワゲン福祉会　総合相模更生病院 相模原市中央区
小川建鉄　株式会社 相模原市中央区
文化シャッターサービス株式会社　相模原ＳＳ 相模原市中央区
有限会社　大貫産業 相模原市中央区
生活介護サービス支援事業所　のびやか 相模原市中央区



共和電設株式会社 相模原市中央区
株式会社　創和 相模原市中央区
株式会社　ＹＡＭＡＮＡＫＡ　相模原工場 相模原市中央区
エスケアステーション相模原中央デイサービス 相模原市中央区
株式会社横浜コンサルティングセンター　相模事務所 相模原市中央区
有限会社ニシノ住設サービス 相模原市中央区
株式会社　市川電設 相模原市中央区
株式会社　エイト 相模原市中央区
ＮＥＣフィールディング株式会社　神奈川県央支店相模原営業所 相模原市中央区
株式会社湘南第一興商　相模原支店 相模原市中央区
ネオス株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　ロードＵＰ 相模原市中央区
ミノシマ株式会社　Ｄ．Ｓｔａｔｉｏｎ 相模原市中央区
横浜金属商事株式会社　神奈川事業所 相模原市中央区
株式会社美都住販　相模原中央支店 相模原市中央区
社会福祉法人　風の谷 相模原市中央区
代行社　サムライ 相模原市中央区
ゆめいろ保育園 相模原市中央区
特定非営利活動法人　ＦＣコラソン 相模原市中央区
橋本総業（株）相模原支店 相模原市中央区
大野土建株式会社 相模原市中央区
マーベラス 相模原市中央区
株式会社ミツウロコヴェッセル　相模原店 相模原市中央区
株式会社くらしの友　町田センター 相模原市中央区
相模原市医師会訪問看護ステーション 相模原市中央区
老人デイサービスセンターおやどり 相模原市中央区
大日本塗料株式会社 相模原市中央区
株式会社ウエキコーポレーション　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社　ファニーネットワーク 相模原市中央区
株式会社　ビムス 相模原市中央区
神奈中相模ヤナセ株式会社 相模原市中央区
株式会社ムトウ北里ＳＰＤセンター 相模原市中央区
株式会社　日産ユーズドカーセンター　相模原営業所 相模原市中央区
ソネット株式会社　相模原支店 相模原市中央区
トヨタエルアンドエフ神奈川（株）相模原営業所 相模原市中央区
サガミ基礎　株式会社 相模原市中央区
有限会社インパクト 相模原市中央区
中野冷機株式会社　相模原サービスステーション 相模原市中央区
株式会社　エラン　相模原支店 相模原市中央区
グレイスホテル（株）　懐石膳こころ淵野辺 相模原市中央区
株式会社　メルシーフラワー 相模原市中央区



松川電気株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
社会福祉法人　相模福祉村　児童発達支援センター青い鳥 相模原市中央区
株式会社　カズテクニカ 相模原市中央区
株式会社きらぼし銀行　相模原支店 相模原市中央区
ワン・ライフ訪問看護ステーション 相模原市中央区
有限会社　コイデＲ 相模原市中央区
ＳＯＭＰＯケア　相模原中央訪問介護 相模原市中央区
ＳＯＭＰＯケア　相模原中央 相模原市中央区
エア・ウォーター東日本株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
相模野病院 相模原市中央区
株式会社エナコム 相模原市中央区
相模原ケアコミュニティそよ風 相模原市中央区
株式会社アズパートナーズ　アズハイムテラス相模原 相模原市中央区
ピー・シー・エス株式会社 相模原市中央区
ピー・シー・エス株式会社　神奈川営業所 相模原市中央区
株式会社ユニマットライフ　レンタル相模原営業所 相模原市中央区
医療法人社団哺育会　訪問看護ステーションルピナス 相模原市中央区
株式会社オープンハウス・アーキテクト　相模原展示場 相模原市中央区
ＪＡ全農ミートフーズ株式会社　加工品営業部　神奈川工場 相模原市中央区
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ　神奈川北支店 相模原市中央区
日本管財株式会社　相模原市営住宅管理センター 相模原市中央区
水戸工業株式会社 相模原市中央区
株式会社セキノ興産　相模原店 相模原市中央区
相模原市役所消防局相模原消防署　淵野辺分署 相模原市中央区
高齢者グループホームおやどり 相模原市中央区
三和エナジー株式会社　相模原ＤＣ 相模原市中央区
社会福祉法人　県央福祉会　ピッコリーナ 相模原市中央区
ウォータースタンド株式会社　相模原 相模原市中央区
アイテック株式会社 相模原市中央区
エスアールエス株式会社 相模原市中央区
ＡＯＩ湘北病院 相模原市中央区
東急スポーツオアシス相模原　２４Ｐｌｕｓ 相模原市中央区
株式会社シンケイ 相模原市中央区
クリタ関東株式会社 相模原市中央区
京浜蓄電池工業株式会社　相模原支店 相模原市中央区
穂久斗工業株式会社 相模原市中央区
ジャガー・ランドローバー相模原 相模原市中央区
ナイト運転代行 相模原市中央区
株式会社谷内電気 相模原市中央区
東日本三菱自動車販売株式会社　相模原店 相模原市中央区
ＡＬＳＯＫ介護株式会社　かたくり福祉用具神奈川・多摩センター 相模原市中央区



塩田会訪問看護ステーション 相模原市中央区
株式会社キンライサー　相模原営業所 相模原市中央区
関東メディカルサービス株式会社 相模原市中央区
東洋羽毛工業株式会社 相模原市中央区
株式会社Ｖｉｖａｎｔグループ　きずなステーション 相模原市中央区
朝日土地建物株式会社　相模原支店 相模原市中央区
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社　厚木営業所　相模原出張所 相模原市中央区
株式会社スマートパワーシステム 相模原市中央区
日本化工機材株式会社 相模原市中央区
有限会社　オーエヌ企業 相模原市中央区
帝人ヘルスケア株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
文化シャッター株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
神谷コーポレーション　ミヤビ運転代行 相模原市中央区
有限会社オガタ 相模原市中央区
清本鐵工株式会社　関東事業部 相模原市中央区
ホンダカーズ神奈川西　鹿沼台店 相模原市中央区
ホンダカーズ神奈川西　田名店 相模原市中央区
Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ相模原中央 相模原市中央区
ＡＬＳＯＫ介護株式会社　かたくり相模原 相模原市中央区
株式会社　ワード技研 相模原市中央区
三和シヤッター工業株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
日本メンテナンス株式会社 相模原市中央区
スクリーンプロセス株式会社 相模原市中央区
株式会社ヤマザキ 相模原市中央区
株式会社ヨコハマタイヤジャパン 相模原市中央区
株式会社伸和防災エンジニアリング 相模原市中央区
株式会社ギオン 相模原市中央区
株式会社　オーエイ 相模原市中央区
株式会社ウイッツコミュニティ 相模原市中央区
デイリハセンター煌 相模原市中央区
株式会社エヌケイシイ 相模原市中央区
株式会社ビック家具 相模原市中央区
岡部バルブ工業株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
指定訪問看護ＮОＲＲО 相模原市中央区
株式会社ナース・カンパニー 相模原市中央区
日研トータルソーシング株式会社 相模原市中央区
株式会社柴橋商会 相模原市中央区
株式会社ケー・ディー・エス 相模原市中央区
多摩川精機販売株式会社　西関東営業所 相模原市中央区
有限会社ファインテック 相模原市中央区
東洋住宅サービス株式会社 相模原市中央区



有限会社トワ建設 相模原市中央区
有限会社進建 相模原市中央区
株式会社オカモト 相模原市中央区
株式会社ＡＰО－ＣОＭＩ　神奈川ベース 相模原市中央区
東京山川産業株式会社　相模営業所 相模原市中央区
トシン電機株式会社　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社エコワーク　相模原出張所 相模原市中央区
ワタミ株式会社　相模原橋本営業所 相模原市中央区
第一三共株式会社　横浜支店　相模原営業所 相模原市中央区
相模クラーク学園 相模原市中央区
なごみ訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市中央区
有限会社ウォーターワークス笹野 相模原市中央区
株式会社ショウエイプラニング 相模原市中央区
リハビリデイサービスオリオン 相模原市中央区
リハビリデイサービスカシオペア 相模原市中央区
株式会社わかな 相模原市中央区
株式会社富史産業 相模原市中央区
ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社　横浜営業所 相模原市中央区
北越工業株式会社　西関東支店 相模原市中央区
合同会社フェイス 相模原市中央区
Ｂｅｌｃ　相模原宮下本町店 相模原市中央区
くみあい商事株式会社 相模原市中央区
共進電設株式会社 相模原市中央区
読売センター南橋本 相模原市中央区
関東宝シール工業有限会社 相模原市中央区
医療法人社団善仁会　かみみぞ腎クリニック 相模原市中央区
株式会社建昇ステップ　神奈川支店 相模原市中央区
社会福祉法人小山地域福祉会 相模原市中央区
株式会社読売新相模原 相模原市中央区
有限会社ユーアンドケー 相模原市中央区
株式会社ティンバー 相模原市中央区
株式会社松本産業 相模原市中央区
株式会社Ｍスタイルプランニング 相模原市中央区
アトムプラント株式会社 相模原市中央区
読売新聞　淵野辺中央 相模原市中央区
株式会社カトー精工　相模原事業所 相模原市中央区
株式会社シノザキ 相模原市中央区
久野建設株式会社 相模原市中央区
相模原甲羅本店 相模原市中央区
有限会社読売デリバリー 相模原市中央区
社会福祉法人相模福祉村照手 相模原市中央区



株式会社　相武機械 相模原市中央区
神奈川トヨタ自動車　中古車タウン相模原北 相模原市中央区
社会福祉法人　相模厚生会　横山台こども園 相模原市中央区
神奈川トヨタ自動車株式会社　レクサス相模原 相模原市中央区
ソリタ運輸株式会社　相模原中間処理場 相模原市中央区
特別養護老人ホーム　マナーハウス横山台 相模原市中央区
ＴＥＳ－ＡＭＭ　ＪＡＰＡＮ　株式会社 相模原市中央区
株式会社ホームリーダー 相模原市中央区
大昇産業株式会社 相模原市中央区
株式会社アクティオ　相模原営業所 相模原市中央区
株式会社マルカ　相模原中間処理施設 相模原市中央区
西山電気株式会社　神奈川支店 相模原市中央区
読売センター上溝 相模原市中央区
株式会社協林　相模原営業所 相模原市中央区
医療法人社団はやぶさ　さがみはらファミリークリニック 相模原市中央区
株式会社リプラス 相模原市中央区
リビングスタイル株式会社　橋本店 相模原市中央区
フジ技研株式会社 相模原市中央区
介護老人保健施設とき 相模原市中央区
あんじゅ 相模原市中央区
株式会社マヤマ 相模原市中央区
株式会社ミヨシ・ロジスティックス　第二工場 相模原市中央区
株式会社マキタ　相模原営業所 相模原市中央区
おくりびとのお葬式　相模原中央 相模原市中央区
ＪＥＴＺＴ　ＬＥＢＥＮ　有限会社 相模原市中央区
三和建設工業株式会社 相模原市中央区
放課後デイサービスｔоｉｒо　相模原 相模原市中央区
株式会社平真工業 相模原市中央区
有限会社オーエス・クリーン 相模原市中央区
株式会社　相武通信　麻溝台工場 相模原市南区
相模原市　相模台収集事務所 相模原市南区
株式会社桜川商会 相模原市南区
株式会社相模土建　県央リサイクルセンター 相模原市南区
深沢商会 相模原市南区
平塚信用金庫　相模台支店 相模原市南区
神奈川県相模原県税事務所 相模原市南区
前田道路株式会社　相模原営業所 相模原市南区
株式会社　カナコー 相模原市南区
株式会社神奈川県エルピーガス保安センター県央営業所 相模原市南区
酒井薬品株式会社　相模原営業所 相模原市南区
株式会社大霧建設 相模原市南区



（株）アイデム相模原営業所 相模原市南区
株式会社　伊藤典範 相模原市南区
内山緑地建設株式会社　相模原営業所 相模原市南区
タチバナ工務店 相模原市南区
相模原アスコン　株式会社 相模原市南区
ホシノ神奈川支店 相模原市南区
小田急電鉄㈱　大野電気システム管理所 相模原市南区
神奈川県企業庁　相模原南水道営業所 相模原市南区
サングリーン 相模原市南区
宅井塗装 相模原市南区
株式会社折本設備 相模原市南区
株式会社京二南関東営業所 相模原市南区
（株）都南製作所 相模原市南区
（株）松倉建材店 相模原市南区
植藤 相模原市南区
（株）竹正 相模原市南区
日輸工業株式会社神奈川支店 相模原市南区
日産自動車（株）相模原部品センター 相模原市南区
古木建設 相模原市南区
相模原南警察署 相模原市南区
（株）シノテスト 相模原市南区
マルマテクニカ（株） 相模原市南区
東京ガスライフバル澤井株式会社　相模大野店 相模原市南区
千寿産業（株） 相模原市南区
（株）相模原ゴルフクラブ 相模原市南区
（株）アイテリアナカムラ 相模原市南区
学校法人相模女子大学 相模原市南区
トヨタカローラ神奈川株式会社相模原店 相模原市南区
相模原市南消防署 相模原市南区
森木材（株） 相模原市南区
タツヲ電気工事株式会社 相模原市南区
株式会社三友 相模原市南区
株式会社サッシュサービス 相模原市南区
藤本鋼材（株） 相模原市南区
株式会社トッパンパッケージプロダクツ相模原工場 相模原市南区
相模原商事（株） 相模原市南区
株式会社ホンマ電機 相模原市南区
高橋設備株式会社 相模原市南区
有限会社高城建材工業 相模原市南区
ＫＹＢ株式会社　相模工場 相模原市南区
大栄フーズ（株） 相模原市南区



相模ひまわり幼稚園 相模原市南区
相模林間幼稚園 相模原市南区
学校法人大野学園　大野文化幼稚園 相模原市南区
学校法人川崎学園　認定こども園　つくしの幼稚園 相模原市南区
有限会社吉山建材 相模原市南区
共和建設（株） 相模原市南区
さがみひかり幼稚園 相模原市南区
谷口幼稚園 相模原市南区
誠心第二幼稚園 相模原市南区
株式会社ニコン　相模原製作所 相模原市南区
日高学園相模すぎのこ幼稚園 相模原市南区
小田急電鉄（株）工務技術センター大野工務区 相模原市南区
株式会社タカチホ産業 相模原市南区
㈱ＡＩＣＯＭ 相模原市南区
相模住設 相模原市南区
神奈川障害者職業能力開発校 相模原市南区
神奈川三菱ふそう自動車販売（株）相模原支店 相模原市南区
（株）山田建築 相模原市南区
（有）小林管工 相模原市南区
株式会社　家具の大正堂ルームズ大正堂本店 相模原市南区
東邦液化ガス（株） 相模原市南区
株式会社　小池設備 相模原市南区
（株）東京アグリビジネス 相模原市南区
（株）ホンダカーズ横浜　相模原南店 相模原市南区
株式会社　山路フードシステム 相模原市南区
有限会社　泰成建工　相武台工場 相模原市南区
ダスキン不二美 相模原市南区
東上ガス（株）神奈川支店 相模原市南区
ミリオンショップ江戸や 相模原市南区
東海大学付属相模高等学校・中等部 相模原市南区
アヅマ建設株式会社 相模原市南区
相模原市南区合同庁舎 相模原市南区
株式会社リガルジョイント 相模原市南区
原中園 相模原市南区
（株）イミ電気 相模原市南区
ダイキンＨＶＡＣソリューション東京　株式会社　相模営業所 相模原市南区
日産サティオ湘南　上鶴間店 相模原市南区
学校法人佐藤学院　豊泉幼稚園 相模原市南区
都市環境サービス㈱ 相模原市南区
中央総業株式会社　神奈川第一センター 相模原市南区
利恵産業（株） 相模原市南区



シルバータウン大野台ケアーセンター 相模原市南区
（株）新宿メンテナンス 相模原市南区
（株）会軌工業 相模原市南区
有限会社大河原設備 相模原市南区
（株）ダスキンニュ－サガミ 相模原市南区
井上鋼建 相模原市南区
大光電気工業株式会社 相模原市南区
（株）ヤスムラ 相模原市南区
小松会病院 相模原市南区
大川自動車硝子（株） 相模原市南区
株式会社　三和 相模原市南区
井剛建設（株） 相模原市南区
株式会社大清産業 相模原市南区
高瀬物産（株）相模原営業所 相模原市南区
（株）林間相模原営業所 相模原市南区
株式会社　清美環 相模原市南区
（株）総合ロック 相模原市南区
（株）富士土建 相模原市南区
有限会社境 相模原市南区
日本瓦斯（株）相武台営業所 相模原市南区
（株）東急コミュニティー相模原支店 相模原市南区
㈱タナケン 相模原市南区
プライムデリカ株式会社　相模原第一工場 相模原市南区
長瀬産業（株） 相模原市南区
アルフレッサ株式会社　相模原支店 相模原市南区
有限会社ファクト・フォー企画　さくら運転代行（自動車運転代行業） 相模原市南区
中川重機有限会社 相模原市南区
日新火災海上保険（株）神奈川県央サービス支店 相模原市南区
（株）中島建設 相模原市南区
株　エクシオジャパン 相模原市南区
社会福祉法人　県央福祉会きらら 相模原市南区
中和田幼稚園 相模原市南区
第二交通機動隊相模原分駐所 相模原市南区
デイサービスソラスト相模大野 相模原市南区
株式会社　神奈川建築確認検査機関 相模原市南区
株式会社　北島商会 相模原市南区
山屋食品株式会社横浜支店 相模原市南区
チガサキレンタル株式会社　相模原愛川営業所 相模原市南区
株式会社　創和　工事事務所 相模原市南区
株式会社　ＬＩＸＩＬ　相模原営業所 相模原市南区
日本ロードマーク（株） 相模原市南区



蒲田工業株式会社　相模原営業所 相模原市南区
パーソルマーケティング株式会社　相模原オフィス 相模原市南区
新栄電設株式会社 相模原市南区
神奈川ファイリング（株）相模原支店 相模原市南区
株式会社　アプラス　神奈川支店 相模原市南区
一般財団法人　ヘルス・サイエンス・センター 相模原市南区
ケイミューホームテック株式会社神奈川営業所 相模原市南区
株式会社　馬車道　徳樹庵 相模原市南区
和髙興業　有限会社 相模原市南区
溝呂木園芸有限会社 相模原市南区
有限会社　エムエスシービジネス 相模原市南区
株式会社　東栄住宅 相模原市南区
株式会社ＭＯＧＡＭＩ 相模原市南区
運転代行　ぽぽー 相模原市南区
代行　おまかせ 相模原市南区
株式会社　豊栄 相模原市南区
学校法人北里研究所 相模原市南区
本多鉄工所建設（株） 相模原市南区
（有）当麻産業 相模原市南区
医療法人相模ケ丘病院 相模原市南区
相模原市麻溝台環境事業所 相模原市南区
株式会社　ハギワラ 相模原市南区
（有）座間造園 相模原市南区
（株）白井商事 相模原市南区
相模原市南清掃工場 相模原市南区
東神興業（株） 相模原市南区
相模原友愛温泉病院 相模原市南区
（株）カネハル 相模原市南区
（株）佐久間タイル 相模原市南区
（株）井上農園 相模原市南区
（有）石原組 相模原市南区
（株）栄進機工 相模原市南区
芳賀建設工業（株） 相模原市南区
清水一産業株式会社 相模原市南区
株式会社伊波総建 相模原市南区
社会福祉法人相模福祉村虹の家 相模原市南区
相愛病院 相模原市南区
（株）一柳重機 相模原市南区
（株）座間緑園土木 相模原市南区
（有）久野工務店 相模原市南区
相模原高等学校付属光明幼稚園 相模原市南区



特別養護老人ホーム相陽台ホーム 相模原市南区
（株）カキザワ工務店 相模原市南区
特別養護老人ホーム　あさみぞホーム 相模原市南区
有限会社ダスキン蛍光舎 相模原市南区
割烹きよ寿し 相模原市南区
（株）城山解体 相模原市南区
学校法人光明学園相模原高等学校 相模原市南区
（株）アキュアリンク 相模原市南区
有限会社　ＹＯＷＡ 相模原市南区
（株）相五木材 相模原市南区
株式会社タカハシ 相模原市南区
株式会社サムシング　神奈川支店 相模原市南区
神奈川日産自動車株式会社　相模大野店 相模原市南区
ツツミ電設株式会社 相模原市南区
神奈川スバル株式会社　相模原南店 相模原市南区
株式会社　相模保全 相模原市南区
神奈川スバル株式会社　カースポット相模原南 相模原市南区
ＯＫＩクロステック株式会社第一支社西関東サポートサービス部相模原サービス課 相模原市南区
綜合警備保障株式会社相模支社 相模原市南区
株式会社　神奈川渥美組　相模原営業所 相模原市南区
株式会社　シノテスト　相模原生産センター 相模原市南区
社会福祉法人　清菊会 相模原市南区
株式会社　日邦バルブ 相模原市南区
社会福祉法人　県央福祉会　ふるーる 相模原市南区
株式会社　エクシング　町田支店 相模原市南区
ユニバーサル住宅販売　株式会社 相模原市南区
セントケア相模大野 相模原市南区
社会福祉法人敬寿会　相模原敬寿園 相模原市南区
ひよこ第３保育園 相模原市南区
有限会社　シティリフォーム 相模原市南区
ミヤジフーズ株式会社 相模原市南区
アメリカンエンジニアコーポレイション　東京支社 相模原市南区
陸上自衛隊座間駐屯地業務隊 相模原市南区
陸上自衛隊座間駐屯地　第１０２施設直接支援大隊　第１直接支援中隊 相模原市南区
陸上自衛隊第４施設群本部管理中隊 相模原市南区
陸上自衛隊　第４施設群第３８８施設中隊 相模原市南区
陸上自衛隊第４施設群第３９０施設中隊 相模原市南区
株式会社リキケン 相模原市南区
東邦薬品株式会社　相模原営業所 相模原市南区
株式会社　静岡銀行　相模大野支店 相模原市南区
特定非営利活動法人　さがみ・メンタル・ケア・センター 相模原市南区



川上建設株式会社　相模原営業所 相模原市南区
株式会社　ツクイ相模台 相模原市南区
株式会社ＪＴＢ　相模原支店 相模原市南区
神奈川日産自動車株式会社　北里店 相模原市南区
社会福祉法人県央福祉会　若松保育園 相模原市南区
株式会社　桧家リフォーミング　東京支店　相模原店 相模原市南区
スマイル相模大野 相模原市南区
林間訪問看護ステーション 相模原市南区
神奈川日産自動車株式会社　麻溝台店 相模原市南区
特別養護老人ホーム　はなさか 相模原市南区
日本トーカンパッケージ株式会社　相模原工場 相模原市南区
社会福祉法人県央福祉会　未来わかまつ 相模原市南区
ネッツトヨタ神奈川株式会社　ウエインズ上鶴間店 相模原市南区
学校法人　誠心学園　誠心相陽幼稚園 相模原市南区
㈱チクブパッケージシステム 相模原市南区
相模原市南消防署警備課相武台分署 相模原市南区
フジクス株式会社　神奈川中央事務所 相模原市南区
㈱　アイワ 相模原市南区
一般財団法人　北里環境科学センター 相模原市南区
㈱　宇佐美エナジー神奈川営業所 相模原市南区
住宅情報館㈱　小田急相模原店 相模原市南区
㈱あすかライフケア　ぽかぽかフィジカルセンター 相模原市南区
サンマッサージ　相模原営業所 相模原市南区
㈱　関東小池 相模原市南区
株式会社グローリーテクノ２４　相模原出張所 相模原市南区
㈱ノジマステラスポーツクラブ 相模原市南区
地研テクノ 相模原市南区
株式会社エステートシンワ 相模原市南区
㈱ライト　相模原営業所 相模原市南区
㈱　田添管工 相模原市南区
（有）新東建設 相模原市南区
㈱　スカイ関東営業所 相模原市南区
㈱　川原テクノサービス 相模原市南区
㈲　山一電機総合設備 相模原市南区
プライムデリカ株式会社相模原第二工場 相模原市南区
株式会社シーアールイー　神奈川営業所 相模原市南区
株式会社大川商事 相模原市南区
相模コンベヤー工業株式会社 相模原市南区
グローリー株式会社　相模原出張所 相模原市南区
住友不動産株式会社　古淵営業所 相模原市南区
ペガサス代行社 相模原市南区



南関東日野自動車株式会社 相模原市南区
セコム株式会社　相模台支社 相模原市南区
株式会社林間土木相模営業所 相模原市南区
東海溶材株式会社　西関東支店 相模原市南区
株式会社ハウスメイトマネジメント相模原支店 相模原市南区
株式会社タケダホームサービス 相模原市南区
有限会社シンワシステムサービス 相模原市南区
ライフウェル訪問介護リハビリステーション相模大野 相模原市南区
株式会社　ハウステック首都圏支社　相模原営業所 相模原市南区
世界平和統一家庭連合　相模原家庭協会 相模原市南区
在宅療養支援ステーション楓の風　さがみはら 相模原市南区
（株）ツクイ　ツクイ相武台 相模原市南区
株式会社　秋森鉄筋 相模原市南区
東京ガスネットワーク株式会社　神奈川西支店 相模原市南区
陸上自衛隊　第４施設群第３６４施設中隊 相模原市南区
株式会社コーダイホーム 相模原市南区
株式会社大空リサイクルセンター 相模原市南区
株式会社　明輝社 相模原市南区
株式会社　山口工業 相模原市南区
フェイス株式会社 相模原市南区
グリーンハウス 相模原市南区
リビングスタイル株式会社　相模大野店 相模原市南区
ワークショップ・フレンド 相模原市南区
大和冷機工業 相模原市南区
ＴＲ相模大野リハビリセンター 相模原市南区
三菱自動車ロジテクノ株式会社　関東甲信越地区事業部 相模原市南区
セントラル石油瓦斯㈱相模原営業所 相模原市南区
三伸建設株式会社 相模原市南区
鹿島道路㈱相模合材製造所 相模原市南区
訪問看護ステーション　デューン相模原 相模原市南区
ケアパートナー相模大野 相模原市南区
陸上自衛隊司令部付隊　座間分遣班 相模原市南区
社会福祉法人県央福祉会　あーとはうす 相模原市南区
社会福祉法人　中心会　相模原南児童ホーム 相模原市南区
株式会社イーエルテック 相模原市南区
株式会社ＩＣＴフィールドサポート　相模サービス課 相模原市南区
アオイ建設株式会社 相模原市南区
トヨタモビリティ神奈川　相模大野店 相模原市南区
一般社団法人日本自動車連盟神奈川支部　相模原基地 相模原市南区
有限会社吉住建設 相模原市南区
サンメディックス株式会社　相模原支店 相模原市南区



株式会社ダイフク　相模原カスタマーステーション 相模原市南区
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社　相模原営業所 相模原市南区
社会福祉法人　山久会 相模原市南区
株式会社ビルドアート 相模原市南区
株式会社バンテックセントラル　相模原営業所 相模原市南区
ＹＫＫ　ＡＰ株式会社　相模原支店 相模原市南区
株式会社トランプ 相模原市南区
ダイドービバレッジサービス（株）相模原営業所 相模原市南区
ＳＥＣ株式会社 相模原市南区
株式会社たすケア 相模原市南区
愛知産業株式会社 相模原市南区
株式会社ダイヤ昭石　セルフ上鶴間 相模原市南区
相模原市南消防署大沼分署 相模原市南区
株式会社デリバリィ 相模原市南区
松岡紙業㈱　町田営業所 相模原市南区
ビル・メンテナンス・コンシェル㈱ 相模原市南区
神奈川建設工業㈱県央営業所 相模原市南区
株式会社オールメディコ　下溝事業所 相模原市南区
株式会社　日昇 相模原市南区
ＡＬＳＯＫ介護㈱デイサービスかたくりの里相模台 相模原市南区
フルテック株式会社　相模原営業所 相模原市南区
神奈川スバル株式会社相模原店 相模原市南区
株式会社ヤマダデンキ　テックランドニトリモール相模原店 相模原市南区
ロジスネクスト東京株式会社大和支店相模原サービスセンター 相模原市南区
㈱ホンダカーズ神奈川西　相模大野店 相模原市南区
株式会社　三幸テックス 相模原市南区
株式会社ライフティブ 相模原市南区
株式会社ワイズテクニカルサービス 相模原市南区
えおら訪問看護ステーション 相模原市南区
株式会社創和　相模原営業所 相模原市南区
相模はやぶさ学園 相模原市南区
神奈川ダイハツ販売株式会社相模大野店 相模原市南区
株式会社江東微生物研究所　神奈川営業所 相模原市南区
株式会社電商相模 相模原市南区
株式会社ダイサン　神奈川サービスセンター 相模原市南区
有限会社　富士見建設 相模原市南区
株式会社　ジェイシーイー 相模原市南区
株式会社ルーク相模原支店 相模原市南区
エス・エスホームケア株式会社 相模原市南区
株式会社相模テック 相模原市南区
大浩ホールディングス株式会社 相模原市南区



ダックス株式会社　相模原店 相模原市南区
社会福祉法人すみれ厚生会　相模原すみれ園 相模原市南区
石田木材株式会社 相模原市南区
社会福祉法人相模原市社会福祉協議会　南区事務所 相模原市南区
徳永薬局　相武台在宅センター 相模原市南区
株式会社理想化研 相模原市南区
株式会社ＴＪＲ　相模原営業所 相模原市南区
株式会社　五幸 相模原市南区
株式会社　荻原工建 相模原市南区
株式会社アイエー　相模原倉庫 相模原市南区
サガミ計測株式会社 相模原市南区
株式会社サンライフ 相模原市南区
訪問看護ステーションなないろ 相模原市南区
株式会社　ショウエイプラニング 相模原市南区
有限会社　トーエイテクニカ 相模原市南区
ブックオフコーポレーション株式会社 相模原市南区
株式会社ブレイブライフ訪問看護リハビリステーションモーメント 相模原市南区
武蔵野工業株式会社　神奈川支店 相模原市南区
株式会社翔工務店 相模原市南区
有限会社　守屋電気土木資材置場 相模原市南区
有限会社エスケージー 相模原市南区
菊永建設株式会社 相模原市南区
有限会社大相エムエイティ 相模原市南区
株式会社技光通信 相模原市南区
株式会社エスケイ 相模原市南区
朝日生命保険相互会社　相模大野営業所 相模原市南区
北里ライフサービス株式会社 相模原市南区
名倉堂リハデイ東林間 相模原市南区
ハートピアラ下溝 相模原市南区
日本ＮＣＲサービス株式会社町田営業所 相模原市南区
株式会社Ｒｏｏｆ　Ｓｔｙｌｅ 相模原市南区
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社　神奈川営業所 相模原市南区
読売センター古淵 相模原市南区
小田急ホテルセンチュリー相模大野 相模原市南区
読売センター相模大野西部 相模原市南区
神奈川トヨタ㈱中古車タウン鵜野森店 相模原市南区
特別養護老人ホームマナーハウス麻溝台 相模原市南区
明治牛乳相模原宅配センター 相模原市南区
有限会社青史堂印刷 相模原市南区
株式会社東和キャスト　相模原支店 相模原市南区
株式会社光和電工 相模原市南区



相模原市南保健福祉センター 相模原市南区
株式会社ソウブ 相模原市南区
株式会社建新　相模大野店 相模原市南区
株式会社一条工務店　神奈川中央営業所 相模原市南区
株式会社モリモリ　みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市南区
医療法人社団　蒼紫会 相模原市南区
株式会社ケアソル 相模原市南区
株式会社ファースト 相模原市南区
橋本自動車学校 相模原市緑区
伊藤忠工業ガス株式会社　神奈川総合ガスセンター 相模原市緑区
株式会社小山工務店 相模原市緑区
相模原市北消防署 相模原市緑区
（株）旭商会 相模原市緑区
富士工業（株） 相模原市緑区
（株）りそな銀行橋本支店 相模原市緑区
（株）きらぼし銀行橋本支店 相模原市緑区
アイダエンジニアリング（株） 相模原市緑区
相模原市環境事業部橋本台環境事業所 相模原市緑区
国策ブロック（株） 相模原市緑区
（株）フクスイ　（アマノプロジェクト） 相模原市緑区
てるて幼稚園 相模原市緑区
（株）津久井製材ビル 相模原市緑区
（有）宮下製作所 相模原市緑区
（株）関東機工 相模原市緑区
（有）中村建材店 相模原市緑区
扶桑精工株式会社相模原工場 相模原市緑区
（株）ベン相模原工場 相模原市緑区
大野重電土木（株） 相模原市緑区
（株）相模中央青果地方卸売市場 相模原市緑区
（株）相模工機所 相模原市緑区
（有）肥後建設 相模原市緑区
相模原みどり幼稚園 相模原市緑区
山梨電設興業（株）相模原支店 相模原市緑区
大島幼稚園 相模原市緑区
相模原ドルフィンクラブ 相模原市緑区
学校法人長友学園　橋本幼稚園 相模原市緑区
湘北工事（株） 相模原市緑区
新町幼稚園 相模原市緑区
認定こども園相模野幼稚園 相模原市緑区
（株）斉藤建材建設 相模原市緑区
クニミ工業（株） 相模原市緑区



山崎産業　株式会社 相模原市緑区
東京電力パワーグリッド（株）相模原支社橋本事務所 相模原市緑区
北日本物産（株）相模原営業所 相模原市緑区
新和産業（株） 相模原市緑区
相模警備保障（株） 相模原市緑区
朝日土地建物（株） 相模原市緑区
菅原重機（有） 相模原市緑区
協江機設（株） 相模原市緑区
（株）陽子屋 相模原市緑区
鈴川設備工業（株） 相模原市緑区
相模原協同病院 相模原市緑区
（有）かまな庵 相模原市緑区
（有）永田屋 相模原市緑区
有限会社山口商店 相模原市緑区
（株）相模原みどりスポーツクラブ 相模原市緑区
（株）カクイチ相模原営業所 相模原市緑区
（株）野﨑電気 相模原市緑区
セントラル総合サービス　㈱ 相模原市緑区
（有）洞門 相模原市緑区
株式会社　ＴＯＫＡＩ　相模原支店 相模原市緑区
太陽建機レンタル（株） 相模原市緑区
日本郵便株式会社　橋本郵便局 相模原市緑区
八木食品産業株式会社 相模原市緑区
社会福祉法人久寿会特別養護老人ホーム中ノ郷 相模原市緑区
㈱　東部 相模原市緑区
（株）アコック 相模原市緑区
東橋本ひまわりホーム 相模原市緑区
（株）セレモニーサービスセンター 相模原市緑区
（株）佐久間電設 相模原市緑区
日之丸塗料（株）関東支店 相模原市緑区
医療法人財団明理会相原病院 相模原市緑区
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株） 相模原市緑区
学校法人長友学園大沢第二幼稚園 相模原市緑区
三友プラントサービス（株） 相模原市緑区
株式会社クラスト相模原支店 相模原市緑区
相模原ロイヤルケアセンター 相模原市緑区
（株）マーク電子 相模原市緑区
三弘　紙業 相模原市緑区
ボーナビール二本松ケアセンター 相模原市緑区
（株）千代田　相模原営業所 相模原市緑区
小田原屋 相模原市緑区



相模原北警察署 相模原市緑区
留置管理課（相模原北警察署） 相模原市緑区
神奈川トヨタ自動車株式会社　相模原店 相模原市緑区
相陽建設　株式会社 相模原市緑区
株式会社　イーカム 相模原市緑区
成栄電業　株式会社 相模原市緑区
日産プリンス神奈川販売株式会社　橋本店 相模原市緑区
スリーボンドファインケミカル株式会社 相模原市緑区
和楽遊膳　おざわ 相模原市緑区
白十字㈱神奈川営業所 相模原市緑区
㈱　あじかん　相模原営業所 相模原市緑区
尾崎ギヤー工業　㈱　橋本工場 相模原市緑区
広貫堂河上薬品グループ（株）相模原営業所 相模原市緑区
株式会社　アルプス技研 相模原市緑区
相模原市緑区役所 相模原市緑区
相模電創株式会社 相模原市緑区
株式会社ジューテック　相模原営業所 相模原市緑区
ロイヤルホームセンター相模原橋本 相模原市緑区
永進テクノ株式会社 相模原市緑区
ワタキューセイモア株式会社東京支店 相模原市緑区
医療法人社団正神会あいクリニック 相模原市緑区
エンゼルフーズ　株式会社 相模原市緑区
布亀　株式会社　相模原デリバリーセンター 相模原市緑区
㈱　ハタノ　工務店 相模原市緑区
東京キリンビバレッジサービス株式会社相模原支店 相模原市緑区
相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンター 相模原市緑区
クリーンメタル株式会社　南関東店 相模原市緑区
介護老人保健施設　グリーンヒルズ相模原 相模原市緑区
株式会社　マルソ相模原営業所 相模原市緑区
株式会社　マックス工業 相模原市緑区
日本コムシス株式会社 相模原市緑区
株式会社　ケー・ディー・エス 相模原市緑区
日本コムシス㈱八王子事業所　相模原ＴＳ 相模原市緑区
㈱ヤマダプロダクツサービス 相模原市緑区
トヨタモビリティ東京株式会社 相模原市緑区
㈱メディケアー相模原営業所 相模原市緑区
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　相模原支社 相模原市緑区
合同会社　運転代行スマイル 相模原市緑区
富士通化成リサイクル株式会社 相模原市緑区
丸太運輸株式会社　関東営業所 相模原市緑区
サンコー食品株式会社 相模原市緑区



（株）ファイブスター東名横浜　フォルクスワーゲン相模原橋本 相模原市緑区
ネッツトヨタ神奈川株式会社ウェインズ二本松店 相模原市緑区
エクシーズ株式会社 相模原市緑区
株式会社　セノン相模原支社 相模原市緑区
社会福祉法人　一乗会　リベルテ 相模原市緑区
株式会社　サーティーフォー 相模原市緑区
ケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本 相模原市緑区
新明電材　株式会社 相模原市緑区
株式会社　松浦工務店 相模原市緑区
株式会社エデューレエルシーエー 相模原市緑区
株式会社　ティオーシー 相模原市緑区
社会福祉法人　一乗会　ロシナンテ 相模原市緑区
有限会社　昌本商事 相模原市緑区
割烹　魚昭 相模原市緑区
株式会社　第五電子工業 相模原市緑区
株式会社ニックスグローバル開発本部 相模原市緑区
梅澤木材株式会社 相模原市緑区
株式会社アプニス 相模原市緑区
大和製罐株式会社東京工場 相模原市緑区
有限会社萩原和興業 相模原市緑区
有限会社エクステリア吉村 相模原市緑区
株式会社ミート・コンパニオン相模原工場 相模原市緑区
株式会社ミート・コンパニオン神奈川事業所 相模原市緑区
特別養護老人ホームケアプラザさがみはら 相模原市緑区
美濃紙業株式会社相模原営業所 相模原市緑区
有限会社柴田塗装 相模原市緑区
ＨＫＴ株式会社 相模原市緑区
ロジスネクスト東京株式会社　相模支店 相模原市緑区
株式会社スリーボンド 相模原市緑区
一番 相模原市緑区
株式会社クレオ 相模原市緑区
相模原市北消防署相原分署 相模原市緑区
相模原市農業協同組合　営農センター 相模原市緑区
有限会社司緑化建設 相模原市緑区
株式会社パールマネキン相模原デリバリーセンター 相模原市緑区
静岡銀行 相模原市緑区
株式会社アレック 相模原市緑区
児童発達支援センターいっぽ 相模原市緑区
有限会社富商　相模原営業所 相模原市緑区
株式会社ヤブ原　南関東支店 相模原市緑区
東邦電子（株） 相模原市緑区



株式会社エフインストール 相模原市緑区
株式会社　プログレス 相模原市緑区
株式会社メイク　相模原支店 相模原市緑区
特定非営利活動法人　ありのまま舎 相模原市緑区
株式会社　大恵実業 相模原市緑区
学校法人　長友学園　大沢幼稚園 相模原市緑区
医療法人財団愛慈会　相和病院 相模原市緑区
影山建設株式会社 相模原市緑区
株式会社和光産業　ロジスティックセンター 相模原市緑区
有限会社　サガミ空圧設備 相模原市緑区
株式会社　ミヨシ・ロジスティックス 相模原市緑区
三井不動産リアルティ株式会社橋本センター 相模原市緑区
藍澤証券株式会社　相模原支店 相模原市緑区
奥村組ＪＶ神奈川県駅工事所内（株）大入物産作業所 相模原市緑区
株式会社ゆうちょ銀行さいたま支店橋本出張所 相模原市緑区
株式会社アック　相模原営業所 相模原市緑区
橋本みなみ内科本院 相模原市緑区
相模原市北消防署大沢分署 相模原市緑区
ＮＫカンパニー心代行サービス 相模原市緑区
アイダエンジニアリング株式会社　下九沢事業所 相模原市緑区
株式会社サン・カミヤ 相模原市緑区
株式会社ヤマグチ薬局 相模原市緑区
株式会社ハグ　エンゼルハウス保育園 相模原市緑区
住友不動産販株式会社橋本営業センター 相模原市緑区
ホンダカーズ神奈川西　橋本店 相模原市緑区
Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ相模原橋本 相模原市緑区
株式会社セイカ　相模原営業所 相模原市緑区
有限会社　山伸金属 相模原市緑区
株式会社　ダイイチオートサービス 相模原市緑区
株式会社グリーンクロス相模原営業所 相模原市緑区
トラック王国 相模原市緑区
株式会社　トランテックス 相模原市緑区
テイケイ株式会社相模原支社 相模原市緑区
株式会社　内藤特殊鋼 相模原市緑区
ＮＫカンパニー　心代行サービス　相原支店 相模原市緑区
株式会社スカイプラン 相模原市緑区
株式会社ファミリーライフサービス　相模原橋本営業所 相模原市緑区
株式会社横田設備 相模原市緑区
橋本郵便局かんぽサービス部 相模原市緑区
特定非営利活動法人相武館スポーツクラブ 相模原市緑区
有限会社ワイエムエイ企画 相模原市緑区



三宝電気株式会社　相模原営業所 相模原市緑区
駒沢化成株式会社 相模原市緑区
機能向上　マイスペ　リハ館　大島 相模原市緑区
株式会社　ハートトラスト 相模原市緑区
株式会社フロンティア建設 相模原市緑区
大久保電気株式会社 相模原市緑区
読売センター橋本中央 相模原市緑区
株式会社商起産業 相模原市緑区
有限会社　宮田新聞店 相模原市緑区
根津鋼材株式会社　相模原事業所 相模原市緑区
株式会社相急土地 相模原市緑区
医療法人社団さんりつ会　そうわクリニック 相模原市緑区
コムシスモバイル株式会社　相模原ＴＳ 相模原市緑区
真田石油販売株式会社 相模原市緑区
有限会社　小川自動車工業 相模原市緑区
ヘキサゴン・メトロジー株式会社 相模原市緑区
株式会社　野口食品 相模原市緑区
東海旅客鉄道㈱中央新幹線神奈川西工事事務所 相模原市緑区
株式会社　エス・エス 相模原市緑区
株式会社　ティーネットソリーション 相模原市緑区
株式会社　アンカーリサイクルポート 相模原市緑区
株式会社リビック相模　相模原営業所 相模原市緑区
株式会社エラン　神奈川物流センター 相模原市緑区
株式会社　アマギ 相模原市緑区
津久井警察署 相模原市緑区
神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター 相模原市緑区
小川工業株式会社 相模原市緑区
相模原市役所　津久井総合事務所　津久井まちづくりセンター 相模原市緑区
神奈川つくい農業協同組合 相模原市緑区
林建設 相模原市緑区
藤野総合事務所　藤野まちづくりセンター 相模原市緑区
神奈川県企業庁相模川水系ダム管理事務所 相模原市緑区
株式会社オギノパン 相模原市緑区
㈲塚本水道 相模原市緑区
ふじの温泉病院 相模原市緑区
神奈川カントリークラブ 相模原市緑区
相模原市緑区役所　城山まちづくりセンター 相模原市緑区
渡辺機械起業 相模原市緑区
相模原市津久井クリーンセンター 相模原市緑区
株式会社新神戸ドライヴィングスクール 相模原市緑区
相模湖総合事務所 相模原市緑区



株式会社　菊地原建設工業 相模原市緑区
株式会社佐藤工務店 相模原市緑区
（合）鈴木商店 相模原市緑区
（株）東京衡機試験機　相模原工場 相模原市緑区
有限会社佐藤設備工業所 相模原市緑区
ピーシーコンクリート工業 相模原市緑区
創和建設株式会社 相模原市緑区
野崎工務店 相模原市緑区
日本ゴルフ場企画（株）相模野カントリー倶楽部 相模原市緑区
日本プラミング（株） 相模原市緑区
戸田ゴルフクラブ　長竹カントリークラブ 相模原市緑区
早戸川国際マス釣場 相模原市緑区
小川水道土木 相模原市緑区
寿組 相模原市緑区
ハタノ木材　株式会社 相模原市緑区
安西興業 相模原市緑区
尾崎理化 相模原市緑区
守屋建設 相模原市緑区
大信建設 相模原市緑区
神奈川県企業庁谷ケ原浄水場 相模原市緑区
津久井消防署 相模原市緑区
アイダエンジニアリング株式会社　津久井事業所 相模原市緑区
松乃屋 相模原市緑区
東京セメント工業 相模原市緑区
株式会社　コバホーム 相模原市緑区
相模湖水質管理センター 相模原市緑区
市川金物店 相模原市緑区
社会福祉法人かながわ共同会　津久井やまゆり園 相模原市緑区
（株）小山工務店 相模原市緑区
神之川キャンプ場マス釣場 相模原市緑区
陣谷温泉 相模原市緑区
新相模（株） 相模原市緑区
社会福祉法人　城山楽寿会　特別養護老人ホーム　ライフホーム城山 相模原市緑区
神奈川県企業庁津久井水道営業所 相模原市緑区
井上建設 相模原市緑区
相模湖病院 相模原市緑区
株式会社　山本組 相模原市緑区
高崎建設 相模原市緑区
有限会社　小島組 相模原市緑区
平井工業（株） 相模原市緑区
芹沢土建 相模原市緑区



津久井ヶ丘幼稚園 相模原市緑区
学校法人長友学園　太陽の子幼稚園 相模原市緑区
有限会社　米田建設 相模原市緑区
鉄建基礎 相模原市緑区
桂川亭 相模原市緑区
有限会社　東屋商店 相模原市緑区
（株）本田設備 相模原市緑区
城山わかば幼稚園 相模原市緑区
有限会社平本水道工業所 相模原市緑区
楢島工業 相模原市緑区
藤野水道工事店 相模原市緑区
岩田組 相模原市緑区
天狗岩旅館 相模原市緑区
高橋石材店 相模原市緑区
神奈川県企業庁相模川発電管理事務所 相模原市緑区
（株）エイト資源開発 相模原市緑区
（株）栄文舎印刷所 相模原市緑区
日本郵便株式会社　津久井郵便局 相模原市緑区
望月モータース 相模原市緑区
日本郵便株式会社　吉野郵便局 相模原市緑区
株式会社　協進電設 相模原市緑区
株式会社　萬田 相模原市緑区
日相建設（株） 相模原市緑区
株式会社　髙崎建材 相模原市緑区
測建（株） 相模原市緑区
秋本工業 相模原市緑区
小山設備 相模原市緑区
長竹建材店 相模原市緑区
（株）ミリオン事務機器 相模原市緑区
有限会社いしい建商 相模原市緑区
有限会社井上工業所 相模原市緑区
平本造園土木 相模原市緑区
榎本工業 相模原市緑区
相模原赤十字病院 相模原市緑区
㈲　米本自動車工業 相模原市緑区
有限会社　菱山興業 相模原市緑区
（株）池田管工事 相模原市緑区
㈱鳶山口工業 相模原市緑区
株式会社美都住販 相模原市緑区
有限会社松葉商店 相模原市緑区
社会福祉法人　ラファエル会　銀の館 相模原市緑区



藤野さつき学園 相模原市緑区
くりのみ学園 相模原市緑区
有限会社　桐花園 相模原市緑区
どうぶつむら 相模原市緑区
社会福祉法人相模原市社会福祉協議会城山地域事務所 相模原市緑区
藤野電工 相模原市緑区
有限会社　辻製作所 相模原市緑区
八百辰寿し 相模原市緑区
本田電気商会 相模原市緑区
株式会社北相模環境管理開発 相模原市緑区
有限会社　萬栄光産 相模原市緑区
国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所 相模原市緑区
斉藤自動車整備工場 相模原市緑区
森下造園（株） 相模原市緑区
（有）奥州鉱産 相模原市緑区
（有）モトムラクリーニング 相模原市緑区
ワールド開発工業（株）神奈川営業所 相模原市緑区
（有）相州武井組建工 相模原市緑区
相模化学工業株式会社 相模原市緑区
有限会社山電工業 相模原市緑区
社会福祉法人ラファエル会　薫風学園 相模原市緑区
鷹取建材株式会社 相模原市緑区
相模湖リゾート株式会社 相模原市緑区
医療法人社団　敬祥会　ケアガーデンさがみ湖 相模原市緑区
神奈川日産自動車（株）津久井店 相模原市緑区
医療法人社団悠心会　森田病院 相模原市緑区
医療法人社団早雲会さがみこデイサービスセンター 相模原市緑区
株式会社ナショナルトータルビバレッジ 相模原市緑区
有限会社緑禮園 相模原市緑区
エムズ株式会社 相模原市緑区
株式会社戸丸屋プロパン 相模原市緑区
有限会社前田圧送 相模原市緑区
株式会社ニッセーデリカ神奈川工場 相模原市緑区
スマイルデイサービス城山 相模原市緑区
日本瓦斯株式会社　西関東支店 相模原市緑区
有限会社　アサヒサービス 相模原市緑区
有限会社　嶋屋 相模原市緑区
ＪＡ訪問看護ステーションつくい 相模原市緑区
株式会社ミツウロコヴェッセル津久井店 相模原市緑区
株式会社アトリエヨシノ 相模原市緑区
株式会社　西原商会関東　相模原支店 相模原市緑区



飛鳥特装株式会社 相模原市緑区
株式会社　ゴールド 相模原市緑区
守成会　広瀬病院 相模原市緑区
相模原市　北消防署　城山分署 相模原市緑区
医療法人　司命堂 相模原市緑区
医療法人　司命堂　まゆの里 相模原市緑区
有限会社　杉崎水道 相模原市緑区
株式会社サンデリカ　相模原事業所 相模原市緑区
株式会社　臼井工業所 相模原市緑区
社会福祉法人　寿幸会 相模原市緑区
特別養護老人ホーム　相模湖みどりの丘 相模原市緑区
津久井交通株式会社 相模原市緑区
社会福祉法人ラファエル会　夢かご 相模原市緑区
株式会社レンタルシステム関東　相模原営業所 相模原市緑区
株式会社郡農産業 相模原市緑区
中央新幹線津久井トンネルほか新設（西工区）作業所 相模原市緑区
サポート・ユー・２１介護支援センター 相模原市緑区
訪問看護ステーション　そら 相模原市緑区
株式会社　ジューン企画 相模原市緑区
三和精機工業株式会社 相模原市緑区
エコ・ビューティー株式会社 相模原市緑区
津久井湖観光株式会社 相模原市緑区
鉄建建設（株）相模原高架作業所 相模原市緑区
ホンダカーズ神奈川西　相模原インター店 相模原市緑区
西関東機材（株）相模原営業所 相模原市緑区
ニチイケアセンター相模湖 相模原市緑区
株式会社フジタ　津ＫＩＴ作業所 相模原市緑区
有限会社　アイコーポレーション 相模原市緑区
戸田建設株式会社　ＪＲ東海中央新幹線藤野トンネル作業所 相模原市緑区
ワタミ株式会社　相模原緑営業所 相模原市緑区
東京ライト工業株式会社　相模原工場 相模原市緑区
（株）金子組　藤野作業所 相模原市緑区
勝栄開発株式会社 相模原市緑区
榎本機工株式会社 相模原市緑区
有明セラコ株式会社　津久井事業所 相模原市緑区
ニチイケアセンター津久井湖 相模原市緑区
神奈川県農業技術センター北相地区事務所 相模原市緑区
有限会社宮田新聞店城山店 相模原市緑区
株式会社　サンエー総建 相模原市緑区
石田土木株式会社　新小仏トンネル作業所 相模原市緑区
株式会社　あすなろ 相模原市緑区



株式会社　ビオラ 相模原市緑区


