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No. 企業名 業種

1 曙機械 株式会社 自動車(トラック)、鉄道、産業機器等の金属部品
加工(プレス・切削)

2 株式会社 足立機械製作所 機械製造業

3 株式会社 アドトップ 催事企画

4 株式会社 アドトップ 催事業

5 株式会社 アーバン サービス業

6 株式会社 ICHIGO D2C越境ECサブスクリプションサービス

7 一神商事 株式会社 卸し

8 イーメイド 有限会社 マーケティング戦略コンサルタント、ネットショ
ップ運営

9 株式会社 Westgate 自動機設計施工、プラント設計施工
、機械加工商社

10 有限会社 栄光製作所 機械加工部品、ゴム金型、治具、専用自動機、

11 株式会社 エイチ・アイ・エス 旅行業　ホテル事業　電力事業他

12 株式会社 栄和産業 製造業

13 株式会社 オールドモントレー 卸売

14 株式会社 片桐エンジニアリング 製造業

15 株式会社 神奈川新聞社　（47CLUB） ネット通販

16 株式会社 髙島屋 百貨店業

17 株式会社 共栄製作所 一般機械器具

18 協伸サンテック 株式会社 製造業・建設業

19 株式会社 極東窒化研究所 表面硬化処理（窒化処理）

20 株式会社 近畿日本ツーリスト商事 商社

21 株式会社 ぐるなび 横浜営業所 情報サービス

22 株式会社 京急百貨店 百貨店

23 株式会社 景泉機器 産業用機器製造業

24 ＫＣセントラル貿易 株式会社 輸出商社

25 株式会社 五味商店 食品卸売業

26 株式会社 さいか屋　横須賀店　藤沢店 小売業

27 株式会社 三信商会 商社

28 株式会社 しまむら 小売業（スーパー）

29 新生産業 株式会社 製造業(太陽電池使用道路標識等・電子回路基板)

30 株式会社 JALUX 通信販売
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31 株式会社 スズキヤ 総合食料品小売業(スーパーマーケット)

32 有限会社 すずよし 屋形船

33 その他 生活協同組合うらがＣＯ‐ＯＰ 食品・物販

34 株式会社 セブン－イレブン・ジャパン 小売業（コンビニエンスストア）

35 株式会社 タイメックス 電子部品商社

36 タカネ電機 株式会社 ワイヤハーネス加工、電子機器組立

37 株式会社 高橋製作所 精密金属機械加工

38 有限会社 谷和 卸売業

39 株式会社 ダイエースペースクリエイト 小売業（スーパー）

40 大和リース 株式会社 規格建築事業・流通建築リース事業・カーリーシ
ング事業・環境緑化事業

41 チャレンジャー・カンパニー 株式会社 組込みソフトウェア、生産システム、Webアプリ
ケーション等の開発支援

42 株式会社 ティアイエス 電子部品商社

43 株式会社 東急ハンズ 総合小売業

44 東京整流器 株式会社 産業用整流器開発製造販売

45 東名高速富士川SA下り線　日の丸サンズ 株式会社 飲食業・小売業

46 株式会社 東横エルメス 土木計測機器　製造業

47 有限会社 戸塚正商店 米穀卸・小売販売・獺祭正規販売店

48 ドクターライフ 株式会社 販売・抗菌施工

49 株式会社 内藤電誠町田製作所 電子機械器具製造業

50 縄時食品 株式会社 卸売、輸出入

51 ニイガタ 株式会社 製造業

52 日進機工 株式会社 その他サービス業

53 有限会社 ニノス 菓子・食品・飲料のインタネット通販

54 日本ユニシス 株式会社 情報・通信業

55 東日本電信電話 株式会社 情報通信

56 株式会社 日立製作所 電気機械器具製造

57 株式会社 ファミリーマート コンビニエンスストア

58 株式会社 富士精工 電子デバイス：センサー等

59 有限会社 武周木工 木製品製造販売

60 正氣屋製菓 株式会社 菓子卸

61 マックスバリュ東海 株式会社 小売業

62 株式会社 丸井（戸塚モディ） 小売業（専門店）
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63 株式会社 丸井(マルイファミリー海老名) 小売業

64 株式会社 丸井(町田マルイ、町田モディ) 小売事業

65 株式会社 丸金 家庭用品卸・小売

66 有限会社 丸三せきもと 食品卸売業

67 株式会社 三越伊勢丹 小売業

68 株式会社 メイショク 卸売業

69 株式会社 メルカード 通信販売業

70 株式会社 元町ファクトリー キャラクターグッズ企画販売

71 ヤオマサ 株式会社 食品スーパー

72 株式会社 やまか 飲食料品小売業（スーパー）

73 株式会社 山星屋 菓子卸売業

74 有限会社 弥生製作所 各種機械部品・省力化機械部品加工及び治工具製
作

75 有限会社 結城精機工業所 機械部品製造

76 株式会社 高島屋　横浜店 百貨店

77 横浜電子 株式会社 電子・制御・製造全般　自社商品開発販売

78 ヨシダエンジニアリング 株式会社 産業機械設計製造・機械加工部品製造・生産設備
請負業務・総合経営コンサルタント業務

79 ラ・エッフェル 株式会社 小売業・卸売業

80 楽天グループ 株式会社 サービス業

81 株式会社 リガルジョイント 産業機器製造販売業

82 株式会社 理工電気

ロボットハンド設計製作制御開発・切削部品加工
・電子部品受託生産・全自動機設計製作・制御盤
の設計製作・MIL規格コネクタ製作及び各種ハー
ネス加工

83 リンクボール 株式会社 青果物卸・小売業

84 株式会社 ローソン 小売業

85 株式会社 ワイ・エム・エス 製造業
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