
令和３年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金補助事業者の
テレワーク導入計画一覧（順不同）

職 氏名

1 株式会社マテリア 代表取締役 田村　亮 神奈川県横浜市 3

2 株式会社アットライズ 代表取締役 服部　洋二 神奈川県横浜市 3

3 合同会社ボルケーノ 代表社員 髙野　智裕 神奈川県横浜市 3

4 株式会社ネットメイシ 代表取締役 大久保　整 神奈川県横浜市 4

5 社会福祉法人隆徳会 理事長 山崎　昌義 神奈川県横須賀市 1

6 株式会社ＳＡＶＩＴＡＳ 代表取締役 徳山　尚樹 神奈川県横浜市 1

7 株式会社アート１ 代表取締役 秋本　　政弘 神奈川県大和市 1

8 株式会社ホロンクリエイト 代表取締役 高橋　克実 神奈川県横浜市 3

9 京浜ステンレス株式会社 代表取締役 馬場　淳三 神奈川県横浜市 2

10 株式会社インターエナジー 代表取締役 渡邊　浩文 神奈川県川崎市 2

11 株式会社　仲屋商事 代表取締役社長 若林　將孔 神奈川県海老名市 4

12 株式会社金明堂 代表取締役 金指　明男 神奈川県横浜市 3

13 株式会社ＣＫ　Ｆｏｏｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 代表取締役 山内　英之 神奈川県鎌倉市 2

14 有限会社汲沢オートサービス 代表取締役 北原　卓也 神奈川県横浜市 2

15 合同会社ワークスタジオ瑠花 代表社員 内野　健治 神奈川県鎌倉市 4

16 寒川町商工会 会長 内野　晴雄 神奈川県高座郡寒川町 1

17 有限会社あおい運輸 代表取締役 矢﨑　克実 神奈川県横浜市 2

18 社会福祉法人湘南遊愛会 理事長 君嶋　博明 神奈川県横浜市 1

19 株式会社豊商会 代表取締役 後藤　元信 神奈川県横浜市 4

20 株式会社セクメット 代表取締役 瀬戸　誠 神奈川県秦野市 5

21 株式会社石井防水 代表取締役 石井　浩 神奈川県大和市 3

22 有限会社　ジィアンドアール 代表取締役 藤内　髙石 神奈川県藤沢市 4

23 有限会社　竹まん 代表取締役 関口　俊一 神奈川県平塚市 3

24 ウェディングエキスパーツ株式会社 代表取締役 岩本　和紀 神奈川県小田原市 4

25 株式会社中貿 代表取締役 任　賢治 神奈川県横浜市 2

26 株式会社Ｈ＆Ｈ 代表取締役 池畑　健太 神奈川県横浜市 1

27 有限会社おむろ・アカデミー 代表取締役 杉崎　尚人 神奈川県小田原市 1

28 株式会社稲妻屋 代表取締役社長 里見　昌宏 神奈川県小田原市 3

29 有限会社　レントオール小田原 代表取締役 白仁　隆文 神奈川県小田原市 3

30 早川海陸輸送株式会社 代表取締役 高橋　義幸 神奈川県横浜市 4

31 伊藤　正孝 神奈川県横浜市 2

32 株式会社レイト商会 代表取締役社長 鎌田　仁 神奈川県横浜市 1

33 株式会社ウィルパートナーズ 代表取締役 黒須　香織 神奈川県横浜市 3

34 有限会社　隣保堂 代表取締役 大久保　省一 神奈川県横浜市 5

35 株式会社　アーベインパーソンズ 代表取締役 吉田　知洋 東京都町田市 2

36 株式会社アバック 代表取締役 長坂　展生 神奈川県横浜市 5

37 株式会社コアデンタルラボ横浜 代表取締役社長 陸　誠 神奈川県横浜市 5

38 株式会社ウェーヴジャパン 代表取締役 茅原　一如 神奈川県厚木市 1

39 株式会社ＡＣＪ 代表取締役 深津　昭夫 神奈川県秦野市 1

40 フィルメトリクス株式会社 代表取締役 千田　達雄 神奈川県横浜市 2

41 株式会社ジーエフシーサービス 代表取締役 鈴木　飛雄馬 神奈川県横浜市 3

42 株式会社　プレシャスライフ 代表取締役 平野　惣貴 神奈川県川崎市 2

43 山内メディカルクリニック 医師 山内　　浩史 神奈川県相模原市 1

44 株式会社ワイズラボ 代表取締役 豊　純光 神奈川県横浜市 2

45 株式会社　共栄堂 代表取締役 中谷　克宏 神奈川県川崎市 2

46 株式会社　横浜電算 代表取締役 金子　秀光 神奈川県横浜市 1

47 株式会社電材エンジニアリング 代表取締役社長 上村　浩貴 神奈川県川崎市 1

48 株式会社山崎歯車製作所 代表取締役 山﨑　清水 神奈川県厚木市 2

本補助金を使用してテレワークを実
施する従業員一人あたりの実施頻度

（一週間あたりの頻度）（単位：日）

補助事業者
代表者

名称 所在地
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49 株式会社　ケンテックス 代表取締役 菊地　宏忠 神奈川県横浜市 1

50 株式会社ゲージング 代表取締役社長 加古　比佐雄 神奈川県横浜市 3

51 有限会社北山建築設計事務所 取締役 北山　松幸 神奈川県相模原市 3

52 株式会社　湘利 代表取締役 松村　文子 神奈川県藤沢市 2

53 株式会社ピーエスフードサービス 代表取締役 小川　淳 神奈川県横浜市 2

54 中村税理士事務所 代表 中村　真治 神奈川県横浜市 4

55 雄山陸運株式会社 代表取締役 山村　仁 神奈川県海老名市 3

56 株式会社ケイ・システム 代表取締役 小島　啓義 神奈川県大和市 3

57 株式会社ダット 代表取締役 稲葉　味善 神奈川県川崎市 2

58 合同会社ＵＣＳ 代表社員 片野　敏勝 神奈川県大和市 3

59 株式会社プラザネット 代表取締役 氏家　司 神奈川県小田原市 1

60 有限会社田中モータース 代表取締役 田中　博幸 神奈川県足柄上郡山北町 2

61 株式会社白川設計 代表取締役 白川　幹 神奈川県横浜市 3

62 株式会社　影向舎 代表取締役 小池　岳士 神奈川県厚木市 2

63 創栄建設　株式会社 代表取締役 棟方　　理史 神奈川県横浜市 2

64 株式会社すずき会計 代表取締役 鈴木　一彦 神奈川県小田原市 2

65 大徳興業株式会社 代表取締役 三井　徳益 神奈川県横浜市 2

66 株式会社エムキュー 代表取締役 三井　徳益 神奈川県横浜市 2

67 日之出産業株式会社 代表取締役 大林　世一 神奈川県横浜市 3

68 アルケリス株式会社 代表取締役 藤澤　秀行 神奈川県横浜市 3

69 ＧＯ社会保険労務士法人 代表社員 菅野　誠通 神奈川県横浜市 3

70 株式会社ジーエーティー 代表取締役 菊池　大輔 神奈川県横浜市 3

71 株式会社オーケービーリアルティシステム 代表取締役 川端　和幸 神奈川県横須賀市 1

72 公益社団法人　相模原市観光協会 代表理事 加藤　明 神奈川県相模原市 3

73 株式会社教育ネット 代表取締役 大笹　いづみ 神奈川県横浜市 1

74 株式会社オート電機 代表取締役 平山　浩司 神奈川県大和市 1

75 ニューライフサービス株式会社 代表取締役 小松　孝之 神奈川県厚木市 1

76 合同会社　ｇａｌｌｅｒｙ　ａ 代表社員 坂上　浩美 神奈川県横浜市 3

77 株式会社オフィスフジムラ 代表取締役 藤村　武 神奈川県横浜市 3

78 株式会社古谷水道建設 代表取締役 古谷　淳史 神奈川県相模原市 2

79 ＳＵパートナーズ税理士法人 代表社員 阿部　幸宣 神奈川県横浜市 2

80 有限会社パーソナルアシスタント町田 取締役 安藤　舞歌 東京都町田市 4

81 石渡会計事務所 所長税理士 石渡　稔之 神奈川県横浜市 1

82 株式会社アイコー 代表取締役 湖山　和英 神奈川県厚木市 1

83 フィード株式会社 代表取締役社長 山本　道 神奈川県横浜市 3

84 協和光学工業株式会社 代表取締役 石井　則之 神奈川県相模原市 3

85 株式会社クリア 代表取締役 谷川　淳子 神奈川県横浜市 4

86 株式会社タック・ポート 代表取締役 勝又　繁 神奈川県横浜市 4

87 有限会社　協栄加工 代表取締役 中山　淳 神奈川県厚木市 2

88 有限会社　ＭＳ施工図 取締役 小林　正美 神奈川県秦野市 2

89 株式会社冲セキ 代表取締役 緑間　浩市 神奈川県川崎市 1

90 西山裕志税理士事務所 所長 西山　裕志 神奈川県川崎市 1

91 ヤマックス株式会社 代表取締役 山口　孝二 神奈川県藤沢市 4

92 朝日税理士法人 代表社員 石井　孝雄 神奈川県横浜市 3

93 株式会社協立電気商会 代表取締役 高橋　耕造 神奈川県横浜市 2

94 有限会社生澤商会 代表取締役 生澤　弓子 神奈川県伊勢原市 5

95 株式会社ＡＣＲ 代表取締役 松岡　寛 神奈川県愛甲郡愛川町 3

96 株式会社潤匠ケミスタック 代表取締役 磯野　由典 神奈川県横浜市 2

97 アーバン・エンジニアーズ株式会社 代表取締役 江本　寛和 神奈川県横浜市 5

98 エーエフマネジメント株式会社 代表取締役 計屋　圭宏 神奈川県横浜市 2
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99 株式会社ジェー・アール・シー 代表取締役 栗城　健 神奈川県大和市 2

100 有限会社江崎測量設計社 代表取締役 江﨑　一馬 神奈川県川崎市 1

101 コムリンクス株式会社 代表取締役 呉原　章一 神奈川県横浜市 5

102 社会福祉法人　白十字会林間学校 理事長 伊藤　忠彦 神奈川県茅ヶ崎市 1

103 株式会社カルペディエム 代表取締役 新田　茜 神奈川県鎌倉市 5

104 片桐　健悟 神奈川県鎌倉市 3

105 株式会社Ｐｒｅｍｉｕｍ 代表取締役 山崎　正文 神奈川県小田原市 1

106 株式会社タブチ・クリエイションズ 代表取締役 田渕　利一 神奈川県小田原市 1

107 プリズムゲート株式会社 代表取締役 芝田　弘美 神奈川県横浜市 4

108 株式会社イザード 代表取締役 小坂　由維 神奈川県横浜市 3

109 グロースサポート社労士事務所 所長 田邊　雅子 神奈川県横浜市 3

110 株式会社エンゾウ 代表取締役 長谷川　美希 神奈川県横浜市 5

111 株式会社アルファテック 代表取締役 長澤　一利 神奈川県厚木市 3

112 株式会社　リープ 代表取締役 山崎　正文 神奈川県小田原市 1

113 株式会社　Ｖａｃｃｈｕｓ 代表取締役 山崎　正文 神奈川県小田原市 1

114 中川　麻美 神奈川県横浜市 1

115 株式会社秀総合設計 代表取締役 山岸　秀治 神奈川県足柄上郡松田町 3

116 有限会社スズキオート大和 代表取締役 飯高　一己 神奈川県綾瀬市 2

117 昭和精工株式会社 代表取締役社長 木田　成人 神奈川県横浜市 4

118 特定非営利法人横浜コミニュティデザイン・ラボ 理事 杉浦　裕樹 神奈川県横浜市 3

119 株式会社　佐久間建設 代表取締役 佐久間　広大 神奈川県厚木市 2

120 株式会社後藤鉄建 代表取締役 後藤　明義 神奈川県横浜市 3

121 株式会社パワトロニクス 代表取締役 末吉　友二 神奈川県平塚市 3

122 小田原瓦斯株式会社 代表取締役 原　正樹 神奈川県小田原市 2

123 株式会社グラシム 代表取締役 坂井　克行 神奈川県藤沢市 1

124 医療法人社団晃仁会 理事長 工藤　仁 神奈川県横浜市 2

125 ドリーメイク株式会社 代表取締役 町田　洋輔 神奈川県海老名市 3

126 カウンシードコンサルティング株式会社 代表取締役 上薗　朗 神奈川県横浜市 3

127 カウンシード税理士法人 代表社員 上薗　朗 神奈川県川崎市 4

128 Ｅｍｂｅｌｌｉｒ　横浜店 代表 想田　歩美 神奈川県横浜市 3

129 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｄｒｏｐ 代表取締役 平尾　謙太郎 神奈川県横浜市 2

130 アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社 代表取締役 望月　成浩 神奈川県海老名市 3

131 ＫＩＮＤＬＹ株式会社 代表取締役社長 野口　泰史 神奈川県横浜市 5

132 株式会社Ｒ＆ｉコンサルティング 代表取締役 油田　忠幸 神奈川県横浜市 3

133 吉永　碧 神奈川県横浜市 1

134 株式会社ＴＥＺＺＯ 代表取締役 太田　篤子 神奈川県横浜市 1

135 株式会社箱根カントリー俱楽部 代表取締役社長 岩崎　俊男 神奈川県足柄下郡箱根町 5

136 株式会社フォービー 代表取締役 吉田　和己 神奈川県藤沢市 4

137 株式会社大洋機電 代表取締役 関谷　啓介 神奈川県横浜市 2

138 有限会社　山口建材 代表取締役 山口　剛慶 神奈川県厚木市 2

139 株式会社ＹＵＫトータルサービス 代表取締役 高久　祐行 神奈川県足柄上郡大井町 1

140 社会福祉法人　緑風福祉会 理事長 寺田　隆昭 神奈川県横浜市 1

141 有限会社志和機械工業 取締役 石田　豊久 神奈川県平塚市 1

142 株式会社甲斐組 代表取締役 今村　佳広 神奈川県平塚市 2

143 芙蓉樹脂工業株式会社 代表取締役 徳田　剛政 神奈川県藤沢市 1

144 株式会社　ユウシュン 代表取締役 藤原　裕介 神奈川県逗子市 2

145 ハラショー工業株式会社 代表取締役社長 香川　充 神奈川県座間市 1

146 株式会社林技研 代表取締役 尾崎　敬介 神奈川県綾瀬市 2

147 有限会社越後屋 取締役 大野　暢彦 神奈川県横浜市 2

148 逗子市商工会 会長 三宅　譲 神奈川県逗子市 2
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149 有限会社　鹿野精工所 代表取締役社長 鹿野　貴宏 神奈川県相模原市 3

150 株式会社アイ・ディー・エクス 代表取締役　 片山　均 神奈川県川崎市 3

151 株式会社オムニア・コンチェルト 代表取締役 藤原　慶太 神奈川県横浜市 1

152 株式会社スマイルテクノシステム 代表取締役 坂本　健一 神奈川県横須賀市 4

153 京浜光膜工業株式会社 代表取締役 和泉　誠義 神奈川県川崎市 2

154 株式会社グローバルインフォメーション 代表取締役 小野　悟 神奈川県川崎市 3

155 株式会社サウンドダック 代表取締役 桐谷　俊彦 神奈川県秦野市 3

156 社会保険労務士事務所ジャスティス 代表 山崎　香織 神奈川県横浜市 3

157 税理士法人中央事務所 代表社員 林　泰輔 神奈川県大和市 2

158 永興電機工業株式会社 代表取締役 大石　稔 神奈川県座間市 2

159 株式会社和光 代表取締役 荻原　陽子 神奈川県横浜市 2

160 小澤商事株式会社 代表取締役 小澤　一晃 神奈川県川崎市 2

161 株式会社広瀬製作所 代表取締役 広瀬　靖 神奈川県横浜市 3

162 ハニカムウエア株式会社 代表取締役社長 宮﨑　眞弘 神奈川県横浜市 3

163 株式会社東京セントラルサービス 代表取締役 熊谷　恒治 神奈川県横浜市 3

164 株式会社ケーウェイズ 代表取締役 諸田　健一 神奈川県横浜市 3

165 株式会社テクトレージ 代表取締役 林　充 神奈川県横浜市 3

166 フォレスト・ライフ株式会社 代表取締役 北原　猛生 神奈川県横浜市 5

167 株式会社Ｍ’ｓコーポレーション 代表取締役 木村　実和 神奈川県相模原市 2

168 ＭＡＳＳ株式会社 代表取締役社長 末永　祐太 神奈川県横浜市 4

169 株式会社ＢＡＬＬＳＥＹ 代表取締役 長谷川　真弓 神奈川県川崎市 3

170 影近・前田税理士法人 代表社員 影近　紀光 神奈川県横浜市 2

171 株式会社　燦吉 代表取締役 山崎　一男 神奈川県綾瀬市 1

172 クリフォード株式会社 代表取締役 加藤　久門 神奈川県横浜市 3

173 株式会社Ｆ．Ｂ 代表取締役 佐藤　恭寿 神奈川県川崎市 7

174 株式会社隼 代表取締役 二子　留蔵 神奈川県川崎市 3

175 前田福祉社労士事務所 代表 前田　豊 神奈川県横須賀市 3

176 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｋｉｙｏｒａ 代表 穴澤　清子 神奈川県横浜市 3

177 株式会社リアンレーヴ 代表取締役 田村　喬 神奈川県横浜市 4

178 マークスホーム株式会社 代表取締役 菅野　正佳 神奈川県横浜市 4

179 株式会社キュアトライフル 代表取締役 立川　靖之 神奈川県横浜市 3

180 株式会社セラム・グループ 代表取締役 山口　陽一 神奈川県相模原市 2

181 相原　聡 神奈川県茅ヶ崎市 3

182 株式会社ラ・ギターラ 代表取締役 福田　和博 神奈川県横浜市 1

183 有限会社　渡辺真空 代表取締役 曽我　信之 神奈川県横浜市 1

184 有限会社本間製作所 代表取締役 本間　政貴 神奈川県横浜市 1

185 ソニック株式会社 代表取締役 山本　浩太 神奈川県横浜市 2

186 杉山建設株式会社 代表取締役 杉山　弘樹 神奈川県藤沢市 1

187 株式会社ジムオール 代表取締役 関口　知明 神奈川県相模原市 3

188 有限会社コグレマリンサービス 代表取締役 小暮　勲 神奈川県厚木市 1

189 株式会社ＰＥマシナリー 代表取締役 多辺田　徳幸 神奈川県綾瀬市 3

190 有限会社おしうみ建築 代表取締役 鴛海　幸司 神奈川県小田原市 2

191 株式会社ＧＦＣコーポレーション 代表取締役 鈴木　飛雄馬 神奈川県横浜市 2

192 株式会社エンジ 代表取締役 髙梨　海 神奈川県横浜市 2

193 クルーズ株式会社 代表取締役 尾形　達也 神奈川県横浜市 2

194 名取　直樹 神奈川県横浜市 1

195 株式会社アズーロ 代表取締役 嘉藤　哲史 神奈川県横浜市 1

196 株式会社大三ロジテック 代表取締役 有賀　正宏 神奈川県横浜市 2

197 株式会社シェリーズ 代表取締役 大村　雅彦 神奈川県厚木市 1

198 みらい電設株式会社 代表取締役 森　大輔 神奈川県平塚市 1
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199 寺田達也社会保険労務士事務所 代表 寺田　達也 神奈川県横浜市 1

200 株式会社ユービー 代表取締役 内舘　健彦 神奈川県横浜市 3

201 株式会社　伊勢原書店秦野店 代表取締役 尾谷　憲一 神奈川県秦野市 2

202 ＣＲＹＳＴＡＲＥＡ株式会社 代表取締役社長 篠田　貴史 神奈川県横浜市 1

203 一般社団法人ＳＯＣＩＡＬ　ＮＥＸＴ 代表理事 関　茂樹 神奈川県横浜市 2

204 浅田造形 造形代表 浅田　将平 神奈川県川崎市 4

205 有限会社ロッキー化成 取締役 鎌田　和明 神奈川県横浜市 3

206 特定非営利活動法人脳外傷友の会ナナ 理事長 外﨑　信子 神奈川県厚木市 3

207 有限会社　田中設備企画 代表取締役 田中　賢司 神奈川県相模原市 4

208 弁護士法人横浜パートナー法律事務所 代表社員 大山　滋郎 神奈川県横浜市 3

209 株式会社瀬戸水産 代表取締役社長 瀬戸　俊一 神奈川県伊勢原市 2

210 株式会社コンチネンタル 代表取締役 鈴木　典隆 神奈川県横浜市 1

211 日本ロードマーク株式会社 代表取締役 橳嶋　孝司 神奈川県相模原市 2

212 株式会社カインドサービス 代表取締役 石渡　亮次 神奈川県座間市 5

213 株式会社創光ランディック 代表取締役 髙橋　一芳 神奈川県厚木市 1

214 株式会社プラスオー 代表取締役 大坪　勉 神奈川県川崎市 3

215 株式会社山手総合計画研究所 代表取締役 片岡　公一 神奈川県横浜市 3

216 相模コンベヤー工業株式会社 代表取締役 田淵　元 神奈川県相模原市 2

217 株式会社マイプレシャス 代表取締役 藏野　正嗣 神奈川県横浜市 3

218 有限会社　山北電子工業 代表取締役 武　英男 神奈川県足柄上郡山北町 2

219 株式会社宮崎塗装 代表取締役 宮崎　嘉人 神奈川県相模原市 3

220 石山ネジ株式会社 代表取締役 石山　朗 神奈川県横浜市 2

221 日本微生物クリニック株式会社 代表取締役 土崎　尚史 神奈川県厚木市 3

222 鈴木修建設株式会社 代表取締役社長 鈴木　修 神奈川県平塚市 3

223 合同会社ＵＮＤＥＲ　ＰＯＰ 業務執行社員 松井　綾香 神奈川県相模原市 4

224 株式会社エデュイットジャパン 代表取締役 梶原　俊幸 神奈川県横浜市 2

225 横浜プラントデザイン株式会社 代表取締役 地曵　淳 神奈川県横浜市 3

226 株式会社ベルザ 代表取締役 原田　智子 神奈川県海老名市 4

227 ＳＥＩＪＩＮ株式会社 代表取締役 佐藤　清仁 神奈川県相模原市 1

228 株式会社東海ソフト開発 代表取締役 河野　將司 神奈川県厚木市 5

229 有限会社酒利屋商店 取締役 鳥海　克彦 神奈川県横浜市 3

230 株式会社ユーフォリアファミリー 代表取締役 青山　正彦 神奈川県川崎市 2

231 大亜シール株式会社 代表取締役 田口　麻子 神奈川県鎌倉市 4

232 株式会社ヘルツ 代表取締役 湯川　正純 神奈川県横浜市 3

233 株式会社フィールグッド 代表取締役 南室　義行 神奈川県茅ヶ崎市 4

234 株式会社スキャンインター 代表取締役 影山　伸 神奈川県川崎市 2

235 株式会社ラプト 代表取締役 豊島　和雄 神奈川県平塚市 2

236 有限会社花里企画 代表取締役 花里　誠一 神奈川県鎌倉市 2

237 有限会社　穂碩工業 代表取締役 湊屋　隆幸 神奈川県綾瀬市 1

238 株式会社小川ビルサービス 代表取締役 小川　信広 神奈川県大和市 2

239 倉田社会保険労務士事務所 倉田　裕一 神奈川県藤沢市 2

240 株式会社ハンズオン 代表取締役 平野　恭一 神奈川県横浜市 2

241 特定非営利活動法人　ミライのとびら 代表理事 松本　聡 神奈川県相模原市 1

242 有限会社ミドリ回収サービス 代表取締役 東　正充 神奈川県相模原市 5

243 株式会社アイベックス・ネットワーク 代表取締役 蓮尾　康彦 神奈川県横浜市 3

244 株式会社シンエー 代表取締役 坂井　宣之 神奈川県横浜市 1

245 株式会社ケイエーデーターワークス 代表取締役　 井上　貴 神奈川県厚木市 4

246 株式会社ユハク 代表取締役 仲垣　友博 神奈川県横浜市 2

247 株式会社ＮＥＸＲＵＮ 代表取締役 山本　太一 神奈川県川崎市 3

248 有限会社わかば 代表取締役 長田　健太郎 神奈川県小田原市 3
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249 株式会社サット 代表取締役 清水　正也 神奈川県相模原市 1

250 株式会社ストーンアップ 代表取締役 上杉　圭樹 神奈川県横浜市 5

251 株式会社　ヴィンテージ 代表取締役 新井　康仁 神奈川県横浜市 2

252 有限会社長谷川加工所 代表取締役 長谷川　亨 神奈川県綾瀬市 4

253 公益財団法人神奈川県スポーツ協会 会長 鴻　義久 神奈川県横浜市 2

254 有限会社宇佐見心理コンサルタント 代表取締役 宇佐見　万喜 神奈川県横浜市 5

255 一般社団法人ＳＳネット 代表理事 大宮　美智枝 神奈川県横浜市 1

256 後藤製函株式会社 代表取締役 後藤　聡 神奈川県横浜市 2

257 株式会社ウイッツコミュニティ 代表取締役 村松　圭 神奈川県相模原市 2

258 株式会社ＳＥＡＬＳ 代表取締役 上尾　元雄 神奈川県横浜市 2

259 株式会社　モデナ 代表取締役 萩原　康伸 神奈川県厚木市 1

260 プライムケア東京株式会社 代表取締役 久木田　八州郎 神奈川県海老名市 1

261 株式会社モビーディック 代表取締役 保田　守 宮城県石巻市 3

262 ザムソン株式会社 代表取締役 飛田　篤志 神奈川県川崎市 2

263 株式会社コルコバード 代表取締役 松村　正承 神奈川県藤沢市 2

264 有限会社リフォーム上田 取締役 上田　英明 神奈川県川崎市 2

265 株式会社すずしん 代表取締役 鈴木　伸介 神奈川県小田原市 2

266 株式会社ＫＵＳＴＯＭＳＴＹＬＥ　ＳＯ－ＣＡＬ 代表取締役 左近　大輔 神奈川県横浜市 2

267 サンネット株式会社 代表取締役 市川　聡 神奈川県小田原市 4

268 株式会社福一 代表取締役 鈴木　誠一郎 神奈川県横浜市 2

269 株式会社ナカタアート 代表取締役 松野　竹己 神奈川県横浜市 5

270 有限会社陽光 取締役 藤井　朗子 神奈川県大和市 4

271 医療法人社団広栄会 理事長 吉川　広 神奈川県厚木市 1

272 綾辺　治彦 神奈川県横須賀市 1

273 フェリタス社会保険労務士法人 代表社員 大坪　弘子 神奈川県厚木市 2

274 株式会社ファイン電子機器 代表取締役社長 鈴木　寿裕 福島県相馬郡新地町 2

275 株式会社　昌和プラント 代表取締役 廣木　直江 神奈川県愛甲郡愛川町 1

276 株式会社　ニクス 代表取締役 坂本　英夫 神奈川県厚木市 4

277 特定非営利活動法人　そよ風 代表理事 青木　孝行 神奈川県伊勢原市 2

278 ＨＡＶＥＳ合同会社 代表社員 所　研二 神奈川県茅ヶ崎市 3

279 株式会社ＴＲＩＰＬＥ－ｅｆ 代表取締役 中島　翔 神奈川県横浜市 1

280 株式会社アルファメイル 代表取締役 渡邊　洋樹 神奈川県鎌倉市 2

281 株式会社ティーピー・プロジェクト 代表取締役 泉　博文 神奈川県川崎市 3

282 株式会社ＩＭＡＧＥ．Ｌｉｎｋ 代表取締役 豊口　直行 神奈川県横浜市 4

283 株式会社ＥＤＡ 代表取締役 小野　博隆 神奈川県横浜市 3

284 桜開発　株式会社 代表取締役 櫻田　智文 神奈川県相模原市 2

285 株式会社　ＳＵＲＦ　ＣＡＰＰ 代表取締役 水口　憲治 神奈川県横浜市 4

286 株式会社ＨｅａｌｔｈＣａｒｅＧａｔｅ 代表取締役 保田　浩文 神奈川県横浜市 2

287 社会福祉法人ビーハッピー 理事長 渡邉　典夫 神奈川県秦野市 5

288 株式会社　サイレンスネット 代表取締役 千田　達雄 神奈川県横浜市 2

289 株式会社ホリウチ 代表取締役社長 堀内　三千雄 神奈川県横浜市 1

290 岳南工業株式会社 代表取締役 八木澤　勝正 神奈川県横浜市 1

291 有限会社コア企画 取締役 畑中　雄太 神奈川県厚木市 2

292 株式会社のぞみ建設 代表取締役 曽根　智義 神奈川県横浜市 4

293 高津総合法律事務所 堀川　敦 神奈川県川崎市 1

294 株式会社ロジナス 代表取締役 山本　啓一 神奈川県逗子市 4

295 株式会社シスミックインテグレーション 代表取締役 佐々木　博史 神奈川県鎌倉市 2

296 株式会社オムニクス 代表取締役 飯田　芳彦 神奈川県横浜市 1

297 株式会社　ライフプロダクション 代表取締役 坂本　仁 神奈川県横須賀市 3

298 株式会社ジェネラルインシュアランスエイジェンシー 代表取締役 城　英雄 神奈川県横浜市 2
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299 株式会社神菱商事 代表取締役 菱山　昭宏 神奈川県厚木市 2

300 株式会社シンキ 代表取締役 本田　慎也 神奈川県横浜市 3

301 一般社団法人ＡＯＨ　 代表理事 伊藤　紀幸 神奈川県横浜市 1

302 ピーアンドシー株式会社　 代表取締役 夏目　繫昌 神奈川県横浜市 1

303 医療法人社団若葉堂 理事長 大場　啓一郎 神奈川県相模原市 2

304 株式会社ブレイン・スタッフ 代表取締役 江成　健一 神奈川県小田原市 2

305 株式会社ヘリオス 代表取締役 林　卓一 神奈川県三浦市 3

306 橋本　隆 神奈川県川崎市 1

307 株式会社ダイドウトランスプラネット 代表取締役 加藤　毅 神奈川県横浜市 2

308 株式会社　ラパン 代表取締役 野田　周吾 神奈川県鎌倉市 2

309 有限会社オーキッドシード 代表取締役 山田　裕隆 神奈川県横浜市 2

310 アイエスシー株式会社 代表取締役 寺田　浩之 神奈川県横浜市 3

311 株式会社アド・クリエイション 代表取締役社長 高崎　幸男 神奈川県横浜市 5

312 株式会社ショコラボ 代表取締役 伊藤　紀幸 神奈川県横浜市 1

313 株式会社不動産投資研究所 代表取締役 伊藤　紀幸 神奈川県横浜市 1

314 カルナフォート　株式会社 代表取締役 小笠原　義彦 神奈川県横浜市 2

315 株式会社こねくと 代表取締役 田村　大幸 神奈川県横浜市 1

316 Ｄ．Ｓ．ＬＩＮＥ有限会社 取締役 下澤　勇一 神奈川県平塚市 2

317 ウルトラフーズ株式会社 代表取締役 松野　克成 神奈川県横浜市 2

318 株式会社ＲＹＸＴＥＣ 代表取締役社長 原田　泰輝 神奈川県横浜市 3

319 曙工業　株式会社 代表取締役 柏木　繁範 神奈川県綾瀬市 1

320 株式会社オガワ 代表取締役 小川　健治 神奈川県横浜市 4

321 社会福祉法人愛伸会 理事長 山口　政幸 神奈川県愛甲郡愛川町 1

322 株式会社　バネックス 代表取締役 齋藤　大典 神奈川県横浜市 3

323 有限会社ティーエフシー 取締役 竹内　昭記 神奈川県川崎市 2

324 株式会社セントラルコンサルティング 代表取締役 水島　博已 神奈川県横浜市 2

325 株式会社　なかじま 代表取締役 中島　康一 神奈川県横浜市 4

326 株式会社オカザキ 代表取締役 岡﨑　勝美 神奈川県横浜市 3

327 エステックプロ合同会社 代表社員 前西　浩二 神奈川県横浜市 2

328 有限会社　ノボル工業所 代表取締役 前川　登 神奈川県愛甲郡愛川町 1

329 有限会社Ｍ＆Ｍ 取締役 西田　正道 神奈川県厚木市 3

330 株式会社ＭＥＬＩＡ 代表取締役 小澤　鉄矢 神奈川県横浜市 4

331 有限会社　早川製作所 代表取締役 内川　竜太 神奈川県川崎市 2

332 有限会社アース 取締役 荒牧　耕嗣 神奈川県横浜市 2

333 有限会社庭匠．梅澤 代表取締役 梅澤　保雄 神奈川県鎌倉市 3

334 日本メカトロニクス株式会社 代表取締役 實井　喜一 神奈川県川崎市 3

335 東方建設株式会社 代表取締役社長 林　嘉枝 神奈川県横浜市 3

336 株式会社がってん 代表取締役 三浦　恵美 神奈川県横浜市 1

337 フェデラル・タンクライナー株式会社 代表取締役 政藤　雄一 神奈川県横浜市 2

338 特定非営利活動法人　レスパイト・ケアサービス萌 代表理事 中畝　治子 神奈川県横浜市 2

339 有限会社高野会計事務所 取締役 高野　明基 神奈川県横浜市 2

340 石橋　琢磨 神奈川県相模原市 1

341 一般社団法人ペガサス 代表理事 木村　志義 神奈川県平塚市 1

342 特定非営利活動法人三浦市介護サービスセンター 理事長 髙柳　　慶枝 神奈川県三浦市 1

343 株式会社春海水産 代表取締役 牧野　慎一郎 神奈川県小田原市 5

344 ＮＰＯ法人チャレンジドサポートプロジェクト 理事長 北村　奨 神奈川県川崎市 1

345 アイティーホーム　株式会社 代表取締役 石井　稔大 神奈川県厚木市 1

346 川崎みらい行政書士法人 代表社員 李　恩珉 神奈川県川崎市 3

347 あさだ歯科医院 浅田　清 神奈川県小田原市 2

348 株式会社　ＡＺＡＳ． 代表取締役 阿部　圭 神奈川県藤沢市 3
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349 株式会社いろどり 代表取締役 黒沼　彩 神奈川県厚木市 5

350 有限会社ポットベリー 代表取締役 家入　秀明 神奈川県横浜市 1

351 株式会社露木建設 代表取締役 露木　晴雄 神奈川県横浜市 3

352 株式会社スポーティフ 代表取締役 岩倉　具司 神奈川県茅ヶ崎市 3

353 株式会社　交栄 代表取締役 市原　千秋 神奈川県横浜市 3

354 株式会社　アクティス 代表取締役 滝本　圭 神奈川県横浜市 3

355 ウィシェア株式会社 代表取締役 賀来　彩夏 神奈川県横浜市 3

356 一般社団法人おやこえっせ 代表理事 前田　かおり 神奈川県藤沢市 1

357 株式会社ＢＡＬＡＮＣＥ 代表取締役 西澤　力 神奈川県横浜市 5

358 モトミ株式会社 代表取締役 星川　愛華 神奈川県横浜市 4

359 株式会社洗車の王国 代表取締役 相原　浩 神奈川県伊勢原市 2

360 株式会社アイアールシー 代表取締役 茂野　光將 神奈川県川崎市 3

361 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　ふれあい都筑 理事長 石田　ひで子 神奈川県横浜市 3

362 株式会社水芳園芸 代表取締役 古田　　綾恵 神奈川県横浜市 3

363 株式会社　イセヤ 代表取締役 白石　俊彦 神奈川県横浜市 1

364 アンダンテ株式会社 代表取締役 畠山　大志郎 神奈川県横浜市 3

365 センチュリーハウジング　株式会社 代表 飯田　隆三 神奈川県伊勢原市 2

366 株式会社ＧＥＡＳＳ 代表取締役 大藤　秀起 神奈川県平塚市 3

367 株式会社ソーシエ 代表取締役 大畑　翔一 神奈川県横浜市 4

368 株式会社アセゾネ 代表取締役 渡邊　茂 神奈川県横浜市 3

369 株式会社ゼノファイル 代表取締役 岩﨑　大輔 神奈川県足柄上郡開成町 3

370 株式会社ゼノリス 代表取締役 岩﨑　大輔 神奈川県茅ヶ崎市 3

371 株式会社クライミングシルバー 代表取締役 渡邊　茂 神奈川県横浜市 3

372 有限会社精浜サービス 代表取締役 内藤　祐一 神奈川県横浜市 2

373 アザエンジニアリング株式会社 代表取締役 長谷川　孝 神奈川県相模原市 2

374 株式会社　港屋 代表取締役 時松　龍平 神奈川県藤沢市 2

375 株式会社デージーエスメディカル 代表取締役 岩田　靖 神奈川県相模原市 3

376 イーライフ株式会社 代表取締役 魏　亦昌 神奈川県横浜市 4

377 石井造園株式会社 代表取締役 石井　直樹 神奈川県横浜市 2

378 ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＭＡＣＨＩＮＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 代表取締役 松尾　康弘 神奈川県横浜市 5

379 株式会社ユナイテッドフィールド 代表取締役 川嶋　隆之 神奈川県横浜市 4

380 株式会社エリアドライブ 代表取締役 福井　二郎 神奈川県横浜市 3

381 株式会社ティーエフ 代表取締役 中冨　基夫 神奈川県横浜市 2

382 オヤマパック株式会社 代表取締役 髙田　佳昭 神奈川県海老名市 3

383 株式会社ｃｏｍｐａｓｓ 代表取締役 肥沼　周平 神奈川県横浜市 5

384 社会保険労務士法人　かながわ労務 代表社員 建部　卓也 神奈川県厚木市 1

385 有限会社　相陽工業 代表取締役 坂崎　俊介 神奈川県茅ヶ崎市 2

386 ピーエムユー株式会社 代表取締役 前田　克実 神奈川県横浜市 1

387 合同会社Ｋ．Ｈコミュニケーションズ 代表社員 堀川　啓佑 神奈川県川崎市 3

388 株式会社ジョン 代表取締役 渋谷　慶太 神奈川県横浜市 5

389 Ｋ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 代表取締役 小島　健太郎 神奈川県高座郡寒川町 2

390 株式会社八花社 代表取締役 角田　園久 神奈川県平塚市 2.5

391 ハイツリー株式会社 代表取締役 高木　拓真 神奈川県横浜市 5

392 株式会社　アリア 代表取締役 野島　義廣 神奈川県横浜市 5

393 株式会社ノナシステム 代表取締役 岩原　幸男 神奈川県横浜市 5

394 有限会社プラスエヌ 取締役 梅崎　伸幸 神奈川県横浜市 4

395 株式会社システムクリエーション 代表取締役 星川　耀邦 神奈川県横浜市 5

396 有限会社　ヤマカワ 代表取締役 山川　勝美 神奈川県川崎市 5

397 株式会社横廣 代表取締役 河上　純也 神奈川県横浜市 2

398 株式会社ルルドレッサー 代表取締役 保田　夏美 神奈川県横浜市 2
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399 株式会社バロンドール 代表取締役 渡邊　典昭 神奈川県相模原市 3

400 吉川醸造株式会社 代表取締役 合頭　義理 神奈川県伊勢原市 3

401 株式会社　湘南資材 代表取締役 佐藤　美華 神奈川県平塚市 1

402 合同会社Ｃａｃｈｅ－Ｃａｃｈｅ 代表社員 西村　守人 神奈川県横浜市 5

403 株式会社カルチャー 代表取締役 緑川　佳晴 神奈川県三浦郡葉山町 2

404 三ツ矢設備工業株式会社 代表取締役社長 田中　孝行 神奈川県横浜市 1

405 株式会社ユーエルＳＥＲＶＩＣＥ 代表取締役 大塚　久吉 神奈川県横浜市 3

406 株式会社Ｄａｍｉａ 代表取締役 片山　陽子 神奈川県横浜市 5

407 株式会社ＨＩＲＯＳＥ 代表取締役社長 田端　英紀 神奈川県綾瀬市 5

408 ホームエンゼル株式会社 代表取締役 田中　政春 神奈川県横浜市 3

409 有限会社サンクリーン 代表取締役 青木　仁 神奈川県平塚市 2

410 特定非営利活動法人トムトム 理事長 伊藤　久美子 神奈川県茅ヶ崎市 5

411 ｉｎｓｙｏ合同会社 代表社員 黒川　有亮 神奈川県横浜市 2

412 株式会社サイテック 代表取締役 齊藤　義博 神奈川県横浜市 2

413 スレッドハーフ株式会社 代表取締役 吉田　洋 神奈川県横浜市 4

414 株式会社リバティ 代表取締役 井上　正己 神奈川県横浜市 3

415 株式会社あたた 代表取締役 佐々木　貴也 神奈川県横浜市 2

416 株式会社伊勢佐木町フード・サービス 代表取締役 木下　友介 神奈川県横浜市 2

417 株式会社ＡＺＣコンサルティング 代表取締役 邢　磊 神奈川県横浜市 2

418 株式会社ライフメディア 代表取締役 浦西　均 神奈川県横須賀市 2

419 株式会社　村山製作所 代表取締役 日野原　技 神奈川県横浜市 3

420 株式会社ＬＳＴ 代表取締役 小島　歩 神奈川県横浜市 5

421 株式会社ベルグループ 代表取締役社長 鈴木　亮太 神奈川県横浜市 3

422 学校法人　彩煌学園 理事長 君嶋　博明 神奈川県横浜市 1

423 株式会社　横浜セントラルビソー 代表取締役 古田　晃 神奈川県横浜市 5

424 日本エイシス株式会社 代表取締役 井上　亮一 神奈川県横浜市 5

425 徳永　宣明 神奈川県平塚市 2

426 野口リゾートマネジメント株式会社 代表取締役 野口　秀夫 北海道登別市 3

427 株式会社サトウ企画 代表取締役 伊藤　絵理 神奈川県川崎市 3

428 合同会社アンドコー 代表社員 日江井　泰宏 東京都目黒区 2

429 株式会社　亜久里工業 代表取締役 谷口　　　亜久里 神奈川県厚木市 1

430 株式会社Ｐｉｃｎｉｃ　ｗｉｔｈ　Ｓｕｇａｒ 代表取締役 鶴野　太朗 神奈川県川崎市 1

431 株式会社トープラ 代表取締役 大滝　靖生 神奈川県小田原市 1

432 株式会社トープラホームズ 代表取締役 向笠　哲史 神奈川県小田原市 1

433 有限会社十勝 取締役 大滝　靖生 神奈川県小田原市 1

434 株式会社江戸清 代表取締役 高橋　伸昌 神奈川県横浜市 2

435 湘南Ｋｒｉｓ株式会社 代表取締役 大久保　敏之 神奈川県茅ヶ崎市 4

436 株式会社えんがわ 代表取締役 榊原　浩二 神奈川県川崎市 3

437 株式会社ピースフル 代表取締役 福島　圭介 神奈川県相模原市 3

438 株式会社日本総建 代表取締役 徳山　勇次 神奈川県高座郡寒川町 3

439 株式会社サンユー 代表取締役 越智　徹明 神奈川県横浜市 5

440 株式会社ＡＣＳＨＵ 代表取締役 荒瀬　潤 神奈川県横浜市 4

441 株式会社クリエイティブ湘南 代表取締役 田中　敏枝 神奈川県平塚市 3

442 株式会社ウィルフォワード 代表取締役 成瀬　拓也 神奈川県鎌倉市 5

443 エース技研株式会社 代表取締役 荒巻　邦博 神奈川県伊勢原市 2

444 小林絵理香税理士事務所 小林　絵理香 神奈川県横須賀市 2

445 林会計事務所 林　裕昭 神奈川県横浜市 2

446 株式会社アリス 代表取締役 淺賀　靖惠 神奈川県横浜市 2

447 石川　明生 神奈川県平塚市 4

448 二宮商事株式会社 代表取締役 二宮　教晃 神奈川県川崎市 3
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449 有限会社花昇 取締役 辻　悠介 神奈川県横浜市 3

450 株式会社真成コーポレーション 代表取締役 河原　知弘 神奈川県川崎市 5

451 株式会社マキオコーポレーション 代表取締役 下村　麻企男 神奈川県横浜市 3

452 有限会社保険バンク 取締役 八木　克昌 神奈川県川崎市 4

453 株式会社Ｓｔａｙ　ｈｕｎｇｒｙ 代表取締役 林　純矢 神奈川県横浜市 2

454 株式会社ピクニックルーム 代表取締役 後藤　清子 神奈川県横浜市 6

455 株式会社イー・エム・シー・ジャパン 代表取締役 村上　薫 神奈川県相模原市 5

456 港北油化株式会社 代表取締役 金子　裕一 神奈川県横浜市 2

457 リ・バース株式会社 代表取締役 生田　篤識 神奈川県川崎市 3

458 島崎株式会社 代表取締役 島崎　尚己 神奈川県横浜市 2

459 栄光テクニカルサービス株式会社 代表取締役 関口　克美 神奈川県川崎市 3

460 協同工業株式会社 代表取締役 安澤　芳生 神奈川県横浜市 2

461 関　広多 神奈川県横浜市 2

462 株式会社ＮｅｏＨｗｌｄ 代表取締役 八田　俊介 神奈川県川崎市 4

463 野毛なおじ 代表 戸井　直二　 神奈川県横浜市 1

464 株式会社旭無線 代表取締役 小山　順一 神奈川県横浜市 6
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