
（別紙）

（敬称略）

商工会議所 氏名 事業所名 実績

馬淵　圭雄 馬淵建設株式会社 業務の拡大

橘　勝也 株式会社創造開発設計 事業の発展

内藤　隆志 内藤たたみ株式会社 業務の拡大

寺崎　武文 株式会社つま正 技術開発

林　治虫 株式会社サカタのタネ 生産性の向上

永野　昌俊 丸全昭和運輸株式会社 業務の合理化

鈴木　康士 相鉄ホールディングス株式会社 生産性の向上

飯田　正信 山陽印刷株式会社 生産性の向上

堀金　俊介 川本工業株式会社 生産性の向上

蒲原　利之 株式会社シンサナミ 技術開発

田所　宗大 岡山建設株式会社 生産性の向上

池田　安志 株式会社日新 業務の合理化

中田　洋司 株式会社京急百貨店 生産性の向上

髙津　茂生 株式会社神奈川保健事業社 生産性の向上

井川　洋行 ハイテック株式会社 生産性の向上

櫻井　正道 株式会社IHI　横浜事業所 生産性の向上

忰田　敦子 株式会社横浜園 生産性の向上

髙橋　浩治 川崎運送株式会社 経営の合理化

竹中　伸幸 株式会社互幸ワークス 業務の拡大、経営の合理化

菅野　忠光 JFEスチール株式会社東日本製鉄所　京浜地区 業務の合理化

岡野　幸正 東芝インフラシステムズ株式会社　小向事業所 生産性の向上

桑田　政彦 プレス工業株式会社　川崎工場 業務の合理化

東　明弘 株式会社テイ.エス.エス 生産性の向上、技術開発

出雲　一裕 TMCシステム株式会社 生産性の向上

近藤　雅之 日本精塩株式会社 業務の合理化

柴田　研一 朝日電気株式会社 業務の合理化

齊藤　光江 末広工業株式会社 業務の合理化

小出　すみ子 株式会社ファッションプラザ京美 生産性の向上
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商工会議所 氏名 事業所名 実績

沼口　光晴 株式会社阿部石材店 生産性の向上、業務の合理化

佐藤　孝男 東芝自動機器システムサービス株式会社 生産性の向上、業務の合理化

佐藤　由紀子 和光産業株式会社 業務の合理化

成瀨　政弘 株式会社アーバン企画開発 生産性の向上

堀切　義和 有限会社堀切塗装工業所 技術開発

片桐　元 楠原輸送株式会社　川崎営業所 業務の合理化

藤田　博一 露木建設株式会社 業務の合理化

新川　茂 東日電設株式会社 技術開発

藤江　久美子 川崎信用金庫 生産性の向上

小山　克己 株式会社三和 事業の発展

櫻内　康裕 株式会社櫻内工務店 経営の合理化

大岩　茂 合同電気工事株式会社 経営の合理化

成田　正秋 エイト技工株式会社 生産性の向上

下村　吾 ＭＨＩさがみハイテック株式会社 技術開発

田代　照子 株式会社ラ・ターブル 生産性の向上

坂之上　亜紀子 株式会社清栄 生産性の向上

日比野　雅弘 株式会社マーク電子 生産性の向上

松下　智 株式会社旭商会 生産性の向上

野中　由紀子 権田金属工業株式会社 業務の合理化

益子　忠大 三菱重工業株式会社　相模原製作所 生産性の向上

山﨑　一守 株式会社山一商事 事業の発展

𠮷田　稔 ミノル介護タクシー 経営の合理化

岡本　修 株式会社港工業 業務の拡大、事業の発展

佐藤　学 お食事呑み処　縁 業務の拡大

井出　竹幸 井出竹幸税理士事務所 経営の合理化

石濃　正彦 福吉屋商店 事業の発展

松原　佐知子 Dessert ＆ Café　Blue Moon 経営の合理化、事業の発展

佐野　奈々枝 有限会社衣笠タイヤ工業所 生産性の向上

横尾　美香 横須賀カレー本舗株式会社 生産性の向上、技術開発

相模原
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商工会議所 氏名 事業所名 実績

服部　信介 株式会社服部商店 経営の合理化

服部　洋平 有限会社リプロ 業務の合理化

中野　由紀子 有限会社中野養蜂園 生産性の向上

藤枝　伸夫 有限会社日興研磨工業所 事業の発展

栗原　リセ子 アクサ生命保険株式会社　湘南営業所 生産性の向上

有坂　和夫 日祥梱包倉庫株式会社 業務の拡大、事業の発展

関野　真一郎 株式会社フィールズ 事業の発展

関口　和成 株式会社関口電気工事 業務の拡大、経営の合理化

皆川　芳樹 有限会社善進商事 事業の発展

有田　道子 株式会社ブレイン・スタッフ 業務の合理化

倉林　卓己 有限会社鳳文堂 業務の合理化

猪野　晶子 有限会社花のコウノ 生産性の向上

海野　和久 小田原ガス株式会社 業務の合理化

出野　正一 有限会社出野木工所 業務の拡大

篠塚　剛 鈴廣かまぼこ株式会社 業務の合理化

磯崎　浩人 株式会社まるだい運輸倉庫 業務の合理化

清海　哲男 有限会社プラクセス 業務の拡大、事業の発展

柏手　茂 湘南ケーブルネットワーク株式会社 業務の拡大、事業の発展

片野　之万 株式会社片野屋 業務の拡大、事業の発展

栁川  正人 株式会社湘南ウイル 業務の拡大、事業の発展

向井　隆夫 神奈川中央交通株式会社 生産性の向上、業務の合理化

妹尾　和茂 株式会社足立機械製作所 生産性の向上、業務の合理化

奥津　孝行 相模石油株式会社 生産性の向上、業務の合理化

関根　靖浩 小林運輸株式会社 生産性の向上、業務の合理化

浅生　建一 浅倉商事株式会社 業務の拡大

西田　光孝 株式会社西田コーポレーション 業務の拡大、事業の発展

土屋　義行 株式会社厚木花環センター 業務の拡大

中野　和辰 日本フルハーフ株式会社 生産性の向上

厚木
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商工会議所 氏名 事業所名 実績

霜島　篤 株式会社アトランティックツアー 事業の発展

橋本　靖博 株式会社東海水源調査管理事務所　神奈川支店 業務の拡大

松澤　修身 株式会社新日本工業 事業の発展

氏家　知 アクサ生命保険株式会社　相模原営業所 生産性の向上

田中　重代 株式会社田中工務店 事業の発展

磯田　賢吾 株式会社イソダ 業務の拡大、事業の発展

菅尾　成彦 鎌倉土建株式会社 事業の発展

前田　健一 株式会社鎌倉ハム富岡商会 生産性の向上

西村　延容 株式会社ニューカマクラ 事業の発展

菅原　正純 菅原水熱株式会社 事業の発展

齋藤　清和 株式会社上州屋ビジネスプランニング 業務の拡大、事業の発展

森田　雅己 日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社 業務の合理化

宮澤　泰隆 株式会社ミヤザワ 事業の発展

井上　徹 株式会社井上 事業の発展

金子　朋子 山野愛子どろんこ美容　茅ヶ崎店 事業の発展

宍倉　留美 株式会社湘南ビューティースタジオ 業務の拡大

矢野　知史 ヤンテック株式会社 業務の合理化

北村　圭一 中栄信用金庫 業務の拡大、事業の発展

北村　久史 だるま商事有限会社 業務の拡大、経営の合理化

山岡　清太 株式会社ＫＭＣＴ　秦野工場 生産性の向上、業務の合理化

布田　捷昭 株式会社寿産業 業務の拡大、事業の発展

髙橋　豊一 有限会社豆峰商店 事業の発展

関野　惠雄 関野惠雄税理士事務所 業務の拡大、事業の発展

千野　博孝 三崎魚類株式会社 業務の拡大、事業の発展

石坂　太郎 有限会社金子慈光堂 業務の拡大、事業の発展

岩﨑　剛 居酒屋とも 業務の拡大、経営の合理化

大谷　謙二郎 株式会社おおたに 業務の拡大、経営の合理化

浅葉　洋介 有限会社浅葉塗装工業所 経営の合理化、事業の発展

三浦
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商工会議所 氏名 事業所名 実績

小松　仲史 有限会社ＰＨセキュリティー 経営の合理化

細野　信義 株式会社北信運送 事業の発展

鴨田　誓一 株式会社トイダック 業務の拡大、事業の発展

山下　康洋 山下建設株式会社 事業の発展

蒔田　亮一 株式会社アドタック 業務の拡大、経営の合理化

佐藤　昌太郎 株式会社サーテック 事業の発展

小林　一弘 株式会社スタイリッシュホーム 事業の発展

本多　圭一 厚木倉庫株式会社 業務の拡大

赤井　岳夫 海老名食品 経営の合理化

今井　明彦 株式会社今井防災商事 業務の拡大

小川　智之 株式会社リガード 業務の拡大

大柴　幹浩 有限会社大柴製作所 業務の拡大

髙橋　優 株式会社栄信社 業務の拡大

海老名

大和
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