
No. 企業・団体名 業種

1 株式会社アド・コーポレーション 運輸・郵便業

2 インターナショナルエンターテインメント株式会社 教育（ＰＴＡを含む）

3 栄光テクニカルサービス株式会社 建設業

4 株式会社エコプロ 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

5 公益財団法人川崎市産業振興財団 その他のサービス

6 川崎市資源リサイクル協同組合 その他のサービス

7 川崎市立川中島中学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

8 川崎市立下河原小学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

9 川崎市立下布田小学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

10 川崎市立古市場小学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

11 かわさき包括的セクシュアリティ教育ネットワークCsexologue 市民団体

12 株式会社ケイ・エス・エス その他のサービス

13 社会福祉法人幸友会小倉はなかご保育園 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

14 佐脇紙器株式会社 製造業

15 ＳＩＶＥＮＴＨ株式会社 その他のサービス

16 株式会社シンテン その他のサービス

17 株式会社スピードアー 卸売・小売業

18 タケダ株式会社 その他のサービス

19 川崎市立橘中学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

20 株式会社ツクリエ その他のサービス

21 株式会社Den 不動産業

22 東京第四友の会　宮前方面　 NPO

23 東洋機器株式会社 卸売・小売業

24 株式会社都市住宅情報センター 不動産業

25 トヨタカローラ神奈川株式会社　溝ノ口店 卸売・小売業

26 株式会社ニクニ 製造業

27 一般社団法人日本国際バレエ協会 教育（ＰＴＡを含む）

28 バイオ・サイト・キャピタル株式会社 その他のサービス

29 ハイテク・リバー 製造業

30 株式会社原設備工業 建設業

31 株式会社富士屋寝具店 卸売・小売業

32 社会福祉法人ふたば愛児会聖美保育園 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

33 ボウノットデザイン合同会社 宿泊・飲食サービス業

34 株式会社マイクロネット 製造業

35 まちの植育研究所 不動産業

36 三井物産フォーサイト株式会社 その他のサービス

37 有限会社三つ葉屋 宿泊・飲食サービス業

38 川崎市立南百合丘小学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）
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39 宮前区青少年指導員連絡協議会 市民団体

40 有限会社八塚工業所 製造業

41 株式会社大和園 建設業

42 株式会社ユカ 卸売・小売業

43 有限会社ライオットオブカラーズ 卸売・小売業

44 株式会社ライフリビングデザイン 建設業

45 有限会社呂甲商事 鉱業



No. 企業・団体名 業種

1 アートコア 製造業

2 RH株式会社 その他のサービス

3 R5エクスプレス株式会社 運輸・郵便業

4 株式会社アールリンク 卸売・小売業

5 株式会社アイ・エンタープライズ 建設業

6 株式会社アイ・エフ・シー その他のサービス

7 株式会社愛花想 その他のサービス

8 株式会社icon actory 建設業

9 アイサーチ・ジャパン（国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター） 市民団体

10 株式会社isub 情報通信業

11 株式会社IJC 宿泊・飲食サービス業

12 株式会社アイシャイン・インターナショナル 卸売・小売業

13 IWT株式会社 建設業

14 株式会社アイナ 製造業

15 株式会社アイベックトラスト 不動産業

16 相本工業 建設業

17 株式会社アイルス 建設業

18 i.works 建設業

19 相和電設株式会社 建設業

20 有限会社あおぬま電気 卸売・小売業

21 赤坂石油株式会社 宿泊・飲食サービス業

22 株式会社赤塚防災設備 建設業

23 Akira Consulting合同会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

24 株式会社アクアラボ 建設業

25 株式会社AXIS 建設業

26 株式会社アクト 製造業

27 朝日工業株式会社　川崎事業所 建設業

28 旭バルブ工業株式会社 製造業

29 株式会社アサマ商事 運輸・郵便業

30 株式会社アズ・ソフトウェア・デザイン 情報通信業

31 株式会社あすなろ建設 建設業

32 株式会社Ａｓｐｉｒｉｎｇlife 卸売・小売業

33 株式会社アスフィード 建設業

34 有限会社アヅミ美装 建設業

35 有限会社アドバンス 不動産業

36 株式会社アトラスヒューマンサイエンス 宿泊・飲食サービス業
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37 株式会社アニマルメディカルセンター 専門・科学技術、業務支援サービス業

38 株式会社アバント 建設業

39 株式会社阿部機械製作所 製造業

40 株式会社阿部工業 建設業

41 阿部工業株式会社 建設業

42 アベコー株式会社 建設業

43 アベメンテナンス株式会社 建設業

44 株式会社天草屋 製造業

45 株式会社雨宮製作所 製造業

46 株式会社荒猪商店 建設業

47 有限会社アルミ窓業所 建設業

48 飯塚電機株式会社 製造業

49 有限会社イーマックス その他のサービス

50 yellowRocket合同会社 教育（ＰＴＡを含む）

51 有限会社五十嵐設備工業所 建設業

52 株式会社池原電設 建設業

53 株式会社井康建設 建設業

54 有限会社石井土建工業 建設業

55 有限会社石原組 建設業

56 株式会社石綿商店 建設業

57 株式会社井田製作所 卸売・小売業

58 株式会社一会塾 教育（ＰＴＡを含む）

59 株式会社伊藤興業 建設業

60 株式会社伊藤鉄工所 製造業

61 有限会社伊藤内装企画 建設業

62 井上運送株式会社 運輸・郵便業

63 伊波電気株式会社 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

64 株式会社imagine その他のサービス

65 株式会社今村設計 製造業

66 有限会社イムラ 不動産業

67 有限会社イルフェジュール 卸売・小売業

68 Ⅰl fait bon 卸売・小売業

69 株式会社以和貴設計事務所 建設業

70 岩本興亜株式会社 その他のサービス

71 岩本興産株式会社 卸売・小売業

72 株式会社WILLTEX 卸売・小売業
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73 株式会社ウインドアンドシー その他のサービス

74 ウインファーマ株式会社 卸売・小売業

75 有限会社ウインファーマ 卸売・小売業

76 株式会社ヴェリィズ 卸売・小売業

77 宇佐美宏騎 建設業

78 卯辰合同会社 不動産業

79 株式会社運動会屋 その他のサービス

80 瑛信ホーム有限会社 不動産業

81 株式会社ＨＴＦ 卸売・小売業

82 医療法人社団栄輝会 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

83 株式会社栄電社 建設業

84 株式会社エイト 建設業

85 株式会社エイト 建設業

86 株式会社A・Will 不動産業

87 株式会社ARE 建設業

88 有限会社AFC その他のサービス

89 株式会社AMI 不動産業

90 株式会社AK 建設業

91 株式会社AKI 建設業

92 株式会社エーケーワンコーポレーション 卸売・小売業

93 abe不動産合同会社 不動産業

94 有限会社江口海苔 製造業

95 SPS OF LEGEND株式会社 運輸・郵便業

96 SPJ株式会社 建設業

97 有限会社エスマップ 建設業

98 合同会社XYZ 運輸・郵便業

99 株式会社エヌ・プランニング 卸売・小売業

100 有限会社NMK 製造業

101 株式会社エフ 建設業

102 株式会社エフ・エム・ティー 卸売・小売業

103 FREコーポレーション株式会社 不動産業

104 株式会社FHS 建設業

105 株式会社MAR 建設業

106 M786合同会社 宿泊・飲食サービス業

107 有限会社江元工業 建設業

108 株式会社エルテック 専門・科学技術、業務支援サービス業
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109 エンジェルグループ株式会社 不動産業

110 一般社団法人エンジェルプロジェクト 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

111 株式会社応研 製造業

112 オウタム合同会社 不動産業

113 大島光学研究所 製造業

114 株式会社オートステージ 卸売・小売業

115 合同会社おかげや 宿泊・飲食サービス業

116 株式会社小川組 建設業

117 株式会社沖電設 建設業

118 奥村雅史税理士事務所 専門・科学技術、業務支援サービス業

119 おたからや中野島店 卸売・小売業

120 株式会社小田工業 建設業

121 株式会社小貫組 建設業

122 株式会社オフィス・カトウ その他のサービス

123 株式会社of the earth 専門・科学技術、業務支援サービス業

124 合同会社alt 情報通信業

125 「音楽のまち・かわさき」推進協議会事務局 市民団体

126 合同会社カウント・ゼロ 卸売・小売業

127 株式会社カグー 教育（ＰＴＡを含む）

128 鹿島環境設備株式会社 建設業

129 株式会社加瀬建設 建設業

130 合同会社肩車 製造業

131 有限会社片山商会 宿泊・飲食サービス業

132 株式会社カチップ 情報通信業

133 株式会社カトウ 製造業

134 株式会社神奈川カッティング工業 建設業

135 カポック株式会社 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

136 株式会社釜仙 卸売・小売業

137 株式会社鎌田 製造業

138 かまた社会保険労務士事務所 その他のサービス

139 川崎壱門 宿泊・飲食サービス業

140 川崎空調設備株式会社 建設業

141 川崎区盛り上げ隊！ 市民団体

142 川崎市管工事業協同組合 建設業

143 川崎武蔵商事株式会社 建設業

144 川崎ルフロン 卸売・小売業
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145 有限会社かわさき労務センター その他のサービス

146 かわしんビジネスサービス株式会社 その他のサービス

147 有限会社川田電機商会 建設業

148 株式会社川平興業 建設業

149 有限会社川村総合メンテナンス その他のサービス

150 有限会社菊池製作所 製造業

151 株式会社菊和製作所 製造業

152 株式会社kitto その他のサービス

153 株式会社キャリアウォーク 専門・科学技術、業務支援サービス業

154 株式会社共圧 建設業

155 有限会社共栄溶接 製造業

156 協親自動車株式会社 卸売・小売業

157 株式会社協成工業 建設業

158 行政書士須山法務事務所 その他のサービス

159 株式会社共和工業 建設業

160 株式会社協和商会 運輸・郵便業

161 株式会社金羊社ロジテム 運輸・郵便業

162 有限会社クールランニング 卸売・小売業

163 グッド株式会社 その他のサービス

164 特定非営利活動法人グッド・クリーンライフ NPO

165 株式会社グッドワン 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

166 國友電機株式会社 製造業

167 株式会社熊谷組　川崎営業事務所 建設業

168 株式会社GRANITA その他のサービス

169 有限会社倉持タイル工業所 建設業

170 株式会社グリーンパーク 卸売・小売業

171 有限会社栗山工業 製造業

172 車屋アルトワークス株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

173 株式会社CREAST 専門・科学技術、業務支援サービス業

174 株式会社グレイスフルマインド 宿泊・飲食サービス業

175 グローバルキャピタル株式会社 不動産業

176 株式会社グローバルワークス 卸売・小売業

177 有限会社黒川製作所 製造業

178 株式会社黒川土木 建設業

179 株式会社クロスライン 卸売・小売業

180 クロノス株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業
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181 株式会社ケアセンターカノア その他のサービス

182 株式会社KIP 建設業

183 有限会社京浜硝子工業所 製造業

184 KRE株式会社 不動産業

185 株式会社ケーエステクニカル 建設業

186 株式会社KMT その他のサービス

187 K'S-Kitchen・Design その他のサービス

188 有限会社Kスタイル 宿泊・飲食サービス業

189 株式会社ケーライン 運輸・郵便業

190 株式会社源久塗装工業 建設業

191 有限会社ケンコー社 不動産業

192 有限会社元和設備 建設業

193 コアーツ株式会社 製造業

194 コアフューテック株式会社 情報通信業

195 興栄工業株式会社 建設業

196 弘電工株式会社 建設業

197 有限会社孝葉防災 建設業

198 有限会社児島防水工業 建設業

199 株式会社五條ビルメンテナンス その他のサービス

200 COS株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

201 株式会社コセキ解体土木 建設業

202 黒光商事株式会社 卸売・小売業

203 有限会社後藤構造設計事務所 建設業

204 Kona株式会社 宿泊・飲食サービス業

205 株式会社小林植木 建設業

206 有限会社ザーラコーポレーション 卸売・小売業

207 有限会社斉藤製作所 製造業

208 有限会社斎藤電業社 建設業

209 株式会社斎物 卸売・小売業

210 saude株式会社 宿泊・飲食サービス業

211 株式会社笹久保建設 建設業

212 さちこども歯科 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

213 有限会社佐藤左官工業 建設業

214 株式会社サトーホーム 建設業

215 サトル商事合同会社 卸売・小売業

216 NPO法人莢・さや NPO
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217 有限会社サワキ工業 建設業

218 株式会社沢田商事 不動産業

219 澤田石材 建設業

220 株式会社沢田電設 建設業

221 株式会社燦 その他のサービス

222 株式会社サンエスコーポレーション 不動産業

223 有限会社三協エンジニアリング 専門・科学技術、業務支援サービス業

224 株式会社三協開発 不動産業

225 三協軽金属工業株式会社 製造業

226 三効工業株式会社 製造業

227 株式会社サンシルバー 製造業

228 有限会社三誠興業 不動産業

229 三武建設株式会社 建設業

230 株式会社三祐企画 建設業

231 株式会社GNOホームプランニング 建設業

232 株式会社CFホーム 不動産業

233 ＪＳＭ株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

234 JWE株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

235 有限会社シティートライ 製造業

236 株式会社シナジー その他のサービス

237 有限会社柴田製作所 製造業

238 有限会社下山工務店 建設業

239 株式会社JASTAP 運輸・郵便業

240 ジャパン・ブランド・オークション株式会社 卸売・小売業

241 ジャパンコントロールサービス株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

242 株式会社秀栄 運輸・郵便業

243 ジョイテック株式会社 その他のサービス

244 医療法人社団憧瞳会アイアンドイアーズ小杉タワークリニック 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

245 有限会社城南電機設備 建設業

246 有限会社仁 不動産業

247 有限会社神越自動車工業 その他のサービス

248 株式会社シンカ 卸売・小売業

249 株式会社伸機 卸売・小売業

250 有限会社シンクリエイティブ 不動産業

251 株式会社新生エンジニアリング 建設業

252 新装サービス株式会社 建設業
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253 信明商事株式会社 その他のサービス

254 株式会社辰陽 建設業

255 有限会社菅原自動車鈑金 その他のサービス

256 杉山工事株式会社 建設業

257 株式会社SQUARE 不動産業

258 株式会社すし将 宿泊・飲食サービス業

259 有限会社鈴木葬儀店 その他のサービス

260 有限会社ステップリフォーム 建設業

261 須藤開発興業株式会社 建設業

262 株式会社ストーン 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

263 株式会社ストリートデザイン その他のサービス

264 澄川精密株式会社 製造業

265 有限会社住吉屋総本店 製造業

266 株式会社セーフティ共和 その他のサービス

267 株式会社General Construction・SATORU 建設業

268 株式会社ゼロワン その他のサービス

269 株式会社繊研社 卸売・小売業

270 SOARテック株式会社 建設業

271 株式会社ソアビタ その他のサービス

272 ぞうのたまご株式会社 卸売・小売業

273 株式会社相部建設 建設業

274 株式会社ソエル 卸売・小売業

275 第一環境株式会社 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

276 株式会社大勝工務店 建設業

277 大恵建設株式会社 建設業

278 大幸機器株式会社 製造業

279 有限会社大師金属商事 宿泊・飲食サービス業

280 有限会社大心総業 建設業

281 タイセー理研株式会社 製造業

282 DiningBarR 宿泊・飲食サービス業

283 大明商事株式会社 金融・保険業

284 株式会社ダイヤ建設 建設業

285 株式会社タイヤショップジャパン 卸売・小売業

286 有限会社ダイユー 建設業

287 太陽機器販売株式会社 製造業

288 太洋システム株式会社 製造業
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289 株式会社大義製作所 製造業

290 川崎市立平小学校 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）

291 ThaiRestaurant Maitai 宿泊・飲食サービス業

292 高橋キース司法書士事務所 その他のサービス

293 タカハラ帆布 製造業

294 株式会社高山工業 建設業

295 高山理瑛 その他のサービス

296 株式会社TAXCEL 建設業

297 有限会社匠技建 建設業

298 有限会社たくみ電気 建設業

299 武居食堂 宿泊・飲食サービス業

300 合同会社たけうち薬局 卸売・小売業

301 株式会社武田屋 その他のサービス

302 タチバナ防災電設株式会社 建設業

303 有限会社田中梱包 運輸・郵便業

304 多摩ギヤー製作所 製造業

305 タマ設備工業株式会社 建設業

306 株式会社たむら事務所 その他のサービス

307 株式会社田村屋 卸売・小売業

308 株式会社チームC その他のサービス

309 株式会社チトセエンタープライズ その他のサービス

310 株式会社忠道産業 宿泊・飲食サービス業

311 ちゅら電設株式会社 建設業

312 付麺屋壱志 宿泊・飲食サービス業

313 Tsutsui合同会社 製造業

314 有限会社綱太 建設業

315 株式会社つばさ精工 製造業

316 有限会社ＴＲＣ 不動産業

317 株式会社ディーエムアール 不動産業

318 株式会社ティーカラー 建設業

319 株式会社TGR 建設業

320 株式会社TGR東京 建設業

321 株式会社ティーズ 建設業

322 株式会社TDS 専門・科学技術、業務支援サービス業

323 株式会社TTｓｔｙｌｅ 建設業

324 株式会社テクシー 卸売・小売業
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325 有限会社デコラボ 建設業

326 株式会社出羽商事運輸 運輸・郵便業

327 株式会社天空 卸売・小売業

328 株式会社10CLIP その他のサービス

329 デンセイシリウス株式会社 情報通信業

330 東相産業株式会社 製造業

331 有限会社東栄精工 製造業

332 株式会社東科精機 製造業

333 東郷自動車販売 卸売・小売業

334 有限会社東電舎テック 製造業

335 有限会社東日機工工事 建設業

336 有限会社東野工業所 製造業

337 堂本製菓株式会社 製造業

338 TOASt その他のサービス

339 トータス工業株式会社 建設業

340 株式会社トータルアート 建設業

341 株式会社トーヨー 卸売・小売業

342 TORU SAITO Bespokeshoemaker 専門・科学技術、業務支援サービス業

343 特定非営利活動法人Athletic Sport Club Todoroki NPO

344 株式会社常角製作所 製造業

345 株式会社トップ・サービス その他のサービス

346 株式会社TOPコンサルティング その他のサービス

347 株式会社トップス その他のサービス

348 有限会社トビタ船舶 その他のサービス

349 トラスト住販株式会社 不動産業

350 株式会社トランスクルー 運輸・郵便業

351 鶏笑　中野島店 宿泊・飲食サービス業

352 トリフォリオ株式会社 宿泊・飲食サービス業

353 鳥本塗工株式会社 建設業

354 とんかつ叶 宿泊・飲食サービス業

355 内藤電誠工業株式会社 製造業

356 株式会社内藤電誠町田製作所 製造業

357 中栄園 農林水産業

358 有限会社中島金属 卸売・小売業

359 株式会社長島工業 建設業

360 株式会社長島美創 建設業
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361 株式会社中田回漕店 運輸・郵便業

362 株式会社中務築炉 建設業

363 株式会社仲友工業 建設業

364 ナカノシマリサイクルショップ 卸売・小売業

365 株式会社中原屋 その他のサービス

366 有限会社永山興業 建設業

367 株式会社ナチュラ 宿泊・飲食サービス業

368 ナチュラル合同会社 その他のサービス

369 合同会社なっぱ 宿泊・飲食サービス業

370 株式会社南洲フーズ 宿泊・飲食サービス業

371 南進建設株式会社 建設業

372 24Wine＆Coffee Stand 宿泊・飲食サービス業

373 有限会社ニクス 建設業

374 合同会社西村組 宿泊・飲食サービス業

375 有限会社日栄 その他のサービス

376 株式会社ニチエー その他のサービス

377 日祐グループ 運輸・郵便業

378 株式会社ＮＩＫＫＥＹ ＧＲＯＵＰ 建設業

379 ニッケン建設株式会社 建設業

380 日進商事 不動産業

381 株式会社日清電設 建設業

382 日東ガルテック株式会社 製造業

383 日東テクノ株式会社 製造業

384 株式会社日豊 その他のサービス

385 日本電気株式会社玉川事業場 製造業

386 日本ビルコン株式会社 その他のサービス

387 株式会社日本ヴューテック 製造業

388 株式会社ネオテクニカル 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

389 根岸伝動機械株式会社 製造業

390 ネクストテラス株式会社 その他のサービス

391 有限会社ノマ 運輸・郵便業

392 有限会社野村塗装店 建設業

393 株式会社パートナー 建設業

394 株式会社ハーバー・ライツ 卸売・小売業

395 株式会社ハイサイ 建設業

396 hauz porte株式会社 建設業
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397 株式会社バウテック 建設業

398 有限会社博栄運輸 運輸・郵便業

399 有限会社橋爪スター商会 その他のサービス

400 株式会社バスリメイク 建設業

401 株式会社長谷部機工 建設業

402 合同会社ハッピーフィールド 宿泊・飲食サービス業

403 株式会社バディトラスト 卸売・小売業

404 株式会社ハビタット 建設業

405 有限会社ハマダ管工 建設業

406 有限会社濱中製作所 製造業

407 有限会社浜名計装 建設業

408 株式会社浜名建築創房 建設業

409 株式会社原子内装 建設業

410 株式会社原トラスト その他のサービス

411 生活協同組合パルシステム神奈川 その他のサービス

412 合資会社パワーズ 宿泊・飲食サービス業

413 パン工房トナカイ 宿泊・飲食サービス業

414 株式会社PSTEC 建設業

415 Peek A Boo 宿泊・飲食サービス業

416 合同会社PeakGrandeur 専門・科学技術、業務支援サービス業

417 株式会社東日本ハウジング 不動産業

418 有限会社樋口製作所 製造業

419 有限会社美術工芸舎 製造業

420 ビッグバンブー合同会社 その他のサービス

421 株式会社ビックリユース 卸売・小売業

422 PICCOLO ITALY tucca 宿泊・飲食サービス業

423 人の森株式会社 建設業

424 特定非営利活動法人ひまわりの里 NPO

425 ピュアハウス株式会社 不動産業

426 美容室アルコバレーノ/Rｉｂｉｎｅｔ福祉理美容師ネットワーク 宿泊・飲食サービス業

427 平川建設株式会社 建設業

428 株式会社ビルテックス 建設業

429 ビルドエンジニア株式会社 建設業

430 合同会社ヒルビレッヂ 卸売・小売業

431 広井建設工業株式会社 建設業

432 株式会社ファーストクラス 卸売・小売業
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433 株式会社ファンチップ 情報通信業

434 株式会社VR住宅公園 専門・科学技術、業務支援サービス業

435 有限会社フィクスエンド・デザイン その他のサービス

436 株式会社VCJホールディングス 専門・科学技術、業務支援サービス業

437 株式会社Ⅴ３ 建設業

438 株式会社Fit その他のサービス

439 株式会社フェニックス 建設業

440 有限会社フェニックス 建設業

441 株式会社フェニックス工業 製造業

442 株式会社フォーリンクス その他のサービス

443 有限会社福主美商事 宿泊・飲食サービス業

444 福田製作所 製造業

445 株式会社福地 不動産業

446 富士工業株式会社 製造業

447 冨士越工業株式会社 製造業

448 株式会社フジスポーツ 卸売・小売業

449 富士精機株式会社 製造業

450 株式会社富士電気商会 建設業

451 株式会社藤原電工 建設業

452 有限会社双葉建具店 建設業

453 株式会社フタバ電業社 建設業

454 株式会社ブックランド 建設業

455 プライムコーポレーション株式会社 その他のサービス

456 株式会社FLYING MOTUS 情報通信業

457 株式会社プランニング・プラス 専門・科学技術、業務支援サービス業

458 株式会社freedom その他のサービス

459 有限会社フルーツガーデン 不動産業

460 古川電業株式会社 建設業

461 株式会社ブルペン 卸売・小売業

462 有限会社プルミエール その他のサービス

463 ぷるんぷりん その他のサービス

464 株式会社フロシャイム 建設業

465 株式会社プロムスタイル 不動産業

466 ヘアーサロンエノモト その他のサービス

467 有限会社Base 建設業

468 株式会社聘珍樓 宿泊・飲食サービス業
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469 Best Quality株式会社 建設業

470 有限会社ベストコーポレーション 建設業

471 株式会社北條電気設備 建設業

472 法政通り商店街振興組合 市民団体

473 株式会社ボウルスター 卸売・小売業

474 合同会社home 卸売・小売業

475 株式会社帆苅自動車硝子 その他のサービス

476 有限会社北栄自動車 その他のサービス

477 有限会社細野工業 建設業

478 堀田光学工業株式会社 製造業

479 株式会社ホテル精養軒 宿泊・飲食サービス業

480 ボナール洋菓子店 卸売・小売業

481 pono合同会社 その他のサービス

482 有限会社ホリ造形スタジオ 製造業

483 株式会社ホリデン 建設業

484 有限会社ポリピース化工 建設業

485 株式会社BoLT 建設業

486 株式会社ホワイト急便羽田 その他のサービス

487 ホワイト商会 その他のサービス

488 株式会社マーベラスコーポレーション 不動産業

489 株式会社マーベリック その他のサービス

490 株式会社マイルストーンジャパン 卸売・小売業

491 前之浜三線工房 その他のサービス

492 株式会社誠屋 その他のサービス

493 正宗産業株式会社 建設業

494 株式会社マジョリティホルス その他のサービス

495 松浦企業株式会社 建設業

496 株式会社松岡工業 建設業

497 株式会社松尾設備工業 建設業

498 MACD&SIGNAL株式会社 建設業

499 松崎建興有限会社 建設業

500 株式会社松村工業 建設業

501 松村塗装工業株式会社 建設業

502 有限会社松本工業 建設業

503 松本精研株式会社 製造業

504 株式会社マトイ その他のサービス
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505 マネジン株式会社 その他のサービス

506 有限会社丸紘ハウジング 建設業

507 株式会社マルトエレベーター 建設業

508 丸邦運輸サービス株式会社 運輸・郵便業

509 株式会社丸若 卸売・小売業

510 株式会社マルワ開発 建設業

511 株式会社三上工業 製造業

512 合同会社水上通商 運輸・郵便業

513 ミツカワ電機株式会社 製造業

514 MID/HILL 建設業

515 有限会社港電設 建設業

516 有限会社南産業 建設業

517 有限会社峯沢工務店 建設業

518 有限会社宮川建創 建設業

519 有限会社宮城工業 建設業

520 株式会社宮城興業 建設業

521 宮本電機工業株式会社 その他のサービス

522 株式会社宮山・宮山スポーツプラザ その他のサービス

523 みらべるリズムリトミック その他のサービス

524 特定非営利活動法人むくの木 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

525 武蔵小杉駅前通り商店街振興組合 市民団体

526 協同組合武蔵小杉商店街 市民団体

527 武蔵小杉税理士法人 専門・科学技術、業務支援サービス業

528 株式会社村田塗装工業所 建設業

529 株式会社村山工務店 建設業

530 株式会社メイク 建設業

531 株式会社明琉 建設業

532 めがね屋HARU 卸売・小売業

533 株式会社メディア・トラスト 情報通信業

534 株式会社メディカルアーツ その他のサービス

535 メルカート株式会社 建設業

536 最上テック株式会社 製造業

537 有限会社杢兵衛製作所 製造業

538 合同会社MOTILABO 専門・科学技術、業務支援サービス業

539 有限会社茂木建設 建設業

540 株式会社モモロジスティクス 運輸・郵便業
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541 株式会社森下測量設計 専門・科学技術、業務支援サービス業

542 株式会社八木 建設業

543 山口商事株式会社 宿泊・飲食サービス業

544 有限会社山口板金工業 建設業

545 山崎建設株式会社 建設業

546 有限会社山佐塗装店 建設業

547 有限会社山善工務店 建設業

548 有限会社山善商事 不動産業

549 山田孝一 不動産業

550 有限会社山手工業所 その他のサービス

551 株式会社山登内装 建設業

552 有限会社山中電機商会 その他のサービス

553 株式会社山ノ井造園 建設業

554 株式会社山本総合企画 不動産業

555 有限会社ユー・エンド・アイ 卸売・小売業

556 UND合同会社 建設業

557 又新運輸株式会社 運輸・郵便業

558 又新トランスポート株式会社 運輸・郵便業

559 融達株式会社 宿泊・飲食サービス業

560 EURO TRADING NMK株式会社 卸売・小売業

561 有限会社豊空調設備 建設業

562 ユタカ電気株式会社 製造業

563 株式会社ゆりが丘ケアスタッフ その他のサービス

564 横浜高周波工業株式会社 製造業

565 株式会社横浜ホームビルド 建設業

566 株式会社ヨシザワ その他のサービス

567 有限会社慶商 運輸・郵便業

568 有限会社ヨシダ 製造業

569 株式会社ライトハート 運輸・郵便業

570 株式会社ライフメディカル 卸売・小売業

571 ランドエフ株式会社 不動産業

572 有限会社リード 建設業

573 株式会社りくつな 情報通信業

574 Rizumu株式会社 建設業

575 株式会社リペアフィールド その他のサービス

576 株式会社龍興 建設業
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577 株式会社LiliCoco その他のサービス

578 レヴェックスコンサルタント株式会社 専門・科学技術、業務支援サービス業

579 レラシオン株式会社 その他のサービス

580 Roast Design Coffee 宿泊・飲食サービス業

581 有限会社ロータス・ジャパン 卸売・小売業

582 株式会社ワイエムアイ 建設業

583 株式会社ワイズ 建設業

584 株式会社わい・わい 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など）

585 若築建設株式会社　横浜支店 建設業

586 株式会社和光精機 製造業

587 和食処たまゆら 宿泊・飲食サービス業

588 WAZN 宿泊・飲食サービス業

589 有限会社和成工業 製造業

590 有限会社ワックス 建設業


