
令和5年4月1日現在
（五十音順・敬称略）

株式会社ありあけ 藤　木　久　三
学校法人岩谷学園 岩　谷　伸　一
株式会社おもちゃのこばやし 小　林　成　一
株式会社オリマツ 平　野　孝　夫
神奈川トヨタ自動車株式会社 上　野　健　彦
神奈川日産自動車株式会社 髙　木　恵　一

〇 合名会社北川製粉所 北　川　裕　司
クラフトリカーズ株式会社 佐　藤　喬　彦
株式会社栗田園 栗　田　　　 裕
株式会社京急百貨店 竹　谷　英　樹
株式会社柴橋商会 柴　橋　和　弘

〇 株式会社スタージュエリーブティックス 永　井　淳　二
相鉄ローゼン株式会社 曽　我　清　隆
株式会社そごう・西武　そごう横浜店 花　房　信　成
株式会社ダイイチ 鈴　木　一　男
株式会社髙島屋　横浜店 髙　田　明　宏
高梨乳業株式会社 髙　梨　信　芳
株式会社つま正 小　山　正　和
株式会社白楽花園 小　泉　　　 徹
富士シティオ株式会社 菊　池　淳　司

 ◎ 株式会社文明堂 平　川　尚　義
安室商事株式会社 安　室　伸　一
株式会社八千代ポートリー 笠　原　節　夫
生活協同組合ユーコープ 當　具　伸　一
株式会社有隣堂 松　信　　　 裕
株式会社豊商会 後　藤　元　信
株式会社横浜岡田屋 岡　田　伸　浩

〇 株式会社横浜リテラ 星　野　　　 匡
株式会社ルミネ 横浜店 山　本　幸　雄

〇 有限会社若葉マネキン紹介所 宮　川　鋼　士

上野グループホールディングス株式会社 上　野　　　 元
 ◎ 株式会社サカタのタネ 坂　田　　　 宏

㈱ミツウロコグループホールディングス　横浜事業所 澤　田　秀　之
 〇 横浜植木株式会社 渡　邊　秀　一

横浜丸魚株式会社 小  島　雅  裕
横浜丸中ホールディングス株式会社 原　田　　　 篤
横浜冷凍株式会社 吉　川　俊　雄

　部会別議員名簿

　小売部会

　卸・貿易部会



令和5年4月1日現在
（五十音順・敬称略）

　部会別議員名簿

ENEOS株式会社　根岸製油所 原　　　　敬
エバラ食品工業株式会社 森　村　剛　士
キリンビール株式会社　横浜工場 藤　原　義　寿
山陽印刷株式会社 秋　山　桂　子
株式会社シマヤ 島　田　紀　子
東京ガスネットワーク株式会社　神奈川支社 串　田　義　一
東京電力パワーグリッド株式会社　神奈川総支社 岡　村　　　 毅
ニッパ株式会社 秋　本　りつ子

〇 株式会社ＩＨＩ　横浜事業所 石　毛　秀　明
株式会社エヌエフホールディングス 高　橋　常　夫
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 藤　森　拓　也

〇 株式会社JVCケンウッド 宮　本　昌　俊
 ◎ 株式会社総合車両製作所 西　山　隆　雄

株式会社東芝　神奈川支社 芳　賀　信　久
日産自動車株式会社 後　藤　　　 収
日本発条株式会社 茅　本　隆　司
株式会社日立製作所　横浜支店 村　上　秀　樹
プリンス電機株式会社 寺　嶋　之　朗
株式会社ヨロズ 志　藤　昭　彦

川本工業株式会社 川　本　守　彦
株式会社キクシマ 菊　嶋　秀　生

〇 株式会社共栄社 山　口　　　 宏
工藤建設株式会社 工　藤　英　司
株式会社光電社 築　地　正　明

 ◎ 株式会社小俣組 小　俣　　　 務
株式会社サカクラ 坂　倉　　　 徹
株式会社白井組 白　井　崇　雄
真生工業株式会社 舩　嵜　博　和
大洋建設株式会社 黒　田　憲　一
扶桑電機株式会社 鬼　嶋　一　司

〇 株式会社松尾工務店 松　尾　文　明
馬淵建設㈱ 馬　淵　圭　雄
株式会社三木組 三　木　康　郎
三沢電機株式会社 三　澤　　　 隆

〇 横浜エレベータ株式会社 勝　　　 治　雄
横浜エンジニアリング株式会社 草　嶋　　　 豊
横浜市建築設計協同組合 金　子　修　司

〇 株式会社吉永商店 吉　永　昌　生
〇 株式会社渡辺組 渡　邉　一　郎

　機械・金属工業部会

　建設部会

　工業部会



令和5年4月1日現在
（五十音順・敬称略）

　部会別議員名簿

上野トランステック株式会社 上　野　　　 孝
株式会社宇徳 小　野　晃　彦
関東陸送株式会社 河　原　隆　子
株式会社北村回漕店 辻󠄀　　　 克　行

〇 国際埠頭株式会社 伊　藤　茂　樹
東部ネットワーク株式会社 三　澤　秀　幸
株式会社日新 筒　井　雅　洋
日発運輸株式会社 杉　浦　啓　修
日本郵船株式会社　横浜支店 中　井　英　樹
株式会社バンテック 西　澤　正　昭

〇 富士倉庫株式会社 坂　口　雅　彦
丸全昭和運輸株式会社 野　口　正　剛

株式会社アート宝飾 六　川　勝　仁
株式会社旭広告社 中　谷　忠　宏
エーエフマネジメント株式会社 計　屋　卓　摩
株式会社江戸清 高　橋　伸　昌
株式会社オフサイド 吉　富　真　里
株式会社華正樓 江　夏　秀　明
神奈川都市交通株式会社 伊　藤　　　 宏
株式会社崎陽軒 野　並　直　文
株式会社黒澤フィルムスタジオ 加　藤　光　雄
株式会社ＫＳＰ 田　邊　　　 中
京浜急行電鉄株式会社 原　田　一　之
株式会社ＪＴＢ　横浜支店 高　橋　伸　明
相鉄ホールディングス株式会社 林　　 　英　一
相鉄ホテル株式会社 加　藤　尊　正

〇 株式会社タウンニュース社 宇　山　知　成
〇 ㈱ディー・エヌ・エー関内事務所 岡　村　信　悟

東京汽船株式会社 齊　藤　宏　之
東急株式会社　横浜事務所 髙　橋　俊　之
株式会社東伸ビルディング 大　西　晴　之
日清食品ホールディングス株式会社　安藤百福発明記念館　横浜 清　藤　勝　彦
弁護士法人仁平総合法律事務所 仁　平　信　哉
東日本旅客鉄道株式会社　横浜支社 宮　田　久　嗣

 ◎ 株式会社ホテル、ニューグランド 原　　　 信　造
宗教法人妙蓮寺 山　本　玄　征

 〇 株式会社メモワール 渡　邊　正　典
株式会社横浜赤レンガ 五十嵐　光　晴
株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル 梅　村　　   東
株式会社横浜八景島 竹　口　　　 豊
㈱LOON MOONホールディングス ローズホテル横浜 李　　　 宏　道
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ横浜ロイヤルパークホテル 仲　條　彰　規
株式会社ロイヤルホール 板　橋　由　紀

　観光・サービス部会

　港湾運輸倉庫部会



令和5年4月1日現在
（五十音順・敬称略）

　部会別議員名簿

株式会社アイネット 坂　井　　　 満
株式会社アナザーウェア 鈴　木　　　 晶
学校法人岩崎学園 岩　崎　文　裕
株式会社エルテックス 犬　飼　邦　夫

 〇 株式会社クロステック 渡　邉　安　好
株式会社ジェイコム湘南・神奈川　横浜テレビ局 千　葉　　　 孝

 〇 株式会社デジタルフォルン
株式会社ネットフォレスト 髙　橋　佑　至

 ◎ 東日本電信電話株式会社　神奈川事業部 中　西　裕　信
株式会社日立情報通信エンジニアリング 中　野　俊　夫
株式会社ヒューマンリソースみらい 荒　木　康　之
富士通JAPAN 株式会社 神奈川支社 宇　井   　　哲

犬山建物株式会社  犬　山　惠一朗
太田株式会社  太　田　幸一郎
北川商事株式会社 北　川　剛　司
相鉄企業株式会社
株式会社徳栄物流商事 徳　増　栄　治
三井不動産株式会社　横浜支店 岡　本　達　哉

 ◎ 三菱地所株式会社　横浜支店 竹　田 　　　徹
 〇 株式会社横浜駅前ビルディング 稲　葉　崇　浩

株式会社横浜スカイビル 今　田　　　毅
リスト株式会社 北　見　尚　之

アクサ生命保険株式会社　横浜支社 𠮷　田　耕　一
 〇 株式会社神奈川銀行 三　村　智　之

大同生命保険株式会社　横浜支社 小　池　靖　史
株式会社山田債権回収管理総合事務所 山　田　晃　久
株式会社横浜銀行 小　峰　　　 直

 ◎ 一般社団法人横浜銀行協会 平　沼　義　幸
横浜信用金庫 大　前　　　 茂
横浜税理士倶楽部 浅　木　克　眞

　

　金融部会

　情報関連産業部会

　不動産・リース業部会


