横浜商工会議所青年部

会員企業情報

○横浜商工会議所青年部の会員の皆様の企業情報を提供しています。
○青年部会員企業情報のご利用は、ご利用者の責任において行って頂きますようお願い致します。
○青年部企業情報をご利用中に生じた損害や掲載情報に基づくトラブルにつきましては、横浜商工会議所青年部で
は、
一切責任を負いませんのでご了承ください。
〔掲載希望企業 五十音順〕
No
事業所名
事業内容
1 アークロックサービス

カギのトラブル２４時間対応いたします。

2 ㈱アーチ

カタログ、会社案内、webなど販売促進全般をサポート致します。

3 アイオン行政書士事務所

外国人雇用・許認可申請・会社設立

4 ㈱アイ・ティ・エー

「はまれぽ．ｃｏｍ」運営・ＩＴコンサル・情報通信機器販売

5 アイティシージャパン㈱

ＳＩサービス、ＢＰＯサービス、ＩＴサービス

6 ㈱ＡＫＩＡ ＴＡＸ ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴＳ 会計、経理、給与計算業務などの受託サービス
7 ＡＢＯＶＥ

ＶＩＬＬＡＧＥ㈱

ＮＴＴ東日本委託会社、鶏そば処かしわ

8 ㈱阿部興業

運送・倉庫・通販物流・流通加工（箱詰め・検品等）・産廃

9 ㈱ありあけ

菓子及びベーカリーの製造販売、商品企画開発、飲食店の経営

他

10 ㈱Ａｒｕｋｕ

横浜駅より徒歩５分！横浜の総合探偵社

11 ㈱イーアンドシーエスサポート

ＥＱ（心の知能指数）を用いた人材育成研修のスペシャリストです

12 ㈲飯盛商店

スクラップ/産業廃棄物収集運搬・中間処理業

13 ㈱イズミ産業

冠婚葬祭、各種イベントのケータリング、団体向け宴会サービス

14 糸井総合法律事務所

企業の顧問弁護士として、労務問題、契約書審査、債権回収に対応

15 伊藤建材㈱

住宅資材販売及び新築住宅請負工事・リフォーム工事全般

16 ㈲岩根建装

塗装工事業

17 法律事務所インテグリティ

事業承継・不正競争・労務・契約書による紛争予防などの会社法務

18 ㈱ＡＷコンサルティング

事業推進や人材育成に関する経営コンサルティングと教育研修

19 Ｈ＆Ｍ社会保険労務士法人

税理士・社会保険労務士・行政書士のワンストップサービス

20 ㈱エクセルエンジニアリング

自動車車体製造及び修理

21 ㈱エスワイシー

事務所・倉庫・店舗・住宅の改修・営繕・新築及び公共建築工事

22 ㈱Ｍ＆Ａ

洋菓子、ウェディングケーキ、オーダーケーキの製造販売など、農事業

Ｂｒｉｌｌａｎｔ

浮気、人探し、盗聴など

23 ㈱エリアドライブ

神奈川新聞関連会社のＰＲ広報事業、ネット事業の会社です

24 ㈱エルテックス

システム開発から運用までワンストップで提供

25 ㈱オープンウェーブ

ソフトウェア及びシステムのコンサルティング、開発、保守、運用

26 オカモトジュエリーアトリエ＆ショップ ジュエリーリフォーム、オーダーメイドジュエリー
27 ㈱小沢商店

建設資材販売、生コンクリート製造販売

No

事業所名

事業内容

28 海岸通り法律事務所

会社が事業を展開していくうえで起こる様々な法的問題の予防解決

29 ㈲カクセイ電機

主に家電販売。修理やエアコン洗浄。

30 勝総合開発㈱

不動産売買、仲介、賃貸業

31 ㈱神奈川警備保障

施設警備、清掃、その他ビルメンテナンス

32 神奈川都市交通㈱

ハイヤー・タクシーに依る一般旅客輸送

33 ㈱鎌倉ハム村井商会

食肉加工及び食肉卸売業

34 釜めし酒家

飲食業

鶏味庵

35 河本開発工業㈱

土木一式工事並びに付帯する一切の工事請負

36 ㈱皖江

不動産管理業・駐車場業

37 関東プリンテック㈱

企画・デザイン・ホームページ制作・商業印刷物・帳票印刷物ほか

38 ㈱キクシマ

総合建設業

39 ㈱木下工務店リフォーム

リフォーム

40 行政書士みなと国際事務所

行政書士事務所

41 エステティックサロン愛美

ハンドメイド、マシーンを使用したフェイシャル、ボディ施術

42 ㈱栗原工務店

崖地の整地からビル、木造住宅、リフォーム造成まで施工する建築土木会社

43 ㈱クワハラ

土木工事一式、宅地建物取引業、一般乗用旅客自動車運送業

44 ㈲コータ

生花店

45 後藤製函㈱

梱包・保管・運輸・物流管理・段ボール販売・パレット販売など

46 ㈲サクセスオート湘南

自動車販売（新車・中古車）、買取り、レンタカー、保険、整備、車検

47 櫻行政書士事務所

行政書士業務（遺言・相続・許認可・資金調達支援）

48 ㈱佐々木商店

ネイル用品の製造販売

49 社会保険労務士事務所ジャスティス

労務コンサル、リスク回避就業規則、給与、労働・社会保険関係等

50 ㈱白井組

建設工事全般に関する企画、設計監理、施工。不動産の売買、仲介

51 ㈱進正電

電気工事

52 ㈱杉山製作所

公園施設業

53 ㈱スタージュエリーブティックス

オリジナルジュエリー販売

54 住マートホーム㈱

不動産の仲介、買取り、リフォーム

55 ㈲スマイルクラフト

自動車鈑金塗装・車検・修理・中古車販売・レッカー作業など

56 ㈱ゼロワン

組込みシステム受託開発、無線ソリューション事業、ＳＥＳ

57 ㈱ダイイチ

企業向けユニフォームの企画製造販売を神奈川中心に活動

58 ㈱第一保険センター

損害保険代理業務及び生命保険募集業務

スポーツ施設業

No

事業所名

事業内容

59 ㈱タウンニュース社

地域情報紙発行

60 ㈲高島斉藤

横浜駅より徒歩7分の洋食店。大小ご宴会承ります。

61 タグマビルメンテナンス㈱

建物の総合管理

62

犬と人のトータルサポートができる店、犬のトリミング、タバタバ

ＴＡＢＡ ＴＡＢＡ ＡＬＬ ＴＨＥ ＴＲＩＭＭＩＮＧＳ

63 ㈱銚子屋

菓子製造販売

64 ㈱Ｔ＆Ｓ

賠償事故対応と事業保障に力を入れております総合保険代理店です

65 ㈱テレビ神奈川

テレビジョン放送、番組の制作販売、イベント事業、ハウジング等

66 ㈱天・地・人

人事・労務に関するコンサルタント業、社員向け各種研修等

67 天満管工業㈱

各種配管工事、空調工事、ダクト工事

68 東海建設㈱

建築土木の設計・施工及び危険物貯蔵所・取扱所内各種工事

69 ㈱東海建物

リフォーム工事、公共工事、不動産再販事業を行っております。

70 トップラインシステム㈱

ビルメンテナンス、内装業

71 ㈱仲亀

保険代理店業

～100年先も愛される保険代理店を目指して～

72 ㈱永城自動車興業

自動車修理業

中古車販売

73 土地家屋調査士 中田事務所

土地建物の登記・測量

74 ㈱ナルト

建設業、建築内装業、遺品・生前整理業

75 ㈱日動電設

電気・電気通信工事業

76 日興テクノス㈱

業務システム開発、ＰＣ・ネットワーク構築・保守

77 日総ブレイン㈱

人材サービス

78 ㈱ニューテックジャパン

各種レジャー用品やファニチャー等の開発・卸売

79 ㈱ネットフォレスト

Webデザイン・ネットワーク運用管理・ISP・VODサービス

80 ㈱ネットメイシ

印刷業、飲食業

81 根本建設㈱

当社は昭和42年に横浜市にて創業しました総合建設会社です

82 ㈱八景写真館

スタジオ撮影、出張撮影、アルバム写真、写真プリント等

83 英エンジニアリング㈱

電気工事 / 電気通信工事、設計施工、リフォーム工事

84 林電気㈱

電気設備工事

85 ㈱バリュー・エージェント

保険や住宅ローン等を取り扱う総合金融代理業

86 ビーアイピー㈱

クラウドを活用した売上ＵＰ．コスト削減の伴走支援・ソフト開発

87 ㈱ＰＥＯＰＡＢＬＥ

社会福祉事業

88 ㈱ビーファイン

人材派遣・人材紹介

89 平野電気㈱

自家用受変電所設計･施工･保守および高圧電気設備工事に付随した業務

施工管理

車検整備

No

事業所名

事業内容

90 医療法人ヒロ横浜デンタル

紹介が基本。再生療法、移植、神経治療専門の歯科医院

91 福与司法書士事務所

遺言・相続手続き支援、不動産登記、会社登記、企業法務支援

92 富士ゼロックス神奈川㈱

複写機・プリンター等ＯＡ機器の販売と保守

93 （特非）ベイキッズ

保育園の運営

94 ㈱マコト

観光、視察、送迎などの運転手付き貸切バス事業

95 ㈲丸新商会

一般貨物運送事業

96 三品智史経営会計事務所

経営分析・資金繰り指導・中小企業節税対策・記帳代行・相続対策

97 三井住友建設㈱

総合建設業

横浜支店

他

98 ㈱ミッドサマー

ダイビングスクール・ツアー企画運営・器材販売・運動指導・Jrアスリート育成

99 みなと綜合法律事務所

法律事務

100 港ポンプ工業㈱

ビルメンテナンス業、機械器具設置業、ポンプ販売・修理

101 ㈱メディアライン

Web構築から印刷物、テレビＣＭ、各種メディアの提案。

102 ㈱メモワール

冠婚葬祭業

103 (同)ユアブランディング

プレスリリース発行代行およびチラシホームページ等広告業

104 ㈱ユウサービス

空調設備販売設計施行、一般電気設備販売設計施行

105 横浜泉社会保険労務士事務所

社会保険労務士

106 クルーズ・クルーズＹＯＫＯＨＡＭＡ

横浜駅東口直結3分、パーティスペースは最大300名様まで対応可

107 ㈲横浜サン商事

不動産賃貸業および売買・仲介・管理

108 ㈱横浜中央経理

税務会計、決算診断、創業・融資・助成金・人事労務・許認可相談

109 横浜萬国特許事務所

弁理士・中小企業診断士として特許・商標出願、各種補助金の申請

110 ㈱横濱屋

飲食店様に納品する業務用酒販店と食品スーパー・酒専門店を経営

111 ｒｉｃｃａ ｂｒｉｄａｌ Ａｎｇｅ

結婚相談所・婚活パーティー主催

112 ㈱ＬＩＬＹ デイサービスにじいろ浅間町事業所 介護施設の開設、運営、コンサルティング
113 ㈱ＬＵＮＯ

Ｄｅｓｉｇｎ

アロマデザイン空間のコンサルティングおよびサポート

114 ㈱ローズホテルズ・インターナショナル 「ローズホテル横浜」は重慶飯店とともに、味とくつろぎをご提供
115 ㈱アクセア神奈川

印刷、製本業及びコピーサービス業

116 ＹＭＴコンサルティング㈱

経営コンサル、人材教育、セミナー、経営革新等支援機関、社労士

117 和光金属㈱

銅やアルミなど非鉄金属資源のリサイクル。国内海外へ原料供給。

118 ｗａｃｏ ｓｔｙｌｉｎｇ

パーソナルスタイリング、メイクアップコンサルタント

