
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　〔掲載希望企業 五十音順〕

No 事業所名 事業内容

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

2 ㈱アクセア神奈川 印刷、製本業及びコピーサービス業

3 アジア建設技能促進協同組合 建設業に特化した外国人技能実習生の監理団体

4 ㈱アドヤン 広告代理店・編集プロダクション・取材・執筆

5 ㈱阿部興業 運送・倉庫・通販物流・流通加工（箱詰め・検品等）・産廃　他

6 ㈱Ａｒｕｋｕ 横浜の総合調査会社。従業員や取り引きのトラブルなどを調査いたします

7 ㈱アルテリーベ 飲食業、ウェデイング事業

8 インターナショナルハーベスト㈱ 食品貿易、食品卸

9 法律事務所インテグリティ 相続、成年後見、離婚、スキー、スノーボード事故、スポーツ事故

10 ㈱魚のぶ 懐石料理　花いおり、企業向け宅配弁当　ランチ亭

11 Asia Home㈱ 不動産の賃貸・売買・仲介・管理リフォーム業

12 ＨＲＳ事業(協) 外国人実習生の受入事業等

13 Ｈ＆Ｍ社会保険労務士法人 社会保険労務士事務所

14 ㈱Ｍ＆Ａ　Ｂｒｉｌｌａｎｔ 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

15 ㈱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

16 ㈱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

17 ㈱小沢商店 建設資材販売、生コンクリート製造販売

18 ㈱オフサイド 各種イベントの企画・制作及びセールスプロモーション

19 ガーディアン社会保険労務士事務所 労務管理、リスク対策、あっせん代理（ADR）

20 神奈川トヨタ自動車㈱　トヨタモビリティ神奈川中店 新車販売、自動車整備及び部品の販売、各種保険業務、通信事業

21 釜めし酒家　鶏味庵 飲食業

22 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

23 ㈱皖江 不動産管理業・駐車場業

24 エステティックサロン愛美 エステサロン、整骨院、Ｂａｒ、Ｃｌｕｂ

25 ㈱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

26 ㈱コウセイ マンションやビル等の給水管・給湯管・排水管改修工事全般

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。

http://www.akia-tax.com/
http://accea-kanagawa.com/
http://aspac.or.jp/
https://yaho-adyan.com/
http://www.abe-kogyo.com/
http://aruku-tantei.com/LP3
https://alteliebe.co.jp/
http://www.i-harvest.co.jp/
http://lawoffice-integrity.com/
https://asiahome.co.jp/
http://hrs-yokohama.com/
http://www.hirakawajimusyo.jp/
http://www.eltex.co.jp/
http://www.openwave.co.jp/
https://ozawa-namacon.com/
https://y-offside.co.jp/
https://www.sr-guardian.com/
https://www.toyota-mobility-kanagawa.jp/
https://toribiankannai.owst.jp/
http://kawamoto-kk.co.jp/
http://www.chinaparking.co.jp/
http://www.relax-time.cc/
https://www.kensetumap.com/company/207900/
https://www.kousei9232.co.jp/
http://hanaiori.jp/
http://lunchtei.jp/


No 事業所名 事業内容

27 クルーズ社会保険労務士法人 葬儀請負及び総合終活サービス社労士、行政書士業務全般

28 黒川慶彦法律事務所 弁護士業

29 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

30 ㈲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

31 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）

32 シェルパ社会保険労務士事務所 社会保険労務士の事務所

33 新栄重機土木㈱ 一般土木工事業・水道施設工事業・舗装工事業

34 ㈱進正電 電気工事・計装工事(空調自動制御システム）

35 ㈱杉山製作所 公園施設業　スポーツ施設業

36 ㈱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

37 ㈱セントラルホール横浜葬儀社 横浜南部地域　上大岡中心の葬儀社です。

38 ㈱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　

39 ㈱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

40 ㈱高岡興業　戸塚営業所 組積工／ALC.押出成形セメント板

41 ㈲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。

42 タグマビルメンテナンス㈱ 建物の総合管理

43 ㈱タスク 土地活用、注文住宅、相続相談、不動産管理・仲介

44 ㈱タテシン 特注家具、造り付け家具、造作什器及び建具の製造取付け

45 ㈱つづき 建築、内装工事業

46 ㈱つま正 外食産業を中心とした野菜の商社

47 ㈱ティー・アイ・ジェー 旅行業、イベント等コーディネート、Wi-Fiレンタル

48 ㈱ＴＬＰ　横浜営業所 印刷物を企画から発送までトータルで提供する会社です。

49 ㈱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

50 ㈱天・地・人 「社外人事部」として、労務問題の解決を図ります。

51 天満管工業㈱ 各種配管工事、空調工事、ダクト工事　施工管理

52 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

53 ㈱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。

54 トップラインシステム㈱ ビルメンテナンス、内装業

55 ㈱永城自動車興業 自動車修理業　中古車販売　車検整備

56 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

57 日総ブレイン㈱ 人材サービス

https://biz.crewzgroup.com/
http://gotoseikan.xsrv.jp/
http://www.successauto.co.jp/
http://sakura-i.jp/
https://www.shinjuku-sr.com/
https://www.shinei-j.com/
http://www.shinseiden.co.jp/
http://zerone-01.co.jp/
https://centralhall.co.jp/
http://www.un-daiichi.co.jp/
https://midsummer.jp/
http://www.takaoka-k.co.jp/
http://www.tbm-co.com/
https://www.taskjapan.co.jp/
http://www.tatesin.co.jp/
http://www.tsu-zuki.com/
https://tumamasa.jp/
https://bay-wifi.com/
https://tlp.jp/
http://www.tvk-yokohama.com/
http://www.y-roumu.com/
http://www.tkk-inc.jp/
http://www.tokai-kensetu.co.jp/
http://toukaitatemono.com/
http://www.toplinesystem.co.jp/
http://nagashiro.jp/
http://www.nikko-technos.com/
https://www.nsbrain.jp/


No 事業所名 事業内容

58 日本生命保険相互会社 保険業

59 ㈱パル・コーポレーション デザイン制作を中心とした総合制作プロダクション

60 東戸塚鍼灸治療院 様々な症状を根本から改善する地域に根差した鍼灸院です。

61 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

62 ㈱ＰＥＯＰＡＢＬＥ 社会福祉事業

63 東山架設㈱ 足場工事を主に土木工事やコンクリート工事に幅広く対応可能

64 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱神奈川支社 各種ソリューション事業及び複合機等の販売

65 （特非）ベイキッズ 保育園の運営

66 ㈱ペガサスエンタープライズ 横浜中華街「状元樓」、1955年創業の老舗上海料理をご堪能下さい。

67 ㈱ボイス 総合ビル管理

68 町田敦税理士事務所 税理士

69 ㈲丸新商会 一般貨物運送事業

70 みなと綜合法律事務所 法律事務

71 ㈱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。

72 ㈱メモワール 冠婚葬祭業

73 ㈱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

74 横浜駅オリーブ法律事務所 特に事業者間のトラブルについて法的アドバイスをしています。

75 横浜コミュニティ㈱ マンション・ビル管理、不動産全般

76 ㈲横浜サン商事 不動産賃貸業および売買・仲介・管理

77 ㈱ヨコハマセブン ライブハウス、パブレストラン

78 ㈱横浜中央経理 会計事務所

79 リコリス行政書士事務所 外国人労働者の監理（技能実習、特定技能）

80 リシェスホールディングス㈱ 不動産満室・育成コンサルティング　訳あり・事故物件買取

81 ㈱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

82 ㈱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

83 ㈱ローズホテルズ・インターナショナル ホテル業及び重慶飯店の飲食業を展開しています。

84 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。

https://pal-ltd.net/
https://doshinkyu.site/
https://www.bip-it.co.jp/
http://higashiyama-kasetsu.jp/
https://www.fujifilm.com/fb/
http://www.bay-kids.com/
http://www.jogen.co.jp/jgr_yokohama/
https://www.bois.co.jp/
https://machida-tax.tkcnf.com/
http://marushin-syokai.co.jp/
http://www.minato-slaw.com/
http://www.media-line.jp/
http://www.memoire-group.jp/
http://www.youservice.co.jp/
https://olive-lawoffice.yokohama/
http://www.yokocom.com/
http://www.yckz.co.jp/
https://ginou.licorice-gyosei.com/
https://www.ri-che.com/
http://www.nijiiro-ds.com/
http://lunodesign.co.jp/
http://www.rosehotelyokohama.com/
https://www.wakoh-kinzoku.co.jp/

