
令和 3 年 10 月 5 日  

 

横浜商工会議所告示第２０号 

 

                                          横浜商工会議所選挙委員会 

 

10 月 5 日開催の第 3 回選挙委員会において、1 号議員候補者を当選人と定めたので、 

議員選挙及び選任に関する規約第 38条第 2項により、当選人を次のとおり告示する。 

 

 

横浜商工会議所 1号議員（76人） 

（任期：2021年 11月 1日～2024年 10月 31日） 

（届出順）  

 （候補者の名称又は氏名）   （ 所 在 地 又 は 住 所 ）               

 

第１号 クラフトリカーズ株式会社  横浜市中区長者町7-113 

第２号 富士倉庫株式会社  横浜市中区新山下2-12-6 

第３号 株式会社つま正  横浜市神奈川区栄町88-1 

第４号 株式会社白井組  横浜市中区住吉町1-8 

第５号 扶桑電機株式会社  横浜市港北区新横浜2-12-8 

第６号 神奈川都市交通株式会社  横浜市西区桜木町7-41 

第７号 弁護士法人仁平総合法律事務所  
横浜市中区住吉町4-45-1 

関内トーセイビルⅡ 7階 

第８号 
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  
横浜市中区みなとみらい2-2-1-3 

第９号 株式会社柴橋商会  横浜市神奈川区鶴屋町2-11-5 

第10号 株式会社八千代ポートリー  横浜市港南区港南3-5-21 

第11号 株式会社メモワール  横浜市南区高砂町2-24 

第12号 エバラ食品工業株式会社  
横浜市西区みなとみらい4-4-5 

横浜アイマークプレイス14階  

第13号 学校法人岩谷学園  横浜市西区平沼1-38-19 

第14号 株式会社白楽花園  横浜市神奈川区白楽100 

第15号 有限会社若葉マネキン紹介所  横浜市西区北幸2-11-47-405 



 （候補者の名称又は氏名）  （ 所 在 地 又 は 住 所 ）               

第16号 株式会社おもちゃのこばやし  横浜市金沢区谷津町367 

第17号 国際埠頭株式会社  横浜市中区豊浦町3 

第18号 株式会社北村回漕店  横浜市中区新山下1-15-11-404 

第19号 大同生命保険株式会社  横浜支社  
横浜市中区尾上町3-35 

横浜第一有楽ビル7F 

第20号 株式会社オフサイド  
横浜市西区みなとみらい2-3-5 

クイーンズタワーC 18F 

第21号 株式会社豊商会  横浜市西区高島1-4-12 

第22号 株式会社タウンニュース社  横浜市青葉区荏田西2-1-3 

第23号 株式会社三木組  横浜市神奈川区青木町7-16 

第24号 株式会社ロイヤルホール 横浜市中区山下町90 

第25号 株式会社栗田園  横浜市中区本郷町2-51 

第26号 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル 横浜市西区みなとみらい1-1-1 

第27号 太田株式会社  横浜市神奈川区広台太田町5-1 

第28号 株式会社エヌエフホールディングス  横浜市港北区綱島東6-3-20 

第29号 大洋建設株式会社  横浜市戸塚区戸塚町157 

第30号 株式会社徳栄物流商事  横浜市鶴見区平安町2-1-7 

第31号 安室商事株式会社  横浜市港南区最戸1-17-14 

第32号 東急株式会社  横浜事務所  
横浜市神奈川区金港町3-1 

コンカード横浜16階  

第33号 相鉄ホテル株式会社  横浜市西区北幸1-3-23 

第34号 株式会社オリマツ  横浜市神奈川区青木町10-2 

第35号 株式会社キクシマ  横浜市港南区港南台4-39-7 

第36号 株式会社横浜ドリームライン  横浜市緑区霧が丘2-12-1 

第37号 東部ネットワーク株式会社  横浜市神奈川区栄町2-9 

第38号 株式会社ルミネ  横浜店 横浜市西区高島2-16-1 

第39号 学校法人岩崎学園  横浜市西区北幸1-2-7 

第40号 株式会社スタージュエリーブティックス  横浜市中区元町1-24 



 （候補者の名称又は氏名）  （ 所 在 地 又 は 住 所 ）               

第41号 株式会社黒澤フィルムスタジオ  横浜市緑区霧が丘3-2-1 

第42号 株式会社吉永商店  横浜市中区日本大通15 

第43号 株式会社横浜赤レンガ  横浜市中区新港1-1-1 

第44号 株式会社ありあけ  横浜市中区山下町26-1 

第45号 山陽印刷株式会社  横浜市金沢区福浦2-1-13 

第46号 北川商事株式会社  横浜市中区桜木町3-11 

第47号 株式会社横浜スカイビル  横浜市西区高島2-19-12 

第48号 株式会社アナザーウェア  
横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 

第1安田ビル6階  

第49号 東京電力パワーグリッド株式会社 神奈川総支社  横浜市中区弁天通1-1 

第50号 株式会社JTB 横浜支店 
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 

第6安田ビル6階  

第51号 株式会社文明堂  横浜市中区伊勢佐木町4-114 

第52号 三井不動産株式会社  横浜支店  横浜市西区高島1-1-2 

第53号 合名会社北川製粉所  横浜市保土ヶ谷区帷子町2-82 

第54号 馬淵建設株式会社  横浜市南区花ノ木町2-26 

第55号 生活協同組合ユーコープ  
横浜市中区桜木町1-1-8 

日石横浜ビル22階  

第56号 株式会社横浜八景島  横浜市金沢区八景島  

第57号 ENEOS株式会社  根岸製油所  横浜市磯子区鳳町1-1 

第58号 株式会社有隣堂  横浜市戸塚区品濃町881-16 

第59号 株式会社ネットフォレスト  横浜市神奈川区栄町5-1 

第60号 株式会社ジェイコム湘南・神奈川  横浜テレビ局  
横浜市中区本町4-43 

A-PLACE馬車道3階  

第61号 
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  
横浜市中区新港2-3-4 

第62号 富士通Japan株式会社  神奈川支社  
横浜市西区高島1-1-2 

横浜三井ビルディング  

第63号 横浜丸魚株式会社  横浜市神奈川区山内町1 

第64号 株式会社ヒューマンリソースみらい  
横浜市中区住吉町4-45-1 

関内トーセイビルⅡ6階  

第65号 アクサ生命保険株式会社  横浜支社  
横浜市中区本町3-30-7 

横浜平和ビル  



 （候補者の名称又は氏名）  （ 所 在 地 又 は 住 所 ）               

第66号 日本郵船株式会社  横浜支店  横浜市中区海岸通3-9 

第67号 JFEエンジニアリング株式会社  横浜市鶴見区末広町2-1 

第68号 株式会社ディー・エヌ・エー 関内事務所  
横浜市中区尾上町1-8 

関内新井ビル6階  

第69号 エーエフマネジメント株式会社  
横浜市港北区新横浜2-3-12 

新横浜スクエアビル10階 

第70号 プリンス電機株式会社  横浜市鶴見区市場下町8-25 

第71号 株式会社シマヤ  横浜市金沢区能見台通1-7 

第72号 犬山建物株式会社  
横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 

アサヒビルヂング10階  

第73号 株式会社日立情報通信エンジニアリング  横浜市西区みなとみらい2-3-3 

第74号 株式会社KSP 横浜市中区南仲通4-55 

第75号 横浜エンジニアリング株式会社  横浜市中区万代町1-2-12 

第76号 ニッパ株式会社  横浜市港北区新羽町1508 

 


