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国内に戦後最大といわれる危機をもたらした新型コロナウイルス感染症は、世界規模に
拡散し未だ終息がみえません。感染により亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるととも
に、罹患された方々に心よりお見舞い申し上げます。
神奈川県を含む首都圏は、感染拡大防止のための緊急事態宣言が長期にわたり発令

され、企業の経済活動は大打撃を受けております。昨年末まで回復基調とみられていた
国内経済、人手不足といわれていた労働市場は、コロナ・ショックにより一変し、海外に
依存する製品、部品、原料のサプライチェーンの脆弱さも顕在化しました。しかし一方では、
国内製品の品質の高さが改めて注目された部分もあります。また、緊急事態宣言の後に
多くの企業で在宅勤務、時差出勤、時短勤務が導入され、ビックデータのさらなる利活用
が期待されるなど労働環境や経済活動に変革の機運も感じられます。

このような状況の中、神奈川の産業を守り発展させ、次世代に繋いでいくためにも「新しい時代に柔軟に対応が
できる実践技術者」の育成を担う短大校の役割は、ますます重要になっていくものと思われます。短大校は昨年度
末から約 3か月の休校を余儀なくされておりましたが、ようやく6月から授業が再開され感染防止に努めつつ教育の
質を落とさぬよう体制を整えているとのことです。また4月からは、新たに外国人留学生の受け入れが始まり、アジ
ア各国からの留学生 10 名が新入生として入学し、よりグローバルなキャンパスへと進化しています。
本協議会は、会員企業の人材育成に関する支援や情報の共有と短大校が推進する教育訓練への支援を目的に
活動しております。近年、会員は増加し続けており、令和 2年 6月時点で 394 会員となりました。昨年度は設立
40 周年を迎え、短大校と長年に渡り緊密な連携を図りながら歩んできた本協議会としましても、引き続き短大校の
活動に対して積極的に支援を行いながら、会員企業の人材育成にも努めて参りたいと考えております。
このレポートを通して短大校と本協議会の 1年間の活動にご理解を深めていただくとともに、次世代を担う未来の
技術者達に対し、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

本校並びに職業能力開発推進協議会の年間の研究成果と事業報告をまとめた「アニ
ュアルレポート2020」の発行にあたり、ご挨拶を申し上げます。
まず、昨年末に発生した新型コロナウイルス対応で、本校では3月6日より休校が始ま

り5月4日の「緊急事態宣言」延長を受け 5月27日まで休校となりました。その間 3月
17日の卒業式、4月6日の入学式は簡略化して開催しましたが、年度当初予定されてい
た行事の見直しを行った結果、合同企業説明会を対面式から書面形式に変更、8月のイ
ンターシップの中止等、会員企業の皆様に大変ご迷惑をおかけしております事をお詫び申
し上げます。
経済的に大変厳しい状況とは存じますが、是非ともこの難局を乗り越え更に発展される

事を信じております。
さて、本校では今年度 10 名の外国人留学生が入学いたしました。出身国はベトナム、中国、韓国、モンゴル、

ミャンマーです。全員日本での就職を目指して訓練に励んでおります。彼らは、実践技術者としてだけではなく、
アジアを中心とした海外進出を行う企業の皆様の即戦力となる人材です。また令和元年度の卒業生は、会員企業
の皆様のご協力により95.4％の就職率を実現することができました。ここに改めまして御礼申し上げます。
会員企業の皆様には、インターンシップの受け入れ、情報交流会、合同企業説明会など、多大なご協力をいた

だいております。本校としては、各種競技会への参加、求職者・在職者の方を対象とした訓練の実施、講師研
究による産業界のニーズにマッチした職業訓練カリキュラムの開発、中小企業の人材育成・職業訓練への支援に
も取り組んでおります。更に今年度は入校生確保の活動として、「KCIT※あり方」と題しまして、以下 3つの取
組を実施して参ります。
１) 「ホスピタリティー向上」 ：学生・来校者の方々が快適に過ごせる校の環境作り
２) 「魅力づくり（校のウリ）」 ：講師研究等で企業・地域の皆様から求められる技術と学習内容の導入
３) 「時代ニーズに合ったコースの設定」 ：学習内容・学科名称を時代ニーズに合った内容とする
これからも皆様のご意見を伺い、本校の事業内容のさらなる充実を図って参りたく、引き続きご指導・ご支援を
よろしくお願いいたします。
（※：KCITは、本校の英語名称「Kanagawa Prefectural Junior College for Industrial Technology」の略称）

神奈川県立産業技術短期大学校　　　校長　松永 和彦

産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会　　　会長　安藤 孝男

1. あ い さ つ
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2. 学 校 概 要

産業技術短期大学校

　管理課

　学生課

　産業技術課

　生産制御課

　電子情報課

　人材育成支援課 （人材育成支援センター）
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　本校は、企業ニーズに対応した高度で専門的な知識・技術を有するエンジニア養成を目的として神奈川県が設
置運営する職業能力開発短期大学校です。
　学校教育法を設置根拠とする大学・短期大学とは異なり、「職業能力開発促進法」に基づき設置されている「職
業能力開発施設」という位置付けになります。
　同法を設置根拠とする施設のうち、職業能力開発校（本県では総合職業技術校）が学卒者、離転職者及び在
職者を対象として期間、内容ともに幅広い訓練（普通課程等）を行うのに対し、本校は新規学卒者を主対象にした
２年間の訓練（専門課程）を行い、「実践技術者」を育成します。
　この実践技術者とは、専門的な技術・知識とものづくりに関する幅広い高度の技能を併せ持ち、豊かな創造力と
優れた行動力を兼ね備えた課題解決型人材と定義付けています。
　平成７年４月１日の開校以後、企業の皆様方に本校の実践技術者育成方針を評価していただき、高い就職率の
もと、製造業を中心とする多くの企業様に卒業生を送り出しています。

　本校は前述のとおり「教育・研究施設」ではなく、
あくまで職に就くための知識や技術を身に付ける
「職業能力開発施設」ですので、授業カリキュラム
は企業において求められる実践的な知識・技術の
修得をめざした構成になっています。
　授業カリキュラムは２年制の短期大学校であり
ながら、必須履修単位数156単位、総授業時間数
2800時間となっており、４年制大学（文科系）の授
業量に匹敵するボリュームの教育訓練を行ってい
ます。総授業時間に占める実習・実技の割合は６割
以上にのぼり、一人１台の機器での実習や少人数教育制とあいまって、確かな技術の修得を可能としています。さ
らに、専門科目の学科・実験・演習・実習のほか、英語、社会経済概論、マーケティング概論、ビジネスマナーなどの
教養科目も充実しています。
　学生にとっても、就職後に必要とされる内容について、本校で学んだ知識・技術が活かせてミスマッチが少ない
ことから、就職後も意欲とやりがいを持って仕事に取り組むことができています。そしてこの卒業生の頑張りがま
た、企業様から高い評価をいただいているという好循環を生んでいます。
　学科構成は５学科で、生産技術科、制御技術科、電子技術科、産業デザイン科、情報技術科となっています。各
学科の定員は40名で、１学年200名、全学年400名の定員です。
　また、令和２年度から留学生を10名程度受け入れるための取り組みを開始しました。

2-1 本校の成り立ちと教育訓練目標

2-2 本校の特色
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2-3 沿　革

2-4 組　織
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２-5 定員・授業料等
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2-6 入学試験実施状況（令和2年度生・第26期生）

2-7 学年別応募・入学状況
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2-8 就職の状況（令和元年度）
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2-9 年度別就職状況
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2-10 年度別就職先企業一覧
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2-11 令和元年度トピックス

●令和元年７月15日（祝・海の日）
　二俣川駅のジョイナステラス２の３階インフォメーション前広場にて、短大校の活動状況や学生の卒
業研究作品などの展示を行いました。この企画は、ジョイナステラスの「リンクプロジェクト」と連携する
形で出展しました。
　当日は、多くの親子連れファミリーに足を運んでいただき、作品の体験や展示を見てもらいました。特
にワークショップは、毎回抽選になるほどの盛況ぶりでした。短大校を知らない方も多く、二俣川地域
のみなさんに、本校の存在と魅力をお伝えすることができました。

●令和元年９月28日（土）～29日（日）
　栃木県のツインリンクもてぎで開催された、エコカー競技大会に参加しました。短大校からは、65チ
ームが出場したグループⅢ（大学・短大・高専・専門学校生クラス）に2チームが参加しました。
　エコランカーを手掛ける省エネ研究部では、エンジンからボディまで全員体制で作り上げています。
特に今大会は、2台ともカーボンボディに取り換えて大会に挑みましたが、その性能を十分に発揮でき
なかったことを悔やんでいました。記録は、チームαが750km/ℓで16位、チームβが729km/ℓで19位で
した。

ジョイナステラスで短大校の魅力発信！

エコカー競技大会「 Hondaエコマイレッジチャレンジ2019」に参加！
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●令和２年３月11日（水）
　令和３年３月卒業予定の学生を対象とした「職業能力開発情報交流会」を開催しました。今年度
は11日と12日の2日間に、221社の参加申し込みがありましたが、新型コロナウイルス感染防止に向け
た取り組みとして、学生と対面する従来の説明会方式を取りやめ、企業から送付していただいた資料
を配布する形に変更して行いました。
　学生は、説明を聞く予定であった企業の資料をピックアップし、その後、希望する企業へ自己ＰＲ
書を送付しました。例年と違い、就職活動のスタートを実感できない学生も多く見受けられました。

例年とは異なる形式で「職業能力開発情報交流会」を開催！

●令和２年２月５日（水）～７日（金）
41 回目を迎えたテクニカルショウヨコハマ2020に出展しました。各学科の紹介、卒業研究作品の

展示、企業とのコラボレーション事例等、短大校並びに推進協議会の活動を情報発信しました。
期間中、多くの方々に当ブースを訪問していただきました。カリキュラムや就職状況などの質問も
多く、短大校が推進する高度な教育訓練に対する関心の高さをうかがうことができました。

「テクニカルショウヨコハマ2020」短大校・推進協議会のブースを出展！
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2-12 しごと・ものづくり学習支援
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2-13 第14回若年者ものづくり競技大会
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2-14 公開講座（グッドヒューマンネットワーク講座）

　企業やさまざまな分野で活躍している方を講師としてお招きし、業界での最新事情やその体験などにつ
いて、ご講演をいただいています。

■第32回　令和元年7月3日（水）
講　 師：プロフットバッグプレイヤー　石田 太志 氏
テ ー マ：「目標の達成、夢の実現 ～行動する勇気と継続する情熱～」

■第33回　令和元年12月11日（水）
講　 師：横浜市国際学生会館館長　平田 大登 氏
テ ー マ：「留学生と学び、外国人と生きる
　　　　　　　～日本を選ぶ留学生への支援と今後急増する外国人との共生について～」

過去の実施状況
・第 1回：浅  賀  敏  則氏 （国際ラリードライバー）「苦難から夢の実現 ～世界一過酷なパリダカールラリーへの挑戦～」
・第 2回：藤  島  　  昭氏 （財団法人神奈川科学技術アカデミー理事長）「科学技術の大切さと面白さ ～光触媒を例にして～」
・第 3回：野  村  東  太氏 （ものつくり大学学長）「ものつくりの魅力と将来」
・第 4回：林  家  久  蔵氏 （落語家）「ビジネスマナーに一味“気働き”」
・第 5回：三  木  彬  生氏 （神奈川臨海鉄道株式会社）、日下部進 氏（三菱商事株式会社）「“Suicaカード”プロジェクトのエピソード」
・第 6回：平  松  庚  三氏 （株式会社ライブドアホールディングス代表取締役）「Promote Yourself、自分を商品として磨く」
・第 7回：寺  垣    　武氏 （キヤノン株式会社生産本部技術顧問）「原点に戻ろう“認識からの出発”」
・第 8回：菊  山  紀  彦氏 （宇宙アカデミーきくやま代表）「ものづくりの視点からのロケット開発と運用」
・第 9回：久多良木   健氏 （株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント名誉会長）「プレイステーション 誕生の夢」
・第10回：斧　    隆  夫氏 （パナソニックサイクル株式会社顧問）「自転車に懸けた夢」
・第11回：大  槻　    正氏 （株式会社ニコン映像カンパニー付）「ロボットを通してのものづくり」
・第12回：工  藤  一  郎氏 （スバルテクニカインターナショナル株式会社顧問）
          　　　　　　　 「自動車開発の現場から～電気自動車の現在と未来～」
・第13回：吉  田  暁  央氏 （元株式会社ラジオ福島スポーツ実況アナウンサー）「会話を通して新しい自分の発見」
・第14回：森  　  健  一氏 （東京理科大学大学院教授、元株式会社東芝常務取締役）
　　　　　　　　　　　「日本語のワードプロセッサーの開発 ～なぜワープロを開発したか、困難をどう克服したか～」
・第15回：姉  川  尚  史氏 （東京電力株式会社技術開発研究所電動推進グループマネージャー）
　　　　　　　　　　　「電気自動車の普及を目指して ～原子力からの転進と電気自動車へ挑戦～」
・第16回：長谷川      弘氏 （技術研究組合FC-Cubic電動推進グループマネージャー）「我が国の燃料電池車開発の現状と未来」
・第17回：村  上    　洋氏 （産業技術短期大学校指導課 主査）「その状況で促される成長 ～非日常的な現実の中～」
・第18回：松  田  良  夫氏 （東レ株式会社研究本部研究・開発企画部主幹担当部長）
　　　　　　　　　　　「先端材料こそ地球を救う～東レの研究･開発戦略～」
・第19回：久  住  昌  之氏 （漫画家･音楽家）「表現における自由と不自由」
・第20回：根日屋  英  之氏 （株式会社アンプレット代表取締役）「未来コミュニケーションツール ～人体通信最前線～」
・第21回：大  嶋  龍  男氏（ＪＡＸＡ広報部特任担当役）「宇宙開発の可能性と未来 ～日本のロケット開発と実用衛星の開発～」
・第22回：森  下　    信氏 （横浜国立大学教授 環境情報研究院長 環境情報学府長 工学博士）「最先端ロボット開発の現状と将来像」
          天  野  久  徳氏 （消防庁消防研究センター特別上席研究官 博士（情報学））「消防活動におけるロボット技術の活用」
・第23回：岩  崎  育  夫氏（森永製菓株式会社コーポレートコミュニケーション部広告グループデジタルコミュニケーション担当）
　　　　　　　　　　　「web動画を活用したコミュニケーション戦略」
・第24回：吉  田  尚  記氏 （株式会社ニッポン放送アナウンサー）「コミュニケーションの極意」
・第25回：篠  原  雅  尚氏 （東京大学地震研究所観測開発基盤センター）「新技術で進展する海域における地震･津波観測」
・第26回：川名  マッキー氏 （株式会社ビー･キューブ代表取締役）「スムースなコミュニケーション術」
・第27回：住  田  一  男氏（一般社団法人人工知能学会事務局長）「人工知能は人の仕事を奪うのか？」
・第28回：根  本    　明氏 （株式会社石音代表取締役）「目のつけどころの鍛え方 ～面白い人をめざそう～」
・第29回：三遊亭楽麻呂氏 （落語家）「話し方のコツ」
・第30回：蜜  咲     ばぅ氏 （飴細工師）、marino 氏（歌う紅茶屋さん）
　　　　　　　　　　　「自分の可能性を切り開く ～飴細工アーティストと紅茶アーティストの未知なる挑戦～」
・第31回：平  田    　直氏 （東京大学地震研究所教授）他　「最新の観測と防災知識によって、大地震に備える」
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2-15 令和元年度年間行事
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2-16 企業在職者のための能力開発施設としての機能
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2-17 人材育成支援センターとしての機能
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生産技術科

制御技術科

電子技術科

産業デザイン科

情報技術科

3. 学 科 紹 介
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４. 学生卒業制作・研究報告
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５. 講師研究報告
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https://www.kyozai.biz/SHOP/SM041.html  
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6. 産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会

第１回施設見学会「東京都立産業技術研究センター」令和元年7月12日

第２回施設見学会「造幣局さいたま支社 他」令和元年12月4日

「テクニカルショウヨコハマ2020」出展 令和２年2月5日～7日
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6-1 目的

6-2 沿革

6-3 概要
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6-4 推進協議会の事業
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6-5 令和元年度 実施事業報告
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6-6 令和元年度 実施事業一覧
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6-7 講演会
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6-8 設立40周年記念事業について
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6-9  役員、会員一覧
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会員名簿
（令和２年6月26日現在）
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No. 企業名 所在地 業種
1 アークシステム株式会社 横浜市西区 ソフト設計

2 株式会社アートウェア 鎌倉市 ソフト開発

3 株式会社ＲＥＪ 横浜市金沢区 産業機械・電気的制御機器製造販売

4 株式会社アールシーエス 横浜市西区 ソフトウェア開発

5 株式会社アイ・ジー・スクウェア 横浜市西区 システム開発

6 株式会社ＩＪＴＴ 海老名市 産業用ディーゼルエンジン、車両用部品の製造、開発・設計

7 アイシス株式会社 川崎市麻生区 システム開発、業務パッケージソフトウェアの導入等

8 株式会社アイティ・イット 東京都千代田区 情報通信業

9 株式会社アイテクノ 東京都港区 ＩＴインフラ、ネットワーク、サーバー設計、構築、運用、監視

10 株式会社アイ・ピー・エル 厚木市 システム開発

11 葵精機株式会社 川崎市高津区 装置事業・精密部品事業

12 株式会社赤原製作所 座間市 板金加工

13 株式会社アクエスティ 横浜市港北区 ソフトウェア開発

14 株式会社アクティブ 横浜市瀬谷区 システム開発、運用

15 アクト・セン株式会社 東京都八王子市 医療機器メンテナンス

16 アクト電子株式会社 川崎市中原区 電子機器製造販売

17 朝日オフセット印刷株式会社 横浜市鶴見区 印刷

18 愛宕精工株式会社 平塚市 航空機・宇宙機器・ロケットなどの精密金属部品加工

19 株式会社足立機械製作所 平塚市 産業機械、輸送用機器等の開発・改造の設計製作

20 株式会社アテック　横浜営業所 横浜市西区 機械設計、電子回路設計、技術アウトソーシング事業

21 株式会社アド・ソアー 川崎市高津区 技術サービス業

22 株式会社アドタック 大和市 印刷

23 株式会社アトラス 相模原市中央区 総合試作メーカー、各種工業製品の試作モデルの製造

24 アトラスコプコ株式会社　エスシーエーディビジョン 横浜市緑区 接着剤・シーリング材の自動塗布装置製造販売

25 株式会社アバールデータ 東京都町田市 通信機器製造

26 株式会社アプリコット 川崎市川崎区 システム開発、システム第三者検証サービス等

27 アポロ技研株式会社 横浜市都筑区 回路設計、プリント基板実装設計・製造等

28 株式会社アマダプレスシステム 伊勢原市 プレス加工、バネ成型機製造他

29 荒木工業株式会社 横浜市中区 製造業（プラスチック及び金属製品）

30 アルバックテクノ株式会社 茅ヶ崎市 真空装置・機器のメンテナンス、カスタマーサービス

31 株式会社アルプス技研 横浜市西区 開発・設計のアウトソーシング事業、技術プロジェクトの受託

32 アンドールシステムサポート株式会社 東京都品川区 組込みシステム開発、ソフトウエア・ハードウエア開発

33 株式会社アンフェイク 相模原市南区 コンピューターソフトシステム開発

34 株式会社アンベエスエムティ 横浜市緑区 各種検査装置の開発販売

35 株式会社飯島製作所 横浜市鶴見区 金属部品加工

36 株式会社ETSホールディングス 東京都豊島区 電機工事・建設業

37 株式会社Ｅ-テックエンジ 綾瀬市 電気設備点検業務

38 株式会社イオ 横浜市港北区 ソフトウェア開発

39 池内精工株式会社 横須賀市 金属材料製造

40 株式会社池田工業所 横浜市金沢区 金属加工業

41 五十鈴中央株式会社　大和サービスセンター 大和市 鋼板の加工・販売

42 井上鋼材株式会社 横浜市鶴見区 鉄鋼販売

43 株式会社インフィテック 東京都立川市 機械・電気・建築の設計

44 株式会社ＶＩＰワークス 横浜市西区 情報サービス

45 株式会社ウィズダム 東京都品川区 ソフトウェア開発

46 ヴィップシステム株式会社 東京都千代田区 インフラ設計構築、運用保守等

47 株式会社ウィングシステム 横浜市鶴見区 金融系システム開発

48 株式会社ウェブ東海　横浜事業所 横浜市港北区 情報システム開発

49 永興電機工業株式会社　相模事業所 座間市 精密モータ製造

50 永進テクノ株式会社 相模原市緑区 自社商品「エコイット」製造・販売、総合設備エンジニアリング
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51 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ 秦野市 設計・開発・受託

52 ＡＧＣ株式会社　相模工場 愛甲郡愛川町 ガラス製造業

53 ＡＴテクマック株式会社 平塚市 切削加工品及び板金加工品の設計、製造販売

54 株式会社APJ 大和市 自動車部品の製造

55 株式会社エクシオジャパン 相模原市南区 電気設備保守点検

56 エクセルコンピュータサービス株式会社 東京都豊島区 システム運用及び保守、ソフトウェア開発・インフラ構築

57 株式会社エジソン 東京都新宿区 各種設計開発（自動車、航空・宇宙、機械、電気・電子他）

58 株式会社エス・エフ・ティー 大和市 組込み系ソフトウェアの受託開発

59 株式会社エスシー・マシーナリ 横浜市瀬谷区 建設機械レンタル

60 有限会社エステー精工 東京都大田区 鉄加工製造

61 株式会社エデルタ 東京都新宿区 各種業務アプリケーションの企画・設計・開発

62 株式会社エニー 横浜市西区 ソフト開発、パッケージ製造販売

63 ＮＥＣファシリティーズ株式会社 東京都港区 プラント施設管理、オフィス管理

64 ＮＳＫマイクロプレシジョン株式会社 藤沢市 ボールベアリング製造

65 株式会社エヌ・エス・ピイ 横浜市南区 ソフトウェア開発

66 株式会社エヌ・ケイ 東京都中央区 情報システム開発・運用

67 荏原環境プラント株式会社 東京都大田区 環境施設の運転保守管理

68 株式会社エフ・トレード 横浜市港北区 ソフトウェア開発

69 株式会社エム・イー 川崎市川崎区 機械設計、電機設計、ソフトウェア開発

70 株式会社エムティーアンドエス 東京都千代田区 マイコン製品の設計・開発

71 エムデン無線工業株式会社 藤沢市 電子機器機械部品の製造販売

72 株式会社エルテック 横浜市港北区 電子機器組立、基盤実装、プリント基板設計、電子部品販売

73 応用電機株式会社　相模原事業部 相模原市南区 精密機器開発製造他

74 大江電機株式会社 横浜市南区 制御電機部品の販売

75 株式会社大川印刷 横浜市戸塚区 商業印刷

76 大島機工株式会社 相模原市中央区 金属製品製造業

77 有限会社大髙製作所 横浜市都筑区 ダイカスト金型、設計・製造

78 株式会社大塚鉄工所 相模原市緑区 各種機械部品の製造・販売

79 株式会社大野製作所 横浜市都筑区 機械加工

80 大林産業株式会社 鎌倉市 通信機器等開発設計

81 大船熱錬株式会社 藤沢市 自動車部品の加工

82 株式会社オープンコム 川崎市中原区 コールセンターシステム開発

83 大森電機工業株式会社 横浜市都筑区 電子応用機器の製造

84 株式会社オオヤマフーズマシナリー 横浜市神奈川区 食品加工機械製造販売

85 株式会社小川優機製作所 横浜市保土ヶ谷区 コネクター受託加工、受託開発

86 株式会社オキサイド 横浜市保土ヶ谷区 単結晶・光デバイス・レーザーの研究開発、製造

87 オサ機械株式会社 横浜市緑区 食品加工機械製造販売

88 株式会社小田原機器 小田原市 バス運賃収受システム開発他

89 株式会社オリンピア・システムズ 横浜市神奈川区 受託ソフトウェア開発

90 株式会社オレンジテクノロジーズ 横浜市港北区 ソフトウェア開発

91 河西工業株式会社 高座郡寒川町 自動車内装部品の製造、販売、付帯業務

92 株式会社加藤組 南足柄市 建設業

93 株式会社カナメックス 厚木市 半導体製造装置の設計・製作・販売

94 株式会社ガリバー 横浜市神奈川区 印刷

95 川崎自動車工業株式会社 横浜市泉区 自動車部品製造

96 有限会社川田製作所 小田原市 プレス加工

97 関越ソフトウェア株式会社 川崎市多摩区 情報処理サービス、ソフトウェア開発

98 関東総業株式会社 横浜市港北区 鉄道信号機の設置、検査他

99 関東冶金工業株式会社 平塚市 熱処理設備の設計製造

100 キーパー株式会社 藤沢市 オイルシール製造
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101 株式会社キーマネジメントソリューションズ 東京都新宿区 ソフト開発

102 技研電子株式会社 川崎市幸区 ＩＴネットワークシステム装置の保守技術サービス業

103 株式会社木梨電機製作所 座間市 電子電気機器設計製造

104 株式会社キャリエ・レゾ 横須賀市 情報通信システムの保守・運用

105 株式会社九南　東京支店 川崎市多摩区 電気工事業

106 株式会社共栄エンジニアリング 横須賀市 船舶設計･機械設計

107 協栄企画システム株式会社　菊名事業所 横浜市港北区 ソフトウェア・ハードウェア設計、製造

108 京三エンジニアリングサービス株式会社 横浜市鶴見区 鉄道信号保安装置の保守・メンテナンス等

109 協伸サンテック株式会社 座間市 環境整備機器製作

110 共同カイテック株式会社　神奈川技術センター 大和市 バスダクトの設計・製造

111 株式会社協立電気商会 横浜市青葉区 電気設備工事業

112 極東開発工業株式会社　横浜工場 大和市 機器製造販売

113 極東精機株式会社 小田原市 大型船舶燃料ポンプ製造

114 金属技研株式会社　神奈川工場 海老名市 真空熱処理・HIP処理　他受託加工

115 株式会社Ｑｕｌｅａｄ 茅ヶ崎市 精密機械部品、機械装置部品、治工具装置設計製作

116 株式会社クリーブラッツ 横浜市磯子区 家具販売・製作販売業

117 株式会社クレール 川崎市川崎区 切削・金型製作・プレス加工・組立

118 株式会社クライムエヌシーデー 相模原市南区 金型製作のためのCAD/CAMデータの受託製作

119 株式会社クロステック 横浜市港北区 各種情報システムの提案・設計・開発

120 株式会社景泉機器 横浜市金沢区 油圧シリンダ製造・販売

121 株式会社ケイテック 横浜市戸塚区 ソフト開発

122 計電エンジニアリング株式会社 東京都品川区 電気・計装設備の設計施工

123 京浜産業株式会社 横浜市神奈川区 金属製品製造（産業機械、建設等向け大型鉄鋼部材の製造）

124 京浜ドック株式会社 横浜市神奈川区 造船業

125 コアフューテック株式会社 川崎市中原区 ソフトウェア評価、開発

126 株式会社コイワイ 小田原市 試作品、量産品鋳物の製造・販売

127 株式会社工研 座間市 切削工具の再研削及び新規作成

128 株式会社光電社 横浜市中区 産業用機器販売及び設備工事業

129 株式会社古賀電子 平塚市 電子機器の組立・加工

130 国際通信企画株式会社 横浜市港北区 システム設計・検査・施工

131 国際鉄工株式会社 横浜市戸塚区 車体溶接設備設計製作

132 五光発條株式会社 横浜市瀬谷区 精密バネ製造

133 株式会社コスモ 東京都千代田区 エンジニア技術サービス・ＢＰＯサービス

134 株式会社コスモス 横浜市神奈川区 制御系ソフト開発

135 株式会社コバヤシ精密工業 相模原市南区 設計・製造・制御

136 コミヤ印刷株式会社 平塚市 各種商業印刷

137 株式会社小山工業所 綾瀬市 各種発電所化学プラント配管及び圧力容設計製作据付

138 権田金属工業株式会社 相模原市中央区 非鉄金属（銅ブスバー、マグネシウム合金薄板等）製造・販売

139 株式会社コンテック 東京都港区 建設技術サービス

140 サガミエレク株式会社 横浜市鶴見区 電子部品製造業

141 相模コンベヤー工業株式会社 相模原市南区 ベルトコンベヤーの販売・補修工事等機械器具設置工事業

142 相模通信工業株式会社 茅ヶ崎市 電子機器組立

143 株式会社佐々木鉄工所 横浜市中区 機械加工・溶接

144 株式会社サザン・エージェンシー 川崎市川崎区 ソフトウェア開発

145 三栄精機株式会社 東京都大田区 精密部品加工

146 山九株式会社　南関東支店 川崎市川崎区 機械メンテナンス（事業所）

147 山協印刷株式会社 平塚市 印刷

148 サンコースプリング株式会社 横浜市港北区 ばね製造販売

149 株式会社サンシステム 東京都渋谷区 ソフトウェア開発・保守、人材育成

150 株式会社サンテック 川崎市中原区 通信機用精密切削部品加工及び組立
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151 三波工業株式会社 横浜市金沢区 電子機器保守整備

152 サンプラス株式会社 横浜市鶴見区 電気設備工事（弱電、通信）

153 三和工機株式会社 東京都千代田区 メカトロ装置の設計・製作、電子機器の開発

154 産和産業株式会社 横浜市西区 機械加工

155 ＪＥＣインターナショナル株式会社 大和市 ＩＴ全般

156 株式会社ジェイエスピー 横浜市西区 ソフトウェア開発

157 株式会社ＪＦＥ設計　東日本機械設計部京浜設計室 川崎市川崎区 機械・設備の計画、設計

158 ＪＦＥテクノス株式会社 横浜市鶴見区 プラントメンテナンス

159 株式会社ジェイテック 東京都中央区 委託開発（機械設計・制御ソフト開発）、ソフトウェア開発

160 株式会社ジェイファスト 東京都中野区 建設業

161 株式会社システム・アシスト 平塚市 ソフト・ハードの開発

162 株式会社システムクリエーション 横浜市中区 情報技術

163 株式会社システムズリサーチ 横浜市西区 Java設計・開発

164 システムパック株式会社 東京都中央区 ソフトウエア開発

165 株式会社システム・ユー 東京都中央区 ソフト開発

166 システムワークスジャパン株式会社 鎌倉市 情報処理

167 株式会社シノザワ 横浜市港北区 各種電源装置の試作・開発他

168 芝浦機械株式会社 静岡県沼津市 射出成型機、ダイカストマシン、電子制御装置等の製造・販売

169 清水総合開発株式会社 東京都中央区 不動産業

170 株式会社シミズ・ビルライフケア 東京都中央区 建物増改築・改修・新築の企画・設計・管理等

171 ジャパニアス株式会社 横浜市西区 技術者派遣

172 株式会社勝栄電業社 東京都大田区 モーター・風力電機メンテナンス（電気機器修理）

173 湘南技術センター株式会社 横浜市西区 総合エンジニアリングサービス

174 株式会社湘南光学工業所 平塚市 光学レンズ加工機械

175 株式会社湘南精機 小田原市 精密機械部品の製造及び組立

176 城山工業株式会社 相模原市緑区 輸送用機械器具製造

177 株式会社シンクスコーポレーション 愛甲郡愛川町 非鉄金属加工販売

178 株式会社信光社 横浜市栄区 各種酸化物単結晶製品製造加工

179 新興電設工業株式会社 横浜市西区 電気設備工事

180 株式会社シンサナミ 横浜市旭区 ガス事業リフォーム他

181 株式会社新日南　京浜事業所 横浜市都筑区 機械製造業

182 新日本建販株式会社 横浜市港北区 建設機械等の販売・リース・レンタル

183 新日本テクトス株式会社 東京都千代田区 総合エンジニアリング業

184 新日本電子株式会社 東京都町田市 通信電子機器製造

185 シンヨー電器株式会社 東京都港区 電気通信工事業・電気工事業・消防施設工事業

186 新菱工業株式会社　平塚工場 平塚市 ポンプの設計、製造販売、据付他

187 株式会社神和製作所 大和市 放送中継装置製造

188 株式会社瑞起 横浜市西区 ARM製品開発サービス、輸出入販売事業

189 株式会社スカイナラ 横浜市中区 ソフトウェアの設計・開発

190 株式会社菅原研究所 川崎市麻生区 工業用測定機器の製造販売

191 株式会社杉山商事 横浜市戸塚区 精密機械部品製造

192 図研テック株式会社 横浜市港北区 ＣＡＤシステム運用設計他

193 スタッフ株式会社 横浜市港北区 通信機器用アンテナ、機構部品の開発、設計、製造販売

194 株式会社須藤製作所 藤沢市 軸受用金属プレス部品製造

195 成幸工業株式会社 横浜市泉区 機械加工・画像システム設計開発

196 誠和エンジニアリング株式会社 川崎市高津区 ガス制御装置

197 株式会社ゼネット 東京都港区 システム開発、インフラ構築

198 ゼネラルエンジニアリング株式会社 東京都大田区 設計、制御系ソフト開発

199 株式会社ゼファシステムズ 東京都品川区 システムネットワーク設計開発

200 株式会社セルタン 厚木市 ソファ・座椅子等インテリア製品の企画・製造・販売
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201 セントラル電子制御株式会社 川崎市中原区 システム機器等の開発、設計、製造販売

202 セントランス株式会社 東京都港区 労働者派遣、受託開発設計

203 株式会社全日警 東京都中央区 法人施設・機械警備

204 株式会社創英 東京都品川区 印刷

205 相洋産業株式会社 小田原市 非鉄金属部品製造

206 株式会社Sohwa＆SophiaTechnologies 川崎市麻生区 電子機器製造業

207 株式会社ソフテム 横浜市中区 システム開発

208 株式会社第一コンピューター 東京都渋谷区 システム開発、運用

209 株式会社第一コンピュータサービス 川崎市幸区 システム開発ソリューション

210 株式会社大協製作所 横浜市保土ヶ谷区 金属表面処理業

211 有限会社ダイコー精機製作所 川崎市高津区 金属加工

212 株式会社大新工業製作所 藤沢市 ねじ転用平ダイスの設計、製造販売

213 大成技研株式会社 東京都港区 制御盤、配電盤の新規設計開発及びＰＬＣ設計開発他

214 大同工業株式会社 大和市 自動車部品の成型､メッキ､塗装

215 株式会社太陽システム 横浜市中区 電子機器のメンテナンスサービス、電気通信工事他

216 タカ電子工業株式会社 横浜市保土ヶ谷区 制御装置の設計・製造

217 株式会社タシロ 平塚市 精密板金加工、精密機械加工

218 株式会社タシロイーエル 東京都大田区 部品・機械加工

219 株式会社タスクフォース 横浜市港北区 コンピュータソフト開発

220 田中サッシュ工業株式会社 横浜市金沢区 鋼製建具の設計、製造、取付、メンテナンス

221 株式会社田中製作所 横浜市都筑区 金属加工業

222 茅ヶ崎工業株式会社 綾瀬市 ファインカーボン製品

223 株式会社ティー・アール・シー 横浜市神奈川区 インフラ構築導入、運用・保守サポート、システム開発

224 株式会社ティ・アイ・ディ 東京都中央区 情報通信システムの提案・構築・技術サービス等

225 有限会社ＴＦＳ 横浜市中区 保険代理店

226 株式会社ティー・エム・シー 横須賀市 ソフトウエア開発・ホームページ作成等

227 株式会社ティーネットジャパン　横浜営業所 横浜市中区 アウトソーシング業

228 株式会社ディックソリューションエンジニアリング 東京都港区 情報通信と電機制御の2分野におけるエンジニアリング業務

229 株式会社データープロセスサービス 川崎市川崎区 ソフトウェア開発

230 テクニカルジャパン株式会社 横浜市西区 ソフトウェア設計・開発

231 株式会社テクノアーク 東京都港区 技術派遣

232 株式会社テクノイケガミ 川崎市川崎区 放送用機等、メンテナンス業務

233 株式会社テクノウェア 鎌倉市 ＩＴ分野のシステム開発

234 株式会社テクノシステムズ 大和市 ソフト開発、電子応用機器開発

235 株式会社テクノジャパン 東京都港区 設計開発技術支援

236 株式会社テクノステート 藤沢市 輸送用機器製造業

237 株式会社テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社 東京都港区 ＩＴ機電・建設分野を網羅する総合エンジニアリングサービス

238 株式会社テクノポスト 横浜市都筑区 精密フォトリソ用紫外線照射機の開発、設計、製造

239 株式会社テクモ 藤沢市 機械部品設計開発

240 テコム株式会社 鎌倉市 情報通信

241 株式会社デザインネットワーク 東京都千代田区 受託設計サービス（機械・電気・電子設計、ソフトウェア開発）

242 株式会社デジタルフォルン 横浜市西区 システム・インテグレーション（機械、電気、電子、制御等）

243 株式会社デストプラン 横浜市中区 ソフトウェア開発

244 電元社トーア株式会社 川崎市多摩区 電気抵抗溶接機の製造

245 株式会社テンプレート 東京都大田区 ソフト開発

246 東亞合成株式会社 川崎市川崎区 化学製品の製造および販売

247 東京コスモス電機株式会社 座間市 電気機械器具部品製造

248 東京コンピュータシステム株式会社 東京都新宿区 情報通信（ソフトウェア開発）

249 東京スリーブ株式会社 鎌倉市 自動車用エンジン部品製造

250 株式会社東京ダイス 横浜市港北区 超硬耐摩耗製品、焼結ダイヤ成型工具等の製造販売
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251 東京団地倉庫株式会社 東京都江東区 倉庫施設の賃貸・保全業務

252 東京動力株式会社 横浜市鶴見区 建設業（機械器具設置業）

253 東京レーダー株式会社 横浜市保土ヶ谷区 情報通信機械器具製造業

254 東京冷機工業株式会社 東京都文京区 業務用空調設備等の設計・施工・メンテナンス　

255 東西株式会社 東京都大田区 総合人材サービス（業務請負・一般派遣・人材紹介）

256 東信電気株式会社 川崎市麻生区 OA機器等製造販売

257 東電同窓電気株式会社 横浜市西区 総合電気設備工事

258 東日電設株式会社 川崎市多摩区 鉄道信号保安設備の施工・保守・管理

259 東富士電機株式会社　相模原営業所 相模原市中央区 機械部品の仕入、販売

260 東邦電子株式会社 相模原市緑区 温度制御機器、各種制御機器、各種センサー等開発・製造・販売

261 株式会社東北電子計算センター　東京支社 川崎市川崎区 システム開発

262 東洋ガラス機械株式会社 横浜市旭区 ビン金型機械設計製造

263 東洋通信工業株式会社 東京都新宿区 ＩＣＴサービス他

264 東洋電機製造株式会社 東京都中央区 電子機器製造

265 東横化学株式会社 川崎市中原区 各種高圧ガスの販売及びプラント建設等

266 トーレック株式会社 横浜市港北区 非破壊検査用Ｘ線装置他製造

267 株式会社常盤製作所 鎌倉市 小型エンジン周辺機器製造

268 株式会社トップエンジニアリング 東京都港区 機械・電気電子設計

269 巴機械工業株式会社 鎌倉市 機械器具製造業

270 巴工業株式会社　サガミ工場 大和市 遠心分離機等製造

271 株式会社豊橋設計 愛知県豊橋市 CAD設計技術エンジニアリング

272 トランスコスモス株式会社 東京都渋谷区 ビジネスプロセスアウトソーシング

273 株式会社中島製作所 綾瀬市 自動車用ホイール等製造

274 株式会社中西製作所 横浜市南区 歯車精密機械部品

275 中野冷機株式会社 東京都港区 冷凍冷蔵設備製造

276 株式会社なまためプリント 横浜市中区 印刷

277 ニイガタ株式会社 横浜市鶴見区 研究開発者支援のための器具・冶具・装置の開発

278 株式会社ニコンエンジニアリング 横浜市神奈川区 光学機器製造

279 株式会社日南 綾瀬市 各種工業モデル・試作品の製造

280 株式会社ニックス 横浜市西区 工業プラスチック部品等の企画・開発・製造・販売

281 ニッコーテクノ株式会社 東京都千代田区 総合エンジニアリング

282 日興テクノス株式会社 横浜市磯子区 電子通信機器設備の販売、設計、工事、保守等

282 株式会社日産オートモーティブテクノロジー 厚木市 自動車開発

284 日東造機株式会社 平塚市 一般産業機械の設計・製作

285 ニッパ株式会社 横浜市港北区 総合パッケージ

286 株式会社日豊エンジニアリング 横浜市西区 プラント配管設計・構造設計、プラントエンジニアリング

287 日本ギア工業株式会社 藤沢市 増減速機の設計、製造販売

288 日本クロージャー株式会社 東京都品川区 容器キャップの製造、販売

289 日本サーモニクス株式会社 相模原市中央区 高周波装置製造販売

290 日本舶用エレクトロニクス株式会社 横浜市神奈川区 舶用電子機器製造販売

291 日本発条株式会社 横浜市金沢区 金属製品製造業

292 日本ビルコン株式会社 大和市 業務用空調機の修理・メンテナンス

293 株式会社日本インテリジェントビジネス 横須賀市 ソフト開発

294 日本オートマチックマシン株式会社 横浜市港北区 自動端子圧着機及び関連機器の製造販売他

295 株式会社日本コンサルティング 横浜市神奈川区 人材派遣、機械設計受託

296 株式会社日本コンピュータコンサルタント 横浜市神奈川区 ソフト開発

297 日本通信機株式会社 大和市 通信機器製造

298 日本電子工業株式会社 相模原市中央区 金属熱処理加工

299 株式会社日本動熱機製作所 横浜市保土ケ谷区 コンベア設計・製作・施工

300 株式会社日本油機 相模原市中央区 スクリュの設計・制作、プラスチック成型加工コンサルタント等
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301 日本リーテック株式会社 東京都千代田区 建設業（設備工事業）

302 株式会社ニュートン 東京都大田区 設計開発、ソフトウエア開発

303 株式会社ノイズ研究所 相模原市中央区 ノイズ試験機測定機の開発・販売

304 株式会社野毛電気工業 横浜市金沢区 半導体及び電子部品材料の製造加工

305 野崎印刷紙器株式会社　横浜支店 横浜市鶴見区 印刷

306 パーカー精密工業株式会社 綾瀬市 金属の精密加工

307 ハイウェイ・トール・システム株式会社 東京都中央区 高速道路の料金収受システムの保守メンテナンス業

308 株式会社パパス 相模原市中央区 精密部品・自動車部品・ポンプ部品・ステンレス等の製造

309 林精鋼株式会社　戸塚工場 横浜市戸塚区 鉄鋼二次製品の製造

310 ハル・エンジニアリング株式会社 横浜市西区 ソフト開発

311 株式会社ピー・アール・オー 横浜市中区 ソフト設計・開発・販売

312 株式会社ピー・アンド・アイ 横浜市港北区 印刷

313 株式会社ぴーぷる 東京都台東区 システム開発、デザイン・ネットワーク構築、web

314 株式会社日立産機システム　相模事業所 綾瀬市 産業電機品の製造、販売、保守サービス等

315 株式会社ヒップ 横浜市西区 電子・機械・ソフトウェア開発

316 株式会社日の出製作所 川崎市川崎区 金属加工、ロボコンサポート事業

317 ヒューマンズ・ネット株式会社 小田原市 ソフトウェアの企画・開発・保守・運用、自社製品の開発・販売

318 ヒロセ電機株式会社 横浜市都筑区 コネクタ、デバイスの開発・製造・販売

319 ファーネス化工機株式会社 綾瀬市 アルミ熱処理設備、アルミ溶解炉の製造・販売・保守

320 株式会社ファルコン 横浜市神奈川区 情報サービス業

321 フィット電装株式会社 東京都大田区 自動制御機器販売、自動制御システム設計・施工・調整

322 富士アイテック株式会社 東京都千代田区 保温・保冷、防音工事等の設計施工

323 富士工業株式会社 相模原市中央区 住宅設備機器の製造販売

324 株式会社富士ダイナミクス 東京都目黒区 駐車場機器等の開発、製造販売

325 株式会社富士テクノソリューションズ 厚木市 機械設計・解析・ソフト開発、ネットワーク

326 株式会社富士薬品機械 東京都大田区 薬品機械製造

327 扶桑精工株式会社 相模原市緑区 金型及び機械製造販売

328 プライムエンジニアリング株式会社 東京都新宿区 技術サービス業

329 ブルーマチックジャパン株式会社 横浜市都筑区 コーヒーマシン輸入販売

330 フレアーナガオ株式会社 厚木市 冷凍空調及び産業機械用熱交換器等の製造販売

331 プレス工業株式会社 藤沢市 金属塑性加工

332 株式会社ベイテック 横浜市金沢区 金属加工業

333 株式会社ホープクリエイト 横浜市神奈川区 各種システム開発

334 北斗株式会社 東京都中央区 システム開発

335 北都システム株式会社 横浜市港北区 組込ソフトウェア・Ｗｅｂシステム・業務アプリ設計、開発等

336 株式会社ボルテック 横浜市西区 発電プラント点検保守等

337 株式会社マーク電子 相模原市緑区 製造業

338 株式会社マイスターエンジニアリング 東京都港区 半導体製造装置、メカトロ機器メンテナンス、エンジニアリング等

339 株式会社マエダ 大和市 精密機械加工

340 株式会社マグトロニクス 座間市 電子機器及び通信機器の製造販売

341 丸栄工業株式会社 相模原市緑区 建設機械用部品製造販売

342 株式会社丸産技研 横浜市緑区 建築・土木・不動産

343 マルマテクニカ株式会社 相模原市南区 建設機械等整備製造

344 三池工業株式会社 横浜市戸塚区 自動車車体及び部品製造販売

345 三木プーリ株式会社 座間市 伝動機器の開発・製造・販売

346 株式会社ミクニ　小田原事業所 小田原市 輸送用機械器具製造業

347 三峰無線株式会社 東京都中央区 電子通信工事

348 株式会社ミツル光学研究所 川崎市宮前区 精密切削加工、光学ガラス加工

349 株式会社ミナミ 綾瀬市 都市インフラ電気設備の保守点検・試験・改造工事

350 三益工業株式会社 東京都大田区 航空宇宙機械部品の金属切削加工
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351 株式会社宮川製作所 横浜市港北区 情報通信機器製造販売

352 株式会社ｍｉｒａｔｅ 東京都新宿区 システム開発、サーバ構築業務

353 美和電気株式会社 川崎市中原区 電気機械器具製造販売

354 ムラテックＣＣＳ株式会社 愛知県犬山市 物流システム、工作機械のアフターサービス、保守メンテナンス

355 守谷輸送機工業株式会社 横浜市金沢区 各種エレベーターの製造

356 八洲電機株式会社 東京都港区 卸売業（機械器具)

357 株式会社安田製作所 横浜市旭区 金属部品加工

358 株式会社山一情報システム 東京都千代田区 インフラの設計構築及びソフトウエア開発

359 株式会社山川機械製作所 平塚市 航空機部品製造、半導体製造装置

360 株式会社山喜 横浜市金沢区 ベアリングリテーナー製造

361 山下システムズ株式会社 東京都品川区 産業用マイクロコンピューターボードの設計、製造、販売

362 山下電気株式会社 東京都品川区 精密プラスチック成形品・精密成形金型の設計、製造等

363 山下マテリアル株式会社 座間市 プリント配線盤製造

364 株式会社山星製作所 横浜市都筑区 精密板金加工

365 山村フォトニクス株式会社 横浜市都筑区 ガラス素材・ガラス製品製造加工、光通信用モジュール部品製造

366 ユイコムネットワークス株式会社 東京都新宿区 電機通信工事業

368 株式会社ユーエー情報 横浜市神奈川区 ソフトウェア開発

368 有限会社ユーエフサービス 川崎市幸区 工具販売

369 株式会社ユーコム 川崎市川崎区 ソフトウェア受託開発

370 株式会社由紀精密 茅ヶ崎市 機械設計・製造、部品加工

371 ユニオンマシナリ株式会社 相模原市中央区 ハーネスコネクタ機器製造

372 株式会社ユニックスホールディングス 東京都台東区 ソフトウェア開発

373 ユニプレス株式会社　工機工場 大和市 自動車用車体部品製造

374 ヨコキ株式会社 横浜市保土ケ谷区 自動車車体用検査装置の設計製作、溶接ライン製造

375 横浜エレベータ株式会社 横浜市中区 エレベータ製造・販売・保守

376 株式会社横浜自働機 横浜市港北区 食品関連機器製造販売

377 株式会社横浜電算 横浜市西区 情報処理サービス

378 株式会社横浜リテラ 横浜市戸塚区 印刷業

379 株式会社ヨコレイ 横浜市保土ヶ谷区 空調設備

380 株式会社吉岡精工 横浜市鶴見区 精密部品設計製作

381 ライトクリエイションシステム株式会社 東京都台東区 情報技術サービス、業種別ソリューション等

382 株式会社ラピス 横浜市西区 ソフトウェア開発

383 株式会社リガルジョイント 相模原市南区 流体機器、オゾン環境機器等の開発・製造販売

384 株式会社リフォームキュー 東京都品川区 建築リフォーム

385 リペア株式会社 東京都品川区 エアコン、冷蔵庫等の総合メンテナンス

386 株式会社ワイ・ケー電子 綾瀬市 プリント配線基板の設計、製造

387 株式会社ワイテック 平塚市 半導体、FPD製造装置設計、航空機機体部品、治具設計

388 株式会社和興計測 川崎市高津区 工業用各種計測器の設計開発、製造、販売

389 株式会社渡商会 横浜市神奈川区 卸売業（産業用・医療用ガス)

390 ワッティー株式会社 相模原市南区 半導体製造装置用ヒータユニットの開発製造販売等

391 公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会 横浜市中区 団体業務

392 神奈川県建設労働組合連合会 横浜市神奈川区 団体業務

393 一般社団法人神奈川県プラスチック工業会 横浜市中区 団体業務

394 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 横浜市中区 公営・公共住宅等管理全般
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