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ＵＲＬ

1 アークシステム株式会社

横浜市西区

ソフト設計

http://www.ark-sys.co.jp/

2 株式会社アートウェア

鎌倉市

ソフト開発

http://www.art-ware.jp/

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

https://www.rej.jp/

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

http://www.rcskk.co.jp/

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

http://www.igsquare.co.jp/

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

https://www.ijtt.co.jp/

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

http://www.isis.co.jp/

8 株式会社アイティ・イット

東京都千代田区

情報通信業

http://www.it-it.co.jp/

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

https://www.itecno.co.jp/

10 株式会社アイ・ピー・エル

厚木市

システム開発

http://www.ipl-soft.co.jp/

11 葵精機株式会社

川崎市高津区

装置事業・精密部品事業

http://www.aoi-seiki.co.jp/

12 株式会社赤原製作所

座間市

板金加工

http://magekakou.jp/

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

http://www.aquesti.co.jp/

14 株式会社アクティブ

横浜市瀬谷区

システム開発、運用

http://www.active-web.co.jp/

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

https://www.act1000.jp/

16 アクト電子株式会社

川崎市中原区

電子機器製造販売

http://www.actele.co.jp/

17 朝日オフセット印刷株式会社

横浜市鶴見区

印刷

http://www.asahi-offset.com/

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

http://www.atago-seiko.co.jp/

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

http://www.adachikikaiss.co.jp/

20 株式会社アテック

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

http://www.atec-inc.co.jp/

21 株式会社アド・ソアー

川崎市高津区

技術サービス業

http://www.adsoar.co.jp/

22 株式会社アドタック

大和市

印刷

http://www.adtack.co.jp/

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

http://www.atrus.co.jp/

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

http://www.atengineer.com/pr/sca-schucker/company

25 株式会社アバールデータ

東京都町田市

通信機器製造

http://www.avaldata.co.jp/

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

http://apricotinc.co.jp/

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

http://www.apollo-g.co.jp/

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

https://www.amp.amada.co.jp/

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）

なし

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

http://www.ulvac-techno.co.jp/

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

http://www.alpsgiken.co.jp/

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

http://www.andor.jp/

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

http://www.unfake.co.jp/

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

http://www.anbesmt.co.jp/

35 株式会社飯島製作所

横浜市鶴見区

金属部品加工

http://www.iijima-ss.com/

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

http://ets-holdings.co.jp

37 株式会社Ｅ-テックエンジ

綾瀬市

電気設備点検業務

http://www.e-teceng.co.jp/

38 株式会社イオ

横浜市港北区

ソフトウェア開発

http://www.system-io.co.jp/

39 池内精工株式会社

横須賀市

金属材料製造

http://www.iskcorp.co.jp/

40 株式会社池田工業所

横浜市金沢区

金属加工業

http://www.ikd-corp.co.jp/

大和市

鋼板の加工・販売

http://www.isz.co.jp/

42 井上鋼材株式会社

横浜市鶴見区

鉄鋼販売

http://www.inoue-kouzai.co.jp/

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

http://www.infitec.co.jp/

44 株式会社ＶＩＰワークス

横浜市西区

情報サービス

http://www.vip-works.com/

45 株式会社ウィズダム

東京都品川区

ソフトウェア開発

http://www.wisdom.co.jp/

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

https://www.vips.co.jp/

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

https://www.wingsystem.co.jp/

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

https://www.web-tokai.ne.jp/

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

http://eiko.jp/

横浜営業所

24 アトラスコプコ株式会社

41 五十鈴中央株式会社

エスシーエーディビジョン

大和サービスセンター
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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

http://www.eishin.info/

51 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ

秦野市

設計・開発・受託

http://www.arp-id.co.jp/

52 ＡＧＣ株式会社

愛甲郡愛川町

ガラス製造業

http://www.agc.com/

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

https://www.anritsu.com/ja-JP/at-techmac/

54 株式会社APJ

大和市

自動車部品の製造

http://www.nichias.co.jp/company/group/apj.html

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

http://exeo-japan.com/

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

http://www.ecs-kk.co.jp/

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）

http://www.edison-ｓｓ.co.jp/

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

http://www.sft.co.jp/

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

http://www.sc-m.jp/

60 有限会社エステー精工

東京都大田区

鉄加工製造

http://st-seiko.com/

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

http://www.edelta.co.jp/

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

http://www.any-jp.com/

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

http://www.necf.jp/

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

http://www.nskmicro.co.jp/

65 株式会社エヌ・エス・ピイ

横浜市南区

ソフトウェア開発

http://www.nspweb.jp/

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

http://www.n-k.jp/

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

http://www.eep.ebara.com/

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

https://www.ftrade.co.jp

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

http://www.me-corp.net/

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

http://www.mtands.co.jp/

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

http://www.emuden.com/

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

http://www.eletech-inc.co.jp/

73 応用電機株式会社

相模原市南区

精密機器開発製造他

http://www.oyoe.co.jp/

74 大江電機株式会社

横浜市南区

制御電機部品の販売

http://ohe.jp/

75 株式会社大川印刷

横浜市戸塚区

商業印刷

http://www.ohkawa-inc.co.jp/

76 大島機工株式会社

相模原市中央区

金属製品製造業

http://ookk.jp/

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

http://www.otaka-ss.jp/

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

http://www.ohtsuka-tekko.co.jp/

79 株式会社大野製作所

横浜市都筑区

機械加工

http://ohnoss.com/

80 大林産業株式会社

鎌倉市

通信機器等開発設計

http://www.ohbayashi.co.jp/

81 大船熱錬株式会社

藤沢市

自動車部品の加工

http://ofuna-netsuren.co.jp/

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

http://www.opencom.co.jp/

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

http://www.oomori.co.jp/

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

http://ofmac.com/

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

http://www.ogawa-yuki.com/

86 株式会社オキサイド

横浜市保土ケ谷区

単結晶・光デバイス、レーザーの研究開発、製造

https://www.opt-oxide.com

87 オサ機械株式会社

横浜市緑区

食品加工機械製造販売

http://www.osa3.co.jp/

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

http://www.odawarakiki.com/

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

http://www.olympia-sys.co.jp/

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

http://www.orangetech.co.jp/

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

http://www.kasai.co.jp/

92 株式会社加藤組

南足柄市

建設業

http://www.katoh-gumi.co.jp/

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

http://www.kanamex.co.jp

94 株式会社ガリバー

横浜市神奈川区

印刷

http://www.gulliver.co.jp/

95 川崎自動車工業株式会社

横浜市泉区

自動車部品製造

http://k-jk.co.jp/

96 有限会社川田製作所

小田原市

プレス加工

http://www.kawada-ss.co.jp/

97 関越ソフトウェア株式会社

川崎市多摩区

情報処理業

https://kanetsu-sw.jp/

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

http://www.k-setagaya.co.jp/

相模工場

相模原事業部
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平塚市

熱処理設備の設計製造

http://www.k-y-k.co.jp/

100 キーパー株式会社

藤沢市

オイルシール製造

https://keeper.co.jp/

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

http://www.kyms.co.jp/

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

http://www.gikendenshi.co.jp/

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

http://www.kinashi-denki.co.jp/

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

http://www.reseau.co.jp/

105 株式会社九南

川崎市多摩区

電気工事業

http://www.kyunan.co.jp

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

http://www.kec-ltd.co.jp/

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

http://www.kyouei-kikaku.com/

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

http://www.kyosanes.co.jp/

109 協伸サンテック株式会社

座間市

環境整備機器製作

http://www.kyoushin-suntech.co.jp/

大和市

バスダクトの設計・製造

http://www.ky-tec.co.jp/

111 株式会社協立電気商会

横浜市青葉区

電気設備工事業

http://kyouritu.yokohama/

112 極東精機株式会社

小田原市

大型船舶燃料ポンプ製造

http://www.kyokutou-s.co.jp/

海老名市

真空熱処理・HIP処理、他受託加工

http://www.kinzoku.co.jp/

114 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

http://www.climb-ncd.co.jp/

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

http://www.qulead.co.jp/

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

http://www.kleeblatts.co.jp/

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

http://www.clr.co.jp/

118 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

http://www.xtec.co.jp/

119 株式会社景泉機器

横浜市金沢区

油圧シリンダ製造・販売

http://keisenkiki.com/

120 株式会社ケイテック

横浜市戸塚区

ソフト開発

http://www.e-ktec.co.jp/

121 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

http://www.kden.co.jp/

122 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）

http://www.keihin-sangyo.co.jp/

123 京浜ドック株式会社

横浜市神奈川区

造船業

https://www.keihindock.co.jp/

124 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

http://www.corefutec.co.jp/

125 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

http://ww.tc-koiwai.co.jp/

126 株式会社工研

座間市

切削工具の再研削及び新規作成

http://www.kouken-net.co.jp/

127 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

http://www.kouden.com/

128 株式会社古賀電子

平塚市

電子機器の組立・加工

http://www.kogadenshi.co.jp/

129 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

http://www.igrp.co.jp/icp/

130 国際鉄工株式会社

横浜市戸塚区

車体溶接設備設計製作

https://kokusaitekko.jimdo.com/

131 五光発條株式会社

横浜市瀬谷区

精密バネ製造

http://www.goko-spring.co.jp/

132 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

https://cosmo1991.co.jp/

133 株式会社コスモス

横浜市神奈川区

制御系ソフト開発

https://www.cosmos-system.co.jp/

134 株式会社コバヤシ精密工業

相模原市南区

設計・製造・制御

http://www.kobasei.com/

135 コミヤ印刷株式会社

平塚市

各種商業印刷

http://www.komiyainsatsu.co.jp/

136 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

http://www.navida.ne.jp/k-model/koyama.html

137 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

http://gondametal.co.jp/

138 株式会社コンテック

東京都港区

建設技術サービス

http://www.con-tec.co.jp/

139 サガミエレク株式会社

横浜市鶴見区

電子部品製造業

https://www.sagami-elec.co.jp/

140 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

http://www.sagami-c.co.jp

141 相模通信工業株式会社

茅ヶ崎市

電子機器組立

http://www.sagami-net.co.jp/

142 株式会社佐々木鉄工所

横浜市中区

機械加工・溶接

http://www.s-iw.co.jp/

143 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

http://www.sacgrp.co.jp/

144 三栄精機株式会社

東京都大田区

精密部品加工

http://www.sanei-sk.co.jp/

145 山九株式会社

川崎市川崎区

機械メンテナンス（事業所）

http://www.sankyu.co.jp/

146 山協印刷株式会社

平塚市

印刷

http://www.sun-net.co.jp/

147 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

http://www.sunco-spring.co.jp/

東京支店

110 共同カイテック株式会社

113 金属技研株式会社

神奈川技術センター

神奈川工場

南関東支店
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148 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

なし

149 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

http://www.e-santec.com/

150 三波工業株式会社

横浜市金沢区

電子機器保守整備

http://www.sampa.co.jp/

151 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）

http://www.sun-plus.jp/

152 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

http://www.sanwakoki.co.jp/

153 産和産業株式会社

横浜市西区

機械加工

http://www.sanwasan.co.jp/

154 ＪＥＣインターナショナル株式会社

大和市

IT全般

http://www.jec-ic.com/

155 株式会社ジェイエスピー

横浜市西区

ソフトウェア開発

http://www.jspnet.co.jp/

156 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

http://www.jfe-sekkei.co.jp/

157 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

http://www.jfe-technos.co.jp/

158 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

http://www.j-tec-cor.co.jp/

159 株式会社ジェイファスト

東京都中野区

建設業

http://www.j-fast.co.jp/

160 株式会社システム・アシスト

平塚市

ソフト・ハードの開発

http://www.system-assist.co.jp/

161 株式会社システムクリエーション

横浜市中区

情報技術

http://system-creation.com/

162 株式会社システムズリサーチ

横浜市西区

Java設計・開発

http://www.src-inet.co.jp/

163 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

http://www.system-pack.co.jp/

164 株式会社システム・ユー

東京都中央区

ソフト開発

http://system-you.jp/

165 システムワークスジャパン株式会社

鎌倉市

情報処理

http://www.swj.co.jp/

166 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

http://www.shinozawa.co.jp/

167 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

https://www.shibaura-machine.jp/

168 清水総合開発株式会社

東京都中央区

不動産業

http://www.scdc.co.jp/

169 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

http://www.sblc.co.jp/

170 ジャパニアス株式会社

横浜市西区

技術者派遣

http://www.jna.co.jp/

171 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）

http://shoei-ele.com/

172 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

http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/

173 株式会社湘南光学工業所

平塚市

光学レンズ加工機械

http://www.shonanopm.co.jp/

174 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

http://www.shounan.co.jp/

175 城山工業株式会社

相模原市緑区

輸送用機械器具製造

http://www.shiroyama.net/

176 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

http://www.shinx-corp.co.jp/

177 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

http://www.shinkosha.com/

178 新興電設工業株式会社

横浜市西区

電気設備工事

http://www.shinkodensetsu.co.jp/

179 株式会社シンサナミ

横浜市旭区

ガス事業リフォーム他

http://www.shinsanami.co.jp/

180 株式会社新日南

横浜市都筑区

機械製造業

http://www.shinnichinan.co.jp/

181 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

https://www.njm.co.jp/

182 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

http://www.stec-3.co.jp/

183 新日本電子株式会社

東京都町田市

通信電子機器製造

http://www.sndk.co.jp/

184 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

http://www.shinyo-denki.co.jp/

185 新菱工業株式会社

平塚市

ポンプの設計、製造販売、据付他

http://www.shinryo-kougyo.com/

186 株式会社神和製作所

大和市

放送中継装置製造

http://loco.yahoo.co.jp/place/g-TQptYI8VySU/

187 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

https://www.zuiki.co.jp

188 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

http://www.skynara.co.jp

189 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

http://www.sugawara-labs.co.jp/

190 株式会社杉山商事

横浜市戸塚区

精密機械部品製造

http://www.sugiyama-shoji.com/

191 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

http://www.zukentec.co.jp/

192 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

http://www.staf.co.jp/

193 株式会社須藤製作所

藤沢市

軸受用金属プレス部品製造

http://jp.sudo-seisakusho.com/

194 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

http://www.seiko-kk.co.jp/

195 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

http://www.seiwaeng.com/

196 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

http://www.znet-jp.com/

京浜事業所

平塚工場
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197 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

http://www.geng.co.jp/

198 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

http://www.zephyr-system.co.jp/

199 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

http://www.sdsg.co.jp/

200 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

http://www.centrans.co.jp/

201 株式会社全日警

東京都中央区

法人施設・機械警備

http://www.zennikkei.co.jp/

202 株式会社創英

東京都品川区

印刷

http://www.souei.jp/

203 相洋産業株式会社

小田原市

非鉄金属部品製造

http://www.soyo-sangyo.jp/

204 株式会社Sohwa＆SophiaTechnologies

川崎市麻生区

電子機器製造業

http://www.ss-technologies.co.jp/

205 株式会社ソフテム

横浜市中区

システム開発

http://www.softem-net.co.jp/

206 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

http://www.kdc-shibuya.co.jp/

207 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

http://www.dcs21.co.jp/

208 株式会社大協製作所

横浜市保土ヶ谷区

金属表面処理業

http://www.daikyo-inc.co.jp/

209 有限会社ダイコー精機製作所

川崎市高津区

金属加工

http://www.daiko-seiki.co.jp/

210 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

http://www.daishin88.co.jp/

211 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

http://www.taisei-giken.co.jp/

212 大同工業株式会社

大和市

自動車部品の成型､メッキ､塗装

http://daidokogyo.com/index.html

213 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

http://www.taiyo-system.com/

214 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

http://takadenshi.mirai-21.com/

215 株式会社タシロ

平塚市

精密板金加工、精密機械加工

http://www.tasiro.co.jp/

216 株式会社タシロイーエル

東京都大田区

部品・機械加工

http://tashiro-el.com/

217 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

http://www.taskforce.co.jp/

218 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

http://www.tanakasash.co.jp/

219 株式会社田中製作所

横浜市都筑区

金属加工業

http://tanakass-web.com/

220 茅ヶ崎工業株式会社

綾瀬市

ファインカーボン製品

http://akdb.jp/companies/view/32

221 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

https://www.tid.co.jp

222 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

http://www.trcinc.co.jp/

223 有限会社ＴＦＳ

横浜市中区

保険代理店

http://hokenkento.com/3386

224 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

http://www.tmc-world.co.jp/

225 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

http://www.tn-japan.co.jp/

226 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

http://www.dicse.com

227 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

http://www.dps-net.co.jp/

228 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

http://www.tjp.co.jp/

229 株式会社テクノアーク

東京都港区

技術派遣

http://techno-ark.co.jp/

230 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

http://www.techno-ikegami.co.jp/

231 株式会社テクノウェア

鎌倉市

IT分野のシステム開発

http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/tew/

232 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

http://www.techno-sys.co.jp/

233 株式会社テクノジャパン

東京都港区

設計開発技術支援

http://www.techno-japan.co.jp/

234 株式会社テクノステート

藤沢市

輸送用機器製造業

http://www.techno-state.co.jp/

235 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

http://www.technopro.com/eng/rec_ｎ/

236 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

http://technopost.co.jp/

237 株式会社テクモ

藤沢市

機械部品設計開発

http://www.tecm.co.jp/

238 テコム株式会社

鎌倉市

情報通信

http://www.tecom.co.jp/

239 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）

http://www.design-network.co.jp/

240 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）

https://www.vorn.co.jp/

241 株式会社デストプラン

横浜市中区

ソフトウェア開発

http://www.destplan.co.jp/

242 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

http://www.dengenshatoa.co.jp/

243 株式会社テンプレート

東京都大田区

ソフト開発

http://www.template.co.jp/

244 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

http://www.toagosei.co.jp/

245 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

http://www.tocos-j.co.jp/
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246 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）

http://www.tcsy.co.jp

247 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

http://tokyosleeve.co.jp/

248 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

http://www.tokyo-dies.co.jp/

249 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

http://www.danchisoko.co.jp/

250 東京動力株式会社

横浜市鶴見区

建設業（機械器具設置業）

http://www.tokyo-douryoku.co.jp/

251 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

http://www.torey.co.jp/

252 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

http://www.rakar.co.jp/

253 東西株式会社

東京都大田区

人材派遣業

https://www.touzai.jp/

254 東信電気株式会社

川崎市麻生区

OA機器等製造販売

http://www.toshin-et.co.jp/

255 東電同窓電気株式会社

横浜市西区

総合電気設備工事

http://www.doso.co.jp/

256 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

http://www.tonichidensetsu.co.jp/

257 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

http://www.tofuji.co.jp/

258 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

http://www.toho-inc.com/

川崎市川崎区

システム開発

https://www.tecgrp.co.jp/

260 東洋ガラス機械株式会社

横浜市鶴見区

容器金型及び容器製造施設の製造販売

https://www.tgm-co.com/

261 東洋通信工業株式会社

東京都新宿区

ICTサービス他

http://www.totuko.co.jp/

262 東洋電機製造株式会社

東京都中央区

電子機器製造

http://www.toyodenki.co.jp/

263 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

http://www.toyokokagaku.co.jp/

264 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

http://www.toreck.co.jp/

265 株式会社常盤製作所

鎌倉市

小型エンジン周辺機器製造

http://tokiwa-mfg.jp/wp/

266 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

http://www.topeng.co.jp/

267 巴機械工業株式会社

鎌倉市

機械器具製造業

http://www.tomoe-kikai.co.jp/

268 巴工業株式会社

大和市

遠心分離機等製造

http://www.tomo-e.co.jp/

269 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

http://www.toyohashi-s.co.jp/

270 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

https://www.trans-cosmos.co.jp/

271 株式会社中島製作所

綾瀬市

自動車用ホイール等製造

http://www.nakajimass.co.jp/

272 株式会社中西製作所

横浜市南区

歯車精密機械部品

http://www.nakanishigear.co.jp/

273 中野冷機株式会社

東京都港区

冷凍冷蔵設備製造

http://www.nakano-reiki.com/

274 株式会社なまためプリント

横浜市中区

印刷

http://www.namatame-p.co.jp/

275 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・治具・装置の開発

http://www.ni-gata.co.jp/

276 株式会社ニコンエンジニアリング

横浜市神奈川区

精密光学機器の設計、製造、販売

https://www.ave.nikon.co.jp/n-eng/index.htm

277 株式会社日南

綾瀬市

各種工業モデル・試作品の製造

http://www.nichinan-group.com/

278 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

http://www.nix.co.jp/

279 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

http://www.nikko-technos.com/

280 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

http://www.nikko-techno.co.jp/

281 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

http://www.nissan-automothiue-technology.com/

282 日東造機株式会社

平塚市

一般産業機械の設計・製作

なし

283 ニッパ株式会社

横浜市港北区

総合パッケージ

http://www.nippa-group.co.jp/

284 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

http://www.np-e.co.jp/

285 日本ギア工業株式会社

藤沢市

増減速機の設計、製造販売

http://www.nippon-gear.jp/

286 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

http://www.ncc-caps.co.jp/

287 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

http://www.nhe.co.jp/

288 日本発条株式会社

横浜市金沢区

金属製品製造業

http://www.nhkspg.co.jp/

289 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

http://www.nipponbuilcon.co.jp/

290 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

http://www.jib-japan.com/

291 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

http://www.n-cc.co.jp/

292 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

http://www.n-c-c.co.jp/

293 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

http://www.thermonics.co.jp/

294 日本通信機株式会社

大和市

通信機器製造

http://www.nitsuki.com/

259 株式会社東北電子計算センター

東京支社

サガミ工場
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295 日本電子工業株式会社

相模原市中央区

金属熱処理業

http://www.ndkinc.co.jp/

296 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

http://ndss.co.jp/

297 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

http://nihon-yuki.co.jp/

298 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）

https://www.j-rietec.co.jp/

299 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

http://www.newton-j.com/

300 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

http://www.noiseken.co.jp/

301 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

http://www.nogeden.co.jp/

302 野崎印刷紙器株式会社 横浜支店

横浜市鶴見区

印刷

http://www.nozaki-print.co.jp/

303 パーカー精密工業株式会社

綾瀬市

金属の精密加工

http://www.parker-seimitsu.co.jp/

304 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

http://www.papas-kk.co.jp/

横浜市戸塚区

鉄鋼二次製品の製造

http://www.hsk-web.jp/

306 ハル・エンジニアリング株式会社

横浜市西区

ソフト開発

http://www.haleng.co.jp/

307 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

http://www.pro-japan.co.jp/

308 株式会社ピー・アンド・アイ

横浜市港北区

印刷

http://www.p-a-i.co.jp/

309 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

http://www.people.co.jp/

綾瀬市

産業電機品の製造、販売、保守サービス等

http://www.hitachi-ies.co.jp/

311 株式会社ヒップ

横浜市西区

電子・機械・ソフトウェア開発

http://www.hip-pro.co.jp/

312 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

http://www.hinode-ss.jp/

313 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

https://www.hm-net.co.jp/

314 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

なし

315 株式会社ファルコン

横浜市神奈川区

情報サービス業

http://www.kk-falcon.co.jp/

316 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

http://fit-denso.co.jp/

317 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

http://www.fuji-i-tec.co.jp/

318 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

http://www.fjic.co.jp/

319 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

http://www.fuji-dynamics.co.jp/

320 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

http://www.fｊtｓc.co.jp/

321 株式会社富士薬品機械

東京都大田区

薬品機械製造

http://www.fyk.co.jp/

322 扶桑精工株式会社

相模原市緑区

金型及び機械製造販売

http://www.fuso-seiko.co.jp/

323 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

http://www.prime1.co.jp/

324 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

http://www.brewmatic.co.jp/

325 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

http://www.flair-nagao.co.jp/

326 プレス工業株式会社

藤沢市

金属塑性加工

http://www.presskogyo.co.jp/

327 株式会社ベイテック

横浜市金沢区

金属加工業

http://www.baytec.co.jp/

328 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

http://www.hcc-net.co.jp/

329 北斗株式会社

東京都中央区

システム開発

http://www.hokuto-group.info/

330 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

http://www.hscnet.co.jp/

331 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

http://www.boltech.co.jp/

332 株式会社マーク電子

相模原市緑区

製造業

http://www.markd.co.jp/

333 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

http://www.mystar.co.jp/

334 株式会社マエダ

大和市

精密機械加工

http://www.maedash.co.jp/

335 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

http://www.magtronics.co.jp/

336 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

http://www.maruei-k.co.jp/

337 株式会社丸産技研

横浜市緑区

建築・土木・不動産

http://marusangiken.com/

338 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

http://www.maruma.co.jp/

339 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

http://www.mitsuike.co.jp/

340 三木プーリ株式会社

座間市

伝動機器の開発・製造・販売

https://www.mikipulley.co.jp/JP/

341 株式会社ミクニ

小田原市

輸送用機械器具製造業

http://www.mikuni.co.jp/

342 三峰無線株式会社

東京都中央区

電子通信工事

http://www.mitsuminemusen.com/

343 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

http://www.mitsuru-op.co.jp/

305 林精鋼株式会社

戸塚工場

310 株式会社日立産機システム

相模事業所

小田原事業所
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344 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

http://www.minami373.co.jp/

345 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

http://www.mmsk.co.jp/

346 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

http://www.msk.co.jp/

347 株式会社ｍｉｒａｔｅ

東京都新宿区

システム開発、サーバ構築業務

http://www.nowvillage.co.jp/

348 美和電気株式会社

川崎市中原区

電気機械器具製造販売

http://www.miwa-denki.co.jp/

349 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

http://www.muratec-ccs.co.jp/

350 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

http://www.moriya-elevator.co.jp/

351 八洲電機株式会社

東京都港区

卸売業（機械器具)

http://yashimadenki.co.jp/

352 株式会社安田製作所

横浜市旭区

金属部品加工

http://yasuda-works.jp/

353 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

http://www.yamaichi-inf.co.jp/

354 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

http://www.hira-yamakawa.co.jp/

355 株式会社山喜

横浜市金沢区

ベアリングリテーナー製造

http://www.yamaki-tech.co.jp/

356 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

http://www.misnet.co.jp/

357 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

http://www.yamashita-denki.co.jp/

358 山下マテリアル株式会社

座間市

プリント配線盤製造

http://www.yamashita-net.co.jp/

359 株式会社山星製作所

横浜市都筑区

精密板金加工

http://www.kk-yamaboshi.co.jp/

360 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

http://www.yama-ph.co.jp

361 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

http://yuicom.net/

362 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

http://www.uainf.co.jp/

363 有限会社ユーエフサービス

川崎市幸区

工具販売

http://tools-ufs.com/

364 株式会社ユーコム

川崎市川崎区

ソフトウェア受託開発

http://www.ucm.co.jp/

365 株式会社由紀精密

茅ヶ崎市

機械設計・製造、部品加工

http://www.yukiseimitsu.co.jp/

366 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

http://www.umj.co.jp/

367 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

https://www.unics-holdings.co.jp/

368 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

http://www.unipres.co.jp/

369 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

http://www.yokoki.co.jp/

370 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

http://www.yokohama-elevator.jp/

371 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

http://www.yokohama-jidoki.co.jp/

372 株式会社横浜電算

横浜市西区

情報処理サービス

http://yokohamadensan.co.jp/

373 株式会社横浜リテラ

横浜市戸塚区

印刷業

http://www.yokohamalitera.com/

374 株式会社ヨコレイ

横浜市保土ヶ谷区

空調設備

http://www.yokoray.co.jp/

375 株式会社吉岡精工

横浜市鶴見区

精密部品設計製作

http://www.yoshioka.co.jp/

376 株式会社ラピス

横浜市西区

ソフトウェア開発

http://www.kk-lapis.co.jp/

377 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

http://www.rgl.co.jp/

378 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

http://www.reformq.co.jp/

379 リペア株式会社

東京都品川区

業務用空調、厨房設備機器のメンテナンス

http://www.ripea.com/

380 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

http://www.ykd.jp/

381 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

http://www.ytec.co.jp/

382 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

http://www.wako-keisoku.co.jp/

383 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)

http://www.watari.co.jp/

384 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

http://www.watty.co.jp/

385 公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会

横浜市中区

団体業務

http://www.kanagawalpg.or.jp/

386 神奈川県建設労働組合連合会

横浜市神奈川区

団体業務

http://www.kenseturoren.or.jp/

387 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

http://www.kanapla.or.jp/

388 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

http://www.thk.or.jp/

（388会員）
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