神奈川東部職業能力開発推進協議会会員名簿
平成29年3月7日現在
№

事業所（団体）名

所

在

地

1

株式会社アートウェア

鎌倉市大船1-26-27

ニッセイ大船ビル4F

2

株式会社アイエムティ

藤沢市湘南台2-7-9 湘南台ナリタビル 302

3

有限会社相幸精機

川崎市高津区下野毛2-5-13

4

株式会社アイ・ジー・スクウェア

横浜市西区北幸2-10-27

5

会津電業株式会社

横浜市保土ヶ谷区星川1-17-15

6

アイディアル工業株式会社

横浜市戸塚区東俣野町1600

7

株式会社アイティ・イット

東京都千代田区神田駿河台4-2-5 トライエッジ御茶ノ水

8

株式会社アイテックムラモト 東京支店

東京都新宿区西新宿4-29-6

9

アイワークス株式会社

横浜市西区高島2-6-38

10

旭ダイヤモンド工業株式会社玉川工場

川崎市高津区久地3-4-35

11

有限会社穴沢製作所

横浜市港北区新羽町2088-2

12

株式会社阿部機械製作所

川崎市宮前区土橋5-4-1

13

社会福祉法人阿部睦会

横須賀市衣笠栄町4-14

14

尼崎電機株式会社

川崎市川崎区日ノ出1-5-16

15

株式会社新井鉄工所

川崎市川崎区塩浜2-17-11

16

株式会社アルプス技研

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーL18F

17

株式会社アルプスビジネスサービス

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC18F

18

社会福祉法人育生会よつば苑

横浜市保土ヶ谷区狩場町200-9

19

株式会社池田工業所

横浜市金沢区福浦1-8-10

20

生駒造園土木株式会社

横浜市戸塚区小雀町1956-1

21

いすゞ自動車首都圏株式会社

東京都江東区新木場１-18-14

22

いずみビルクリエイト株式会社

東京都新宿区西新宿6-14-1

23

社会福祉法人磯子コスモス福祉会

横浜市磯子区中原3-6-10

24

一富士電工株式会社

横浜市神奈川区子安通2-207-2

25

株式会社伊那精工

川崎市幸区小倉812-25

26

株式会社イノベイションオブメディカルサービス

厚木市船子579-1

27

株式会社ウイズネット

横浜市港北区北新横浜2-3-1

28

植周造園株式会社

横浜市金沢区富岡東6-3-15

29

株式会社植春造園

川崎市幸区小向町12-13

30

内村印刷株式会社

横浜市中区末吉町1-12

31

社会福祉法人永寿会

藤沢市城南1-22-7

32

株式会社エクシオジャパン

相模原市南区東林間1-4-17

33

株式会社エスエムケイ

相模原市緑区大島723

34

有限会社エステー精工

東京都大田区西糀谷2-5-8

35

株式会社エービー

川崎市宮前区梶ヶ谷1-3

36

株式会社エニー

横浜市西区北幸2-1-22

37

有限会社エムテックグリーン

横浜市港南区丸山台2-26-15

38

株式会社オウミ

横浜市都筑区東山田4-33-17

39

株式会社大脇金型製作所

川崎市高津区下野毛2-11-5

40

株式会社大森精機

横浜市港北区新羽町921

41

株式会社オオヤマフーズマシナリー

横浜市神奈川区神大寺2-29-30

42

株式会社小田急ビルサービス

東京都渋谷区代々木2-28-12

43

株式会社越智製作所

川崎市高津区宇奈根718

44

特別養護老人ホーム柿生アルナ園

川崎市麻生区上麻生5-19-10

東武立野ビル3F

岩井ビル3階

新宿グリーンタワービル9F

ナガオカビル5F

小田急南新宿ビル2F

№

事業所（団体）名

所

在

地

45

神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社

横浜市鶴見区安善町2-1-7

46

神奈川ダイハツ販売株式会社

横浜市中区長者町9-176

47

神奈川中央交通株式会社

平塚市八重咲町6-18

48

神奈川電設株式会社

茅ケ崎市萩園3041

49

神奈川トヨタ自動車株式会社

横浜市神奈川区栄町7-1

50

神奈川県室内装飾事業協同組合

横浜市中区尾上町3-43

51

神奈川県内装仕上技能士会

川崎市川崎区鋼管通1-1-9-202

52

神奈川県工業塗装協同組合

横浜市神奈川区台町13-11

53

神奈川スバル株式会社

横浜市港北区新横浜1-18-1

54

鎌倉山若松ハイツ

鎌倉市鎌倉山2-2-21

55

特別養護老人ホーム特養鎌倉静養館

鎌倉市由比ガ浜4-4-30

56

かもめプロペラ株式会社

横浜市戸塚区上矢部町690

57

川崎日航ホテル

川崎市川崎区日進町1

58

川崎労務管理協会

川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ12階

59

一般社団法人川崎中原工場協会

川崎市中原区下上小田中6-10-1-102

60

一般社団法人川崎北工業会

川崎市高津区久地872

61

川尻鉄工株式会社

川崎市川崎区大川町12-3

62

川崎商工会議所

川崎市川崎区駅前本町11-2

63

川崎自動車整備事業協同組合

川崎市川崎区浅野町1-5

64

関東洗機工業株式会社

横浜市都筑区佐江戸町738

65

株式会社関東マツダ

東京都板橋区大山西町3-12

66

株式会社菊池電業社

川崎市川崎区四谷上町2-9

67

有限会社岸波鉄工所

横浜市港北区新羽町899

68

株式会社きたむら園

横浜市戸塚区東俣野1231

69

NPO法人きてん

横浜市保土ヶ谷区天王町1-21

70

協伸サンテック株式会社

座間市栗原873-18

71

株式会社共栄エンジニアリング

横須賀市衣笠栄町1-43

72

社会福祉法人共生会

藤沢市鵠沼1559

73

協立システム開発株式会社

川崎市川崎区砂子1-7-1

74

株式会社協友製作所

藤沢市西俣野987

75

共成電気株式会社

川崎市多摩区登戸471-1

76

共同カイテック株式会社神奈川技術センター

大和市柳橋4-7-4

77

協和電機工業株式会社

横浜市金沢区釜利谷東4-39-7

78

空圧工業株式会社

横浜市鶴見区駒岡2-6-27

79

株式会社グリーンケア

横浜市鶴見区馬場4-1-3

80

介護老人保健施設グリーンワーフ東戸塚

横浜市戸塚区川上町151

81

株式会社栗田屋

川崎市幸区中幸町3-10

82

グローブシップ株式会社

東京都港区芝4-11-3

83

ケアパートナー株式会社

川崎市幸区南加瀬2-29-1

84

株式会社京浜マリン製作所

横浜市鶴見区末広町2-1

85

株式会社ケイテック

鎌倉市大船2-19-28

86

京急電気工事株式会社

川崎市川崎区池田2-2-3

87

京浜産業株式会社

横浜市神奈川区新町13-6

88

京浜物流株式会社

川崎市川崎区水江町6-30

89

社会福祉法人孝楽会特別養護老人ホームけやき荘

横浜市神奈川区菅田町1-1

90

社会福祉法人公正会特別養護老人ホーム希望苑

横浜市泉区池の谷3901-1

障害者地域活動ホームほどがや希望の家

横浜エクセレント関内3階A

ヒルトップ横浜206号

若松ハイツ100号

川崎フロンティアビル3F

日本総合地所川崎ビル6F

芝フロントビル

宇津路屋ビル2F

№

事業所（団体）名

所

在

地

91

株式会社光陽電業社

川崎市中原区新丸子東2-905

92

弘電工事株式会社

東京都中央区日本橋中洲4-11 弘電工事ビル

93

向洋電機土木株式会社

横浜市南区井土ヶ谷下町16-6

94

国際通信企画株式会社

横浜市港北区新横浜1-19-2

95

国際鉄工株式会社

横浜市戸塚区上矢部町2415

96

株式会社コスモエンジニアリング

東京都大田区下丸子3-27-22

97

株式会社コスモス

横浜市神奈川区広台太田町4-21 トラストワンビル22

98

有限会社駒岡介護ステーション

横浜市鶴見区駒岡4-16-48 アミューズB101

99

京浜建物第5ビル

小向工業株式会社

横浜市港北区樽町4-17-26

100

株式会社コンテック

東京都港区芝5-33-1

101

株式会社サイトウ製作所

横浜市都筑区池辺町3462

102

株式会社桜エンジニヤサービス

横浜市都筑区川向町922-43

103

株式会社サンテック

川崎市中原区宮内2-28-2

104

株式会社さんこうどう

藤沢市本町1-3-33

105

株式会社三光精工

川崎市川崎区水江町6-9 川崎ゼロ・エミッション工業団地

106

三進工業株式会社

川崎市川崎区小島町4-4

107

三栄工機株式会社

横浜市鶴見区駒岡2-7-1

108

株式会社三栄コーポレーションリミテッド

横浜市港北区綱島東5-6-51

109

山九株式会社

川崎市川崎区扇島１

110

三共技研工業株式会社

横浜市磯子区中原1-1-31

111

三和クリエーション株式会社

川崎市中原区宮内１-26-8

112

三和シャッター工業株式会社

113

ＪＦＥテクノス株式会社

横浜市鶴見区末広町2-1

114

ＪＦＥビジネスサポート横浜株式会社

横浜市鶴見区末広町2-1

115

J-TREC デザインサービス株式会社

横浜市金沢区大川3-1

116

ＪＦＥプラントエンジ株式会社

川崎市川崎区扇町１-１設備管理事務所内

117

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

横浜市鶴見区末広町2-1

118

JECインターナショナル株式会社

大和市中央1-2-2

119

ジスクソフト株式会社

川崎市中原区小杉町1-403

120

株式会社システム・ユー

東京都中央区日本橋浜町2-30-1

121

指月電興株式会社

横浜市瀬谷区北町43-11

122

一般財団法人シニアライフ振興財団

横浜市中区日本大通33

123

篠原電機工業株式会社

川崎市川崎区藤崎4-4-4

124

株式会社芝計

横浜市神奈川区新子安1-46-3

125

下野毛工業協同組合

川崎市高津区下野毛3-3-41

126

株式会社ジャパウイン

川崎市川崎区東田町5-3

127

特別養護老人ホームシャローム

横須賀市走水1-35

128

社会福祉法人秀峰会

横浜市神奈川区沢渡1-2

129

昌栄電設株式会社

川崎市川崎区浅田4-7-1

130

株式会社昭特製作所京浜事業所

川崎市川崎区扇島19-1

131

湘南技術センター株式会社

横浜市西区平沼1-2-24

132

株式会社湘南マツダ

神奈川県中郡大磯町高麗1-2-7

133

城北工業株式会社

横浜市鶴見区生麦2-3-19

134

株式会社新栄製作所

横浜市港北区綱島東5-7-4

135

株式会社新大倉

東京都品川区南大井3-8-12

136

新日本テクトス株式会社

東京都千代田区有楽町1-9-1

南関東支店

首都圏第二事業部

森永プラザビル本館12階

JFEｽﾁｰﾙ(株)東日本製鉄所京浜地区構内

横浜市港北区新横浜2-5-5

住友不動産新横浜ビル４F

太陽ビル3F
武蔵小杉STMビル3F
浜町IKビル

神奈川県住宅供給公社ビル9F

菱興新高島台ビル4F-A

横浜NTビル3F

日比谷サンケイビル4F

№

事業所（団体）名

所

在

地

137

株式会社新川電気

横浜市鶴見区仲通1-59-8

138

社会福祉法人伸こう福祉会

横浜市南区日枝町1-5 4F

139

伸和工業株式会社

綾瀬市上土棚5-11-37

140

有限会社杉山製作所

川崎市幸区神明町2-70

141

特別養護老人ホーム菅田心愛の里

横浜市神奈川区菅田町1122

142

図研テック株式会社

横浜市港北区新横浜3-1-1

143

逗子ホームせせらぎ

逗子市池子3-789

144

社会福祉法人鈴保福祉会川崎市特別養護老人ホームしゅくがわら

川崎市多摩区宿河原6-20-19

145

株式会社スタックス

川崎市中原区下沼部1750

146

株式会社成立

東京都品川区西五反田5-7-8

147

社会福祉法人清光会

横浜市保土ヶ谷区上菅田町1723-1

148

社会福祉法人誠幸会

横浜市泉区上飯田町2083-1

149

社会福祉法人セイワ

川崎市高津区末長1-3-13

150

盛和工業株式会社

横浜市都筑区川向町957-7

151

摂南電気工業株式会社

横浜市港北区師岡町1050

152

社会福祉法人千成会介護老人福祉施設玉成苑

横須賀市長浦町5-80-1

153

セントケア神奈川株式会社

横浜市中区太田町4-55

横浜馬車道ビル7F

154

セントランス株式会社

東京都港区海岸3-18-1

ピアシティ芝浦ビル５階

155

相武造園土木株式会社

横浜市神奈川区羽沢町1562

156

相菱エンジニアリング株式会社

相模原市中央区相模原5-1-6

157

ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社

東京都品川区東品川4-12-8

158

株式会社太陽システム

横浜市中区富士見町3-2

159

太陽油脂株式会社

横浜市神奈川区守屋町2-7

160

株式会社太平エンジニアリング

東京都文京区本郷1-19-6

161

協同組合高津工友会

川崎市高津区溝口１－１－２６

162

株式会社田代鉄工所

横浜市神奈川区神ノ木町6-7

163

社会福祉法人たちばな会特別養護老人ホーム天王森の郷

横浜市泉区和泉町733

164

田中サッシュ工業株式会社

横浜市金沢区鳥浜町11-7

165

株式会社田中製作所

横浜市都筑区折本町106-1

166

株式会社丹野設備工業所

伊勢原市上粕屋448-19

167

社会福祉法人竹生会特別養護老人ホームたきがしら芭蕉苑

横浜市磯子区滝頭2-30-1

168

株式会社チバコー

川崎市川崎区貝塚1-9-8

169

社会福祉法人中心会

海老名市上今泉4-7-1

170

株式会社長寿介護センター

東京都豊島区高田3-18-2 タイムプラザ・イセビル4階

171

株式会社ツクイ

横浜市栄区小菅ヶ谷4-33-13

172

有限会社ツノダ製作所

横浜市港北区綱島東6-1-2

173

Ｔ－ＤＥＫ株式会社

綾瀬市吉岡東1-16-35

174

株式会社テクノキャリア

横浜市港北区新羽町484

175

株式会社テクノジャパン

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル6階

176

株式会社電成社

横浜市神奈川区松本町6-43-3

177

電子科学工業株式会社

横浜市金沢区鳥浜町16-1

178

株式会社電元社製作所

川崎市多摩区枡形1-23-1

179

株式会社テンプレート

東京都大田区蒲田4-29-5

180

東亜鉄工株式会社

横浜市鶴見区安善町1-3

181

株式会社東京ダイス

横浜市港北区新羽町964-19

182

東京動力株式会社

横浜市鶴見区佃野町11-8

図研新横浜ビル

品川シーサイドイーストタワー12階

高千穂ビル6F

№

事業所（団体）名

所

在

地

183

社会福祉法人同塵会

横浜市港南区下永谷4-21-10

184

有限会社東南電設

川崎市川崎区塩浜3-24-6

185

有限会社東成精密

川崎市幸区小倉918

186

東洋電装株式会社

横浜市鶴見区大黒町9-7

187

株式会社東芝京浜事業所

横浜市鶴見区末広町2-4

188

東日電設株式会社

川崎市多摩区中野島3-20-20

189

東電パートナーズ株式会社

東京都江東区越中島3-5-19

190

徳力精工株式会社 横須賀工場

横須賀市平成町1-3-2

191

トヨタＬ＆Ｆ神奈川株式会社

横浜市中区本牧十二天2-8

192

トヨタカローラ横浜株式会社

横浜市中区長者町3-8

193

トヨタカローラ神奈川株式会社

横浜市保土ヶ谷区狩場町65

194

トヨオカ電気株式会社

川崎市川崎区渡田1-19-2

195

株式会社トラスト・テック

東京都港区東新橋2-14-1

196

ナイス株式会社

横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1

197

ナイスコミュニティー株式会社

横浜市鶴見区鶴見中央3-2-13

198

株式会社中村鋼業

川崎市川崎区田町3-4-6

199

ナトリ電設株式会社

横浜市緑区東本郷5-3-1

200

ニイガタ株式会社

横浜市鶴見区駒岡2-12-5

201

株式会社ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台2-9

202

株式会社ニチイケアパレス

東京都千代田区神田駿河台2-5-12 NOF駿河台プラザビル6階

203

株式会社日晶相模

座間市ひばりが丘5-18-8

204

有限会社日新電設工業

横浜市鶴見区潮田町3-146-8

205

株式会社日豊エンジニアリング

横浜市西区北幸2-10-27

206

日本建築構造センター株式会社

東京都渋谷区道玄坂1-10-5

207

日本高速削孔株式会社

川崎市川崎区浅野町5-8

208

株式会社日本コンサルティング

横浜市神奈川区沢渡1-2

209

一般社団法人 日本自動車機械工具協会

横浜市都筑区池辺町3757-3自動車会館2階

210

ニホン総工株式会社

川崎市川崎区渡田4-10-1

211

日本冶金工業株式会社川崎製造所

川崎市川崎区小島町4-2

212

庭乃持田園有限会社

川崎市高津区向ヶ丘94-2

213

ネッツトヨタ横浜株式会社

横浜市神奈川区栄町1-16

214

ネッツトヨタ湘南株式会社

平塚市大神1616-1

215

ネッツトヨタ神奈川株式会社

平塚市四之宮4-18-29

216

有限会社野いちご

横浜市鶴見区鶴見中央5-5-13 ヴィラフォルテ201

217

一造園土木株式会社

横浜市神奈川区三枚町358-3

218

株式会社長谷川板金

横浜市港北区樽町3-9-16

219

社会福祉法人八寿会特別養護老人ホームみどりの園

藤沢市小塚370-1

220

株式会社八興

東京都千代田区五番町12-7

221

八巧機電設備株式会社

川崎市川崎区鋼管通5-4-2

222

株式会社パパス

相模原市中央区田名3312

223

特別養護老人ホームハマノ愛生園

横浜市西区浅間台6

224

株式会社ハリマビステム

横浜市西区みなとみらい2-2-1

225

ハル・エンジニアリング株式会社

横浜市西区平沼1-39-3

226

有限会社ひかりケアサービス

横浜市鶴見区豊岡町35-2 パールコート鶴見2階

227

東山工業株式会社

横浜市戸塚区上矢部町2422

228

株式会社日の出製作所

川崎市川崎区大川町11-13

野いちごケアセンター

東新越中島ビル３階

NBFコモディオ汐留3階

東武立野ビル７階

横浜ランドマークタワー16階

三石ビル

№

事業所（団体）名

所

在

地

229

株式会社ビッグモーター

東京都多摩市貝取５-3

230

社会福祉法人ひまわり福祉会

横浜市港南区野庭町2187-1

231

有限会社平林製作所

川崎市中原区宮内2-26-8

232

社会福祉法人福寿会

藤沢市渡内3-8-60

233

株式会社不二

横浜市南区万世町2-25

234

株式会社フジ・カーペット

横浜市金沢区福浦2-14-18

235

株式会社富士テクノソリューションズ

厚木市中町4-10-8 厚木アザレアビル3F

236

富士電機株式会社川崎工場

川崎市川崎区田辺新田1-1

237

藤中工業株式会社

横浜市緑区白山1-11-5

238

ブルーマチックジャパン株式会社

横浜市都筑区仲町台5-4-22

239

株式会社フルライフ

横浜市南区山王町３-24-8 港横浜ビル４階

240

有限会社ふれあいハート

横浜市緑区鴨居3-17-12

241

ホームケアステーション風薫

横浜市鶴見区上末吉1-1-16

242

社会福祉法人朋光会特別養護老人ホーム太陽の國

横浜市戸塚区名瀬町1566

243

社会福祉法人母子育成会特別養護老人ホームしゃんぐりら

川崎市幸区東小倉6-1

244

株式会社ホクシン

川崎市中原区木月住吉町22-3

245

北斗株式会社

東京都豊島区東池袋4-23-15

246

株式会社ホンダカーズ神奈川北

川崎市麻生区上麻生4-19-1

247

株式会社ホンダカーズ神奈川西

相模原市中央区中央1-14-7

248

株式会社ホンダカーズ神奈川東

横浜市港北区箕輪町2-5-16

249

株式会社ホンダクリオ共立

川崎市宮前区馬絹2011-1

250

株式会社マイスター６０

東京都品川区西五反田7-19-1

251

株式会社前田工業所

川崎市幸区南幸町2-56

252

増田電気株式会社

東京都大田区西糀谷3-6-30

253

株式会社マックピーアンドエス

横浜市港北区箕輪町2-6-50

254

有限会社真留真製作所

横浜市港北区新吉田町21

255

株式会社水谷電機製作所

横浜市青葉区上谷本町89-6

256

株式会社三田工業所羽田事業所

横浜市鶴見区鶴見中央1-27-6

257

三田工機株式会社

川崎市高津区梶ヶ谷5-7-3

258

三池工業株式会社

横浜市戸塚区上矢部町2336

259

三菱化工機株式会社

川崎市川崎区大川町2-1

260

株式会社宮川製作所

横浜市港北区樽町2-1-6

261

株式会社みやした園芸

横浜市旭区南本宿町158

262

明和工業株式会社

横浜市鶴見区矢向1-6-19

263

株式会社メックスサポート

東京都中央区入船3-8-7 ザ・ロワイヤルビル６階

264

最上テック株式会社

川崎市中原区下沼部1980番地

265

株式会社MOMO

大和市上和田979-1

266

株式会社八起製作所

横浜市戸塚区東俣野町1746番地5

267

株式会社ヤブキ

川崎市川崎区元木2-3-15

268

山崎金型株式会社

川崎市川崎区大川町12-8

269

株式会社ユーコム

川崎市川崎区駅前本町11-1

270

財団法人友愛会介護付有料老人ホーム鎌倉静山荘

鎌倉市津西1-24-15

271

株式会社ゆうあいホールディングス

横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル３階

272

医療法人社団横浜育明会

横浜市都築区東山田町1357

273

株式会社横浜電業

横浜市保土ヶ谷区峰岡町2-237

274

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会

横浜市神奈川区大野町1-25

シルバーコーポ桜ヶ丘302

パシフィックマークス川崎

横浜ポートサイドプレイス4F

№

事業所（団体）名

所

在

275

社会福祉法人横浜社会福祉協会

横浜市南区中村町5-315

276

横浜トヨペット整備株式会社

横浜市保土ヶ谷区狩場町63

277

社会福祉法人横浜博萌会特別養護老人ホームしらゆり園

横浜市戸塚区汲沢町986

278

横須賀老人ホーム

横須賀市野比5-5-6

279

横浜トヨペット株式会社

横浜市中区山下町33

280

株式会社吉岡精工

横浜市鶴見区末広町1-1-49

281

株式会社ヨシノ自動車

川崎市川崎区鋼管通4-1-6

282

株式会社吉光工業

川崎市麻生区栗木2-2-17

283

萬産業株式会社

横浜市港南区日野2-1-5

284

株式会社よろづ鉸製作所

横浜市緑区青砥町222

285

株式会社ラックスオスカー

横浜市都筑区池辺町4822

286

株式会社ラックランド

東京都新宿区西新宿3-18-20

287

社会福祉法人隆徳会

横須賀市長井6-21-7

288

社会福祉法人緑成会特別養護老人ホーム緑の郷

横浜市青葉区鉄町2075-3

289

菱冷サービス株式会社東京テクノセンター

東京都品川区南大井3-14-9

290

菱電湘南エレクトロニクス株式会社

鎌倉市山崎25

291

社会福祉法人麗寿会

茅ヶ崎市南湖1-6-15

292

株式会社ＬＥＯＣ

東京都千代田区大手町1-1-3

293

社会福祉法人若竹大寿会

横浜市神奈川区菅田町1826

294

ワッティー株式会社

相模原市南区大野台4-1-71

295

株式会社ワコー技研

横浜市鶴見区末広町1-1-50

地

大手センタービル16F

