神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名

五十音順

№

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

事業所（団体）名

1

株式会社アートウェア

2

会津電業株式会社

3

株式会社アイティ・イット

4

アイディアル工業株式会社

5

有限会社相幸精機

6

株式会社アイテックムラモト

7

社会福祉法人愛成会

8

有限会社青葉製作所

9

昱株式会社

所

在

鎌倉市大船1-26-27 ニッセイ
大船ビル4F
横浜市保土ヶ谷区星川1-17-15
東京都千代田区神田駿河台4-25 トライエッジ御茶ノ水
横浜市戸塚区東俣野町1600
川崎市高津区下野毛2-5-13
東京支店

神奈川支店

10 旭ダイヤモンド工業株式会社玉川工場
11 アサヒサンクリーン株式会社 横浜支店
12 旭化成ライフライン株式会社
13 アストロニクス株式会社
14 株式会社アスパーク東京オフィス
15 株式会社アスカ・アイテック
16 株式会社アテック
17 アテネ株式会社
18 有限会社穴沢製作所
19 社会福祉法人阿部睦会
20 株式会社阿部機械製作所
21 尼崎電機株式会社
22 株式会社新井鉄工所
23 株式会社アルプス技研

24 株式会社アルプスビジネスサービス

25 アルファテクノロジー株式会社

分野

地

東京都新宿区百人町2-4-8 ス
テアーズビル６階
横浜市瀬谷区瀬谷町4131-16

主な事業内容

ＵＲＬ

工業

ソフトウェア開発

http://www.art-ware.jp

工業

電気設備工事・管工事
企業向け通信インフラの
導入、メンテナンス、運用、設計・開発
精密板金（設計から組立まで）、製缶
同軸コネクター、船外機部品、電子部品、その他精密
部品の製造組立

http://www.aizu-eng.co.jp/

電気設備工事の施工・管理

http://www.i-tech-muramoto-t.com/

工業
工業
工業
工業

社会サービス 高齢者福祉事業（３施設運営）
鉄道（在来線、新幹線、リニア）、長距離バス、船舶
に使用する水・汚水タンクとそれらに関する部品の製
工業
横浜市都築区池辺町3670-1
作と加工。
ステンレス製品がメインでオーダー品を製作してい
る。
横浜市中区吉田町65番地
浄水場などの水インフラ向け電気･機械設備、プラント
工業
ERVIC横浜9階
工事に関する設計･施工管理業務
工業
川崎市高津区久地3-4-35
ダイヤモンド工具製造、販売
訪問入浴介護、訪問介護、福祉用具レンタル・販売・
社会サービス
横浜市都筑区池辺町3980-1
住宅改修、その他通所型・滞在型介護サービス
2～5階建ての住宅･集合住宅(ﾍｰﾍﾞﾙﾊｳｽ･ﾍｰﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ)の給
東京都板橋区板橋1-48-17 協立
建築
排水･電気･空調設備の設計･施工･施工管理及び設備ﾘﾎｰ
コーポレーション第2ビル4F
ﾑの施工･施工管理
工業
平塚市四之宮2-20-25
自動化生産備品の設計・製造他
東京都港区港南2-16-4 品川グ
機械・電気電子・ソフト各分野における技術請負や技
工業
ランドセントラルタワー４F
術提供業務、人材派遣業、有料職業紹介事業
工業
横浜市金沢区福浦2-4-9
特殊車両の設計・製造
横浜市西区高島2-6-32 横浜東
工業
自動車分野の先進技術設計、実験評価
口ウィスポートビル10F
超微細電鋳加工製品の開発設計・背増と販売、電鋳マ
藤沢市鵠沼神明3-2-1（第一工
スク治具の製造または関連設備の開発設計・製造と販
工業
場）
売、映像・音声コンテンツ、ソフトウェアの企画・制
作およびそのパッケージ製造と販売
工業
横浜市港北区新羽町2088-2
精密板金加工
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、通所介護支援
社会サービス センター、地域包括支援センター、居宅支援セン
横須賀市衣笠栄町4-14
ター、訪問介護
工作機械による金属及び樹脂、切削加工品の製造販売
工業
川崎市宮前区土橋5-4-1
（主に医療機器や光学装置に使用）
電気設備・計装設備工事設計、施工 制御システムエ
工業
兵庫県尼崎市東海岸町1-46
ンジニアリング／制御盤・計装盤設計、製作 メンテ
ナンス（電気設備・計装設備）
環境事業メンテナンス工事、プラント設備メンテナン
工業
川崎市川崎区塩浜2-17-11
ス工事、鋼構造物設計・製作・据付工事
横浜市西区みなとみらい2-3-5
技術者の派遣事業、技術プロジェクトの受託事業（開
工業
クイーンズタワーL18F
発、設計、試作、製造評価）、一般労働者派遣
①人材ソリューション事業（技術系・製造系から事務
系までの広範囲の人材派遣事業・人材紹介・紹介予定
相模原市緑区西橋本1-16-18
工業
派遣事業など、②教育ソリューション事業（新入社員
アルプス技研第2ビル6階
から幹部職員までの人材教育事業・技術者研修・キャ
リア研修・介護研修等
機械・電気電子・ソフト分野でのハードからソフトま
東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新
工業
での一貫した「ものづくりに関する」事業。仕様検討
大宗ビル1号館９F
から設計・製造。テストまで
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http://www.it-it.co.jp
http://www.ideal-kg.co.jp/
http://www.aiko-seiki.com

http://www.aiseienn.jp/
https://aoba-ss.xyz/

http://www.akira.agns.co.jp/
http://www.asahi-sun-clean.co.jp
https://www.asahi-kasei.co.jp/sekou/
http://www.astronix.jp
https://www.aspark/co.jp/
http://www.asukaitech.co.jp
http://www.atec-inc.co.jp
http://www.e-athene.co.jp/index.html
http://www.anazawa.co.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~kyoraku/
http://www.abekikai.co.jp/
http://www.amaden.co.jp/

http://www.alpsgiken.co.jp

http://www.jinzai-abs.co.jp

http://www.alphatc.co.jp/
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事業所（団体）名

所

在

分野

地

SCADAと呼ばれるパッケージソフトをベースとしたソ
フトウェアの設計・開発
工業
電気設備点検試験業務、電気工事・改造等
社会サービス 介護老人福祉施設
タービン/コンプレッサー用ブレードおよびノズルの加
工、タービン/コンプレッサー用の各種大型部品の加
工業
工、タービン/コンプレッサー用補機の組立、その他一
般精密機械部品の加工
建築
造園工事業

26 アルコ電機株式会社

横浜市港北区新羽町2023-6

27 株式会社Ｅ－テックエンジ
28 社会福祉法人育生会よつば苑

綾瀬市寺尾西3-11-27
横浜市保土ヶ谷区狩場町200-9

29 株式会社池田工業所

横浜市金沢区福浦1-8-10

30 生駒造園土木株式会社

横浜市戸塚区小雀町1956-1
東京都新宿区西新宿6-14-1 新
建築
宿グリーンタワービル9F

31 いずみビルクリエイト株式会社
32 いすゞ自動車首都圏株式会社
ＩＺＵＭＩコミュニケーションサービス
株式会社
社会福祉法人磯子コスモス福祉会 中原
34
苑
35 一富士電工株式会社
33

http://www.e-teceng.co.jp
http://fuku-ikuseikai.com
http://www.ikd-corp.co.jp
http://www.ikoma-zouen.co.jp

建物総合管理業及び建設工事業
いすゞ自動車が供給するトラック、バスの販売、車両
の整備

http://www.isuzu-syutoken.co.jp/

東京都大田区蒲田1-7-10

工業

通信事業者のインフラ整備

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

横浜市磯子区中原3-6-10

社会サービス 特別養護老人ホームにおける介護職及び調理員

https://nakaharaen.com/

横浜市神奈川区子安通2-207-2 工業

37 社会福祉法人一石会

藤沢市用田820

38 株式会社イデア

厚木市旭町1-9-7
ル301

電気工事・計装工事・設計施工
NC旋盤・マシニングセンターや産業用ロボットを用い
http://www.ichijo-kikai.jp/
た金属加工
保育所、特別養護老人ホーム、通所介護事業所、居宅
社会サービス
http://issekikai.main.jp
介護支援事業所及び地域包括支援センターの運営
工業

白鷺苑内
旭町三柴ビ

39 株式会社伊藤建工

横浜市港北区新羽町 3796

40 株式会社伊那精工

川崎市幸区小倉812-25

41 株式会社ウイズネット

横浜市港北区北新横浜2-3-1

42 植周造園株式会社

横浜市金沢区富岡東6-3-15

43 株式会社植春造園

川崎市幸区小向町12-13

44 ウエインズインポート横浜株式会社

横浜市金沢区富岡東4-9-10

45 宇徳ロジスティクス株式会社

横浜市中区錦町9

46 社会福祉法人永寿会

藤沢市城南1-22-7

50 株式会社エクセレントケアシステム

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

工業

川崎市川崎区大川町7-6

48 株式会社エービー
49 株式会社エクシオジャパン

工業

ＵＲＬ

東京都江東区新木場１-18-14

36 株式会社一条機械製作所

47 英宝総合株式会社

主な事業内容

横浜市鶴見区鶴見中央5-7-2
プラーズ鶴見中央Ⅲ 402号
川崎市宮前区梶ヶ谷1-3
相模原市南区東林間1-4-1
川崎市中原区新丸子東2-926
ナンブハイツ201号室

51 有限会社エステー精工

東京都大田区西糀谷2-5-8

52 株式会社エニー

横浜市西区北幸2-1-22
カビル5F

53 株式会社エバジツ

東京都大田区北嶺町4番18号

ナガオ

工業

人材派遣業、請負開発事業。コンサルティング事業

ジェットコースター等、遊園地向け遊具の製作据付
工業
大手食品企業向けの設備機器の製作据付
工業
冶工具加工
認知症グループホーム・介護付有料老人ホーム等施設
の運営管理、デイサービス・ヘルパーステーション等
社会サービス 在宅サービスの運営管理、居宅介護支援事業所・訪問
看護ステーションの運営管理、介護職員初任者研修講
座の実施
建築
造園設計施工管理
造園一般 個人邸：植木管理・造園設計施工他、公
建築
共：公園管理・街路樹管理他
工業
フォルクスワーゲン車の販売・点検・整備等
貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、車両修理整
工業
備事業、油脂類の一般販売営業
特別養護老人ホームかりん､在宅介護者支援センター､
老人短期入所施設かりん､デイサービスセンターかり
社会サービス
ん､居宅介護支援センター､特別養護老人ホームかりん
(町田)､いこいの郷花梨(成瀬･赤羽根･南大谷)
機械製造業（鋳物製造他、溶接、板金b、塗装、自動車
工業
メンテナンス）・人材派遣・構内請負
工業
プラスチック成形用精密金型製造
工業
電気設備保守点検、介護福祉事業
介護付き有料老人ホーム、グループホーム等の介護施
社会サービス
設の運営
鉄加工製造業、印刷機の軸加工、医療品関係の部品加
工業
工

https://www.kk-idea.com/

http://www.inaseikou.com/
http://www.wis-net.co.jp/

http://weins-import-yokohama.co.jp
http://www.utoc-logi.co.jp/
http://www..karin.or.jp
http://www..eihosogo.co.jp
http://www.ab-mold.com
http://exeo-japan.com/index.html
https://www.excare.co.jp/

工業

ソフト開発、業務パッケージ製造・販売

http://www.any-jp.com

工業

空調機器具の販売・メンテナンス
給排水衛生設備の設計・施工管理
脱臭剤の製造及び販売

http://www.ebajitsu.com
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神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

事業所（団体）名

54 株式会社オウミ
55
56
57
58

株式会社大脇金型製作所
株式会社大森精機
株式会社オオヤマフーズマシナリー
株式会社オーモリ

60 有限会社大髙製作所
61 有限会社大主金型
62 株式会社大矢製作所
63 特別養護老人ホーム

村岡ホーム

64 株式会社小田急ビルサービス
65 株式会社越智製作所
66 株式会社甲斐田製作所
67 特別養護老人ホーム柿生アルナ園
68 株式会社カツミ
69 神奈川県室内装飾事業協同組合
70 神奈川県内装仕上技能士会
71 神奈川トヨタ自動車株式会社
72 神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社
73 神奈川県工業塗装協同組合

74 神奈川ダイハツ販売株式会社
75 神奈川中央交通株式会社
76 神奈川スバル株式会社
77 株式会社みやした園芸
78 神奈川電設株式会社
一般社団法人
会

所

在

かながわ土地建物保全協

80 社会福祉法人かながわ共同会
81 株式会社金沢鉄工所
82 株式会社カナモト

分野

地

主な事業内容

自動車部品・試作部品及び各部品組立、機械加工、自
社製品の製作（産学連携によるデザイン製品化）
工業
川崎市高津区下野毛2-11-5
ダイカスト用金型
工業
横浜市港北区新羽町921
超硬精密部品製造
横浜市神奈川区神大寺2-29-30 工業
食品機械製造
横浜市泉区和泉中央南5-19-33 工業
金属・精密部品機械加工
自動車部品(試作品)、気象用観測部品、
工業
横浜市都筑区勝田町726-1
産業用バルブ部品の製造
工業
横浜市都筑区川向町1192-3
ダイカスト用の金型を専門に設計・製作
プラスチック金型設計･製造及び射出成型業務
工業
東京都大田区仲六郷1-9-15
（電気制御･ＯＡ･車載部品の金型製作）
工業
川崎市中原区上平間363
摩擦圧接溶接と旋盤加工
社会サービス 特別養護老人ホーム
藤沢市渡内3-8-60
東京都渋谷区代々木2-28-12
建築
小田急南新宿ビル2F
工業
川崎市高津区宇奈根718
精密機械加工
工業
横浜市鶴見区元宮2-3-24
各種設備の設計・製作・施工・メンテナンス
特別養護老人ホーム、短期入所介護サービス事業、通
社会サービス 所事業介護サービス事業、居宅介護支援事業、地域包
川崎市麻生区上麻生5-19-10
括介護支援事業
鉄道模型の企画・製造、直営店舗での営業、ジオラマ
工業
東京都目黒区下目黒3-10-5
製作
横浜市中区尾上町3-43 横浜
その他
室内装飾業者の事業協同組合
パークサイト関内3階A
川崎市川崎区鋼管通1-1-9-202 その他
内装の技能、技術の広報の研究、後継者の育成
神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1
工業
新車・中古車販売、アフターサービス
ｍｙＸ（マイクス）ビル
トラック・バス及びフォークリフトの販売・整備、関
工業
横浜市鶴見区安善町2-1-7
連部品・用品の販売
組合員の廃品の共同回収処理、組合員の取り扱う資材
横浜市神奈川区台町13-11 ヒ
の共同購買、組合員の事業に関する経営及び技術の改
その他
ルトップ横浜206号
善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための
教育及び情報の提供、組合員の福利厚生に関する事業
ダイハツ車の販売及び、各種中古車の販売、部品の販
売とリース。
工業
横浜市中区長者町9-176
それに伴う整備・点検・板金塗装・保険代理店等の
サービス業務。
旅客自動車運送事業、不動産業、飲食･娯楽業、ホテル
工業
平塚市八重咲町6-18
業
神奈川県内でのスバル車販売（新車・中古車）、車
工業
横浜市港北区新横浜1-18-1
検・点検整備、部品用品販売、損害保険代理店業務
建築
横浜市旭区南本宿町158
造園工事業
電気通信総合設備、CATV総合設備、電波障害対策設
工業
茅ケ崎市萩園3041
備の調査・設計・施工・保守。太陽光発電システム工
事、電気工事、電気通信に係る土木工事
公営・公共住宅の管理、民間の分譲マンションにおけ
横浜市中区日本大通33 県住宅
建築
る管理組合事務・大規模修繕の提案、民間賃貸住宅の
供給公社ビル11階
管理等の住宅管理サービス
施設地で生活する主に知的に障害がある方への生活支
秦野市南矢名3-2-1(秦野精華園
社会サービス 援（食事、トイレ、入浴のサポートや、散歩や外出の
内)
付き添い等）
発電所部品（水力・火力）、医療機器（MRI他）、
川崎市川崎区田町1丁目6番11号 工業
金属製品加工
東京都港区芝大門1-7-7 浜松町
建設機械器具レンタル、鉄鋼製品の販売、エンジニア
工業
Ｋビル
リングワークステーション及び周辺機器のレンタル
横浜市都筑区東山田4-33-17

59 株式会社大野製作所

79

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

工業

3/16

ＵＲＬ
http://www.kk-oumi.co.jp/
http://omoriseiki.webcrow.jp
http://www.ohhmori.co.jp
http://ohnoss.com
http://www.otaka-ss.jp/
http://www.ohnushi.co.jp
http://www.ohya-seisakujyo.com/
http://www.2910kai.com/
http://www.odakyu-bs.co.jp/
http://home.u00.itscom.net/ochi/
https://www.arunaen.jp
http://www.ktm-models.co.jp/
http://www.kanagawa-interior.com/
http://kng1988.com
https://kanagawatoyota.com

http://dd.daihatsu.co.jp/kanagawaD
http://www.kanachu.co.jp
http://www.kanagawa-subaru.com/

http://www.kanacom.co.jp
https://www.thk.or.jp/
https://www.kyoudoukai.jp/
http://www.kanazawa-tekko.co.jp/
https://www.kanamoto.co.jp/

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

事業所（団体）名

所

在

川崎市川崎区江川1-11-２

84 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

85 社会福祉法人カメリア会

藤沢市辻堂元町6-17-2

86 かもめプロペラ株式会社
87 一般社団法人川崎北工業会

横浜市戸塚区上矢部町690
川崎市高津区久地872
川崎市中原区上小田中6-10-1102
川崎市川崎区日進町1
川崎市川崎区大川町12-3
川崎市川崎区駅前本町11-2 川
崎フロンティアビル3F
川崎市川崎区浅野町1-5
川崎市川崎区中瀬3-21-6

88 一般社団法人川崎中原工場協会
89 川崎日航ホテル
90 川尻鉄工株式会社
91 川崎商工会議所
92 川崎自動車整備事業協同組合
93 川崎鶴見臨港バス株式会社
94 川崎労務管理協会
95 株式会社関東マツダ
関東洗機工業株式会社
関東総業株式会社
株式会社菊池電業社
有限会社岸波鉄工所
株式会社きたむら園

101 株式会社北川製作所
102 株式会社共栄エンジニアリング
103 社会福祉法人共生会
104 協伸サンテック株式会社
105 株式会社協友製作所
106 共成電気株式会社
107 協和電機工業株式会社
共同カイテック株式会社神奈川技術セン
ター
109 協成電気株式会社
108

110 株式会社京南
111 協栄企画システム株式会社
112 株式会社協立電気商会
113 空圧工業株式会社
114 株式会社グッドワン
115 株式会社栗田屋

分野

地

83 株式会社蟹谷精密研削社

96
97
98
99
100

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

主な事業内容

ＵＲＬ

各種研磨加工（円筒・内径・平面）、マシニング加
工、素材から完成までの一貫した加工、半導体関連企 http://kaniya-seimitsu.co.jp/
業の装置部品、各種治工具などの制作
社会サービス 特別養護老人ホーム
神奈川県内で特養･有料･グループホーム･ショートステ
社会サービス イ･居宅など20ヵ所の福祉事業を運営
http://fujisawa.camellia-kai.com/
医療と福祉の連携をしながら様々なサービスを提供
工業
船舶用プロペラ・操舵装置・省力機器の製造販売
http://www.kamome-propeller.co.jp
その他
環境整備及び公害防止事業、経営改善・労務改善等
工業

その他

中小企業団体（中小企業集団育成事業他）

http://www.k-nakahara-kojo.org/

その他
工業

ホテル業
各種プラントの建設及びメンテナンス

http://www.kawasaki-nikko-hotel.com

その他

経済団体

http://www.kawasaki-cci.or.jp

工業
工業

大型・小型自動車整備
自動車による旅客運輸業
・会員数 228企業
川崎市川崎区駅前本町11-2 川
工業
・会員への情報提供
崎フロンティアビル12階
・労働災害・雇用保険の事務代行
自動車販売（新車・中古車）、自動車整備全般、保険
工業
東京都板橋区大山西町3-12
代理業
工業
横浜市都筑区佐江戸町738
金属の表面処理・化学洗浄・配管加工・組立製作
横浜市港北区新吉田東7-23-24 工業
鉄道信号設備装置の設置工事･メンテナンス･検査･試験
工業
川崎市川崎区四谷上町2-9
電気工事業
工業
横浜市港北区新羽町899
発電所、変電所で使用するガコウの製作
建築
横浜市戸塚区東俣野町1231
造園工事業、土木工事業
３Ｄ測定、３Ｄ設計、３Ｄモデリング事業、樹脂試
作、
工業
横浜市中区新山下3丁目1-18
樹脂金型、成型事業、金属試作、少量精密板金、
プレス金型、少量生産事業
工業
横須賀市衣笠栄町1-43
船舶及び機械の設計
社会サービス 特別養護老人ホームほか
藤沢市鵠沼1559
工業
座間市栗原873-18
産業用機械・プラントの設計、製作、組立
金属機械加工及び溶接製缶（主として半導体フラット
工業
藤沢市西俣野987
パネル製造装置部品）
工業
川崎市多摩区登戸471-1
電気設備工事
電鉄各社の変電所関連工事
工業
横浜市金沢区釜利谷東4-39-7
公共工事（主として水処理）プラント工事
民間企業の設備変電工事
大和市柳橋4-7-4

工業

川崎市川崎区新川通3-12

工業

横浜市鶴見区平安町1-57-6

建築

バスダクト（大容量の電気幹線）の設計・製造・販売

電気工事業、電気通信工事業、消防設備業、管工事業
橋梁及び鋼構造物の塗装、建築工事一式、各種防水工
事、石油化学プラント塗装
横浜市港北区菊名7-2-2 富士ビ
システム開発・評価・開発支援、ソフトウェア設計／
工業
ル２F
製造、ハードウェア設計／製造
工業
横浜市青葉区田奈町47-8
主に横浜市内の公共施設の電気設備工事
空気圧縮機の販売・修理及び設置工事、管工事、電気
工業
横浜市鶴見区駒岡2-6-27
工事、圧縮空気源システムの自動制御設計・施工およ
び付帯する一切の業務
介護の「にじの里」グループで訪問介護事業、居宅介
川崎市高津区溝口2-14-4 ＭＳ
社会サービス 護事業、特徴あるデイサービスを高津区内で三事業所
第二ビル２Ｆ
展開している。
建築
川崎市幸区中幸町3-10
内装仕上

4/16

http://www.rinkobus.co.jp
https://www.navida.ne.jp/snavi/3584_1.html
http://www.kanto-mazda.com
http://senki.biz/
http://www.k-setagaya.co.jp/
http://www.kikuden.server-shared.com
http://kitamura-en.com
http://www.kgworks.co.jp/
http://www.kec-ltd.co.jp/
http://www.kyouseikai.com/
http://www.kyoushin-suntech.co.jp/
www.kyoyu-ss.co.jp
info@kyoseidenki.co.jp

www.ky-tec.co.jp/
http://www.kypaint.co.jp
http://www.kyouei-kikaku.com
http://kyouritu.yokohama

https://nijinosato.jp/
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116 介護老人保健施設グリーンワーフ東戸塚
117 株式会社グリーンケア

横浜市戸塚区川上町151
横浜市鶴見区馬場4-1-3

118 クリエート・デザイン株式会社

川崎市川崎区浅野町4-8

119 クレアテクノデザイン株式会社
120 グローブシップ株式会社
121 ケアパートナー株式会社
122 株式会社ケイテック
123 株式会社京浜マリン製作所
124 京浜産業株式会社
125 京浜電設株式会社
126 株式会社京浜コーポレーション

127 医療法人 啓和会

128 京浜ラムテック株式会社

129 京浜ドック株式会社
130 株式会社景泉機器
131 社会福祉法人 兼愛会
132 株式会社検査技術研究所

133 コアフューテック株式会社
社会福祉法人公正会特別養護老人ホーム
希望苑
社会福祉法人孝楽会特別養護老人ホーム
135
けやき荘
136 株式会社光陽電業社
134

137 弘電工事株式会社
138 国際鉄工株式会社

分野

地

横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ
横浜612号室
東京都港区芝4-11-3 芝フロ
ントビル
川崎市幸区南加瀬2-29-1
横浜市戸塚区川上町90-6 東戸塚
ウェストビル10階
横浜市鶴見区末広町2-1

主な事業内容

ＵＲＬ

社会サービス 介護老人保健施設
建築
造園工事・植栽管理
無線通信用アンテナ・鉄塔・アンテナ旋回装置・高周
工業
波電源装置などの製造・販売・施工
産業機器、オートモーティブ、コンシューマの設計開
工業
発

http://www.greenwharf.com/

建築

http://www.globeship.co.jp

ビル総合管理業

http://www.cd-corp.com
http://crea-td.com

社会サービス 介護事業

http://www.care-partner.com/

工業

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

システム企画・提案とプログラム設計、開発

工業

船舶の製造、修理業
その他の金属製品製造（産業機械・建設・特殊車両・
工業
横浜市神奈川区新町13-6
鉄道車両・重電・船舶等向け大型鉄鋼部材の製造）
横浜市神奈川区松見町4-1020 工業
電気工事業
火力。原子力発電所並びにプラント設計又は定期検
横浜市鶴見区鶴見中央3-10-32 工業
査・補修に伴う電気計装工事、非破壊検査、溶接後熱
処理
医療（整形外科・内科・歯科）、介護（通所介護・通
所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・小規
社会サービス
川崎市川崎区小田5-1-3
模多機能型居宅介護・グループホーム。訪問介護・
サービス付き高齢者住宅・訪問介護など）
真空成膜事業（低ダメージカソードの設計・開発及び
横浜市港北区新横浜3-23-3 新
製造販売）、スパッタリング装置の部品製造（銅・ア
工業
横浜ＡＫビル３F
ルミニウムの切削・加工）、ＦＳＷ（摩擦撹拌接合）
事業（銅・アルミニウム・マグネシウム等の接合）
船舶建造及び修繕業
舶用機器部品の製造・販売及び修繕業
工業
横浜市神奈川区守屋町1-2-2
公害防止装置、環境衛生装置の製造及び販売
主にタグボートなどの小型船舶の建造及び修繕
油･空圧シリンダ製造。各種産業用機器製造
工業
横浜市金沢区福浦1-4-4
精密部品加工
特別養護老人ホーム・クリニック・サービス付き高齢
社会サービス
横浜市緑区三保町171-1
者向け住宅の運営
物を壊さずに検査する非破壊検査に使用する超音波
センサの専業メーカー。（一社）日本非破壊検査協会
工業
川崎市川崎区川中島2-16-18
より超音波探傷用標準試験片の検定および領布業務を
受託中。
・ソフトウェア第三者評価
川崎市中原区新丸子東2-888
・ソフトウェア開発
工業
KTSビル2階
・Bigデータログ分析ツール構築
・セキュリティ関連

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

http://www.keiwa-kai.or.jp/

http://www.ramtech.jp

https://www.keihindock.co.jp
http://keisenkiki.com
http://www.akaedakai.com/miho
http://www.probe-kgk.com/

https://www.elintsystem.co.jp

横浜市泉区池の谷3901-1

社会サービス 特別養護老人ホーム

横浜市神奈川区菅田町1-1

社会サービス 特別養護老人ホーム

http://keyakisou.jp/

川崎市中原区新丸子東2-905
東京都中央区日本橋中洲4-11
弘電工事ビル
横浜市戸塚区上矢部町2415

工業

電気設備工事

https://www.koyo-de.co.jp/

工業

電気工事業

工業

自動車用車体溶接設備の設計・製作・設置
モバイル通信、光通信、衛星通信等の情報通信機器及
びコンピュータネットワーク、LAN、IP技術等のシス
テム開発、設計、施工、評価、保守、検査およびプロ
ジェクト業務
電気計装工事、制御盤等の設計製作

139 国際通信企画株式会社

横浜市港北区新横浜1-19-2
浜建物第5ビル

140 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

京

工業
工業

5/16

https://www.kokusai-tekko.co.jp/
http://www.igrp.co.jp
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事業所（団体）名
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在

分野

地

141 株式会社コスモス

横浜市神奈川区広台太田町4-21
工業
トラストワンビル22

142 コトブキテクレックス株式会社

千葉県袖ケ浦市長浦拓１－１－２
工業
７

143 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
ミューズB101

144 小向工業株式会社

横浜市港北区樽町4-17-26

145 紺医会グループ

横浜市戸塚区原宿5-46-1

146 株式会社サイトウ製作所

横浜市都筑区池辺町3462

147 サイエンスパーク株式会社

座間市入谷西3-24-9

148 社会福祉法人相模翔優会
149 株式会社桜エンジニヤサービス

大和市深見2106-1
横浜市都筑区川向町922-43

ア

主な事業内容

コンピュータソフトウェアの設計開発、及び自社開発
https://www.cosmos-system.co.jp/
ソフトの販売
食品工業､医療品工業､化学工業で使用する熱交換器･各
種塔槽類･撹拌反応槽等の設備機器設計､製作､エンジン http://www.kotobuki-techrex.co.jp
ニアリング､メンテナンスおよび据付配管工等

社会サービス 訪問介護事業

163 株式会社三和鉄工所

横浜市金沢区福浦1-4-8

164 株式会社山栄精機

横浜市港北区樽町4-18-14

165 株式会社ジー・エイチ・エル

横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10
ベルスベイサイド501

166 ＪＦＥテクノス株式会社
167 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
横浜市鶴見区末広町2-1

各種機械・インク等塗料設備の配管工事 粉末冶金の
成形プレス製造販売
診療所
社会サービス 高齢者介護事業
(特別養護老人ホーム 介護老人保健施設）
工業
各新聞機械発送梱包の精密板金加工全般
情報セキュリティソフトの開発・販売、デバイスドラ
イバ（組込みソフト）の開発、画像システム・ハード
工業
製品の設計開発、情報機器・ソフトウェアの第三者検
証サービス
社会サービス 高齢者介護事業
工業
各種機械部品加工、組立、人材派遣
ステンレス、アルミニウム、鋼板の精密板金加工、①
工業
各種盤②精密機器類の筐体
工業
金属及び樹脂の切削加工
その他
印刷業
通信機用精密切削部品加工及び組立、マイクロ通信機
工業
用導波管製造
金属製品製造業・機械装置据付、各種プラント設備の
工業
製作及び据付
エネルギープラント設計、環境プラント設計、鉄道車
工業
両設計、産業機械・橋梁設計
高精度ピン・シャフトの製造・販売、精密金型部品の
工業
製造
各種シャッター・ドア・雨戸・間仕切・建築金物・エ
工業
クステリア製品等の設計、製造、施工、販売及び保守
業務等
JFEｽﾁｰﾙ(株)東日本製鉄所京浜地区及び千葉地区構内で
工業
プラント機器のメンテナンス。据付業務
厨房機器・カフェテリアシステムの製造、店舗建築工
工業
事。内装工事
工業
リニューアル工事、省エネ工事をﾃ専門とする電気工事
工業
精密工作機械のオーバーホール・NCレトロフィット
鉄道車両用部分品（製缶・板金製品・腰掛けなど）の
工業
製造
ガラス瓶の金型部品製造、自溶性合金や超硬合金の溶
工業
射施工
工業
金属加工、半導体製造に係わる装置部品
１）労働者派遣事業
工業
２）多言語の翻訳・通訳
３）映像製作、ＨＰ制作、システム開発
工業
機械器具設置
建築
総合サービス業

168 Ｊ－ＴＲＥＣデザインサービス株式会社

横浜市金沢区大川3-1

工業

鉄道車両の設計・製造、工場保全工事他

169 ＪＦＥプラントエンジ株式会社

川崎市川崎区扇町１-１

工業

機械･制御設備の総合エンジニアリング

150 株式会社桜田工業

横浜市港北区新羽町1192-1

151 株式会社櫻川製作所
152 株式会社さんこうどう

東京都品川区南品川4-10-14
藤沢市本町1-3-33

153 株式会社サンテック

川崎市中原区宮内2-28-2

154 三進工業株式会社

川崎市川崎区小島町4-4

155 三共技研工業株式会社

横浜市磯子区中原1-1-31

156 三和クリエーション株式会社

川崎市中原区宮内１-26-8

157

三和シャッター工業株式会社
資材部

ビル建材

158 山九株式会社南関東支店
株式会社三栄コーポレーションリミテッ
ド
160 三興電機株式会社
161 三宝精機工業株式会社
159

162 三喜工業株式会社

横浜市港北区新横浜2-5-5 住友
不動産新横浜ビル4F
川崎市川崎区扇島１ JFEｽﾁｰﾙ
(株)東日本製鉄所京浜地区構内
横浜市港北区綱島東5-6-51
横浜市神奈川区子安通2-275
横浜市戸塚区舞岡町405
藤沢市弥勒寺75-2

ＵＲＬ

工業
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https://www.navida.ne.jp/snavi/4123_1.html
https://www.lienmaisontotsuka.com/

https://sciencepark.co.jp
http://www.sagamisyouyuukai.or.jp
info@sakura-eg.co.jp
http://sakuradakogyo.co.jp/jp/index.html
http://homepage2.nifty.com/ksakuragawa
https://www.sankodo.net/
http://www.e-santec.com
http://www.sanshinj.co.jp
http://www.sangi.co.jp
http://www.sanwa-creation.co.jp
http://www.sanwa-ss.co.jp
http://www.sankyu.co.jp
https://san-ei-ltd.co.jp
http://www.sanko-denkii.com
http://www.sanpo-seiki.com

http://www.sanwatekko.jp
https://www.s-sanei.co.jp
https://www.ghl.co.jp/
http://www.jfe-technos.co.jp/
http://www.jfe-bsy.co.jp
https://www.jtrec.co.jp/company/080/20170830160643.ht
ml
http://www.jfe-planteng.co.jp/

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

事業所（団体）名

所

在

分野

地

170 ＪＥＣインターナショナル株式会社

大和市下和田900-12

171 ＪＢＴＶ株式会社

横浜市西区高島2-6-32 横浜東
工業
口ウィスポートビル12階

172 株式会社システム・ユー

東京都中央区日本橋浜町2-30-1
工業
浜町IKビル

173 指月電興株式会社

横浜市瀬谷区北町43-11

174 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
県住宅供給公社ビル9F

175 株式会社芝計
176 下野毛工業協同組合
177 株式会社ジャパウイン
178 特別養護老人ホームシャローム
179 株式会社ジャストオートリーシング
180 社会福祉法人秀峰会
181 昌栄電設株式会社
182 株式会社昭特製作所京浜事業所
183 城北工業株式会社
184 湘南技術センター株式会社

185 株式会社湘南マツダ
186 新日本テクトス株式会社
187 社会福祉法人伸こう福祉会
188 伸和工業株式会社
189 株式会社新大倉
190
191
192
193
194
195
196

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

株式会社新川電気
株式会社新栄製作所
真空企業株式会社
神中興業株式会社
株式会社神和工業
新興電設工業株式会社
有限会社杉山製作所

工業

工業
神奈川

主な事業内容

ＵＲＬ

ソフトウェア・WEB系の各種開発・組込・運用・保
守・評価等、T業務テクニカルサポート業務、インフラ http://www.jec-ic.com
の設計・構築・運用保守・設定・キッティング業務
通信衛星ｻｰﾋﾞｽ/ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸｻｰﾋﾞｽ/ｴｺｽﾏｰﾄｿﾘｭｰｳｼｮﾝ/ｼｽﾃﾑ構
築や運用分野での情報処理ｻｰﾋﾞｽ/ｻｰﾊﾞ構築･運用保守技 http://www.jbtv.co.jp/
術者･ﾈｯﾄﾜｰｸ構築･運用保守技術者の派遣
コンピュータソフトウェアの開発、販売

http://system-you.jp

受変電設備点検及び工事、設備清掃・整備点検・各種
電気特性試験、改造・部金交換・施工管理他

http://web.shizuki-denko.co.jp/

社会サービス 高齢者住宅の管理・運営

受変電システム･無停電電源装置の現地試験調整及び点
工業
横浜市神奈川区新子安1-46-3
検
事業協同組合 労働保険事務委託 組合員の教育情
その他
川崎市高津区下野毛3-3-41
報、安全衛生、福利厚生各事業
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）運営、
川崎市川崎区東田町5-3 ホンマ
社会サービス 居宅介護支援、住宅改修工事、訪問介護、通所介護
ビル8階
（ディサービス）、福祉用具販売・レンタル
介護保険事業（指定介護老人福祉施設・短期入所・訪
社会サービス 問介護・通所介護）、市町村等委託事業（地域包括支
横須賀市走水1-35
援センター・施設入浴）
自動車リース、自動車整備、自動車販売、損害保険代
工業
横浜市都筑区早渕1-1-11
理業
横浜市神奈川区沢渡1-2 菱興新
特別養護老人ホーム、グループホーム、ディサービ
社会サービス
高島台ビル4F-A
ス、ホームヘルプ他
電気工事業、電気通信工事業（主に発変電所・プラン
工業
川崎市川崎区浅田4-7-1
ト、携帯電話基地局）
工業
川崎市川崎区扇島19-1
試験片加工・冶工具等の機械加工
工業
横浜市鶴見区生麦2-3-19
板金加工全般、塗装、シルク、彫刻。プレス
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(設計請負､機械設計､住宅設備､機器設計､電
横浜市西区平沼1-2-24 横浜
工業
気･制御設計､解析/設計･制作/3CAD教育/技術者派遣)
NTビル3F
ITｿﾘｭｰｼｮﾝ
太陽光発電･施工
マツダ製 新車・中古車販売
自動車整備整備事業（法定点検・部用品販売）
工業
中郡大磯町高麗1-2-7
損害保険（自動車・火災含む）代理店
タイムズレンタカー事業
東京都千代田区有楽町1-9-1
電気・電子機器/精密機器/機械・プラントエンジニア/
工業
日比谷サンケイビル4F
設計・開発・アウトソーシング
横浜市西区みなとみらい2-2-1
社会サービス 介護事業、保育事業、給食事業、障害事業
ランドマークタワー44F
フレーム・筐体・カバーの試作から量産、SUS材の精
工業
綾瀬市上土棚北5-11-37
密板金及び溶接、レーザー加工及びプレス・精密板金
の複合加工
原子力・火力発電所及びセメント工場の電気・計装設
工業
東京都品川区南大井3-8-12
備の建設・メンテナンス工事
工業
横浜市鶴見区仲通1-59-8
電気工事業（関電工・東電が主力、横浜市）・運送業
工業
横浜市港北区綱島東5-7-4
配電盤・制御盤の溶接組立
工業
横浜市港北区綱島東6-4-19
集塵機・ターボブロアの開発・製造、販売、サービス
工業
藤沢市本藤沢4-2-3
自動車整備
横浜市都筑区東山田町1359-15 工業
都市ガス管の溶接配管工事
工業
横浜市西区戸部町2-46-1
電気設備工事・管設備工事
工業
川崎市幸区神明町2-70
旋盤を主体とした金属機械加工業

7/16

http://www.seniorlife.or.jp/
http://www.shibakei.com/
www.shimonoge.net
http://www.japawin.jp/
http://www.yokosuka-shalom.jp/index.php
http://www.justauto.co.jp
http://www.shuhokai.or.jp

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

https://shonan-mazda.dealer.mazda.com/
https://www.stec-3.co.jp/
http://www.shinkoufukushikai.com/
http://www.shinwa-kogyo.com/pc/index.html
http://www.shinohkura.co.jp/
http://www.shinkawa-denki.co.jp/index.html
http://www.eolus.jp
http://www.jinchu.co.jp
ホームページ無し
http://www.shinkodensetsu.co.jp/
http://sugiyama-seisaku.com/
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事業所（団体）名

所
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横浜市神奈川区菅田町1122

198 図研テック株式会社

横浜市港北区新横浜3-1-1
研新横浜ビル

199 逗子ホームせせらぎ

逗子市池子3-789

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

分野

地

197 特別養護老人ホーム菅田心愛の里

200

令和２年10月31日現在
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図

川崎市多摩区宿河原6-20-19

201 有限会社スズカ板金製作所

川崎市高津区久地774-22

202 株式会社スタックス

川崎市中原区下沼部1750

203 ストラパック株式会社

横浜市神奈川区菅田町2800

204 株式会社ＳＰＥＥＧ

横浜市港北区綱島東6-13-2

主な事業内容

特別養護老人ホームで、利用者の食事・入浴・排泄・
社会サービス レクレーションなど日常生活上の生活支援、その他相
談業務
エレクトロニクス関連企業の製品設計・開発に係る
工業
CAD運用サポートサービス、機械・電気設計技術サー
ビス、ソフトウェア技術サービス
社会サービス 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームしゅくがわら、しゅくがわらディ
サービスセンター、しゅくがわら居宅介護支援セン
社会サービス
ター、しゅくがわら地域包括支援センター、宿河原東
シルバーハウジング
図面から製品にする板金加工業
レーザー加工、ターレットパンチプレスで切断→曲げ
工業
→溶接まで
主に薄板の加工であれば対応可能
工業
精密板金（薄板･小物・多品種少量）
包装用機械・資材の製造及び販売、荷役用運搬器具の
工業
製造及び販売、農業・食品機器の製造販売
工業
産業用装置部品製造、工作機械周辺部品設計製造
宇宙、防衛、半導体、液晶、光学機器、自動車等に係
工業
る精密切削加工部品製作

205 株式会社成立

東京都品川区西五反田5-7-8

206 社会福祉法人清光会

横浜市保土ヶ谷区上菅田町
1723-1

社会サービス 特別養護老人ホーム

207 盛和工業株式会社

横浜市都筑区折本町57-2

工業

208 社会福祉法人セイワ

川崎市高津区末長1-3-13

社会サービス

209 相武造園土木株式会社

横浜市神奈川区羽沢町1562

建築

210 社会福祉法人誠幸会

横浜市泉区上飯田町2083-1

社会サービス

211 有限会社関鉄工所

東京都大田区大森西4-17-27

工業

212 摂南電気工業株式会社

横浜市港北区師岡町1050

工業

213 セントケア神奈川株式会社

横浜市中区太田町4-55
車道ビル7F

社会サービス

社会福祉法人千成会介護老人福祉施設玉
214
成苑

横須賀市長浦町5-80-1

215 セントランス株式会社

東京都港区海岸3-18-1
ティ芝浦ビル５階

216 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

横浜馬

社会サービス
ピアシ

工業

工業

産学共同開発による光触媒の応用技術での環境改善、
保全機器の開発
油圧機器及び油圧装置の製造販売
第一種社会福祉事業（養護老人ホーム、特別養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設）
第二種社会福祉事業（老人デイサービス事業、老人短
期入所事業、障害福祉サービス事業、老人介護支援セ
ンター、相談支援事業、老人居宅介護写事業、保育
所）
造園工事・植栽（緑地）管理
高齢者介護（特養・ケアハウス・グループホーム・デ
イサービス・在宅介護・ヘルパー訪問看護等）、障害
者支援（グループホーム・就労支援）、保育（認可保
育園）
食品機械、工作機械、印刷機械等の部品加工、設計、
組立て
電気工事業（日本全国の発電所・ダム・変電所におい
て制御盤の設計、取付施工や保守点検業務）
総合福祉サービス（訪問介護・入浴・看護、ディサー
ビス等）
介護保険事業（介護老人福祉施設 長期入所100名、
短期入所20名）
設計（半導体(IC/lSI)・半導体製造装置・発電プラント
(火力･原子力)・建築土木他）、開発（各種ソフト開発
(オープン系／組込み系)、NW/DB構築）、管理（放射
線管理、施工管理）、試験／解析／評価／検査（半導
体製品））
各種設計作業各種技術資料作成、労働者派遣事業及び
有料職業紹介事業、各種支援セミナー開催、技術コン
サルタント

8/16

ＵＲＬ
http://www.nanaha.net/
http://www.zukentec.co.jp

http://tokuyou-shukugawara.com/

http://www.ztt.jp/
http://www.stax-tqs.co.jp/data.html
http://www.strapack.co.jp
https://www.speeg.co.jp/
http://seiritsu.co.jp/
https://seikoukai-group.or.jp/
http://www.seiwa-inc.com/

http://www.fukushi-seiwa.jp

http://www.soubuzouen.com
http://www.seikoukai.info
http://sekitec.web.fc2.com/index.html
http://www.setunan-denki.com
http://www.saintcare-k.com
http://senseikai.or.jp/index.html

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

http://www.souryou.co.jp/organization.html

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

事業所（団体）名

217 医療法人社団 総生会
218

株式会社創生事業団（グッドタイムホー
ム・青葉田奈）

219 株式会社創研エンジニアリング
220 ＳＯＭＰＯケア株式会社
221 太陽油脂株式会社
222 株式会社太平エンジニアリング
223 株式会社太陽システム
224 株式会社大勝
225 株式会社タイレイクリエイション
226 有限会社ダイコー精機製作所
227 協同組合高津工友会
228 株式会社高橋製作所
229 株式会社田代鉄工所
230 田代精工株式会社
231 株式会社田代製作所
社会福祉法人たちばな会特別養護老人
232
ホーム天王森の郷
233 社会福祉法人たつき会
234 株式会社田中製作所
235 田中サッシュ工業株式会社
236 田村工業株式会社
237 株式会社丹野設備工業所
238 株式会社ダンテック
239

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

関東支社

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

所

在

分野

地

主な事業内容

ＵＲＬ

川崎市麻生区上麻生6-25-1

（医療）麻生総合病院・麻生リハビリ総合病院・総生
社会サービス 会訪問看護ステーション、（社会福祉・介護事業）総
生会ロイヤルホーム・在宅介護支援センター

http://www.souseikai.net/web/index.html

横浜市青葉区田奈町46-1

社会サービス 有料老人ホームの運営

http://www.goodtimehome.com/

横浜市中区太田町6-84 神糧ビ
工業
機械設計製図業務及び同労働者派遣事業
ル
東京都品川区東品川4-12-8 品
川シーサイドイーストタワー12 社会サービス 有料老人ホーム運営及びこれに附帯する一切業務
階
工業
横浜市神奈川区守屋町2-7
食用加工油脂、石鹸の製造販売
建築物の総合保守管理（設備管理・清掃・警備）、建
建築
東京都文京区本郷1-19-6
築設備の設計・施工、リフォーム、地域に密着した在
宅介護のヘルスケア事業、外食産業等
電子機器メンテナンス業、電気工事業、電気通信工事
工業
横浜市中区富士見町3-2
業、制御盤設計・製作
機械器具設置、焼却設備点検整備・清掃業務、自動車
工業
三浦市栄町12-13
工場・車両テスター点検整備・据付
空調配管工事・保守点検、冷凍冷蔵設備配管工事・メ
建築
横浜市旭区川島町1928-10
ンテナンス
神奈川県川崎市高津区北見方3マシニングセンターなどのＮＣ機会を使いスランレ
工業
10-5
ス、アルミ、鉄の金属加工
工業系（製造業）異業種事業主団体事務局（組合員数
その他
川崎市高津区溝口１－１－２６
284社）
工業
川崎市宮前区馬絹3-10-36
金属加工
各種産業用機械の配管･機械製缶設備設計･製作･据付･
工業
横浜市神奈川区神ノ木町6-7
メンテナンス一貫業務
工業
川崎市幸区南幸町2-33
切削工具の再研磨・改造・特殊工具の製作
情報通信・金融機器・設備機器等の精密板金加工、社
工業
横浜市港北区新吉田東8-5-20
会インフラ事業
社会サービス 特別養護老人ホーム

横浜市泉区和泉町733

社会サービス 特別養護老人ホームの運営
自動車用試作部品・アルミダイカスト用真空装置部品
工業
の精密加工、精密機械加工、冶金工具等
工業
横浜市金沢区鳥浜町11-7
スチールドアの製造及び販売
輸送用機械器具製造業（自動車部品、建設機械部品
工業
横浜市鶴見区元宮2-3-20
等、金属製品の熱処理加工および付帯加工）
工業
伊勢原市上粕屋448-19
管工事業
ビル、橋梁、高速道路、プラント工場などの構造物の
川崎市川崎区浜町4-6-23 ハッ
工業
内部、溶接個所の傷や劣化等の状況をＸ線や超音波試
ピーワンビル３階
験により検査する非破壊検査業務

http://www.souken-eng.co.jp
http://www.sompocare-next.jp/
https://www.taiyo-yushi.co.jp
http://www.taihei-group.co.jp/
http://www.taiyo-system.co.jp

https://www.tairay.co.jp/
http://www.daiko-seiki.co.jp
http://www.takatsukouyukai.or.jp/
http://takahashi-works.co.jp/
http://www.t-i-w.co.jp/company.html
https://www.tashiro-seiko.co.jp
http://ww.kk-tashiro.co.jp
http://www.tenmori733.jp/

大和市上大和田1021-1

http://www.tatsuki.co

横浜市都筑区折本町106-1

http://tanakass-web.com/

横浜市磯子区滝頭2-30-1

240 株式会社チバコー

川崎市川崎区貝塚1-9-8

241 社会福祉法人中心会

海老名市上今泉4-7-1

242 株式会社通信設備エンジニアリング

横浜市神奈川区片倉5-2-32

243 株式会社ツクイ

横浜市港南区上大岡西1-6-1

244 有限会社ツノダ製作所

横浜市港北区綱島東6-1-2

245 ツルセキエクス株式会社京浜事業所

川崎市川崎区扇島1-1
店社事務所3F

製銑協力

社会サービス 特別養護老人ホーム
蒸気タービン・発電機等の発電設備の据付及びメンテ
工業
ナンス
社会サービス 社会福祉施設
音響・映像・情報・通信に関する業務システムの設
工業
計・施工・保守・リニューアル
社会サービス 総合福祉サービス
ステンレス加工、板金、製缶、配管、組立加工、各種
工業
タンク、機械加工
工業

JFEスチール構内のコークス炉及び高炉の補修・清掃
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http://www.tanakasash.co.jp
http://www.tamura-kougyo.co.jp

https://www.dantec.co.jp/
http://shonanfujisawa.com/~basyoen/
http://www.chibako.co.jp
http://www.chusinkai.net
http://www.tsushin-setsubi.co.jp/eng
http://www.tsukui.net
http://tsunoda-factory.com
http://tsuruseki-ex.com/index.htm

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№
246

五十音順

事業所（団体）名
株式会社ティーネットジャパン
業所

所
横浜営

在

横浜市中区本町1-3
ル6F

綜通横浜ビ

横浜市港北区新羽町484

248 株式会社テクノジャパン

東京都港区浜松町2-4-1
貿易センタービル6階

250 テクニカルジャパン株式会社
251 株式会社デジタルフォルン
252 電子科学工業株式会社
253 電元社トーア株式会社
254 株式会社電成社
255 株式会社テンプレート
256 東亜鉄工株式会社
257 社会福祉法人同塵会

京

261 株式会社コンテック
262 東京動力株式会社
263 株式会社東京ダイス
264 東洋測器株式会社
265 株式会社東邦製作所
266 東芝マテリアル株式会社
267 東京不二電機工業株式会社
268 株式会社東北電子計算センター東京支社
269 社会福祉法人藤心会
270 株式会社トーキンオール
271 時吉工業株式会社
272 徳力精工株式会社 横須賀工場

工業
工業

世界

東京都港区浜松町2-4-1 世界
貿易センタービル６F
横浜市西区北幸1-11-15 横浜Ｓ
Ｔビル７Ｆ
横浜市西区みなとみらい2-3-5
クイーンズタワーC19階
横浜市金沢区鳥浜町16-1
川崎市多摩区枡形1-23-1
横浜市神奈川区松本町6-43-3
東京都大田区蒲田4-29-5 高千
穂ビル6F
横浜市鶴見区安善町1-3

249 株式会社テクノアーク

258 有限会社東南電設
東芝エネルギーシステムズ株式会社
259
浜事業所
260 東日電設株式会社

分野

地

247 株式会社テクノキャリア

273 株式会社特殊工機
274 株式会社戸田製作所

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

工業

主な事業内容

ＵＲＬ

設計開発における開発支援（人材派遣。請負・試
作）、LED照明の開発、プラントエンジニアリング、 http://www.tn-japan.co.jp
土木施工管理、コンピュータ
電気設備工事
http://t-c-c.co.jp/
大手自動車メーカー､プラントメーカー､電気メーカー
のテクニカルパートナーとして3D-CADを使った設計､ http://www.techno-japan.co.jp/
解析､実験､評価､生産技術､施工管理などの技術を提供

建築

プラント・建築設備等の技術派遣

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

工業

ソフトウェアの設計・開発

https://www.tjp.co.jp

工業
工業
工業

システムインテグレーター（デバイスソリューション
事業・ビジネスソリューション事業）
高周波熱処理加工及び炎熱処理加工
電気溶接機製造販売
屋内電気設備工事の設計、施工、積算

工業

DB系若しくは制御系、受注ソフトの開発

工業

工業

造船、鉄工、船舶修理
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム)、短期入所介
護、通所介護、訪問介護、認知症対応型共同生活介
社会サービス
横浜市港南区下永谷4-21-10
護、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保
育所
工業
川崎市川崎区塩浜3-24-6
機械及び製缶加工
発電機、タービン、原子力機器などの発電機器の開
工業
横浜市鶴見区末広町2-4
発・設計・製造
工業
川崎市多摩区中野島3-20-20
鉄道信号保守設備の施工・保守・管理
東京都港区芝5-33-1 森永プラ
建設技術サービス、建設技術者派遣、建築工事、建築
建築
ザビル本館12階
設計
各発電所（火力・原子力等）、プラント施設の発電機
工業
横浜市鶴見区佃野町11-8
械設備（タービン・ボイラー・補機・配管等）、回転
機器等の据付、補修工事
超硬耐磨耗製品の製造販売、焼結ダイヤ成型工具の製
工業
横浜市港北区新羽町964-19
造販売、
液体制御製品の開発・製造・販売
各種ひずみゲージ及びゲージ応用変換器の設計並びに
工業
横浜市港北区新羽町964-24
製品販売、各種測定器及び部品の製造販売
原油輸送用洋上ホースの金属製継手（ブランジ）やビ
工業
横浜市戸塚区上矢部町2354
ル用免振ゴムの金属プレート等の製造金属加工
ファインセラミックス、蛍光材料応用製品、高純度金
横浜市磯子区新杉田町8 ㈱東芝
属、磁性材料部品、タングステン・モリブデン、特殊
工業
横浜事業所内
金属材料などの部品材料製造、車載用パワーモジュー
ル基盤事業
工業
川崎市中原区中丸子501
受配電盤・制御盤の設計・製作、PLCソフトの設計
川崎市川崎区砂子1-5-1 ケ
工業
システム開発
イ・ジェイ砂子ビル５F
横浜市保土ヶ谷区境木町174-1 社会サービス 特別養護老人ホームの運営
国内９電力会社向け耐震型ケーブルサポートの開発･製
造･販売、トンネル工事において安全な工事を行う為の
工業
川崎市川崎区浅野町4-11
セキュリティシステムの開発･設計･製造･販売、産学官
共同開発品「外出支援ロボットカート」の開発･製造
工業
横浜市鶴見区矢向1-17-3
精密板金試作加工
アミューズメント製品や福祉機器などの開発・設計・
工業
横須賀市平成町1-3-2
製造
工業
横浜市鶴見区駒岡2-7-20
産業機械製造
工業
川崎市川崎区浅野町6-8
建設機械、産業機械、ラップ研磨等の金属部品加工
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https://www.vorn.co.jp/
https://www.denshikagaku.co.jp/
http://dengenshatoa.co.jp/
http://www.denseisha.co.jp
http://www.template.co.jp/
http://www.toatekko.co.jp
https://shafuku-doujinkai.or.jp/

https://www.toshiba-energy.com/
http://www.tonichidensetsu.co.jp
http://www.con-tec.co.jp
http://www.tokyo-douryoku.co.jp
www.tokyo-dies.co.jp
http://www.toyo-sokki.co.jp
http://www.toho-mfg.co.jp
https://www.toshiba-tmat.co.jp/
http://www.tfe.jp/index.html
http://www.tecgrp.co.jp
http://www.toushinkai.jp/
http://www.tkna.co.jp/
http://www.tokiyoshi.com
http://www.tokurikiseiko.co.jp
https://www.tokushukouki.co.jp
http://www.toda-seisakujo.co.jp

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

令和２年10月31日現在
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事業所（団体）名

所

在

分野

地

275 巴マシナリー株式会社

綾瀬市深谷中9-31-36

工業

276 トヨオカ電気株式会社

川崎市川崎区渡田1-19-2

工業

277 トヨタＬ＆Ｆ神奈川株式会社

横浜市中区本牧十二天2-8

工業

278 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

工業

279 トランスコスモス株式会社
280 ナイスコミュニティー株式会社

東京都渋谷区渋谷3-25-18
横浜市鶴見区鶴見中央3-2-13

工業
建築

281 株式会社中村鋼業

川崎市川崎区田町3-4-6

工業

282 中野冷機株式会社

東京都港区芝浦2-15-4

工業

283 ナトリ電設株式会社
285 株式会社南部

工業
横浜市緑区東本郷5-3-1
横浜市中区山下町1番地 シルク
工業
センタービル10階
建築
横浜市港南区港南台1-10-8

286 株式会社南葵エンジニアリング工業

相模原市中央区田名3266-3

工業

287 ニイガタ株式会社

横浜市鶴見区駒岡2-12-5

工業

288 新山メカテック株式会社

横浜市西区中央1-43-10

工業

289 株式会社ニチイ学館

川崎市川崎区駅前本町26-4
ンドクロス川崎ビル６F

284 株式会社ナビディアワークス

川崎支店

ラ

社会サービス

290 株式会社日晶相模

座間市ひばりが丘5-18-8

291 ニチアス株式会社 鶴見工場
292 日東亜鉛株式会社

工業
横浜市鶴見区大黒町1-70
工業
川崎市川崎区水江町4-3
横浜市西区北幸2-10-27 東武
工業
立野ビル７階

293 株式会社日豊エンジニアリング
294 ニッコーテクノ株式会社
295 株式会社日本コンサルティング
296 ニホン総工株式会社
297 日本冶金工業株式会社川崎製造所

東京都千代田区内神田3-14-8
ニシザワビル4F

工業

工業

主な事業内容
遠心分離機の主要部品の製作
電気・計装・通信設備の設計施工管理、制御装置の開
発設計製作
物流機器、産業車両、販売・サービス
自動車販売（新車・U-kar）、保守メンテナンス（点
検・整備・修理）、保険代理業、通信代理業
ビジネスプロセスアウトソーシングサービス業
マンション総合管理業
真空フランジ、各種真空機器の製造、最新鋭の複合加
工機、
ＮＣ旋盤での難削材加工、各種金属加工
冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍機、業務用冷凍冷蔵庫
尾及び同応用品の設計・製造・販売・据付工事とアフ
ターサービス並びに建築・設備工事
電気工事業
労働者派遣事業（一般派遣、紹介予定派遣）
人材あっせん事業（キャリア採用）
住宅設備機器の修理・交換、住宅修繕
プレス装置などの生産設備、簡易引張試験などの
試験・実験装置の設計･加工･組立･搬入
開発支援全般・実験装置及び冶具の設計製作・工業デ
ザイン及び設計・３Ｄモデリング・樹脂および金属他
機械加工全般、大学の基礎研究、民間企業の試作品開
発支援
機械製造、設置、修理
医療関連事業、介護・ヘルスケア事業、教育事業、保
育事業
自動車生産設備部品の溶接組立及び機械加工、ダンプ
トラック部品の溶接組立、その他の製缶及び機械加工
ふっ素樹脂製品等の製造
溶融亜鉛めっき加工
プラント設備の配管設計および構造設計
エンジニアリング、技術支援業務
（①発電設備･装置､②公共インフラ設備､③情報･通信
分野､におけるエンジニアリング､技術支援業務）

ＵＲＬ
http://www.tomoe-masy.co.jp/
http://www.toyooka-denki.co.jp
http://www.toyota-lfkanagawa.com/recruit/index.html
https://www.toyota-corolla.co.jp/recruit
https://www.trans-cosmos.co.jp/
http://www.nicecommunity.co.jp
http://www.nakamurakogyo.co.jp
http://www.nakano-reiki.com
http://www.natoridensetu.co.jp
http://www.navideaworks.co.jp/
http://nanbu.net/
http://nanki-eg.com
http://www.ni-gata.co.jp/
https://mechanical-contractor494.business.site/
http://www.nichiigakkan.co.jp

https://www.nichias.co.jp
http://www.nitto-aen.co.jp/index.html
http://www.np-e.co.jp/
http://www.nikko-techno.co.jp

工業
工業
工業

機械設計の受託と技術社員の派遣
産業機器、プラント設備製造
ステンレス鋼製造

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

工業

自動車検査用機器の校正（制度確認･補正）

http://www.jasea.org/

299 日本高速削孔株式会社

横浜市神奈川区沢渡1-2
川崎市川崎区渡田4-10-1
川崎市川崎区小島町4-2
横浜市都筑区池辺町3757-3
自動車会館2階
川崎市川崎区浅野町5-8

工業

http://www.sakkou.co.jp

300 日本濾水機工業株式会社

横浜市南区井土ヶ谷中町91

工業

301 一般社団法人日本自動車連盟神奈川支部

横浜市神奈川区片倉2-1-8

工業

302 日本ハイドロシステム工業株式会社

横浜市港北区新吉田町4415-2

工業

303 庭乃持田園有限会社

建築
川崎市高津区向ヶ丘94-2
横浜市中区花咲町7-150 ウエイ
工業
ンズ＆イッセイ横浜ビル3階

金属深孔受託加工
水処理装置の設計・製造、用水プラントエンジニアリ
ング、セラミックフィルター・濾水機の設計・製造
ロードサービスをはじめ、交通安全活動や環境対策活
動を実施する会員組織
トップエンドモータースポーツ向け小型軽量高圧配管
システム、特殊ホース及びアークチュエータの開発・
製造・販売
造園工事業
自動車販売、自動車整備

https://www.netz-kanagawa.jp/

298 一般社団法人日本自動車機械工具協会

304 ネッツトヨタ神奈川株式会社
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http://www.rosuiki.co.jp/
http://www.jaf.or.jp/
https://www.jhsi.co.jp/
http://www.mochidaen.jp/

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

事業所（団体）名

所

在

分野

地

305 ネットリサーチ株式会社

川崎市中原区下沼部1758-7

工業

306 株式会社ノバセイコー

横浜市港北区樽町4-7-6

工業

307

令和２年10月31日現在

※ ＵＲＬクリックしていただくと事業所ホームページにアクセスできます

株式会社白寿会・医療法人社団平平會グ
ループ

308 一造園土木株式会社

横浜市中区不老町2-9-2
不老町ビル3F

DPM

主な事業内容
ソフトウェア開発
精密金型・治具・自動機の設計と製作、機械加工、機
械CAD、電気制御

社会サービス 医療・介護福祉業
官公庁発注の公園工事・緑地管理、民間事業所・マン
ション等緑地管理、個人邸
通信機器・医療器・包装機械・ガス検知機・気象関連
機器（地震計・津波計）等の板金加工
ビル設備総合管理
FAシステムエンジニアリング、電気工事業、管工事
業、電気・重電・制御機器の販売
日本の自動車メーカーやドイツの高級車メーカーの試
作用シートに使用するプレス品の試作・制作
制御盤・分電盤・キューピクル等の製造、板金・塗
装・電気組立配線・設計
金属製品製造業
精密部品・自動車部品・ポンプ部品・ステンレスを中
心とした製造
金型製作から設計・プレス・溶接・組立までの一連加
工
造園工事、土木工事、緑地管理、庭園工事及び管理
精密部品加工、マシニングセンター・NC旋盤等による
金属及び樹脂の切削加工
鉄鋼二次製品の製造
総合ビル管理（ビルマネジメント・ビルメンテナン
ス）

横浜市神奈川区三枚町358-3

建築

309 株式会社長谷川板金

横浜市港北区樽町3-9-16

工業

310 株式会社八興

東京都千代田区五番町12-7

建築

311 八巧機電設備株式会社

川崎市川崎区鋼管通5-4-2

工業

312 服部板金工業有限会社

横浜市金沢区幸浦2丁目15-7

工業

313 株式会社バネックス

横浜市港北区新羽町866-2

工業

314 株式会社パパス

相模原市中央区田名3312

工業

315 株式会社濱田園

横浜市南区六ッ川３丁目３番１

建築

316 有限会社早川製作所

川崎市高津区久地3-8-31

工業

317 林精鋼株式会社戸塚工場

横浜市戸塚区戸塚町407
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー16階
横浜市西区平沼1-39-3 三石ビ
ル
横浜市金沢区福浦２丁目７番２５
号
横浜市鶴見区豊岡町35-2 パー
ルコート鶴見2階

工業

322 東山工業株式会社

横浜市戸塚区上矢部町2422

工業

323 日崎工業株式会社

川崎市川崎区大川町7-2

工業

324 株式会社ビッグモーター

東京都渋谷区神宮前6-9-13
6ビル7F

325 ビッグバン株式会社

川崎市高津区北見方1丁目29番2
建築
号 メゾン喜多路102号室

326 株式会社日の出製作所

川崎市川崎区大川町11-13

工業

327 社会福祉法人ひまわり福祉会
328 有限会社平林製作所
医療法人社団 竹内会 介護老人保健施
329
設 ファイン新横浜
330 富士電機株式会社川崎工場
331 株式会社フジ・カーペット

横浜市港南区野庭町2187-1
川崎市中原区宮内2-26-8

社会サービス
工業
工作機械部品の製造
病院、介護老人保健施設
社会サービス
訪問介護ステーション、通所リハビリテーション
工業
電気機械器具製造業
建築
内装仕上工事業

318 株式会社ハリマビステム
319 ハル・エンジニアリング株式会社
320 株式会社ハルツ
321 有限会社ひかりケアサービス

横浜市港北区新羽町1041-3
川崎市川崎区田辺新田1-1
横浜市金沢区福浦2-14-18

J-

建築

ＵＲＬ
http://www.nrc-corp.jp/
https://www.nova-s.co.jp/
https://hakujukai.co.jp/
www.hajimezouen.co.jp
http://www.hasegawabankin.co.jp/
http://www.hakkoo.co.jp
http://www.hakkokiden.co.jp/
http://www.hattori-bk.co.jp/

http://www.papas-kk.co.jp
https://hamadaen.amebaownd.com/
http://hayakawass.jp/
http://www.hsk-web.jp

工業

マイコン応用ソフトウェアの設計開発

http://www.haleng.co.jp

工業

金属プレス金型製造販売・三次元測定受託サービス等

http://www.harz.jp

社会サービス 指定訪問介護事業、指定居宅介護支援事業

工業

全国ガス会社殿向異形管、特殊装置、ガバナ等製作・
設置
各種タンク類、曲り管、分岐管、継手 等製作
各種（大型）サイレンサー製作
各種意匠金物（オーダーサイン・イベント造作・什器
備品等）、特注金属加工品（建築金物・実験什器・器
量機器等）、その他板金加工品の設計・製作・施工、
インテリアブランド「メタルセンス」の製作・販売
自動車販売業（国産車・外国産車の中古車・新車販売
及び買取事業）、車検整備、一般整備、板金塗装等の
自動車整備事業、オークション事業、ＦＣ展開事業、
損害保険代理店及び自動車関連事業
電気情報通信･照明デザイン･消防設備などを主に関東
周辺で施工･メンテナンス業務を行っている。
金属加工業（難削材加工、輸送機器部品製造、試作製
品設計・製造）
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http://www.hikari-care.com
http://www.higashiyama-net.co.jp/

http://www.hizaki.jp

http://www.bigmotor.co.jp
http://bigbang137.solutions
http://www.hinode-ss.jp
http://www.himawarifukushi.or.jp/
http://www.takeuchikai.net/fine-shinyoko/
http://www.fujicarpet.co.jp

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
事業所名
№

五十音順

事業所（団体）名

332 株式会社不二
333 株式会社富士テクノソリューションズ

334 藤中工業株式会社

335 プラウドライフ株式会社

336 プリンス電機株式会社
337 株式会社フルライフ
338 ブルーマチックジャパン株式会社
339 有限会社ふれあいハート
340

令和２年10月31日現在
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社会福祉法人朋光会特別養護老人ホーム
太陽の國

341 ホームケアステーション風薫
342 北斗株式会社
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
344 堀技研工業株式会社
343

345 堀精工株式会社
346 株式会社ホンダカーズ神奈川東
347 株式会社ホンダクリオ共立

所

在

分野

地

横浜市南区万世町2-25

主な事業内容

建築

マンション・ビル等のトータルリフォーム
デジタルエンジニアリングソリューション（機械設
計、解析、電気・電子回路設計等の受託請負、人材ソ
厚木市中町4-10-8 厚木アザレ
工業
リューション）、ICTサポートソリューション（ソフト
アビル3F
ウェア開発、CAD・PDM・IT支援、プロダクト販売
（CAD、3Dプリンタ）、システム運用サポート）
精密板金加工、精密レーザー加工、各種溶接加工、製
工業
横浜市緑区白山1-11-5
缶加工、各種装置、筐体の組立 （アセンブリ）、ＮＣ
旋盤/マシニング加工、シルク印刷
有料老人ホーム・認知症対応型共同生活介護・サービ
ス付高齢者住宅・居宅支援事業所、小規模多機能型居
横浜市西区北幸2-8-4 横浜西
社会サービス 宅介護・訪問介護・訪問看護・デイサービス、障がい
口KNビル８階
者自立支援事業等の管理・企画およびそれらに関わる
業務全般
施設用ＬＥＤ証明及び各種蛍光ランプの設計、開発及
工業
横浜市鶴見区市場下町8-25
び製造、販売
横浜市南区山王町３-24-8 港
社会サービス 介護事業、児童育成事業
横浜ビル４階
業務用コーヒーマシン及びフィルターの輸入販売とメ
工業
横浜市都筑区仲町台5-4-22
ンテナンスサービス（アメリカ・イタリア。スイス）
社会サービス 介護保険事業所、指定障害福祉サービス事業所
横浜市緑区鴨居3-17-12
要介護高齢者の生活全般の手伝い
社会サービス 食事介助･入浴介助･排泄介助を中心とした介助全般
横浜市戸塚区名瀬町1566
レクリエーションの提供
社会サービス 住宅型有料老人ホーム内での入居者の介護
横浜市鶴見区上末吉1-1-16
建築CADオペレーター・施工管理の人材派遣、図面支
援サービス、IT分野（ネットワーク構築・運用など）の
建築
東京都中央区銀座2-5-7
人材派遣、業務請負、一般事務・貿易事務・営業支援
やビルメンテナンス・ビル環境管理

ＵＲＬ
http://www.fuji-pwp.co.jp
http://www.fjtsc.co.jp/

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

http://yuuaihd.hanakotoba.co.jp/

http://www.prince-d.co.jp
http://www.fulllife.co.jp/
http://www.brewmatic.co.jp

http://www.apollon.or.jp
http://www.e-cals.co.jp/sanze
http://hoku-hoku.com

川崎市幸区東小倉6-1

社会サービス 介護保険法による高齢者の介護・支援業務

https://www.kawasaki-roushikyo.org/

藤沢市葛原2285
神奈川県相模原市中央区田名塩田
4-12-18
横浜市港北区箕輪町2-5-16
神奈川県川崎市宮前区馬絹1丁目
7番9号

工業

産業用各種コンプレッサ・真空ポンプ製造

http://www.horieng.co.jp

工業

製缶/機械加工の多重工程を伴う大型構造装置の製作

http://www.hori-seiko.com/

工業

新車・中古車販売、車検・点検整備、生損保販売

工業

新車・中古車販売、車検・点検整備、生損保販売

348 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

工業

349 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

工業

350 株式会社マイスターエンジニアリング

東京都港区芝4-1-23

工業

351 株式会社前田工業所

川崎市幸区南幸町2-56

工業

352 株式会社マエダ

大和市深見東3－1－7

工業

353 増田電気株式会社

東京都大田区西糀谷3-6-30

工業

新車・中古車販売、自動車の点検整備、部品用品の販
売、
レンタカー、自動車損害保険代理店
Honda車の販売及び整備部品用品販売、部品用品販
売、損保保険代理業、生命保険
半導体製造装置、各種メカトロ機器及び建築設備のメ
ンテナンス＆エンジニアリング並びに太陽光発電シス
テムの施工、施工技術者の育成、省エネ。環境関連事
業における技術サービス、コンサルティング等
発電所（火力、原子力等）の機械設備の建設工事、並
びに補修工事、工場（石油化学、ガス、製鉄、食品製
造等）の各種プラント機械設備の建設工事、補修工
事、一般機械装置の設計、据付、配管、点検修理、改
造工事
精密機械加工 省力化装置一式 工業用クロムメッキ
油圧シリンダー設計･制作･オーバーホール
電気設備工事業
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http://www.hondacars-kawasaki.com/
http://www.hondacars-kanagawakita.co.jp/
http://www.hondacars-kanagawanishi.co.jp/
http://www.mystar.co.jp/

http://www.maedakogyo.co.jp/

http://maedash.co.jp/
http://www.masuda-denki.co.jp/

神奈川東部職業能力開発推進協議 会員一覧
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№
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所

在

分野

地

354 株式会社増田鉄工所

横浜市鶴見区駒岡５－１７－１

工業

355 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

工業

356 有限会社真留真製作所

横浜市港北区新吉田町21

工業

357 株式会社マルチテック

横浜支社

358 株式会社水谷電機製作所
359 三田工機株式会社
360 株式会社三田工業所
361 三池工業株式会社
362 三菱化工機株式会社
363 社会福祉法人 みどりの風

364 株式会社ミナミ

365 ミノシマ株式会社
366 株式会社宮川製作所
367 明和工業株式会社
368 株式会社メックスサポート
369 最上テック株式会社
370 株式会社ＭＯＭＯ
371 株式会社八起製作所
372
373
374
375
376

矢野口自工株式会社
株式会社ヤブキ
山崎金型株式会社
有限会社山野製作所
株式会社ＹＡＭＡＮＡＫＡ

377 医療法人社団

山本記念会

378 山正電気工事株式会社
379 株式会社ユーコム
380
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財団法人友愛会介護付有料老人ホーム鎌
倉静山荘

横浜市西区みなとみらい2丁目2工業
1 横浜ランドマークタワー
3804号室

主な事業内容
全自動面取機、全自動供給装置、検査装置ライン前後
装置、先付ロール機、各種省力機械装置の設計製作
ステンレス継手・配管機材販売、スランジ製造メー
カー（自社ブランド）、ステンレスプレファブ製造
（グルービング加工。ブランジ加工・溶接・組み立
て）、ステンレス加工（バーリング・NC加工他）
金属加工業：精密板金、各種通信機器関係の板金、交
通信号機器・鉄道信号機器の各種筐体製作、監視カメ
ラ等の筐体製作、表面処理を含む一括受注管理
産業機器、配管、電気設備、計画･設計、人材派遣

電気機器の製造及び販売（高低圧配電盤・分電盤・自
動制御盤他）、上記製品の保全・改修等に伴う電気工
事
工業
川崎市高津区梶ヶ谷5-7-3
特殊切削工具、冶工具、測定具、ゲージ製造販売
工業
横浜市鶴見区鶴見中央1-27-6
化学装置の製作据付並びに配管工事請負工事業
自動車車体パネル部品のプレス・組立加工・金型の設
工業
横浜市戸塚区上矢部町2336
計、製作
工業
川崎市川崎区大川町2-1
プラント、環境及び機械等の設計、製作、据付、販売
介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリ
社会サービス テーション、訪問リハビリテーション、居宅介護支援
横浜市緑区西八朔町99-1
事業
都市インフラ（電力・空港・道路・大規模ビル・銀
行・交通・上下水道）における電気設備（特高・高
工業
綾瀬市蓼川3-5-18
圧・監視制御システム・UPS・非常用発電機）の保守
点検・試験・改造工事
工事用電気設備工事業（仮設電気工事業）
東京都渋谷区笹塚1-57-7笹塚第
工業
■受電設備の設置 ■野外・屋内幹線工事
一ビル4F
■分電盤設置 ■仮設照明の取付 等
工業
横浜市港北区樽町2-1-6
ソフトウェア・ハードウェア設計開発、製造、販売
ダクト工事の設計・施工管理、総合設備（給排水・衛
工業
横浜市鶴見区矢向1-6-19
生設備等）の設計・施工管理、電気工事の設計・施工
管理
東京都中央区新富2-14-4 住友
建築
建物等維持管理業務
新富ビル8階
工業
川崎市中原区下沼部1980番地
配電盤製造業、現地改修工事
大和市上草柳7-10-7 サンクレ
社会サービス 介護保険事業所
イス鶴間102
横浜市戸塚区東俣野町1746番地
輸送機器部品製造加工(鉄道)、通信機用部品製造加工、
工業
5
CATV、伝送光伝送
工業
東京都大田区城南島4-5-8
車両の整備・点検・アフターフォロー
工業
川崎市川崎区元木2-3-15
板金及び非鉄金属加工全般
工業
川崎市川崎区大川町12-8
プラスチック食品容器のデザイン設計から金型製造
工業
横浜市鶴見区佃野町12-23
機械加工、溶接、組立
工業
川崎市幸区中幸町3-3-1
製鋼原料加工販売（鉄リサイクル業）
病院、在宅診療、有料老人ホーム、通所リハビリテー
社会サービス
横浜市都築区東山田町1552
ション、デイサービス等
一般電気設備工事、工場内シーケンス自動制御設備工
工業
横浜市鶴見区鶴見中央4-34-9
事
各種ソフトウェアの設計･開発
川崎市川崎区駅前本町11-1 パ
工業
システム構築
シフィックマークス川崎
システムの運用､保守､調査､サポート
横浜市青葉区上谷本町89-6

鎌倉市津西1-24-15

工業

社会サービス 高齢者福祉医療事業
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ＵＲＬ
http://www.masudaiw.com/
http://www.mac-ps.jp/

http://maruma-co-jp.jimdo.com/
http://www.multi-tec.co.jp
http://www.mizutani-ew.com/
http://www.mita-k.co.jp
http://www.mitsuike.co.jp/
http://www.kakoki.co.jp
http://www.midorinokaze.or.jp

http://www.minami373.co.jp

https://www.myisland.co.jp/
http://www.msk.co.jp/
http://www.meiwa-kougyo.co.jp

http://www.mogami-tec.com

http://www.yanokuchi.com
総務部
http://yamano-ss.jp
https://clean-yamanaka.com/
https://www.yamamoto-kinen.or.jp
http://www.ymselc.co.jp/
https://www.ucm.co.jp/
http://www.yuuaikai.or.jp
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事業所（団体）名

所

在

分野

地

社会福祉法人 雄飛会 特別養護老人ホーム
横浜市泉区新橋町1805
相生荘
東京都港区三田3-13-16
382 株式会社ユニテック
43MTビル10階
381

383 株式会社ユニオン

横浜市鶴見区尻手2-4-8

384 横須賀老人ホーム

横須賀市野比5-5-6
横浜市西区桜木町6-31
ル6階

385 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
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
387 横浜トヨペット整備株式会社
386

三田

主な事業内容

社会サービス 特別養護老人ホームの運営

http://www.aioisou.com/

工業

http://www.unitec.co.jp

3次元CADによる機械設計、科学技術システム開発

半導体工場向けガス供給設備等の設計・製作・施工・
検査
社会サービス 特別養護老人ホーム
工業
本部ビ

ＵＲＬ

http://www.uni-on.co.jp
http://www.kanagawa-swc.com/yokosuka

社会サービス 福祉サービス事業

横浜市戸塚区汲沢町986

社会サービス 特別養護老人ホーム

https://hakuhoukai.jp/

横浜市保土ヶ谷区狩場町63

工業

http://www.tp-seibi.co.jp

388 横浜トヨペット株式会社

横浜市中区山下町33

工業

389 社会福祉法人横浜社会福祉協会

横浜市南区中村町5-315

社会サービス

390 医療法人社団横浜育明会

横浜市都筑区東山田町1357

社会サービス

391 株式会社横浜電業

横浜市保土ヶ谷区峰岡町2-237

工業

392 横浜市管工事協同組合

その他
横浜市中区扇町1-2-1
横浜市港北区新横浜3-18-20
工業
パシフィックマークス新横浜10F

393 株式会社横浜環境デザイン

自動車整備業
新車（トヨタ・レクサス・フォルクスワーゲン）の販
売、U-car（中古車）の販売、自動車の整備・点検・修
理、自動車関連部品・用品・オイルなどの販売、損害
保険代理業及び生命保険の募集に関する業務、自動車
のリース事業、自動車の買取事業、携帯電話（au）の
販売
特別養護老人ホーム、救護施設、地域ケアプラザ、
指定障害者支援施設の運営
介護老人保健施設、通所リハビリテーション、併設ク
リニック、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事
業所
横浜市を中心とした官公庁の施設や 学校施設・公園照
明や道路照明など屋内外の電気設備の設計・施工及び
現場監督業務
管工事業
電気工事業、太陽光発電（住宅用・産業用）の設計・
施工・販売
板金加工業、CAD設計、スチール・ステンレス加工・
非金属加工、レーザー加工、プレス加工、溶接組立加
工
第一種社会福祉事業（特別養護老人ホームの経営）。
第二種社会福祉事業（老人短期入所事業・老人デイ
サービス事業の経営）
ポーラスチャック（真空吸着テーブル）の設計・製
造、精密部品の加工
中古トラック販売・買取、ＷＥＢによる全国販売、海
外事業、新車販売、レンタカー・リース・保険、整備
精密板金加工業（本店・川崎工場）、精密機械加工業
（相模原工場）
特別養護老人ホームの運営（よみうりランド花ハウ
ス）、介護老人保健施設の運営（よみうりランドケア
センター）、社会福祉事業
軽鉄工事、ボード工事
スピニング加工による電力の送電系に関わる重電機器
部品等の製造
各種ソフトウェアの受託開発、システムエンジニアリ
ング、コンサルティングサービス、システム開発、運
用保守

394 株式会社横浜システム

横浜市港北区新羽町474

工業

395 社会福祉法人横浜向陽会

横浜市青葉区市ケ尾町522-10

社会サービス

396 株式会社吉岡精工

横浜市鶴見区末広町1-1-49

工業

397 株式会社ヨシノ自動車

川崎市川崎区鋼管通4-1-6

工業

398 株式会社吉光工業

川崎市麻生区栗木2-2-17

工業

399 社会福祉法人読売光と愛の事業団

川崎市多摩区菅仙谷4-1-4

社会サービス

400 萬産業株式会社

横浜市港南区日野2-1-5

工業

401 株式会社よろづ鉸製作所

横浜市緑区青砥町222

工業

402 株式会社ライズフォース

東京都大田区蒲田3-23-7
ビル10F

403 株式会社ラックスオスカー

横浜市都筑区池辺町4822

工業

404 社会福祉法人隆徳会

横須賀市長井6-21-7

社会サービス 介護保険事業（特別養護老人ホームの運営）

松本

工業

通信機器、コンピュータ機器の筺体及び卓の設計・製
造
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http://www.yokohama-toyopet.co.jp

http://www.yoko-fukushi.or.jp
http://www.tuduki-senior-c.com
http://www.y-dengyo.com
http://www.yokohama-kankoji.or.jp/
https://ykd.co.jp
http://www.yokohama-system.co.jp/
http://www.kouyoukai.jp/
https://www.yoshioka.co.jp/
http://www.yoshino-motor.co.jp
http://www.yoshimitsu-inc.jp
http://www.hana-house.org
https://www.yorozu-sangyo.co.jp/
http://www.yorodu.co.jp
https://rise-force.co.jp/

http://www.yshikouren.or.jp/networkplus/hyoji.php?targetid=
5015
http://www.sunnyhill.or.jp
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事業所（団体）名

社会福祉法人緑成会特別養護老人ホーム
緑の郷
菱冷サービス株式会社東京テクノセン
406
ター
405

所

在

分野

地

主な事業内容

ＵＲＬ

横浜市青葉区鉄町2075-3

社会サービス 特別養護老人ホーム

http://www.ryokuseikai-yokohama.jp

東京都品川区南大井3-14-9

工業

http://www.ryourei.co.jp/

407 菱電湘南エレクトロニクス株式会社

鎌倉市山崎25

408 社会福祉法人麗寿会

茅ヶ崎市南湖1-6-15

409 株式会社ワイズシステム研究所

東京都中央区日本橋本町4-7-1
三恵日本橋ビル4F

410 社会福祉法人若竹大寿会

横浜市金沢区富岡東2-1-5

411 株式会社ワコー技研

横浜市鶴見区末広町1-1-50

412 有限会社渡辺製作所

川崎市中原区井田1-1-26

413 ワッティー株式会社

相模原市南区大野台4-1-71

冷凍空調機設備のメンテナンス及び販売施工

交通・通信機器、超音波探傷装置、宇宙用試験装置の
製造
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護事業所、通所
社会サービス 介護事業所、居宅介護支援事業、地域包括支援セン
ター
自動車部品設計、３次元ＣＡＤモデリング、プログラ
工業
ム開発、システム運用支援、システム技術サポート
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホー
社会サービス ム、地域ケアプラザ、訪問介護、訪問入浴、地域活動
ホーム
モーション制御機器の開発製造（扱い品目：サーボド
工業
ライバ、インバータ、ロボットコントローラ、サーボ
モータ、高速モータ、特殊電源など）
工業
旋盤加工を中心とした一般機械加工全般
半導体・FPD製造装置ほか各種精密機械に使われる
工業
ヒーターユニットの開発・製造・販売
工業
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http://www.rsec.co.jp/
http://www.reijukai.or.jp
http://www.wise-lab.co.jp/
http://www.wakatake-swc.jp/
http://www.wacogiken.jp/
https://www.nabesei.jp/
http://www.watty.co.jp/

