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2･25企業名 2･25企業：業種 2･26企業名 2･26企業：業種 2･27企業名 2･27企業：業種 2･28企業名 2･28企業：業種

オハヨー乳業㈱/カバヤ食品㈱ 食品・乳製品/菓子 キッコーマンソイフーズ㈱ 食品・豆乳等飲料製造 カネコ種苗㈱ 種苗・農業資材 いなば食品㈱ 食品・水産加工,ペットフード

小岩井乳業㈱ 食品・乳製品 はごろもフーズ㈱ 食品・水産加工 日新化工㈱ 食品・チョコレート 三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 食品・食品添加物

中部飼料㈱ 飼料・畜産物販売 丸大食品㈱ 食品・ハム JA全農青果センター㈱ 商社（青果物） ㈱髙山 卸売・菓子・食品

（一財）日本食品分析センター サービス・受託分析 理研ビタミン㈱ 食品・医薬品・化学 プリマハム 食品・ハム マリンフーズ㈱〈ニッポンハムG〉 食品・水産加工、ペットフード

㈱アーネストワン 不動産 アパホテル㈱ サービス・ホテル業 ㈱アイネット 情報サービス・ＩＴ関連 アース・ペット㈱ 卸売（ペットフード、ペット用品）

旭建設㈱ 建設・総合建設業 アリアケジャパン㈱ 食品・調味料 ALSOK綜合警備保障㈱ サービス・警備業 アイペット損害保険㈱ 損害保険

アスクル㈱<ＡＳＫＵＬ> 小売：オフィス向け用品等の通信販売 アンデルセングループ 食品・パン・小売 ㈱池田理化 商社（理化学機器） ㈱石勝エクステリア 建設・造園業

アップコン㈱ 建設・土木工事 ウエルシア薬局㈱ ドラッグストア ㈱ヴィ・ド・フランス 食品・パン・小売 ㈱稲治造園工務所 建設・造園関係

㈱ありあけ 食品・菓子 ㈱エコ・プラン 環境 ㈱エイ・シー・ティ ＩＴ・情報サービス・ソフトウェア 岩井機械工業㈱ プラントエンジニアリング・食品機械

伊藤景パック産業㈱ 食品パッケージ 兼松新東亜食品㈱ 商社(食品) エイツーヘルスケア㈱<伊藤忠Ｇ> CRO エームサービス㈱ コントラクトフードサービス

エノテカ㈱ 商社（酒類、ワイン輸入、卸、小売） ㈱鎌倉ハム富岡商会 食品（ハム・ソーセージ） 大林道路㈱ 建設・舗装・土木工事 ㈱ギャバン 食品・調味料

片倉コープアグリ㈱ 化学・肥料メーカー ㈱きのした 食品・菓子原材料 カネ美食品㈱ 小売・弁当総菜販売 ㈱サティス製薬 化粧品（OEM）

㈱かね貞 食品・水産加工 ㈱久世 卸売・業務用食材卸 関東日本フード㈱<日本ﾊﾑG> 食品・食肉製造 ㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ サービス・新幹線パーサー

㈱環境管理センター 環境計量証明業 警視庁 公務員・公安職 ㈱紀文食品 食品・水産練り製品 ＪＡ全農たまご㈱ 食品専門商社・卸売業

㈱クリエイトエス・ディー 小売・ドラッグストア 国土緑化㈱ 総合緑化・花卉・造園 ㈱クリニコ〈森永乳業病態栄養部門〉 食品・栄養補助・流動食 ㈱シジシージャパン 商社（食品）

㈱神戸屋 食品・製パン 佐政水産㈱ 卸売・水産卸 ㈱光電製作所 機械・魚群探知機 シダックス㈱ アウトソーシング、総合サービス

興和㈱ 医薬品メーカー ㈱シー・アイ・シー サービス・衛生管理 ㈱江東微生物研究所 臨床検査・環境衛生検査 正栄食品工業㈱ 商社（食品）

㈱コメリ 小売・ホームセンター ㈱ＣＩＪ 情報サービス・ＩＴ関連 三栄建築設計 建設・住宅メーカー 鈴茂器工㈱ 食品加工機械製造

栄屋乳業㈱ 食品・アイスクリーム ㈱シャノアール（カフェ・ベローチェ） 外食・カフェ 三立製菓㈱ 食品・菓子 西武造園㈱ 建設・造園業

三幸製菓㈱ 食品・菓子 ㈱叙々苑 外食・焼肉 ジスクソフト㈱ 情報サービス・ＩＴ関連 ㈱第一情報システムズ 情報サービス・ＩＴ関連

㈱サンデリカ 食品 シンポー情報システム㈱ 情報サービス・ＩＴ関連 ㈱シノテスト 臨床検査薬製造 大成設備㈱ 総合設備工事業

シブヤ精機㈱ プラントエンジニアリング・農業用設備 ㈱新保哲也アトリエ 食品・洋菓子 シマダヤ㈱ 食品・麺 千葉製粉㈱ 食品・製粉

昭和電工ガスプロダクツ㈱ 化学（炭酸・産業ガス） 大和食品工業㈱ 食品 生活協同組合コープみらい 生活協同組合 東京ガス横浜中央エネルギー㈱ エネルギー・ガス

㈱スリーボンド 化学・接着剤製造 宝製菓㈱ 食品・菓子 セキスイハイムグループ 建設・住宅メーカー 東京多摩青果㈱ 卸売・青果卸

㈱成城石井 小売・スーパー タマノイ酢㈱ 食品・調味料 ㈱ソフテム 情報サービス・ＩＴ関連 東京都庁 公務員・地方

㈱セントラルフーズ 食品 千代田インテグレ㈱ 電気・電子・部品メーカー ソフトウエアクリエイション㈱ 情報サービス・ＩＴ関連 ㈱ナガノトマト 食品・トマト

太平洋製糖㈱ 食品・製糖 東京シティ青果㈱ 卸売・青果卸 第一屋製パン㈱ 食品・製パン ㈱ニクニ 機械・産業機械（ポンプ）

千代田工商㈱ 総合プラントエンジニアリング 東京青果㈱ 卸売・青果卸 デリカフーズ㈱ 商社（食品・野菜） 日本製紙木材㈱/日本製紙総合開発㈱ 卸売・木材卸/造園土木

鉄建建設㈱ 建設・鉄道関連 ㈱ドトールコーヒー 外食・カフェ 東京技工㈱ 建設コンサルタント 日本ステリ㈱ 医療・サービス

JR東海（東海旅客鉄道㈱） 運輸業 日清医療食品㈱<ワタキューG> 商社(食品)・給食受託 東京税関 公務員・国家 日本ビジネスシステムズ㈱ ＩＴ・情報サービス・ソフトウェア

㈱東京めいらく 食品・乳製品 ㈱パスコ 建設コンサルタント・測量 東京都住宅供給公社 不動産 農林水産省横浜植物防疫所 公務員・国家

内外エンジニアリング㈱ 建設コンサルタント パルシステムグループ(生活協同組合) 生活協同組合 ㈱巴商会 商社（産業用ガス、化学関連） ㈱野澤組 商社（食品・畜産）

中林建設㈱ 建設・土木工事 ㈱美十【おたべグループ】 食品・菓子 日本ケミファ㈱ 医薬品製造 パシフィックゴルフマネージメント㈱ スポーツ施設提供業

持田製薬㈱ 医療用医薬品 ㈱日比谷花壇 花卉販売 日本生命保険相互会社 金融（生命保険） PCIソリューションズ㈱ 情報サービス・ＩＴ関連

㈱なとり 食品・水産加工 ㈱町田食品 食品 ㈱ノジマ 小売（電気機器関連） ㈱日立ハイテクソリューションズ 情報サービス・ＩＴ関連

ニチレキ㈱ 化学・舗装材料 ㈱マツモトキヨシホールディングス 専門店・ドラッグストア ハーベスト㈱ フードサービス　給食サービス ㈱ファーストフーズ 食品

日清丸紅飼料㈱〈丸紅G〉 飼料・畜産物販売 三本珈琲㈱ 食品・飲料（コーヒー） ㈱日比谷アメニス 環境緑化業・サービス業 藤沢市役所 公務員・地方

日特建設㈱ 建設・総合建設業 明治飼糧㈱ 配合飼料（畜産・水産・鶏卵） フィード・ワン㈱ 配合飼料製造業・食品 富士食品工業㈱ 食品

㈱ヒューテックノオリン 食品物流（倉庫・運輸） ㈱モンテール 食品・菓子 フルハシEPO㈱ 環境・リサイクル(木質・プラスチック) フジパングループ本社㈱ 食品・製パン

ホシザキ東京㈱ 商社（厨房機器） ヤマザキビスケット㈱<ﾔﾏｻﾞｷG> 食品・菓子 ㈱マザー牧場 観光牧場 古谷乳業㈱ 食品・乳製品

㈱ミクロスソフトウエア 情報サービス・ＩＴ関連 ㈱山星屋〈丸紅G〉 卸売・菓子卸 ㈱ミヨシグループ 種苗メーカー 丸千千代田水産㈱ 卸売・水産卸

㈱武蔵野 食品・中食 ㈱ユーハイム 食品・洋菓子 明治屋産業㈱ 小売・食品販売 ㈱武蔵野香料化学研究所 食品香料製造

㈱モスフードサービス 卸売・食品・外食 横浜丸魚㈱ 卸売・水産卸 ㈱メフォス コントラクトフードサービス（集団給食受託業） ㈱メリーチョコレートカムパニー 食品・菓子

八千代エンジニヤリング㈱ 建設コンサルタント ㈱らいふホールディングス 食品衛生検査、介護、海外人材派遣 ユーシーシーフーヅ㈱<UCCｸﾞﾙｰﾌﾟ> 卸売・業務用食品卸 モランボン㈱ 食品・調味料

㈱やまびこ 機械・小型屋外作業機械 ㈱ランドフローラ 建設・造園関係・花卉 ㈱横浜魚類 卸売・水産卸 守山乳業㈱ 食品・乳製品

㈱ヤヨイサンフーズ 食品メーカー ㈱ロピア 食品 ㈱ヨックモック 食品・菓子 ヤンマーアグリジャパン㈱ 商社・農業

㈱ユー花園 サービス（生花を使った装飾等） わかもと製薬㈱ 医薬品メーカー ㈱ローゼン 食品メーカー、小売り ㈱ライフコーポレーション 小売業

横浜冷凍㈱ 食品・冷凍食品、倉庫 ロゼット㈱ 化粧品 りんかい日産建設㈱ 建設・総合建設業
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