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14:00 KICKOFF
VS. FC Tokyo

袴田 裕太郎
DF 26

Yutaro HAKAMATA

「どこのチームとやっても精度も強度も高いですし、一つひとつのプレーに
魂を込めてやることが大事だなと感じています」
明治大学から加入して2シーズン目のDF袴田裕太郎は、日本最高峰の
カテゴリーで刺激的な日 を々送っている。183センチの大柄な体格と、繊細な
感覚を持った左足は、横浜FCの左サイドで確かな存在感を放つ。

「自分の持ち味は左足のキックなので。アーリークロスだったりオーバー
ラップだったりをもっともっと増やしていきたいし、精度も高めないと
いけない。自分の良さを出していかないと生き残れない世界なので」
ただし、自分だけがよければいいという考えの持ち主ではない。自分の
周りの選手、とりわけ左サイドの前方にいる松尾佑介の個性を輝かせる
ことに心を砕く。

「松尾の特徴であるスピードやドリブル突破を生かせるようにと考えて
います。松尾が詰まったときは自分が助ける。相手もかなり警戒してきて
いるので、ポジションを流動的に入れ替えながらできればと思っています」
今シーズンはコンスタントに出場を重ねているものの、「まだまだ満足は
できない」と危機感を口にする。

「僕は大卒2シーズン目ですが、1年目の選手も試合に出ているし、若い
選手が何人もスタメンに入っている。24歳なので、最終ラインとして
引っ張っていかないといけないという自覚を持っています」
ディエゴ オリベイラ、レアンドロ、アダイウトン……1人でゴールまで持って
いけるタレントが何人もいるFC東京の攻撃陣をどのように抑えるのか。

「自分たちがやっていることにフォーカスするのが大事だと思います。
ボールを保持できれば守備の時間も減るし、シュートで終わればカウンター
の回数も少なくなります」
FC東京戦には苦い経験がある。9月9日の第15節、30分に喫した失点は
袴田の前にいたFWにスルーパスを受けられて決められたもの。

「J1では本当にちょっとしたミスを突かれて失点してしまう。DFラインの
アップダウンのタイミング、ボールを持っていないときのポジショニングや
身体の向き……。うちには伊野波（雅彦）さんなど代表経験のあるチーム
メートもいるので、練習や試合の中で学んでいます」
前回の対戦から1ケ月ほどで再戦となるが、袴田がピッチの上で成長した
ところを見せることができれば勝利に近づくのは間違いない。

「FC東京は上位にいるので、そういうチームを倒すことによって流れを
持っていける。勝ち点3を目指してやっていきたい」

みなみ区民DAY



PLAYERS FILE 横浜FC選手一覧

TODAY’S POINT 今日の見どころ

下平 隆宏
Takahiro SHIMOTAIRA
1971年12月18日生
青森県出身

監督

竹重 安希彦
Akihiko TAKESHIGE
1987年8月21日生
身長186cm
体重80kg
山口県出身

GK1
マギーニョ
MAGUINHO
1992年1月6日生
身長175cm
体重68kg
ブラジル出身

DF3
田代 真一
Masakazu TASHIRO
1988年6月26日生
身長182cm
体重72kg
東京都出身

DF5
小林 友希
Yuki KOBAYASHI
2000年7月18日生
身長185cm
体重75kg
兵庫県出身

DF4
瀬古 樹 
Tatsuki SEKO
1997年12月22日生
身長175cm
体重69kg
東京都出身

MF6

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA
1988年12月21日生
身長167cm
体重64kg
静岡県出身

MF7
佐藤 謙介
Kensuke SATO
1989年1月19日生
身長180cm
体重66kg
埼玉県出身

MF8
一美 和成
Kazunari ICHIMI
1997年11月10日生
身長181cm
体重77kg
熊本県出身

FW9
三浦 知良
Kazuyoshi MIURA
1967年2月26日生
身長177cm
体重72kg
静岡県出身

FW11
瀬沼 優司
Yuji SENUMA
1990年9月1日生
身長185cm
体重78kg
神奈川県出身

FW13
志知 孝明
Takaaki SHICHI
1993年12月27日生
身長177cm
体重70kg
岐阜県出身

DF14

皆川 佑介
Yusuke MINAGAWA
1991年10月9日生
身長186cm
体重84kg
東京都出身

FW16
南 雄太
Yuta MINAMI
1979年9月30日生
身長185cm
体重78kg
神奈川県出身

GK18
武田 英二郎
Eijiro TAKEDA
1988年7月11日生
身長173cm
体重71kg
神奈川県出身

MF17
伊野波 雅彦
Masahiko INOHA
1985年8月28日生
身長179cm
体重74kg
宮崎県出身

DF19
カルフィン ヨン ア ピン
Calvin Ray Jong A Pin
1986年7月18日生
身長183cm
体重78kg
オランダ出身

DF20

市川 暉記
Akinori ICHIKAWA
1998年10月19日生
身長190cm
体重86kg
神奈川県出身

GK21
松井 大輔
Daisuke MATSUI
1981年5月11日生
身長175cm
体重66kg
京都府出身

MF22
草野 侑己
Yuki KUSANO
1996年7月21日生
身長169cm
体重65kg
北海道出身

FW25
高木 友也
Yuya TAKAGI
1998年5月23日生
身長176cm
体重71kg
神奈川県出身

DF24
斉藤 光毅
Koki SAITO
2001年8月10日生
身長170cm
体重61kg
東京都出身

FW23
袴田 裕太郎
Yutaro HAKAMATA
1996年6月24日生
身長183cm
体重75kg
静岡県出身

DF26

中山 克広
Katsuhiro NAKAYAMA
1996年7月17日生
身長177cm
体重65kg
神奈川県出身

MF27
安永 玲央
Reo YASUNAGA
2000年11月19日生
身長177cm
体重72kg
東京都出身

MF28
星 キョーワァン
Kyowaan HOSHI
1997年6月25日生
身長184cm
体重80kg
栃木県出身

DF29
古宿 理久
Riku FURUYADO
2001年4月18日生
身長178cm
体重69kg
神奈川県出身

MF32
手塚 康平
Kohei TEZUKA
1996年4月6日生
身長176cm
体重66kg
栃木県出身

MF30

松尾 佑介
Yusuke MATSUO
1997年7月23日生
身長170cm
体重65kg
埼玉県出身

MF37
レアンドロ ドミンゲス
LEANDRO DOMINGUES
1983年8月24日生
身長173cm
体重70kg
ブラジル出身

MF40
中村 俊輔
Shunsuke NAKAMURA
1978年6月24日生
身長178cm
体重71kg
神奈川県出身

MF46
六反 勇治
Yuji ROKUTAN
1987年4月10日生
身長188cm
体重80kg
鹿児島県出身

GK44

杉本 竜士
Ryuji SUGIMOTO
1993年6月1日生
身長164cm
体重60kg
東京都出身

MF31

深宮 祐徳
Masanori FUKAMIYA
2002年10月18日生
身長182cm
体重68kg
神奈川県出身

GK41

齋藤 功佑
Kosuke SAITO
1997年6月16日生
身長170cm
体重61kg
神奈川県出身

FW15

熊川 翔
Kakeru KUMAGAWA
1997年4月2日生
身長173cm
体重62kg
埼玉県出身

MF34

皆さんこんにちは。いつも熱い応援ありがとうございます。選手、スタッフ、サポーターが一丸
となって必ず勝ちましょう！
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瀬沼

44
六反
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マギーニョ
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小林
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伊野波

23
斉藤

竹重 安希彦GK1

PLAYER’S
MESSAGE

10月10日の鹿島アントラーズ戦、14日のベガルタ仙台戦、そして18日のFC
東京戦と中3日での3連戦となる。9月9日に味の素スタジアムで行われた
FC東京とのアウェイゲームでは85分に失点を喫して1-2で敗れた。長谷川
健太監督が率いるチームは誰が出てもハードワークができるのが強み。球
際での勝負や、セカンドボールの争いで後手に回ってしまうと苦しくなる。ま
た、ディエゴ オリベイラ、レアンドロ、アダイウトンというブラジル人アタッ

カーの個の力はJリーグ最強クラスといっていい。DFラインはわずかなミス
を突かれないように90分間集中することが求められる。下平隆宏監督は前
回のFC東京戦では後半からレアンドロ ドミンゲスを投入したが、拮抗した
展開になった場合は交代カードがどのような働きをするか鍵を握る。横浜
FCには攻撃に変化をつけられるタレントが何人もいる。11人だけではな
く、全員の力でFC東京にリベンジを果たしたい。

30
手塚

37
松尾

7
松浦

STARTING MEMBERS スターティングメンバー（予想）

FC東京
［監督］長谷川 健太

1 GK 児玉　剛
3 DF 森重　真人
4 DF 渡辺　剛
5 DF 丹羽　大輝
6 DF 小川　諒也
7 MF 三田　啓貴
8 MF 髙萩　洋次郎
9 FW ディエゴ オリヴェイラ
10 MF 東　慶悟
11 FW 永井　謙佑
13 GK 波多野　豪
15 MF アダイウトン
19 MF 宮崎　幾笑
20 MF レアンドロ
22 DF 中村　拓海
23 FW 矢島　輝一
24 FW 原　大智

25 DF 蓮川　壮大
27 FW 田川　亨介
28 MF 内田　宅哉
29 DF 岡崎　慎
31 MF 安部　柊斗
32 DF ジョアン オマリ
33 GK 林　彰洋
37 DF 中村　帆高
38 MF 紺野　和也
40 MF 平川　怜
41 GK  野澤　大志ブランドン
44 MF 品田　愛斗
45 MF アルトゥール シルバ
47 DF 木村　誠二
49 DF バングーナガンデ 佳史扶

選手一覧



J1第23節ホームFC東京戦に向けてRECORD THE BLUE

今
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横浜FCオリジナルのチェック柄エコバッグ！
コンパクトに折りたたむことができるので持
ち運びに便利！

エコバッグ(チェック)

ラインナップ：全33選手(特別指定、2種登録
選手を除く)

サイズ：約W34×H27mm

ラインナップ：全33選手＋フリ丸の全34種類
(特別指定、2種登録選手を除く)

サイズ：60mm角内

ドラキュラの衣装を着た選手たち！可愛らし
いハロウィンバージョンのアクリルキーホル
ダーです。

2020ガチャガチャ
(アクリルキーホルダーハロウィンver.)

1回500円(税込)
1,980円(税込)
サイズ：約W430×H350×D130mm
素材： ポリエステル

ハメパチキーホルダーに2ndユニフォーム
バージョンが新登場！
お気に入りの選手をゲットしてください！

2020ガチャガチャ
(ハメパチキーホルダー2ndユニver.)

ポルトガル製ストレッチマフラー

1回300円(税込)
サイズ：約18×140cm（フリンジ込み）
素材： アクリル100％
原産国：ポルトガル

横浜FCオリジナルデザインの伸縮性抜群な
本格志向の“ラテンテイスト”ジャガードマフ
ラー！
冬の観戦におすすめのアイテム。

3,520円(税込)

今月最後のホームゲーム、相手は前回アウェイで逆転負けを許したFC東
京。現在リーグ上位のチームだけにリベンジを果たしたい相手だ。
月初めのホームでの柏レイソル戦は今季得点ランキングトップのオルン
ガ選手の活躍により敗戦。柏に対して連勝にはならなかった。柏のGMを
務めていた当時、オルンガ選手をJリーグにスカウトした下平隆宏監督は
試合後、「彼の人柄やサッカーに対する姿勢が今の活躍につながっている
と思う。このまま成長して海外で活躍してほしい」と賛辞の言葉を送った。
続く第21節アウェイ鹿島アントラーズとの一戦。激しい雨の中行われ、試
合内容も激しい展開の内容だった。前半立ち上がり1分、手塚康平のセッ
トプレーに合わせた瀬沼優司がゴール。今季の瀬沼の活躍について下平
監督は、「序盤はメンバーにも入れず苦しい時期を過ごしてきたと思う。た
だ、ルヴァンカップのサガン鳥栖戦でゴールを決めて以降、彼の献身的な
プレーはチームに活力を与える」と信頼をしている様子だ。その後も横浜
FCの時間は続き、松尾佑介が得意な形からゴールを奪った。ある雑誌の
企画では、松尾が今季活躍の若手選手ベスト５に選ばれるなど、その力は
クラブにとって不可欠なものになった。前半は横浜FCがパーフェクトゲー

ムをし、終了。しかし後半は徐々に常勝軍団が地力の力を見せつけてき
た。激しいコンタクトプレーで横浜FCの攻撃を潰し、相手ゴールには厚み
を持って攻めてきた。横浜FCは途中一点を返されるも終盤まで集中して
リードを守っていた。しかし、残り5分のところで逆転を許し、悔しい敗戦を
喫してしまった。
続く中3日で行われたアウェイでのベガルタ仙台との一戦。海外のビッグ
クラブからも関心を寄せられているとの報道があった斉藤光毅が、約一ヶ
月ぶりにスタメンに名を連ねた。試合前、連日のU-19日本代表候補合宿
活動もあり、かなりハードなスケジュールをこなしているが、彼の個の力に
よる得点を期待したいと下平監督は話した。両チームとも勝ち点が欲しい
試合だったが、結果はスコアレスドローに終わり勝ち点１を分け合った。
横浜FCにとっては、ボール支配率が70%を超えるも最後までゴールを割
れず、決定力の部分で課題が残る試合となった。
目標のトップ10まで上位との勝ち点差が開いてきたが、最後まで諦めず、
ホームでの勝利に期待したい。

ⒸJ.LEAGUE



ホームゴール裏
自由席

アウェイゴール裏
自由席

メインスタンド
入場ゲート

ゴール裏東サイドスタンド側

雨天時は10・11番
ゲート付近に移動

12:00～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

12:00～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

※緩衝エリアは変更となる場合が
　あります。
※コンコース含めグッズ規制エリア
　を超えての往来はできません。

13:15まで

13:20～

入場ゲート

ゴール裏西サイドスタンド側
入場ゲート

メインスタンド
指定席

正面入り口 1

3

4

2

メインスタンド
2Fコンコース

平沼記念像

緩衝エリア

これより先はホームゴール裏・バッ
クスタンドへのアウェイグッズを着
用しての通り抜けはできません。

スタジアム案内Stadium INFORMATION

gootara cafe

記念切手お渡し

オーダースーツSADAブース

■お座りいただく際のお願い
感染拡大防止の観点から座席番号の記録の徹底と、万が一
スタジアムでの感染が確認されたお客様がいた場合のため
に、接触確認アプリ/COCOAの利用促進の強化を行ってい
ます。
１、座席番号の記録を徹底

２、接触確認アプリ/COCOA
→下記QRよりインストールをお願いします。

３、紐が設置されている座席にはご着席できません。
　  1席間隔(市松模様)を確保いただき、
     紐が設置されていない座席にお座りください。

スタジアム内でのアルコール所持または飲酒行為があった場合は、その場でアルコール飲料を回収（返却不可）させ
ていただきます。※ビン・カン移し替えブースの設置もございません。

■ホームゲーム開催時の新しい観戦スタイルについて
↓（クリックしてください）↓
https://www.yokohamafc.com/2020/10/08/2020100818-3/

アルコール持ち込み禁止について

Little
Kitchen
Soleil

トイレ

車椅子席

授乳室

グッズ売店

フード売店
（横浜食品）

ドリンク売店

サポーターズブース
（インフォメーション）

総合案内所

ファンクラブブース

AED

sprout

LEOCキッチン

EFES STREET KITCHEN

laki laki

#Mirrorsnapブース

#Mirrorsnapブース

再入場ゲート 静岡食堂 すだ屋

https://www.yokohamafc.com/2020/10/08/2020100818-3/


イベント情報EVENT INFORMATION

たくろー＆滝田が横浜FCの情報を持ち寄り、どちらが有益な情報だったかを競います！
「クラブ」「選手」「SNS」「歴史」「今日の対戦相手」などなど…情報は様々。
役立つ豆知識を披露したのはどっちだ！？　より多くのタオルマフラーが掲げられた方が勝者です。

スタジアムMCヒノトリの横浜FC豆知識王は俺だ！

スタジアムMC三田萌日香が所属する女性アイドルユニット「アイオケ」のSPECIAL LIVEを開催！
普段とは違う姿を見せる三田ちゃん、アイオケにご注目ください！
●時間：12:45～55　●場所：場内ホームゴール裏タータン部分
●アイオケとは…
2020年7月23日に活動を開始した歌と本物の演奏とパフォーマンスを融合する女性アイドルユニット。
キャッチコピーは「会いにいけるオーケストラ、愛に生きるオーケストラ、アイドルオーケストラ」。
横浜FCスタジアムMCの三田萌日香もメンバーとして活動中。

アイオケSPECIAL LIVE開催！

横浜FCのパートナー企業さんを知りたい！というフリ丸の希望を叶え
るコーナーが登場！
スタジアムMCを務める三田萌日香(みたもにか)さんと、横浜FCオフィ
シャルマスコットのフリ丸が素朴な疑問「横浜FCを支えてくれている
パートナー企業さんて何してるの？」に迫るコーナーです！

スタンプを集めてゴミ拾いマスターになろう！参加一回ごとにスタンプを1つプレゼント。
13個以上スタンプを集めると、ゴミ拾いマスターに認定！
2020シーズン中に開催される「ゴミ拾いマスター」表彰式に参加することができます。
■LEADS TO THE OCEANプロジェクトとは!?（https://www.uminitsuzuku.com/yokohamafc/）
●時間：試合終了後～30分間　●受付場所：場外総合案内所　※雨天の場合は中止です。

スタジアムMC三田萌日香＆フリ丸の「ミタ丸探偵団」

NEW！ 横浜FCホームゲーム スタジアムイベント登場！

横浜FC×#Mirrorsnapの限定コラボフレームをご利
用いただきスタジアムでの思い出を写真・動画に残し
てSNSに投稿しよう！
斉藤光毅選手のフレームが新登場！
フレームは、斉藤光毅/三浦知良・中村俊輔・松井大輔
の腕組みver.またはポージングver./フリ丸の4種類か
らお選びいただけます。
※前回の柏レイソル戦で実施した#Mirrorsnap SNS投稿画面を受

付でご提示いただいた方には「1フレーム無料」プレゼント！！

●時間：11:45～試合終了まで
●場所：11:45～13:15まで　ホームゴール裏ター

タン部分（14番ゲート付近より入場）
13:20～試合終了まで　ホームゴール裏16
番ゲート前

※雨天時は、11：45～試合終了まで　ホームゴール裏16番ゲート
前で実施

●料金：1回/300円
※お支払いはLINE Pay（推奨）または現金でお願いいたします。

スタジアムでの思い出を写真に残そう！#Mirrorsnap特設ブース
オフィシャルスーツサプライヤー

「オーダースーツSADA」特設ブース
で選手着用モデルのオフィシャル
スーツ予約販売会を実施。
ネクタイはその場でご購入できます。
オフィシャルスーツが当たるかもしれ
ない！ガラガラ抽選会も同時開催。

●時間：11:45～ハーフタイム終了
●場所：ホームゴール裏場外「オーダースーツSADAブース」

オーダースーツSADAプレゼンツ オフィシャルスーツ予約販売会

今
節
の
ス
タ
ジ
ア
ム
グ
ル
メ
！

※価格はすべて税込

EFES STREET KITCHEN Little Kitchen Soleil
●時間：11:45～ハーフ

タイム終了まで
●場所：アウェイゴール裏

コンコース
鉄板で豪快に焼き上げ、余分
な脂は落としてあるのでヘル
シー&ジューシー。
味は五種類から選べます。

●時間：11:45～ハーフ
タイム終了まで

●場所：アウェイゴール裏
コンコース

門外不出の秘伝のソースに2
日間じっくり寝かせたお肉を
丹精込めて焼き上げた本場
のケバブは最終ケバブグラン
プリで優勝！

sprout
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像周辺
コロナ禍の中で多くのサポー
ターの方々に支えていただき、
念願の今シーズン初出店！
三ツ沢でサポーターの皆様
にお会い出来るのを楽しみ
にしています！

gootara cafe
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像周辺
横浜FCスタグル出店3年目の日
本初ロティ専門店。横浜FCの公
式twitterでも、おススメスタグ
ルで大好評！(^^)お子様向けの
メニューや、女性向けのスイー
ツ系ロティを主にご用意！ココ
ナッツオイルで焼き上げたデ
ニッシュ風もっちりクレープ「ロ
ティ」ぜひぜひご賞味ください♫

静岡食堂 すだ屋
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像周辺
言わずと知れた唯一無二の
富士宮やきそば。
1度たべたらやみつき間違い
なしの逸品を是非どうぞ！

laki laki
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：ホームゴール裏

入場口付近
好評！ハワイのローカルフード

「モチコチキン」と大人気の「ロ
ングポテト」のlaki lakiです♪
サポーターの皆さまにお会い
できることがとても楽しみです。
応援のパワーになりますよう、
心を込めてお作りいたします！

チキンケバブサンド…700円富士宮やきそば…600円 パンプキンアップルパイロティ… 600円 アボガドチキンタコライス…750円 鉄板鶏飯 ……… 650円
ロングポテト&
モチコチキンセット…800円～

「LEADS TO THE OCEANプロジェクト」活動

https://www.uminitsuzuku.com/yokohamafc/


2020
横浜FC
2020
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。

横浜FCあしながドリーム基金
横浜FCの「あしながドリーム基金」を通じた活動に多くの企
業様、団体様、個人の方にご賛同いただいています。
本基金は、神奈川県内の養護施設、介護施設、小学生に向け
たホームゲームご招待や、横浜市内の団体へ新型コロナウイ
ルス対策支援物資や子どもたちの試合観戦のための資金と
して活用させていただいています。

アドバンスドプランニング株式会社
株式会社メイワ電子
トイレ診断士のアメニティ
株式会社リバティーエステート
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
日産設備株式会社
株式会社CIJ
株式会社ベンハウス
藤田謹也法律事務所
三沢電機株式会社
旭建設株式会社
MS神奈川静岡株式会社
稲垣薬品興業株式会社
横浜消火器株式会社
株式会社ショウエイ
株式会社共益
株式会社清光社
株式会社ティー･アンド･エス・システムズ
大吉商事株式会社

株式会社デック
株式会社イーツー・インフォ
有限会社神中産業
ジャパントータルサービス株式会社
ロックペイント株式会社
一般社団法人神奈川県保健協会
株式会社協立電気商会
Izakaya さがみ
首都高メンテナンス神奈川株式会社
株式会社ダイイチ
株式会社インターパック
株式会社グリフィン・パートナーズ
日総ぴゅあ株式会社
神奈川県弁護士会サッカー部
株式会社アイネット
株式会社グン・プランニング
株式会社原町加工紙
鈴木伸彦
株式会社FK

横浜ライト工業株式会社
株式会社グリーンネットワークス
株式会社環境造園
野口隆史税理士事務所
リスモン・ビジネス・ポータル株式会社
セブンイレブン市沢町店
イー・コネクション株式会社
リコージャパン株式会社 神奈川支社
株式会社パナックスジャパン
株式会社横浜ソイル
横浜貿易建物株式会社
株式会社wells partners
ザ シックスマン有限会社
アイゲージ株式会社
株式会社栗原工務店
株式会社スタジオアウパ
株式会社ユナイト
有限会社正木建築研究所
相武造園土木株式会社　

株式会社メディカルJ
株式会社八木下商事
株式会社サイバースポーツ
清進電設株式会社
村上パイル株式会社
株式会社サンズ
株式会社山田工業所
株式会社ミツハシ
株式会社パルス・システム
保土ケ谷区体育協会
社会福祉法人日本保育協会横浜支部
横浜セレモ株式会社
グッドライフサーラ関東株式会社
小西マーク株式会社
カーボンフリーコンサルティング株式会社
株式会社カバヤ
小雀建設株式会社
株式会社オンザウェイ
新星商事株式会社

2020スポンサー企業一覧
オフィシャルクラブトップパートナー

オフィシャルクラブパートナー

オフィシャルクラブスポンサー

サポーティングカンパニー

ECOパートナー

横浜FCと遊ぼう！オフィシャルパートナー

オフィシャルサプライヤー

アカデミーパートナー

スタジアムパートナーオフィシャルコンディショニングパートナー スタジアム演奏会パートナー オフィシャルメディカルパートナー

産学連携パートナー

オフィシャルソーシャルパートナー食育パートナー ドリームパートナーホームタウンパートナー

横浜呼吸器クリニック
睡眠呼吸障害センター

東桜税理士法人
株式会社ONE’S WORKS
長田広告株式会社
株式会社キット
リストグループ
株式会社フレッシュハウス
亀井真
株式会社マクニカ
D-marina
株式会社テレテック
株式会社One play
株式会社日本メディックス
株式会社ジャミング
株式会社ジョイント
京浜昭和モータース
gootara cafe


