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14:00 KICKOFF
VS. Vissel Kobe

三浦 知良
FW 11

Kazuyoshi MIURA

53歳210日でのJ1最年長出場記録。“カズ”こと三浦知良が偉大な記録を
打ち立てたのは9月23日、第18節の川崎フロンターレ戦だった。中村
俊輔、松井大輔と共に先発したカズは56分でピッチを退くまで全力で
プレーした。
「守る時間が長くなることは分かっていた。まずは11人で守りの意識を
高くコンパクトに粘り強くやることを自分の中で思いながら戦っていた」
J1で最強の攻撃力を誇る川崎と戦うにあたって、前線からの守備はFW
にとって重要な役割になる。経験値を感じさせるポジショニングと、年齢を
感じさせないスプリントでカズは11人の中での仕事を全うした。
「良い形でビルドアップがうまくいったときは中盤でボールを受けられた
けど、最後のペナルティーエリア付近での仕事は少なかったかなと」
自分たちがボールを奪った時は、相手の守備の隙間にスッと入り込み
味方からのパスを引き出して、攻撃の起点となった。強度の高い
プレッシャーの中でワンタッチで正確にさばけるのは技術と判断が
あるからこそ。
前半は圧倒的にボールを支配されたものの、後半になってからは横浜
FCが自信を持ってパスをつなぎ、何度もチャンスを作り出した。最終
スコアは2-3だったが、首位を独走するチームに見せた勇気あふれる
サッカーはカズのプレーと共に驚きを与えた。
試合後、カズが口にしたのは横浜FCに関わるすべての人への感謝だった。
「こうやって僕がグラウンドに立てるのはみんなの力、助けがあってのもの。
こうして先発でJ1の舞台に立てていることに感謝したい」
自分だけでつかんだ偉業ではない。カズは常々そう口にしている。
サッカー選手として戦い続けられるのは、横浜FCというクラブが自分の
力を必要としてくれているからこそだと。
もちろん、横浜FCにとってもカズがもたらすものは計り知れない。
下平隆宏監督は言う。
「チームでも周りへの影響力はすごくありますし、カズさんが試合に出た
ことで日本中のサッカーファンが刺激を得たはず。そういったことができる
数少ないプレーヤーで、限られた選手の中の選手だと思っています」
偉大な記録を打ち立てる前も後も、カズのスタンスはブレることはない。
「試合に出て、勝利に貢献する、FWとしてゴールをする、アシストをする。
それを目標にやっていきたい」
HAMABLUEの11番は、どこまでも貪欲に走り続ける。

～俺はパンディアーニくんじゃねえ～



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

いつも応援ありがとうございます。瀬古樹です。
どんなときも支えてくれるサポーターのために、そしてチームの勝利のために戦います！
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瀬古 樹MF6

PLAYER’S
MESSAGE

J1開幕戦でヴィッセル神戸に挑んだのは2月23日。ノエビアスタジアム神戸
に乗り込んだ横浜FCは瀬古樹のゴールで先制したが、後半に失点して引き
分けた。その後、3月から7月までの中断期間で横浜FCは最終ラインからパ
スをつないで攻撃を組み立てるポゼッションスタイルに取り組んできた。神
戸との開幕戦ではボールを奪ってから前線の選手のドリブルを生かして攻
め込む形がほとんどだったが、チームの引き出しは格段に増えている。神戸

は9月22日にフォルカー・フィンケ監督が退任。スポーツダイレクターだった
三浦淳寛新監督が率いることになったものの、チームの方向性は大きく変
わっていない。8カ月ぶりとなる開幕戦カードではチームが積み上げてきた
ものが勝敗を分けることになるだろう。神戸の攻撃の核となるのはアンドレ
ス・イニエスタとドウグラス。個の力で上回る相手にチームの力で勝利し
たい。
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STARTING MEMBERS スターティングメンバー（予想）

ヴィッセル神戸
［監督］三浦 淳寛

1 GK 前川　黛也
3 DF 渡部　博文
4 DF トーマス フェルマーレン
5 MF 山口　蛍
6 MF セルジ サンペール
8 MF アンドレス イニエスタ
9 FW 藤本　憲明
11 FW 古橋　亨梧
13 FW 小川　慶治朗
14 MF 安井　拓也
17 DF 菊池　流帆
18 GK 飯倉　大樹
19 DF 初瀬　亮
21 FW 田中　順也
22 DF 西　大伍
23 DF 山川　哲史
24 DF 酒井　高徳

25 DF 大﨑　玲央
27 MF 郷家　友太
28 GK 吉丸　絢梓
30 GK 伊藤　元太
31 MF 中坂　勇哉
33 DF ダンクレー
38 MF 佐々木　大樹
41 FW 小田　裕太郎
44 DF 藤谷　壮
49 FW ドウグラス

選手一覧

高田佳宜
トルステン・フィンク



J1第28節ホーム神戸戦に向けてRECORD THE BLUE

今
節
お
す
す
め
グ
ッ
ズ
！

先日、川崎フロンターレのレジェンド中村憲剛選手が今シーズンでの現役
引退を発表した。川崎一筋の中村（憲）選手が、これまでに残してきた功績
は一言では言い表すことができないが、この場を借りて賛辞を贈りたい。
今シーズン第18節 川崎vs横浜FCの試合は、中村（憲）選手と横浜FCは三
浦知良、中村俊輔、松井大輔がスタメンに名を連ね、日本サッカー界を支
え、盛り上げてきた選手がピッチの上で躍動するファンには堪らない試合
となった。試合後、中村（憲）選手と三浦のユニフォーム交換が行われ、改
めて二人がお互いにリスペクトをする様子も見ることができた。
新型コロナウイルスの影響で中断が余儀なくされた今シーズンのJリーグ。
リーグが再開された7月からここまで従来のシーズンに比べて、もの凄い
スピードで試合が消化されてきた。今シーズンも残り8試合となり、横浜FC
にとって13シーズンぶりのJ1の舞台は、J1でも十分に戦える試合もあれ
ば、まだまだ甘さが残る試合もあったりと、安定したパフォーマンスを残せ

ていないとここまでの結果で言えるだろう。先日の大分トリニータ戦はク
ラブとして課題が残り、悔しい結果となった。前半に手塚康平のフリーキッ
クから久しぶりの先発出場を果たした田代真一が合わせ先制。その5分
後、本職とは違う右センターバックで出場した瀬古樹のドンピシャクロス
に齋藤功佑が豪快に頭で合わせ追加点をとる。2点リードしたまま後半を
迎えたかった横浜FCだが、前半終了間際コーナーキックから失点をしてし
まう。この失点が大分に活気を与えてしまい後半は終始、大分の厚みのあ
る攻撃に押され自分たちのゲームをさせてもらえなかった。そして、後半終
盤に逆転を許してしまう。アウェイ鹿島アントラーズ戦同様２－０から逆転
を許すという結果にチームとして大きな課題が残った。
今節のヴィッセル神戸戦は開幕以来の試合で、お互いコロナ禍を経ての
再戦となる。ドローで終わった開幕戦、ホームでは勝ち点を期待したい。

横浜FC 三浦知良選手とヴィッセル
神戸 イニエスタ選手のコラボタオル
マフラー！
首に掛けると両選手が並ぶデザイン
になっています！

三浦知良選手×イニエスタ選手
コラボタオルマフラー

サイズ：約82×95mm

三浦知良選手とイニエスタ選手のコ
ラボマグカップ！

三浦知良選手×イニエスタ選手
コラボマグカップ

1,500円(税込)
サイズ：1,100×200mm

出店場所：バックスタンド10番ゲート付近「三浦知良選手×イニエスタ選手コラボグッズ販売ブース」
販売時間：11:30～

2,500円(税込)

三浦知良選手とイニエスタ選手のコ
ラボキーホルダー！

三浦知良選手×イニエスタ選手
コラボキーホルダー

サイズ：約80×70mm
800円(税込)

ボンフィンキーホルダー(3本セット)

種類：11種類
出店場所：ホームゴール裏　16番

ゲート付近　「ボンフィン
キーホルダー販売ブース」

販売時間：11:30～

選手たちの好きな言葉がデザインさ
れたボンフィンキーホルダー！

1,000円(税込)

出店場所：場外ホームゴール裏入場
口付近

販売時間：11:00～ハーフタイム終
了まで

2015シーズンより多岐にわたり横浜
FCをサポートいただいているsoccer 
junkyの商品を販売します。
ぜひこの機会に全身をsoccer junky
でコーディネートしてください！

サッカージャンキー売店出店



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

ホームゴール裏

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。

入場ゲート

アウェイゴール裏
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

グッズ規制の境界線を越えての
往来はできません。

グッズ規制
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。

退場のみ 入場のみ

スタジアム案内Stadium INFORMATION

sprout

■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。
※横浜FCでは、引き続きスタジアム内での飲酒・持ち込みは禁止となります。

■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/2020/10/27/2020102718/

アルコール持ち込み禁止について

鉄板焼き
TOMO TOMO

Dome Pizza

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

HoiHoi亭

LEOCキッチン

サッカージャンキー売店

#Mirrorsnapブース

再入場ゲート

BULLDOGCAFE

ボンフィンキーホルダー
販売ブース

gootara cafe

アウェイ「ヴィッセル神戸」
グッズ売店

三浦知良選手×イニエスタ選手
コラボグッズ販売ブース

https://www.yokohamafc.com/2020/10/27/2020102718/


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を務める三田ちゃんがユニフォームや横浜FCグッズを組合せ、今日のスタジア
ムコーディネートをご紹介します！
皆様のコーディネートの参考にもぜひご注目ください！

スタジアムMC三田ちゃんの「今日のスタジアムコーデ」

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を務める三田ちゃんと、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！

株式会社プロスペクトが展開する「グローベル＜マンション＞シリーズ」
イセザキ・モールに23年ぶりに供給となる新築分譲マンション

今
節
の
ス
タ
ジ
ア
ム
グ
ル
メ
！

※価格はすべて税込

鉄板焼きTOMO TOMO Dome Pizza
●時間：12:00～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
石窯で焼いた本格ナポリピッ
ツァ！独自の配合で調合した
生地とチーズのハーモニー
をお楽しみください！

●時間：12:00～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

東京調布で鉄板焼きのお店
を12年営業しております。
目の前でお肉を焼き上げま
す、アツアツでお召し上がり
下さい！

HoiHoi亭
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像前
オアフ島のノースショア発祥
のハワイアンフード、ガーリッ
クシュリンプをニンニク控えめ
にして食べやすくしています。
濃厚なアメリケーヌソース（甲
殻類のソース）を添えたライ
スと一緒にご用意します。

sprout
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像前
前 回 のホ ームゲ ーム が 今
シーズン初出店！たくさんの
サポーターの皆様とようやく
三ツ沢でお会い出来ました！
ありがとうございました！今節
も勝利メシになることを期待
して！！

BULLDOGCAFE
●時間：10:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像前
素材にこだわり厳選された豚
肉を鉄板でじっくり焼き、十
勝秘伝のタレに絡めました。
ご飯がとまらない！お好みで
トッピング（プラス100円）を
お選びください。

gootara cafe
●時 間：1 0 : 0 0 ～ハー

フタイム終了まで
●場所：場外 ホームゴー

ル裏入場口付近
日本初ロティ専門店ぐ～たらか
ふぇ。
ココナッツオイルで焼き上げた
さっくりもちもちのデニッシュク
レープロティ！
毎度スタグルでお子様にも喜んで
いただける魅惑のスイーツをぜ
ひ観戦のお供に♪

ステーキ丼 ………900円十勝豚丼 …………700円 キノコチキンタコライス…750円 ロコモコ丼…700～900円 ピザ1ホール……1,400円スイートポテトロティ…600円

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。

「LEADS TO THE OCEANプロジェクト」活動
横浜FC PR大使として、ホームゲームのみならず、アウェイにも応援に駆け付
けるキャッチーくん。
しかし！全国各地で「あ！パンディアーニくんだ！」と、Soccer Junkyさんの
キャラクター「パンディアーニくん」に間違えられることも数知れず。
そんなキャッチーくんが、Soccer Junkyさんに「俺はパンディアーニくんじゃ
ねえ！」と宣戦布告、戦いを挑みます！
●時間：13：00～13：10
●場所：ホームゴール裏タータン

キャッチーくん vs Soccer Junky～俺はパンディアーニくんじゃねえ～

入場ゲートで配布する「モデルルームに行こう！キャン
ペーン」のチラシをご持参の上、モデルルームにお越
しいただくと、抽選で5名様にお好きな選手のユニ
フォームにサインを入れてプレゼント！
その他にもお得なキャンペーンを実施中ですので、お
見逃しなく！
チラシには「うまい棒」が付いてきますので、ぜひお受
け取りください。
●配布場所：メインスタンド入場ゲート、ホームゴール裏入場ゲート
※準備数終了次第、配布は終了となります。
※キャンペーン詳細はチラシにてご確認ください。

スタジアムでの思い出を写真に残そう！#Mirrorsnap特設ブース
横浜FC×#Mirrorsnapの限定コラボフレー
ムが登場！
当日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！
選手のウォーミングアップ開始まではピッチの
すぐ側でスタジアムを背景に撮影できます。
●時間：11:30～試合終了まで
●場所：ホームゴール裏タータン部分（14番

ゲート付近より入場）
●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。

https://www.uminitsuzuku.com/yokohamafc/
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横浜FC
2020
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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
国際空輸株式会社
株式会社新東通信
水道テクニカルサービス株式会社


