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中山 克広
MF 27

Katsuhiro NAKAYAMA

昨シーズン、専修大学から加入した中山克広は1年目から衝撃を与えた。
右の中山、左の松尾佑介のコンビは攻撃の2枚看板として相手の脅威と
なった。その勢いのままJ1デビューとなったヴィッセル神戸との開幕戦にも
スタメン出場。スピードを活かしたドリブルから何度もチャンスをつくった。
「どのぐらい通用するのかという心配もあったんですけど、神戸戦では自分
らしいプレーを何回か出すことができて自信になった」
だが、それ以降は本人が「すごく苦しいシーズンだった」と吐露したように
難しい時間を過ごすことになる。リーグ中断明けからはシステム変更の影響
もあってベンチスタートが多くなった。コンディションを崩して、しばらく戦列から
離れた時期もあった。「このまま終わっちゃうんじゃないか」と焦りは募った。
「でも、幸いにも横浜FCには素晴らしいベテランの方 が々いるので、『そういう
シーズンもある』というアドバイスをもらえて。今の自分に何ができるのかを
見つめ直す時間になりました」
中山が復帰したのは、最後に試合に出てから約3カ月後の10月24日の
北海道コンサドーレ札幌戦。それ以降はプレータイムを伸ばしているものの、
ゴール、アシスト共にまだ0（ゼロ）。ルーキーイヤーで６ゴールを挙げた男は
目に見える結果を渇望している。
「僕は緊張するタイプなんです。昨シーズンも下平（隆宏）監督に代わってから
1試合目に起用されて、アシストできたことで自分のリズムに乗れました。
だから、どちらでもいいから早く“1”がほしい」
右サイドでボールを持ってからの仕掛けはわかっていても止められない。
爆発的なスプリントで相手を置き去りにするシーンは痛快ですらある。
ニッパツ三ツ沢球技場に集まるファン・サポーターも中山のそんなプレーを
心待ちにしている。
「僕にとってここは特別な場所なんです。スクール生だったときにエスコート
キッズとして入場したこともあるし、いつかこんな場所でサッカーをしたいと
思っていました。プロサッカー選手として、子どもたちの憧れになれるように
良いプレーを見せたい」
アウェイでの第14節、サガン鳥栖戦は0-3で完敗を喫している。中山は「同じ
相手に2回は負けられないホームで借りを返したい」と意気込む。横浜FCが
誇る“右サイドの槍”の完全復活はもうすぐだ。



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

サポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。松井大輔です。ホームでの勝利を待
ち望む皆さんの為に激しく、熱く、勝利を目指して戦いたいと思います。共に戦いましょう！

松井 大輔MF22

PLAYER’S
MESSAGE

第29節の清水エスパルス戦は「最悪の前半」と下平隆宏監督が言うように
前半だけで3失点。チームとして取り組んできたビルドアップのミスからの2
失点目、前からのプレスをはがされての3点目など多くの課題が残った。中
3日で臨んだセレッソ大阪戦では清水戦の教訓を活かし、上位にいるチー
ムを相手に自分たちの時間を多く作ったものの、ゴール前で精度を欠いて
0-1で2連敗となった。3試合ぶりの勝ち点3を目指して挑むのは勝ち点2差

の14位、サガン鳥栖。アウェイでは立ち上がりからのハイプレスに圧倒され
てペースを握られてしまった。前半に1点、後半に2点を追加されて0-3で落
とした試合は苦い記憶として焼き付いているだろう。鳥栖は松岡大起、本田
風智、相良竜之助、中野伸哉など10代の若手が出てくる可能性が高く、勢
いを出させないことが肝要だ。ゲームをうまくコントロールしながら、確実に
決定機をモノにして勝利をつかみたい。

STARTING MEMBERS スターティングメンバー（予想）

サガン鳥栖
［監督］金 明輝

1 GK 守田　達弥
2 MF 原　輝綺
3 DF エドゥアルド
4 MF 原川　力
6 DF 内田　裕斗
7 FW 金森　健志
8 DF 岩下　敬輔
9 FW チアゴ アウベス
11 FW 豊田　陽平
12 GK 板橋　洋青
13 DF 小林　祐三
14 MF 高橋　義希
15 DF パク ジョンス
16 FW 林　大地
19 FW 趙　東建
20 FW レンゾ ロペス
21 GK 金　珉浩
22 MF 小屋松　知哉
23 MF 本田　風智

25 MF 安　庸佑
26 DF 王　嘉楠
28 DF 森下　龍矢
30 MF 樋口　雄太
31 DF 大畑　歩夢
32 MF 湯澤　洋介
33 FW 石井　快征
36 MF 高橋　秀人
38 DF 宮　大樹
39 DF 松本　大輔
40 GK 朴　一圭
41 MF 松岡　大起
43 FW 兒玉　澪王斗
46 MF 相良　竜之介
47 DF 中野　伸哉
48 DF 永田　倖大
50 MF 梁　勇基

選手一覧

9
一美

44
六反

30
手塚

26
袴田

3
マギーニョ

4
小林

5
田代

15
齋藤

6
瀬古

23
斉藤

7
松浦



J1第31節ホーム鳥栖戦に向けてRECORD THE BLUE

今
節
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川崎フロンターレのリーグ3度目の優勝は記録づくめの優勝となった。7月
のリーグ再開後、圧倒的な強さで首位を独走し、ここ10年のJリーグの歴
史の中で最強と言われる程のチームだった。20年前は「川崎はスポーツ
の根付かない街」と言われていたが、地域とのコミュニケーションを続け、
今や川崎の街がブルーに染まるほどフロンターレが愛される街となった。
横浜FCも同じ神奈川県のチームとして、負けてはいられない。
第29節ホーム清水エスパルスとの一戦。前半に３失点をし、後半に瀬古樹
のミドルシュートで1点返すも、前半の差を埋めることができずに敗戦。平
岡宏章監督就任以降、好調の清水との対戦は落とせない一戦だっただけ
に悔しい敗戦となった。
第30節は中３日で、アウェイの地でセレッソ大阪との一戦。下平隆宏監督

が新型コロナウイルスの濃厚接触者の疑い（PCR検査の結果は陰性）が
あったため大事をとって自主隔離となり、ヘッドコーチの増田功作が監督
代行として指揮を執った。前半は選手それぞれがポジショニングを意識
し、前線からのプレス、セカンドボールへの意識が高く横浜FCが主導権を
握るゲームだった。スコアレスのまま前半を終え、後半は横浜FCのプレス
がはまらずC大阪に押し込まれる時間が続く。コーナーキックから相手に
頭で合わせられ失点。横浜FCも果敢に相手ゴールを攻めるが、GKの好
セーブでゴールを奪えず試合終了。連敗を喫した。
12月最初のゲームはサガン鳥栖との一戦。前回アウェイでは悔しい思い
をした。勝てば順位が入れ替わる大事な試合だ。残りの試合を全勝する
ためにも、勢いをつけたい。

前面には斉藤光毅選手とFLY TO THE 
WORLDをデザインし、背面にはこれまでの
記録が入ったメモリアルなアイテム。

斉藤光毅選手メモリアルTシャツ

サイズ：縦15×横18cm

サイズ：M/L/XL/2XL/3XL
限定販売数：300枚
素材：アクリル100％
場所：ホームゴール裏　入場ゲート横「斉藤光

毅選手　メモリアルグッズ販売ブース」

斉藤光毅選手の直筆サインが入ったユニ
フォームとオリジナルポスターのセット！

斉藤光毅選手直筆サイン付き
メモリアルユニフォーム＆ポスターセット

26,400円(税込)
3,520円(税込)
カラー：ライトブルー/ネイビー
サイズ：S/M/L/LL
スタジアム先行販売数：各100枚
素材：綿100％
場所：ホームゴール裏　入場ゲート横「斉藤光

毅選手　メモリアルグッズ販売ブース」

2020シーズンのメモリアルな瞬間を詰め込
んだ卓上カレンダー！デスクで使いやすい書
き込みができるタイプです！

2021卓上カレンダー斉藤光毅選手メモリアルニットマフラー

1,210円(税込)

サイズ：W1400×H180mm
スタジアム先行販売数：300枚
素材：アクリル80％、ナイロン15％、ウール5％
場所：ホームゴール裏　入場ゲート横「斉藤光

毅選手　メモリアルグッズ販売ブース」

横浜とベルギーを繋ぐデザインです。

3,740円(税込)



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

14:00～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

14:00～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
フードデリバリー事前購入受渡場所

■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/2020/11/27/2020112717/

アルコール持ち込み禁止について

カフェ ハウオリ

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

幸せ餃子

gootara cafe

LEOCキッチン

斉藤光毅選手フォトスポット

#Mirrorsnapブース

再入場ゲート

Litte Kitchen Soleil
BULLDOGCAFE

ガチャガチャコーナー

キッチン海すずめ

フードデリバリー事前購入受渡場所

斉藤光毅選手メモリアル
グッズ販売ブース

●会場内での落し物、
迷子等はサポーター
ズブースまでお問合
せください。

●会場内でのお忘れ物
につきましては、下
記までお問合せくだ
さい。

三ッ沢公園管理センター
℡：045‒548‒5147

https://www.yokohamafc.com/2020/11/27/2020112717/


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！

第二弾 朝日新聞 特別号外（ニッパツ三ツ沢版）」発行

今
節
の
ス
タ
ジ
ア
ム
グ
ル
メ
！

※価格はすべて税込

松井大輔選手移籍セレモニー

選手の対談や選手インタビュー、
食レポ元気の素、ミツザワあの日
あのころなど、盛りだくさんで読み
応えあり！
ご来場者限定でお配りしますのでご
入場ゲートでお受け取りください。
●配布ゲート
・メインスタンド入場ゲート
・ホーム

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：先行入場～ハーフタイム終了まで
●場所：ホームゴール裏ピッチ脇タータン部分（14番ゲート

付近より入場）
※ピッチ脇タータンでの撮影はウォーミングアップ開始まで

となります。
●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。
※雨天中止

まだスタジアムでの演奏が難しい状
況ですが、大型ビジョンを通して楽
しく気持ちを込めた演奏をお届けし
ます！
今節は「横浜市立文庫小学校特別
音楽クラブ」の皆さんです。

野中貿易 presents スタジアム演奏会
ベトナム1部サイゴンFCへ完全移籍
することが発表された松井大輔選手
の移籍発表セレモニーを実施いた
します。
●時間：試合終了後～
●場所：ピッチ内

※松井選手へのプレゼント
につきましては、昨今の感
染症の影響を鑑み受け取
りは致しかねますので、予
めご了承いただきますよ
うお願いいたします。

One play.ダンスパフォーマンス
来シーズンからベルギーリーグ2部所属のロンメ
ルSKへと完全移籍することが発表された斉藤光
毅選手。オンライン移籍発表会のときに使用した
バックボードがフォトスポットとして登場します！
斉藤光毅選手もイチオシのデザイン、フォトス
ポットでお楽しみください！
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート横スペース
●時間：12:30～後半キックオフまで

斉藤光毅選手フォトスポット登場！
One play.のみなさんがダンスパフォーマンスで
キックオフ前のスタジアムを盛り上げます。元気
いっぱいのパフォーマンスにご注目ください！

●場所：バックスタンドタータン部分
●時間：14:55～15:05
※荒天の場合、中止の場合があります。

幸せ餃子 カフェ ハウオリ
●時間：14:00～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
静岡市出身の店主が直接、地
元から仕入れた食材を使用。
静岡おでんの出汁で煮込ん
だ牛すじと静岡名物黒はんぺ
んの煮込みをご賞味ください。

●時間：12:00～ハーフ
タイム終了まで

●場所：平沼記念像前
全国名水100選、神奈川県
秦野市の手作り餃子専門店！
神奈川名産100選「高座豚」
と地場野菜を絶妙なバランス
で融合させた焼き餃子をご
賞味ください。

gootara cafe
●時間：12:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像前
焙煎黒ごまを贅沢に使用し
たおしるこに、モチモチのロ
ティとモチモチの白玉！
どこか懐かしい味わいの冬の
限定メニュー！

BULLDOGCAFE
●時間：12:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像前
冬限定メニュー！体を芯から
温め、スープまで飲み干せ
ちゃう本場北海道の味噌ラー
メンを是非ブルドッグカフェ
で＾_＾!

Litte Kitchen Soleil
●時間：12:00～ハーフ

タイム終了まで
●場所：平沼記念像前
余計なものは入りません！！
たくさんの野菜、鶏から出る
出汁をお楽しみください。

キッチン海すずめ
●時間：12:00～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
石垣島でもお宿を営んでい
ます。石垣島より直送麺に自
家製トロトロソーキがのった
沖縄ソーキそばはこだわりの
味、本場の沖縄料理をお届け
します。

10種のソースから
選べる焼き餃子…500円鶏塩ちゃんこ………500円 北海道濃厚味噌ラーメン…700円 黒胡麻しるこロティ…600円

静岡おでんの牛すじと
黒はんぺんの煮込み…600円沖縄ソーキそば……800円

2019シーズン イメージ写真
第一弾は、こちらから閲覧できます。

https://www.yokohamafc.com/2020/07/01/202007011500/

https://www.yokohamafc.com/2020/07/01/202007011500/
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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
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

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

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
株式会社坂口工務店


