
質問１： 
過去 3 年間の応札企業の一覧とそれぞれの会社の応札金額をお伺いする事は

可能でしょうか。 
 
回答１： 以下のウェブページに掲載していますので、ご確認ください。 
 
   令和３年度 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/202
1/itaku/shimin/koyokokokoku2021.html 

 
   令和２年度   

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/202
0/itaku/shimin/koukoku_uriwatashi.html 

 
   平成 31 年度（令和元年度）   

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/201
9/itaku/shimin/20190320114908586.html 

 
 
質問２： 
ここ 3 年間で仕様の変更等はありましたでしょうか。 
（現在公募分の 2022 年度仕様から過去 2 年間分） 

 
回答２： 変更点は以下の通りです。 
    (1) 令和３年度から令和４年度の変更点 

ア 発行部数の増加（3200 部／月（概算）） 
      令和４年度：1,602,200 部発行／月（概算） 

令和３年度：1,599,000 部発行／月（概算） 
イ 広告枠数の増加（４枠／年） 

令和４年度：864 枠（内訳：市版 36 枠〈２枠×18 区〉×12 か月、 
18 区版 36 枠〈２枠×16 区〉×12 か月） 
令和３年度：860 枠（内訳：市版 36 枠〈２枠×18 区〉×12 か月、 
17 区版 34 枠〈２枠×17 区〉×12 か月、瀬谷区版２枠×10 か月） 

     ウ ５ 広告原稿の作成 
      (8) 問い合わせ先は可能な限り電話番号だけでなく、ファクス番号

やメールアドレスなどを記載すること。の文言を追加 
     エ （別紙２）令和４年度 広報よこはま 各区版広告掲載ページ一
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覧 
備考に、「市版」を追加し、「区版の要望に準じ、掲載内容へのご配

慮をお願いします。」の文言を追加 
 
    (2) 令和２年度から令和３年度の変更点 
        ア 発行部数の増加（350 部／月（概算）） 
      令和３年度：1,599,000 部発行／月（概算） 
      令和２年度：1,598,650 部発行／月（概算） 

イ 広告枠数の増加（11 枠／年） 
令和３年度：860 枠（内訳：市版 36 枠〈２枠×18 区〉×12 か月、 
17 区版 34 枠〈２枠×17 区〉×12 か月、瀬谷区版２枠×10 か月） 
令和２年度：849 枠（内訳：市版 36 枠〈２枠×18 区〉×12 か月、 
16 区版 32 枠〈２枠×16 区〉×12 か月、旭区版２枠×７か月、 
瀬谷区版２枠×９か月・１枠×１か月） 

 
 
質問３： 
 過去 3 年間の広告掲載リストを頂く事は可能でしょうか。 
 
回答３： 別紙をご覧ください。 
 
 
 
質問４： 
 「ア 広告主に関する審査」「イ 広告内容に関する審査」に目安の審査数を記

載されていますが、どれくらいの増加であれば協議頂けるのでしょうか。 
※例えば 1 月で 38 枠分の広告枠があると思うのですが（分割無し。全市版：2
枠＋各区 2 枠×18 区分＝38 枠）、38 枠分の広告主の審査、広告内容の審査は不

可という認識で宜しいでしょうか。 
そこまで細分化して販売しないかと思いますが念の為にお伺いできればと思っ

ています。 
 
回答４： 目安の審査数は、今までの実績から算出したものであり、あくまでも

目安です。これを超える審査が必要な場合には事前にご相談ください。 
 
 
 



 
質問５： 
 広告料の支払いを毎月分納とさせて頂いた場合、支払いサイクルはどの様に

なりますでしょうか。 
 
回答５： 5 月 10 日前後に１年分の納付書を発行する予定です。納入期限は各月

25 日（土・日曜、祝休日の場合はその前日）に設定する予定です。 



別紙

令和３年度

広告主 分類
株式会社サーブ 建築・リフォーム・塗装
（宗教法人）乗蓮寺　尼将軍 　南の丘霊堂 墓地・霊園・石材
そらうみクリニック 医療施設・診療所
（独立行政法人）高齢・障害・求職者雇用支援機
構 神奈川支部　　　港湾カレッジ

塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など

横浜市シルバー人材センター 高齢者・こども・市民活動支援
ヨシケイ横浜 食品関連（通販）
横濱聖苑 葬祭業
株式会社高木 建築・リフォーム・塗装
足の静脈瘤クリニック横浜院 医療施設・診療所
（公益財団法人）神奈川芸術文化財団 芸術・イベント
株式会社大京 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
横浜セレモ 株式会社 葬祭業
株式会社 大船住研 建築・リフォーム・塗装など
株式会社 公文エルアイエル 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
泉やすらぎの丘霊園 墓地・霊園・石材
ケアネット徳洲会 高齢者施設・福祉関連
（宗教法人）善光寺　横浜やすらぎの郷霊園 墓地・霊園・石材
株式会社ニプラ その他（ビルメンテナンス等）
合資会社　ザイン その他（陶芸教室）
大船静脈瘤クリニック（医療法人ＹＩＳmedical） 医療施設・診療所
ユーコーコミュニティー株式会社 建築・リフォーム・塗装
株式会社スタートライン 高齢者施設・福祉関連（就労支援）
RETRIEVE HOUSE 株式会社 高齢者施設・福祉関連（就労支援）
株式会社パワーズアンリミテッド  不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
久光院 墓地・霊園
カイロス・アンド・カンパニー株式会社
（４月からファミリー・ホスピス株式会社に変更）

 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）

株式会社小川屋 食品関連（通販）
株式会社静岡茶療園市場 食品関連（通販）
株式会社ルネサンス スポーツ・施設・娯楽施設
パナソニック補聴器株式会社 その他（医療機器）
株式会社ニチリョク 墓地・霊園・石材
東急イーライフデザイン 高齢者施設・福祉関連
横浜市民共済生活協同組合 保険・年金
株式会社いーふらん 買取業
UR都市機構神奈川 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
First-cooking パン講座
株式会社フードサプライズ 食品関連（通信販売）
有限会社 酢屋亀本店 食品関連（通信販売）
株式会社東北ＥＣグローバル 食品関連（通信販売）
株式会社 横浜メディアアド その他（広告代理店）
株式会社ヤマハミュージックジャパン その他（楽器販売等）
ミューザ川崎 スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社　ウエルアップ スポーツ・施設・娯楽施設
有限会社 安部商店 食品関連（通信販売）
小野製麺有限会社 食品関連（通信販売）
石黒製麵株式会社 食品関連（通信販売）
ウスイホーム株式会社 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
湘南ふれあいの園（シニアホテル東戸塚イースト
ウイング）

高齢者施設・福祉関連

昭和大学（リカレントカレッジ） 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
有限会社 南インテリアリフォーム 建築・リフォーム・塗装など

広報よこはま　広告主　掲載一覧



積和グランドマスト株式会社
不動産（売買・管理・管理代行・仲介）・高
齢者向け住宅、高齢者向けサービス業務

湘南ふれあいの園（シニアホテル横浜） 高齢者施設・福祉関連
株式会社 舞昆のこうはら 食品関連（通信販売）
株式会社西武プロパティーズ 墓地・霊園
株式会社日本政策金融公庫 その他（金融業）
公益財団法人　相模メモリアルパーク 墓地・霊園
医療法人社団 信和会 ミズキデンタル第二オフィス 歯科医療

徳永製菓 株式会社
豆菓子製造・販売。豆菓子専門店「豆徳」
の運営

株式会社 峰村商店
味噌、味噌漬及漬物類の製造販売・酒類
販売・飲食店の経営など

株式会社 乃万青果
みかんの出荷・販売、その他加工品の販
売など

株式会社 大麦工房ロア 大麦を使ったスイーツ・食品の製造販売

株式会社あんだんて
保育士、幼稚園教諭、保育園・幼稚園の事
務院派遣・紹介など

グッドタイムリビング株式会社 （横浜都筑）
有料老人ホーム、高齢者向け賃貸住宅等
の運営

社会福祉法人　湘南遊愛会
ケアハウスゆうあい

特別養護老人ホーム、ケアハウス、軽費老
人ホームの運営

農林漁業団体職員共済組合 (農林年金)
農林漁業団体等からの特例業務負担金の
収納や積立金の管理、特例一時金の給付

（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協
会

その他（金融経済教育）　　（金融セミナー）

あおぞら霊園  墓地・霊園
東京ガスエコモ株式会社 建築・リフォーム・塗装
一般社団法人 こうほく区民施設協会 スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社　鳳友産業 墓地・霊園
株式会社Brain 高齢者施設・福祉関連
三井住友海上ケアネット 高齢者施設・福祉関連
株式会社やまねメディカル 高齢者施設・福祉関連
生活クラブ神奈川 消費財の共同開発・企画管理・規格検査
株式会社マンパワープラント 食品関連（通信販売）
株式会社豊浜水産 食品関連（通信販売）
有限会社神奈川芸術協会 芸術・イベント
秦野韓国語教室 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
中区民活動支援協会 スポーツ・施設・娯楽施設

日通湘南物流株式会社 駐車場の利用促進案内など

さかえ区民活動支援協会 スポーツ・施設・娯楽施設

きらくＦＰ事務所 保険・年金
クローバー・ワン株式会社 高齢者施設・福祉関連
東京農業大学グリーンアカデミー 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
イオンリテール株式会社 その他
株式会社エクセレントケアシステム 高齢者施設・福祉関連
有限会社真茶園 食品関連（通信販売）
有限会社ビー・スケップ 食品関連（通信販売）

広告主 分類
社会福祉法人聖隷福祉事業団 高齢者施設・福祉関連、医療施設・診療所
（独立行政法人）高齢・障害・求職者雇用支援機
構 神奈川支部　　　港湾カレッジ

塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など

（公益財団法人）神奈川芸術文化財団
神奈川県民ホール

芸術・イベント

ケアネット徳洲会 高齢者施設・福祉関連
株式会社　鳳友産業 墓地・霊園
東急スポーツシステム株式会社 スポーツ・施設・娯楽施設

令和２年度



（株式会社板橋）　　葬儀の板橋
　　　　　　　(株式会社　ファミリーサービス）

葬祭業（冠婚葬祭）

（横浜セレモ 株式会社）　セレベル 葬祭業
株式会社 大船住研 建築・リフォーム・塗装など
株式会社 東急イーライフデザイン 高齢者施設・福祉関連（シニア向けセミナー）
有限会社 南インテリアリフォーム 建築・リフォーム・塗装など
（宗教法人）善光寺　横浜やすらぎの郷霊園 墓地・霊園・石材
泉やすらぎの丘霊園 墓地・霊園・石材
株式会社 公文エルアイエル 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
横浜血管クリニック 医療施設・診療所
株式会社ハッピーカーズ そのた（中古車販売）
（宗教法人）久光院 墓地・霊園
株式会社 横浜メディアアド その他（広告代理店）
株式会社菅野漬物食品様 その他（食品関連）
株式会社いーふらん  買取業
株式会社　武州養蜂園 その他（食品関連）
株式会社静岡茶療園市場 その他（食品関連）
足の静脈瘤クリニック横浜院 医療施設・診療所
株式会社ココルポート 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
ウエルシア薬局株式会社 その他（ドラッグストアHAC運営等）
株式会社 ニチリョク 墓地・霊園・石材
スポーツクラブNAS株式会社 スポーツ・施設・娯楽施設
三井住友海上ケアネット 高齢者施設・福祉関連
株式会社 秋田屋本店 その他（食品関連）

柳醸造　株式会社
食品関連
オンラインショッピング

株式会社ユニクエスト 葬祭業
アイング株式会社 その他（ハウスクリーニング）
株式会社SHNet 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
横浜市民共済生活協同組合 保険・年金
横浜市シルバー人材センター 高齢者・こども・市民活動支援
ミューザ川崎 スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社　東北ECグローバル 食品関連（通信販売）
ヤマモト食品株式会社 食品関連（通信販売）
株式会社 タスク 高齢者施設・福祉関連
西武プロパティーズ（鎌倉霊園） 墓地・霊園
横浜美術大学 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
公益財団法人　相模メモリアルパーク 墓地・霊園
公益財団法人　横浜市スポーツ協会（旧横浜市体
育協会）

スポーツ・施設・娯楽施設

コネクシオ株式会社
その他（携帯電話の卸売・販売、携帯電話
を利用したソリューションサービスの提供）

株式会社シンサナミ
その他（エネルギー事業、リフォーム、公共
施設・大型施設の総合設備業）

一般社団法人　百寿コンシェルジュ協会
その他（シニア世代の諸課題に関するコン
シェルジュサービス）

キュービーネット株式会社 その他（理美容）
旭化成ホームズ株式会社 建築・リフォーム・塗装
神奈川県住宅供給公社 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
有限会社 酢屋亀本店 食品関連（通信販売）
プラウドライフ株式会社 高齢者施設・福祉関連
株式会社カサブラン 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
株式会社 彩プロダクツ（横浜令和の杜） 墓地・霊園
誠味屋本店 食品関連（通信販売）
株式会社乃万青果 食品関連（通信販売）
パワーズアンリミテッド 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
株式会社高木 建築・リフォーム・塗装
医療法人志匠会　新横浜スパインクリニック 医療施設・診療所

株式会社 一蔵
その他（呉服・振袖等の販売・レンタル、
ウェディング）



株式会社エアキャリア
その他（空調設備の設計施工、飲食店の
運営）

ユーコーコミュニティー株式会社 建築・リフォーム・塗装
株式会社日本政策金融公庫 その他（金融業）
ミオカ その他（商業施設）
株式会社 井上天極堂 食品関連（通信販売）
石黒製麺株式会社 食品関連（通信販売）
山下公園スパインクリニック  医療施設・診療所
東京ガスエコモ 建築・リフォーム・塗装
株式会社マンパワープラント 食品関連（通信販売）
株式会社河京 食品関連（通信販売）
クレイン不動産流通株式会社 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
ヴィスト株式会社 その他（障害者向け就労支援）
ＦＰオフィス ケセラセラ横浜 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
合資会社　八丁味噌 食品関連（通信販売）
全国国民年金基金 保険・年金
UR都市機構神奈川 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）
横濱聖苑 葬祭業
Space BD株式会社 その他（宇宙事業、教育事業）
東京農大グリーンアカデミー 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
ヨシケイ横浜 食品関連（通販）
パナソニック補聴器株式会社 その他（医療機器）
南スポーツセンター スポーツ・施設・娯楽施設
昭和大学（リカレントカレッジ） 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
一般社団法人 教育活動振興協会 その他（教育機関支援）
カイロス・アンド・カンパニー株式会社 高齢者施設・福祉関連
合資会社　ザイン その他（陶芸教室）
マルヤマ食品株式会社 食品関連（通販）
大船静脈瘤クリニック（医療法人ＹＩＳmedical） 医療施設・診療所
湘南ふれあいの園 高齢者施設・福祉関連
株式会社マサノリ石材 墓地・霊園・石材
株式会社ニプラ その他（ビルメンテナンス等）
株式会社塗装職人 建築・リフォーム・塗装
峰村醸造 食品関連（通販）

広告主 分類
株式会社　創寿苑
南の丘メモリアルパーク

墓地・霊園・石材

有限会社　黄河 その他（餃子の製造・販売）
（公益財団法人）横浜体育協会
南スポーツセンター

スポーツ施設・娯楽施設

（公益財団法人）横浜体育協会
緑スポーツセンター

スポーツ施設・娯楽施設

（公益財団法人）横浜体育協会
都筑スポーツセンター

スポーツ施設・娯楽施設

株式会社 ＴＲＩＰＬＥＴＳ　（トリプレッツ） その他（飲食店の経営）

株式会社　公文教育研究会　　　　　
塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
（生徒募集）

（社会福祉法人）あさひ 高齢者施設・福祉関連（介護研修）
（宗教法人）乗蓮寺　尼将軍 　南の丘霊堂 墓地・霊園・石材
（横浜セレモ 株式会社）　セレベル 葬祭業
株式会社 大船住研 建築・リフォーム・塗装など
株式会社 ニチリョク 墓地・霊園・石材
株式会社 東急イーライフデザイン 高齢者施設・福祉関連（シニア向けセミナー）
有限会社 南インテリアリフォーム 建築・リフォーム・塗装など
株式会社 パワーズアンリミテッド 高齢者施設・福祉関連

平成31年度（令和元年度）



（公益財団法人）神奈川芸術文化財団
神奈川県民ホール

芸術・イベント

株式会社 公文エルアイエル 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
中スポーツセンター スポーツ施設・娯楽施設
そらうみクリニック 医療施設・診療所

プレミア株式会社
高齢者施設・福祉関連（障害者就職支援
施設）

（社会福祉法人）誠幸会 高齢者施設・福祉関連
（宗教法人）善光寺　横浜やすらぎの郷霊園 墓地・霊園・石材
（公益財団法人） 横浜市シルバー人材センター 高齢者・こども・市民活動支援
（公益財団法人）横浜市体育協会
横浜文化体育館

スポーツ施設・娯楽施設

株式会社　日本政策金融公庫 その他（国内金融業務 ）
（独立行政法人）高齢・障害・求職者雇用支援機
構 神奈川支部　　　港湾カレッジ

塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など

（公益財団法人） 川崎市文化財団
ミューザ川崎シンフォニーホール

芸術・イベント

（株式会社 西部プロパティーズ）　鎌倉霊園 墓地・霊園・石材
（公益財団法人）横浜体育協会
港南スポーツセンター

スポーツ施設・娯楽施設

（学校法人）トキワ松学園
横浜美術大学　地域連携センター

塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など

スポーツクラブNAS株式会社 保険・年金
ユーコーコミュニティ 株式会社 建築・リフォーム・塗装など （塗装セミナー）
（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協
会

その他　（金融経済教育）　　（金融セミ
ナー）

（一般財団法人）こうほく区民施設協会
高齢者・市民活動支援
（サロン／施設提供・相談等）　（施設提供）

（一般社団法人）中区民活動支援協会
高齢者・市民活動支援
（サロン／施設提供・相談等）　（施設提供）

(一般社団法人）あさひ区民利用施設協会
高齢者・市民活動支援
（サロン／施設提供・相談等）　（施設提供）

（NPO法人）さかえ区民活動支援協会
高齢者・市民活動支援
（サロン／施設提供・相談等）　（施設提供）

泉やすらぎの丘霊園 墓地・霊園・石材
アーキテクツ・スタジオジャパン 建築・リフォーム・塗装
（公益財団法人）横浜市体育協会
瀬谷スポーツセンター

スポーツ施設・娯楽施設

株式会社 ハーフ・センチュリー・モア 高齢者施設・福祉関連
株式会社ケーシーサービス その他（介護用手摺の販売・施工）
株式会社 横浜メディアアド その他（広告代理店）
株式会社ハートフルケア 高齢者施設・福祉関連
有限会社 湘南石材店 墓地・霊園・石材
パナソニックリフォーム株式会社 建築・リフォーム・塗装

株式会社　おすそわけ村
食品関連
オンラインショッピング

柳醸造　株式会社
食品関連
オンラインショッピング

（一般財団法人）　横浜市交通安全協会様 その他

（株式会社 板橋）　　葬儀の板橋
　　　　　　　(株式会社　ファミリーサービス）

葬祭業（冠婚葬祭）

（公益財団法人）横浜体育協会
横浜市栄スポーツセンター

スポーツ・施設・娯楽施設

ヤマハミュージックジャパン 芸術・イベント
株式会社ワイズ
脳梗塞リハビリセンター横浜

医療施設・診療所

株式会社リクルート住まいカンパニー 建築・リフォーム・塗装
福祉クラブ生活協同組合 高齢者施設・福祉関連
株式会社アークリンク 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）
横浜よつもと眼科 医療施設・診療所
株式会社LIFIX 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）

石黒製麺株式会社
その他
オンラインショッピング



川崎鶴見血管外科クリニック 医療施設・診療所
神奈川県行政書士会 その他（行政書士事務所）
横浜銀行アイスアリーナ スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社白洋舎 その他（クリーニング事業等）
ユメックス株式会社 その他（求人広告の企画発行など）
株式会社カーブスジャパン スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社 彩石 墓地・霊園
株式会社ルネサンス 高齢者施設・福祉関連、
株式会社いーふらん  買取業
全国国民年金基金 保険・年金

戸塚区民文化センター さくらプラザ
高齢者・こども・市民活動支援（サロン／施
設提供・相談等）

ケアネット徳洲会 高齢者施設・福祉関連
（特別法人）神奈川県住宅供給公社 不動産（売買・管理・管理代行・仲介）

（株式会社　彩）　　彩きもの学院
塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
（着物着付け教室：生徒募集）

株式会社　アズマ その他（遺品整理）
（宗教法人）　綱島高野山　弘法寺　久光院 墓地・霊園
（公益財団法人）横浜市芸術文化振興財団
横浜美術館

芸術・イベント

株式会社セントロ スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社カクキュー八丁味噌 その他 （食品）
フランスフローラルアート協会 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
（学校法人）東京農業大学　グリーンアカデミー 塾・教室・専門学校・大学・保育所（園）など
足の静脈瘤クリニック横浜院 医療施設・診療所
有限会社ビー・スケップ その他 （食品）
株式会社　鳳友産業 墓地・霊園

株式会社　ＡＬＴ 建築・リフォーム・塗装
株式会社 ウイングビルド 建築・リフォーム・塗装
株式会社 霊園管理センター 墓地・霊園・石材
株式会社グライブ その他（金融関連）
スポーツクラブＮＡＳ株式会社 スポーツ・施設・娯楽施設
株式会社ローソン その他（小売業）
旭化成ホームズ 建築・リフォーム・塗装
株式会社ＮＣカラー その他（美容関連）
株式会社　乃万青果（のませいか） その他（柑橘類栽培、農園経営など）
株式会社横浜赤レンガ その他（商業施設運営事業）
ウエルシア薬局株式会社 その他（ドラッグストアHAC運営等）

株式会社静岡茶療園市場
その他（お茶による健康食品・サプリメント
販売）

株式会社　武州養蜂園 その他（はちみつ関連の販売）
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