
No 店舗・施設名 所在地・住所

1 有限会社小野沢塗装工業所 川崎区伊勢町４－１０

2 川崎商工会議所 川崎区駅前本町１１－２　川崎フロンティアビル　３階

3 KCCI トップラウンジ 川崎区駅前本町１１－２　川崎フロンティアビル１２階

4 ひさまつ花店 川崎区駅前本町２－１０

5 理容 バーバー朋 川崎区塩浜３丁目７－５

6 穂高産業株式会社 川崎区下並木１３

7 有限会社鳥羽電気商会 川崎区観音１丁目７－１５

8 かんのん歯科医院 川崎区観音２丁目９－３

9 中国料理　陳四海 川崎区宮前町２－３

10 NTT労組川崎分会 川崎区宮前町８－６

11 宮本町整骨院 川崎区宮本町３－４電公ビル　１階

12 京町整骨院 川崎区京町１丁目１０－１５

13 有限会社ウィズ　境町店 川崎区境町１５－２０　ライオンズマンション川崎境町１０１号

14 そば処 長寿庵 川崎区鋼管通１丁目１７－３

15 うなぎ割烹まるだい 川崎区砂子１丁目４－９

16 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 川崎区砂子１丁目５－１　ケイ・ジェイ砂子ビル５階ＡＢ号

17 桜本接骨院 川崎区桜本１丁目８－３　セレッソ臼井１階

18 有限会社メゾン・プラザ 川崎区四谷上町１３－２

19 有限会社スワロー模型 川崎区四谷上町１４－２７

20 Standing bar けむり 川崎区小川町３－３

21 釣り助 川崎区小川町８－２　ハイムタジマ１階

22 戸田興業　株式会社 川崎区小田栄１丁目５－１１

23 ヘアサロン girasol 川崎区小田栄１丁目８－５

24 株式会社建築柳本 川崎区浅田１丁目４－４

25 城南メタル 川崎区浅野町５－１１

26 有限会社シマヤ 川崎区台町１３－１２

27 理容 サイトウ 川崎区大師駅前１丁目７－１

28 有限会社木村電気商会 川崎区大師駅前１丁目８－５

29 若宮八幡宮 川崎区大師駅前２丁目１３－１６　敷地内建物軒下

30 川崎大師雷神堂 川崎区大師町４－１８

31 みかど　冨士原商店 川崎区大師町４－１８

32 松月庵 川崎区大師町４－３７

33 住吉 川崎区大師町４－４７

34 YMテック株式会社 川崎区大島１丁目２６－６　マンション大島１階

35 大島リーフ薬局 川崎区大島３丁目１５－１９　川崎ＭＭビル１階

36 サイクルショップのもと 川崎区大島３丁目１８－２

37 千串屋　川崎店 川崎区大島４丁目１－３０カーサＫ２　１階

38 シオザワ 川崎区大島４丁目１３－８　ＦｏｎｔａｎａＫａｗａｓａｋｉ１階

39 有限会社松野自動車修理工場 川崎区大島５丁目２０－７

40 モードサロンニース 川崎区大島上町１８－２

41 時計工房 飯嶋 川崎区池田１丁目９－３

42 有限会社大場製本所 川崎区池田２丁目５－３

43 なかじま薬局 川崎区中島３丁目９－１　ローランドヒル１階
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44 Café　Time 川崎区追分町１－１４

45 紫扇流 舞踊教室 川崎区殿町１丁目２－３

46 株式会社あーとわーく 川崎区殿町１丁目３－７

47 美容室 翔美 川崎区渡田１丁目１６－１　パレブランシェ１階

48 社会福祉法人寿会 川崎区渡田４丁目９－４

49 メディカルファーマシー 渡田向町薬局 川崎区渡田向町１５－７　村田ビル１階

50 麺一滴 川崎区東田町１０－２１

51 花ぐるま 川崎区東田町１０－２５タカノビル　１階

52 メガネのコイヌマ パレール店 川崎区東田町８　パレール三井ビルディンググリーン館１２３号

53 安海鍼灸接骨院 川崎区東門前１丁目１２－２

54 東門前整骨院 川崎区東門前１丁目１３－７　中沢ビル１階

55 東門前薬局 川崎区東門前１丁目１３－８　メディカ東門前１階

56 川崎大師ロータリークラブ 川崎区東門前１丁目１５－１０　カーサ石井１階

57 宗教法人平間寺 大師幼稚園 川崎区東門前１丁目４－９

58 有限会社寿不動産 川崎区藤崎４丁目１６－５

59 株式会社ファッションプラザ京美 川崎区藤崎４丁目８－１０　京美ビル１階

60 チェリッシュ株式会社 川崎区南町２２－６　ライオンズマンション川崎第３１０３号

61 株式会社　エーエスティコミュニティ 川崎区日進町１３－８ベルビー川崎　１階　１号

62 川崎中央ロータリークラブ 川崎区富士見１丁目７－１６吉新ビル　２階

63 養老の瀧 鹿島田店 幸区下平間１１３　しらゆきビル１階

64 七輪焼肉安安鹿島田店 幸区下平間１４４－４８　ラフェスタ２階

65 蕪木清商店 幸区下平間２６８

66 ゆずデイサービス 幸区古市場１７４０－１　サンハイツ２０２号

67 青空 幸区鹿島田１丁目１１－２　リュエルアンソレイエ１０２号

68 ヘアーサロン エノモト 幸区鹿島田１丁目９－２

69 ヘアーデザイン ジャスト 幸区小向西町４丁目８６－４

70 ひまわり交通株式会社 幸区神明町１丁目３５　ヒラソルムラキ

71 ミューザ川崎駐車場 幸区大宮町１３１０　ミューザ川崎　地下１階駐車場管理室

72 有限会社富克 幸区塚越４丁目３３３

73 南幸町整骨院 幸区南幸町２丁目１０　シノザキビル１０１号

74 桐の湯 幸区南幸町３丁目５６

75 尻手駅前整骨院 幸区南幸町３丁目１１－１２

76 イスクラ鍼灸指圧治療院・接骨院 幸区南幸町３丁目５５　秋山ビル１階

77 いちかるパソコン教室 中原区下小田中１丁目２８－２３　ＭＳＫクレスタ３０３号

78 竹とんぼ 中原区下沼部１７７１

79 原不動産 中原区下沼部１８８６　ＷｅｓｔＰｌａｉｎ１階

80 せせらぎ鍼灸整骨院 中原区下新城１丁目１０－１２　戸田ルーベンス１階

81 有限会社鶴亀不動産 中原区下新城１丁目１２－１３　松原マンション１０２号

82 安藤硝子店 中原区小杉陣屋町２丁目６－２８

83 パンジャビ ダバ 中原区小杉町１丁目５１９　田原ビル１階

84 株式会社神奈川法務事務所 中原区小杉町３丁目２９

85 しぶや酒店 中原区小杉町３丁目１９　ＫＷＥＳＴ４０ＱＣＯＰＥ４０１号

86 協同組合武蔵小杉商店街 中原区小杉町３丁目２５
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87 司法書士法人　神奈川法律事務所 中原区小杉町３丁目２９　成高ビル１階

88 七輪焼肉安安武蔵小杉店 中原区小杉町３丁目４４１－１　大久保ビル１階

89 精養軒プルミエ 中原区上小田中６丁目２２－５　エポックなかはら中原会館１階

90 居酒屋ダイキ 中原区新丸子町９１５　石川ビル１０３

91 ハーブ中国治療院 中原区新丸子東１丁目７７１

92 オート・アミティー 中原区新城３丁目４－１

93 ダイビングクラブポポ賊 中原区中丸子３５８－１

94 有限会社フィールコーポレーション 中原区木月１丁目３５－５　ブランシェ元住吉１０３号

95 ケイズジャパン株式会社 中原区木月２丁目１７－１０　ハイム木月１階

96 株式会社スミノ楽器店 中原区木月３丁目１０－３

97 焼肉の店 花天 中原区木月住吉町１２－１６　サイトウハウス１階

98 川崎国際交流センターホテル ＆ レストラン精養軒ソレイユ 中原区木月祗園町２－２　川崎市国際交流センター

99 ブックマート溝の口 高津区下作延２丁目９－１０　関口第二ビル１階ブックマート溝の口店

100 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 高津区久地３丁目１３社会福祉法人川崎市社会福祉事業団

101 久地薬局 高津区久地４丁目１３－１　袴田ビル１階

102 株式会社田中泰司商店 高津区久地４丁目１４－５

103 株式会社泰平商事 高津区久地４丁目１４－５

104 七輪焼肉 安安 溝の口店 高津区久本３丁目１－１　小川ビル２階

105 あおぞら薬局 高津区久末１８９３

106 有限会社　山中運送 高津区久末１９６３

107 有限会社栄屋商事 高津区溝口２丁目２４－１　アーバニー溝ノ口１０１号室

108 ともかわさき第二やまぶき 高津区子母口３７３

109 株式会社福田牧場 高津区新作３丁目２０－３０

110 株式会社　八巻工業 高津区新作５丁目２０－２セルリアン　１０１号

111 末広鮨 高津区新作６丁目１２－８

112 橋本電機商会 高津区千年６７３－４

113 株式会社　池田屋 高津区北見方１丁目１２－１１

114 株式会社　池田屋 高津区北見方３丁目９－８

115 かんだ接骨院 高津区末長１２７３　大久保ビル１階

116 心身統一合氣道会神奈川県支部鐵心館道場 高津区末長１６３

117 アイバ薬局 高津区末長１７３－４　大明梶ヶ谷ビル１階

118 株式会社マツギ 高津区末長１丁目２３－２５　坂田ビル１階

119 かじがや治療院 高津区末長１丁目４６－２２森下ビル　１階

120 ペットハウス　アン 高津区末長３丁目１４－１第３慶友ビル　１階

121 有限会社宮崎不動産 宮前区宮崎２丁目８－２　中尾ビル１階

122 株式会社電化パートナー 宮前区宮崎３丁目１３－３０

123 医療法人社団宮前平内科クリニック 宮前区宮前平２丁目１５－２

124 アオキ・ケミカル・モデルクラフト 宮前区犬蔵１丁目１１－４７

125 ナショナルフード物産 宮前区五所塚１丁目１０－９足立ビル　地下１階

126 ヘアーサロン J’s 宮前区鷺沼２丁目５－１６

127 鷺沼産婦人科医院 宮前区鷺沼３丁目５－１７

128 溝ノ口自動車株式会社 宮前区初山１丁目２２－８

129 向ヶ丘自動車学校 宮前区菅生４丁目６－１
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130 バーバマノメ 宮前区菅生６丁目１９－８

131 有馬センター薬局 宮前区東有馬３丁目５－２８クレドール鷺沼　１０２号

132 タカダ動物病院 宮前区馬絹１４５５－９イレーヌ第２ハイツ　１階

133 七輪焼肉安安川崎平店 宮前区平１丁目２－１１

134 モーターサイクディーラー　ミッツ・ハー 宮前区野川１９０

135 株式会社アートプロ 宮前区野川３３７

136 生田製作所 宮前区野川３４６

137 威徳山 影向山 宮前区野川４１９

138 有限会社　野川輪業 宮前区野川５３６

139 コスモス薬局 宮前区有馬５丁目１８－２２有馬マンション　１階　Ｂ号

140 株式会社大生不動産 多摩区堰３丁目４－２３　カーサ・セレナ１階

141 森永川崎北ミルクセンター 多摩区堰３丁目６－６

142 丸裕商事株式会社 多摩区栗谷３丁目１－１　井田ビル２１１号

143 株式会社ハルホーム 多摩区三田１丁目２８－２　ライブリー三田１０８号

144 のぼりとスイミングクラブ 多摩区宿河原２丁目２８－４３

145 宅建協会川崎北支部 多摩区宿河原２丁目３８－１

146 七輪焼肉安安稲田堤店 多摩区菅２丁目１－１３　中沢ビル２階

147 松林産業 多摩区菅北浦３丁目１２－２１　京王稲田堤マンション１０１号

148 ソワール美容室 生田店 多摩区生田７丁目１０－１０

149 ミナト電機 多摩区西生田２丁目２－２

150 いずみ薬局 多摩区中野島４丁目８－１　北東荘１０１号

151 中野島調剤薬局 多摩区中野島５丁目１６－３５

152 太陽開発　株式会社 多摩区長沢２丁目１５－１９ベルタソーレ　１階１階

153 Yショップてづか店 多摩区登戸３０５６　ライフピュア手塚１階

154 RAVENNA 多摩区東生田１丁目１４－１グラン向ヶ丘遊園　１０１号

155 クワフール・ニート 多摩区南生田４丁目１９－９朝日生田マンション　１号

156 コミュニティカフェ　てとて 多摩区南生田５丁目１４－１１　サンライズ１０２

157 畳工事一式請負 広沢畳店 多摩区枡形３丁目１－１１

158 tetto 管理事務所 麻生区岡上５５８－１　ｔｅｔｔｏ９号

159 岡上公会堂 麻生区岡上６７６－３　岡上公会堂

160 ハウスメッツガー・ハタ 麻生区金程１丁目３４－８

161 ハウスメッツガーハタ 麻生区金程２丁目１－１

162 ブラッシュアップ 麻生区栗平２丁目２－５　ティーオービル２０３号

163 S．ONEグリーンテニスクラブ 麻生区栗木１８２－１

164 有限会社アノン 麻生区上麻生１丁目１３－６　ツエニーワンビル１０１号

165 秀・歯科口腔外科オフィス 麻生区上麻生４丁目１０－１　秀・歯科口腔外科オフィス

166 株式会社マインズホーム 麻生区白山４丁目１－３　新ゆりグリーンプラザ商店街１８号

167 株式会社ロンサール・P・L 麻生区白山４丁目１－３　新ゆりグリーンプラザ商店街１９号

168 補聴器専門店 スマート 麻生区百合丘１丁目１９－１４　ＮＴビル１階

169 株式会社フジ薬局 麻生区万福寺６丁目７－２モリノメディカルビル　１０５号


