
No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1 アーキテックトレーディング 東京都 卸売・小売業 第5回

2 株式会社アージョ 高津区 宿泊・飲食サービス業 第5回

3 有限会社アース 横浜市 建設業 第5回

4 株式会社アース．エコロジー 中原区 建設業 第5回

5 株式会社アース・チルドレン 中原区 その他のサービス 第4回

6 株式会社アースデザイン 高津区 卸売・小売業 第5回

7 株式会社アースビルメンテナンス 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

8 有限会社アート・ウイング 高津区 卸売・小売業 第4回

9 株式会社アートニクス 中原区 製造業 第5回

10 株式会社アービア設計事務所 多摩区 その他のサービス 第4回

11 有限会社アービル 幸区 建設業 第4回

12 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 幸区 その他のサービス 第5回

13 株式会社アールケーLab 宮前区 その他のサービス 第5回

14 有限会社アールシーエフ 高津区 製造業 第5回

15 株式会社アールテック 幸区 建設業 第5回

16 株式会社Ｉ＆I 川崎区 建設業 第1回

17 株式会社iEC 東京都 製造業 第3回

18 株式会社IEST 高津区 卸売・小売業 第5回

19 株式会社アイエスネットワーク 高津区 情報通信業 第5回

20 株式会社ISPdesign 中原区 建設業 第4回

21 アイエムエス有限会社 宮前区 卸売・小売業 第5回

22 株式会社アイオル 麻生区 保健衛生・社会事業 第2回

23 愛花園フラワーガーデン 幸区 卸売・小売業 第2回

24 株式会社ＡｉＣＡＮ 高津区 情報通信業 第5回

25 NPO法人あいけあ 中原区 NPO 第5回

26 株式会社IKホーム 幸区 建設業 第4回

27 株式会社アイザワ 川崎区 製造業 第5回

28 I・CP株式会社 宮前区 建設業 第5回

29 株式会社アイシス 横浜市 卸売・小売業 第5回

30 有限会社あいぜん 横浜市 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

31 株式会社アイティーホーム 川崎区 建設業 第5回

32 有限会社アイバ薬局 高津区 保健衛生・社会事業 第4回

33 株式会社アイ・ビー・エス 中原区 その他のサービス 第5回

34 株式会社ＩＢＦ 麻生区 建設業 第2回

35 株式会社アイム 宮前区 その他のサービス 第2回

36 あいりす合同会社 幸区 不動産業 第4回

37 合同会社愛和運送 多摩区 運輸・郵便業 第5回

38 有限会社相和シボリ工業 高津区 製造業 第2回
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39 有限会社アイワ製作所 中原区 製造業 第2回

40 株式会社アヴォン 高津区 教育 第4回

41 株式会社アウラ 幸区 卸売・小売業 第5回

42 有限会社あおい運輸 横浜市 運輸・郵便業 第5回

43 株式会社アオイロ 幸区 卸売・小売業 第5回

44 有限会社青木建材 宮前区 卸売・小売業 第4回

45 青木建設株式会社 中原区 建設業 第5回

46 有限会社青木鉄工建設 宮前区 建設業 第3回

47 有限会社青木土木建設 横浜市 建設業 第5回

48 有限会社青木萬吉商店 宮前区 卸売・小売業 第5回

49 株式会社青山プラスチック塗装 高津区 製造業 第4回

50 有限会社赤坂工務店 横浜市 建設業 第4回

51 株式会社あかつき 川崎区 その他のサービス 第4回

52 特定非営利活動法人あかね 高津区 NPO 第3回

53 株式会社秋塗 川崎区 建設業 第5回

54 昱株式会社神奈川支店 横浜市 建設業 第1回

55 有限会社アクア環境テクノロジー 高津区 製造業 第2回

56 株式会社アクタス 麻生区 その他のサービス 第3回

57 株式会社アクティ 高津区 建設業 第4回

58 有限会社アクティブ 麻生区 不動産業 第4回

59 有限会社A.C.T 横浜市 その他のサービス 第5回

60 特定非営利活動法人ＡＣＴ－Ｒ 高津区 NPO 第3回

61 認定特定非営利活動法人アクト川崎 宮前区 NPO 第2回

62 株式会社アクト・ツーワン 川崎区 その他のサービス 第5回

63 アクト電子株式会社 中原区 製造業 第4回

64 アクトロニクス株式会社 多摩区 卸売・小売業 第4回

65 株式会社アサイマーキングシステム 麻生区 製造業 第2回

66 麻生建設株式会社 麻生区 建設業 第3回

67 浅川建設工業株式会社 高津区 建設業 第4回

68 株式会社ASADA 川崎区 建設業 第5回

69 株式会社旭化工 東京都 卸売・小売業 第5回

70 川崎市立旭町小学校 川崎区 学校 第1回

71 株式会社アサヒ物流 川崎区 運輸・郵便業 第3回

72 有限会社アサヒルミエル 多摩区 卸売・小売業 第4回

73 合同会社アシストグローイング 多摩区 その他のサービス 第5回

74 味の素株式会社　川崎事業所 川崎区 製造業 第5回

75 株式会社アスウィーコーデ 横浜市 製造業 第5回

76 株式会社飛鳥典禮 麻生区 その他のサービス 第5回

77 アスカホーム株式会社 中原区 建設業 第4回

78 アスカリビング株式会社 中原区 建設業 第4回

79 株式会社アスター 高津区 その他のサービス 第3回

80 株式会社アズタック 麻生区 建設業 第5回

81 有限会社アズテック 宮前区 卸売・小売業 第4回
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82 株式会社ASFELL 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第3回

83 AZLIX株式会社 幸区 卸売・小売業 第5回

84 株式会社アセス 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

85 株式会社麻生塗工所 高津区 製造業 第4回

86 有限会社アタカ 中原区 卸売・小売業 第5回

87 安宅防災設計株式会社 麻生区 建設業 第4回

88 株式会社アックス 多摩区 建設業 第3回

89 有限会社アックス 多摩区 製造業 第4回

90 アットハウス株式会社 多摩区 不動産業 第4回

91 アットホーム株式会社 東京都 情報通信業 第5回

92 株式会社アップクリエイト 多摩区 その他のサービス 第4回

93 株式会社アップ総合企画 川崎区 建設業 第5回

94 アップルリンク株式会社 高津区 製造業 第4回

95 株式会社UP＆DOWN 中原区 その他のサービス 第5回

96 株式会社アテナイ 川崎区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

97 株式会社アドバンス 横浜市 その他のサービス 第5回

98 株式会社アドバンス 千葉県 建設業 第4回

99 株式会社アドバンスクリエート 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

100 アトラス商事株式会社 宮前区 運輸・郵便業 第5回

101 有限会社アトリエアイズ 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

102 株式会社アトリエ秀 宮前区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

103 株式会社アネスティ 中原区 製造業 第3回

104 有限会社アネスト 横浜市 製造業 第5回

105 有限会社アバンテック 横浜市 卸売・小売業 第5回

106 株式会社アピック 高津区 製造業 第3回

107 アプリ工房 中原区 その他のサービス 第4回

108 株式会社Aprove 宮前区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

109 有限会社阿部製作所 中原区 製造業 第4回

110 株式会社阿部石材店 川崎区 卸売・小売業 第4回

111 アペックス環境株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

112 株式会社アポルテフードファクトリー 高津区 製造業 第2回

113 株式会社アポロオートモービル 川崎区 卸売・小売業 第5回

114 アボロンシステム株式会社 川崎区 製造業 第3回

115 有限会社奄美圧送 横浜市 建設業 第5回

116 株式会社アミ 東京都 建設業 第5回

117 雨宮家庭電器株式会社 麻生区 卸売・小売業 第5回

118 合同会社ameluck＆i 幸区 卸売・小売業 第4回

119 株式会社歩 幸区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

120 株式会社新井商会 幸区 建設業 第4回

121 株式会社ARAIトーアメンテサービス 宮前区 その他のサービス 第5回

122 株式会社荒川商会 幸区 卸売・小売業 第5回

123 有限会社新木築炉工業所 幸区 建設業 第4回

124 アラテック株式会社 多摩区 建設業 第4回
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125 株式会社アルアイン 高津区 建設業 第4回

126 有限会社アルコヴェッセル 麻生区 卸売・小売業 第3回

127 株式会社アルテック 多摩区 その他のサービス 第5回

128 アルテの合同会社 麻生区 卸売・小売業 第5回

129 株式会社ALBA 横浜市 建設業 第5回

130 株式会社アルファ 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

131 株式会社アルファ 幸区 運輸・郵便業 第3回

132 株式会社アルファテック 幸区 卸売・小売業 第4回

133 株式会社アルファメディア 中原区 情報通信業 第4回

134 株式会社arpeggio　はり・きゅう・マッサージ治療院alto 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

135 アローズ株式会社 川崎区 建設業 第5回

136 株式会社アローズ 幸区 卸売・小売業 第4回

137 株式会社アローズ 宮前区 不動産業 第4回

138 株式会社アローズ 横浜市 卸売・小売業 第5回

139 ALOHATOKYO株式会社 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第5回

140 株式会社アロハプロパティーズ 多摩区 不動産業 第5回

141 株式会社アンゲネーム 中原区 卸売・小売業 第3回

142 株式会社アンテック 多摩区 建設業 第3回

143 アンテナショップ青空 幸区 卸売・小売業 第5回

144 株式会社アンテピード 麻生区 運輸・郵便業 第4回

145 And One Software Engineering株式会社 川崎区 情報通信業 第2回

146 株式会社アン・パブリシティ 多摩区 建設業 第4回

147 株式会社アンビシャス 横浜市 その他のサービス 第5回

148 株式会社安楽工務店 幸区 建設業 第5回

149 株式会社イー・アイ・イー 宮前区 製造業 第5回

150 EM普及活動研究会 高津区 市民団体 第2回

151 株式会社いい食 高津区 保健衛生・社会事業 第2回

152 株式会社イータウン 幸区 その他のサービス 第2回

153 飯田畳店株式会社 横浜市 製造業 第5回

154 株式会社イーピーティ 宮前区 その他のサービス 第5回

155 イオンリテール株式会社 イオンスタイル新百合ヶ丘 麻生区 卸売・小売業 第5回

156 有限会社生田衛生設備 麻生区 建設業 第4回

157 有限会社いく田工業所 中原区 製造業 第4回

158 生田ひまわり幼稚園 多摩区 教育 第2回

159 株式会社池上精機 横浜市 製造業 第5回

160 株式会社池三商事 中原区 卸売・小売業 第5回

161 池田工業 宮前区 建設業 第4回

162 合同会社イケタダエナジーライフ 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第3回

163 株式会社池田屋 高津区 卸売・小売業 第4回

164 有限会社イケダ薬品 高津区 卸売・小売業 第4回

165 株式会社石井建設 多摩区 建設業 第4回

166 株式会社石井水産 幸区 卸売・小売業 第4回

167 株式会社石岡組 高津区 建設業 第4回
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168 株式会社石川商事 川崎区 不動産業 第2回

169 株式会社石塚土木 川崎区 建設業 第1回

170 有限会社石野電気　柿生店 麻生区 卸売・小売業 第4回

171 株式会社石橋斎場 川崎区 その他のサービス 第4回

172 株式会社石原興業 横浜市 不動産業 第5回

173 株式会社石本興業 横浜市 建設業 第5回

174 イシヤ堂株式会社 多摩区 製造業 第4回

175 有限会社石渡ハウジング 宮前区 不動産業 第4回

176 有限会社いすくらシルバーサポート 幸区 保健衛生・社会事業 第4回

177 株式会社イスズ 中原区 建設業 第1回

178 有限会社イズミ化成 高津区 製造業 第5回

179 板垣畳内装店 幸区 建設業 第4回

180 株式会社頂 川崎区 建設業 第4回

181 板橋工業株式会社 多摩区 建設業 第5回

182 市川工業株式会社 幸区 製造業 第3回

183 有限会社市川商店 麻生区 製造業 第2回

184 株式会社一期一会 多摩区 その他のサービス 第4回

185 逸高等学院 高津区 教育 第1回

186 株式会社いちごの樹 横浜市 卸売・小売業 第5回

187 ICH・GO向ヶ丘遊園店 多摩区 その他のサービス 第5回

188 市原クレーンサービス株式会社 東京都 建設業 第5回

189 市原塗装株式会社 高津区 建設業 第5回

190 株式会社一陽 中原区 建設業 第4回

191 株式会社一色 麻生区 建設業 第5回

192 株式会社イッツコーポレーション 中原区 情報通信業 第5回

193 株式会社一本松工業 麻生区 建設業 第4回

194 有限会社五和建設 横浜市 建設業 第5回

195 株式会社イデアクラフト 中原区 建設業 第5回

196 株式会社井出事務機 麻生区 卸売・小売業 第5回

197 有限会社伊藤工務店 高津区 建設業 第2回

198 いとう歯科医院 高津区 保健衛生・社会事業 第3回

199 株式会社伊藤商会 中原区 卸売・小売業 第5回

200 株式会社伊藤製本所 宮前区 製造業 第4回

201 有限会社伊藤パッケージ工業 中原区 製造業 第4回

202 いとうや 多摩区 卸売・小売業 第4回

203 株式会社イトデン 多摩区 建設業 第4回

204 稲田電機株式会社 多摩区 建設業 第5回

205 稲田勝税理士事務所 東京都 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

206 稲森電気株式会社 高津区 建設業 第4回

207 株式会社井上植木 中原区 建設業 第4回

208 株式会社井上工務店 宮前区 建設業 第4回

209 株式会社井上工務店 中原区 建設業 第5回

210 井上塗装店 中原区 建設業 第5回
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211 株式会社衣鳩工務店 幸区 建設業 第5回

212 有限会社イバラキ 幸区 製造業 第4回

213 有限会社いぶき 多摩区 その他のサービス 第4回

214 有限会社イマイ 川崎区 建設業 第5回

215 株式会社今井運送 宮前区 運輸・郵便業 第4回

216 株式会社今井造園 宮前区 建設業 第4回

217 株式会社今一工業 川崎区 建設業 第5回

218 株式会社今西建設 中原区 建設業 第4回

219 株式会社イマムラ 川崎区 建設業 第4回

220 株式会社今村建設 麻生区 建設業 第2回

221 株式会社癒 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

222 イリオス株式会社 横浜市 製造業 第5回

223 合同会社iroha&t 横浜市 卸売・小売業 第5回

224 株式会社岩崎工業所 川崎区 建設業 第5回

225 有限会社岩手電機製作所 高津区 製造業 第2回

226 株式会社岩間総建 川崎区 建設業 第4回

227 特定非営利活動法人インクルーシブ 宮前区 その他のサービス 第2回

228 株式会社インクルーブ 麻生区 その他のサービス 第4回

229 有限会社インテリア吉野 中原区 建設業 第5回

230 インテンショナルゴルフ株式会社 幸区 その他のサービス 第5回

231 株式会社infinity 多摩区 その他のサービス 第5回

232 インフィニティ企画合同会社 麻生区 宿泊・飲食サービス業 第4回

233 株式会社インプレッシオ 麻生区 製造業 第5回

234 合同会社インプレッション 幸区 その他のサービス 第5回

235 株式会社VARES 高津区 卸売・小売業 第5回

236 有限会社Weave 高津区 建設業 第4回

237 株式会社ウイット・タカダ 宮前区 製造業 第5回

238 株式会社WIN1058 宮前区 その他のサービス 第5回

239 株式会社Win Bear 幸区 建設業 第5回

240 株式会社ウエストリバー 高津区 卸売・小売業 第5回

241 株式会社上田設備 宮前区 建設業 第5回

242 株式会社植春造園 幸区 建設業 第4回

243 株式会社ウェルネス 多摩区 その他のサービス 第5回

244 合同会社ウェルフェアサービスたまロッヂ 多摩区 その他のサービス 第4回

245 株式会社ヴェローナ 中原区 卸売・小売業 第3回

246 ウォータースタンド株式会社 埼玉県 その他のサービス 第1回

247 有限会社宇佐美 幸区 その他のサービス 第5回

248 株式会社潮木塗装 麻生区 建設業 第4回

249 株式会社ウスヰ産業 麻生区 卸売・小売業 第4回

250 有限会社宇田川商店 横浜市 卸売・小売業 第5回

251 株式会社内田電機設備 中原区 卸売・小売業 第4回

252 内野電業社 宮前区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

253 内堀製作所 麻生区 製造業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

254 株式会社内海商事 幸区 その他のサービス 第5回

255 梅屋合同会社 中原区 その他のサービス 第5回

256 浦頭造園土木有限会社 多摩区 建設業 第4回

257 株式会社エイエル工業 幸区 その他のサービス 第2回

258 株式会社エイシークリエイト 横浜市 建設業 第5回

259 有限会社栄治工務店 中原区 建設業 第5回

260 株式会社栄新鉄工所 川崎区 建設業 第4回

261 永新プラスチック商事株式会社 幸区 卸売・小売業 第5回

262 株式会社エイセー美装 高津区 建設業 第5回

263 医療法人社団栄石会 多摩区 保健衛生・社会事業 第4回

264 株式会社栄装 麻生区 建設業 第4回

265 有限会社エイチ・エス・エスカレーション 中原区 その他のサービス 第5回

266 株式会社Ｈ・Ｋ 宮前区 教育 第4回

267 株式会社ＨＴＫエンジニアリング 川崎区 情報通信業 第1回

268 株式会社エイト 横浜市 建設業 第5回

269 合同会社エイムス 横浜市 卸売・小売業 第5回

270 株式会社エイワ 幸区 建設業 第4回

271 エイワ空調株式会社 幸区 建設業 第4回

272 株式会社栄和テクノ 中原区 製造業 第4回

273 株式会社エーアールエー 高津区 建設業 第5回

274 AI空調株式会社 高津区 建設業 第5回

275 A&Tロボティクス株式会社 川崎区 製造業 第5回

276 合同会社ANC 川崎区 製造業 第4回

277 Aクラフト株式会社 横浜市 建設業 第5回

278 株式会社ＡＣ＆Ｍ 東京都 情報通信業 第5回

279 ACS株式会社 高津区 その他のサービス 第4回

280 株式会社エーシーエム 横浜市 製造業 第5回

281 エージーティー株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

282 エージェーエス株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

283 株式会社ACE 宮前区 建設業 第5回

284 有限会社エース電子 中原区 製造業 第4回

285 株式会社エースプラン 横浜市 建設業 第5回

286 エースライズ株式会社 多摩区 建設業 第5回

287 ＡＴマシナリー株式会社 厚木市 製造業 第5回

288 有限会社エービーイーカンパニー 高津区 卸売・小売業 第4回

289 エービーシーカップリング工業株式会社 高津区 製造業 第4回

290 株式会社AP Signature 高津区 その他のサービス 第3回

291 エーポートコミュニケーションズ株式会社 中原区 情報通信業 第3回

292 エール合同会社 幸区 不動産業 第4回

293 エールデザート産業 多摩区 製造業 第4回

294 一般社団法人えがおる　等々力保育園 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

295 有限会社エクステリア三輪 麻生区 建設業 第4回

296 株式会社エクストリーム 高津区 その他のサービス 第3回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

297 有限会社エクセル 高津区 その他のサービス 第4回

298 株式会社エコキューブ 高津区 運輸・郵便業 第4回

299 エジック株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

300 エジックカスタム株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

301 有限会社エスアールエス 川崎区 建設業 第4回

302 株式会社エスアンドエフ　サギヌマスイミングクラブ 宮前区 教育 第3回

303 株式会社エス・イー・アイ 宮前区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回

304 株式会社エス・イー・オー 中原区 その他のサービス 第5回

305 株式会社エス・ウェーブ 中原区 建設業 第4回

306 株式会社エスエイエンジニアリング 横浜市 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

307 株式会社エスエムディシー 横浜市 その他のサービス 第5回

308 株式会社S.O.I. 宮前区 建設業 第2回

309 株式会社SKYnetworks 逗子市 その他のサービス 第4回

310 株式会社エスケー 宮前区 建設業 第4回

311 株式会社ＳＫコーポレーション 多摩区 その他のサービス 第4回

312 株式会社ＳＫジャパン 中原区 その他のサービス 第5回

313 株式会社エスティジェイ 高津区 卸売・小売業 第4回

314 株式会社S-TRUST 高津区 建設業 第4回

315 株式会社エスワイティ 中原区 教育（ＰＴＡを含む） 第5回

316 有限会社エターナルホーム 麻生区 建設業 第3回

317 株式会社Essen 中原区 情報通信業 第4回

318 株式会社エトワール 麻生区 建設業 第4回

319 株式会社エニシング 高津区 その他のサービス 第4回

320 株式会社エヌ・アイ・シー 高津区 卸売・小売業 第4回

321 株式会社エヌアセット 高津区 不動産業 第4回

322 ＮＥＣプロボノ倶楽部 中原区 市民団体 第4回

323 NECレッドロケッツ 中原区 その他のサービス 第5回

324 NAR株式会社 川崎区 建設業 第4回

325 株式会社エヌエスピージャパン 川崎区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

326 株式会社ＮＭＫ．７電設 多摩区 建設業 第2回

327 ＮＯＦメタルコーティングス株式会社 川崎区 製造業 第5回

328 有限会社エヌケーテクニカルシステム 川崎区 建設業 第3回

329 株式会社エヌシーイー 横浜市 宿泊・飲食サービス業 第4回

330 NCかわさきホームケア株式会社 中原区 その他のサービス 第5回

331 NTT-ATアイピーエス株式会社 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第2回

332 株式会社エヌティエス 川崎区 建設業 第5回

333 ＮＴＴ東日本神奈川事業部　川崎支店 川崎区 情報通信業 第4回

334 有限会社エヌビー 横浜市 建設業 第5回

335 株式会社エヌホーム 横浜市 建設業 第5回

336 ENEOSジュンテック株式会社 幸区 建設業 第2回

337 株式会社榎本建設 横浜市 建設業 第5回

338 有限会社エバト精機製作所 宮前区 製造業 第4回

339 荏原実業株式会社 川崎区 建設業 第1回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

340 株式会社エピック＆リリック 中原区 卸売・小売業 第5回

341 有限会社海老原 高津区 建設業 第4回

342 合同会社FＩＪ 横浜市 卸売・小売業 第5回

343 株式会社エフアンドケーフーズ 中原区 宿泊・飲食サービス業 第1回

344 有限会社エフ・イー・シー 横浜市 建設業 第5回

345 株式会社エフケイプラン 幸区 その他のサービス 第5回

346 FKS株式会社 多摩区 建設業 第5回

347 Fcom（株式会社つぐに） 横浜市 その他のサービス 第5回

348 株式会社FJ・ワークス 川崎区 製造業 第4回

349 株式会社エフスペック 宮前区 建設業 第5回

350 有限会社エフ・スリー 高津区 建設業 第4回

351 株式会社エフテックサービス 幸区 建設業 第2回

352 特定非営利活動法人エミフル 川崎区 NPO 第4回

353 株式会社ＭＲＥコンサルティング 高津区 不動産業 第4回

354 MS株式会社 幸区 建設業 第4回

355 有限会社エム・エス・ピー 横浜市 不動産業 第5回

356 MKTインターナショナル株式会社 中原区 その他のサービス 第4回

357 有限会社エムデン 多摩区 その他のサービス 第4回

358 株式会社エムネットワーク 宮前区 製造業 第4回

359 株式会社エム・レジン 中原区 建設業 第5回

360 株式会社M・Y・S 高津区 建設業 第4回

361 株式会社エリアブレイン 麻生区 その他のサービス 第2回

362 エリー株式会社 横浜市 その他のサービス 第4回

363 株式会社LR小川会計 高津区 その他のサービス 第5回

364 税理士法人LRパートナーズ 高津区 その他のサービス 第5回

365 社会保険労務士法人LRパートナーズ 高津区 その他のサービス 第5回

366 行政書士法人LRパートナーズ 高津区 その他のサービス 第5回

367 エルステッドインターナショナル株式会社 東京都 専門・科学技術、業務支援サービス業 第2回

368 株式会社エルプラス 東京都 不動産業 第4回

369 株式会社EN 横浜市 卸売・小売業 第5回

370 追川建設株式会社 多摩区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

371 オイテル株式会社 東京都 情報通信業 第5回

372 O.E.N.株式会社 横浜市 運輸・郵便業 第5回

373 オーイーシステム株式会社 中原区 その他のサービス 第5回

374 有限会社大石製作所 中原区 製造業 第5回

375 合資会社大石石材店 高津区 建設業 第4回

376 OSA.クラフト株式会社 宮前区 建設業 第5回

377 有限会社オーエフリビングサービス 麻生区 建設業 第4回

378 株式会社オーエムシー 多摩区 製造業 第4回

379 有限会社オーエルエス 川崎区 建設業 第5回

380 大川原建設株式会社 川崎区 建設業 第5回

381 有限会社大木石材店 多摩区 建設業 第5回

382 株式会社大里工業 多摩区 建設業 第2回
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383 大沢自動車工業株式会社 多摩区 その他のサービス 第4回

384 株式会社大茂建工 幸区 建設業 第5回

385 有限会社大島製作所 川崎区 製造業 第5回

386 大城興業株式会社 川崎区 製造業 第5回

387 株式会社大隅興業 麻生区 建設業 第5回

388 株式会社Oo設計 川崎区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

389 大曽根運輸株式会社 横浜市 運輸・郵便業 第5回

390 株式会社オーソリティー空調 多摩区 建設業 第2回

391 有限会社大竹タイル店 麻生区 建設業 第5回

392 大竹正晃土地家屋調査士事務所 高津区 その他のサービス 第4回

393 株式会社大谷堂 川崎区 製造業 第4回

394 株式会社大塚商会 東京都 卸売・小売業 第4回

395 おおつか整骨院・鍼灸院 宮前区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

396 大塚製薬株式会社　首都圏第二支店 横浜市 製造業 第3回

397 株式会社Autowiz　Japan 麻生区 その他のサービス 第5回

398 有限会社オートグラスタカハシ 中原区 その他のサービス 第5回

399 有限会社オートフォース 麻生区 その他のサービス 第4回

400 有限会社大野建設 多摩区 建設業 第5回

401 有限会社大野製作所 高津区 製造業 第4回

402 大橋自動車販売株式会社 高津区 その他のサービス 第5回

403 有限会社大橋製作所 東京都 製造業 第5回

404 株式会社大林組 東京都 建設業 第4回

405 おおはら経営相談事務所 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

406 株式会社太堀 川崎区 農林水産業 第5回

407 有限会社大村端子製作所 中原区 製造業 第5回

408 有限会社オールウェイズ 中原区 その他のサービス 第5回

409 株式会社大脇金型製作所 高津区 製造業 第4回

410 株式会社オガサワラ 幸区 卸売・小売業 第5回

411 有限会社オガタ 川崎区 製造業 第5回

412 有限会社OKADAPROJECTS 高津区 製造業 第2回

413 岡田屋足袋店 高津区 卸売・小売業 第4回

414 岡村建興株式会社 川崎区 建設業 第4回

415 有限会社小川水道 麻生区 建設業 第4回

416 株式会社小川設備 麻生区 建設業 第5回

417 小川電機株式会社 高津区 卸売・小売業 第4回

418 株式会社冲セキ 川崎区 卸売・小売業 第4回

419 株式会社荻田防水 宮前区 建設業 第4回

420 株式会社オキナ 幸区 建設業 第5回

421 沖縄グローバル大学一般社団法人　ほたるっこ保育園 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

422 株式会社奥村組横浜支店 横浜市 建設業 第5回

423 株式会社オザキ 高津区 建設業 第4回

424 有限会社尾崎工業 幸区 製造業 第5回

425 有限会社オサデン 中原区 卸売・小売業 第4回
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426 株式会社オスモ 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

427 株式会社オダカ 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

428 小田急のくらし部 麻生区 市民団体 第1回

429 オダギリ・ハウジング株式会社 麻生区 不動産業 第4回

430 小田土木株式会社 川崎区 建設業 第5回

431 株式会社越智製作所 高津区 製造業 第4回

432 株式会社OTO 横浜市 建設業 第5回

433 有限会社乙訓材木店 中原区 卸売・小売業 第5回

434 株式会社おとや 東京都 卸売・小売業 第5回

435 株式会社小野崎電業 川崎区 建設業 第4回

436 小野寺建設株式会社 宮前区 建設業 第4回

437 有限会社小野内装 幸区 建設業 第2回

438 株式会社小幡工業所 東京都 建設業 第5回

439 帯野工業株式会社 宮前区 建設業 第5回

440 株式会社オフィス越川 東京都 その他のサービス 第5回

441 オプティカルコイケ 中原区 卸売・小売業 第4回

442 株式会社OMNIBUS 川崎区 その他のサービス 第4回

443 株式会社小山田塗装 高津区 建設業 第4回

444 株式会社オリエント冷熱 麻生区 建設業 第5回

445 オリンピア建設株式会社 多摩区 建設業 第2回

446 有限会社オルザコーポレーション 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第4回

447 株式会社ONDO-MAKING 多摩区 情報通信業 第4回

448 有限会社CarCraft 麻生区 その他のサービス 第5回

449 カークリーナーオオタニ 中原区 その他のサービス 第5回

450 株式会社カーズ 宮前区 建設業 第4回

451 株式会社ガーデンヒーローズ 中原区 建設業 第4回

452 ガーネストジャパン株式会社 多摩区 その他のサービス 第4回

453 有限会社海栄商事 幸区 その他のサービス 第4回

454 開真産業株式会社 東京都 運輸・郵便業 第5回

455 買取専門店大吉　向ヶ丘遊園駅前店 多摩区 卸売・小売業 第5回

456 カイロプラクティックニール＆ティファニー 高津区 その他のサービス 第5回

457 花王株式会社川崎工場 川崎区 製造業 第2回

458 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 東京都 卸売・小売業 第2回

459 医療法人柿生会 麻生区 保健衛生・社会事業 第4回

460 川崎市立柿生小学校 麻生区 学校 第1回

461 学校法人柿の実学園柿の実幼稚園 麻生区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

462 株式会社かけはし 中原区 情報通信業 第4回

463 株式会社カサ・ピノ・ジャパン 横浜市 製造業 第5回

464 有限会社梶塗装 幸区 建設業 第4回

465 鹿島建設株式会社　横浜支店 横浜市 建設業 第4回

466 柏倉建設株式会社 横浜市 建設業 第5回

467 柏倉工業株式会社 横浜市 不動産業 第5回

468 有限会社カシワ商会 幸区 建設業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

469 春日商事株式会社 麻生区 不動産業 第5回

470 株式会社カスタムケースドットジェーピー 中原区 製造業 第5回

471 株式会社カスト 横浜市 その他のサービス 第5回

472 株式会社片桐工務店 幸区 建設業 第4回

473 株式会社カツカネ 東京都 その他のサービス 第5回

474 カットハウスアディア 幸区 その他のサービス 第5回

475 有限会社勝又 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

476 加藤土建株式会社 川崎区 建設業 第3回

477 加図建設株式会社 高津区 建設業 第5回

478 門部興業株式会社 多摩区 建設業 第5回

479 株式会社カナイ 川崎区 製造業 第4回

480 有限会社神奈川厚板 宮前区 製造業 第4回

481 有限会社神奈川スポット 多摩区 建設業 第4回

482 有限会社神奈川通信機 川崎区 卸売・小売業 第4回

483 カナケイ株式会社 幸区 その他のサービス 第4回

484 有限会社かなめ 横浜市 製造業 第5回

485 株式会社要建装 麻生区 建設業 第5回

486 株式会社カネシ商事 中原区 卸売・小売業 第5回

487 株式会社カネダ食品 川崎区 卸売・小売業 第5回

488 株式会社狩野建築 麻生区 建設業 第4回

489 株式会社叶屋 中原区 建設業 第1回

490 ＣＡＦĒ　Hat 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

491 株式会社ジミー 幸区 卸売・小売業 第5回

492 加宝綜合防災株式会社 横浜市 建設業 第5回

493 有限会社上石 多摩区 卸売・小売業 第4回

494 株式会社上組　横浜支店 川崎区 運輸・郵便業 第5回

495 上代工業株式会社 高津区 製造業 第2回

496 有限会社神永建設 中原区 建設業 第5回

497 株式会社カミムラ 多摩区 建設業 第4回

498 有限会社上村タイル工業 多摩区 建設業 第4回

499 株式会社上柳組 横浜市 建設業 第5回

500 株式会社かみやま 中原区 その他のサービス 第4回

501 亀澤特殊鋼株式会社 幸区 卸売・小売業 第2回

502 Color Japan株式会社 中原区 建設業 第2回

503 株式会社唐澤工業 宮前区 建設業 第5回

504 学校法人カリタス学園 多摩区 学校 第2回

505 カリフッド株式会社 東京都 製造業 第5回

506 株式会社カリヨン・カンパニー 高津区 教育 第4回

507 株式会社ガルニエ 宮前区 建設業 第3回

508 川石運送株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第4回

509 河合土木株式会社 宮前区 建設業 第4回

510 川崎運送株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

511 かわさきかえるプロジェクト 宮前区 市民団体 第1回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

512 川崎花卉園芸株式会社 宮前区 卸売・小売業 第1回

513 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 川崎区 宿泊・飲食サービス業 第4回

514 株式会社川崎空調サービス 川崎区 建設業 第1回

515 河﨑組建設業株式会社 高津区 建設業 第4回

516 一般社団法人川崎建設業協会 川崎区 建設業 第3回

517 川崎工苑建設株式会社 宮前区 建設業 第5回

518 かわさきこども食堂ネットワーク 高津区 市民団体 第4回

519 協同組合川崎市建築家の会 川崎区 建設業 第5回

520 川崎市住宅供給公社 川崎区 不動産業 第3回

521 公益財団法人川崎市生涯学習財団 中原区 教育 第2回

522 川崎市地球温暖化防止活動推進センター 高津区 その他のサービス 第2回

523 川崎市ビルメンテナンス業協同組合 川崎区 その他のサービス 第5回

524 特定非営利活動法人川崎市民石けんプラント 川崎区 NPO 第3回

525 有限会社川崎重機 高津区 建設業 第4回

526 川崎信用金庫 川崎区 金融・保険業 第1回

527 かわさき生活クラブ生活協同組合 宮前区 卸売・小売業 第2回

528 一般社団法人川崎ゼロ・エミッション工業団地 川崎区 その他のサービス 第5回

529 株式会社川崎葬儀社 中原区 その他のサービス 第3回

530 川崎葬祭具協同組合 中原区 その他のサービス 第3回

531 株式会社川崎第一ホテル 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

532 川崎大師雷神堂 川崎区 卸売・小売業 第5回

533 川崎新田ボクシングジム 多摩区 その他のサービス 第5回

534 株式会社川崎ビルサービス 多摩区 その他のサービス 第4回

535 かわさきファズ株式会社 川崎区 不動産業 第5回

536 株式会社カワサキ不動産 多摩区 建設業 第4回

537 株式会社川崎フロンターレ 高津区 その他のサービス 第3回

538 川崎北部市場運送サービス株式会社 宮前区 運輸・郵便業 第2回

539 かわさきママのわ事務局 ― 市民団体 第1回

540 特定非営利活動法人カワサキミュージックキャスト 中原区 NPO 第3回

541 株式会社川崎優祥会 高津区 教育 第4回

542 かわさき若者会議 高津区 市民団体 第3回

543 カワスイ 川崎水族館 川崎区 その他のサービス 第1回

544 有限会社川善工業 多摩区 建設業 第4回

545 有限会社川田産業 麻生区 建設業 第5回

546 有限会社かわだや 川崎区 建設業 第5回

547 環境教育学習プロジェクト 中原区 市民団体 第3回

548 カンキョープランニング株式会社 幸区 その他のサービス 第5回

549 株式会社関東機工 千葉県 建設業 第5回

550 関東警備株式会社 高津区 建設業 第3回

551 株式会社関東工機 宮前区 卸売・小売業 第4回

552 有限会社関東スクリーン印刷 横浜市 製造業 第5回

553 有限会社関東防水技研 幸区 建設業 第4回

554 株式会社かんぽ生命保険　南関東エリア本部 川崎区 金融・保険業 第3回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

555 有限会社喜有組 川崎区 建設業 第4回

556 認定NPO法人キーパーソン２１ 中原区 NPO 第2回

557 機械彫刻白子 麻生区 製造業 第4回

558 株式会社菊商なごみ 横浜市 卸売・小売業 第5回

559 株式会社菊池組 高津区 建設業 第5回

560 株式会社菊池工業所 川崎区 建設業 第5回

561 株式会社菊池電業社 川崎区 建設業 第3回

562 合同会社絆家 高津区 建設業 第4回

563 株式会社北浦工業 川崎区 建設業 第3回

564 株式会社キタガワ 横浜市 卸売・小売業 第5回

565 株式会社北島工務店 麻生区 建設業 第5回

566 有限会社木田製作所 横浜市 製造業 第5回

567 株式会社北野書店 幸区 卸売・小売業 第1回

568 株式会社吉忠工務所 川崎区 建設業 第4回

569 株式会社キットジャパン 麻生区 その他のサービス 第4回

570 株式会社喜美代建設 幸区 建設業 第1回

571 有限会社木村茂商店 川崎区 卸売・小売業 第3回

572 株式会社木村土建 幸区 建設業 第4回

573 有限会社木森工務店 麻生区 建設業 第3回

574 株式会社キャニオンホーム 高津区 不動産業 第4回

575 QLデンタルメーカー株式会社 多摩区 保健衛生・社会事業 第4回

576 NPO法人QOLサポート研究会 幸区 NPO 第1回

577 株式会社久代 中原区 卸売・小売業 第4回

578 キュレコ株式会社 横浜市 情報通信業 第5回

579 協伸工業有限会社 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

580 株式会社協進工業所 幸区 製造業 第5回

581 行政書士かえで合同事務所 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

582 行政書士四季京法務事務所 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

583 行政書士土田経営事務所 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

584 行政書士枡形山法務事務所 多摩区 その他のサービス 第5回

585 協成電気株式会社 川崎区 建設業 第1回

586 共同建設株式会社 川崎区 建設業 第4回

587 共同北部水産株式会社 宮前区 卸売・小売業 第5回

588 京南電機有限会社 横浜市 製造業 第5回

589 キョウリツエレクトロニクス株式会社 高津区 製造業 第2回

590 株式会社協和建装 高津区 建設業 第2回

591 協和建装株式会社 宮前区 建設業 第5回

592 株式会社協和工事 川崎区 建設業 第4回

593 株式会社協和工務店 横浜市 建設業 第5回

594 有限会社協和商事 東京都 不動産業 第5回

595 共和建物管理株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

596 株式会社協和美装 横浜市 建設業 第5回

597 キョーデン設備株式会社 横浜市 建設業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

598 旭光通信システム株式会社 高津区 製造業 第2回

599 キンコーズ・ジャパン株式会社川崎駅前店 川崎区 その他のサービス 第1回

600 銀座ふれ愛パーク株式会社 多摩区 その他のサービス 第5回

601 銀座ホールディングス株式会社 多摩区 その他のサービス 第5回

602 有限会社銀線堂 中原区 その他のサービス 第5回

603 空建築家工房株式会社 横浜市 建設業 第5回

604 有限会社クエスト 幸区 その他のサービス 第4回

605 有限会社クオリス 中原区 製造業 第4回

606 川崎市立久地小学校 高津区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

607 久慈電気工業株式会社 多摩区 建設業 第3回

608 一般社団法人くすのき自然クラブ 幸区 その他のサービス 第4回

609 株式会社グッド 東京都 その他のサービス 第4回

610 グッドサービング株式会社 宮前区 その他のサービス 第3回

611 株式会社Good Job Company 横浜市 建設業 第5回

612 有限会社工藤組 中原区 建設業 第4回

613 有限会社工藤製作所 高津区 製造業 第3回

614 株式会社ＫＵＮＩ建築工房 中原区 建設業 第5回

615 株式会社邦松工務店 川崎区 建設業 第5回

616 有限会社熊坂塗装 幸区 建設業 第5回

617 株式会社クライムケー 麻生区 建設業 第5回

618 有限会社グラビティー工業 川崎区 建設業 第5回

619 株式会社グラム 東京都 卸売・小売業 第5回

620 株式会社グラン・ウール 横浜市 製造業 第5回

621 株式会社グランドクロス 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

622 有限会社グランメール 横浜市 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

623 有限会社グリーミー 東京都 情報通信業 第5回

624 株式会社グリーン 麻生区 その他のサービス 第5回

625 有限会社グリーンフーズあつみ　おつけもの慶 川崎区 製造業 第1回

626 株式会社クリシマ 中原区 卸売・小売業 第4回

627 有限会社栗山輪業商会 幸区 卸売・小売業 第5回

628 株式会社久利生工業 多摩区 建設業 第4回

629 株式会社ＣＬＵＥ 多摩区 卸売・小売業 第5回

630 株式会社クルトンハウス 宮前区 卸売・小売業 第4回

631 認定NPO法人くるみ－来未 中原区 NPO 第4回

632 株式会社クレア・ジャパン 横浜市 その他のサービス 第5回

633 有限会社クレアン 麻生区 その他のサービス 第5回

634 株式会社グレイトフル 川崎区 卸売・小売業 第3回

635 株式会社CRANE 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

636 株式会社クレール 川崎区 製造業 第5回

637 株式会社グロウ 東京都 建設業 第4回

638 株式会社グローカルアクト 麻生区 その他のサービス 第1回

639 グロース有限会社 多摩区 その他のサービス 第5回

640 株式会社クローバーハウス 多摩区 不動産業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

641 株式会社クローバリー 麻生区 卸売・小売業 第4回

642 株式会社グローバル環境ソリューション 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

643 株式会社グローバルデスク 横浜市 卸売・小売業 第4回

644 グローバルトモ株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

645 株式会社クロスロード 高津区 その他のサービス 第5回

646 株式会社クロベコーポレーション 横浜市 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

647 ケイ・アイ株式会社 川崎区 建設業 第4回

648 有限会社ケイ・アイ・エム 東京都 製造業 第5回

649 経営サポートセンター協同組合 中原区 その他のサービス 第4回

650 慶応義塾體育會女子ラクロス部 横浜市 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

651 京急電機株式会社 川崎区 建設業 第4回

652 鶏炭 宮前区 宿泊・飲食サービス業 第5回

653 株式会社ケイツーワン 中原区 建設業 第5回

654 株式会社KTSC 多摩区 その他のサービス 第5回

655 株式会社KEIHIN 川崎区 建設業 第5回

656 京浜楽器株式会社 中原区 卸売・小売業 第4回

657 株式会社京浜総工 川崎区 建設業 第4回

658 株式会社京浜テック 川崎区 建設業 第5回

659 有限会社京浜メディカルサービス 中原区 その他のサービス 第5回

660 京浜メンテナンス株式会社 宮前区 建設業 第4回

661 株式会社Kプランニング 多摩区 建設業 第4回

662 株式会社ケイベスト 幸区 その他のサービス 第4回

663 ケイ・メックス株式会社 東京都 製造業 第5回

664 医療法人社団恵悠会 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

665 KSM株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

666 ケーエス電工株式会社 川崎区 製造業 第5回

667 株式会社ケーシン 幸区 運輸・郵便業 第5回

668 株式会社ケーナイン 高津区 不動産業 第4回

669 株式会社ケービーエス 横浜市 製造業 第5回

670 株式会社劇団民藝 麻生区 その他のサービス 第2回

671 結婚相談ＳＴブライダル 幸区 その他のサービス 第4回

672 株式会社元機 横浜市 卸売・小売業 第5回

673 株式会社研空社 多摩区 建設業 第1回

674 株式会社健秀 川崎区 建設業 第4回

675 有限会社研精工業所 中原区 製造業 第3回

676 株式会社建装 高津区 建設業 第5回

677 学校法人健爽学園 宮前区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

678 有限会社ケント 多摩区 建設業 第4回

679 有限会社建塗工業 麻生区 建設業 第4回

680 けんとす合同会社 幸区 不動産業 第4回

681 株式会社GEMBAコンサルティング 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

682 株式会社Core Link 多摩区 その他のサービス 第5回

683 コアレックス三栄株式会社　東京工場 川崎区 製造業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

684 株式会社小池工業 麻生区 建設業 第4回

685 株式会社濃沼植木 多摩区 建設業 第4回

686 株式会社廣亜 高津区 建設業 第3回

687 交安株式会社 宮前区 建設業 第5回

688 株式会社幸栄 川崎区 建設業 第5回

689 株式会社幸栄工業 中原区 建設業 第4回

690 株式会社興建 中原区 建設業 第2回

691 株式会社光洲産業 高津区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第3回

692 株式会社高尚エンジニアリング 中原区 建設業 第4回

693 株式会社浩伸技研 川崎区 製造業 第5回

694 幸伸工業株式会社 幸区 建設業 第5回

695 株式会社高進工業 幸区 建設業 第5回

696 株式会社弘伸精機 幸区 製造業 第5回

697 株式会社光田産業 高津区 その他のサービス 第4回

698 港南商事株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

699 株式会社光文堂 横浜市 卸売・小売業 第5回

700 有限会社コウペレート 横浜市 卸売・小売業 第5回

701 株式会社幸峯 東京都 建設業 第5回

702 港北電材株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

703 株式会社光明電設工業 中原区 建設業 第4回

704 有限会社光陽 横浜市 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

705 有限会社光洋企画 高津区 運輸・郵便業 第3回

706 株式会社光陽電業社 中原区 建設業 第4回

707 有限会社向陽電子塗装工業所 横浜市 製造業 第5回

708 有限会社広和加工 高津区 製造業 第5回

709 有限会社高和建設 高津区 建設業 第4回

710 株式会社Goen 高津区 不動産業 第5回

711 伍縁工業株式会社 高津区 建設業 第4回

712 株式会社コーセツコンサルタント 横浜市 その他のサービス 第4回

713 株式会社コーセン 横浜市 建設業 第5回

714 有限会社コーラル 横浜市 情報通信業 第5回

715 株式会社ゴーランドカンパニー 宮前区 卸売・小売業 第5回

716 株式会社コールドクター 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

717 コカ·コーラ ボトラーズジャパン株式会社 宮前区 製造業 第2回

718 株式会社コクサイテクノ 川崎区 建設業 第1回

719 株式会社互幸ワークス 高津区 その他のサービス 第4回

720 有限会社小島産業 麻生区 建設業 第4回

721 有限会社小島自動車 多摩区 その他のサービス 第4回

722 株式会社小杉商店 横浜市 製造業 第5回

723 有限会社コスモ企画 幸区 建設業 第5回

724 株式会社コスモテック 幸区 製造業 第4回

725 こづか株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

726 後藤商店株式会社 幸区 その他のサービス 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

727 有限会社五島製作所 宮前区 製造業 第5回

728 株式会社後藤製作所 多摩区 製造業 第4回

729 後藤靖幸建築設計事務所 高津区 建設業 第5回

730 株式会社小西興業 横浜市 建設業 第5回

731 株式会社小沼工務店 川崎区 建設業 第5回

732 KonoYubi株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

733 有限会社小林設備工業 横浜市 建設業 第5回

734 こばやしでんき 中原区 卸売・小売業 第5回

735 株式会社駒井興業 幸区 建設業 第5回

736 株式会社小松工業 中原区 建設業 第4回

737 株式会社小松工務店 中原区 建設業 第4回

738 小松精機株式会社 横浜市 製造業 第5回

739 小松造園 高津区 その他のサービス 第5回

740 有限会社小松屋造園 麻生区 建設業 第4回

741 コマニー株式会社横浜営業所 横浜市 製造業 第2回

742 ごみるんるん 中原区 市民団体 第4回

743 株式会社小向精機 幸区 製造業 第5回

744 株式会社小山ガレージ 横浜市 製造業 第5回

745 KORYORI-YA らん 高津区 宿泊・飲食サービス業 第5回

746 株式会社KORST 中原区 建設業 第2回

747 株式会社COLONNAMILIARE 幸区 宿泊・飲食サービス業 第4回

748 コンテナーズラボラトリー株式会社 横浜市 製造業 第5回

749 一般社団法人魂刀流志伎会 高津区 その他のサービス 第5回

750 今野工業株式会社 高津区 製造業 第4回

751 有限会社コンビックス工業 宮前区 製造業 第4回

752 コンピュータマインド株式会社 宮前区 情報通信業 第4回

753 株式会社コンファックス 川崎区 建設業 第5回

754 サイクロフェーシング株式会社 中原区 製造業 第5回

755 有限会社最光 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

756 宗教法人西光寺 麻生区 その他のサービス 第4回

757 株式会社斎田鉄工所 川崎区 製造業 第4回

758 株式会社斉藤建築設計事務所 多摩区 建設業 第5回

759 斎藤工業株式会社 幸区 建設業 第5回

760 有限会社斉藤造園 宮前区 建設業 第4回

761 有限会社斎藤タイヤー商会 川崎区 卸売・小売業 第4回

762 有限会社斎藤螺子製作所 高津区 製造業 第4回

763 有限会社サイトー工業 宮前区 建設業 第4回

764 NPO法人幸区盛り上げ隊 幸区 NPO 第2回

765 幸防災株式会社 幸区 その他のサービス 第4回

766 有限会社幸ロードライン 幸区 建設業 第5回

767 株式会社サウス・ウイング川崎 高津区 不動産業 第5回

768 株式会社SOUNDNAUTS 多摩区 その他のサービス 第4回

769 有限会社ザ・エブリデイ・オフィス 宮前区 その他のサービス 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

770 有限会社酒井商店 川崎区 卸売・小売業 第5回

771 酒井塗装 幸区 建設業 第4回

772 株式会社サカエ 中原区 製造業 第5回

773 栄石油株式会社 川崎区 卸売・小売業 第2回

774 有限会社坂下産業運輸 川崎区 運輸・郵便業 第5回

775 有限会社坂田彫刻工業所 幸区 製造業 第5回

776 有限会社坂本塗装工業所 川崎区 製造業 第5回

777 株式会社サクライ 横浜市 製造業 第5回

778 株式会社さくらい 川崎区 不動産業 第5回

779 サクライ電設株式会社 横浜市 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

780 株式会社サクラ企画運輸 幸区 運輸・郵便業 第5回

781 株式会社櫻澤工務店 高津区 建設業 第4回

782 有限会社桜総合設備 多摩区 建設業 第4回

783 株式会社ササオカ建装 麻生区 建設業 第5回

784 有限会社佐々木電送 高津区 その他のサービス 第5回

785 佐々木レジン株式会社 川崎区 建設業 第4回

786 株式会社笹久保土建 多摩区 建設業 第4回

787 株式会社サザン・エージェンシー 川崎区 情報通信業 第4回

788 サステナブルソリューションズ株式会社 川崎区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

789 一般社団法人サステナブルマップ 麻生区 NPO 第1回

790 ＺＡＣソリューション株式会社 麻生区 情報通信業 第4回

791 札幌食品株式会社 中原区 製造業 第4回

792 サツマ工業株式会社 川崎区 製造業 第3回

793 株式会社薩摩合成 中原区 不動産業 第4回

794 株式会社佐藤グラウド 川崎区 建設業 第4回

795 株式会社佐藤工務店 川崎区 建設業 第3回

796 株式会社佐藤工務店 幸区 建設業 第5回

797 有限会社佐藤酒店 多摩区 卸売・小売業 第5回

798 有限会社佐藤精機製作所 中原区 製造業 第5回

799 さとう治療院 横浜市 その他のサービス 第5回

800 株式会社佐藤塗装店 多摩区 建設業 第5回

801 眞田建装 幸区 建設業 第4回

802 佐野デザイン事務所 中原区 製造業 第2回

803 有限会社佐保田土木 高津区 建設業 第4回

804 合同会社SAMURAI 幸区 建設業 第5回

805 株式会社サルト 宮前区 建設業 第3回

806 株式会社ザロック 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

807 有限会社三栄 幸区 建設業 第5回

808 三英電装株式会社 宮前区 製造業 第5回

809 有限会社三栄ネームプレート製作所 中原区 製造業 第5回

810 株式会社サンエス 横浜市 製造業 第5回

811 三輝機工株式会社 川崎区 建設業 第3回

812 株式会社三協広告 幸区 情報通信業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

813 有限会社三共リブレ 中原区 その他のサービス 第3回

814 株式会社三建 川崎区 不動産業 第5回

815 株式会社サン工機 中原区 製造業 第3回

816 株式会社三幸建設 川崎区 建設業 第5回

817 有限会社三幸紙器製作所 幸区 製造業 第5回

818 三幸電設株式会社 横浜市 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

819 産後骨盤矯正サロンサルビア 中原区 その他のサービス 第5回

820 株式会社三珠 高津区 製造業 第4回

821 株式会社三秀 麻生区 建設業 第4回

822 有限会社サンシンコーポレーション 横浜市 製造業 第5回

823 医療法人社団三知会 多摩区 保健衛生・社会事業 第4回

824 株式会社サンテック 多摩区 建設業 第3回

825 株式会社サンテック 中原区 製造業 第4回

826 株式会社山王パイル 東京都 建設業 第5回

827 株式会社サンハイツヨシハマ 川崎区 不動産業 第5回

828 株式会社サンフーズ 多摩区 卸売・小売業 第5回

829 株式会社サンフジ企画 東京都 その他のサービス 第1回

830 サンプロセス株式会社 東京都 その他のサービス 第5回

831 株式会社三盟基礎 高津区 建設業 第3回

832 有限会社サンメディカル 幸区 その他のサービス 第4回

833 株式会社三友 多摩区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

834 株式会社サンユー 平塚市 宿泊・飲食サービス業 第4回

835 有限会社山友管理 高津区 不動産業 第4回

836 株式会社三陽電機エイケー 横浜市 製造業 第5回

837 有限会社サンライズ 高津区 建設業 第4回

838 株式会社サンライズエンジニアリング 東京都 建設業 第4回

839 株式会社三和 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

840 三和運輸株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

841 三和クリエーション株式会社 中原区 製造業 第2回

842 有限会社三和精器 横浜市 製造業 第5回

843 三和精機製作所 中原区 製造業 第4回

844 三和フード株式会社 中原区 製造業 第4回

845 株式会社ジーアシスト 高津区 製造業 第4回

846 シィー・シィー・ビィー株式会社 高津区 建設業 第5回

847 CAT株式会社 川崎区 建設業 第5回

848 株式会社Ｇ．Ｓ．Ａ 中原区 その他のサービス 第3回

849 株式会社シー・エスクリエイト 高津区 卸売・小売業 第4回

850 株式会社シーエスデー 高津区 情報通信業 第1回

851 合同会社C-tang 宮前区 宿泊・飲食サービス業 第3回

852 有限会社シーフィールド 横浜市 その他のサービス 第5回

853 株式会社シーボン 宮前区 製造業 第3回

854 合同会社G-mind 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

855 株式会社ジーユー・ライフ 中原区 その他のサービス 第2回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

856 株式会社シールズ 横浜市 その他のサービス 第5回

857 株式会社ジェイアンドシー 横浜市 製造業 第5回

858 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 東京都 建設業 第4回

859 JFEコンフォーム株式会社 川崎区 建設業 第1回

860 ジェイシー企画株式会社 多摩区 建設業 第5回

861 株式会社JCポート 多摩区 卸売・小売業 第4回

862 株式会社ＪＴＢ 川崎区 その他のサービス 第1回

863 株式会社J-molding 幸区 製造業 第5回

864 有限会社ジェイラップ 宮前区 建設業 第4回

865 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 横浜市 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

866 株式会社JCP 川崎区 建設業 第5回

867 ジェクト株式会社 中原区 建設業 第1回

868 株式会社ＣｈｅｚＴｒｕｓｔ 多摩区 不動産業 第4回

869 潮井利興業株式会社 横浜市 建設業 第5回

870 株式会社ジオステップ 川崎区 その他のサービス 第5回

871 株式会社重田組 中原区 建設業 第2回

872 重田造園土木株式会社 中原区 建設業 第2回

873 株式会社システムユーティ 多摩区 製造業 第4回

874 NPO法人姿勢教育の孝心会 幸区 NPO 第3回

875 株式会社シティープランニング 中原区 不動産業 第4回

876 株式会社シティネット 中原区 不動産業 第1回

877 株式会社シティライト 横浜市 建設業 第5回

878 株式会社シティライフ 中原区 不動産業 第4回

879 株式会社シナジー 中原区 卸売・小売業 第4回

880 株式会社品田工業所 幸区 製造業 第3回

881 篠竹興業株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

882 有限会社シノダ自動車ガラス 中原区 その他のサービス 第4回

883 柴崎工業株式会社 川崎区 建設業 第5回

884 株式会社シバスタ 横浜市 情報通信業 第5回

885 株式会社柴橋商会 横浜市 その他のサービス 第4回

886 有限会社渋川製作所 多摩区 製造業 第4回

887 株式会社シフト 宮前区 その他のサービス 第4回

888 有限会社シブヤ 高津区 製造業 第5回

889 株式会社シブヤトランスポートサービス 高津区 運輸・郵便業 第4回

890 司法書士芹田事務所 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

891 嶋内不動産鑑定 多摩区 その他のサービス 第5回

892 株式会社嶋岡製作所 中原区 製造業 第4回

893 株式会社島崎工務店 多摩区 建設業 第4回

894 有限会社島田製作所 高津区 製造業 第4回

895 島田電設工業株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

896 有限会社清水技研 幸区 製造業 第5回

897 清水建設株式会社 横浜市 建設業 第5回

898 株式会社志水商店 中原区 卸売・小売業 第1回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

899 株式会社しむら 宮前区 製造業 第5回

900 SHINEECOMPANY株式会社 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

901 有限会社シャイニング 川崎区 その他のサービス 第5回

902 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 中原区 その他のサービス 第5回

903 有限会社ジャスティス 中原区 その他のサービス 第3回

904 株式会社ジャパウイン 川崎区 その他のサービス 第5回

905 JAPAN CARS株式会社 川崎区 卸売・小売業 第5回

906 株式会社ジャパングリーンプロモート 宮前区 建設業 第4回

907 株式会社シャルム 幸区 卸売・小売業 第3回

908 株式会社ジャンボ 横浜市 その他のサービス 第5回

909 有限会社秀栄 麻生区 建設業 第4回

910 住建株式会社 横浜市 不動産業 第5回

911 株式会社秀光 幸区 製造業 第1回

912 株式会社住宅情報サービス 川崎区 不動産業 第5回

913 株式会社住販サービス川崎日航ホテル 川崎区 宿泊・飲食サービス業 第2回

914 社会福祉法人宿河原会 多摩区 教育 第2回

915 JOYCORT 高津区 その他のサービス 第2回

916 株式会社JOYCORT SUPPORT 高津区 保健衛生・社会事業 第2回

917 有限会社ジョイランドリーサービス 東京都 その他のサービス 第5回

918 株式会社ショウエイ 幸区 製造業 第2回

919 株式会社ショウエイ 横浜市 建設業 第5回

920 松栄金属株式会社 中原区 製造業 第4回

921 株式会社翔榮建設 宮前区 建設業 第4回

922 松栄産業株式会社 中原区 製造業 第3回

923 昭栄通信工業株式会社 宮前区 製造業 第4回

924 昌栄電設株式会社 川崎区 建設業 第3回

925 株式会社ショウエイパック 高津区 製造業 第4回

926 焼結合金加工株式会社 中原区 製造業 第2回

927 庄司鳶工業株式会社 高津区 建設業 第4回

928 翔成海運株式会社 川崎区 その他のサービス 第5回

929 宗教法人正泉寺 横浜市 その他のサービス 第5回

930 有限会社翔太 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

931 松電通信株式会社 横浜市 情報通信業 第5回

932 株式会社城南進学研究社 川崎区 教育 第1回

933 城南ハウス有限会社 川崎区 建設業 第5回

934 株式会社湘南フーズプランニング 多摩区 卸売・小売業 第4回

935 情報印刷株式会社 高津区 製造業 第5回

936 昭和電工株式会社川崎事業所 川崎区 製造業 第5回

937 株式会社食の力コーポレーション 山形県 製造業 第5回

938 有限会社シライ 麻生区 卸売・小売業 第4回

939 有限会社白井クリーニング 多摩区 その他のサービス 第3回

940 株式会社白石工業 川崎区 建設業 第4回

941 土地家屋調査士法人白石事務所 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

942 有限会社白井庭園 横浜市 建設業 第5回

943 シルクラ・アジア貿易株式会社 多摩区 卸売・小売業 第4回

944 SILVER CHORD株式会社 横浜市 建設業 第5回

945 株式会社シルバー産業 宮前区 その他のサービス 第4回

946 一般社団法人SILVER STAR 川崎区 その他のサービス 第5回

947 有限会社進栄工業所 川崎区 建設業 第4回

948 株式会社伸栄工事 幸区 建設業 第2回

949 伸栄通信有限会社 横浜市 製造業 第5回

950 SHIN EDUPOWER株式会社 多摩区 教育（ＰＴＡを含む） 第5回

951 株式会社新研企画 中原区 卸売・小売業 第5回

952 株式会社新興業 川崎区 運輸・郵便業 第5回

953 株式会社信幸工務店 横浜市 建設業 第5回

954 株式会社新工精機 幸区 製造業 第4回

955 株式会社進航電設 中原区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

956 株式会社新城 中原区 卸売・小売業 第4回

957 株式会社新城 高津区 製造業 第5回

958 有限会社真昇興業 中原区 建設業 第3回

959 川崎市立新城小学校 中原区 学校 第2回

960 川崎市立新城小学校PTA（保護者と教職員の会） 中原区 教育 第4回

961 新星会合同会社 中原区 建設業 第3回

962 真誠工業有限会社 高津区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

963  株式会社進正電 横浜市 建設業 第5回

964 清生土木有限会社 多摩区 建設業 第4回

965 有限会社新設備 幸区 建設業 第5回

966 新電工株式会社 川崎区 建設業 第4回

967 シントク工業株式会社 宮前区 卸売・小売業 第3回

968 有限会社新富住宅 麻生区 不動産業 第4回

969 株式会社ジンナス 横浜市 その他のサービス 第5回

970 新日電機株式会社 高津区 製造業 第4回

971 新丸子路地裏連合 中原区 市民団体 第5回

972 神明建設株式会社 川崎区 建設業 第5回

973 株式会社シンヤ 多摩区 建設業 第3回

974 新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム 麻生区 その他のサービス 第5回

975 新百合ホーム株式会社 東京都 建設業 第4回

976 シンヨー株式会社 川崎区 建設業 第5回

977 シンラ株式会社 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回

978 株式会社新良通信 幸区 卸売・小売業 第5回

979 新和機械塗装株式会社 高津区 卸売・小売業 第5回

980 伸和コントロールズ株式会社 麻生区 製造業 第1回

981 信和住建株式会社 多摩区 不動産業 第4回

982 株式会社新和商事 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

983 株式会社伸和電機設備 宮前区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

984 sweets&link 宮前区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

985 有限会社粋人 高津区 宿泊・飲食サービス業 第5回

986 株式会社水土舎 多摩区 その他のサービス 第4回

987 株式会社SWIFT 多摩区 その他のサービス 第5回

988 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　横浜営業所 横浜市 建設業 第4回

989 株式会社スウィート・スタッフ・グループ 横浜市 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

990 スーパーフーズトレーディング株式会社 宮前区 卸売・小売業 第4回

991 有限会社soup 多摩区 その他のサービス 第4回

992 株式会社末次工務店 麻生区 建設業 第5回

993 株式会社末長組 高津区 建設業 第5回

994 株式会社末吉ネームプレート製作所 多摩区 製造業 第4回

995 周防電機株式会社 高津区 製造業 第4回

996 スカイアクシーズ株式会社 横浜市 情報通信業 第5回

997 株式会社スカイウェーブ 多摩区 情報通信業 第4回

998 菅生建設株式会社 宮前区 建設業 第4回

999 株式会社スガオ施工 宮前区 建設業 第5回

1000 スカット商事株式会社 高津区 卸売・小売業 第3回

1001 株式会社菅野工務店 川崎区 建設業 第4回

1002 有限会社菅原工務店 横浜市 建設業 第5回

1003 菅原商事株式会社 中原区 その他のサービス 第5回

1004 株式会社スキーマー 幸区 建設業 第4回

1005 杉本電機産業株式会社 川崎区 卸売・小売業 第5回

1006 株式会社杉山住工 宮前区 建設業 第4回

1007 株式会社SKLO 高津区 製造業 第2回

1008 株式会社助川鉄筋 多摩区 建設業 第4回

1009 菅綜合建材株式会社 多摩区 卸売・小売業 第4回

1010 株式会社図工社 幸区 建設業 第5回

1011 逗子電設株式会社 横浜市 建設業 第5回

1012 鮨福原 高津区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1013 株式会社鈴アキ商店 横浜市 卸売・小売業 第5回

1014 株式会社鈴圧 高津区 建設業 第4回

1015 有限会社スズカ板金製作所 高津区 製造業 第3回

1016 株式会社鈴木運送 横浜市 運輸・郵便業 第5回

1017 有限会社鈴木建興 多摩区 建設業 第5回

1018 有限会社鈴木工務店 多摩区 建設業 第5回

1019 有限会社スズキ塗装 幸区 建設業 第5回

1020 有限会社鈴木屋酒店 横浜市 卸売・小売業 第5回

1021 鈴木緑化建設株式会社 宮前区 建設業 第4回

1022 株式会社スズコウ 横浜市 製造業 第5回

1023 株式会社鈴工設備 幸区 建設業 第5回

1024 株式会社鈴城製作所 宮前区 製造業 第3回

1025 STart creation株式会社 高津区 その他のサービス 第2回

1026 株式会社スターの昼寝 多摩区 卸売・小売業 第4回

1027 スターフラワー株式会社 幸区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1028 Style-G 多摩区 建設業 第5回

1029 NPO法人studio FLAT 幸区 NPO 第1回

1030 有限会社須田塗工場 高津区 製造業 第4回

1031 ステーキハウス MUSCLE 高津区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1032 株式会社ステップ 多摩区 その他のサービス 第5回

1033 有限会社ステップワン 高津区 その他のサービス 第4回

1034 ストーリー株式会社 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第1回

1035 株式会社STONEPAVING 川崎区 建設業 第5回

1036 スナイプバレー合同会社 川崎区 その他のサービス 第3回

1037 スナック和 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1038 スナックリリオ 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1039 すなどけい 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1040 株式会社スプリンクル 幸区 その他のサービス 第5回

1041 株式会社スポーツリング・ジャパン 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1042 スポットロン株式会社 麻生区 製造業 第4回

1043 株式会社スマートホテルソリューションズ 東京都 宿泊・飲食サービス業 第5回

1044 株式会社スマイルｓ 中原区 その他のサービス 第4回

1045 澄川法律事務所 川崎区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第1回

1046 株式会社スミノ楽器店 中原区 卸売・小売業 第5回

1047 炭火焼肉ナカフジ 東京都 宿泊・飲食サービス業 第5回

1048 有限会社スモール・ワールド 横浜市 宿泊・飲食サービス業 第3回

1049 スモモハウス 幸区 卸売・小売業 第5回

1050 有限会社スヤマホーム 川崎区 建設業 第4回

1051 有限会社スライブ工芸 高津区 その他のサービス 第4回

1052 株式会社SSS 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1053 株式会社３STARS 中原区 宿泊・飲食サービス業 第3回

1054 株式会社スリーナイン 幸区 建設業 第3回

1055 SWALLOW合同会社 高津区 卸売・小売業 第5回

1056 ZEARハウスメイク 高津区 その他のサービス 第5回

1057 株式会社正建 宮前区 建設業 第4回

1058 セイコー不動産株式会社 多摩区 不動産業 第5回

1059 株式会社青伸 川崎区 建設業 第4回

1060 聖マリアンナ医科大学 宮前区 教育 第2回

1061 株式会社製麺の匠大黒屋 高津区 製造業 第4回

1062 株式会社誠友システム 横浜市 建設業 第5回

1063 有限会社清和 中原区 建設業 第4回

1064 株式会社誠和電機製作所 幸区 製造業 第5回

1065 株式会社セカンドエリア 中原区 その他のサービス 第2回

1066 有限会社石材彫刻秋元 多摩区 製造業 第4回

1067 積水ハウス株式会社　川崎シャーメゾン支店 幸区 建設業 第5回

1068 有限会社関戸ハガネ商店 幸区 製造業 第5回

1069 有限会社関根製作所 中原区 製造業 第3回

1070 株式会社セキュアシステムスタイル 中原区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1071 株式会社セキュアパートナーズ 中原区 卸売・小売業 第4回

1072 株式会社セキユウ 宮前区 建設業 第4回

1073 株式会社セキユウ工務店 高津区 建設業 第4回

1074 株式会社SECTCARRY 宮前区 運輸・郵便業 第4回

1075 せせらぎ葬祭 麻生区 その他のサービス 第4回

1076 有限会社セブン企画 多摩区 建設業 第4回

1077 株式会社セレクト 幸区 製造業 第5回

1078 有限会社セレクト 中原区 不動産業 第4回

1079 セレサ川崎農業協同組合 宮前区 金融・保険業 第1回

1080 株式会社ゼロゼロ 高津区 運輸・郵便業 第5回

1081 ゼロワン株式会社 高津区 建設業 第3回

1082 株式会社センカン 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

1083 株式会社千寿建設 横浜市 建設業 第5回

1084 株式会社センターメディア 横浜市 その他のサービス 第5回

1085 有限会社セントラル工業 幸区 建設業 第4回

1086 セントラル総業株式会社 中原区 その他のサービス 第4回

1087 株式会社銭来也 幸区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1088 株式会社総栄工業 横浜市 建設業 第5回

1089 株式会社装苑 横浜市 建設業 第4回

1090 有限会社創型精密 高津区 製造業 第4回

1091 相興株式会社 横浜市 建設業 第5回

1092 綜合警備保障株式会社　川崎支社 川崎区 その他のサービス 第2回

1093 株式会社総合防犯かわさき 麻生区 建設業 第4回

1094 相互発條株式会社 麻生区 製造業 第5回

1095 相州雅屋 高津区 その他のサービス 第3回

1096 株式会社総商 高津区 建設業 第1回

1097 株式会社装真 高津区 建設業 第4回

1098 税理士法人創新會計 高津区 その他のサービス 第5回

1099 株式会社蒼天 高津区 その他のサービス 第4回

1100 株式会社創友建設工業 川崎区 建設業 第5回

1101 株式会社SOERUTE 麻生区 保健衛生・社会事業 第1回

1102 ソシオークグループ 東京都 その他のサービス 第3回

1103 株式会社染めQテクノロジィ　川崎R＆Dセンター 川崎区 製造業 第4回

1104 株式会社TERMINAL７ 中原区 卸売・小売業 第5回

1105 株式会社第一タオル 麻生区 その他のサービス 第4回

1106 第一標識株式会社 東京都 製造業 第5回

1107 大栄建設株式会社 幸区 建設業 第4回

1108 株式会社大河 多摩区 不動産業 第4回

1109 株式会社大華商事 川崎区 建設業 第5回

1110 株式会社大華物産 川崎区 卸売・小売業 第5回

1111 有限会社大光建設 宮前区 建設業 第5回

1112 有限会社大興資源 横浜市 卸売・小売業 第5回

1113 大幸電気株式会社 中原区 建設業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1114 有限会社ダイコー精機製作所 高津区 製造業 第2回

1115 有限会社大後工務店 宮前区 建設業 第5回

1116 有限会社大三電気工業所 幸区 製造業 第5回

1117 株式会社大志組 横浜市 建設業 第5回

1118 有限会社泰治産業 中原区 製造業 第3回

1119 宗教法人大乘院 中原区 その他のサービス 第4回

1120 大新工業株式会社 宮前区 製造業 第5回

1121 株式会社泰成 横浜市 建設業 第5回

1122 大成建設株式会社　横浜支店 横浜市 建設業 第4回

1123 有限会社大成商会 宮前区 卸売・小売業 第4回

1124 株式会社大総 多摩区 建設業 第4回

1125 株式会社大地 高津区 不動産業 第5回

1126 株式会社タイツウ 中原区 製造業 第4回

1127 株式会社ダイデンテクノス 横浜市 建設業 第5回

1128 大道企業株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第4回

1129 大道産業株式会社 中原区 建設業 第2回

1130 株式会社タイプイー 麻生区 情報通信業 第4回

1131 大豊株式会社 川崎区 建設業 第5回

1132 株式会社DIME 横浜市 建設業 第5回

1133 ダイヤ工芸株式会社 高津区 製造業 第5回

1134 有限会社ダイヤテレコム 幸区 建設業 第4回

1135 株式会社ダイヤモンドプロジェクト 横浜市 建設業 第5回

1136 有限会社ダイユー 高津区 建設業 第4回

1137 株式会社大洋 横浜市 その他のサービス 第5回

1138 太洋工業株式会社 高津区 製造業 第5回

1139 株式会社太陽住建 横浜市 建設業 第1回

1140 有限会社太陽　太陽ケアセンター 川崎区 保健衛生・社会事業 第4回

1141 株式会社タイレック 東京都 建設業 第5回

1142 大和証券株式会社　向ヶ丘遊園営業所 多摩区 金融・保険業 第5回

1143 株式会社大和生物研究所 高津区 製造業 第4回

1144 株式会社大和葬祭センター 宮前区 その他のサービス 第4回

1145 大和塗装株式会社 幸区 建設業 第4回

1146 大和リース株式会社横浜支社 横浜市 建設業 第1回

1147 株式会社タウンニュース社川崎支社 中原区 その他のサービス 第2回

1148 嵩建設株式会社 中原区 建設業 第5回

1149 株式会社高喜商店 中原区 卸売・小売業 第2回

1150 高木鋳工株式会社 川崎区 製造業 第3回

1151 株式会社高木鉄工 横浜市 製造業 第5回

1152 有限会社タカ・グリーン・フィールズ 多摩区 その他のサービス 第3回

1153 高砂交通株式会社 麻生区 運輸・郵便業 第5回

1154 高砂熱学工業株式会社横浜支店 横浜市 建設業 第5回

1155 株式会社高島製作所 横浜市 製造業 第5回

1156 株式会社タカショウ 宮前区 運輸・郵便業 第3回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1157 高田設備株式会社 麻生区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

1158 高千穂興産株式会社 中原区 不動産業 第5回

1159 有限会社タカツ印刷 高津区 製造業 第3回

1160 高津建材興業株式会社 高津区 建設業 第4回

1161 川崎市立高津小学校 高津区 学校 第4回

1162 株式会社高津鈴木塗装 高津区 建設業 第4回

1163 NPO法人高津総合型スポーツクラブSELF 高津区 NPO 第1回

1164 有限会社タカデン制御 横浜市 製造業 第5回

1165 髙輪電機株式会社 中原区 製造業 第5回

1166 タカネ電機株式会社 中原区 製造業 第5回

1167 有限会社高野製作所 高津区 製造業 第4回

1168 株式会社高萩自工 川崎区 その他のサービス 第4回

1169 高橋建設興業株式会社 幸区 建設業 第3回

1170 高橋工務店 宮前区 建設業 第1回

1171 株式会社高橋製作所 宮前区 製造業 第4回

1172 高橋防災株式会社 幸区 建設業 第5回

1173 髙橋昌也税理士・FP事務所 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1174 有限会社タカハシレーシング 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1175 有限会社鷹藤 宮前区 運輸・郵便業 第3回

1176 タカミ歯科 幸区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1177 高谷精密工業株式会社 横浜市 製造業 第5回

1178 有限会社髙山園 宮前区 建設業 第5回

1179 高山マテリアル株式会社 中原区 建設業 第4回

1180 有限会社宝田商店 幸区 卸売・小売業 第5回

1181 有限会社タカラペイント 宮前区 建設業 第4回

1182 株式会社高礼自動車 高津区 運輸・郵便業 第4回

1183 有限会社高礼自動車 高津区 運輸・郵便業 第4回

1184 株式会社タキオ 宮前区 製造業 第4回

1185 株式会社宅配 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第2回

1186 宅配クック123　川崎麻生・稲城店　合同会社たんぽぽフードサービス 麻生区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1187 株式会社匠技術研究所 麻生区 その他のサービス 第4回

1188 株式会社竹田工業 川崎区 建設業 第5回

1189 株式会社竹田食販 宮前区 卸売・小売業 第4回

1190 株式会社竹之内建設 麻生区 建設業 第4回

1191 竹之内工業所 多摩区 建設業 第5回

1192 株式会社竹本ランドリー 横浜市 その他のサービス 第5回

1193 立川興産株式会社 多摩区 卸売・小売業 第5回

1194 株式会社橘建設 多摩区 建設業 第4回

1195 有限会社タチバナ製作所 川崎区 製造業 第5回

1196 有限会社タック 宮前区 情報通信業 第3回

1197 株式会社TAGS 中原区 その他のサービス 第2回

1198 辰野電設株式会社 川崎区 建設業 第5回

1199 たつみ工業株式会社 幸区 製造業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1200 有限会社タツミ工業 川崎区 建設業 第4回

1201 有限会社辰已屋興業 麻生区 建設業 第5回

1202 有限会社立石設備 宮前区 建設業 第4回

1203 有限会社建部薬局 中原区 卸売・小売業 第5回

1204 株式会社田中建設 幸区 建設業 第2回

1205 有限会社タナカ塗装工業 高津区 建設業 第3回

1206 田辺倉庫株式会社 高津区 運輸・郵便業 第1回

1207 有限会社田場盛彦建築デザインオフィス 横浜市 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1208 有限会社たま 多摩区 その他のサービス 第4回

1209 株式会社玉井 多摩区 卸売・小売業 第2回

1210 玉川自動車工業株式会社　 高津区 その他のサービス 第2回

1211 株式会社玉川設備 中原区 建設業 第3回

1212 株式会社多摩技工 多摩区 建設業 第4回

1213 有限会社多摩建材 多摩区 建設業 第4回

1214 株式会社多摩設計 川崎区 建設業 第5回

1215 多摩トーヨー住器株式会社 宮前区 卸売・小売業 第4回

1216 株式会社玉名精工 高津区 製造業 第3回

1217 多摩パーツ株式会社 多摩区 卸売・小売業 第4回

1218 川崎市立多摩病院 多摩区 その他のサービス 第5回

1219 株式会社タマリ 中原区 不動産業 第4回

1220 有限会社タマン 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1221 株式会社田村工機 高津区 製造業 第5回

1222 TALUTODOTCOFFEE 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1223 ダンウェイ株式会社 中原区 保健衛生・社会事業 第1回

1224 有限会社檀クリエイト 多摩区 卸売・小売業 第4回

1225 NPO法人ダンスラボラトリー 高津区 NPO 第3回

1226 NPO法人地域学習プラットフォーム研究会　関東ブロック連絡会 麻生区 NPO 第5回

1227 ちいさな伝記株式会社 中原区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回

1228 チームシロッコ合同会社 多摩区 情報通信業 第4回

1229 株式会社チェーロ 多摩区 その他のサービス 第5回

1230 株式会社Cherish 中原区 その他のサービス 第2回

1231 株式会社チェント 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1232 CHIGUSA　BALLET　STUDIO 幸区 その他のサービス 第3回

1233 ChikuTaku 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1234 有限会社秩父工業 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

1235 有限会社千年湯 高津区 その他のサービス 第4回

1236 千鳥造園工事株式会社 川崎区 建設業 第5回

1237 中英建設株式会社 横浜市 建設業 第5回

1238 長栄興業株式会社 高津区 建設業 第3回

1239 株式会社銚子塚建設 中原区 建設業 第4回

1240 社会福祉法人長寿福祉会ふくじゅ保育園 幸区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1241 CHOCOLATEHILLS株式会社 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

1242 千代田電気株式会社 川崎区 建設業 第1回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1243 株式会社ツーアール 宮前区 建設業 第4回

1244 株式会社ツカサ建基 麻生区 建設業 第4回

1245 株式会社築地フーズ 宮前区 卸売・小売業 第3回

1246 合同会社月猫堂 高津区 卸売・小売業 第4回

1247 月野建設株式会社 高津区 建設業 第4回

1248 ツギノテ合同会社 宮前区 その他のサービス 第4回

1249 株式会社ツクシ 麻生区 卸売・小売業 第5回

1250 株式会社つくば商会 東京都 その他のサービス 第5回

1251 株式会社土田製作所 横浜市 製造業 第5回

1252 有限会社筒井製作所 中原区 製造業 第4回

1253 株式会社堤工芸社 幸区 建設業 第3回

1254 津波工業株式会社 幸区 建設業 第4回

1255 有限会社つばさ企画 多摩区 金融・保険業 第3回

1256 露木建設株式会社 宮前区 建設業 第1回

1257 株式会社露木工業 麻生区 建設業 第4回

1258 株式会社鶴見製作所 大阪府 製造業 第4回

1259 つるみぷりん A day2021 横浜市 宿泊・飲食サービス業 第5回

1260 ディアスタッフ株式会社 川崎区 その他のサービス 第4回

1261 Dearliy株式会社 多摩区 その他のサービス 第4回

1262 株式会社Ｔ＆Ｉシステムズ 横浜市 情報通信業 第5回

1263 株式会社TRK 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1264 株式会社ディーアイティー 横浜市 建設業 第5回

1265 有限会社ティーアンドシー設備 幸区 建設業 第4回

1266 株式会社tea 多摩区 その他のサービス 第5回

1267 株式会社TS 高津区 建設業 第5回

1268 株式会社ティーエスコーポレーション 東京都 卸売・小売業 第5回

1269 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース 幸区 その他のサービス 第1回

1270 株式会社TNX 川崎区 運輸・郵便業 第3回

1271 有限会社ディー・エフ・シー 横浜市 建設業 第5回

1272 TMCシステム株式会社 川崎区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第1回

1273 株式会社T-グランドホーム 幸区 不動産業 第5回

1274 株式会社TKC 東京都 その他のサービス 第3回

1275 株式会社ティーシースペース 中原区 その他のサービス 第2回

1276 株式会社D-SHIP 幸区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1277 株式会社ティートゥループ 宮前区 建設業 第5回

1278 有限会社T-DRIVE 麻生区 その他のサービス 第5回

1279 有限会社Dino 多摩区 その他のサービス 第5回

1280 有限会社T・P・O愛光 横浜市 その他のサービス 第5回

1281 Ｔ‐Ｍetal株式会社 川崎区 建設業 第4回

1282 株式会社テイ.エス.エス 多摩区 製造業 第2回

1283 テイクスインク株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

1284 株式会社テイクワンオフィス 高津区 卸売・小売業 第4回

1285 株式会社De-story 高津区 教育 第2回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1286 ティワリ株式会社 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1287 テーアイデーエンジニアリング 中原区 その他のサービス 第5回

1288 株式会社データープロセスサービス 川崎区 情報通信業 第2回

1289 有限会社てくてくあい細山 麻生区 その他のサービス 第5回

1290 株式会社テクネ計測 高津区 製造業 第5回

1291 株式会社テクノアート・イシヤマ 高津区 建設業 第5回

1292 株式会社テクノ大山 川崎区 製造業 第5回

1293 株式会社テクノクラート 多摩区 製造業 第5回

1294 株式会社デザインワイ 高津区 その他のサービス 第2回

1295 株式会社手塚組 多摩区 建設業 第5回

1296 デックス株式会社 横浜市 建設業 第4回

1297 手造りパンの店Pan de Pu-Pu 中原区 卸売・小売業 第5回

1298 寺尾サッシ工業株式会社 川崎区 製造業 第5回

1299 有限会社寺田ガラス 多摩区 建設業 第4回

1300 株式会社TERAMAX 幸区 その他のサービス 第5回

1301 テラリンクリエイト株式会社 多摩区 情報通信業 第4回

1302 株式会社デルタ 幸区 その他のサービス 第5回

1303 ten株式会社 高津区 製造業 第2回

1304 株式会社電検工業 多摩区 その他のサービス 第4回

1305 株式会社電材エンジニアリング 川崎区 建設業 第2回

1306 株式会社といろホーム 幸区 不動産業 第5回

1307 東亜建設工業株式会社　横浜支店 横浜市 建設業 第4回

1308 有限会社東亜メタル製作所 横浜市 製造業 第5回

1309 株式会社Dotec 多摩区 建設業 第4回

1310 社会福祉法人藤英会特別養護老人ホーム潮見台みどりの丘 麻生区 その他のサービス 第2回

1311 有限会社東栄工業 東京都 製造業 第5回

1312 東栄タクシー(東栄興業株式会社） 宮前区 運輸・郵便業 第4回

1313 東永電機株式会社 川崎区 製造業 第5回

1314 東旺ビルサービス株式会社 幸区 その他のサービス 第3回

1315 東海林工務店 宮前区 建設業 第4回

1316 株式会社灯学舎 高津区 教育 第3回

1317 東急建設株式会社 東京都 建設業 第5回

1318 東京医研株式会社 東京都 製造業 第5回

1319 東京園芸資材販売株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

1320 株式会社東京エンヂニアリング 中原区 製造業 第2回

1321 株式会社東京組 東京都 建設業 第4回

1322 有限会社東京クリエイト 東京都 製造業 第5回

1323 東京産業株式会社 川崎区 卸売・小売業 第4回

1324 株式会社東京ハウスデザイン 宮前区 建設業 第4回

1325 東京不二電機工業株式会社 中原区 製造業 第4回

1326 株式会社東京縫製 幸区 製造業 第5回

1327 東京メータ株式会社 中原区 製造業 第4回

1328 株式会社道建 麻生区 建設業 第2回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1329 株式会社東光測建 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1330 株式会社東光電機製作所 多摩区 製造業 第4回

1331 同志運輸有限会社 高津区 運輸・郵便業 第4回

1332 東芝エレベータ株式会社 幸区 製造業 第4回

1333 東芝未来科学館 幸区 その他のサービス 第1回

1334 株式会社東昇 横浜市 卸売・小売業 第5回

1335 株式会社トウシン住宅 宮前区 建設業 第5回

1336 有限会社東伸精機 高津区 製造業 第4回

1337 東生建設株式会社 多摩区 建設業 第4回

1338 株式会社東蒼 横浜市 建設業 第5回

1339 東都熱工業株式会社 川崎区 建設業 第2回

1340 東日電設株式会社 多摩区 建設業 第4回

1341 東部警備保障株式会社 川崎区 その他のサービス 第4回

1342 有限会社東邦プラテック 宮前区 製造業 第4回

1343 株式会社東邦プラン 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回

1344 株式会社東海 宮前区 宿泊・飲食サービス業 第3回

1345 株式会社東洋エレック 横浜市 建設業 第5回

1346 東洋建設株式会社　横浜支店 横浜市 建設業 第5回

1347 株式会社東洋社 麻生区 建設業 第5回

1348 株式会社東洋スクラップセンター 横浜市 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

1349 東洋設備研究所 中原区 その他のサービス 第5回

1350 東洋洗濯機械株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

1351 東洋電興株式会社 中原区 製造業 第2回

1352 東洋ロザイ株式会社 川崎区 建設業 第5回

1353 東横建設 東京都 建設業 第5回

1354 株式会社東ラン 幸区 保健衛生・社会事業 第4回

1355 藤和建興株式会社 宮前区 建設業 第5回

1356 株式会社東和合成製作所 中原区 製造業 第4回

1357 有限会社東和精機工業所 麻生区 製造業 第4回

1358 株式会社東和通商 宮前区 運輸・郵便業 第4回

1359 有限会社トータルビルサービス 中原区 その他のサービス 第4回

1360 株式会社トーヨーホーム 多摩区 建設業 第4回

1361 TALLTREE 高津区 建設業 第4回

1362 有限会社十川工業 中原区 製造業 第4回

1363 有限会社登喜和屋 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1364 有限会社徳永製作所 宮前区 製造業 第4回

1365 株式会社Toshimi Fujimoto 麻生区 卸売・小売業 第5回

1366 戸田建設株式会社 横浜支店 横浜市 建設業 第5回

1367 株式会社DOT&LINE 幸区 卸売・小売業 第5回

1368 トップアローズ株式会社 横浜市 運輸・郵便業 第5回

1369 株式会社トップスマルシマ 多摩区 卸売・小売業 第5回

1370 株式会社トバリ 中原区 卸売・小売業 第4回

1371 株式会社トビキク 幸区 建設業 第3回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1372 株式会社鳶姫 川崎区 建設業 第2回

1373 トミー機械工業株式会社 横浜市 製造業 第5回

1374 社会福祉法人ともかわさき 中原区 その他のサービス 第2回

1375 トヨオカ電気株式会社 川崎区 建設業 第2回

1376 株式会社トライアングル 横浜市 建設業 第5回

1377 Tract 中原区 卸売・小売業 第4回

1378 株式会社トラストギビング 川崎区 その他のサービス 第4回

1379 株式会社トラストテクニカル 宮前区 建設業 第4回

1380 株式会社トラストフィックス 多摩区 建設業 第4回

1381 株式会社どらせな 横浜市 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1382 株式会社トラックス 東京都 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1383 Ｔｒａｄｅｅ株式会社 横浜市 建設業 第5回

1384 株式会社トラビス 東京都 卸売・小売業 第5回

1385 有限会社とらみペイント 高津区 建設業 第4回

1386 株式会社ドリーム工房 高津区 製造業 第4回

1387 Dream Compass 中原区 その他のサービス 第5回

1388 ドリームスコーポレーション株式会社 多摩区 不動産業 第5回

1389 株式会社TORICO 幸区 その他のサービス 第5回

1390 鳥作 幸区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1391 株式会社Triple A 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1392 TRIM株式会社 高津区 卸売・小売業 第5回

1393 株式会社トリリオン 横浜市 その他のサービス 第5回

1394 ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｽﾀｰ株式会社 中原区 製造業 第1回

1395 ナイス株式会社 横浜市 卸売・小売業 第1回

1396 株式会社内装ハシモト 幸区 建設業 第3回

1397 株式会社ナインバリューズ 中原区 情報通信業 第1回

1398 株式会社ナガイエンタプライズ 宮前区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1399 長井興業住宅資材株式会社 宮前区 建設業 第5回

1400 株式会社ナガイ商店 宮前区 卸売・小売業 第5回

1401 株式会社ナガオシステム 麻生区 製造業 第5回

1402 有限会社長尾設備 多摩区 建設業 第4回

1403 株式会社中川研磨製作所 横浜市 製造業 第5回

1404 中川商事有限会社 多摩区 不動産業 第4回

1405 社会福祉法人中川徳生会ビオラ川崎 川崎区 その他のサービス 第5回

1406 仲座興業株式会社 東京都 建設業 第4回

1407 有限会社中沢サイクル商会 幸区 卸売・小売業 第2回

1408 長沢商店会 多摩区 その他のサービス 第2回

1409 株式会社ナカザワタイヤサービス 中原区 卸売・小売業 第4回

1410 長沢まちづくり協議会 多摩区 市民団体 第1回

1411 有限会社長島硝子店 横浜市 建設業 第5回

1412 有限会社中嶋設備 宮前区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

1413 有限会社中島土木 宮前区 建設業 第4回

1414 株式会社中商 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1415 有限会社中神 多摩区 建設業 第4回

1416 中新産業株式会社 麻生区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1417 株式会社ナガセ内装 横浜市 建設業 第5回

1418 中平産業株式会社 中原区 製造業 第5回

1419 永田電気株式会社 宮前区 建設業 第4回

1420 有限会社中野島建材 多摩区 製造業 第4回

1421 有限会社長埜電気 横浜市 建設業 第5回

1422 有限会社中溝グラフィック 川崎区 製造業 第5回

1423 有限会社長宗商事 川崎区 その他のサービス 第5回

1424 株式会社中村組 多摩区 建設業 第5回

1425 株式会社中村精機 高津区 製造業 第4回

1426 有限会社中村造園 高津区 その他のサービス 第3回

1427 株式会社中村電設 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

1428 有限会社中山商店 宮前区 卸売・小売業 第5回

1429 有限会社ナチュール 中原区 その他のサービス 第5回

1430 有限会社ナチュデント 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1431 株式会社ナチュラルリード 中原区 卸売・小売業 第2回

1432 株式会社NattyLife 高津区 その他のサービス 第5回

1433 名取建設工業株式会社 横浜市 建設業 第5回

1434 株式会社ナベセイ 中原区 製造業 第5回

1435 株式会社行方工務店 中原区 建設業 第4回

1436 株式会社成松屋 川崎区 その他のサービス 第4回

1437 株式会社nalu 中原区 建設業 第5回

1438 成商事株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

1439 南国飯苑 幸区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1440 南信産業株式会社 横浜市 製造業 第5回

1441 株式会社南信社 川崎区 建設業 第4回

1442 南陽設備管理株式会社 川崎区 その他のサービス 第5回

1443 ニイガタ株式会社 横浜市 製造業 第5回

1444 株式会社西生田製作所 麻生区 製造業 第5回

1445 株式会社西井工業所 川崎区 製造業 第3回

1446 西田住設 多摩区 建設業 第3回

1447 株式会社ニシテックス 宮前区 製造業 第4回

1448 西東京精密株式会社 東京都 製造業 第5回

1449 有限会社西富建設 麻生区 建設業 第5回

1450 株式会社西日本メタル 川崎区 製造業 第5回

1451 西松建設株式会社　横浜営業所 横浜市 建設業 第4回

1452 日栄鋼材株式会社 横浜市 建設業 第5回

1453 日栄塗装工業株式会社 川崎区 建設業 第5回

1454 有限会社日栄モータース 幸区 その他のサービス 第5回

1455 日英冷機工業有限会社 中原区 建設業 第5回

1456 株式会社ニチエービルテック 高津区 その他のサービス 第5回

1457 株式会社日住商事 多摩区 建設業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1458 株式会社日米ゴルフ研究所 中原区 その他のサービス 第4回

1459 株式会社ニチワ住販 中原区 不動産業 第3回

1460 株式会社ニッカコーポレーション 川崎区 卸売・小売業 第5回

1461 有限会社日恵精螺 幸区 製造業 第5回

1462 株式会社ニッケン石橋 多摩区 運輸・郵便業 第4回

1463 株式会社日研機材製作所 東京都 製造業 第5回

1464 有限会社日康金属製作所 高津区 製造業 第3回

1465 有限会社日公精機製作所 高津区 製造業 第4回

1466 医療法人社団日昭会 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

1467 日照電子株式会社 多摩区 製造業 第4回

1468 有限会社日新工業 多摩区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

1469 日天株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

1470 日東亜鉛株式会社 川崎区 製造業 第4回

1471 有限会社日東圧送 高津区 建設業 第4回

1472 日東工業株式会社 高津区 建設業 第5回

1473 有限会社日東商会 多摩区 建設業 第4回

1474 合名会社日東食品 幸区 卸売・小売業 第5回

1475 株式会社ＮＩＴＴＯ 宮前区 建設業 第4回

1476 新羽金属工業株式会社 横浜市 製造業 第5回

1477 日本電能株式会社 横浜市 情報通信業 第5回

1478 日本ホテル株式会社　ホテルメトロポリタン川崎 幸区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1479 日本郵便株式会社　南関東支社 川崎区 その他のサービス 第3回

1480 二宮産機株式会社 東京都 製造業 第5回

1481 二宮商事株式会社 幸区 不動産業 第5回

1482 株式会社ニノン 中原区 不動産業 第5回

1483 日本インベスト株式会社 東京都 製造業 第5回

1484 株式会社日本エレクトライク 中原区 製造業 第1回

1485 株式会社日本カードクリエーション 幸区 製造業 第5回

1486 株式会社日本管理サービス 横浜市 その他のサービス 第5回

1487 日本クリーン株式会社 麻生区 建設業 第4回

1488 株式会社日本地所 横浜市 不動産業 第5回

1489 日本住環境改善株式会社 宮前区 不動産業 第4回

1490 日本ダスト株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第2回

1491 日本通信電設株式会社 中原区 建設業 第4回

1492 株式会社日本ハウジング 横浜市 不動産業 第5回

1493 株式会社ニム 横浜市 その他のサービス 第5回

1494 合同会社ＮｅｗＦｉｒｅ 川崎区 その他のサービス 第5回

1495 合同会社new-wa 幸区 その他のサービス 第4回

1496 沼田工業株式会社 幸区 建設業 第4回

1497 株式会社NeotecJapan 宮前区 製造業 第4回

1498 株式会社ネクスアート 高津区 建設業 第5回

1499 株式会社Next 中原区 建設業 第4回

1500 NEXTPLANNING合同会社 宮前区 建設業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1501 有限会社ねこのしっぽ 中原区 製造業 第4回

1502 熱研プラント工業株式会社 宮前区 建設業 第2回

1503 ネットリサーチ株式会社 中原区 情報通信業 第4回

1504 根本グリーン株式会社 幸区 建設業 第5回

1505 有限会社根本電機商会 川崎区 その他のサービス 第5回

1506 NOAH株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

1507 ノアテック合同会社 麻生区 建設業 第5回

1508 農家産直米すえひろ 中原区 卸売・小売業 第5回

1509 ノーティス株式会社 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回

1510 有限会社野澤工務店 宮前区 建設業 第4回

1511 株式会社野路製作所 川崎区 製造業 第5回

1512 株式会社野尻金属 福島県 製造業 第5回

1513 有限会社野原プラスチックス 川崎区 製造業 第5回

1514 株式会社野本 東京都 卸売・小売業 第5回

1515 株式会社ノンバーバル 高津区 卸売・小売業 第4回

1516 バーグ有限会社 中原区 卸売・小売業 第3回

1517 ハーダー・インテリア・ラボラトリー 中原区 建設業 第4回

1518 株式会社バーチランド 麻生区 不動産業 第5回

1519 株式会社バード 高津区 不動産業 第4回

1520 ハートランド・ホーム株式会社 横浜市 建設業 第5回

1521 株式会社バービッシュ 高津区 卸売・小売業 第2回

1522 一般社団法人byGAKU 高津区 その他のサービス 第2回

1523 株式会社ハイパードリーム 高津区 その他のサービス 第4回

1524 株式会社Hi美scus 横浜市 その他のサービス 第5回

1525 ハウステック株式会社 多摩区 不動産業 第5回

1526 特定非営利活動法人バオムフットボールクラブ 多摩区 NPO 第1回

1527 社会福祉法人はぐるまの会 多摩区 その他のサービス 第4回

1528 株式会社橋爪板金 高津区 建設業 第4回

1529 有限会社橋本工業 宮前区 建設業 第4回

1530 株式会社長谷川植木 宮前区 建設業 第4回

1531 有限会社長谷部畳内装 宮前区 建設業 第4回

1532 有限会社畠山電機小倉オーミズ 幸区 卸売・小売業 第5回

1533 有限会社羽田電気商会 幸区 卸売・小売業 第2回

1534 808air 多摩区 その他のサービス 第5回

1535 有限会社バッカス 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1536 株式会社花葬 中原区 その他のサービス 第2回

1537 パナソニック ホームズ株式会社神奈川支社 横浜市 建設業 第1回

1538 株式会社英工業 多摩区 製造業 第4回

1539 有限会社ハナマサ 麻生区 卸売・小売業 第5回

1540 株式会社ハネイシ 東京都 建設業 第5回

1541 株式会社羽田工作所 幸区 製造業 第5回

1542 株式会社羽友建設 横浜市 建設業 第5回

1543 株式会社パブリックプラニング 川崎区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回
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1544 ハマコーテング株式会社 横浜市 製造業 第5回

1545 株式会社浜設備工業 多摩区 建設業 第4回

1546 有限会社濱電気設備事務所 横浜市 建設業 第5回

1547 株式会社ハヤカワ 幸区 建設業 第4回

1548 有限会社早川製作所 高津区 製造業 第3回

1549 株式会社颯架設 高津区 建設業 第4回

1550 早野聖地公園里山ボランティア 麻生区 市民団体 第2回

1551 有限会社はやま 川崎区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1552 株式会社原 横浜市 製造業 第5回

1553 原淳子税理士事務所 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1554 針尾工業株式会社 宮前区 建設業 第5回

1555 有限会社パル・コーポレーション 宮前区 保健衛生・社会事業 第4回

1556 有限会社パルデス 中原区 その他のサービス 第4回

1557 株式会社ハレクラニフィル 東京都 その他のサービス 第4回

1558 株式会社ハレタビト 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1559 有限会社パワーサイトシステム 横浜市 情報通信業 第5回

1560 株式会社藩次郎 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1561 有限会社番場建築 川崎区 建設業 第5回

1562 株式会社バンビのピエノ 麻生区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1563 株式会社バンビルメンテナンス 川崎区 その他のサービス 第4回

1564 株式会社ハンブル 横浜市 その他のサービス 第5回

1565 株式会社ピー・アンド・アイ 横浜市 製造業 第5回

1566 有限会社ビーイーワイ 川崎区 製造業 第5回

1567 株式会社ビー・エス・エヌ 中原区 その他のサービス 第5回

1568 ビータス 麻生区 卸売・小売業 第4回

1569 株式会社ビービーエーカンパニー 高津区 製造業 第3回

1570 株式会社ＢＰＣ 横浜市 建設業 第5回

1571 株式会社Beplus 宮前区 その他のサービス 第4回

1572 株式会社pienoデザイン 多摩区 卸売・小売業 第5回

1573 有限会社ビオレック 横浜市 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1574 株式会社HIGASHI 宮前区 建設業 第5回

1575 川崎市立東小倉小学校 幸区 学校 第1回

1576 川崎市立東柿生小学校 麻生区 学校 第3回

1577 学校法人ひかり学園 川崎区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

1578 有限会社ひかり建設 多摩区 建設業 第5回

1579 ひかり石材株式会社 多摩区 建設業 第4回

1580 株式会社ピクリング 横浜市 製造業 第5回

1581 有限会社美光技研 横浜市 製造業 第5回

1582 日崎工業株式会社 川崎区 製造業 第3回

1583 株式会社ビジネス&コミュニティ 中原区 不動産業 第3回

1584 株式会社ビッグボックス 高津区 その他のサービス 第4回

1585 株式会社ヒットアタック 高津区 製造業 第2回

1586 ヒデコウ株式会社 宮前区 建設業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1587 ひととゆめのネットワーク 麻生区 教育 第1回

1588 有限会社ヒナキ 幸区 卸売・小売業 第4回

1589 株式会社ひのき 多摩区 建設業 第5回

1590 株式会社響 麻生区 教育（ＰＴＡを含む） 第5回

1591 有限会社一二三商店 多摩区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

1592 有限会社ビューティーサロン石井 麻生区 その他のサービス 第4回

1593 医療法人社団BEAUTIFULSMILEひらの歯科クリニックひらのベビー＆キッズデンタル 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1594 美容室アンク［リーフ］ 中原区 その他のサービス 第2回

1595 日吉電装株式会社 中原区 製造業 第5回

1596 株式会社BeyondPlace 中原区 教育 第4回

1597 株式会社平井御風呂店 横浜市 建設業 第5回

1598 有限会社平林製作所 中原区 製造業 第2回

1599 ヒラベルグ合同会社 横浜市 不動産業 第5回

1600 川崎市立平間小学校 中原区 学校 第1回

1601 川崎市立平間小学校PTA 中原区 教育 第2回

1602 株式会社ビルダリッジ 東京都 建設業 第5回

1603 有限会社ヒロ 多摩区 その他のサービス 第4回

1604 有限会社ヒロキ 幸区 運輸・郵便業 第5回

1605 ヒロキ自動車 宮前区 卸売・小売業 第5回

1606 ヒロ歯科医院 宮前区 保健衛生・社会事業 第4回

1607 株式会社敏腕 東京都 宿泊・飲食サービス業 第4回

1608 株式会社ファイアープレイス 幸区 宿泊・飲食サービス業 第2回

1609 株式会社ファイン 宮前区 その他のサービス 第5回

1610 有限会社ファインアートデンタルラボラトリー 川崎区 製造業 第5回

1611 株式会社ファインプレー 麻生区 建設業 第5回

1612 ファン.ゴルフ.スクール 高津区 その他のサービス 第4回

1613 特定非営利活動法人ファンズアスリートクラブ 宮前区 NPO 第1回

1614 株式会社FIX 宮前区 その他のサービス 第5回

1615 株式会社フェニックス 高津区 教育 第4回

1616 株式会社フェリーチェ516 多摩区 建設業 第5回

1617 株式会社フェルディナス 宮前区 卸売・小売業 第4回

1618 合同会社FOXCREATIVE 宮前区 情報通信業 第5回

1619 有限会社フオベル 多摩区 不動産業 第4回

1620 株式会社フォレスト 中原区 不動産業 第5回

1621 フカエ・テクノロジーズ合同会社 高津区 製造業 第5回

1622 株式会社フカワホーム 横浜市 建設業 第5回

1623 フカワリフォーム株式会社 横浜市 建設業 第5回

1624 株式会社福一 横浜市 製造業 第5回

1625 有限会社福印堂印版 中原区 卸売・小売業 第4回

1626 株式会社福島工業 川崎区 建設業 第5回

1627 福田機材工業株式会社 川崎区 製造業 第5回

1628 有限会社福永商工 横浜市 卸売・小売業 第5回

1629 福馬運輸株式会社 幸区 運輸・郵便業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1630 福増歯科医院 高津区 保健衛生・社会事業 第4回

1631 福本製作所株式会社 中原区 製造業 第4回

1632 福山産業株式会社 高津区 建設業 第2回

1633 医療法人社団福能会 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

1634 福吉塗装株式会社 宮前区 建設業 第1回

1635 株式会社フジ 中原区 卸売・小売業 第4回

1636 有限会社藤井電機 高津区 製造業 第4回

1637 有限会社フジエースフード 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1638 不二エムアンドシー株式会社 幸区 製造業 第5回

1639 株式会社不二機工 横浜市 建設業 第5回

1640 株式会社藤木工業 川崎区 建設業 第4回

1641 藤喜緑化株式会社 宮前区 建設業 第4回

1642 富士金属工業株式会社 横浜市 製造業 第5回

1643 フジクス株式会社 川崎区 その他のサービス 第1回

1644 株式会社フジ工設 幸区 その他のサービス 第5回

1645 有限会社藤沢商店 麻生区 卸売・小売業 第4回

1646 株式会社藤正 多摩区 建設業 第5回

1647 有限会社藤精研 中原区 製造業 第3回

1648 株式会社富士設備 中原区 建設業 第4回

1649 有限会社藤田圧送 宮前区 建設業 第4回

1650 株式会社フジタガラス 宮前区 建設業 第5回

1651 富士通株式会社 中原区 製造業 第1回

1652 株式会社富士通ゼネラル 高津区 製造業 第2回

1653 有限会社フジトモ 宮前区 製造業 第4回

1654 富士パッケージ株式会社 宮前区 卸売・小売業 第4回

1655 不二プラント工業株式会社 高津区 製造業 第5回

1656 株式会社フジユキ 多摩区 製造業 第4回

1657 有限会社藤行住宅 中原区 建設業 第4回

1658 藤原建設株式会社 宮前区 建設業 第5回

1659 合同会社藤原塗装 高津区 建設業 第4回

1660 株式会社二子住設 高津区 建設業 第4回

1661 二木公認会計士事務所 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1662 有限会社二橋製作所 東京都 製造業 第5回

1663 株式会社富多美 幸区 建設業 第5回

1664 BookMark合同会社 宮前区 その他のサービス 第2回

1665 株式会社プライア・コンサルタント 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1666 株式会社ブライトン 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1667 株式会社プライム 中原区 製造業 第4回

1668 株式会社プライン 中原区 不動産業 第4回

1669 ブラウンストアジャパン株式会社 中原区 卸売・小売業 第4回

1670 Brown Rice+ 木月キッチン 中原区 宿泊・飲食サービス業 第3回

1671 株式会社ブラザーモータース 横浜市 その他のサービス 第5回

1672 株式会社フラスト 多摩区 製造業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1673 FLAT株式会社 中原区 製造業 第4回

1674 株式会社フラットホーム 横浜市 不動産業 第5回

1675 株式会社プラマー 幸区 建設業 第4回

1676 株式会社フラワーショップヤマ 多摩区 卸売・小売業 第4回

1677 プランタン株式会社 宮前区 不動産業 第4回

1678 有限会社プランニングルーム 中原区 卸売・小売業 第5回

1679 株式会社プリーズコミュニティ 横浜市 その他のサービス 第5回

1680 特定非営利活動法人フリースペースたまりば 高津区 NPO 第5回

1681 株式会社ブリッヂ 横浜市 建設業 第5回

1682 株式会社プリベンタス 中原区 金融・保険業 第4回

1683 Blu scuro 横浜市 その他のサービス 第5回

1684 株式会社ブルーパートナーズ 麻生区 その他のサービス 第4回

1685 株式会社Blue bird House 中原区 不動産業 第5回

1686 株式会社古川鋼材 川崎区 その他のサービス 第4回

1687 有限会社古沢造園 宮前区 その他のサービス 第4回

1688 株式会社古谷商店 多摩区 卸売・小売業 第4回

1689 株式会社ブレイブスター 中原区 その他のサービス 第2回

1690 有限会社プレーン 高津区 卸売・小売業 第4回

1691 株式会社プレジャー 川崎区 建設業 第4回

1692 株式会社プレシャス・スターチャイルド 幸区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1693 医療法人社団PRECIOUS　SMILE 多摩区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1694 株式会社ブレスト 横浜市 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1695 株式会社ブレストインキュベーション 横浜市 教育（ＰＴＡを含む） 第5回

1696 株式会社ブレストインターナショナル 横浜市 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1697 株式会社フレックスエンジニアリング 多摩区 建設業 第4回

1698 株式会社フレッシュロジスティクス 高津区 運輸・郵便業 第3回

1699 株式会社プローバ 横浜市 卸売・小売業 第4回

1700 有限会社プロケアー 横浜市 卸売・小売業 第5回

1701 有限会社プロジェクト・アンドー 宮前区 卸売・小売業 第3回

1702 プロスパーライン 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1703 合同会社プロットフュープ 中原区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第3回

1704 株式会社PROMINENCE 幸区 建設業 第5回

1705 株式会社プロメード 多摩区 建設業 第5回

1706 フロントエンド株式会社 高津区 その他のサービス 第5回

1707 フロントラインテクノロジー株式会社 高津区 製造業 第5回

1708 ブン・トータルサービス株式会社 横浜市 その他のサービス 第5回

1709 有限会社平成工業塗装 高津区 製造業 第4回

1710 株式会社ベイトラスト 横浜市 卸売・小売業 第5回

1711 株式会社ベクトルジャパン 麻生区 卸売・小売業 第4回

1712 株式会社ベスト 麻生区 卸売・小売業 第5回

1713 株式会社ベストニュートリションハーベスト 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1714 株式会社BECK 多摩区 その他のサービス 第4回

1715 ヘッドライナー株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1716 株式会社ベニスクリーニング 川崎区 その他のサービス 第5回

1717 ベリョーザ環衛株式会社 中原区 その他のサービス 第4回

1718 株式会社ベルリンカンパニー 宮前区 建設業 第5回

1719 perle de verre 中原区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1720 有限会社ヘンザ工業 川崎区 建設業 第5回

1721 有限会社防災管理 幸区 建設業 第4回

1722 有限会社ボウズ 横浜市 その他のサービス 第5回

1723 株式会社HOWA 幸区 その他のサービス 第4回

1724 有限会社ホーシン 横浜市 建設業 第5回

1725 株式会社ＰＨＯＳ 中原区 その他のサービス 第4回

1726 株式会社PORTER’S 高津区 その他のサービス 第2回

1727 株式会社ボーダレスデザイン 横浜市 その他のサービス 第5回

1728 Home Security Innovation株式会社 多摩区 建設業 第5回

1729 株式会社ホームビジョン 中原区 建設業 第3回

1730 株式会社ほくえつ 川崎区 その他のサービス 第5回

1731 株式会社ホクドウ 横浜市 建設業 第5回

1732 株式会社保険企画 中原区 金融・保険業 第4回

1733 有限会社ほし乃 多摩区 卸売・小売業 第4回

1734 星野工業株式会社 高津区 製造業 第4回

1735 株式会社星野土建 横浜市 建設業 第5回

1736 星ノ火インターナショナル株式会社 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1737 株式会社星野和建設 川崎区 建設業 第5回

1738 株式会社ボディスプラウト 宮前区 その他のサービス 第2回

1739 株式会社ホテルケイエスピー 高津区 宿泊・飲食サービス業 第3回

1740 堀内設備工業有限会社 多摩区 建設業 第3回

1741 堀口電化株式会社 中原区 製造業 第3回

1742 株式会社HOLIDAYS 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1743 有限会社堀端製作所 中原区 製造業 第4回

1744 株式会社Polyvalent 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

1745 ホロン株式会社 麻生区 情報通信業 第4回

1746 株式会社ホワイト 高津区 その他のサービス 第4回

1747 有限会社本城フィルター製作所 高津区 製造業 第4回

1748 本田工業株式会社 幸区 建設業 第4回

1749 本多電機株式会社 高津区 製造業 第4回

1750 株式会社ホンダ販売神奈川 中原区 卸売・小売業 第4回

1751 マーズ株式会社 中原区 建設業 第4回

1752 特定非営利活動法人マイWay 高津区 NPO 第4回

1753 マイ建設株式会社 宮前区 建設業 第5回

1754 株式会社マイホームワン 宮前区 不動産業 第5回

1755 株式会社マイワン・ホールディングス 宮前区 不動産業 第5回

1756 株式会社前田軌道 横浜市 建設業 第5回

1757 株式会社前田製作所 川崎区 製造業 第3回

1758 株式会社マキナエンジニアリング 高津区 製造業 第2回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1759 有限会社牧野製作所 幸区 製造業 第4回

1760 有限会社牧野製作所 中原区 製造業 第4回

1761 株式会社マキノ屋 高津区 建設業 第5回

1762 まきまきキッチン 中原区 市民団体 第3回

1763 有限会社馬込商会 宮前区 その他のサービス 第4回

1764 満寿産業株式会社 川崎区 製造業 第5回

1765 有限会社マスミ化学 中原区 製造業 第2回

1766 マチ塾 中原区 教育 第2回

1767 株式会社松風 中原区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1768 有限会社松沢運送店 川崎区 運輸・郵便業 第4回

1769 株式会社松朋 川崎区 建設業 第5回

1770 株式会社マツドリフォーム 高津区 建設業 第2回

1771 松永工業株式会社 川崎区 製造業 第5回

1772 有限会社松橋製作所 幸区 製造業 第5回

1773 有限会社マツミ 高津区 製造業 第4回

1774 松村建設株式会社 川崎区 建設業 第4回

1775 有限会社松本酒店 川崎区 卸売・小売業 第5回

1776 株式会社松本製作所 中原区 製造業 第4回

1777 株式会社松屋総本店 川崎区 卸売・小売業 第3回

1778 松屋梨園 多摩区 農林水産業 第5回

1779 有限会社真中建機 川崎区 運輸・郵便業 第3回

1780 有限会社真中商事 川崎区 不動産業 第3回

1781 有限会社真鍋電設 多摩区 建設業 第4回

1782 株式会社マナルル 横浜市 その他のサービス 第5回

1783 株式会社マミヤ 川崎区 建設業 第3回

1784 株式会社マリンスタイル 宮前区 運輸・郵便業 第3回

1785 丸石地所株式会社 高津区 不動産業 第5回

1786 株式会社丸一設備 川崎区 建設業 第4回

1787 株式会社丸井電設 高津区 建設業 第4回

1788 株式会社丸栄建設 多摩区 建設業 第2回

1789 有限会社マルカワ 多摩区 建設業 第3回

1790 有限会社マルカワ運輸　 横浜市 運輸・郵便業 第5回

1791 株式会社丸紘 高津区 建設業 第2回

1792 有限会社丸真 中原区 運輸・郵便業 第5回

1793 株式会社マルストランスポーテーション 川崎区 運輸・郵便業 第4回

1794 有限会社丸晴工務店 多摩区 建設業 第4回

1795 株式会社ＭＡＲＵＺＥＮ 高津区 建設業 第5回

1796 丸泉興業株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

1797 有限会社丸善興業 高津区 建設業 第4回

1798 有限会社丸仙材木店 川崎区 卸売・小売業 第5回

1799 株式会社マルタ 高津区 運輸・郵便業 第4回

1800 株式会社マルタ 横浜市 運輸・郵便業 第5回

1801 マルタ工業株式会社 横浜市 建設業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1802 株式会社丸田堂 川崎区 卸売・小売業 第5回

1803 株式会社丸貞 高津区 不動産業 第3回

1804 有限会社丸二精機 横浜市 卸売・小売業 第5回

1805 株式会社マルマサ産業 宮前区 建設業 第5回

1806 有限会社丸政木材 横浜市 建設業 第5回

1807 有限会社真留真製作所 中原区 製造業 第4回

1808 マルミ設備株式会社 高津区 建設業 第4回

1809 株式会社丸山工業所 中原区 建設業 第5回

1810 有限会社丸芳 多摩区 建設業 第4回

1811 有限会社丸芳牛肉店 横浜市 卸売・小売業 第5回

1812 株式会社万笑 麻生区 その他のサービス 第5回

1813 株式会社万楽堂 宮前区 卸売・小売業 第4回

1814 株式会社美栄工業 宮前区 建設業 第3回

1815 株式会社ミカセ 中原区 建設業 第1回

1816 朏会計事務所 麻生区 その他のサービス 第5回

1817 有限会社三上健一郎商店 中原区 卸売・小売業 第4回

1818 有限会社三神製作所 川崎区 製造業 第3回

1819 三河電機株式会社 高津区 製造業 第4回

1820 株式会社ミキスポーツ 多摩区 卸売・小売業 第4回

1821 合同会社みきほし 川崎区 その他のサービス 第2回

1822 MIKIミュージックイン読売ランド教室 多摩区 教育（ＰＴＡを含む） 第5回

1823 株式会社ミクロスソフトウエア 高津区 情報通信業 第4回

1824 三島金属株式会社 宮前区 卸売・小売業 第5回

1825 三嶋塗装株式会社 川崎区 建設業 第5回

1826 有限会社水出電機 麻生区 製造業 第4回

1827 一般社団法人水環境研究会 中原区 その他のサービス 第5回

1828 株式会社ミズグチ 川崎区 建設業 第5回

1829 有限会社水野興業 高津区 建設業 第4回

1830 瑞穂商事株式会社 川崎区 不動産業 第5回

1831 株式会社ミズモリ 多摩区 建設業 第5回

1832 株式会社溝口更科 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1833 みぞのくち新都市株式会社 高津区 その他のサービス 第1回

1834 株式会社溝口電商 高津区 卸売・小売業 第5回

1835 有限会社三田植木 高津区 建設業 第4回

1836 三田調温工業株式会社 麻生区 建設業 第3回

1837 株式会社ミツイ 高津区 建設業 第2回

1838 三井住友海上火災保険株式会社 横浜市 金融・保険業 第2回

1839 三井住友信託銀行株式会社　川崎支店 川崎区 金融・保険業 第2回

1840 海月興業株式会社 幸区 建設業 第4回

1841 有限会社ミツバチ 麻生区 卸売・小売業 第2回

1842 三菱化工機株式会社 川崎区 製造業 第4回

1843 有限会社光丸商事 高津区 卸売・小売業 第5回

1844 三峯青葉 横浜市 建設業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1845 株式会社みつや園 高津区 建設業 第4回

1846 株式会社Midorasu 麻生区 建設業 第4回

1847 特定非営利活動法人みどりなくらし 中原区 NPO 第1回

1848 有限会社みどりや 高津区 建設業 第5回

1849 川崎市立南生田中学校 多摩区 学校 第2回

1850 株式会社みなもと 横浜市 宿泊・飲食サービス業 第4回

1851 有限会社峰設備工業 宮前区 建設業 第4回

1852 有限会社みのや 中原区 卸売・小売業 第5回

1853 宮内精機工業有限会社 中原区 製造業 第2回

1854 宮城光機有限会社 高津区 製造業 第4回

1855 宮城屋 川崎区 卸売・小売業 第5回

1856 合同会社宮﨑 横浜市 不動産業 第5回

1857 株式会社宮崎自動車 横浜市 その他のサービス 第5回

1858 有限会社ミヤザキ電気 宮前区 卸売・小売業 第5回

1859 株式会社宮原建築 中原区 建設業 第5回

1860 美遊JAPAN有限会社 川崎区 宿泊・飲食サービス業 第2回

1861 ミューテック株式会社 中原区 製造業 第3回

1862 有限会社美幸建設 多摩区 建設業 第5回

1863 みゆき幼稚園 幸区 教育 第4回

1864 株式会社MIRAI 多摩区 卸売・小売業 第4回

1865 MIRAI住まい株式会社 横浜市 不動産業 第5回

1866 特定非営利活動法人みんなのおうちバンビのピエノ 麻生区 NPO 第4回

1867 みんなのケーキ屋さんChocoto 多摩区 卸売・小売業 第5回

1868 有限会社武蔵工業 横浜市 製造業 第5回

1869 有限会社村石商店 幸区 卸売・小売業 第2回

1870 有限会社MURAKAMI 中原区 建設業 第4回

1871 株式会社村上建設 高津区 建設業 第4回

1872 株式会社ムラタ電商 宮前区 卸売・小売業 第5回

1873 有限会社村松鈑金塗装 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1874 株式会社村山梱包商事 宮前区 運輸・郵便業 第3回

1875 株式会社MURONE 横浜市 製造業 第5回

1876 有限会社明運サービス 高津区 運輸・郵便業 第5回

1877 有限会社明夏 多摩区 卸売・小売業 第4回

1878 明希工業株式会社 川崎区 その他のサービス 第3回

1879 株式会社MEYKOU 高津区 製造業 第2回

1880 株式会社明治ハウジング 高津区 不動産業 第4回

1881 株式会社明治ハウス 高津区 建設業 第5回

1882 株式会社明治ホームズ 高津区 建設業 第4回

1883 株式会社メイプル田園 中原区 不動産業 第4回

1884 明和エンジニアリング株式会社 横浜市 製造業 第5回

1885 明和工業株式会社 幸区 建設業 第4回

1886 株式会社メイン 川崎区 建設業 第5回

1887 株式会社メーティス・リル 高津区 保健衛生・社会事業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1888 株式会社メグル 中原区 その他のサービス 第5回

1889 株式会社メタックス 中原区 建設業 第1回

1890 株式会社メックジャパン 横浜市 建設業 第5回

1891 株式会社メディコサービス 中原区 その他のサービス 第5回

1892 メディサイエンス・エスポア株式会社 幸区 卸売・小売業 第1回

1893 メディックスエイジア株式会社 高津区 その他のサービス 第4回

1894 メテオAPAC株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

1895 メリー★ポピンズ登戸ルーム 多摩区 その他のサービス 第4回

1896 麺や新のすけ 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1897 もじもじや 宮前区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1898 株式会社モダンプラスチック 中原区 製造業 第4回

1899 有限会社持田電気商会 中原区 卸売・小売業 第4回

1900 モトスミ・オズ通り商店街振興組合 中原区 その他のサービス 第1回

1901 モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合 中原区 その他のサービス 第1回

1902 合同会社もとてる企画 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

1903 百瀬公認会計士・税理士事務所 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1904 森健一事務所株式会社 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1905 森健一税理士事務所 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1906 株式会社モリコーポレーション 横浜市 建設業 第5回

1907 株式会社森松工業所 横浜市 建設業 第5回

1908 株式会社モリモト 高津区 製造業 第5回

1909 株式会社モンタナ 多摩区 卸売・小売業 第5回

1910 ヤオキ商事株式会社 高津区 不動産業 第3回

1911 株式会社八木工務店 高津区 建設業 第5回

1912 有限会社矢﨑精機 高津区 製造業 第5回

1913 矢島建設工業株式会社 多摩区 建設業 第1回

1914 有限会社矢島製作所 高津区 製造業 第4回

1915 野州工業株式会社 川崎区 建設業 第2回

1916 有限会社野州精機 中原区 製造業 第2回

1917 株式会社八匠 横浜市 建設業 第5回

1918 合同会社保田 高津区 不動産業 第4回

1919 株式会社YAKS 横浜市 製造業 第5回

1920 柳川ロープ株式会社 川崎区 製造業 第5回

1921 有限会社柳商店 川崎区 建設業 第4回

1922 株式会社ヤナセデンキ 川崎区 建設業 第2回

1923 株式会社矢場建設 高津区 建設業 第4回

1924 八幡建設株式会社 川崎区 建設業 第5回

1925 株式会社ヤマイチ 宮前区 卸売・小売業 第5回

1926 有限会社山口巧測 横浜市 建設業 第5回

1927 株式会社山口塗装 川崎区 建設業 第4回

1928 有限会社山口マネージメント 中原区 不動産業 第4回

1929 株式会社ヤマサン 中原区 不動産業 第2回

1930 山次工業株式会社 川崎区 製造業 第4回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1931 有限会社山城システム 川崎区 建設業 第5回

1932 有限会社山田青果 中原区 卸売・小売業 第5回

1933 有限会社山長硝子店 宮前区 卸売・小売業 第4回

1934 株式会社山長建材 川崎区 建設業 第4回

1935 山恒電設株式会社 宮前区 製造業 第4回

1936 株式会社ヤマト建装 宮前区 建設業 第5回

1937 有限会社ヤマト工業所 麻生区 製造業 第4回

1938 有限会社山中運送 高津区 運輸・郵便業 第5回

1939 有限会社山中製作所 高津区 製造業 第4回

1940 株式会社山中屋 高津区 宿泊・飲食サービス業 第5回

1941 株式会社山根工務店 川崎区 建設業 第1回

1942 株式会社ヤマネ総合サービス 川崎区 建設業 第5回

1943 株式会社山室電機 中原区 建設業 第5回

1944 有限会社山本製作所 高津区 製造業 第4回

1945 有限会社ユウキ建設 多摩区 建設業 第5回

1946 有限会社ユーケイホーム 幸区 不動産業 第4回

1947 株式会社勇竿 川崎区 卸売・小売業 第4回

1948 株式会社ユーディー 高津区 卸売・小売業 第4回

1949 株式会社友電設 横浜市 建設業 第5回

1950 株式会社ユウト建設工業 多摩区 建設業 第5回

1951 ゆーとぴあ合同会社 幸区 不動産業 第4回

1952 株式会社ユーフォリアファミリー 川崎区 保健衛生・社会事業 第1回

1953 ユーリ・エイジス株式会社 川崎区 情報通信業 第4回

1954 株式会社由貴工業 川崎区 建設業 第4回

1955 株式会社由貴工務店 川崎区 建設業 第2回

1956 有限会社湯澤建築設計研究所 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

1957 豊合成樹脂株式会社 麻生区 製造業 第4回

1958 株式会社ユニオン産業 中原区 製造業 第1回

1959 株式会社ユニ機工 高津区 建設業 第2回

1960 unicocco 麻生区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

1961 株式会社ユニティー 川崎区 建設業 第5回

1962 ゆりかごクリニック 宮前区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

1963 株式会社百合組 川崎区 建設業 第5回

1964 株式会社横急運輸 幸区 運輸・郵便業 第5回

1965 株式会社横浜技研 横浜市 不動産業 第5回

1966 株式会社横浜銀行 川崎区 金融・保険業 第2回

1967 横浜新光サービス合同会社 横浜市 その他のサービス 第5回

1968 有限会社横浜精密 横浜市 製造業 第5回

1969 株式会社横浜セントラルビソー 横浜市 その他のサービス 第5回

1970 株式会社横浜野本 横浜市 卸売・小売業 第5回

1971 YOKOHAMA MACHINE FACTORY株式会社 横浜市 製造業 第5回

1972 横堀電機工業株式会社 宮前区 建設業 第4回

1973 株式会社横山運輸 幸区 運輸・郵便業 第5回
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1974 株式会社横山工務店 中原区 建設業 第5回

1975 吉川海事興業株式会社 横浜市 建設業 第5回

1976 ヨシケン株式会社 東京都 建設業 第5回

1977 株式会社吉田園 高津区 卸売・小売業 第4回

1978 株式会社吉孝土建 多摩区 建設業 第5回

1979 吉田建工株式会社 宮前区 建設業 第4回

1980 有限会社吉田製作所 川崎区 製造業 第4回

1981 株式会社ヨシダ電機 幸区 製造業 第3回

1982 吉田土木株式会社 川崎区 建設業 第5回

1983 吉野産業株式会社 横浜市 建設業 第5回

1984 有限会社吉浜設備 幸区 建設業 第4回

1985 株式会社よつば製作所 横浜市 製造業 第5回

1986 有限会社四谷ゴム工業 川崎区 製造業 第4回

1987 株式会社ヨネヤマ 川崎区 卸売・小売業 第2回

1988 株式会社よもぎ屋ライフアンドヘルス 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

1989 株式会社ヨントクホーム 横浜市 不動産業 第5回

1990 ラーバルマスク 高津区 卸売・小売業 第5回

1991 株式会社ライオンラグス 多摩区 卸売・小売業 第4回

1992 合同会社ライジングエステート 麻生区 不動産業 第2回

1993 株式会社RIZE 横浜市 建設業 第5回

1994 有限会社ライズ 幸区 建設業 第5回

1995 株式会社ライズ 麻生区 その他のサービス 第5回

1996 株式会社ライト 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第1回

1997 株式会社ライトアップ 中原区 情報通信業 第4回

1998 Right Music School 中原区 その他のサービス 第5回

1999 株式会社ライフ 多摩区 運輸・郵便業 第4回

2000 ライフアシスト株式会社 東京都 不動産業 第5回

2001 株式会社ライフコーディネーター 高津区 不動産業 第5回

2002 株式会社ライフコーポレーション 中原区 不動産業 第2回

2003 株式会ライフスクエア 宮前区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

2004 有限会社ライフライト 多摩区 建設業 第4回

2005 株式会社ライフワーク 宮前区 製造業 第5回

2006 株式会社ライラックサポート 多摩区 その他のサービス 第5回

2007 株式会社LAKA 多摩区 情報通信業 第3回

2008 ラ・サール進学会株式会社 中原区 教育 第2回

2009 有限会社ラスタ 麻生区 建設業 第5回

2010 有限会社ラックオート横浜 中原区 その他のサービス 第5回

2011 株式会社ラプツ 横浜市 建設業 第5回

2012 株式会社LA MER BLEUE 鎌倉市 その他のサービス 第5回

2013 株式会社ランドサーベイ 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第1回

2014 ランドスケープ株式会社 宮前区 その他のサービス 第5回

2015 株式会社リード技研 多摩区 製造業 第4回

2016 リードサウンド株式会社 高津区 製造業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

2017 リーフ司法書士事務所 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

2018 有限会社リカーショップ京町セソール 川崎区 卸売・小売業 第5回

2019 リカザイ株式会社 中原区 製造業 第1回

2020 株式会社リキジャパン 多摩区 卸売・小売業 第4回

2021 株式会社reclaim 宮前区 建設業 第4回

2022 リコージャパン株式会社神奈川支社 横浜市 卸売・小売業 第1回

2023 リソー株式会社 幸区 製造業 第5回

2024 リバーサービス株式会社 多摩区 その他のサービス 第4回

2025 株式会社リバーストーン 多摩区 建設業 第5回

2026 株式会社Re-haこだま 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

2027 有限会社リバティースクエア 多摩区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

2028 株式会社リバティーワン 高津区 建設業 第3回

2029 リビング建設 東京都 建設業 第5回

2030 株式会社リビングライフ 東京都 不動産業 第5回

2031 株式会社リブエンジニアリング 中原区 その他のサービス 第5回

2032 株式会社リフォームのかしわくら 横浜市 建設業 第5回

2033 株式会社livefor 高津区 情報通信業 第4回

2034 有限会社リペア三建 川崎区 その他のサービス 第5回

2035 株式会社リベラルコーポレーション 高津区 卸売・小売業 第3回

2036 株式会社リムノテック 川崎区 建設業 第4回

2037 株式会社良知経営 宮前区 卸売・小売業 第1回

2038 有限会社緑光園 麻生区 建設業 第4回

2039 ReLIFE株式会社 宮前区 不動産業 第5回

2040 Re.Ra.Ku元住吉店 中原区 その他のサービス 第4回

2041 株式会社リリーフ 高津区 その他のサービス 第4回

2042 Link mama 麻生区 市民団体 第3回

2043 株式会社リンドウージャパン 川崎区 その他のサービス 第5回

2044 有限会社ルーブデンタルラボ 中原区 その他のサービス 第5回

2045 有限会社ルブテック 東京都 製造業 第5回

2046 嶺心会 麻生区 市民団体 第5回

2047 RAINGUARD合同会社 麻生区 建設業 第4回

2048 有限会社レインボー電子製作所 中原区 製造業 第2回

2049 LEG株式会社 麻生区 卸売・小売業 第4回

2050 特定非営利活動法人レジスト 中原区 NPO 第2回

2051 株式会社Restoration 横浜市 その他のサービス 第5回

2052 株式会社レットウイング 川崎区 建設業 第4回

2053 ROYAL FAMILY KENNEL合同会社 横浜市 その他のサービス 第5回

2054 ローソンスリーエフ新城店 中原区 卸売・小売業 第5回

2055 株式会社ローリングドッグ 宮前区 その他のサービス 第5回

2056 株式会社ロビーム 川崎区 その他のサービス 第3回

2057 株式会社ワークス 東京都 建設業 第5回

2058 有限会社ワールド企画 横浜市 建設業 第5回

2059 株式会社ワールドクリーンプロジェクト 宮前区 建設業 第3回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

2060 ワールド商事株式会社 川崎区 宿泊・飲食サービス業 第3回

2061 株式会社ワイエフテクノ 横浜市 卸売・小売業 第5回

2062 株式会社ワイ・エム・エス 横浜市 製造業 第5回

2063 株式会社ワイエムピー 高津区 宿泊・飲食サービス業 第2回

2064 株式会社ワイオリ 幸区 卸売・小売業 第5回

2065 ワイズジャパン株式会社 宮前区 卸売・小売業 第5回

2066 有限会社ワイズ・ワン 宮前区 製造業 第4回

2067 株式会社ワイ・デイ・エス 高津区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第3回

2068 株式会社YBK 高津区 建設業 第5回

2069 有限会社ワイプラネット 高津区 不動産業 第5回

2070 若月電業有限会社 高津区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第1回

2071 株式会社若谷 川崎区 卸売・小売業 第5回

2072 株式会社和興計測 高津区 製造業 第2回

2073 和光産業株式会社 川崎区 その他のサービス 第1回

2074 株式会社和田電業社 幸区 建設業 第5回

2075 有限会社渡邊加工 中原区 製造業 第3回

2076 渡辺興業運輸株式会社 幸区 運輸・郵便業 第5回

2077 有限会社渡辺工業所 横浜市 建設業 第5回

2078 有限会社渡辺電気工事 幸区 建設業 第4回

2079 株式会社渡辺土木 川崎区 建設業 第1回

2080 株式会社和楽 川崎区 卸売・小売業 第5回

2081 株式会社ワン・オフィス 宮前区 不動産業 第5回

2082 株式会社湾岸エンタープライズ 多摩区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

2083 株式会社ワンナップ 幸区 卸売・小売業 第4回

2084 株式会社one-bear 麻生区 教育 第4回


