
No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

1 株式会社アーバンカンパニー 高津区 製造業 第4回

2 株式会社アイアールイー 川崎区 その他のサービス 第5回

3 愛知電業株式会社 幸区 建設業 第5回

4 ＩＴプロダクツ株式会社 川崎区 その他のサービス 第3回

5 株式会社アイノート 高津区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第2回

6 eyelash&nail&hairremovalSALON-EYERIS- 高津区 宿泊・飲食サービス業 第2回

7 株式会社アインファーマシーズ 北海道 卸売・小売業 第3回

8 青空かみしばい＆和物大道芸の会 東京都 その他のサービス 第3回

9 株式会社アクス 川崎区 製造業 第5回

10 麻生区クールアース推進委員会 麻生区 市民団体 第2回

11 あさお芸術のまちコンサート推進委員会 麻生区 市民団体 第5回

12 旭化成株式会社製造統括本部川崎製造所 川崎区 製造業 第1回

13 旭器機サービス株式会社玉川事業所 中原区 運輸・郵便業 第3回

14 株式会社アド・コーポレーション 東京都 運輸・郵便業 第6回

15 株式会社Advance 多摩区 運輸・郵便業 第5回

16 株式会社アベイル建業 麻生区 建設業 第4回

17 Allyの森 麻生区 市民団体 第2回

18 川崎市立有馬中学校 宮前区 学校 第2回

19 株式会社アルファシステムズ 中原区 情報通信業 第2回

20 有限会社アントレ 麻生区 建設業 第5回

21 アンブレラグロウ株式会社 多摩区 卸売・小売業 第1回

22 五十嵐産業株式会社 横浜市 製造業 第4回

23 株式会社五十嵐電機製作所 幸区 製造業 第1回

24 有限会社石田鉄工 多摩区 製造業 第4回

25 株式会社市川屋 川崎区 その他のサービス 第5回

26 社会福祉法人一廣会特別養護老人ホーム金井原苑 麻生区 保健衛生・社会事業 第4回

27 有限会社伊藤商店 幸区 卸売・小売業 第5回

28 いなだ助産院 多摩区 保健衛生・社会事業 第2回

29 因幡鋼管株式会社 横浜市 卸売・小売業 第5回

30 猪瀬建設株式会社 川崎区 建設業 第5回

31 株式会社イノベーションサンライズ 川崎区 卸売・小売業 第4回

32 インターナショナルエンターテインメント株式会社 宮前区 教育（ＰＴＡを含む） 第6回

33 株式会社Virtuouscircle 麻生区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

34 ウエインズトヨタ神奈川株式会社溝ノ口店 高津区 卸売・小売業 第6回

35 栄光テクニカルサービス株式会社 川崎区 建設業 第6回

36 株式会社エコプロ 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第6回

37 SMC株式会社横浜営業所 横浜市 製造業 第1回

38 株式会社SOG 幸区 その他のサービス 第4回

39 Enasun合同会社 宮前区 その他のサービス 第4回

40 エヌシー工業株式会社 高津区 建設業 第2回

41 株式会社荏原製作所 東京都 製造業 第5回

42 ゑびすや 幸区 宿泊・飲食サービス業 第2回

43 エム・キュービック 幸区 その他のサービス 第5回

44 エムディーワイ合同会社 高津区 卸売・小売業 第5回
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No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

45 株式会社ewalu 宮前区 その他のサービス 第4回

46 株式会社旺山 麻生区 卸売・小売業 第5回

47 川崎市立大谷戸小学校 中原区 学校 第1回

48 大沢工業株式会社 川崎区 建設業 第4回

49 有限会社大利根精機 川崎区 製造業 第2回

50 株式会社OPA新百合丘オーパ 麻生区 不動産業 第4回

51 尾木商事株式会社 中原区 不動産業 第5回

52 荻原住宅設備機器株式会社 中原区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

53 OfficeKawagoe 高津区 卸売・小売業 第4回

54 株式会社織戸組 中原区 鉱業 第1回

55 川崎市立梶ヶ谷小学校 高津区 学校 第1回

56 特定非営利活動法人鹿島田・新川崎まちづくりの会 幸区 NPO 第2回

57 有限会社和実 多摩区 卸売・小売業 第5回

58 川崎市立片平小学校 麻生区 学校 第1回

59 神奈川ご縁結び会 幸区 その他のサービス 第4回

60 川崎市立上作延小学校 高津区 学校 第1回

61 社会福祉法人川崎愛児園 宮前区 その他のサービス 第2回

62 川崎アゼリア株式会社 川崎区 不動産業 第5回

63 NPO法人かわさき技術士センター 幸区 NPO 第1回

64 川崎区食品衛生協会 川崎区 保健衛生・社会事業 第4回

65 川崎港運協会 川崎区 その他のサービス 第5回

66 川崎市立川崎高等学校 川崎区 学校 第1回

67 川崎市立川崎高等学校附属中学校 川崎区 学校 第4回

68 かわさき国際交流民間団体協議会 中原区 市民団体 第1回

69 一般社団法人川崎市空調衛生工業会 川崎区 建設業 第4回

70 公益財団法人川崎市公園緑地協会 中原区 その他のサービス 第1回

71 一般社団法人川崎市子ども会連盟 高津区 市民団体 第2回

72 公益財団法人川崎市産業振興財団 幸区 その他サービス 第6回

73 川崎市資源リサイクル協同組合 川崎区 その他サービス 第6回

74 公益財団法人川崎市消防防災指導公社 川崎区 その他のサービス 第2回

75 川崎市女性農業担い手の会あかね会 高津区 農林水産業 第5回

76 川崎市信用保証協会 川崎区 金融・保険業 第2回

77 川崎市地域女性連絡協議会 川崎区 市民団体 第2回

78 川崎市で木育を広め隊 高津区 市民団体 第5回

79 一般社団法人川崎市電設工業会 川崎区 その他のサービス 第4回

80 公益財団法人川崎市文化財団 幸区 その他のサービス 第5回

81 一般財団法人川崎市まちづくり公社 川崎区 その他のサービス 第5回

82 特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー 中原区 教育 第3回

83 NPO法人かわさき市民共同おひさまプロジェクト ― NPO 第1回

84 かわさき市民放送株式会社 中原区 情報通信業 第1回

85 川崎市立川中島中学校 川崎区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第6回

86 川崎市立下河原小学校 中原区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第6回

87 川崎市立下布田小学校 多摩区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第6回

88 川崎市立西御幸小学校 幸区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

89 川崎市立古市場小学校 幸区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第6回

90 一般社団法人川崎青年会議所 川崎区 その他のサービス 第1回

91 社会福祉法人川崎聖風福祉会 川崎区 保健衛生・社会事業 第2回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

92 川崎市立川崎総合科学高等学校 幸区 学校 第2回

93 川崎地域連合 川崎区 その他のサービス 第3回

94 川崎天然ガス発電株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第1回

95 川崎ドラム教習所 川崎区 教育 第4回

96 一般社団法人川崎中原工場協会 中原区 その他のサービス 第4回

97 川崎バイオマス発電株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第1回

98 NPO法人川崎フューチャー・ネットワーク 多摩区 NPO 第1回

99 川崎フロンターレ後援会 高津区 その他のサービス 第2回

100 かわさき包括的セクシュアリティ教育ネットワークCsexologue 高津区 市民団体 第6回

101 川崎臨港倉庫埠頭株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

102 カワジョ会 幸区 市民団体 第4回

103 川又電機工事株式会社 川崎区 建設業 第2回

104 関越ソフトウェア株式会社 多摩区 情報通信業 第2回

105 菊池建設株式会社 横浜市 建設業 第1回

106 株式会社共栄堂 幸区 製造業 第4回

107 魚菜味感 中原区 宿泊・飲食サービス業 第4回

108 株式会社きらぼし銀行 東京都 金融・保険業 第1回

109 NPO法人ぐらすかわさき 中原区 NPO 第5回

110 グリーンコンシューマーグループかわさき 宮前区 市民団体 第4回

111 株式会社クレハ環境ウェステックかながわ 川崎区 その他のサービス 第3回

112 株式会社ケイ・エス・エス 横浜市 その他サービス 第6回

113 経営標準化機構株式会社／国民的ＳＤＧｓ 東京都 専門・科学技術、業務支援サービス業 第2回

114 有限会社ケイ・エム・エス 横浜市 製造業 第2回

115 京浜急行電鉄株式会社 横浜市 運輸・郵便業 第1回

116 有限会社京浜軽貨物 高津区 運輸・郵便業 第4回

117 株式会社検査技術研究所 川崎区 製造業 第2回

118 社会福祉法人幸友会小倉はなかご保育園 幸区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第6回

119 CoEbyLPW 幸区 市民団体 第5回

120 COCORO 川崎区 市民団体 第5回

121 有限会社小島米店 多摩区 卸売・小売業 第5回

122 川崎市立小杉小学校 中原区 学校 第2回

123 子育て相談サロンままカフェしんゆり 麻生区 市民団体 第5回

124 株式会社近藤鉄工所 川崎区 製造業 第5回

125 幸区食生活改善推進員連絡協議会(ヘルスメイト幸) 幸区 市民団体 第5回

126 川崎市立幸高等学校 幸区 学校 第1回

127 川崎市立坂戸小学校 高津区 学校 第1回

128 川崎市立鷺沼小学校 宮前区 学校 第1回

129 佐脇紙器株式会社 宮前区 製造業 第6回

130 株式会社サンアイエンジニアリング 幸区 情報通信業 第4回

131 株式会社サンヨーシステム 中原区 卸売・小売業 第4回

132 合同会社SunRise 横浜市 その他のサービス 第5回

133 THEアート・プロジェクト多文化読み聞かせ隊 高津区 市民団体 第4回

134 ＣＣさいわい 幸区 市民団体 第1回

135 ＪＦＥプラリソース株式会社 川崎区 その他のサービス 第3回

136 株式会社ジェイハウス 多摩区 建設業 第5回

137 ジェンクロス・カワサキ 幸区 市民団体 第2回

138 株式会社シティコミュニケーションズ 横浜市 その他のサービス 第5回
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139 ＳＩＶＥＮＴＨ株式会社 川崎区 その他サービス 第6回

140 川崎市立子母口小学校 高津区 学校 第1回

141 shimau株式会社 川崎区 建設業 第2回

142 島工業株式会社 高津区 建設業 第3回

143 川崎市立下作延小学校 高津区 学校 第1回

144 下小おやじの会 中原区 市民団体 第2回

145 ジャパンバイオエナジー株式会社 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第1回

146 16mm映写機の会 中原区 市民団体 第2回

147 省エネグループ 高津区 市民団体 第2回

148 城南信用金庫 東京都 金融・保険業 第3回

149 有限会社掌法 川崎区 その他のサービス 第4回

150 株式会社昭和電機製作所 川崎区 製造業 第4回

151 川崎市立白幡台小学校 宮前区 学校 第1回

152 シルバー商事株式会社 中原区 運輸・郵便業 第3回

153 有限会社新岩城菓子舗 幸区 卸売・小売業 第2回

154 一般社団法人ThinkingTree 麻生区 教育 第4回

155 信号器材株式会社 中原区 製造業 第1回

156 株式会社進晴 川崎区 その他のサービス 第5回

157 株式会社ジンダイ 幸区 その他のサービス 第5回

158 株式会社シンテン 東京都 その他サービス 第6回

159 川崎市立新町小学校 川崎区 学校 第1回

160 有限会社末永工務店 宮前区 建設業 第5回

161 末広電業株式会社 中原区 建設業 第4回

162 有限会社杉山製作所 幸区 製造業 第3回

163 株式会社スタックス 中原区 製造業 第3回

164 株式会社砂子工務店 中原区 建設業 第5回

165 株式会社スピードアー 川崎区 卸売・小売業 第6回

166 住吉電機株式会社 高津区 建設業 第2回

167 3R推進プロジェクト 高津区 市民団体 第1回

168 誠建産業株式会社 川崎区 建設業 第4回

169 特定非営利活動法人青少年科学技術振興会 横浜市 NPO 第5回

170 株式会社セイシン 多摩区 製造業 第4回

171 誠和エンジニアリング株式会社 高津区 製造業 第5回

172 セーフティソリューション株式会社 麻生区 卸売・小売業 第2回

173 世研話 幸区 市民団体 第4回

174 株式会社セブンカルチャーネットワークセブンカルチャークラブ溝の口店 高津区 卸売・小売業 第4回

175 株式会社セブンカルチャーネットワークセブンカルチャークラブ武蔵小杉店 中原区 卸売・小売業 第4回

176 株式会社セレモニア 川崎区 保健衛生・社会事業 第1回

177 専修大学 多摩区 学校 第1回

178 株式会社そうまファクトリー 川崎区 卸売・小売業 第2回

179 一般社団法人ThoughtfulGift 横浜市 その他のサービス 第4回

180 ソーラーチーム ― 市民団体 第1回

181 sona+n 宮前区 卸売・小売業 第1回

182 損害保険ジャパン株式会社横浜中央支店川崎支社 幸区 金融・保険業 第5回

183 第一パイプ工業株式会社 川崎区 製造業 第5回

184 特定非営利活動法人ダイバーシティサポートかわさき 宮前区 NPO 第3回

185 太平ビルサービス株式会社横浜支店 横浜市 その他のサービス 第5回
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186 川崎市立平中学校 宮前区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

187 大和証券株式会社 東京都 金融・保険業 第1回

188 川崎市立高津高等学校 高津区 学校 第2回

189 神奈川県立高津養護学校 高津区 学校 第2回

190 有限会社タカモト塗装店 川崎区 建設業 第5回

191 株式会社瀧野測量設計 多摩区 その他のサービス 第4回

192 タケダ株式会社 宮前区 その他サービス 第6回

193 武田技研株式会社 高津区 情報通信業 第5回

194 川崎市立田島中学校 川崎区 学校 第2回

195 田代精工株式会社 幸区 製造業 第4回

196 株式会社ダスキン南関東地域本部 東京都 その他のサービス 第5回

197 川崎市立橘高等学校 中原区 学校 第4回

198 川崎市立橘中学校 高津区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第6回

199 多摩エコスタイルプロジェクト 多摩区 市民団体 第1回

200 学校法人玉川学園 東京都 学校 第2回

201 多摩区商店街連合会 多摩区 その他のサービス 第1回

202 多摩区青少年指導員連絡協議会 多摩区 市民団体 第3回

203 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター 多摩区 市民団体 第4回

204 株式会社タマック 多摩区 建設業 第2回

205 地域上映支援センター 多摩区 市民団体 第2回

206 合同会社地域福祉マネジメント居宅介護支援事務所どんぐり 川崎区 その他のサービス 第4回

207 ＴＥＡＭＮＥＴＳＵＧＥＮ 高津区 市民団体 第2回

208 株式会社チッタエンタテイメント 川崎区 不動産業 第1回

209 株式会社ちゃいなび 川崎区 卸売・小売業 第2回

210 長寿保育園 中原区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

211 株式会社ツクリエ 東京都 その他サービス 第6回

212 有限会社土屋精工 高津区 製造業 第3回

213 株式会社D&I 川崎区 その他のサービス 第1回

214 DAISYBALLOON 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

215 株式会社ティムエンタープライズ 川崎区 金融・保険業 第5回

216 株式会社Den 高津区 不動産業 第6回

217 株式会社東海 高津区 不動産業 第5回

218 株式会社東急モールズデベロップメント武蔵小杉東急スクエア 中原区 不動産業 第3回

219 東京ガス株式会社川崎支店 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

220 東京第四友の会小杉方面 中原区 市民団体 第3回

221 東京第四友の会　宮前方面　 中原区 NPO 第6回

222 東京電力パワーグリッド株式会社川崎支社 幸区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第1回

223 東誠交易有限会社 麻生区 卸売・小売業 第4回

224 東洋機器株式会社 東京都 卸売・小売業 第6回

225 東洋埠頭株式会社川崎支店 川崎区 運輸・郵便業 第5回

226 東洋埠頭株式会社東扇島支店 川崎区 運輸・郵便業 第5回

227 東横化学株式会社 中原区 その他のサービス 第4回

228 とさかーな新丸子創業本店 中原区 卸売・小売業 第5回

229 株式会社都市住宅情報センター 幸区 不動産業 第6回

230 図南鍛工株式会社 川崎区 製造業 第3回

231 有限会社トワダ 高津区 製造業 第1回

232 ナイスコミュニティー株式会社 横浜市 建設業 第1回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

233 ナイス賃貸情報サービス株式会社 横浜市 その他のサービス 第1回

234 株式会社内藤ハウス横浜支店 横浜市 建設業 第3回

235 川崎市立長尾小学校 多摩区 学校 第1回

236 川崎市立長沢小学校 麻生区 学校 第2回

237 株式会社永田工務店 幸区 建設業 第4回

238 中原区食生活改善推進員連絡協議会 中原区 市民団体 第4回

239 川崎市立中原中学校 中原区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など） 第5回

240 川崎市立中原中学校PTA 中原区 教育 第4回

241 株式会社ナミキ 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

242 ニアカリ 幸区 その他のサービス 第1回

243 株式会社ニクニ 高津区 製造業 第6回

244 川崎市立西菅小学校 多摩区 学校 第4回

245 ニッキャビ株式会社 中原区 製造業 第5回

246 株式会社日章メンテナンスサービス 川崎区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第5回

247 日本冶金工業株式会社川崎製造所 川崎区 製造業 第5回

248 ニトックス株式会社 中原区 建設業 第4回

249 日本映画大学 麻生区 教育 第2回

250 一般社団法人日本経営士会・南関東支部 横浜市 専門・科学技術、業務支援サービス業 第1回

251 一般社団法人日本国際バレエ協会 宮前区 教育（ＰＴＡを含む） 第6回

252 日本食塩製造株式会社 川崎区 製造業 第3回

253 学校法人日本女子大学 東京都 学校 第1回

254 日本精塩株式会社 川崎区 製造業 第3回

255 株式会社日本旅行神奈川法人営業部 横浜市 その他のサービス 第1回

256 庭ノ職人 宮前区 建設業 第4回

257 株式会社ネオス 高津区 情報通信業 第4回

258 株式会社ネクサスエアー 多摩区 製造業 第1回

259 株式会社Nextwel 川崎区 情報通信業 第5回

260 株式会社NENGO 高津区 建設業 第4回

261 川崎市立野川中学校 宮前区 学校 第3回

262 株式会社ノクチ基地 高津区 その他のサービス 第1回

263 バイオ・サイト・キャピタル株式会社 幸区 その他サービス 第6回

264 バイオインサイト株式会社 幸区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第4回

265 ハイテク・リバー 横浜市 製造業 第6回

266 株式会社灰吹屋薬局 高津区 卸売・小売業 第4回

267 芳賀建材工業株式会社 高津区 製造業 第5回

268 有限会社畠山工務店 高津区 建設業 第4回

269 NPO法人はたらくらす 幸区 NPO 第1回

270 株式会社八洋 東京都 卸売・小売業 第4回

271 発酵温浴かいち 多摩区 その他のサービス 第4回

272 八巧機電設備株式会社 川崎区 建設業 第4回

273 はなうた図工室 高津区 市民団体 第3回

274 株式会社ハミングバーズインターナショナル 中原区 卸売・小売業 第3回

275 株式会社原設備工業 宮前区 建設業 第6回

276 株式会社原マネージメント 中原区 不動産業 第2回

277 株式会社haru-House 多摩区 建設業 第5回

278 川崎市立はるひ野小学校 麻生区 学校 第2回

279 川崎市立はるひ野中学校 麻生区 学校 第2回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

280 株式会社半ざむ 多摩区 卸売・小売業 第3回

281 有限会社ピーエツチワイ 多摩区 製造業 第5回

282 川崎市立東住吉小学校 中原区 学校 第1回

283 東高津こども文化センター 高津区 保健衛生・社会事業 第3回

284 株式会社ビクトリージャパン 高津区 卸売・小売業 第5回

285 日出麿電工株式会社 幸区 建設業 第2回

286 美容室momo 川崎区 その他のサービス 第4回

287 フィリップモリスジャパン合同会社川崎ユニット 東京都 その他のサービス 第4回

288 株式会社フェニックス 宮前区 卸売・小売業 第3回

289 株式会社福島屋 横浜市 宿泊・飲食サービス業 第5回

290 株式会社福田商店 幸区 卸売・小売業 第1回

291 川崎市立藤崎小学校 川崎区 学校 第1回

292 富士通特機システム株式会社 中原区 情報通信業 第3回

293 川崎市立富士見台小学校 宮前区 学校 第1回

294 株式会社富士屋寝具店 宮前区 卸売・小売業 第6回

295 社会福祉法人ふたば愛児会聖美保育園 川崎区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第6回

296 FutureWINGS株式会社 多摩区 その他のサービス 第4回

297 Plumcrystal 中原区 卸売・小売業 第5回

298 株式会社プラムパインズ 高津区 運輸・郵便業 第5回

299 株式会社BRANDNEWOCEAN.inc 高津区 宿泊・飲食サービス業 第3回

300 株式会社ブレンナ設備 宮前区 建設業 第5回

301 株式会社文教 東京都 卸売・小売業 第4回

302 ベーグルカンパニー 多摩区 製造業 第5回

303 ボウノットデザイン合同会社 中原区 宿泊・飲食サービス業 第6回

304 株式会社朋優プランニング 宮前区 その他のサービス 第4回

305 株式会社ホクト 宮前区 卸売・小売業 第4回

306 POSCOJapanPC株式会社 川崎区 製造業 第5回

307 北海寿し 高津区 宿泊・飲食サービス業 第4回

308 株式会社マイクロネット 川崎区 製造業 第6回

309 株式会社ＭＹＳＱＵＡＲＥ 宮前区 その他のサービス 第5回

310 まごころキッチンプロジェクト 麻生区 市民団体 第2回

311 川崎市立枡形中学校 多摩区 学校 第1回

312 まちの植育研究所 高津区 不動産業 第6回

313 株式会社マナカ 川崎区 その他のサービス 第5回

314 株式会社マルカエステート 川崎区 建設業 第5回

315 美涼土木建設株式会社 麻生区 建設業 第4回

316 株式会社三井住友銀行 東京都 金融・保険業 第1回

317 三井物産フォーサイト株式会社 東京都 その他サービス 第6回

318 三井埠頭株式会社 川崎区 運輸・郵便業 第5回

319 有限会社三つ葉屋 東京都 宿泊・飲食サービス業 第6回

320 川崎市立南百合丘小学校 麻生区 学校（幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など）第6回

321 川崎市立宮内中学校 中原区 学校 第2回

322 宮前区青少年指導員連絡協議会 宮前区 市民団体 第6回

323 宮松エスオーシー株式会社 中原区 製造業 第2回

324 特定非営利活動法人ミライポップ・アカデミー 宮前区 NPO 第4回

325 学校法人武蔵学園認定こども園東菅幼稚園 多摩区 教育 第3回

326 株式会社メディセオ 東京都 卸売・小売業 第5回



No. 企業・団体名 住所 業種 認証回

327 有限会社メロウクラブ 中原区 保健衛生・社会事業 第4回

328 森の香クリーンサービス 高津区 その他のサービス 第4回

329 谷貝食品工業株式会社 川崎区 卸売・小売業 第3回

330 夜間保育所あいいく 川崎区 保健衛生・社会事業（医療法人、保育園など） 第5回

331 有限会社八塚工業所 横浜市 製造業 第6回

332 株式会社大和園 宮前区 建設業 第6回

333 株式会社やまと水産 中原区 卸売・小売業 第4回

334 株式会社YAMANAKA 幸区 製造業 第1回

335 山本商会株式会社 川崎区 卸売・小売業 第4回

336 株式会社ゆいーと 多摩区 宿泊・飲食サービス業 第3回

337 合同会社ゆいまーる 川崎区 宿泊・飲食サービス業 第5回

338 ユースキン製薬株式会社 川崎区 製造業 第5回

339 株式会社ユカ 東京都 卸売・小売業 第6回

340 ユニオンエタニティ株式会社 大阪府 その他のサービス 第3回

341 株式会社UMETAS 高津区 その他のサービス 第2回

342 株式会社夢ぽけっと 宮前区 その他のサービス 第4回

343 YULISE合同会社 宮前区 その他のサービス 第4回

344 よかよかFP社労士事務所 川崎区 その他のサービス 第5回

345 吉田工業所有限会社 中原区 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 第4回

346 株式会社よみうりランド 東京都 その他のサービス 第4回

347 有限会社ライオットオブカラーズ 麻生区 卸売・小売業 第6回

348 株式会社ライフリビングデザイン 東京都 建設業 第6回

349 特定非営利活動法人楽 幸区 NPO 第4回

350 LADUREE 中原区 その他のサービス 第4回

351 株式会社ランバーサービス 多摩区 専門・科学技術、業務支援サービス業 第5回

352 株式会社リクエストエージェント 東京都 その他のサービス 第5回

353 株式会社LIXIL神奈川支社 横浜市 建設業 第1回

354 リナイス株式会社 横浜市 不動産業 第1回

355 有限会社リバストン工業 高津区 製造業 第5回

356 株式会社レグランツ 中原区 その他のサービス 第5回

357 株式会社レスポンス 麻生区 建設業 第5回

358 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 幸区 製造業 第5回

359 株式会社レンタルのニッケン 川崎区 その他のサービス 第1回

360 川崎市立聾学校 中原区 学校 第2回

361 有限会社呂甲商事 川崎区 鉱業 第6回

362 ロコっち新百合ヶ丘 横浜市 情報通信業 第5回

363 株式会社ロボット科学教育 麻生区 教育（ＰＴＡを含む） 第5回

364 株式会社ロンサール・P・L 麻生区 建設業 第2回

365 株式会社和柔 宮前区 卸売・小売業 第4回

366 株式会社ワンアンドオンリージャパン 横浜市 宿泊・飲食サービス業 第5回

367 株式会社ワンストップビジネスセンター 東京都 不動産業 第5回


