
2021年3月31日 現在

エコドライブ宣言事業所・団体

宣言事業所
ア

アート梱包運輸株式会社

有限会社アール企画

あいおい損害保険株式会社 川崎店

株式会社愛花園

相興株式会社

株式会社アイザワ

株式会社相場教材センター

株式会社IBF

有限会社あおい運輸

株式会社アオイ電機工業

株式会社アオキミツル商事

赤坂工運有限会社

吾妻樹脂工業株式会社

有限会社赤羽商店

秋保運送株式会社

株式会社秋谷運送

秋元運輸倉庫株式会社川崎営業所

アキヤマ株式会社川崎営業所

有限会社秋山商事

秋山商事株式会社

株式会社アクティブ・ステップアップ川崎

株式会社アクト・ツーワン

株式会社アクトリー R&Dセンター

アクロストランスポート株式会社

有限会社アゲナ琉運

株式会社浅井 川崎営業所

アサガミ株式会社

旭化成ケミカルズ株式会社

旭企業株式会社川崎営業所

旭企業株式会社横浜営業所

旭産業株式会社



朝日新聞販売サービス株式会社

旭光通信システム株式会社

株式会社 朝日プリンテック 川崎工場

旭ポリマー株式会社

株式会社 旭屋ミートセンター

アシオ運輸株式会社鶴見営業所

アシストサービス

味の素エンジニアリング株式会社川崎事業所

味の素株式会社川崎事業所

株式会社味の素コミュニケーションズ

株式会社アスカ輸送

飛鳥交通川崎株式会社

あすなろテック株式会社

アズビル株式会社

株式会社東産業

株式会社 アセント

株式会社東産業

株式会社 足立工作所

株式会社アツアイロジシステムズ

株式会社 渥美商事運輸

姉崎商運株式会社

株式会社安倍工業

株式会社 アマノ 厚木営業所

株式会社新井鉄工所

荒金商事株式会社川崎営業所

有沢樹脂工業株式会社

アルテア技研株式会社

アルファックス株式会社

有限会社 アルファユニバーサル

株式会社アレックスヨコユ本社事務所

阿波合同通運株式会社

株式会社安全ホンダ神奈川

株式会社 安藤運送店

イ

株式会社 飯岡工務店

有限会社 EAGLE・CARGO・SERVICE 本社

株式会社EMコーポレーション

池上商事有限会社

株式会社池田商店横浜工場



池田精機株式会社

株式会社 池田理化 鶴見支店

有限会社石井運送

株式会社 石岡組

石川運送株式会社

石川運送店

石川建輸株式会社本社営業所

有限会社 石塚工業所

株式会社 石塚土木

株式会社石原起業

株式会社石原商店

泉企業株式会社

株式会社泉商会 オール東京ガスエネスタ生田

泉メタル株式会社 川崎営業所

有限会社伊勢原運輸

板橋電気工事株式会社

株式会社イチコー

一関糧運送株式会社

一宮運輸株式会社四国支社物流センター岡山

一宮運輸株式会社物流センター袖ヶ浦

イチミヤ物流サービス株式会社

有限会社一力運輸

株式会社いづみテクノサービス

出光ルブテクノ株式会社

伊藤機電株式会社

株式会社イトーキ横浜支店

稲葉運送株式会社

井上運送株式会社

有限会社井上ラジオ店

株式会社井の雅組

株式会社今井運送

株式会社今井造園

株式会社イマムラ

株式会社今村建設

有限会社入船運輸

株式会社岩井

有限会社岩上運輸

岩手三八五流通株式会社盛岡支店

有限会社イワモト



ウ

株式会社 ウイン・インターナショナル

株式会社ウェイスト・プランナー

株式会社ウエキコーポレーション

株式会社上杉物産

有限会社上溝石材

株式会社 ウォールナット

株式会社 臼真倉庫

有限会社 宇佐美 夢見ヶ崎営業所

株式会社 内山工業

宇徳ロジスティクス株式会社東京支店 東京営業所

ウトシン石油株式会社

梅沢企業株式会社

梅田工業株式会社 東京営業所

株式会社浦野工務店

エ

栄吉海運株式会社 田井港営業所

株式会社 永光

有限会社えいしん

栄伸産業株式会社

エイトレント株式会社 東京支店

株式会社 エー・アンド・デイ 東京南営業所

株式会社 エース

エースライズ株式会社

株式会社エーベック

株式会社エコ・クリーン

株式会社 エコプロ

株式会社 エスアール

SK工業株式会社

株式会社 エス・ティ・シー

株式会社 エスラインギフ 京浜支店

株式会社 江田商会

株式会社 エッシー

NECインフロンティア株式会社高津事業所

株式会社エネックス 関東支社川崎営業所

株式会社エバーグリーンライン

荏原実業株式会社 神奈川支店

MSCロジスティクス東日本株式会社



有限会社エルライントラスト

株式会社延山製作所

株式会社 遠清商事

遠藤運送株式会社

遠藤科学株式会社

オ

追川建設株式会社

株式会社 大石鋼業

株式会社 オーエストランス

大川原建設株式会社

大川陸運株式会社

大久保興業株式会社

株式会社大崎

株式会社大里工業

大沢運送有限会社

有限会社大島運送本店営業所

大島自動車整備株式会社

大城興業株式会社

株式会社 太田工業

有限会社 大槻運送

大友運送株式会社 厚木営業所

大友ロジスティクスサービス株式会社相模原営業所

大友ロジスティックサービス株式会社豊橋営業所

大塚電機株式会社

株式会社大林組川崎水江工事事務所

大林道路株式会社 関東支店 横浜営業所

大船渡市場輸送株式会社

オール・レンタル株式会社 川崎営業所

岡島運輸株式会社

岡田運送有限会社

岡田運輸株式会社川崎営業所

株式会社 岡田工具

株式会社岡田電設

岡村建興株式会社

株式会社 オカムラ物流

株式会社 小倉興産

株式会社小倉総合設備 オール東京ガス エネスタ百合ヶ丘



小澤商事株式会社 本社

株式会社OCS

小田急バス株式会社生田営業所

株式会社 小野運送店 千葉営業所

小籏株式会社

小幡梱包運輸株式会社

小俣運送株式会社

カ

梶田礦業運輸株式会社

鹿島環境設備株式会社

株式会社カシワバラ・コーポレーション関東支社

梶川産業株式会社

株式会社川運梶ヶ谷営業所

株式会社カジノヤ

株式会社カシワヤ

上総商産株式会社

有限会社霞建機

株式会社加瀬運輸

株式会社カタヒラ

有限会社片山トラック 本社営業所

加藤産業株式会社南関東支社

株式会社加藤商店

加藤土建株式会社

神奈川県川崎警察署

株式会社神奈川クリーン

神奈川資材運輸株式会社

神奈川スバル株式会社 川崎店

神奈川スバル株式会社 新百合ヶ丘店

神奈川センコー運輸株式会社

神奈川都市交通株式会社川崎営業所

神奈川トヨタ自動車株式会社 麻生店

神奈川トヨタ自動車株式会社 川崎店

神奈川トヨタ自動車株式会社 幸店

神奈川トヨタ自動車株式会社 ジョイパーク川崎

神奈川トヨタ自動車株式会社 新加瀬店

神奈川トヨタ自動車株式会社 多摩U-Carセンター

神奈川トヨタ自動車株式会社 中原店



神奈川トヨタ自動車株式会社 中原U-Carセンター

神奈川トヨタ自動車株式会社 宮前平店

神奈川日陸物流株式会社

神奈川日産自動車株式会社 川崎小倉店

神奈川日産自動車株式会社 川崎元木店

神奈川日産自動車株式会社 川崎六郷橋店

神奈川日産自動車株式会社 新百合ヶ丘店

神奈川日産自動車株式会社 千年店

神奈川日産自動車株式会社 中原店

神奈川日産自動車株式会社 宮前店

神奈川日産自動車株式会社 百合ヶ丘店

神奈川日産自動車株式会社 百合ヶ丘マイカーセンター

神奈川臨海通運株式会社

有限会社カナック

株式会社金谷商運

有限会社カネス運輸

金杉興業株式会社

カネフジ運輸株式会社

有限会社狩野商事

合資会社 花芳商店

カポック株式会社

蒲郡運送株式会社 本社営業所

上組陸運株式会社福山営業所

カリツー株式会社 神奈川営業所

川石運送株式会社

川一産業株式会社本社営業所

有限会社カワイチ

河合土木 株式会社

株式会社 川井屋

河北トラック株式会社 本社営業所

有限会社 川口ブロック工業

川崎運送株式会社

川崎運送株式会社 梶ヶ谷営業所

川崎宏文堂

川崎紙運輸株式会社

株式会社川崎空調サービス



川崎工苑建設株式会社

川崎交通産業株式会社

川崎港湾物流協同組合

川崎市衛生研究所

川崎市恵楽園

川崎市エコ・二十一事業協同組合

川崎市川崎区役所道路建設センター

川崎市川崎区役所

川崎市川崎区役所大師支所

川崎市川崎区役所田島支所

川崎市環境局川崎生活環境事業所

川崎市環境局施設部入江崎クリーンセンター

川崎市環境局施設部浮島処理センター

川崎市環境局施設部王禅寺処理センター

川崎市環境局施設部加瀬クリーンセンター

川崎市環境局施設部橘処理センター

川崎市環境局施設部堤根処理センター

川崎市環境局多摩生活環境事業所

川崎市環境局中原生活環境事業所

川崎市環境局南部生活環境事業所

川崎市環境局宮前生活環境事業所

川崎市管工事業協同組合

川崎市経済労働局公営事業部

川崎市経済労働局産業振興部計量検査所

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場

川崎市経済労働局農業振興センター

川崎市経済労働局農業技術支援センター

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者更生相談所

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者支援施設めいぼう

川崎市健康福祉局動物愛護センター

川崎市公害研究所

川崎市交通局

川崎市交通局井田営業所

川崎市交通局上平間営業所

川崎市交通局塩浜営業所

川崎市交通局鷲ヶ峰営業所

川崎市港湾局川崎港管理センター

川崎市幸区役所

川崎市幸区役所道路公園センター



公益財団法人川崎市産業振興財団

川崎市しいのき学園

川崎市消防局

川崎市消防局麻生消防署

川崎市消防局川崎消防署

川崎市消防局幸消防署

川崎市消防局高津消防署

川崎市消防局多摩消防署

川崎市消防局中原消防署

川崎市消防局宮前消防署

川崎市上下水道局生田浄水場

川崎市上下水道局給水装置センター

川崎市上下水道局潮見台浄水場

川崎市上下水道局第1配水工事事務所

川崎市上下水道局第2配水工事事務所

川崎市上下水道局第3配水工事事務所

川崎市上下上下水道局南部営業センター

川崎市上下水道局北部営業センター

川崎市上下水道局本庁舎

川崎市上下水道局水運用センター

川崎市総合教育センター

川崎市高津区役所

川崎市高津区役所橘出張所

川崎市高津区役所道路公園センター

川崎市多摩区役所

川崎市中央卸売市場食品衛生検査所

川崎市中原区役所

川崎市中原区役所道路公園センター

川崎市まちづくり局指導部宅地審査課

川崎市宮前区役所

川崎市宮前区役所向丘出張所

川崎市役所本庁舎



川崎市立井田病院

川崎市立川崎病院

川崎市立多摩病院

川崎市臨港消防署

川崎市住宅供給公社

川崎大正建機株式会社

川崎タクシー株式会社

川崎中央郵便局

川崎鶴見臨港バス株式会社

川崎鶴見臨港バス株式会社浜川崎営業所

川崎鉄管継手株式会社

株式会社川崎フロンターレ

川崎北部市場運送サービス株式会社

川崎緑土株式会社

川尻鉄工株式会社 京浜事業所

株式会社 カワセイ

川菱産業株式会社

株式会社 川部商店

川又電機工事株式会社

株式会社 カンエイメンテナンス 横浜営業所

株式会社 環境エンジニア 神奈川事務所

株式会社環境整備公社

有限会社 関東第一輸送

関東エース物流株式会社川崎営業所

関東港湾株式会社 横浜支店

株式会社関東重機

関東サッシサービス株式会社

関東三菱自動車販売株式会社 川崎店

関東三菱自動車販売株式会社 新百合ヶ丘店

関東三菱自動車販売株式会社 宮前店

関東三菱自動車販売株式会社 元住吉店

関東流通サービス株式会社 川崎営業所

カンナナ流通運輸株式会社 大和営業所

キ

企業組合労協センター事業団川崎営業所

株式会社 菊池精機

有限会社キクハラ



有限会社 岸本興業

北関東陸運株式会社

北区小型運送 株式会社

北関東広運株式会社

株式会社キタジマ

株式会社 北見運送

有限会社 北村運輸

木下土木株式会社

木村管工株式会社

キヤノンアネルバ株式会社

株式会社キャプティ・カスタマーサービス川崎事業所

株式会社キャプティ・ライブリック川崎支店

キャリーシステム株式会社東京支店

有限会社 喜有組

株式会社 共運

共栄運輸株式会社

共栄企業株式会社川崎営業所

株式会社協栄輸送

京極運輸商事株式会社川崎支店

京極運輸商事 京葉支店

株式会社 共進エキスプレス

株式会社協進精工

協成電機株式会社

共立運保株式会社

共和運輸株式会社 埼玉営業所

株式会社共和工業

共和物産株式会社 京浜事業所

有限会社協和輸送

株式会社協和ロジテム

極東運輸株式会社

極東警備保障株式会社

株式会社 キルト工芸

金栄丸港運株式会社

株式会社キング・ライン

近物レックス 庄内支店

近物レックス 藤森事業所

ク

葛生製袋工業株式会社

楠原興運株式会社



楠原輸送株式会社 磯子営業所

楠原輸送株式会社 岡沢町営業所

楠原輸送株式会社 熊谷営業所

楠原輸送株式会社東扇島営業所

株式会社グッドライン

工藤運輸株式会社

有限会社工藤建材工業

株式会社クマキリ

株式会社クリーンアドバンス

クリーン計画プロープル株式会社

株式会社クリーン産業

株式会社 グリーンスポーツ

株式会社クリーンネットワーク

株式会社グリーンワールド

株式会社クルーズコーポレーション

株式会社クレハ環境

株式会社グローバルテクノス

久米田運送株式会社

桑山建築

ケ

株式会社ケイ・エム環境

株式会社 ケイエムケイ

京王自動車株式会社川崎営業所

京急電機株式会社

有限会社 慶商

株式会社ケイハン京浜工場

株式会社KEIHIN

京浜ガスエンヂニアリング株式会社

京浜交通株式会社

京浜トランスポート株式会社

京浜物流株式会社

京浜防災工業株式会社

京浜輸送サービス株式会社

京浜リサイクルセンター株式会社

京葉ロジコ 株式会社 市原営業所

京葉ロジコ 株式会社 茂原営業所

株式会社Kラインサービス



ケミトラン株式会社東京営業所

株式会社健庄 ALL東京ガスエネスタ元住吉

株式会社 建設技術コンサルタント 川崎営業所

コ

株式会社 コアー警備

株式会社 コア・エレクトロニックシステム

株式会社小碇運輸

株式会社 小泉運輸松本

株式会社 濃沼植木

有限会社 濃沼工務店

株式会社 幸栄

有限会社幸栄樹脂化工

公害計器サービス株式会社横浜営業所

興化工業株式会社

株式会社光輝

株式会社 幸紀

港建物産株式会社

株式会社 興産運輸

株式会社 高尚エンジニアリング

有限会社興進運輸

甲信電気株式会社

有限会社興成商運

株式会社光州産業

興伸鉄工株式会社

株式会社港南運輸

株式会社光陽電業社

高和電気工業株式会社

株式会社ゴーテック

古賀工業株式会社

有限会社国豊

五光物流株式会社 トラックターミナル

株式会社互幸ワークス

有限会社越川運輸

有限会社小島自動車

小島電業株式会社 神奈川支店

有限会社五城建材

有限会社 小杉興業運輸

有限会社小杉自動車整備工場



コスモ交通株式会社

株式会社コセキ解体土木

株式会社小滝建設工業

株式会社後藤田商店

寿電業株式会社

株式会社 小沼工務店

有限会社コネクト

小林運送株式会社 東扇島営業所

小林運送株式会社第一営業部

小林運輸株式会社

小林建材株式会社

有限会社 小堀商事

有限会社金剛運輸

Continental movers株式会社

有限会社 近藤石油

株式会社紺野企業

サ

株式会社サイネックス

有限会社幸ロードライン

有限会社サエグサ運輸

栄石油株式会社

株式会社相模鉄工所

相模原紙業株式会社

株式会社坂本運輸

株式会社坂本商会

佐川急便株式会社 川崎南店

株式会社サキュレ

有限会社佐久間自動車

サクラシール印刷株式会社

佐々木運輸株式会社

サツマ工業株式会社

株式会社佐藤工務店

有限会社佐藤商事

佐藤電気管理事務所

サニー商運株式会社

株式会社佐野建設

有限会社佐野商店

株式会社鮫川リサイクル



株式会社サンアイ

サンインキケミカル株式会社

三栄レギュレーター株式会社 東京工場

サンエフ株式会社

サンエフ株式会社 川崎営業所

山九株式会社 南関東支店

株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本 鹿島営業所

三共綜合印刷株式会社

三協興産株式会社

三協塗装株式会社

三共陸上輸送株式会社

サンケミカル株式会社

三光運輸株式会社

三酵物流株式会社

サンコート株式会社

株式会社サンジェルマン多摩川工場

株式会社 三商

株式会社 三秀

株式会社 三進

三進工業株式会社

株式会社 サンスイ北関東支店

三大機工株式会社

参武興業株式会社

三美興産株式会社

株式会社サンプラント

三明化成株式会社 川崎営業所

三友環境サービス株式会社

三友プラントサービス 株式会社

山陽コールド運輸株式会社

有限会社山陽梱包

山洋電工株式会社

株式会社 三立運輸

株式会社三立運輸 東京営業所

三立処理工業株式会社

サンワ株式会社

三和運送株式会社

三和運送事業株式会社伊勢原営業所

三和運送事業株式会社川崎営業所



三和運送事業株式会社 栃木営業所

三和運送事業株式会社 深川営業所

三和運輸株式会社

三和運輸機工株式会社

三和倉庫株式会社川崎事業所

株式会社三和物流川崎営業所

株式会社三和物流沼南営業所

三和緑化株式会社

シ

JFEアップル東日本株式会社

株式会社JFE WING

JFEエンジニアリング株式会社

JFE環境株式会社

JFE鋼板株式会社 京浜製造所

JFEコンテイナー株式会社川崎工場

株式会社JFEサンソセンター

JFEジーエス株式会社

JFEシビル株式会社

JFEスチール株式会社東日本製鉄所

JFEテクノス株式会社

JFEテクノリサーチ株式会社

JFE電制株式会社京浜事業所

JFE物流株式会社 鉄鋼本部東日本事業所

JFEミネラル株式会社 京浜製造所

JFEメカニカル株式会社 京浜事業所

株式会社 ジェイネットトランスポート

J-ロジテック株式会社京浜陸運部

潮田工業株式会社

塩浜ケミカル倉庫株式会社

ジオワーク株式会社

株式会社 重田組

重田造園土木株式会社

静岡紙運輸株式会社関東営業所

七福運送株式会社

品川ファーネス株式会社京浜事業所

柴崎工業株式会社

篠竹興業株式会社

篠原電機工業株式会社



澁澤陸運株式会社神奈川ターミナル

澁澤陸運株式会社横浜ターミナル

有限会社島田企業

株式会社 島田産業

島田自動車工業株式会社

シマダ商事株式会社

清水建設株式会社ダイオキシン類汚染土壌洗浄プラント事業所

株式会社 清水商店

株式会社志村運送

株式会社 シムラ 工事部

有限会社 シムラトランスポート

ジャパンウェイスト株式会社 横浜事業所

ジャパンクリーンテック株式会社

株式会社 JUTEC物流

秀和運輸株式会社本社

出版配送株式会社

首都高速道路株式会社 神奈川管理局

昇永建設 株式会社

昌栄興業株式会社

正栄工業株式会社川崎工場

株式会社城東自動車工場川崎工場

株式会社昭特製作所 京浜事業所

城北運輸株式会社川崎営業所

株式会社祥電舎

有限会社湘南カンセー

有限会社庄屋運送 本宮営業所

株式会社庄屋産業

昭和運輸株式会社

株式会社翔和商事

昭和通運株式会社

株式会社昌和プラント 厚木工場

白金運輸株式会社

白河電工株式会社

シルバー商事株式会社

新栄運輸株式会社

株式会社神英興業

株式会社伸栄工事

新開株式会社一関営業所



株式会社新開トランスポートシステムズ 川崎営業所

株式会社新開トランスポートシステムズ 京浜営業所

株式会社新開トランスポートシステムズ 玉川ワークセンター

株式会社新宮運送本社営業所

有限会社神越自動車工業

新興運輸倉庫株式会社

信号器材株式会社

新興タクシー株式会社

真成開発株式会社

有限会社新生工具店

神中輸送株式会社本社営業所

新日環商事株式会社

新日本物流株式会社 重量品事業部

神明建設株式会社

株式会社シンヤ

新陽商運株式会社

シンレキ工業株式会社京浜事業部

神和運送株式会社

有限会社親和自動車整備工場

ス

水道テクニカルサービス有限会社

株式会社スカイテック

株式会社菅芳運輸

有限会社菅原運送

菅原陸運株式会社

有限会社菅谷物流

株式会社鈴木商館 京浜営業所

鈴商建設株式会社

鈴庄木材株式会社

株式会社スズセイ

須藤開発興業株式会社

須藤工業株式会社

株式会社ストーン

ストラパック株式会社川崎工場

株式会社砂町運輸

角田鉄工株式会社

隅田冷凍工業株式会社

株式会社住野事務所

セ



株式会社正洸運輸

株式会社 成進工業

清生土木有限会社

株式会社 蒼天

セイト物流株式会社 東京営業所

株式会社瀬川興業

株式会社 ゼネラルプロモード

セパック工業株式会社

株式会社セブンオーシャン

有限会社セブン配送

株式会社セレモニア

株式会社 全公研

仙台環境開発株式会社

株式会社仙台食品運輸

セントラル総業株式会社

センコー株式会社神奈川支店

センコー株式会社 千葉支店

有限会社千厩運送

ソ

株式会社 創栄企画

株式会社 相互梱包運送

株式会社 創住建設

株式会社創心建設興業

株式会社 相馬

株式会社ソネット エネスタ鷺沼

有限会社 園田金属

ソリタ運輸株式会社

タ

第一貨物株式会社 京浜支店

第一貨物株式会社 酒田支店

第一高周波工業株式会社 東部事業所

大栄建設株式会社

株式会社ダイエー物流サービス



大勝産業株式会社本社

大輝測量株式会社神奈川支店

大京運輸有限会社

株式会社大興

有限会社大興資源

大光陸運株式会社川崎営業所

大作商事株式会社 茨城工場

大司建設 有限会社

株式会社大師鉄工所

大心運輸株式会社

泰伸工業株式会社

大水産業株式会社

大成運送株式会社

大成運輸有限会社

大成クリーン株式会社

有限会社 泰成工業

株式会社 ダイセキ 関東営業所

ダイセル物流株式会社関東物流センター 厚木営業所

大東運送有限会社

大道企業株式会社

株式会社 大藤工業

大道産業株式会社

大徳運輸株式会社

第二物流株式会社

大日本パックス株式会社 本社

株式会社大平興業舎

太平洋セメント株式会社関東アッシュセンター

太平洋陸送株式会社川崎営業所

太平洋陸送株式会社溝口営業所

太陽運輸株式会社

大洋鉄工株式会社京浜出張所

太陽金属株式会社

大陽日酸株式会社 川崎水江事業所

株式会社タウンニュース社

株式会社タカカズ

高田運輸株式会社

タカシ運輸株式会社

株式会社高科技研工業

株式会社高柴電業社



株式会社タカショウ

高津郵便局

髙梨運送株式会社

株式会社高根運送

タカネ電機株式会社宮内工場

高橋運輸興業株式会社 本社玉川営業所

高橋工務店

有限会社高橋商事

有限会社高橋モータース

株式会社タカミツ精機

株式会社高村工務店

有限会社宝山物流

株式会社滝田商会

竹内金属株式会社

株式会社タケエイ 物流本部

武田商事株式会社

武松商事株式会社

立川運送株式会社本社営業所

有限会社タチバナ運送

辰野電設株式会社

株式会社田名商運

田辺倉庫株式会社

谷口運送株式会社川崎営業所

谷口薬品株式会社

玉井設備工業株式会社

株式会社多摩川運輸

玉川自動車工業株式会社

玉川電器株式会社

多摩川ハイヤー株式会社

多摩田園タクシー株式会社

株式会社タムラコーポレーション

株式会社タンケンシールセーコウ横浜営業所

有限会社ダンディ

チ

有限会社地域整備開発研究所

千鳥造園工事株式会社

千葉オイレッシュ株式会社

中越テック株式会社



中央運輸株式会社

中央エース物流株式会社 東扇島第一低温営業所

株式会社 中央梱包運輸

中央総業株式会社

中央通運株式会社 通運事業部 東京ターミナル支店

株式会社中央物流 東京営業所

中外陸運株式会社

中部三和物流株式会社

中部三和物流株式会社 豊橋営業所

中部三和物流株式会社 名古屋営業所

銚子通運株式会社

株式会社 銚子塚建設

ツ

株式会社 通信整備エンジニアリング

都築鋼産株式会社

ツルセキエクス株式会社

ツルミ技術株式会社

鶴見油化工業株式会社

テ

DICグラフィックス株式会社 横浜工場

株式会社 ティアールジー

株式会社 TAK

株式会社TSトランスポート川崎事業所

株式会社ティーエス物流

株式会社 DNPロジスティクス 第2本部 横浜運輸部

ティ・エム物流株式会社

ティーエルロジコム株式会社 六角橋営業所

株式会社ティプロ

株式会社TYK 京浜営業所

有限会社DAO construction company

株式会社 テスコ

寺尾運輸株式会社

寺尾運輸興業株式会社

株式会社 テラモト

株式会社テルム

株式会社テルム 浜川崎事業所

株式会社電工舎

ト



東栄興業株式会社 タクシー事業部

株式会社東急トランセ高津営業所

東急バス株式会社川崎営業所

東急バス株式会社虹が丘営業所

東京ガス株式会社川崎支店

株式会社 東京機械製作所 玉川製作所

東京高速陸運株式会社 北関東営業所

東京電力株式会社川崎火力建設所

東京電力株式会社川崎支社

東京電力株式会社 東扇島火力発電所

東京トラック運送株式会社

東京トリムテック株式会社

東慶金属株式会社川崎営業所

株式会社東芝 浜川崎工場

東芝エレベータ株式会社神奈川支社

東芝機械マシナリー株式会社

東芝半導体サービス＆サポート株式会社川崎事業所

東芝物流株式会社 京浜配車センター

東芝物流株式会社 電力・産業機器ロジ事業部

東芝物流株式会社 東神支店

東芝変電機器テクノロジー 株式会社

東芝ロジティクス株式会社フィールドセンター

東進産業株式会社

東新産業株式会社

同信産業株式会社

東信電気株式会社

株式会社東信物流

東ソー物流株式会社 船橋営業所

東鉄工業株式会社横浜支店矢向駅工事所

東電工業株式会社川崎火力工事事務所

東電工業株式会社東扇島火力工事事務所

東都熱工業株式会社

東武デリバリー株式会社 物流サービス事業部

株式会社東邦運輸



株式会社東邦運輸 立川営業所

東邦工業株式会社

東邦酸素工業株式会社

東邦電気株式会社

東北新開株式会社

東北新開株式会社秋田営業所

東明興業株式会社

東洋運送株式会社浮島営業所

東洋運輸倉庫株式会社 東扇島センター

東洋ガラス株式会社川崎工場

東洋建設株式会社 横浜支店（千鳥作業所）

株式会社東陽興業

株式会社東洋精機製作所

東洋埠頭株式会社鹿島支店

株式会社東立機工

東和興産株式会社

株式会社東和製作所

株式会社トーエル

トーグ安全工業株式会社首都圏営業所・川崎

株式会社トーショー

株式会社トーシンパッケージ

株式会社トーコン川崎事業部 東扇島事業所

トーハク物流サービス株式会社

株式会社トーリク 群馬営業所

株式会社常盤製作所

株式会社トキワ薬品化工

特殊電極株式会社 京浜営業所

株式会社都市環境エンジニアリング

豊島運送株式会社

トナミ運輸株式会社 川崎支店

株式会社鳶姫

富岡運輸株式会社

友位倉庫株式会社

株式会社巴商会 京浜営業所

トヨオカ電気株式会社

トヨタカローラ神奈川株式会社 柿生店



トヨタカローラ神奈川株式会社 加瀬店

トヨタカローラ神奈川株式会社 加瀬マイカーセンター

トヨタカローラ神奈川株式会社 新百合ヶ丘マイカーセンター

トヨタカローラ神奈川株式会社 川崎店

トヨタカローラ神奈川株式会社 新百合ヶ丘店

トヨタカローラ神奈川株式会社 多摩店

トヨタカローラ神奈川株式会社 多摩マイカーセンター

トヨタカローラ神奈川株式会社 東名川崎店

トヨタカローラ神奈川株式会社 丸子店

トヨタカローラ神奈川株式会社 溝ノ口店

トヨタカローラ神奈川株式会社 溝ノ口マイカーセンター

トラスト物流株式会社

株式会社トランシス盛岡営業所

ドリームカーゴ株式会社千葉営業所

株式会社トレードトラスト

DOWAエコシステム株式会社 ジオテック事業部

DOWA通運株式会社 大館営業所

ナ

内外液輸株式会社 川崎本社

内藤産業株式会社

有限会社 直人運輸

有限会社 中神

株式会社 中川製作所

株式会社中商

株式会社ナガセ

中田運輸株式会社

中野工業所

株式会社ナカノ商会

有限会社 中村造園

株式会社中村陸運大井営業所

中山興業有限会社

有限会社 永山興業

株式会社中山防災

株式会社永野紙興川崎支店

名川運送株式会社

名古屋自動車



株式会社 七協精機

株式会社 成松屋 関東営業所

株式会社南光物流サポート 石巻事業所

南進建設 株式会社

ニ

新潟運輸株式会社 京浜支店

新潟メスキュード株式会社

日栄工業株式会社川崎営業所

日栄塗装工業株式会社

日化運輸株式会社

日米礦油株式会社 東京支店

日輸工業株式会社 京浜支店

ニチユ物流株式会社大師事業所

ニチユ物流株式会社千鳥事業所

日軽物流株式会社 山形営業所

日建コンサルタンツ株式会社

日興サービス株式会社

有限会社日興製作所

日産物流株式会社川崎営業所

日産プリンス神奈川販売株式会社 川崎幸店

日産プリンス神奈川販売株式会社 川崎店

日産プリンス神奈川販売株式会社 新百合ヶ丘店

日産プリンス神奈川販売株式会社 野川店

日産プリンス神奈川販売株式会社 南加瀬店

日産プリンス神奈川販売株式会社 宮前店

日産プリンス神奈川販売株式会社 向ヶ丘店

株式会社日章運輸 横浜営業所

日触物流株式会社川崎支店

日進機工株式会社東京支店

株式会社 日新 総合営業第三部

日信工業株式会社

日通川崎運輸株式会社

日鐵物流株式会社 君津支店

日東企業株式会社日高営業所



日東商事株式会社

日本鋳鉄管株式会社

日本運輸株式会社 鶴見物流センター事業所

日本エード株式会社

日本液体運輸株式会社

日本液体運輸株式会社 鹿島支店

日本環境開発株式会社

日本工業検査株式会社 浅野事務所

日本コンテナ輸送株式会社

株式会社 日本資材

日本車輛洗滌機株式会社

日本スピン株式会社

日本スピング株式会社 川崎事業所

株式会社 日本製衡所

日本ゼオン株式会社川崎工場

日本ダスト株式会社

日本ダスト株式会社 NDK資源化リサイクル工場

日本ダスト株式会社 湘南リサイクルセンター

日本ダスト株式会社 溝ノ口営業所

日本ダスト株式会社 横浜営業所

日本タルク株式会社勝田工場

日本鋳造株式会社 川崎製造所池上工場

日本チルド物流株式会社

日本通運株式会社 川崎航空支店

日本通運株式会社川崎支社

日本通運株式会社 川崎支店川崎南物流事業所JFEスチール物流センター

日本通運株式会社 酒田営業所

日本通運株式会社 東京海運支店

日本通運株式会社東京航空支店

日本ポリエチレン株式会社 川崎工場

日本冶金化学工業株式会社

日本郵便輸送株式会社南関東支社

ヌ

沼田工業株式会社

ネ

株式会社ネオ・ナチュール

株式会社ネクストライン

熱研プラント工業 株式会社

ネッツトヨタ横浜株式会社 川崎店



株式会社根本運送

ノ

株式会社ノースライナー

能代運輸 株式会社

野州工業株式会社

野村建設株式会社

ハ

パーカー加工株式会社 川崎工場

有限会社 パール石油商会

株式会社 パイプライン運輸

株式会社萩浦興産

博洋運輸有限会社

株式会社 羽衣運輸

株式会社ハシモト

株式会社 パソナ

萩原バルブ工業株式会社

株式会社 ハタノシステム

株式会社 ハチオウ

有限会社 葉中産業

株式会社塙運送

浜一運送株式会社

浜昇物流株式会社

早川海陸トランスポート株式会社

有限会社早川運送

株式会社早船

有限会社 早見自動車工場

株式会社パルプ運輸

磐栄運送株式会社

株式会社 ハンディインターナショナル

株式会社 バンテック

ヒ

有限会社ピース

Bizex株式会社配送部神奈川営業所

株式会社美栄工業

株式会社東産業

東日本上野輸送株式会社

東日本運輸株式会社 京浜陸運部



株式会社東日本環境アクセス

東日本旅客鉄道株式会社 川崎発電所

東山口運輸倉庫株式会社

有限会社 ひかり建設

光工業株式会社

光新聞運輸株式会社 本社営業所

引間運輸株式会社

日崎工業株式会社

菱重輸送機器エンジニアリング株式会社

日高産業株式会社

株式会社日高商事

株式会社日立産機システム 横浜支店

日出麿電工株式会社

日野金属産業株式会社

株式会社ヒノデ

ひまわり交通株式会社

ビューテックローリー株式会社

ビューテックローリー株式会社川崎営業所

株式会社 平本興業

平山運送有限会社 本社営業所

株式会社ビル美研

株式会社廣川運送

裕幸商事株式会社

フ

フィッタジャパンロジスティカ株式会社

富岳運輸甲府支店

株式会社福井 川崎営業所

福岡運輸株式会社

福岡運輸株式会社 東京支店

福山通運株式会社 品川支店

福山通運株式会社 横浜支店

福山産業株式会社

福吉塗装株式会社

株式会社フクリン

株式会社フコックス 栃木営業所

株式会社富士

富士エンタープライズ株式会社

富士オフィス＆ライフサービス株式会社

富士高圧ガス工業株式会社



富士興業株式会社

富士通株式会社川崎工場

株式会社富士通ゼネラル 川崎事業所

富士通トラベランス株式会社川崎支店

富士通不動産株式会社

富士通リフレ株式会社

富士電機株式会社 営業本部 サービス統括部

富士電機システムズ株式会社

富士電物流株式会社

フジビルメンテナンス株式会社 川崎営業所

富士物流株式会社

藤松運輸倉庫株式会社

富士見物流 株式会社

藤森工業株式会社 横浜事業所

富士炉材株式会社

藤和建興 株式会社

藤原建設 株式会社

有限会社 双葉樹脂

ブルーエキスプレス株式会社関東営業所

古内運輸有限会社

株式会社フロシャイム

有限会社フロンティアコーポレーション

ヘ

有限会社 平地金属

株式会社ベイトランスポート

株式会社BENEFIT

株式会社ベルテクノ

平和貨物運送株式会社

平和交通株式会社

ホ

保安産業株式会社

北條建設株式会社

株式会社 豊和企画

株式会社 北斗商事

有限会社北都東北

ホクヨー運輸株式会社大船渡営業所

穂高電子株式会社

株式会社北海運輸 東京支店

北海道トナミ運輸株式会社東北営業所



ホッコウ物流株式会社 北関東支店

株式会社 ボルテックスセイグン

株式会社ホンダ

Honda Cars川崎 東名川崎店

Honda Cars川崎 中原店

株式会社ホンダクリオ 共立東名川崎店

株式会社ホンダクリオ 共立中原店

本田工業株式会社

株式会社ホンダベルノ神奈川 共立中原店

マ

マイルド産業株式会社

前田道路株式会社 川崎合材工場

誠実業株式会社浅野町営業所

誠物産株式会社

マサキ産業株式会社

増田運送株式会社

株式会社 増田分析センター

増山貨物自動車株式会社牛乳輸送営業所

増山貨物自動車株式会社本社営業所

増山貨物自動車株式会社南営業所

株式会社増山物流

又新運輸株式会社川崎支店

町田建機株式会社

松田産業株式会社

松田産業株式会社狭山事業場物流課

有限会社松田商会

松永精密工業株式会社

松村石油株会社東京支店

株式会社松本商会本社

馬渕物流株式会社 本社営業所

丸一輸送興業株式会社

株式会社丸運 川崎ケミカルセンター

株式会社丸運 京浜総括支店

有限会社マルエ運送

丸栄運輸有限会社

株式会社丸栄建設

丸江産業株式会社

株式会社マルカエステート

丸協運輸株式会社 本社



有限会社マルケン清美社

株式会社丸幸興業

有限会社丸幸三栄商事

丸勝梱包運輸有限会社

株式会社マルシュウ

株式会社丸進

株式会社マルストランスポーテーション

丸泉興業株式会社横浜営業所

丸泉興業株式会社

有限会社丸善興業

丸全川崎物流株式会社

有限会社丸善興業

丸全昭和運輸株式会社川崎支店川崎営業所

丸全昭和運輸株式会社 関東支店 熊谷営業所

丸武運輸株式会社

株式会社丸玉運輸

丸東商事有限会社

丸二測量設計株式会社

マルハミートアンドデリカ株式会社東扇島物流センター

丸林運輸株式会社

丸肥運送株式会社

株式会社マルフク

有限会社マルフジ運輸

株式会社丸や運送

丸和建設株式会社

萬運輸株式会社 小山営業所

ミ

株式会社 ミカセ

株式会社 三上工業所

株式会社 水口

有限会社水野運送店

有限会社水野興業

溝口交通有限会社

有限会社 三田植木

三田建設運輸株式会社

三菱化学物流株式会社川崎油槽所

三菱電機株式会社 神奈川支社

三菱ふそうトラック・バス株式会社



湊運輸倉庫株式会社本社営業所

三美興産株式会社

株式会社 みつや園

ミトラケミカル株式会社

株式会社三豊工業

美原運輸株式会社

株式会社三春商会 川崎営業所

三松運送株式会社

宮石運輸株式会社 佐沼営業所

三八五通運株式会社

三八五通運株式会社 所沢支店

宮園交通株式会社

宮田土建工業株式会社 本社営業所

宮前郵便局

ミユキ運輸株式会社

ム

株式会社 ムーバル

ムーンロジスティクス株式会社本社営業所

向ヶ丘交通株式会社イースタン

向島運送株式会社

武蔵機械株式会社

武蔵野金属株式会社

株式会社ムトウ横浜支店

株式会社 村上色彩技術研究所

村越建設株式会社 神奈川支店

ムラタ計測器サービス株式会社

メ

明晃電機株式会社

株式会社 明成

名正運輸株式会社川崎営業所

明成物流株式会社

有限会社メイショウ物流サービス

明生タクシー株式会社

明和商工株式会社 東京支店

株式会社メディアパーク

メディカルサイエンス株式会社

モ

木材開発株式会社東京営業所

有限会社茂木硝子工業所



望月興運株式会社

株式会社森商会

森田建材 株式会社

守屋運輸株式会社

有限会社森山運送

有限会社 森吉

諸星運輸株式会社

ヤ

株式会社八重洲タクシー

有限会社 ヤグモ運輸

八島運送有限会社 福島営業所

矢島建設工業株式会社

野洲工業 株式会社

安田建設有限会社

有限会社泰和自動車整備

ヤナギ建工株式会社

有限会社柳商店

柳電工業株式会社

矢作運送有限会社

株式会社山一川崎工場

山一運輸倉庫株式会社

山一産業株式会社

山一産業株式会社 北関東営業所

株式会社ヤマガタ

株式会社ヤマガタ 神栖営業所

株式会社ヤマガタ 土浦営業所

株式会社山口塗装

有限会社山崎設備工業

株式会社山田バルブ製作所

株式会社ヤマタネロジスティクス

ヤマト運輸株式会社

株式会社大和園

ヤマト自動車工業株式会社

大和電気工事株式会社 京浜営業所

ヤマト物流株式会社

有限会社山中運送

山梨三和物流株式会社



株式会社山室電機

山本ねじ工販株式会社

ユ

ユーエム・システム株式会社

株式会社 由貴工務店

郵便事業株式会社

友位倉庫株式会社

株式会社 有隣堂

有限会社友和物流

有限会社ユニオンエイト・ダスキン南加瀬支店

株式会社ユニオン物流

株式会社ユニ機構

株式会社 ユニック

ヨ

株式会社 洋樽製作所

横浜貨物運送株式会社

横浜環境保全株式会社

株式会社 横浜水材製作所

株式会社横浜ディエスジャパン

横浜トヨペット株式会社 新百合ヶ丘店

横浜ピーピーエム 株式会社

横浜日野自動車株式会社川崎支店

有限会社横浜ベイサイドサービス

横浜貿易運輸株式会社 港北営業所

株式会社 横山運輸

株式会社 横山工務店

株式会社横山自動車

吉沢運送株式会社

ヨシダ アーキテクツ

株式会社 吉孝土建

株式会社吉田商会

有限会社ヨシノ商事

喜美運送株式会社本社

株式会社 よろづ鉸製作所

ラ

有限会社 ライジング

株式会社ライフ

リ



株式会社リサイクル・ピア

リバースチール株式会社建設部

株式会社リフレックス

株式会社隆誠ライン

燐化学工業株式会社

臨港グリーンバス株式会社川崎営業所

臨港グリーンバス株式会社塩浜営業所

臨港交通株式会社

ル

株式会社LUPINUS

ロ

ロードアート株式会社

株式会社 ロードテック

株式会社ロジス・ワークス

株式会社ロジス・ワークス川崎流通センター

ワ

株式会社 ワーク衡業

ワールドライン株式会社

株式会社ワイズサービス

株式会社若狹製作所

若月電業有限会社

有限会社 和光輸送

有限会社渡辺急送

株式会社 渡辺土木

渡部容器株式会社

株式会社 渡商会

宣言団体
ア

間・大豊・東鉄・安藤共同企業体

カ

神奈川県自動車整備川崎北支部会

神奈川県自動車整備川崎支部会

社団法人神奈川県自動車整備振興会川崎中央支部

社団法人神奈川県タクシー協会川崎支部

社団法人神奈川県トラック協会

社団法人神奈川県トラック協会川崎支部

社団法人神奈川県バス協会



財団法人かながわ廃棄物処理事業団

川崎市全町内会連合会

かわさき地球温暖化対策推進協議会

社団法人川崎地区自動車協会

神奈川県自動車販売店協会

独立行政法人環境再生保全機構

チ

地域貢献建設会 ロコビルダー

NPO法人地域福祉研究室pipi

ニ

財団法人日本環境衛生センター


