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建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の製造業

輸送用機械器具製造業

　業　種

川崎　　　　　

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

　指定事業所名

 地 区 川崎区

　所　在　地

徳栄樹脂㈱ 川崎区 旭町１－１２－８

㈱川島商店 川崎区 旭町１－５７

川崎区 旭町２－１２－９

広田商店 川崎区 旭町２－１６－１０ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

旭合成工業

㈱久保田商事 川崎区 旭町２－１７－８ 印刷・同関連業

大島工務店 川崎区 旭町２－２３－８ 総合工事業

栄光鍍金工業所 川崎区 池田１―３―１３ 金属製品製造業

大和鈑金工業所 川崎区 池田１―３―１４ 自動車整備業

中平商店 川崎区 池田１―５―９ 鉄鋼業

鶴田鉄工㈱ 川崎区 池田２―１―３ 金属製品製造業

㈱岡藤製作所 川崎区 池田２―１―９ 家具・装備品製造業

エムエス工業所 川崎区 池田２―３―３ 金属製品製造業

川崎区 池田２―５―７ 電気機械器具製造業

川崎砂子ビルディング 川崎区 砂子１－２－４ 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

㈱松富鉄工所

川崎信用金庫本店 川崎区 砂子２－１１－１ 協同組織金融業

日土地川崎ビル 川崎区 砂子２－１１－１７ 不動産賃貸業・管理業

川崎駅前タワーリバーク 川崎区 駅前本町１２－１ 不動産賃貸業・管理業

ホテルシティー 川崎区 駅前本町１９－３ 宿泊業

中島製作所 川崎区 駅前本町２４―５ 金属製品製造業

川崎地下街アゼリア 川崎区 駅前本町２６－２ 不動産賃貸業・管理業

川崎ダイスビル 川崎区 駅前本町８ 不動産賃貸業・管理業

㈱ダックシティ小美屋 川崎区 駅前本町９―１ 各種商品小売業

㈲遠藤木工 川崎区 榎町１ 家具・装備品製造業

㈱黎明社川崎支店 川崎区 榎町６―９ その他の事業サービス業

ダイヤ技研工業所 川崎区 大島１―１９―４ 金属製品製造業

日乃本精機㈱ 川崎区 大島１―４―１１ はん用機械器具製造業

㈲蓮見製綿工場 川崎区 大島２―１２－５ その他の生活関連サービス業

斉藤自動車工業 川崎区 大島２―７―１３ 自動車整備業

小島石油 川崎区 大島２―７－１６ その他の小売業

㈲青工社 川崎区 大島２－１６－１３ 印刷・同関連業

クリーン石油販売㈱ 川崎区 大島３―１７―２ その他の小売業

阿部自動車整備工場 川崎区 大島３―２５―３ 自動車整備業

共和熔接機器㈱ 川崎区 大島３―３０―５ 金属製品製造業

ウルマ自動車修理工場 川崎区 大島３―３４―２ 自動車整備業

森野化成工業 川崎区 大島３―６―５ その他の製造業

辰美工業㈱ 川崎区 大島３―７０ 金属製品製造業

株式会社今関商会　セルフ川崎大島ＳＳ 川崎区 大島４－１４－６ その他の小売業

日東交通㈱整備工場 川崎区 大島５―３１―２ 自動車整備業

阿部工務店 川崎区 大島５―３１―４ 総合工事業

小松湯 川崎区 大島５―８―７ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲フローサップ 川崎区 大島５―９ 金属製品製造業

（有）野崎油店 川崎区 大島５－１４－１１ その他の小売業

㈱三和製作所 川崎区 大島上町２０―１８ はん用機械器具製造業

㈱高橋自動車 川崎区 大島上町２６―２ 自動車整備業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 川崎　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

亀山製作所 川崎区 大島上町３―８ 金属製品製造業

パールホテル川崎 川崎区 小川町１６－９ 宿泊業

マッジョーレ 川崎区 小川町４－１ 各種商品小売業

クラブチッタ 川崎区 小川町５－７ 娯楽業

小林靴下 川崎区 小川町９―９ 繊維工業

㈲並木製作所 川崎区 小田１―１９―１３ はん用機械器具製造業

高野製作所 川崎区 小田１―２１―１６ 金属製品製造業

建築業新井 川崎区 小田１―３２―１２ 総合工事業

大勝工務店 川崎区 小田１－２０－１８ 総合工事業

鈴庄木材㈱ 川崎区 貝塚１―３―４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

三誠工業㈱ 川崎区 貝塚２―１５―１２ 金属製品製造業

㈲大電社モータース 川崎区 貝塚２―１５―６ 自動車整備業

吉の湯 川崎区 貝塚２―５―８ 洗濯・理容・美容・浴場業

フタバヤクリーニング京町１丁目店 川崎区 京町１－９－１５ 洗濯・理容・美容・浴場業

みつる自動車㈲ 川崎区 京町２―１―１９ 自動車整備業

京町プレス製作所 川崎区 京町２―２０―４ 金属製品製造業

徳増木材㈱ 川崎区 京町２―２２―４ 各種商品卸売業

㈱川口商店 川崎区 京町２―８―２０ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱サンライト 川崎区 京町２―８―９ その他の製造業

山本工務店 川崎区 京町３―２９―１３ 職別工事業(設備工事業を除く)

古名工務店 川崎区 京町３―５―４ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱万代商会川崎工場 川崎区 境町１０ 窯業・土石製品製造業

㈲高橋モタース 川崎区 境町１９―２１ 自動車整備業

日本通運㈱川崎支店 川崎区 境町７―１６ 道路貨物運送業

㈲市川自動車修理工場 川崎区 境町８―８ 自動車整備業

協栄工事㈱ 川崎区 下並木１０５ はん用機械器具製造業

木戸工務店 川崎区 下並木１１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

マサキ産業㈱ 川崎区 下並木１３―７ 廃棄物処理業

日本有機薬品㈱川崎工場 川崎区 下並木７６ 化学工業

（医）明徳会総合新川橋病院 川崎区 新川通１－１５ 医療業

川崎市立川崎病院 川崎区 新川通１２－１ 医療業

広岡製作所 川崎区 新川通２６ その他の製造業

合資会社　佐川商店 川崎区 新川通３―１３ 木材・木製品製造業（家具を除く）

田中建設 川崎区 新川通５―３ 職別工事業(設備工事業を除く)

つばめＢＨＢ㈱Ｒ＆Ｄセンター川崎分室 川崎区 鈴木町１－１ 学術・開発研究機関

味の素食品㈱川崎工場 川崎区 鈴木町１－１ 食料品製造業

味の素㈱川崎事業所 川崎区 鈴木町１－１ 化学工業

ＥＡファーマ㈱創薬研究所 川崎区 鈴木町１－１ その他の製造業

味の素ファインテクノ㈱ 川崎区 鈴木町１－２ 化学工業

味の素ＡＧＦ㈱開発研究所 川崎区 鈴木町３－１ 食料品製造業

㈲立花鋳造所 川崎区 堤根３４ 鉄鋼業

㈱エスピージーフコク 川崎区 堤根３６ 金属製品製造業

昭和薬品工業㈱ 川崎区 堤根３７ その他の製造業

和光ドラム 川崎区 堤根３９ 木材・木製品製造業（家具を除く）
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 川崎　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲赤坂金属工業所 川崎区 堤根４０ 金属製品製造業

堤根処理センター 川崎区 堤根５２ 廃棄物処理業

横山自動車鈑金塗装 川崎区 中島１―１５―９ 自動車整備業

㈲田辺材木店 川崎区 中島１―５―１１ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲田辺製作所 川崎区 中島１―６―５ 電気機械器具製造業

旭建設㈱ 川崎区 中島１―９―７ 職別工事業(設備工事業を除く)

岩本鋼鉄店 川崎区 中島２―１８―１３ 各種商品卸売業

㈲大波精器製作所 川崎区 中島２―２―１０ 金属製品製造業

㈲京栄工業所 川崎区 中島２―３６２ 金属製品製造業

㈲中央モータース 川崎区 中島２―５９２ 自動車整備業

コーミ金属株式会社 川崎区 中島２－１７－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

中島湯 川崎区 中島２－７－１３ 洗濯・理容・美容・浴場業

川崎市立　川崎高等学校・附属中学校 川崎区 中島３－３－１ 学校教育

川崎日航ホテル 川崎区 日進町１ 宿泊業

川崎ルフロン 川崎区 日進町１－１１ 各種商品小売業

興和川崎東口ビル 川崎区 日進町１－５３ 不動産賃貸業・管理業

孔雀繊維㈱ 川崎区 日進町１２―１ 繊維工業

日本スタンダードアソシュート 川崎区 日進町１２―１７ はん用機械器具製造業

萩原自動車修理工場 川崎区 日進町１６―１３ 自動車整備業

新和機械工業㈱ 川崎区 日進町２３―７ はん用機械器具製造業

第一鋼板㈱ 川崎区 日進町２６―１１ 金属製品製造業

㈱粉研 川崎区 日進町２６―１７ はん用機械器具製造業

㈱富士電機製作所 川崎区 日進町２６―７ はん用機械器具製造業

㈱冬木鉄工所 川崎区 日進町２７―６ 金属製品製造業

(協)川崎印刷センター 川崎区 日進町３―１ 印刷・同関連業

㈱アサヒ 川崎区 日進町３―１ 印刷・同関連業

日本木材工業㈱ 川崎区 日進町３―９ 木材・木製品製造業（家具を除く）

川崎シティーホテル 川崎区 日進町５２－１ 宿泊業

株式会社ＮＴＴドコモ　ドコモ川崎ビル 川崎区 日進町５９－１６ 通信業

メットライフ川崎ビル 川崎区 東田町１１―２７

㈱大木商会 川崎区 東田町３―６ 印刷・同関連業

パレール 川崎区 東田町８ 不動産賃貸業・管理業

東京ガス東田熱供給所 川崎区 東田町８ 熱供給業

横浜地方裁判所川崎支部（家庭裁判所、簡易裁判所） 川崎区 富士見１―１―３ 国家公務

㈱よみうりランド川崎競馬場 川崎区 富士見１―５―１ 娯楽業

（仮称）川崎市スポーツ・文化総合センター 川崎区 富士見１－１－４、１－６ その他の教育，学習支援業

市立教育文化会館 川崎区 富士見２－１－３ その他のサービス業

川崎競輪場 川崎区 富士見２－１－６ 娯楽業

市立労働会館 川崎区 富士見２－５－２ その他のサービス業

川崎三友社 川崎区 堀之内町１２―１５ 電気機械器具製造業

新盛湯 川崎区 堀之内町８―６ 洗濯・理容・美容・浴場業

加藤建具店 川崎区 本町１－３－６ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱染徳　本町プラント 川崎区 本町１－５－１０ 洗濯・理容・美容・浴場業

美乃浦建設 川崎区 本町１－５－８ 木材・木製品製造業（家具を除く）
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 川崎　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱三丸 川崎区 本町２－１０－１４ 金属製品製造業

神奈川スタンダ－ド石油㈱川崎第１Ｓ・Ｓ 川崎区 本町２－１２－１５ その他の小売業

東和木材㈱ 川崎区 本町２－５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

潮田工業㈱ 川崎区 港町１０－１６ 窯業・土石製品製造業

㈱福嶋鉄工所 川崎区 港町１０－１８ はん用機械器具製造業

イトーヨーカドー川崎港町店 川崎区 港町１２－１ 各種商品小売業

㈱横浜コイルセンタ－川崎工場 川崎区 港町１２－１ 鉄鋼業

㈱神代製作所 川崎区 港町１５ 金属製品製造業

㈱川崎車体製作所 川崎区 港町２－１８ 輸送用機械器具製造業

㈱新港自動車工業 川崎区 港町２－１９ 自動車整備業

東京アルメタル工業㈱ 川崎区 港町３－１９ 金属製品製造業

大洋ブラスト㈱ 川崎区 港町３－３ 金属製品製造業

川崎鋼管㈱ 川崎区 港町４－１４ 鉄鋼業

光岡製作所 川崎区 港町７－１ その他の製造業

川崎宇部生コンクリ－ト㈱ 川崎区 港町７－１１ 窯業・土石製品製造業

北秋金属塗装工業 川崎区 港町７－４ 金属製品製造業

㈲昭和プレス工業所 川崎区 港町７－５ 金属製品製造業

日本生命川崎ビル 川崎区 南町１－１ 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

政之湯 川崎区 南町２－４ 洗濯・理容・美容・浴場業

消防局総合庁舎 川崎区 南町２０－７ 地方公務

㈱白光社不二管鉄事業所 川崎区 宮前町１－２ 印刷・同関連業

柴田建具工作所 川崎区 宮前町２－４ 家具・装備品製造業

宮前小学校 川崎区 宮前町８－１３ 地方公務

㈱今関商会川崎第一給油所 川崎区 宮本町８－１６ その他の小売業

㈱森山鉄工所 川崎区 元木１－１２－２ 金属製品製造業

載間製作所 川崎区 元木１－５ 金属製品製造業

元木木材工業㈱ 川崎区 元木１－６－１１ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱渡辺車体工業 川崎区 元木１－６－１３ 輸送用機械器具製造業

新興タクシ－修理工場 川崎区 元木２－１－１１ 自動車整備業

㈱佐藤油店 川崎区 元木２－２－１９ その他の小売業

㈱ヤブキ 川崎区 元木２－３－１５ 金属製品製造業

東坩炉材㈱ 川崎区 元木２－３－１８ 窯業・土石製品製造業

㈱アセント　Ｄ．Ｄ川崎給油所 川崎区 元木２－３－２１ その他の小売業

㈱不二商会 川崎区 元木２－３－２１ その他の小売業

永石製作所 川崎区 元木２－３－３ 金属製品製造業

㈱三共金属製作所 川崎区 元木２－５－３ 電気機械器具製造業

日輸工業㈱ 川崎区 元木２－６－１８ 金属製品製造業

㈲斉藤鋼管 川崎区 元木２－６－２ 金属製品製造業

中央電線工業 川崎区 元木２－６－２０ 金属製品製造業

浅香工務店 川崎区 渡田１－１－２１ 総合工事業

㈲三旺化成工業 川崎区 渡田１－１－２２ その他の製造業

千代田工業㈱川崎支店 川崎区 渡田１－１６－１５ 印刷・同関連業

㈲藤沼モ－タ－ス 川崎区 渡田１－１７－６ 自動車整備業

㈱スズキオ－ト川崎 川崎区 渡田２－１０－３ 機械器具小売業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 川崎　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

古井丸工務店 川崎区 渡田２－１７－３ 職別工事業(設備工事業を除く)

山陽館 川崎区 渡田３－１４－７ 洗濯・理容・美容・浴場業

川崎ベ－クライト工業 川崎区 渡田３－１７－４ その他の製造業

早田工業㈱ 川崎区 渡田４－１１－１１ 金属製品製造業

宏精化学工業㈱ 川崎区 渡田４－１１－２ その他の製造業

㈲高遠自動車修理工場 川崎区 渡田４－１１－６ 自動車整備業

(資)美和の湯 川崎区 渡田４－２－４ 洗濯・理容・美容・浴場業

栄製作所 川崎区 渡田４－３－１３ 金属製品製造業

㈲横浜プラスチック 川崎区 渡田４－３－１３ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲佐藤鈑金工業所 川崎区 渡田４－４－１ 自動車整備業

宏和産業㈱ 川崎区 渡田４－８－２４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

小杉自動車 川崎区 渡田４－９－６ 自動車整備業

㈲川崎三光電業社 川崎区 渡田山王町１１－１０ 電気機械器具製造業

宮崎興業㈲ 川崎区 渡田山王町２０－１６ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

アルファウィングスポーツクラブ 川崎区 渡田山王町２０－３５ 娯楽業

㈱アヲキ製作所 川崎区 渡田山王町７－７ はん用機械器具製造業

森田製作所 川崎区 渡田新町１－１３－３ 金属製品製造業

渡辺製綿寝具 川崎区 渡田新町１－２－１２ 繊維工業

川崎運送㈱修理工場 川崎区 渡田新町２－１－１ 自動車整備業

大明工業社 川崎区 渡田新町２－１－４ 印刷・同関連業

㈱原田鋳造所 川崎区 渡田新町２－２－１ 鉄鋼業

工藤建築 川崎区 渡田新町２－３－３ 職別工事業(設備工事業を除く)

川崎精器㈱ 川崎区 渡田新町２－７－１１ 金属製品製造業

ダイヤ鍍金工業㈱ 川崎区 渡田新町３－１－１３ 金属製品製造業

鹿田電機㈱ 川崎区 渡田新町３－１０－３ 金属製品製造業

ＡＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ㈱川崎工場 川崎区 渡田新町３－１１－１ 電気機械器具製造業

目黒建設 川崎区 渡田新町３－１２－３ 職別工事業(設備工事業を除く)

永見サッシ工業㈱ 川崎区 渡田新町３－３－２ 金属製品製造業

㈱協和工機製作所 川崎区 渡田新町３－３１－１ はん用機械器具製造業

三立鉄工㈱ 川崎区 渡田新町３－４－１８ 金属製品製造業

藤原工務店 川崎区 渡田新町３－７－２０ 職別工事業(設備工事業を除く)

星谷工務店 川崎区 渡田東町１－４ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲岡田幸七商店 川崎区 渡田東町１７－７ 金属製品製造業

扶桑化工㈱ 川崎区 渡田東町１８－７ 金属製品製造業

共丸㈱小田栄給油所 川崎区 渡田東町２０－１０ その他の小売業

猿田製作所 川崎区 渡田向町１－３ はん用機械器具製造業

荒井板金 川崎区 渡田向町１８－２ 金属製品製造業

吉村製作所 川崎区 渡田向町２３－１２ 金属製品製造業

㈲三和工業所 川崎区 渡田向町２６－１１ 電気機械器具製造業

㈲洙田自動車 川崎区 渡田向町２７－１３ 自動車整備業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲野路製作所 川崎区 池上新町１－１１－１４ 金属製品製造業

㈱大丸屋油脂店 川崎区 池上新町１－１２－６ その他の小売業

㈱近代自動車整備工場 川崎区 池上新町２－１－１５ 自動車整備業

㈲中島研磨工業所 川崎区 池上新町２－１４－２１ 輸送用機械器具製造業

協和プレス 川崎区 池上新町２－３－２２ 電気機械器具製造業

江連工業所 川崎区 池上新町２－９－７ 金属製品製造業

神奈川日産ディ－ゼル㈱ 川崎区 池上新町３－１－１ 輸送用機械器具製造業

東芝物流自動車サービス㈱ 川崎区 池上新町３－１－３ 自動車整備業

㈱グリッチジャパン 川崎区 池上新町３－１－４ 業務用機械器具製造業

コストコホールセールジャパン株式会社　川崎倉庫店 川崎区 池上新町３丁目－１－４

㈲早見自動車工場 川崎区 伊勢町１－１７ 自動車整備業

高橋実商店 川崎区 伊勢町１４－１２ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

内ヶ崎七宝 川崎区 伊勢町２３－１５ 金属製品製造業

花王株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町１－２ 化学工業

日本ポリエチレン株式会社　川崎工場（浮島地区） 川崎区 浮島町１０－１０ 化学工業

タケエイ川崎リサイクルセンター 川崎区 浮島町１０－１１ 廃棄物処理業

株式会社日本触媒　川崎製造所　浮島工場 川崎区 浮島町１０－１２ 化学工業

セントラル硝子株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町１０－２ 化学工業

日本ブチル株式会社 川崎区 浮島町１０－３ 化学工業

日本石油輸送株式会社　メンテナンスセンター 川崎区 浮島町１０－７ 道路貨物運送業

日本合成アルコール株式会社 川崎区 浮島町１０－８ 化学工業

旭化成株式会社　製造統括本部　川崎製造所　アクリル樹脂製造部 川崎区 浮島町１０－９ 化学工業

ＥＮＥＯＳ株式会社　川崎製油所　浮島南地区 川崎区 浮島町１０番１０号 化学工業

メビウスパッケージング㈱川崎工場 川崎区 浮島町１１－１ その他の製造業

株式会社吉田製油所　川崎工場 川崎区 浮島町１１－２ 化学工業

興和油化工業㈱川崎工場 川崎区 浮島町１１－２ 石油製品・石炭製品製造業

㈱大陽コンクリート　浮島工場 川崎区 浮島町１１－３ 窯業・土石製品製造業

志村興業㈱自動車整備工場 川崎区 浮島町１１－３ 自動車整備業

㈱光輝 川崎区 浮島町１１－３ 廃棄物処理業

エア・ウォーター炭酸株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町１１－７ 化学工業

㈱今関商会浮島給油所 川崎区 浮島町１２－４ その他の小売業

ブルーエキスプレス株式会社横浜営業所 川崎区 浮島町１２－９ 道路貨物運送業

日本コンセプト㈱京浜支店 川崎区 浮島町１２番８号

新日鉄㈱多摩川分工場 川崎区 浮島町２ 金属製品製造業

東芝エネルギーシステムズ株式会社　浜川崎工場 川崎区 浮島町２－１ 電気機械器具製造業

泰斗工業㈱浜川崎出張所 川崎区 浮島町２－１ その他の事業サービス業

東芝物流㈱浜川崎ロジセンター 川崎区 浮島町２番１号

東芝エネルギーシステムズ株式会社　浜川崎工場　浮島分工場 川崎区 浮島町４－１ 電気機械器具製造業

ゼネラル石油㈱川崎ＬＰＧタ－ミナル 川崎区 浮島町５－１ 石油製品・石炭製品製造業

高速川崎縦貫線建設事業 川崎区 浮島町５０５番４

浮島１期廃棄物埋立処分地（浸出液処理施設） 川崎区 浮島町５０７ 地方公務

浮島処理センター 川崎区 浮島町５０９－１ 廃棄物処理業

浮島2期処分場建設発生土受入れ基地及び浮島2期航行安全 川崎区 浮島町５２３－１

新日本理化㈱川崎工場 川崎区 浮島町７－２ 化学工業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

東亞合成株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町７－４ 化学工業

ＥＮＥＯＳ株式会社　川崎製油所　浮島北地区 川崎区 浮島町７番１号 石油製品・石炭製品製造業

株式会社ＥＮＥＯＳ　ＮＵＣ　川崎工業所 川崎区 浮島町８－１ 化学工業

ＪＦＥコンテイナー㈱川崎工場 川崎区 浮島町９－２ 金属製品製造業

ミカド金属㈱ 川崎区 江川１－８－５ 金属製品製造業

京浜樹脂工業㈲ 川崎区 江川２－５－３ その他の製造業

㈱丸屋材木店 川崎区 川中島１－５－１ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱柳田工務店 川崎区 川中島１７７ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱長島油店東川崎第一給油所 川崎区 川中島２－１６－１７ その他の小売業

菊地産業㈱ 川崎区 川中島２－８－７ 金属製品製造業

福島木工所 川崎区 観音１－１２ 木材・木製品製造業（家具を除く）

川嶋湯 川崎区 観音１－８０ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲徳栄工業所 川崎区 観音１－９－７ 電気機械器具製造業

第一車輌工業㈱ 川崎区 観音２－１６－５ 自動車整備業

㈲伊吾多自動車修理工場 川崎区 観音２－１８５ 自動車整備業

吉田自動車整備工場 川崎区 観音２－２０－７ 自動車整備業

中部整備工業㈱川崎営業所 川崎区 観音２－２３－４ 自動車整備業

三和金属工業 川崎区 観音２－３－７ 金属製品製造業

ＫＣサキュレ㈱ 川崎区 小島町３－４ 廃棄物処理業

興亜工業㈱ 川崎区 小島町３－５ はん用機械器具製造業

㈱上殿製作所 川崎区 小島町３－６ 金属製品製造業

川崎水素ステーション 川崎区 小島町３－９ ガス業

ナステック㈱ 川崎区 小島町４－２ その他の製造業

ナストーア㈱川崎大径管工場 川崎区 小島町４－２ 鉄鋼業

日本冶金工業㈱川崎製造所 川崎区 小島町４－２ 鉄鋼業

㈱三光川崎工場 川崎区 小島町４－３ 印刷・同関連業

あづま化工㈱ 川崎区 小島町４－３ 金属製品製造業

成田鉄工㈱塩浜工場 川崎区 小島町４－３ はん用機械器具製造業

㈲金井電子工業 川崎区 小島町４－３ 金属製品製造業

吉本製作所 川崎区 小島町４－３ 金属製品製造業

三京製作所 川崎区 小島町４－３ 金属製品製造業

㈱大石鋼業 川崎区 小島町４－４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱イワキ 川崎区 小島町４－４ はん用機械器具製造業

㈱タキタ鉄鋼 川崎区 小島町４－４ 鉄鋼業

三進工業㈱ 川崎区 小島町４－４ 金属製品製造業

㈱渕沢精機製作所 川崎区 小島町４－５ 金属製品製造業

(資)舘野工業所 川崎区 小島町４－５ はん用機械器具製造業

㈱須山製作所 川崎区 小島町４－５ 電気機械器具製造業

㈲かなめ産業 川崎区 小島町４－５ 金属製品製造業

亀崎工業㈱ 川崎区 小島町４－５ 鉄鋼業

㈱川部商店川崎工場 川崎区 小島町４－５ 非鉄金属製造業

東京レンタル㈱京浜機械センター 川崎区 小島町４－６ 物品賃貸業

㈱中商川崎ＣＲセンター 川崎区 小島町４－６８ 廃棄物処理業

藤ビルメンテナンス㈱川崎営業所 川崎区 小島町５－１ 廃棄物処理業
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 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

大陽日酸㈱京浜事業所 川崎区 小島町６－２ はん用機械器具製造業

川崎ベイアスコン株式会社 川崎区 小島町８ 廃棄物処理業

大林道路(株)川崎アスファルト混合所 川崎区 小島町８－２ 石油製品・石炭製品製造業

根本造船所 川崎区 小島町９－１ 輸送用機械器具製造業

プレス工業㈱川崎工場 川崎区 塩浜１－１－１ 輸送用機械器具製造業

西堀製作所 川崎区 塩浜１－１－２ 金属製品製造業

山次工業株式会社　川崎工場 川崎区 塩浜１－１２－６、２２ 金属製品製造業

㈲神奈川工業 川崎区 塩浜１－２－３ 金属製品製造業

渡部製作所 川崎区 塩浜１－２－６ 金属製品製造業

日本デュボイス㈱ 川崎区 塩浜１－７ 化学工業

㈲出雲電化工業 川崎区 塩浜１－７－１０ 金属製品製造業

福田木工所 川崎区 塩浜１－９－３ 家具・装備品製造業

㈲大師モール製作所 川崎区 塩浜２―２５―１３ 輸送用機械器具製造業

神奈川菱光コンクリート㈱ 川崎区 塩浜２－１１－２ 窯業・土石製品製造業

（宗）平間寺（塩浜分室） 川崎区 塩浜２－１７－６ その他の生活関連サービス業

信和工機㈱ 川崎区 塩浜２－１８－６ 金属製品製造業

㈱延山製作所 川崎区 塩浜２－１９－１６ 金属製品製造業

庄内鍍金工業所 川崎区 塩浜２－２０－１４ 金属製品製造業

㈲マルナカ 川崎区 塩浜２－２０－１６ 金属製品製造業

特定非営利活動法人　川崎市民石けんプラント 川崎区 塩浜２－２１－５ 化学工業

志村興業㈱自動車整備工場 川崎区 塩浜２－２１－９ 自動車整備業

有限会社最光 川崎区 塩浜２－２１－９ 非鉄金属製造業

㈱薄衣電解工業 川崎区 塩浜２－２２－１ 金属製品製造業

㈱カシマ　川崎事業所 川崎区 塩浜２－２２－１０ 廃棄物処理業

有限会社最光（第２倉庫） 川崎区 塩浜２－２２－７ 非鉄金属製造業

産業印刷㈱ 川崎区 塩浜２－２５－３ 印刷・同関連業

交通局塩浜営業所 川崎区 塩浜２－３－１ 道路旅客運送業

アート印刷㈱川崎工場 川崎区 塩浜２－６－１１ 印刷・同関連業

吉川製作所 川崎区 塩浜２－７－１８ 金属製品製造業

三協シャーリング㈱ 川崎区 塩浜２－８－２ 金属製品製造業

㈲大伸製作所 川崎区 塩浜２－８－６ 輸送用機械器具製造業

後藤工業㈱ 川崎区 塩浜３－１１－６ 金属製品製造業

㈲広伸化学工業 川崎区 塩浜３－１５－５ 電気機械器具製造業

入江崎水処理センター 川崎区 塩浜３－１７－１ 水道業

京浜リサイクルセンター㈱ 川崎区 塩浜３－２４－１０、６５ 石油製品・石炭製品製造業

㈱羽田工作所塩浜工場 川崎区 塩浜３－２４－２ 金属製品製造業

㈱秀光製作所塩浜工場 川崎区 塩浜３－２４－２ 家具・装備品製造業

帝国商運㈱ 川崎区 塩浜３－２４－４ 道路貨物運送業

パーカー加工㈱川崎工場 川崎区 塩浜３－２４－６ 金属製品製造業

㈱朝日金属工業所 川崎区 塩浜３－２４－７ 金属製品製造業

㈱宮田製作所 川崎区 塩浜３－２４－７ 金属製品製造業

西村製作所（第二工場） 川崎区 塩浜３－２５－１６ 金属製品製造業

㈲日枝プラスチック 川崎区 塩浜３－２５－１８ 業務用機械器具製造業

古橋製作所 川崎区 塩浜３－２６－１２ 金属製品製造業
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東海精機㈱ 川崎区 塩浜３－２８－１ はん用機械器具製造業

高倉精機 川崎区 塩浜３－２８－１２ はん用機械器具製造業

日管工業㈱ 川崎区 塩浜３－２８－１３ はん用機械器具製造業

合資会社松下工業所本社第１工場 川崎区 塩浜３－２８－１５ 金属製品製造業

東興産業㈱塩浜工場 川崎区 塩浜３－２８－７ 窯業・土石製品製造業

西村製作所（第一工場） 川崎区 塩浜３－２９－８ 金属製品製造業

日本貨物鉄道㈱関東支社川崎車両所 川崎区 塩浜４－１１－２０ 運輸に附帯するサービス業

川崎市南部生活環境事業所 川崎区 塩浜４－１１－９ 地方公務

㈲磐代工業所 川崎区 塩浜４－１２－７ 金属製品製造業

明希工業㈱ 川崎区 塩浜４－１３－８ 輸送用機械器具製造業

河善化学工業㈱ 川崎区 塩浜４－１４－７

㈲須山工業所本社工場 川崎区 塩浜４－４－１０ 金属製品製造業

㈲中島自動車修理工場 川崎区 塩浜４－４－１１ 自動車整備業

鈴山熱処理 川崎区 塩浜４－４－２ 金属製品製造業

㈲田島製作所 川崎区 塩浜４－４－５ はん用機械器具製造業

武好製作所 川崎区 塩浜４－６－１３ 金属製品製造業

ミツワ電機工業㈱ 川崎区 塩浜４－６－１３ 電気機械器具製造業

㈱日旺技研 川崎区 塩浜４－６－１５ 金属製品製造業

株式会社浩伸技研 川崎区 塩浜４－６－４ 電気機械器具製造業

池田製作所 川崎区 塩浜４－６－５ はん用機械器具製造業

㈲伊藤製作所 川崎区 塩浜４－８－１６ はん用機械器具製造業

㈱矢作製作所 川崎区 塩浜４－８－８ 金属製品製造業

青山自動車㈱ 川崎区 昭和１－１－６ 自動車整備業

㈱ベニスクリ－ニング 川崎区 昭和１－３－７ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲丸五商店昭和町給油所 川崎区 昭和２－１４－１４ その他の小売業

㈱両津工業 川崎区 昭和２－５－１９ 金属製品製造業

㈱昭和自動車整備工場 川崎区 田町１－３－１５ 自動車整備業

春高工業 川崎区 田町１－３－１８ 金属製品製造業

国近シャ－リング㈱ 川崎区 田町１－３－１８ 金属製品製造業

㈱関東宇佐美川崎大師橋給油所 川崎区 田町１－４－１ その他の小売業

㈱金沢鉄工所 川崎区 田町１－６－１１ 金属製品製造業

平和工業㈱川崎工場 川崎区 田町２－１０－１８ 輸送用機械器具製造業

大同鋼材㈱ 川崎区 田町２－１０－９ 鉄鋼業

㈱昭和　田町工場 川崎区 田町２－４－２ 金属製品製造業

㈱小松設備川崎事業所 川崎区 田町２－６－１ 金属製品製造業

ＡＯＩ国際病院 川崎区 田町２－９－１ 医療業

藤屋油業㈱殿町営業所 川崎区 田町３－１－２ その他の小売業

帝国商運㈱ 川崎区 田町３－１０－１１ 道路貨物運送業

㈱石坂製作所 川崎区 田町３－１０－４ 金属製品製造業

弥生工業㈱ 川崎区 田町３－１０－６ 金属製品製造業

三和車輛整備工場 川崎区 田町３－１２－１４ 自動車整備業

㈲叶工業所 川崎区 田町３－１３－１ 金属製品製造業

パーカー熱処理工業㈱技術研究所 川崎区 田町３－１３－１０ 金属製品製造業

パーカー熱処理工業㈱東川崎工場 川崎区 田町３－１３－１８ 金属製品製造業
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フラッシング工事㈱ 川崎区 田町３－１３－２ 金属製品製造業

宮崎塗装工業 川崎区 田町３－１３－４ 金属製品製造業

㈲青木鈑金加工所 川崎区 田町３－１４－４ 金属製品製造業

あづま機械工業㈱ 川崎区 田町３－７－９ 鉄鋼業

㈲中澤製作所 川崎区 田町３－９－４ 金属製品製造業

㈲志村熔断器 川崎区 大師駅前１－４－６ 金属製品製造業

大師ボウル 川崎区 大師駅前１－６－１６ 娯楽業

寿恵弘湯 川崎区 大師駅前１－６－２０ 洗濯・理容・美容・浴場業

三浦屋印刷所 川崎区 大師駅前１－７－１２ 印刷・同関連業

豊商会 川崎区 大師駅前２－１－２ 金属製品製造業

産業振興㈱川崎事業所 川崎区 大師河原１－１ 金属製品製造業

大松商店 川崎区 大師河原１－２－７ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

日本金属工業㈱相模原製造所川崎工場 川崎区 大師河原１－３－１ 鉄鋼業

㈲大越製作所 川崎区 大師河原１－４－２０ 金属製品製造業

いすゞ自動車（株）川崎営業所 川崎区 大師河原１－４８６１－２ 自動車整備業

川崎市立大師中学校 川崎区 大師河原２－１－１

㈱アセントDrDrive川崎大師給油所 川崎区 大師河原２－５－１０ その他の小売業

㈱両津工業第３工場 川崎区 台町１３－１４ 金属製品製造業

㈲榊原木工所 川崎区 台町１４－５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲中山自動車整備工場 川崎区 台町１６－７ 自動車整備業

㈲台明自動車鈑金工業 川崎区 台町１９－９ 自動車整備業

あけぼの湯 川崎区 台町５－１２ 洗濯・理容・美容・浴場業

高松自動車工業 川崎区 台町６－３ 自動車整備業

三越自動車㈱ 川崎区 台町７－７ 自動車整備業

日本乳化剤㈱川崎工場 川崎区 千鳥町１－１ 化学工業

エア・ウォーター・パフォーマンスケミカル株式会社　川崎工場（千鳥） 川崎区 千鳥町１－２ 石油製品・石炭製品製造業

川崎化成エンジニアリング㈱ 川崎区 千鳥町１－２ 総合工事業

三菱ケミカル物流㈱　陸運事業本部　川崎油槽所 川崎区 千鳥町１－３ 倉庫業

東京石油㈱第８三晃丸 川崎区 千鳥町１－４地先 廃棄物処理業

日本ポリエチレン㈱川崎工場（南地区） 川崎区 千鳥町１０－１ 化学工業

日本合成樹脂㈱ 川崎区 千鳥町１０－２ 化学工業

サンアロマー㈱製造本部川崎工場 川崎区 千鳥町１３－１ 化学工業

サンケミカル㈱川崎工場 川崎区 千鳥町１３－２ 化学工業

株式会社日本触媒　川崎製造所　千鳥工場 川崎区 千鳥町１４－１ 化学工業

セントラル・タンクターミナル株式会社　川崎事業所 川崎区 千鳥町２－２ 倉庫業

昭和電工㈱川崎事業所(千鳥) 川崎区 千鳥町２－３ 化学工業

日油株式会社　川崎事業所 川崎区 千鳥町３－３ 化学工業

㈱ニチユ・テクノ 川崎区 千鳥町３－３ その他の教育，学習支援業

ＮＯＦメタルコーティングス㈱ 川崎区 千鳥町３－３

東京油槽株式会社 川崎区 千鳥町４－１ 倉庫業

ＥＮＥＯＳ株式会社　千鳥事業所 川崎区 千鳥町４－２ 倉庫業

㈱ＪＥＲＡ　川崎火力発電所 川崎区 千鳥町５－１ 電気業

株式会社クレハ環境　ウェステック事業部 川崎区 千鳥町６－１ 廃棄物処理業

京セラ㈱川崎工場 川崎区 千鳥町９－２ 化学工業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

第一パイプ工業㈱ 川崎区 千鳥町９－４ 鉄鋼業

マルエツ出来野店 川崎区 出来野１０－１５ 各種商品小売業

藤屋油業㈱ 川崎区 出来野１１－５ その他の小売業

㈱千代田ブル－プリント 川崎区 出来野５－６ その他の事業サービス業

㈱弘啓社川崎工場 川崎区 殿町１－１３－１４ その他の製造業

河端製作所 川崎区 殿町１－１３－２ はん用機械器具製造業

大熊化学工業㈱川崎工場 川崎区 殿町１－１８－１０ 金属製品製造業

㈱協和新興製作所 川崎区 殿町１－１８－２ 金属製品製造業

東伸工業㈲ 川崎区 殿町１－１８－３０ 金属製品製造業

小林製作所 川崎区 殿町１－２１－１３ 金属製品製造業

吉田工務店 川崎区 殿町１－２１－５ 総合工事業

大師プラスチック工業所 川崎区 殿町１－２１－７ その他の製造業

㈲鈴木化学製作所 川崎区 殿町１－２２－８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

日進化工㈱ 川崎区 殿町１－８－３ 金属製品製造業

紫波プラスチック工業所 川崎区 殿町２－１１－１４ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

相沢建設㈱ 川崎区 殿町２－１４－２ 総合工事業

㈱三輪製作所 川崎区 殿町２－１６－１０ 金属製品製造業

㈱第一高周波工業川崎工場 川崎区 殿町２－８－３ 金属製品製造業

日油株式会社　新規事業開発室 川崎区 殿町3-25-14　ナノ医療イノベーションセンター2F 学術・開発研究機関

花王株式会社 川崎区 殿町3-25-14ナノ医療イノベーションセンター1F,2F 学術・開発研究機関

アンジェス株式会社　殿町ラボ 川崎区 殿町3-25-14ナノ医療イノベーションセンター2210 学術・開発研究機関

日東紡績株式会社 川崎区 殿町3-25-14ナノ医療イノベーションセンター3F 学術・開発研究機関

株式会社ブレイゾン・セラピューティクス 川崎区 殿町3-25-14ナノ医療イノベーションセンター3F3208 学術・開発研究機関

住友ファーマ株式会社　再生・細胞医薬神戸センター　殿町サテライトラボ 川崎区 殿町3丁目25-10ResearchGateBuildingTONOMACHI2 3階 学術・開発研究機関

相澤建設㈱ 川崎区 殿町３－１３－１８ 総合工事業

高橋商事㈱ 川崎区 殿町３－１５－９ 自動車整備業

京浜化工㈱ 川崎区 殿町３－２０－１４ 金属製品製造業

サツマ工業㈱ 川崎区 殿町３－２１－３ 電気機械器具製造業

㈱フィールド環境サービス 川崎区 殿町３－２２－１３ 廃棄物処理業

須貝製作所 川崎区 殿町３－２２－３ その他の製造業

㈲草川鍛工所 川崎区 殿町３－２２－６ 鉄鋼業

中央自動車興業㈱ 川崎区 殿町３－２３－１０ 自動車整備業

(公益財団法人)実験動物中央研究所 川崎区 殿町３－２５－１２ 学術・開発研究機関

川崎市環境総合研究所 川崎区 殿町３－２５－１３ 学術・開発研究機関

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所　殿町支所　ＬｉＳＥ　Ｌａｂ．川崎区 殿町３－２５－１３ 学術・開発研究機関

慶應ＳＢＩ　ＡＬＡ研究室 川崎区 殿町３－２５－１４ﾅﾉ医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ4F 学術・開発研究機関

地方独立行政法人　神奈川県立産業技術総合研究所　殿町支所　ＬＩＣ　Ｌａｂ．川崎区 殿町３－２５－２２ 学術・開発研究機関

株式会社ナレッジパレット 川崎区 殿町３－２５－２２ 学術・開発研究機関

ブライトパス・バイオ株式会社　川崎創薬研究所 川崎区 殿町３－２５－２２（４Ｆ） 化学工業

クリエートメディック株式会社　研究開発センター 川崎区 殿町３－２５－６ 業務用機械器具製造業

三愛オブリ株式会社　天然ガス部　川崎エネルギーセンター 川崎区 殿町３－２６－２ 熱供給業

都製作所 川崎区 殿町３－５－５ 金属製品製造業

㈱Ｃａｎｃｅｒ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ＣＰＭクリニカルラボ川崎区 殿町３丁目25-10ResearchGateBuildingTONOMACHI2 医療業

ペプチドリーム本社・研究所 川崎区 殿町３丁目１０２－１６ 学術・開発研究機関
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㈱ゼンショーﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　食品安全追求本部中央分析ｾﾝﾀｰ 川崎区 東扇島６－１０かわさきファズ管理棟２－１ 保健衛生

ロジポート川崎ベイ 川崎区 東扇島７番地１ 倉庫業

㈱ゼンショーホールディングス　南関東第二工場 川崎区 東扇島６－１０かわさきファズＡ棟３階９区画 食料品製造業

㈱マルエツ　川崎複合センター 川崎区 東扇島６－１０かわさきファズＡ棟４階 食料品製造業

かわさきファズ・物流センター 川崎区 東扇島６－１０ 倉庫業

ゲートグルメジャパン㈲　川崎工場 川崎区 東扇島６－１０かわさきファズＡ棟１階 食料品製造業

川崎市港湾振興会館 川崎区 東扇島３８－１ その他のサービス業

コマツカスタマーサポート㈱　東京カンパニー 川崎区 東扇島５番地 機械等修理業（別掲を除く）

㈱ＪＥＲＡ　東扇島火力発電所 川崎区 東扇島３ 電気業

ピーネット　イチサンイチ　川崎事業所 川崎区 東扇島３１－３ 廃棄物処理業

東洋水産㈱東扇島冷蔵庫 川崎区 東扇島２５－３ 倉庫業

東扇島梱包センター 川崎区 東扇島２９番地４号 運輸に附帯するサービス業

東急ストア東扇島流通センター 川崎区 東扇島２３－４ その他の卸売業

(公財)日本食肉流通センタ－ 川崎区 東扇島２４ 飲食料品卸売業

㈱上組川崎港東扇島多機能物流センター 川崎区 東扇島２２－５ 倉庫業

東急ストア東扇島流通センター　リサイクルセンター 川崎区 東扇島２３－４ 廃棄物処理業

三菱自動車工業㈱東扇島モータープール 川崎区 東扇島２１ 輸送用機械器具製造業

㈱ＧＦＦ　扇島工場 川崎区 東扇島２２－２　㈱二葉内 食料品製造業

ロジポート東扇島Ａ棟 川崎区 東扇島１８－２ 倉庫業

㈱東日本宇佐美　東扇島ＳＳ 川崎区 東扇島２０－３ その他の小売業

石渡プラスチック工業所 川崎区 中瀬３－９－１４ その他の製造業

㈱ENEOSウイング　東扇島TS 川崎区 東扇島１７－５ その他の小売業

㈲金庭製作所 川崎区 中瀬２－４－１４ 金属製品製造業

栄石油㈱ 川崎区 中瀬３－１６－１７ その他の小売業

川崎キグナス石油販売㈱川崎第一給油所 川崎区 中瀬２－１０－６ その他の小売業

栗好木材㈱ 川崎区 中瀬２－１１－５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

Ａｇｉｌｉｓ　ＧＴＲＩ　Ｊａｐａｎ株式会社 川崎区 殿町三丁目２５番２２ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ４０３ 化学工業

鈴木自動車商会 川崎区 中瀬２－１－８ 自動車整備業

株式会社同仁化学研究所　イノベーティブリサーチセンター 川崎区 殿町三丁目２５番２２ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ218 学術・開発研究機関

株式会社遺伝子治療研究所 川崎区 殿町三丁目２５番２２ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ414 学術・開発研究機関

殿町三丁目２５番２２号　４０１Ｂ 学術・開発研究機関

株式会社バイオテック・ラボ　研究支援センター 川崎区 殿町三丁目２５番２２号　ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ202 機械器具卸売業

リコー川崎ＬＩＣ 川崎区 殿町三丁目２５番２２ 学術・開発研究機関

殿町ＣＰＣ 川崎区 殿町三丁目２５番２２ 化学工業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

川崎市健康安全研究所 川崎区 殿町３丁目２５番１３号 学術・開発研究機関

公益財団法人　川崎市産業振興財団　ナノ医療イノベーションセンター 川崎区 殿町３丁目２５番１４号 学術・開発研究機関

シスメックス株式会社　スカイフロントリサーチキャンパス 川崎区 殿町３丁目２５番２２ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 電気機械器具製造業

アズワン株式会社　ソリューションリサーチラボ 川崎区 殿町３丁目２５番２２ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ２１９号室 学術・開発研究機関

株式会社理研ジェネシス　川崎事業所 川崎区 殿町３丁目２５番２２ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ３Ｆ 化学工業

国立医薬品食品衛生研究所 川崎区 殿町３丁目２５番２６号 学術・開発研究機関

ＡＮＡ殿町ビジネスセンター 川崎区 殿町３丁目２６番３号 持ち帰り・配達飲食サービス業

幹細胞評価基盤技術研究組合（中辻サブプロジェクト研究グループ） 川崎区 殿町三丁目25番-22ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ1階118-119 学術・開発研究機関

ＰＤＲファーマ株式会社　川崎ラボ 川崎区 殿町三丁目２５番１５号 学術・開発研究機関

公益社団法人日本アイソトープ協会　川崎技術開発センター 川崎区 殿町三丁目２５番２０号 学術・開発研究機関

株式会社バイオテック・ラボ　ＬＩＣオープンラボ 川崎区
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日本道路㈱川崎アスコン 川崎区 水江町１－１ 石油製品・石炭製品製造業

第一高周波工業㈱東部事業所水江工場 川崎区 水江町１－４５ 金属製品製造業

鋼管鉱業㈱川崎事業所 川崎区 水江町１ 窯業・土石製品製造業

鹿島道路㈱川崎アスコン 川崎区 水江町１－１ 石油製品・石炭製品製造業

池上自動車整備工場 川崎区 藤崎４－４－６ 自動車整備業

かまぶろ温泉 川崎区 藤崎４－７－３ 洗濯・理容・美容・浴場業

阪急写真工業㈱川崎工場 川崎区 藤崎４－１６－１５ その他の生活関連サービス業

昭和冶金工業所 川崎区 藤崎４－１８－７ 金属製品製造業

関東鋼材㈱ 川崎区 藤崎３－４－４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

トークピア川崎ビル 川崎区 藤崎３－５－１ 不動産賃貸業・管理業

㈱クレール 川崎区 藤崎３－１４－２ はん用機械器具製造業

共和工機製造㈱ 川崎区 藤崎３－４－２３ 金属製品製造業

倉形工務店 川崎区 藤崎２－１８－２ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲榊原自動車修理工場 川崎区 藤崎３－１－１６ 自動車整備業

㈲榊原自動車修理工場 川崎区 藤崎２－１７－６ 自動車整備業

三浦研磨工業所 川崎区 藤崎２－１８－１０ 金属製品製造業

大島製作所藤崎工場 川崎区 藤崎１－６３ はん用機械器具製造業

タカミ製作所 川崎区 藤崎２－１２－９ 金属製品製造業

㈱川高自動修理工場 川崎区 藤崎１－２３－１８ 自動車整備業

㈱タカハシ化成 川崎区 藤崎１－２６－１１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲岩瀬商店　川崎南給油所 川崎区 藤崎１―１２―１ その他の小売業

山岸工務店 川崎区 藤崎１－１５－７ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱大貫金属工業所川崎工場 川崎区 日ノ出２－９－１０ 鉄鋼業

㈲坂井鍍金工業所 川崎区 日ノ出２－９－２ 金属製品製造業

電興産業㈱ 川崎区 日ノ出２－２－５ 金属製品製造業

㈲宝生工業 川崎区 日ノ出２－６－６ 金属製品製造業

山宗工業㈱ 川崎区 日ノ出２－１４－４ 金属製品製造業

ダイエー工業㈱ 川崎区 日ノ出２－１６－１７ 金属製品製造業

富士レジン工業㈱ 川崎区 日ノ出２－１４－１０ その他の製造業

三浦電化㈱ 川崎区 日ノ出２－１４－３ 金属製品製造業

㈱羽田工作所 川崎区 日ノ出１－８－６ 金属製品製造業

㈲神奈川車輌サービス 川崎区 日ノ出２－１３－１６ 自動車整備業

㈲大久保商店 川崎区 日ノ出１－２－１５ 食料品製造業

㈱安田製作所 川崎区 日ノ出１－６－１０ 金属製品製造業

㈱伊藤鉄工所 川崎区 日ノ出１－１３－２２ はん用機械器具製造業

㈲みたけ塗装工業所 川崎区 日ノ出１－１６－１２ 金属製品製造業

㈲二宮製作所 川崎区 日ノ出１－１１－１５ 電気機械器具製造業

東工電機㈱ 川崎区 日ノ出１－１１－７ 電気機械器具製造業

㈱富田電機製作所 川崎区 東門前３－５－６ 電気機械器具製造業

三進工業㈱機材工場 川崎区 日ノ出１－１０－１ 金属製品製造業

川崎港海上コンテナ輸送（協）川崎コンテナ洗浄場 川崎区 東扇島８４ 運輸に附帯するサービス業

日本郵便㈱川崎東郵便局 川崎区 東扇島８８ 郵便業（信書便事業を含む）

東扇島中継ヤード 川崎区 東扇島８２、８４番地内 地方公務

㈱上組横浜支店特殊リースコンテナ川崎デポ 川崎区 東扇島８４ 運輸に附帯するサービス業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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11 ( )

11 53

11 17

11 71

11 18

11 33

11 53

11 24

11 29

11 24

11 88

11 88

11 88

11 18

11 14

11

11 23

11 17

11 24

11 21

11 60

11 89

11 21

11 16

11 16

11 16

11 71

11 24

11 60

11 16

11 16

11 17

11 71

11 88

11 24

11 53

11 21

11 16

11 24

11 24

11 60

11 71

11 24

11 18

11 89

㈲相沢プラスチック 川崎区 四谷上町２０－１６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

大洋自動車工業㈱ 川崎区 四谷上町２３－２６ 自動車整備業

一般財団法人　日本環境衛生センター 川崎区 四谷上町１０－６ 学術・開発研究機関

㈲宮田製作所 川崎区 四谷上町１３０ 金属製品製造業

東亜精工㈱ 川崎区 夜光３－３－８ 金属製品製造業

高輪エネルギー㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川崎四谷店 川崎区 四谷上町１０－４ その他の小売業

日本食塩製造㈱ 川崎区 夜光３－３－３ 化学工業

大洋鉄工㈱本社工場 川崎区 夜光３－３－４ 金属製品製造業

東西オイルターミナル㈱川崎油槽所 川崎区 夜光３－２－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

株式会社リコーン 川崎区 夜光３－３－１ 窯業・土石製品製造業

川崎市南部リサイクルセンター 川崎区 夜光３－１－３ 廃棄物処理業

北村興業㈱ 川崎区 夜光３－２ 金属製品製造業

ＪＸＴＧｴﾈﾙｷﾞｰ㈱機能材ｶﾝﾊﾟﾆｰ　機能材研究開発部ｴﾝﾌﾟﾗ技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎区 夜光２－３－１ 石油製品・石炭製品製造業

サンアロマー(株)研究開発本部 川崎区 夜光２－３－２ 学術・開発研究機関

ＥＮＥＯＳ株式会社　川崎製油所　川崎地区 川崎区 夜光２－３－１ 化学工業

東邦㈱川崎工場 川崎区 夜光２－３－１ 化学工業

㈲若目田製作所 川崎区 夜光１－５－２ 金属製品製造業

臨港石油㈱塩浜給油所 川崎区 夜光２－１－１１ その他の小売業

旭化成㈱　製造統括本部　川崎製造所 川崎区 夜光１－３－１ 化学工業

ＰＳジャパン㈱研究開発部 川崎区 夜光１－３－１ 学術・開発研究機関

日本ゼオン㈱川崎工場 川崎区 夜光１－２－１ 化学工業

日本ゼオン㈱総合開発センター 川崎区 夜光１－２－１ 化学工業

旭企業㈱整備工場 川崎区 夜光１－１１－１７ 自動車整備業

太平洋セメント㈱川崎サ－ビスステ－ション 川崎区 夜光１－１１－１７ 窯業・土石製品製造業

株式会社大陽コンクリート　京浜工場 川崎区 夜光１－１－１ 窯業・土石製品製造業

㈲近藤石油塩浜給油所 川崎区 夜光１－１０－５ その他の小売業

出光興産㈱京浜ルブセンター 川崎区 水江町６－２ 石油製品・石炭製品製造業

㈱ユタカ工事 川崎区 水江町６－７ 金属製品製造業

朝日工業㈱ 川崎区 水江町６－１１

㈱近藤鉄工所 川崎区 水江町６－１４ 非鉄金属製造業

ＪＦＥプラリソース株式会社［水江地区］ 川崎区 水江町５番地１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

コアレックス三栄㈱　東京工場 川崎区 水江町６－１０ パルプ・紙・紙加工品製造業

ＪＦＥアーバンリサイクル㈱ 川崎区 水江町５－１ 廃棄物処理業

㈱ナミキ　産業廃棄物中間処理場 川崎区 水江町５番３２ 廃棄物処理業

㈱富士工業所京浜事業所 川崎区 水江町５ 金属製品製造業

Ｊ＆Ｔ環境株式会社 川崎区 水江町５－１ 廃棄物処理業

日東亜鉛㈱ 川崎区 水江町４－３ 金属製品製造業

エリーパワー㈱川崎事業所 川崎区 水江町４－７ 電気機械器具製造業

川崎クリーンパワー発電所 川崎区 水江町４－１ 電気業

㈱アイザワ 川崎区 水江町４－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

大陽日酸㈱川崎水江事業所 川崎区 水江町３－３ 学術・開発研究機関

粉体技研㈱ 川崎区 水江町３－３ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

木材開発㈱川崎工場 川崎区 水江町１－５０ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

東亜石油㈱　京浜製油所 川崎区 水江町３－１ 石油製品・石炭製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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 01-01-60

11 ( )

11 60

11 18

11 32

11 29

11 24

11 78

11 89

11 25

11 24

11 59

11 89

11 27

㈱ホンダボディサービス神奈川 川崎区 四谷下町２６－１ 自動車整備業

㈲藤一工業 川崎区 四谷下町２６－１５ 業務用機械器具製造業

㈱富士クラウン 川崎区 四谷下町２５－２ 金属製品製造業

南関東日野自動車㈱川崎支店 川崎区 四谷下町２５－６ 機械器具小売業

㈲オー・エヌ・ケイ商会 川崎区 四谷下町２１－６ 自動車整備業

㈲東名鉄工 川崎区 四谷下町２４－１１ はん用機械器具製造業

前畑工業所 川崎区 四谷下町１３－４ 金属製品製造業

龍の湯 川崎区 四谷下町２１―１７ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱須山工芸 川崎区 四谷上町９－２４ その他の製造業

㈲共栄炭素工業所 川崎区 四谷下町１０－１ 電気機械器具製造業

株式会社ＥＮＥＯＳウイング　川崎産業道路ＴＳ 川崎区 四谷上町２８－１０ その他の小売業

水戸商会 川崎区 四谷上町５２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 大師　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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12 ( )

12 60

12 7

12 78

12 18

12 29

12 89

12 89

12 78

12 24

12 7

12 7

12 24

12 24

12 24

12 24

12 7

12 18

12 15

12 89

12 24

12 12

12 21

12 32

12 12

12 88

12 53

12 21

12 12

12 88

12 24

12 89

12 24

12 24

12 24

12 24

12 24

12 24

12 24

12 56

12 24

12 24

12 24

12 24

12 24

須藤工業㈱ 川崎区 浅野町４－１０ 金属製品製造業

協友鉄工㈱ 川崎区 浅野町４－１１ 金属製品製造業

㈱ブラザー 川崎区 浅野町３－８ 金属製品製造業

栄光プレーティング㈱ 川崎区 浅野町３－９ 金属製品製造業

三明化成㈱川崎営業所 川崎区 浅野町３－６ 各種商品小売業

川崎クローム工業㈱ 川崎区 浅野町３－７ 金属製品製造業

日光金属化学㈱ 川崎区 浅野町３－１３ 金属製品製造業

㈱ブラザー第二工場 川崎区 浅野町３－２ 金属製品製造業

㈱朝日クローム工業所 川崎区 浅野町３－１１ 金属製品製造業

さくらＧＳ㈱川崎工場 川崎区 浅野町３－１２ 金属製品製造業

㈱フジ　クロム社 川崎区 浅野町３－１ 金属製品製造業

㈲有冨硬質クローム 川崎区 浅野町３－１０ 金属製品製造業

(協)川崎自動車整備センター 川崎区 浅野町１－６ 自動車整備業

㈱東京螺旋管製作所川崎工場 川崎区 浅野町２７２８－３ 金属製品製造業

カポック㈱本社工場 川崎区 浅野町１－３ 廃棄物処理業

㈲吉田工業所 川崎区 浅野町１－４ 金属製品製造業

丸江産業㈱リサイクルプラント 川崎区 浅野町１－１６ 窯業・土石製品製造業

伊勢幸工業㈱ 川崎区 浅野町１－２ 木材・木製品製造業（家具を除く）

三友環境サービス㈱川崎工場 川崎区 浅野町１－１２ 廃棄物処理業

フジメタルリサイクル㈱川崎工場 川崎区 浅野町１－１５ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲前原機型製作所 川崎区 浅野町１－１０ その他の製造業

㈱早川製作所 川崎区 浅野町１－１２ 木材・木製品製造業（家具を除く）

山本木型製作所 川崎区 浅田４－９－６ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱デイ・シイ川崎工場 川崎区 浅野町１－１ 窯業・土石製品製造業

井村自動車修理工場 川崎区 浅田４－６－７ 自動車整備業

㈲コーアディーゼル 川崎区 浅田４－８－１ 金属製品製造業

ヤマフジ化成産業㈱ 川崎区 浅田４－１４－５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲大塚印刷所 川崎区 浅田４－２－１１ 印刷・同関連業

大日向製作所㈱ 川崎区 浅田３－７－２３ 金属製品製造業

草間工務店 川崎区 浅田３－９－９ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲京浜サッシ工業所 川崎区 浅田３－５－６ 金属製品製造業

新城製作所 川崎区 浅田３－５－７ 金属製品製造業

依田工務店 川崎区 浅田３－１６－１９ 職別工事業(設備工事業を除く)

司建鉄工業㈱ 川崎区 浅田３－５－５ 金属製品製造業

光栄工業㈲ 川崎区 浅田３－１１－９ 金属製品製造業

丸井工務店 川崎区 浅田３－１２－１１ 職別工事業(設備工事業を除く)

古屋自動車修理工場㈲ 川崎区 浅田２－１７－１１ 自動車整備業

鈴の湯 川崎区 浅田２－３－１２ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱協和電機製作所 川崎区 浅田２－１２－７ 電気機械器具製造業

浅田モーター㈲ 川崎区 浅田２－１６－９ 自動車整備業

㈲マイルック 川崎区 浅田２―１５―１３ 洗濯・理容・美容・浴場業

桜井製作所 川崎区 浅田２－１２－２２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱神奈川アポロイル 川崎区 浅田１－１１－１０ その他の小売業

依田昭典 川崎区 浅田１－５－１７ 職別工事業(設備工事業を除く)

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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 01-01-60

12 ( )

12 24

12 25

12 24

12 25

12 24

12 29

12 24

12 24

12 24

12 29

12 53

12 22

12 24

12 24

12 24

12 24

12 24

12 24

12 18

12 29

12 23

12 24

12 53

12 88

12 24

12 53

12 23

12 23

12 18

12 24

12 24

12 15

12 88

12 53

12 53

12 53

12 50

12 53

12 88

12 88

12 89

12 24

12 22

12 24

日本鋳造㈱　鋳鋼工場（池上工場） 川崎区 池上町２－１ 鉄鋼業

日本鋼管継手㈱川崎工場 川崎区 池上町２－１ 金属製品製造業

川運誠実業㈱自動車整備工場 川崎区 池上町１－６ 自動車整備業

光信工業㈱ 川崎区 池上町１０－１ 金属製品製造業

株式会社　兼子　川崎営業所 川崎区 浅野町７番４ 廃棄物処理業

株式会社エコプロ 川崎区 浅野町７番７号 廃棄物処理業

武内金属㈱ 川崎区 浅野町７－５ 各種商品卸売業

西田産業㈱ 川崎区 浅野町７－６ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

三栄ガラス㈱ 川崎区 浅野町７－２ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

日進金属㈱ 川崎区 浅野町７－３ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

株式会社グリーンシステムズ　中間処理施設 川崎区 浅野町６番１８号 廃棄物処理業

株式会社　ＹＡＭＡＮＡＫＡ　川崎工場 川崎区 浅野町７－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱古谷金属製作所 川崎区 浅野町６－８ 金属製品製造業

東日印刷株式会社川崎工場 川崎区 浅野町６番１７号 印刷・同関連業

㈱後藤ライト工業所 川崎区 浅野町６－５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲成光工業 川崎区 浅野町６－７ 金属製品製造業

野尻産業㈱ 川崎区 浅野町６－４ 非鉄金属製造業

田中金属工業㈱ 川崎区 浅野町６－５ 非鉄金属製造業

窒化工業㈱ 川崎区 浅野町６－２ 金属製品製造業

(有)京浜金属工業 川崎区 浅野町６－３ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱神奈川静脈産業 川崎区 浅野町６－１８ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

小澤商事㈱浅野町事業所 川崎区 浅野町６－１９ 廃棄物処理業

㈱三浦合金工業所 川崎区 浅野町６－１４ 非鉄金属製造業

㈱東京興業貿易商会本社工場 川崎区 浅野町６－１７ 金属製品製造業

㈲正栄工業 川崎区 浅野町６－１１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱整電社 川崎区 浅野町６－１２ 電気機械器具製造業

清水鋼建㈱川崎工場 川崎区 浅野町５－７ 金属製品製造業

日本熱処理㈱ 川崎区 浅野町６－１ 金属製品製造業

㈱井上鋼業 川崎区 浅野町５－５ 金属製品製造業

協立機械㈲川崎工場 川崎区 浅野町５－６ 金属製品製造業

㈲三協組 川崎区 浅野町５－２ 金属製品製造業

司建鉄工業㈱ 川崎区 浅野町５－４ 金属製品製造業

岩本興産㈱川崎工場 川崎区 浅野町５－１６ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

ミユキ鋼材㈱ 川崎区 浅野町５－１７ 鉄鋼業

㈲坂本塗装工業川崎工場 川崎区 浅野町５－１３ 金属製品製造業

㈲山メ電機製作所 川崎区 浅野町５－１５ 電気機械器具製造業

共和工機製造㈱ 川崎区 浅野町５－１０ 金属製品製造業

㈱マルヨ製作所川崎工場 川崎区 浅野町５－１１ 金属製品製造業

原木板金製作所 川崎区 浅野町４－７ 金属製品製造業

クリエート・デザイン㈱ 川崎区 浅野町４－８ 電気機械器具製造業

共和熔接機器㈱ 川崎区 浅野町４－１４ 金属製品製造業

大島製作所 川崎区 浅野町４－３ はん用機械器具製造業

㈲佐藤工業所 川崎区 浅野町４－１２ 金属製品製造業

福田工業㈱ 川崎区 浅野町４－１３ はん用機械器具製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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 01-01-60

12 ( )

12 22

12 24

12 89

12 29

12 24

12 32

12 24

12 56

12 88

12 22

12 18

12 15

12 24

12 22

12 24

12 15

12 22

12 88

12 22

12 16

12 25

12 15

12 92

12 24

12 24

12 50

12 24

12 89

12 9

12 24

12 72

12 95

12

12 88

12 24

12 29

12 22

12 53

12 17

12

12

12 21

12 24

12 22

東永金属工業㈱製造部ビレット精整工場（扇島） 川崎区 扇島１－１ 金属製品製造業

ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（京浜地区） 川崎区 扇島１－１ 鉄鋼業

ＪＦＥプラントエンジ㈱京浜事業所扇島整備センター 川崎区 扇島１－１

ＪＦＥミネラル㈱京浜製造所 川崎区 扇島１－１ 窯業・土石製品製造業

㈱ケイハン京浜工場 川崎区 扇島１－１ 石油製品・石炭製品製造業

ＪＦＥ物流京浜㈱扇島中給油所 川崎区 扇島１－１

大同金属㈱ 川崎区 大川町８－３ 鉄鋼業

川崎卸センター汚水処理施設 川崎区 大川町９－２ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

株式会社　都留　川崎工場 川崎区 大川町８－１ 金属製品製造業

㈲ナガシマ製作所 川崎区 大川町８－１ 電気機械器具製造業

㈱大谷加工　川崎工場 川崎区 大川町７－６

カポック㈱大川工場 川崎区 大川町７－７ 廃棄物処理業

日興サービス㈱川崎事業所 川崎区 大川町５－７ 専門サービス業（他に分類されないもの）

太平洋興産㈱川崎工場 川崎区 大川町５－７ その他のサービス業

日清製粉㈱鶴見工場 川崎区 大川町３－１ 食料品製造業

㈱ＦＪＳテクノス 川崎区 大川町５－１ 金属製品製造業

川尻鉄工㈱ 川崎区 大川町２－４５ 金属製品製造業

㈱城東自動車工場川崎営業所 川崎区 大川町２－５３ 自動車整備業

㈱誠和ステンレス工業 川崎区 大川町２－２７ 金属製品製造業

須藤開発興業㈱ 川崎区 大川町２－３９ 各種商品卸売業

三菱化工機アドバンス㈱ 川崎区 大川町２－１ その他の事業サービス業

阪和工材㈱川崎営業所 川崎区 大川町２－１ 金属製品製造業

三菱化工機㈱川崎製作所 川崎区 大川町２－１ はん用機械器具製造業

㈱青陽社 川崎区 大川町２－１ 印刷・同関連業

太陽金属㈱本社工場 川崎区 大川町１３－５ 鉄鋼業

日本新聞インキ㈱東京工場 川崎区 大川町１３－８ 化学工業

満寿産業株式会社　本社工場 川崎区 大川町１２番２号 鉄鋼業

東和企業㈱川崎事業所 川崎区 大川町１３－２ 廃棄物処理業

㈱飯豊 川崎区 大川町１１－４ 金属製品製造業

大和印刷㈱ 川崎区 大川町１１－６ 印刷・同関連業

協和金属産業㈱川崎工場 川崎区 大川町１１－１５ 金属製品製造業

㈱石原商店 川崎区 大川町１１－３ 鉄鋼業

頌栄化成工業㈲ 川崎区 大川町１１－１０ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱ヨネヤマ加工 川崎区 大川町１１－１２ 印刷・同関連業

㈱マルトモ 川崎区 大川町１－５ 廃棄物処理業

加賀美金属㈱ 川崎区 大川町１１－１ 鉄鋼業

菅野製作所 川崎区 追分町１１―３ 金属製品製造業

カルナーザ川崎 川崎区 追分町１６－１ 各種商品小売業

新光製作所 川崎区 池上町８－１１ 金属製品製造業

㈲三和レジン工業 川崎区 池上町９－２ その他の製造業

ＳＧモータース㈱南東京店 川崎区 池上町２－４ 自動車整備業

(資)松下工業所　第２工場 川崎区 池上町４－７ 電気機械器具製造業

エヌケーケーシームレス鋼管㈱［池上地区］ 川崎区 池上町２－１ 鉄鋼業

坪井工業㈱川崎支店 川崎区 池上町２－３ 金属製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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12 60

12 88

12 18

12 33

12 34

12 33

12 88

12 53

12 33

12 16
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12 88

12 33

12 88

12 47

12 33

12 22

12 16

12 88

12 88

12 22

12 22

12 22

12 24

12 22

12 22

12 88

12 88

12 89

12 88

12 32

12 88

12 88

12 88

12 53

12 53

12 16

12 88

12 16

12

12 33

12 47

12 24

三井埠頭㈱ 川崎区 扇町９－１ 倉庫業

徳村工業所㈲ 川崎区 扇町９－１５ 金属製品製造業

昭和電工ガスプロダクツ㈱技術開発センター 川崎区 扇町７番１号

東日本旅客鉄道㈱エネルギー企画部川崎発電所 川崎区 扇町８－３ 電気業

株式会社富二栄　土壌再資源化処理プラント 川崎区 扇町６番５号 廃棄物処理業

昭和電工ガスプロダクツ㈱川崎工場 川崎区 扇町７－１ 化学工業

㈱高昭産業 川崎区 扇町６－８ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

シンレキ工業株式会社　京浜事業部 川崎区 扇町６番２号 化学工業

三友プラントサービス（株）川崎工場 川崎区 扇町６－１３ 廃棄物処理業

栄伸産業㈱ 川崎区 扇町６－６ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

株式会社　アイアールイー 川崎区 扇町６－１０ 廃棄物処理業

Ｊ＆Ｔ環境株式会社　川崎エコクリーン 川崎区 扇町６－１２ 廃棄物処理業

株式会社　アールビジネス　川崎ヤード 川崎区 扇町５番地７１ 廃棄物処理業

早来工営株式会社　川崎工場 川崎区 扇町６－１ その他の製造業

川崎リサイクルセンター 川崎区 扇町５－８ 廃棄物処理業

川一産業㈱自動車分解整備事業工場 川崎区 扇町５－９ 自動車整備業

㈱品川鍛造所 川崎区 扇町５－７ 鉄鋼業

三友プラントサービス（株）川崎第二工場 川崎区 扇町５－７７ 廃棄物処理業

藤田熱処理㈱ 川崎区 扇町５－７ 金属製品製造業

㈱斎田鉄工所 川崎区 扇町５－７ 鉄鋼業

㈱高鍛 川崎区 扇町５－７ 鉄鋼業

㈲三協鍛工所 川崎区 扇町５－７ 鉄鋼業

ジャパンウェイスト㈱横浜事業所扇町センター 川崎区 扇町５－３３ 廃棄物処理業

第一鉄工㈱ 川崎区 扇町５－７ 鉄鋼業

昭和電工㈱川崎事業所 川崎区 扇町５－１ 化学工業

㈱中商扇町ＣＲセンター 川崎区 扇町５－１５ 廃棄物処理業

株式会社　京浜バイオマスパワー　京浜バイオマス発電所 川崎区 扇町１８番１号 電気業

㈱昭特製作所　京浜事業所 川崎区 扇町１９－１ 鉄鋼業

ジャパンバイオエナジー株式会社 川崎区 扇町１２番７号 廃棄物処理業

東洋埠頭㈱川崎支店 川崎区 扇町１３－１ 倉庫業

三協興産株式会社　本社 川崎区 扇町１２－３ 廃棄物処理業

川崎バイオマス発電所 川崎区 扇町１２－６ 電気業

東洋製罐グループホールディングス㈱　新規事業推進室　川崎サテライト　ＳｉＧＲＩＮグループ川崎区 扇町１２－２ 学術・開発研究機関

東洋製罐グループホールディングス㈱　新規事業推進室　川崎サテライト　ジェノゲートグループ川崎区 扇町１２－２ 学術・開発研究機関

川崎天然ガス発電所 川崎区 扇町１２－１ 電気業

ペットリファインテクノロジー㈱ 川崎区 扇町１２－２ 化学工業

㈱エバーグリーンライン 川崎区 扇町１－１ 廃棄物処理業

ＪＸエネルギー株式会社川崎事業所 川崎区 扇町１２－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

扇島都市ガス供給株式会社　扇島熱調センター 川崎区 扇島４－２ ガス業

東京電力㈱扇島資材置場 川崎区 扇島４－７ 電気業

ＪＦＥプラリソース株式会社［扇島地区］ 川崎区 扇島１番１号 プラスチック製品製造業（別掲を除く）

東京パワーテクノロジー㈱川崎リサイクルセンター 川崎区 扇島４－１６ 電気業

ＪＦＥ物流京浜㈱扇島東給油所 川崎区 扇島１－１ その他の小売業

Ｊ＆Ｔ環境(株)マテリアルリサイクル事業本部川崎事業部[扇島地区] 川崎区 扇島１０ 廃棄物処理業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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12 79

12 24

12 24

12 56

12 24

12 15

12 89

㈱日本コピー 川崎区 鋼管通１―１―９ 印刷・同関連業

タマ自動車工業所 川崎区 鋼管通１―３―１ 自動車整備業

イトーヨーカドー川崎店 川崎区 小田栄２－２－１ 各種商品小売業

葵精機㈱小田栄工場 川崎区 小田栄２－４－１ 金属製品製造業

㈱東洋技研 川崎区 小田栄１―９―７ 金属製品製造業

㈱辻鉄工所 川崎区 小田栄２―１ 金属製品製造業

川崎精密工業㈱ 川崎区 小田栄１―８―１１ 金属製品製造業

㈲白岩製綿工場 川崎区 小田栄１―８―８ その他の生活関連サービス業

㈱今関商会小田栄町給油所 川崎区 小田栄１―１４―６ その他の小売業

戸田興業㈱ 川崎区 小田栄１―５―１１ 金属製品製造業

㈱小林冷凍機製作所 川崎区 小田栄１―１１―１３ 金属製品製造業

秋本機器製作所 川崎区 小田栄１―１３―６ 金属製品製造業

㈲草野製作所 川崎区 小田６―１５―１０ 金属製品製造業

川尻鉄工㈱ 川崎区 小田６―１５―９ 金属製品製造業

㈲石井電機製作所 川崎区 小田５―５―９ はん用機械器具製造業

㈲辰巳湯 川崎区 小田５－２２－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲山一材木店 川崎区 小田５―２７―１４ 木材・木製品製造業（家具を除く）

トヨミツ工業㈱ 川崎区 小田５―５―１１ はん用機械器具製造業

㈱草野合金鋳造所 川崎区 小田５―１７―１２ 非鉄金属製造業

㈱仙崎鉄工所 川崎区 小田５―１７―５ 電気機械器具製造業

共和プレス工業所 川崎区 小田５―１―１０ 電気機械器具製造業

長尾工業㈱ 川崎区 小田５―１２―２９ 金属製品製造業

小宮建設 川崎区 小田４―３６―３ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱菅沼商店 川崎区 小田４―４―１５ 職別工事業(設備工事業を除く)

上代工業㈱ 川崎区 小田４―１７―１２ 金属製品製造業

丸和工業㈱ 川崎区 小田４―２―１４ 金属製品製造業

相模電化工業所 川崎区 小田３―８―７ 金属製品製造業

安藤工業 川崎区 小田３―９―１５ 金属製品製造業

晃和工業㈱ 川崎区 小田３―２―２０ 金属製品製造業

㈲倉持工業所 川崎区 小田３―２２―１０ 金属製品製造業

㈲鈴木工務店 川崎区 小田３―１６―１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲川村建具店 川崎区 小田３―１８―１９ 家具・装備品製造業

榎本材木店 川崎区 小田３―１２―１５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

中村プレス研究所 川崎区 小田３―１３―７ 金属製品製造業

平林鉄工㈱ 川崎区 小田３―１―１７ 金属製品製造業

㈲大住板金製作所 川崎区 小田３―１―１７ 金属製品製造業

近藤機型製作所 川崎区 小田２―８―７ 金属製品製造業

松本精研株式会社 川崎区 小田２－６－４ 輸送用機械器具製造業

三神山プレス工業㈲ 川崎区 小田２―７―１２ はん用機械器具製造業

土屋建設 川崎区 小田２―８―２０ 職別工事業(設備工事業を除く)

昌栄工機㈱ 川崎区 小田２―２０―２３ はん用機械器具製造業

池上製作所 川崎区 小田２―６―４ 金属製品製造業

新日本計測㈱ 川崎区 小田２―１３―９ 業務用機械器具製造業

岩波工業㈱ 川崎区 小田２―１６―１２ 金属製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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12 83

12 7

12 59
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12 29
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12 13
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12 31

12 29
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12 22

12 29
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12 24

12 24

12 24

12 29

12 32

12 24

12 78

12 78

12 78

㈱ベニスクリ－ニング桜本サ－ビスセンタ－ 川崎区 桜本２－１－７ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱オリエンタル 川崎区 桜本２－２１－８ 洗濯・理容・美容・浴場業

八千代工業㈱ 川崎区 桜本２―４１―１ 金属製品製造業

桃の湯 川崎区 桜本２―４４―１ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲日産加工 川崎区 桜本２―３２―３ 電気機械器具製造業

斉本プラスチック工業 川崎区 桜本２―４０―１６ その他の製造業

高木興業㈱ 川崎区 桜本２―２７ 金属製品製造業

㈱菊池工業所 川崎区 桜本２―３０－９ 金属製品製造業

㈲秋田車体整備工場 川崎区 桜本２―１０ 自動車整備業

昭和ベンダー㈱ 川崎区 桜本２―１４ 金属製品製造業

東神燃料㈱桜本給油所 川崎区 桜本１－２－６ その他の小売業

川崎建鉄㈱ 川崎区 桜本２―１０ 金属製品製造業

島田シャーリング㈱ 川崎区 桜本１―２０―９ 鉄鋼業

㈲田中工業所 川崎区 桜本１―３―３ 電気機械器具製造業

㈲セントラルモータース 川崎区 桜本１―１８―１６ 自動車整備業

㈱両津工業桜本工場 川崎区 桜本１―１９―２ 金属製品製造業

有限会社　川崎ハード 川崎区 鋼管通５－４－１ 金属製品製造業

佐藤樹脂工業㈱ 川崎区 桜本１―１５―５ その他の製造業

㈱昭英製作所 川崎区 鋼管通５―８―１ 輸送用機械器具製造業

㈲大正鍍金化学工業所 川崎区 鋼管通５―９―１４ 電気機械器具製造業

京浜自動車工業㈱ 川崎区 鋼管通５―１１―３ 自動車整備業

黒田興業㈱川崎支店 川崎区 鋼管通５―６―１ 金属製品製造業

前田工業㈱ 川崎区 鋼管通４－１４－１８ 金属製品製造業

㈱ニッコー 川崎区 鋼管通５―１０―１ 家具・装備品製造業

梁川製作所 川崎区 鋼管通４―９―７ 金属製品製造業

（有）パール石油商会 川崎区 鋼管通４－１２－１３

鳥飼製作所 川崎区 鋼管通４―９―１２ 金属製品製造業

若山建機㈱ 川崎区 鋼管通４―９―３ 自動車整備業

北條鉄工㈱ 川崎区 鋼管通４―３―１５ 金属製品製造業

桜本精機㈱川崎工場 川崎区 鋼管通４―５２―４ 金属製品製造業

㈱東南製作所川崎工場 川崎区 鋼管通４―１６―１２ 金属製品製造業

㈱協伸製作所 川崎区 鋼管通４―１６―９ 電気機械器具製造業

東芝物流自動車サービス㈱ 川崎区 鋼管通４―１４―１８ 自動車整備業

三協自動車修理工場 川崎区 鋼管通４―１４―２０ 自動車整備業

㈲松栄製作所 川崎区 鋼管通４―１１―１３ 金属製品製造業

関東整備㈱ 川崎区 鋼管通４―１４―１３ 自動車整備業

㈱ヨシノ自動車東渡田工場 川崎区 鋼管通４―１―６ 自動車整備業

㈱大協製作所 川崎区 鋼管通４―１１―１３ 金属製品製造業

日南工業㈱ 川崎区 鋼管通３―１８―５ 金属製品製造業

㈲ヨシバ鈑金工業所 川崎区 鋼管通４―１―１７ 自動車整備業

中山保工務店 川崎区 鋼管通２―１―２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱ホンダオート川崎 川崎区 鋼管通２―１９―１３ 機械器具小売業

㈱星野和建設 川崎区 鋼管通１―４―１３ 職別工事業(設備工事業を除く)

医療法人社団こうかん会　日本鋼管病院 川崎区 鋼管通１－２－１ 医療業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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12 16

12 88

12 26

12 6

12 24

12 24

12 88
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12 88
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12 48

12 25
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12 48
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12 7
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12 7
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12 32

12 22

12 24

12 12

12 24
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12 78

12 21

12 24
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12 71

12 71

12 16

12 33

㈱ピーアイ技術研究所　川崎工場 川崎区 南渡田町１－１ 化学工業

ＤＭＥディーゼルＪＦＥ発電所 川崎区 南渡田町１－１ 電気業

ＪＦＥテクノリサーチ㈱（京浜地区） 川崎区 南渡田町１－１ 学術・開発研究機関

ＪＦＥスチール㈱スチール研究所（京浜地区） 川崎区 南渡田町１－１ 学術・開発研究機関

鋼管機械工業㈱ 川崎区 南渡田町１―１ 金属製品製造業

㈲昇和自動車整備工場 川崎区 南渡田町１―４ 自動車整備業

㈱ベニスクリーニング浜町サ－ビスセンタ－ 川崎区 浜町４―３―７ 洗濯・理容・美容・浴場業

合名会社泉組 川崎区 南渡田町１―１ 窯業・土石製品製造業

㈲築館産業 川崎区 浜町４―２―１０ 金属製品製造業

芝川商事㈱浜町給油所 川崎区 浜町４―３―２２ その他の小売業

㈱木山商会 川崎区 浜町３―１０―１２ 金属製品製造業

㈲興津製作所 川崎区 浜町３―８―７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲伊藤機械製作所浜町工場 川崎区 浜町２―２０―９ その他の製造業

京浜スチール㈱ 川崎区 浜町２―８―１８ 鉄鋼業

㈱倉部工務店 川崎区 浜町２―１４―１２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲相馬電化工業所 川崎区 浜町２―１９―９ 金属製品製造業

宮島建設 川崎区 浜町１―２１―３ 職別工事業(設備工事業を除く)

日栄運輸㈱整備工場 川崎区 浜町２―１２―８ 自動車整備業

日通商事㈱東京ＬＳセンター川崎サテライト 川崎区 田辺新田２―１ 運輸に附帯するサービス業

㈲岩井自動車工業 川崎区 浜町１―１５―３ 自動車整備業

富士電機㈱川崎工場 川崎区 田辺新田１－１ はん用機械器具製造業

㈱永野紙興川崎工場 川崎区 田辺新田１－５ 廃棄物処理業

関原工業所㈱ 川崎区 田辺新田１―１ 金属製品製造業

大崎梱包運輸 川崎区 田辺新田１―１ 運輸に附帯するサービス業

川崎保健所田島健康ブランチ 川崎区 田島町２０―１５ 地方公務

華の湯 川崎区 田島町６―６ 洗濯・理容・美容・浴場業

大川原建設㈱ 川崎区 田島町１３―２０ 総合工事業

㈱遠藤電機製作所 川崎区 田島町１９―２ 電気機械器具製造業

ダイエー川崎ＰＣ 川崎区 白石町６－１ 食料品製造業

㈲中山 川崎区 白石町７－６ 廃棄物処理業

株式会社ストーン　川崎エコ・ファクトリー 川崎区 白石町５－７ 廃棄物処理業

㈱アルティフーズ川崎検査センター 川崎区 白石町６－１ 学術・開発研究機関

㈱森商会川崎工場 川崎区 白石町５－４ 廃棄物処理業

港建物産リサイクルセンタ－ 川崎区 白石町５－５ 廃棄物処理業

㈱アサヒ 川崎区 白石町５―１ 金属製品製造業

㈱ネオス川崎工場 川崎区 白石町５－３ 金属製品製造業

パーカー熱処理工業㈱川崎工場 川崎区 白石町４－４ 生産用機械器具製造業

昭和工事㈱第一工事部 川崎区 白石町５―１ 総合工事業

泉商事㈱川崎工場 川崎区 白石町３―１２ 化学工業

日本ダスト㈱ＮＤＫ資源化リサイクル工場 川崎区 白石町３－４４ 廃棄物処理業

理研アルマイト工業㈱ 川崎区 桜本２－４４－１ 金属製品製造業

日本鋳造㈱　鋳鋼工場（川崎地区） 川崎区 白石町２－１ 鉄鋼業

㈲日向野製作所 川崎区 桜本２－３１－１４ 金属製品製造業

真保炉材工業㈱ 川崎区 桜本２－３１－９ 窯業・土石製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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12 ( )

12 21

12 24

12 22

12 71

12 86

12 92

12 21イスマンジェイ３号館工場 川崎区 南渡田町１番１号Think３号館 窯業・土石製品製造業

日本郵便㈱川崎港郵便局 川崎区 南渡田町１－３ 郵便局

ＪＦＥ東日本ジーエス㈱京浜事業所 川崎区 南渡田町１番１４号 その他の事業サービス業

エヌケーケーシームレス鋼管㈱［渡田地区］ 川崎区 南渡田町１－１ 鉄鋼業

株式会社　トクヤマＭＥＴＥＬ　洗浄技術センター 川崎区 南渡田町１－１２ 学術・開発研究機関

鋼管鉱業㈱ 川崎区 南渡田町１－１ 窯業・土石製品製造業

森工業（株）渡田加工室 川崎区 南渡田町１－１ 金属製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 川崎区 田島　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種
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20 44

20 89

20 69

20 50

20 24

20 24

20 60

20 18

20 60

20 28

20 44

20 29

20 29

20 71

20 90

20 24

20 53

20 14

20 78

20 7

20 60

20 50

20 24

20 29

20 60

20 32

20 13

20 7

20 29

20 7

20 29

20 53

20 60

20 18

20 12

20 24

20 78

20 89

20 25

20 24

20 89

20 11
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㈲日栄モ－タ－ス商会 幸区 幸町４－３３ 自動車整備業

秋山金属工業㈱ 幸区 下平間１８４ はん用機械器具製造業

細井製作所 幸区 幸町４－１６ 金属製品製造業

富士見湯 幸区 幸町４－２ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲河田製作所 幸区 幸町４－１１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

井上組工業㈱ 幸区 幸町４－１５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

壁谷商店 幸区 幸町３－５５９ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

ミユキ石油㈱ミユキサ－ビスステ－ション 幸区 幸町３－６０３ その他の小売業

㈱三浦工務店 幸区 幸町３－１２ 職別工事業(設備工事業を除く)

貢栄電機㈱ 幸区 幸町３－１３ 電気機械器具製造業

高木工務店 幸区 幸町３－１１ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲御幸硝子工業所 幸区 幸町３－１１ 電気機械器具製造業

秋山プラスチック㈱ 幸区 紺屋町５４ その他の製造業

㈲幸木工所 幸区 幸町１－９９ 家具・装備品製造業

小沢工業㈱ 幸区 紺屋町２０ 電気機械器具製造業

㈱長島石油 幸区 紺屋町４０－３ その他の小売業

㈲丸新材木店 幸区 小向西町４－９９ 各種商品卸売業

谷川精機製作所 幸区 紺屋町２ 金属製品製造業

下山工務店 幸区 小向西町４－５９ 職別工事業(設備工事業を除く)

木内油業㈱川崎御幸給油所 幸区 小向西町４－７１ その他の小売業

東和紙工㈱ 幸区 小向西町３－８０ パルプ・紙・紙加工品製造業

東京レディ－ス㈱西町第一工場 幸区 小向西町４－１１９ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲サン金属製版所 幸区 小向西町１－４９ 金属製品製造業

港木材㈱ 幸区 小向西町１－７９ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

株式会社東芝研究開発センター 幸区 小向東芝町１ 学術・開発研究機関

㈲昭和ダイズ 幸区 小向仲野町１２－４ 機械等修理業（別掲を除く）

東芝インフラシステムズ株式会社　小向事業所 幸区 小向東芝町１ 電気機械器具製造業

東芝デバイス＆ストレージ株式会社　小向分室 幸区 小向東芝町１ 電気機械器具製造業

ディー・ティー・ファインエレクトロニクス㈱川崎工場 幸区 小向東芝町1番地 電子部品・デバイス・電子回路製造業

東芝ロジスティクス㈱小向ロジセンター 幸区 小向東芝町１ 道路貨物運送業

三立金型工業㈱ 幸区 小向町３７８－１３ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

高輪エネルギー㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅたま川店 幸区 小向町４－１ その他の小売業

進栄製作所 幸区 小向町１－１４ 金属製品製造業

光神石油㈱小向営業所 幸区 小向町３－８ その他の小売業

川崎器材㈱大宮町作業場 幸区 大宮町３０－１ 各種商品卸売業

高橋製作所 幸区 河原町１－３－７２０ 金属製品製造業

㈲山口商会 幸区 遠藤町８ 自動車整備業

ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＤＥＬＴＡ 幸区 大宮町１番地５ 不動産賃貸業・管理業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

川石運送㈲ 幸区 遠藤町４６－３ 道路貨物運送業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸　　　　　　

平間金属工業㈱ 幸区 下平間１８８ 金属製品製造業

㈲伸東モ－タ－ス 幸区 下平間２２－１ 自動車整備業

森製綿工場 幸区 下平間２３ 繊維工業

㈱アセントDrDrive下平間給油所 幸区 下平間２４８ その他の小売業

九重電機㈱川崎工場 幸区 下平間２５ 電気機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸　　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

成川工務店 幸区 下平間３１３－４ 職別工事業(設備工事業を除く)

小向電機㈱ 幸区 下平間３５７－４ 電気機械器具製造業

㈱前島工業所 幸区 下平間６３ 金属製品製造業

江森工務店 幸区 神明町１－２６ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲京浜モ－タ－ス 幸区 神明町１－３４ 自動車整備業

㈲畑川モ－タ－ス 幸区 神明町１－３７ 自動車整備業

坂本商事㈱本社工場 幸区 神明町１－４ 金属製品製造業

原田製作所 幸区 神明町１－５５ 金属製品製造業

阿部建設 幸区 神明町１－５８ 職別工事業(設備工事業を除く)

池谷塗装所 幸区 神明町１－５８ 金属製品製造業

久保石油㈱ 幸区 神明町１－６３ その他の小売業

川崎鶴見臨港バス㈱神明町整備工場 幸区 神明町１－７３ 自動車整備業

横田工務店 幸区 神明町２－１５ 職別工事業(設備工事業を除く)

奥沢製作所 幸区 神明町２－５１ 金属製品製造業

藤井工機 幸区 神明町２－５１ 金属製品製造業

㈲森谷真空蒸着研究所 幸区 神明町２－５１ 輸送用機械器具製造業

桜自動車工業所 幸区 神明町２－５２ 自動車整備業

中村自動車工業所 幸区 神明町２－５２ 自動車整備業

合名会社山下プレス 幸区 神明町２－６１ 電気機械器具製造業

㈱宮田材木店 幸区 神明町２－６８ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲宮川商店共同石油川崎塚越給油所 幸区 塚越１－１２０ その他の小売業

オリック塚越店 幸区 塚越２―２２５ 洗濯・理容・美容・浴場業

高石電機㈱ 幸区 塚越２－１６２ その他の製造業

㈲増田製作所 幸区 塚越２－１６２ 金属製品製造業

神奈川パ－カ－㈲ 幸区 塚越２－１６４ 金属製品製造業

長嶋製綿㈱ 幸区 塚越２－２０１ 繊維工業

佐藤商店 幸区 塚越２－２４１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

たつ崎工業㈲ 幸区 塚越２－２４６ 金属製品製造業

古川工業㈲ 幸区 塚越３－１３９ はん用機械器具製造業

竹林鍍金 幸区 塚越３－１４２ 金属製品製造業

山辺製作所 幸区 塚越３－１４５ はん用機械器具製造業

㈲拓殖電化工業所 幸区 塚越３－１４６ 金属製品製造業

日野設備工業㈱ 幸区 塚越３－１４６ 金属製品製造業

細野製作所 幸区 塚越３－３６９ 金属製品製造業

菅美工業 幸区 塚越３－３７０ 金属製品製造業

杉山工機㈲ 幸区 塚越３－３９９ 金属製品製造業

㈲北工業所 幸区 塚越３－４００ 鉄鋼業

山田製作所 幸区 塚越３－４０１ ガス業

新東亜工業㈱ 幸区 塚越３－４１０ 鉄鋼業

浜田鉄工㈲ 幸区 塚越３－４１０ 金属製品製造業

㈱森谷真空塚越工場 幸区 塚越３－４１５ 輸送用機械器具製造業

㈱Ｔ＆Ｓ製作所 幸区 塚越３－４１６ 電気機械器具製造業

㈱三幸製作所 幸区 塚越３－４２１ 電気機械器具製造業

㈲伊藤製作所 幸区 塚越３－４２４ 電気機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸　　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

塚越自動車 幸区 塚越３－４３０ 自動車整備業

㈱栄光鍍金工業所 幸区 塚越３－４３３ 電気機械器具製造業

㈲竹内樹脂工業 幸区 塚越３－４３３ その他の製造業

キヤノン株式会社　矢向事業所 幸区 塚越３－４５１ 学術・開発研究機関

㈲荒川製作所 幸区 塚越３－５０１ 電気機械器具製造業

志楽の湯 幸区 塚越４－３１４－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱城東自動車工場 幸区 戸手１－２－１２ 自動車整備業

五十幡モ－タ－ス 幸区 戸手１－３－１８ 自動車整備業

㈱イトー戸手町給油所 幸区 戸手１－４－１５ その他の小売業

小林木材㈱ 幸区 戸手１－６－６ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲枝川製作所 幸区 戸手２－１０－３ 電気機械器具製造業

成和化工㈱ 幸区 戸手２－１１－１１ その他の製造業

会津鍍金㈱ 幸区 戸手２－１１－６ 鉄鋼業

㈲戸手工業所 幸区 戸手２－３－１３ 電気機械器具製造業

斉藤モ－タ－ス 幸区 戸手２－４８３－８ 自動車整備業

㈱オータス第二京浜川崎 幸区 戸出２－５－１ その他の小売業

㈱臼井製作所 幸区 戸手４－１－５ 電気機械器具製造業

三友工業 幸区 戸手４－１２－２５ 金属製品製造業

吉田製作所 幸区 戸手４－１２－２７ 金属製品製造業

根本製作所 幸区 戸手４－１２－２７ 電気機械器具製造業

大山製作所 幸区 戸手４－１２－２８ 輸送用機械器具製造業

㈲井藤熔接工業 幸区 戸手４－２－９ はん用機械器具製造業

㈱昭光精機製作所 幸区 戸手４－９－１６ 金属製品製造業

サニークリーニング 幸区 戸手本町１―６７ 洗濯・理容・美容・浴場業

幸市民館 幸区 戸手本町１－１１－２ 学校教育

㈲堤製作所 幸区 戸手本町１－１１３ 金属製品製造業

八子製作所 幸区 戸手本町１－１１３ はん用機械器具製造業

川崎市立幸高等学校 幸区 戸手本町１－１５０ 学校教育

協和板金製作所 幸区 戸手本町１－４２ 金属製品製造業

東京クリーニング 幸区 戸手本町２―２０７ 洗濯・理容・美容・浴場業

睦湯 幸区 戸手本町２－２０６ 洗濯・理容・美容・浴場業

平井プラスチック工業所 幸区 戸手本町２－４０３ その他の製造業

岩渕製作所 幸区 戸手本町２－４２２ 輸送用機械器具製造業

ａｍ／ｐｍ川崎戸手本町店 幸区 戸手本町２－４２９ 各種商品小売業

㈱成田製作所 幸区 中幸町１－４３ 窯業・土石製品製造業

池田電機製作所 幸区 中幸町２－５ 金属製品製造業

㈲内田製作所 幸区 中幸町３－１６ 輸送用機械器具製造業

㈲精功樹脂 幸区 中幸町３－２０ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

巴商事㈱川崎西口給油所 幸区 中幸町３－３－２ その他の小売業

広島林業㈱ 幸区 中幸町３－８ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱飯田建設 幸区 東古市場４４－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲オートエース 幸区 東古市場５３－２ 自動車整備業

三好産業 幸区 東古市場６２ 繊維工業

鈴木工業所 幸区 東古市場７３－３ はん用機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸　　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

広田工業所 幸区 古市場１７５２ 金属製品製造業

㈱東洋 幸区 古市場１７７５ 印刷・同関連業

三喜湯 幸区 古市場１８４６ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲ハヤシモ－タ－ス 幸区 古市場１８６４ 自動車整備業

㈲佐藤製作所 幸区 古市場１－１３ 電気機械器具製造業

㈲杉森ネ－ムプレイト製作所 幸区 古市場１－１５ 金属製品製造業

㈲田村製作所 幸区 古市場１－３７ 金属製品製造業

ヒタチヤ建設 幸区 古市場１－５１ 職別工事業(設備工事業を除く)

鹿山製作所 幸区 古市場１－５１ 業務用機械器具製造業

都クリーニング 幸区 古市場２－１０２ 洗濯・理容・美容・浴場業

越の湯 幸区 古市場２－１０５ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲宮岡製作所 幸区 古市場２－１１８ 金属製品製造業

池田製作所 幸区 古市場２－１２４ 電気機械器具製造業

光洋塗装工業㈱ 幸区 古市場２－７９ 金属製品製造業

㈱ト－ア技研 幸区 古市場２－７９ 金属製品製造業

日本ラスカット㈱ 幸区 古市場２－７９ 化学工業

菅野製作所 幸区 古市場２－８５ 金属製品製造業

㈱星野電機製作所 幸区 古市場２－８７ はん用機械器具製造業

新技研工業㈱ 幸区 古市場２－８８ 金属製品製造業

第一金属工業㈱ 幸区 古川町１００ 輸送用機械器具製造業

安藤製作所 幸区 古川町１１ 金属製品製造業

㈲旭電塗工業所 幸区 古川町１５４ 輸送用機械器具製造業

国井電機㈱ 幸区 古川町１６１ 電気機械器具製造業

ミユキ電気㈱ 幸区 古川町１７９ 電気機械器具製造業

木下自動車整備 幸区 古川町１９ 自動車整備業

佐藤建具店 幸区 古川町１９０ 木材・木製品製造業（家具を除く）

ソリッドスクエア 幸区 堀川町５８０ 不動産賃貸業・管理業

川崎東芝ビル 幸区 堀川町５８０－１ 不動産賃貸業・管理業

川崎テックセンター 幸区 堀川町５８０－１６ 不動産賃貸業・管理業

興和川崎西口ビル 幸区 堀川町６６－２ 不動産賃貸業・管理業

ラゾーナ川崎プラザ 幸区 堀川町７２－１ 不動産賃貸業・管理業

コナミスポーツクラブ川崎 幸区 堀川町７２－１ 娯楽業

横浜米油㈱川崎ＳＳ 幸区 南幸町１－５１ その他の小売業

国分製作所 幸区 南幸町２－２１ 金属製品製造業

田代精工㈱ 幸区 南幸町２－２３ はん用機械器具製造業

関東紙器㈱ 幸区 南幸町２－４３ パルプ・紙・紙加工品製造業

(合)志沢商店 幸区 南幸町２－５０ 職別工事業(設備工事業を除く)

山下材木店 幸区 南幸町２－６２ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱両角工務店 幸区 南幸町２－６５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

川崎包装工業㈱ 幸区 南幸町３－１４４ パルプ・紙・紙加工品製造業

川崎北部市場運送サービス㈱南部市場作業所 幸区 南幸町３－１４９ 廃棄物処理業

川崎市場運送㈱ 幸区 南幸町３－１４９ 道路貨物運送業

原義工事㈱ 幸区 南幸町３－１４９－２ 電気機械器具製造業

川崎市南部学校給食センター 幸区 南幸町３－１４９－２
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸　　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

深瀬工務店 幸区 南幸町３－２４ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲酒井自動車整備工場 幸区 南幸町３－５ 自動車整備業

赤塚工務店 幸区 南幸町３－５４ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱神奈川石油商会 幸区 南幸町３－８６ その他の小売業

山口写植 幸区 南幸町３－９４ 印刷・同関連業

㈲佐々木精密機器工業所 幸区 都町５ 電気機械器具製造業

㈱長田建設 幸区 柳町２４ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱方円製作所 幸区 柳町５２ はん用機械器具製造業

㈲原自動車修理工場 幸区 柳町５６ 自動車整備業

㈱品田工業所 幸区 柳町６３ 電気機械器具製造業

キヤノン株式会社　川崎事業所 幸区 柳町７０－１ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

川崎器材㈱南武作業所 幸区 柳町７２－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸(日吉)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲金沢工業 幸区 小倉１１００ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱カセイ工業 幸区 小倉１１４８ 金属製品製造業

㈲上平製作所 幸区 小倉１１４９ 電気機械器具製造業

タナカ製作所 幸区 小倉１２００ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

日生工業㈱ 幸区 小倉１２００ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲若草樹脂工業 幸区 小倉１２１８ その他の製造業

㈱菱沼製作所 幸区 小倉１２３９ 金属製品製造業

(有)原製作所 幸区 小倉１２５１ 輸送用機械器具製造業

親和車輌工業㈱ 幸区 小倉１２８３ 自動車整備業

大内健一 幸区 小倉１３１３ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

小倉湯 幸区 小倉１３２４ 洗濯・理容・美容・浴場業

豊精密板金工業 幸区 小倉１４８ 金属製品製造業

㈲若菜鍍金工業所 幸区 小倉１５９２ 金属製品製造業

佐々木工業 幸区 小倉１６２２ 業務用機械器具製造業

藤川成工 幸区 小倉１６２２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱信和工業所 幸区 小倉１６２２ 金属製品製造業

㈱ニュ－セラ技研小倉工場 幸区 小倉１６５０ 窯業・土石製品製造業

㈲山下工業 幸区 小倉１６５５ 金属製品製造業

㈲斉木工器 幸区 小倉１６５５ 電気機械器具製造業

㈱六実鋼板 幸区 小倉１６６１ 金属製品製造業

㈲日邦自動車整備工場 幸区 小倉１６７９ 自動車整備業

㈲叶工業 幸区 小倉１７１２ 金属製品製造業

京浜交通㈱小倉整備工場 幸区 小倉１７２６ 自動車整備業

楯モ－タ－ス 幸区 小倉１７３２ 自動車整備業

㈱水野工務店 幸区 小倉１８０５ 職別工事業(設備工事業を除く)

篠原染工場 幸区 小倉１８１５ 繊維工業

㈲岡野プレス工場 幸区 小倉１８１５ 金属製品製造業

大和護謨工業㈱ 幸区 小倉２２ 金属製品製造業

日本特殊電機㈲ 幸区 小倉２５７ 電気機械器具製造業

㈱松本金属製作所 幸区 小倉２６２ 業務用機械器具製造業

㈲双葉樹脂 幸区 小倉２６２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

竹内工務店 幸区 小倉２６２ 職別工事業(設備工事業を除く)

日栄クリ－ニング㈱ 幸区 小倉３１－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

小宮博商店 幸区 小倉３１７ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

宝機器製作所 幸区 小倉４６８ 金属製品製造業

京浜金属化工研究所 幸区 小倉５３３ 電気機械器具製造業

前田製綿工場 幸区 小倉５３３ その他の生活関連サービス業

㈲クラウンシャッタ－工業所 幸区 小倉５３７ 金属製品製造業

不二精工㈱ 幸区 小倉５３７ 輸送用機械器具製造業

千葉木材工業㈱小倉工場 幸区 小倉５３８ 木材・木製品製造業（家具を除く）

朝日工業㈱　本社工場 幸区 小倉５４０ 金属製品製造業

マルサン工業所 幸区 小倉６０５ 電気機械器具製造業

田中工務店 幸区 小倉６２３ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲羽山製作所 幸区 小倉６２８ 電気機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸(日吉)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

東洋企業㈱川崎工場 幸区 小倉８０３ 運輸に附帯するサービス業

㈱早川工務店 幸区 小倉８０３－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

美基化学工業㈲ 幸区 小倉８０３－１６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

協成金属工業 幸区 小倉８０６ 金属製品製造業

㈲西村特製所 幸区 小倉８０７ 金属製品製造業

大丸製作所 幸区 小倉８０７ 金属製品製造業

宮沢モ－タ－ス 幸区 小倉８１２ 自動車整備業

㈲たつみ工業 幸区 小倉８１３ はん用機械器具製造業

小沢モ－タ－ス 幸区 小倉８１５－４ 自動車整備業

日の出湯 幸区 小倉８１６ 洗濯・理容・美容・浴場業

光州モ－タ－ス 幸区 小倉９３７ 自動車整備業

大島製作所 幸区 鹿島田１００３ 金属製品製造業

伸光工業 幸区 鹿島田１００３ 金属製品製造業

東京金属化成㈲ 幸区 鹿島田１０３６ 金属製品製造業

㈲東和鍍金 幸区 鹿島田１０４１ 金属製品製造業

加藤アルミ㈱ 幸区 鹿島田１０８ 金属製品製造業

ダイヤモンド自動車工業㈱ 幸区 鹿島田１０８２ 自動車整備業

㈲マツダ工業 幸区 鹿島田１９３ 金属製品製造業

中島木材㈱ 幸区 鹿島田３３ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

内山製作所 幸区 鹿島田４０ はん用機械器具製造業

橘工業所 幸区 鹿島田４８ 金属製品製造業

㈱穐山建築 幸区 鹿島田５６ 総合工事業

畠山工務店 幸区 鹿島田９８７ 総合工事業

㈱前島工業所 幸区 鹿島田９９６ 金属製品製造業

坂本製作所 幸区 鹿島田９９８ はん用機械器具製造業

矢野塗装 幸区 北加瀬１３６０ 金属製品製造業

サクラ製作所 幸区 北加瀬３７９ 金属製品製造業

㈲武広製作所 幸区 北加瀬４５６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱ジャパンオ－トサ－ビス 幸区 北加瀬４５７ 自動車整備業

大徳商店 幸区 北加瀬４７０ 各種商品卸売業

日吉自動車工業㈲ 幸区 北加瀬４７４ 自動車整備業

㈲日弘電機精器製作所 幸区 北加瀬４７７ 金属製品製造業

中込製綿工場 幸区 北加瀬１－１０－１３ その他の生活関連サービス業

㈲阿弓製作所 幸区 北加瀬１－１７－１８ はん用機械器具製造業

㈲天城製作所 幸区 北加瀬１－１７－８ 電気機械器具製造業

㈲加瀬製作所 幸区 北加瀬１－２９－１２ 輸送用機械器具製造業

松山金型製作所 幸区 北加瀬１－６－１７ はん用機械器具製造業

熊の湯 幸区 北加瀬２－３－８ 洗濯・理容・美容・浴場業

菊見商会 幸区 北加瀬２－４－２２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

沢田木材㈱ 幸区 北加瀬２－４－５ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱東神 幸区 北加瀬３－１１－４７ 金属製品製造業

金剛熱処理工業所 幸区 北加瀬３－１６－２ 金属製品製造業

㈲小林勇鈑金製作所 幸区 北加瀬３－１７－２６ 家具・装備品製造業

渡部塗装工業㈲ 幸区 南加瀬（詳細不明） 自動車整備業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸(日吉)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

田中精機 幸区 南加瀬１－１６ 金属製品製造業

蟹沢商店 幸区 南加瀬１－８－１０ 各種商品卸売業

㈱日吉製作所 幸区 南加瀬２１４２ 金属製品製造業

㈲三穂製作所 幸区 南加瀬２２３７ 金属製品製造業

㈱三宮金型技術研究所 幸区 南加瀬２２８３ 金属製品製造業

北原建具店 幸区 南加瀬２－１０－１ 家具・装備品製造業

伊藤工務店 幸区 南加瀬２－１０－２０ 総合工事業

安村樹脂工業所 幸区 南加瀬２－３２－１０ 業務用機械器具製造業

旭東樹脂加工㈲ 幸区 南加瀬３－１２－３５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

森下印刷㈱ 幸区 南加瀬３－１３－２７ 印刷・同関連業

㈱平塚製作所 幸区 南加瀬３－２７－１９ 金属製品製造業

㈱かなせき南加瀬給油所 幸区 南加瀬３－３０－１ その他の小売業

㈲信和プリント基板 幸区 南加瀬３－３１－１３ 金属製品製造業

㈲カゲワリ製作所 幸区 南加瀬３－３９－９ その他の製造業

沼田石油㈱ 幸区 南加瀬３－４－９ その他の小売業

高橋製作所 幸区 南加瀬３－５－１２ 金属製品製造業

(資)榎本商店 幸区 南加瀬３－８－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

坂本材木店 幸区 南加瀬４－１－４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

木所商店南加瀬給油所 幸区 南加瀬４－１２－１ その他の小売業

神奈川スプリング製作所 幸区 南加瀬４－１３－１４ 金属製品製造業

上野製作所 幸区 南加瀬４－１３－２４ 金属製品製造業

仁藤工務店 幸区 南加瀬４－１５－１３ 総合工事業

㈱今関商会 幸区 南加瀬４－１７－１ その他の小売業

飯田製作所 幸区 南加瀬４－１８－３０ 金属製品製造業

六幸工業㈱ 幸区 南加瀬４－２２－ 金属製品製造業

㈲大和田製作所 幸区 南加瀬４－２２－１９ 金属製品製造業

㈱唐沢化学研究所川崎工場 幸区 南加瀬４－３７－１６ 化学工業

江川工業㈱ 幸区 南加瀬４－３９－１８ はん用機械器具製造業

加瀬水処理センター 幸区 南加瀬４－４０－２２ 水道業

木島製作所 幸区 南加瀬５－１１－ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

藤中オ－トサ－ビス（有） 幸区 南加瀬５－１１－１７ 物品賃貸業

豊洋工業 幸区 南加瀬５－２１－ 金属製品製造業

㈱アサヒ化学 幸区 南加瀬５－２２－７ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱小川組 幸区 南加瀬５－２３－８ 総合工事業

新堀自動車修理工場 幸区 南加瀬５－２９－１５ 自動車整備業

㈲宮脇工業所 幸区 南加瀬５－３５－２０ 金属製品製造業

㈲堂前製作所 幸区 南加瀬５－３６－２０ 金属製品製造業

(協)川崎北部自動車整備センタ－ 幸区 南加瀬５－３６－２０ 自動車整備業

栄和金属㈱ 幸区 南加瀬５－３６－４ 各種商品卸売業

㈱山本製作所 幸区 南加瀬５－３７－８ 金属製品製造業

㈲協栄化学 幸区 南加瀬５－５－３０ その他の製造業

橋本工務店 幸区 南加瀬５－７－１０ 総合工事業

大石工務店 幸区 南加瀬５－７－３ 総合工事業

東永金属工業㈱ 幸区 矢上１３－６ はん用機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 幸区 幸(日吉)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱旅館ランドリー 幸区 矢上１５－５ 洗濯・理容・美容・浴場業

横浜いすゞモ－タ－㈱川崎営業所 幸区 矢上５－１ 機械器具小売業

川崎中部トヨペットサ－ビス㈱ 幸区 矢上５－５ 自動車整備業

共進精機㈱ 幸区 新川崎２－１０

春日電機㈱本社工場 幸区 新川崎２－４ 電気機械器具製造業

慶應義塾大学新川崎先端研究教育連携スクエア 幸区 新川崎７－１ 学術・開発研究機関

日本アイ・ビー・エム株式会社　新川崎事業所 幸区 新川崎７－７ 学術・開発研究機関

ＳＣＩＶＡＸ㈱ 幸区 新川崎７－７ 学術・開発研究機関

昭和電工マテリアルズ株式会社　パッケージングソリューションセンタ 幸区 新川崎７－７　ＡＩＲＢＩＣ　３階

４大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム 幸区 新川崎７－７　備考のとおり 学術・開発研究機関

株式会社伊都研究所　ＡＩＲＢＩＣ 幸区 新川崎７番７号　ＡＩＲＢＩＣ　Ａ０３ 学術・開発研究機関

ＮＴＴエレクトロニクスクロステクノロジ株式会社 幸区 新小倉１－１ 情報通信機械器具製造業

ユーロフィンＦＱＬ株式会社 幸区 新小倉１－１　富士通新川崎テクノロジースクエア内 技術サービス業（他に分類されないもの）

矢向建築事業所 幸区 新小倉２番

松永精密工業㈱川崎工場 幸区 小倉５－２０－８ 電気機械器具製造業

新川崎三井ビルディング 幸区 鹿島田１－１－２ 不動産賃貸業・管理業

ジェクサー・フィットネス＆スパ新川崎 幸区 鹿島田１－１－３新川崎スクエア4・5F 娯楽業

川崎市こども家庭センター 幸区 鹿島田１－２１－９ 社会保険・社会福祉・介護事業

㈲平間鈑金工業 幸区 鹿島田２－３－１５ 金属製品製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 中原区 中原　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲中島スチール工業 中原区 井田１１５３ 電気機械器具製造業

イガラシ建設㈱ 中原区 井田１１５８ 総合工事業

加藤製作所 中原区 井田８６２ その他の製造業

㈲常盤自動車興業 中原区 井田９３０ 自動車整備業

㈲常陸ネ－ムプレ－ト製作所 中原区 市ノ坪１１８ 金属製品製造業

㈱木所中原給油所 中原区 市ノ坪１３１ その他の小売業

昭和化工㈱ 中原区 市ノ坪１３６ 化学工業

㈲コスギ塗装工業 中原区 市ノ坪１４６ 金属製品製造業

信号器材㈱ 中原区 市ノ坪１６０ その他の製造業

㈱プリント電子研究所 中原区 市ノ坪１７６－１ 電気機械器具製造業

ア－ス精工㈱ 中原区 市ノ坪１７８ 金属製品製造業

㈱生垣製作所 中原区 市ノ坪１９９ 金属製品製造業

川崎化工㈱ 中原区 市ノ坪２００－１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

まるとみ紙業㈱市ノ坪工場 中原区 市ノ坪２０１－３ 印刷・同関連業

昭和工業㈱ 中原区 市ノ坪２０２ 電気機械器具製造業

㈲矩秀工務店 中原区 市ノ坪２１８ 総合工事業

ときわ湯 中原区 市ノ坪２８４ 映像・音声・文字情報制作業

㈲富士自動車興業所 中原区 市ノ坪３６１ 自動車整備業

㈲富士自動車興業所 中原区 市ノ坪３６２ 自動車整備業

玉川製作所 中原区 市ノ坪３６３ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

田中鉄構工務店 中原区 市ノ坪３６９ 職別工事業(設備工事業を除く)

小瀬製作所 中原区 市ノ坪３７７ 金属製品製造業

㈲みすず工業 中原区 市ノ坪３７７ 電気機械器具製造業

杉山工業㈱ 中原区 市ノ坪３７８ 金属製品製造業

ワコーエレクトロニクス㈱本社工場 中原区 市ノ坪３９９ 電気機械器具製造業

富士合成㈱ 中原区 市ノ坪４０１ 電気機械器具製造業

（株）市川製作所 中原区 市ノ坪４８７－１ 電気機械器具製造業

吉沢製作所 中原区 市ノ坪５４８－１０ 金属製品製造業

㈲宮辺製作所 中原区 市ノ坪５７９ 電気機械器具製造業

㈱浅田工務店 中原区 市ノ坪６５ 総合工事業

東急テクノシステム株式会社中原工場 中原区 今井上町１１－２１ 輸送用機械器具製造業

サントリー商品開発センター 中原区 今井上町１３－２ 学術・開発研究機関

㈱田辺工務店 中原区 今井上町４２ 総合工事業

㈱滝本工業所 中原区 今井上町４４ 金属製品製造業

大澤塗装㈲ 中原区 今井上町５０ 金属製品製造業

東洋装置工業㈱ 中原区 今井上町５０ 金属製品製造業

ポ－プ自動車㈱川崎工場 中原区 今井上町５０ はん用機械器具製造業

日本耐熱線工業㈱ 中原区 今井上町８１－１ 非鉄金属製造業

神奈川化成㈱ 中原区 今井上町８３ 電気機械器具製造業

キヤノン株式会社　小杉事業所 中原区 今井上町９番１号 電気機械器具製造業

㈱城南カラ－現像所 中原区 今井仲町１８－４ その他の生活関連サービス業

村上製作所 中原区 今井仲町２４８ その他の製造業

㈲富岡板金製作所 中原区 今井仲町３３０ その他の製造業

（資）上田建設作業所 中原区 今井西町１２８ 職別工事業(設備工事業を除く)
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 中原区 中原　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

小関製作所 中原区 今井南町４７６ はん用機械器具製造業

㈲富岡自動車工場 中原区 今井南町５１６ 自動車整備業

今井湯 中原区 今井南町５３８ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱田中工務店 中原区 今井南町５７２ 総合工事業

㈲高橋光機 中原区 今井南町５８８ 業務用機械器具製造業

田辺製作所 中原区 今井南町８８１ 電気機械器具製造業

三菱ふそうトラック・バス㈱ 中原区 大倉町１０ 輸送用機械器具製造業

五島製作所 中原区 上小田中１０１３ 電気機械器具製造業

台矢技研工業㈱ 中原区 上小田中１０３４ 電気機械器具製造業

伊藤自動車商会 中原区 上小田中１２２３ 機械器具小売業

内藤建築店 中原区 上小田中１２５９ 職別工事業(設備工事業を除く)

間宮工務店 中原区 上小田中１３０１ 職別工事業(設備工事業を除く)

榊山製作所 中原区 上小田中１３１９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

小林製作所 中原区 上小田中１３１９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲長尾製作所 中原区 上小田中１３１９ 金属製品製造業

山田板金工業所 中原区 上小田中１３５９ 金属製品製造業

㈲内藤木工所 中原区 上小田中１３８８ 職別工事業(設備工事業を除く)

深沢建築 中原区 上小田中１５２０ 総合工事業

望月工務店 中原区 上小田中１５３４ 総合工事業

カタオカ㈱ 中原区 上小田中１６ 金属製品製造業

高橋自動車工業 中原区 上小田中１６２８－２ 自動車整備業

㈲大藤製作所 中原区 上小田中１６８ 金属製品製造業

シムラ製作所 中原区 上小田中２６８ 金属製品製造業

里の湯 中原区 上小田中３－２５－２８ 洗濯・理容・美容・浴場業

吉元製作所 中原区 上小田中４７６ 金属製品製造業

森島製作所 中原区 上小田中４７６ 金属製品製造業

草間自動車 中原区 上小田中５８７ 自動車整備業

高山ゴム工業所 中原区 上小田中６４９ ゴム製品製造業

原輪業 中原区 上小田中７６４ 機械器具小売業

株式会社　サカエ 中原区 上小田中７丁目５－３１ 電気機械器具製造業

山田工業 中原区 上小田中８１４－６ 金属製品製造業

大進ゴム㈲ 中原区 上小田中８２４ ゴム製品製造業

昭栄プラスチック 中原区 上小田中８２８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱一政製作所成型部 中原区 上小田中８２８ はん用機械器具製造業

山本化学工業㈱ 中原区 上小田中９７５ 石油製品・石炭製品製造業

㈱大崎中原営業所 中原区 上小田中９８２ 木材・木製品製造業（家具を除く）

井上クリーニング㈱ 中原区 上新城２－１２－１５ 洗濯・理容・美容・浴場業

秋山製作所 中原区 上新城２－１３－２１ 金属製品製造業

金原木材㈱ 中原区 上新城２－２－３ 職別工事業(設備工事業を除く)

矢部製作所 中原区 上新城２－３－２６ 電気機械器具製造業

新城ランドリー 中原区 上新城２－８－２２ 洗濯・理容・美容・浴場業

交通局上平間営業所 中原区 上平間１１４０ 道路旅客運送業

メディホープなかはらビル 中原区 上平間１２６４－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

㈲ピ－プルモ－タ－ス 中原区 上平間１７００ 機械器具小売業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 中原区 中原　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

川崎市中部学校給食センター 中原区 上平間１７００番地８ 食料品製造業

㈲角田工業 中原区 上平間２８０ 金属製品製造業

㈲田等工務店 中原区 上平間２８５ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱カトウ 中原区 上平間３２６ 金属製品製造業

阿部建設㈱ 中原区 上平間３５０ 職別工事業(設備工事業を除く)

天神湯 中原区 上平間３５４ 洗濯・理容・美容・浴場業

大塩木工㈱ 中原区 上平間４２４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲イヅミ製作所 中原区 上平間５５９ 電気機械器具製造業

セキモ－タ－ス 中原区 上平間５９５ 自動車整備業

㈲三高製作所 中原区 上丸子山王町１－１３４７ はん用機械器具製造業

富士製作所 中原区 上丸子山王町１－１３５０ 金属製品製造業

友塚工業㈱ 中原区 上丸子山王町１－１３５１ 金属製品製造業

篠原建具製作所 中原区 上丸子山王町１－１３９８ 家具・装備品製造業

東洋工機㈱ 中原区 上丸子山王町１－１５２５ 電気機械器具製造業

三堀製作所 中原区 上丸子山王町１－１５５９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

三和工器㈱ 中原区 上丸子山王町１－８６３ はん用機械器具製造業

ワキモト合成 中原区 上丸子山王町２－１０４８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱戸川鍍金 中原区 上丸子山王町２－１１９８ 金属製品製造業

㈲栗原工業所 中原区 上丸子山王町２－１２１３ 電気機械器具製造業

みなと化工㈱ 中原区 上丸子山王町２－１３０７ その他の製造業

㈲川崎精密製作所 中原区 上丸子山王町２－１３０７ 輸送用機械器具製造業

㈲蒲生製作所 中原区 上丸子山王町２－１３０８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲信和製作所 中原区 上丸子山王町２－１３１２ 輸送用機械器具製造業

有本電解工業㈱ 中原区 上丸子山王町２－１３１９ 電気機械器具製造業

㈲石原木工所 中原区 上丸子山王町２－１３２０ 木材・木製品製造業（家具を除く）

東永工業㈱ 中原区 上丸子山王町２－１３４５ 金属製品製造業

丸子天神湯 中原区 上丸子天神町３３４ 洗濯・理容・美容・浴場業

日新工業㈲ 中原区 上丸子天神町３４３ パルプ・紙・紙加工品製造業

渡辺工務店 中原区 上丸子天神町３６６ 職別工事業(設備工事業を除く)

興信工業㈱ 中原区 上丸子天神町７１ 金属製品製造業

㈲一進工業製作所 中原区 上丸子八幡町１４６８ 金属製品製造業

㈱粕谷商会 中原区 上丸子八幡町１４７０ 洗濯・理容・美容・浴場業

山栄建設㈱ 中原区 上丸子八幡町１４８５ 職別工事業(設備工事業を除く)

三和交通興業㈲ 中原区 上丸子八幡町５８１ 道路旅客運送業

青木製作所 中原区 上丸子八幡町６０５ 金属製品製造業

㈲寺崎製作所 中原区 上丸子八幡町８１２ 電気機械器具製造業

渡辺製作所 中原区 上丸子八幡町８１７ はん用機械器具製造業

川崎成型部品工業 中原区 苅宿１１９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

金子製作所 中原区 苅宿１１９ 電気機械器具製造業

㈲和賀製作所 中原区 苅宿１４５ 電気機械器具製造業

㈲横田製作所 中原区 苅宿１４５ 電気機械器具製造業

㈱五稜産業 中原区 苅宿１５ 金属製品製造業

銘光工業㈱川崎分工場 中原区 苅宿２１１ 電気機械器具製造業

㈱ユタカ電機製作所 中原区 苅宿２２８ 電気機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 中原区 中原　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

橘湯 中原区 苅宿２６０ 洗濯・理容・美容・浴場業

東海精工㈲ 中原区 苅宿２８０ はん用機械器具製造業

長谷川香料㈱総合研究所 中原区 苅宿２９－７ 学術・開発研究機関

帝国通信工業㈱ 中原区 苅宿３３５ 電気機械器具製造業

高木合成製作所 中原区 苅宿３３５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

三栄製作所 中原区 苅宿３５５ その他の製造業

後藤製作所 中原区 苅宿３８ 金属製品製造業

㈱丸協製作所 中原区 苅宿４４９ 金属製品製造業

㈱鈴金製作所 中原区 苅宿４４９－１ 金属製品製造業

大洋クリーニング商会 中原区 苅宿５２８ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱日栄製作所 中原区 苅宿５３１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

誠文堂印刷工業㈱ 中原区 苅宿５３１－２ 印刷・同関連業

山形研磨工業所 中原区 苅宿５３５ 金属製品製造業

㈲大島製作所 中原区 苅宿５３５－１８ 金属製品製造業

㈱藤田兼三工業 中原区 苅宿５３５－１９ 金属製品製造業

㈲都丸研磨工業所 中原区 苅宿５３５－２ 輸送用機械器具製造業

㈲泰田製作所 中原区 苅宿５３５－９ 電気機械器具製造業

滓栄商工㈱川崎工場 中原区 苅宿５４９ 輸送用機械器具製造業

㈲大道プレス工業 中原区 苅宿５４９ 金属製品製造業

中原製作所 中原区 苅宿７３ 電気機械器具製造業

㈲田中製作所 中原区 苅宿８ その他の製造業

共栄産業 中原区 北谷町１０３－１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲寺崎製作所 中原区 北谷町６７ 電気機械器具製造業

㈲伊藤クリーニング 中原区 木月１－２４－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

(資)永申社 中原区 木月１０２１ 印刷・同関連業

㈱日栄製作所 中原区 木月１４１４ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱阿部材木店 中原区 木月２－１０－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲カタバミ 中原区 木月２－１７－ その他の製造業

岩崎プレス工業 中原区 木月２－２２－４３ 電気機械器具製造業

㈲幸明社本社工場 中原区 木月３－３８－１０ その他の事業サービス業

庄司木材㈱ 中原区 木月３－３９－１８ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲市川塗装興業 中原区 木月３－４５－５０ 職別工事業(設備工事業を除く)

猪股商事㈱木月給油所 中原区 木月３－５１－１ その他の小売業

三和クリーニング 中原区 木月３－６－１８ 洗濯・理容・美容・浴場業

木村精工 中原区 木月４－４２－５１ 金属製品製造業

㈲富士オ－トサ－ビス 中原区 木月４－５－１８ 自動車整備業

昭和礦油㈱セルフ木月給油所 中原区 木月４－５－２２ その他の小売業

㈲東和プラスチック工業所 中原区 木月４－５０－２１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱秩父製作所 中原区 木月４－５６－５ 輸送用機械器具製造業

㈱丸和 中原区 木月４－５６－５ 金属製品製造業

水口工業所 中原区 木月４－５７－２１ 金属製品製造業

㈱八巻工業所 中原区 木月４－５８－７ 金属製品製造業

㈱明石金属製作所 中原区 木月４－５９－１１ 輸送用機械器具製造業

㈲金丸商店 中原区 木月４－７－２ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
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30 18渡辺製作所 中原区 小杉陣屋町２－２０－１９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲遠藤材木店 中原区 小杉陣屋町２－２－３３ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

丸萬化成製作所 中原区 小杉陣屋町２－２０－１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

山口製作所 中原区 小杉陣屋町２－１２－６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

梶原モータース商会 中原区 小杉陣屋町２－２－２５ 自動車整備業

日新工業㈲ 中原区 小杉陣屋町１－５８３ その他の製造業

㈲不二成型 中原区 小杉陣屋町１－６３０ その他の製造業

伊藤製作所 中原区 小杉陣屋町１－２７－２６ はん用機械器具製造業

㈱薩摩合成 中原区 小杉陣屋町１－３０－１４ その他の製造業

成瀬工務店㈲ 中原区 小杉陣屋町１－１９－１６ 総合工事業

建築西村 中原区 小杉陣屋町１－２５－２７ 総合工事業

鉄鉱泉 中原区 小杉御殿町２－８７ 洗濯・理容・美容・浴場業

松塚工業 中原区 小杉陣屋町１－１５－６ 金属製品製造業

東急バス㈱川崎営業所 中原区 小杉御殿町２－７４ 道路旅客運送業

㈱茨城鉄工所 中原区 小杉御殿町２－７８ 輸送用機械器具製造業

橋本工業㈱ 中原区 小杉御殿町２－６７ 金属製品製造業

㈲吉田精機製作所 中原区 小杉御殿町２－７３ はん用機械器具製造業

井出工業所 中原区 小杉御殿町２－６６ はん用機械器具製造業

㈲佐野自動車 中原区 小杉御殿町２－６７ 自動車整備業

加藤製作所 中原区 小杉御殿町２－３５ 金属製品製造業

鶴の湯 中原区 小杉御殿町２－６０ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲山崎製作所 中原区 小杉御殿町２－１６６ 電気機械器具製造業

小澤物産㈱武蔵小杉給油所 中原区 小杉御殿町２－２８ その他の小売業

㈲小倉鋼材店 中原区 小杉御殿町２－１３５ 金属製品製造業

(資)松喜材木店 中原区 小杉御殿町２－１５２ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

東和合成製作所 中原区 小杉御殿町１－９１７ その他の製造業

㈲佐久間自動車修理工場 中原区 小杉御殿町１－９７７ 自動車整備業

荒川製作所 中原区 小杉御殿町１－８９７ 金属製品製造業

㈲中川製作所 中原区 小杉御殿町１－９１６ はん用機械器具製造業

法政大学第二中高等学校 中原区 木月大町６－１ 学校教育

㈲千葉スチール工業 中原区 小杉御殿町１－７０１ 金属製品製造業

京浜化工㈲川崎工場 中原区 木月住吉町７－７ 輸送用機械器具製造業

㈲高橋綿行 中原区 木月大町１１－１１ その他の生活関連サービス業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 中原区 中原　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

庄光商事住吉浴場 中原区 木月４－９－３５ 洗濯・理容・美容・浴場業

中山自動車販売㈱ 中原区 木月祇園町１－３１ 機械器具小売業

㈲マスダ電子工業 中原区 木月祇園町６－２１ 金属製品製造業

㈱ホクシン 中原区 木月住吉町22-3 印刷・同関連業

独立行政法人　労働者健康安全機構　関東労災病院 中原区 木月住吉町１－１ 医療業

ダイヤ商事㈱ 中原区 木月住吉町２１－１ その他の小売業

エルフ㈱ 中原区 木月住吉町２１－７ はん用機械器具製造業

不二越冶金工業㈱ 中原区 木月住吉町２５ 金属製品製造業

㈱プリント電子研究所住吉工場 中原区 木月住吉町２９ 電気機械器具製造業

阿部写真印刷㈱ 中原区 木月住吉町３２ その他の事業サービス業

㈱イトー元住吉給油所 中原区 木月住吉町５－２６ その他の小売業
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30 6ＮＥＣファシリティーズ株式会社（ＮＥＣ玉川事業場内） 中原区 下沼部１７５３ 総合工事業

柳沢製作所 中原区 下沼部１７４９ 金属製品製造業

日本電気㈱玉川事業場 中原区 下沼部１７５３ 電気機械器具製造業

大和プラスチック㈲ 中原区 下新城２－４－１２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

広山工務店 中原区 下新城３－１５－５ 総合工事業

スポーツアカデミー新城 中原区 下新城１丁目３番地１７号 その他の教育，学習支援業

㈱川崎組新城倉庫 中原区 下新城２－１－５ 総合工事業

㈱川崎組製材工場 中原区 下新城１－５－８ 総合工事業

㈱川崎組新城作業所 中原区 下新城１－５－８ 総合工事業

㈱増田 中原区 下新城１－１２－１１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

富士油料㈱新城給油所 中原区 下新城１－１２－５ その他の小売業

㈱秋田製作所 中原区 下新城１－１０－１５ 金属製品製造業

㈲河内製作所 中原区 下新城１－１０－２ 金属製品製造業

㈲田辺自動車工業 中原区 下小田中６－４－３５ 自動車整備業

㈲野川製作所 中原区 下新城１－１０－１ 電気機械器具製造業

松尾製作所 中原区 下小田中５－５－２２ 電気機械器具製造業

大石建設作業所 中原区 下小田中６－１９－８ 総合工事業

内藤独身寮（富士通第１４中原寮） 中原区 下小田中５－１５－３７ 不動産賃貸業・管理業

市川木工 中原区 下小田中５－４－２７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲小新家商事下小田中SS 中原区 下小田中３－３０－１ その他の小売業

星野製作所 中原区 下小田中４－１９－５５ 電気機械器具製造業

大久建設 中原区 下小田中３－１５－１２ 職別工事業(設備工事業を除く)

猪俣工務店 中原区 下小田中３－１５－１３ 職別工事業(設備工事業を除く)

鹿島・富士通ＦＩＰ独身寮（富士通ＦＩＰ第１中原寮） 中原区 下小田中１－２４－１３ 不動産賃貸業・管理業

ダイコク石油武蔵中原給油所 中原区 下小田中１－７－２８ その他の小売業

ナイトアルコン㈱ 中原区 下小田中１－１８－１２ 化学工業

布施工務店 中原区 下小田中１－２－１７ 総合工事業

㈲ケーエス技研工業所 中原区 下小田中８１０ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

株式会社内藤自動車 中原区 下小田中１－１－３ 自動車整備業

㈲内藤木工所第２工場 中原区 下小田中４８５ 職別工事業(設備工事業を除く)

野崎プレス 中原区 下小田中８０４ 電気機械器具製造業

㈲新明化成工業 中原区 下小田中１０８９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲ジエムコピー 中原区 下小田中１６ その他の事業サービス業

日吉鍍金工業 中原区 下小田中１０６２ 金属製品製造業

丹羽電機㈱ 中原区 下小田中１０６６ 電気機械器具製造業

川崎住宅㈱小杉第５ビル 中原区 小杉町３－２６４－１ 不動産賃貸業・管理業

イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店 中原区 小杉町３－４２０ 各種商品小売業

日新商事㈱小杉給油所 中原区 小杉町２－２７１－１ その他の小売業

(資)南武塗装工業所 中原区 小杉町２－２９４ その他の製造業

㈱青松社川崎支店 中原区 小杉町１－５３１ その他の事業サービス業

東京ガス株式会社中原ビル 中原区 小杉町２－２１５ ガス業

岡本樹脂工業㈱ 中原区 小杉陣屋町２－２３－３ その他の製造業

武蔵小杉タワープレイス 中原区 小杉町１－４０３－１ 不動産賃貸業・管理業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

中村製作所 中原区 小杉陣屋町２－２３－２ その他の製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿
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 01-01-60

30 ( )

30 74

30 29

30 29

30 24

30 29

30 24

30 60

30 32

30 18

30 19

30 29

30 78

30 24

30 24

30 6

30 24

30 18

30 78

30 24

30 59

30 29

30 15

30 89

30 18

30 75

30 24

30 24

30 31

30 24

30 53

30 80

30 79

30 29

30 80

30 24

30 78

30 24

30 29

30 24

30 18

30 12

30 22

30 12

30 9兼松食品㈱川崎工場 中原区 中丸子１２６１ 食料品製造業

㈱内田鉄工所 中原区 中丸子１２４１ 鉄鋼業

㈲島田木型製作所 中原区 中丸子１２５３ 木材・木製品製造業（家具を除く）

ミラクル産業㈱ 中原区 中丸子１１７３ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱井本工務店 中原区 中丸子１１８７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

大月工業㈱ 中原区 田尻町８０－５ 電気機械器具製造業

㈱大研製作所 中原区 田尻町８４ 金属製品製造業

丸子温泉 中原区 新丸子町６７５ 洗濯・理容・美容・浴場業

日本防錆工業㈲ 中原区 新丸子町７０１ 金属製品製造業

セントラルフィットネスクラブ武蔵小杉 中原区 新丸子東３－１１５９ 娯楽業

九重製作所 中原区 新丸子町６４８ 金属製品製造業

グランツリー武蔵小杉 中原区 新丸子東３－１１３５－１ その他の生活関連サービス業

㈱川島製作所 中原区 新丸子東３－１１５６ 電気機械器具製造業

丸和興業㈱ 中原区 新丸子東２－９７８ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

コナミスポーツクラブ武蔵小杉 中原区 新丸子東３－１１００－１４ 娯楽業

鈴木研磨工業所 中原区 新丸子東２－９２４ 輸送用機械器具製造業

森山製作所 中原区 新丸子東２－９２４ 金属製品製造業

田中製作所 中原区 新丸子東２－９０５ 金属製品製造業

切付プレス 中原区 新丸子東２－９０５ 金属製品製造業

小林製作所 中原区 新丸子東２－８９５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

ホテル　ラヴィ 中原区 新丸子東２－８９６ 宿泊業

清光堂印刷㈱本社 中原区 新丸子東２－８８２－９ 印刷・同関連業

東和自動車工業㈱ 中原区 新丸子東２－８８７ 自動車整備業

㈲多摩モータース 中原区 新丸子東１－８２５ 機械器具小売業

㈱豊岡精機製作所 中原区 新丸子東１－８３２ 電気機械器具製造業

ドライセンタースワン 中原区 新城５－７－２２ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲田口板金工業所 中原区 新城中町４－８ 金属製品製造業

㈲七星製作所 中原区 新城２－１１－４ 金属製品製造業

溝ノ口工業㈱ 中原区 新城４－１５－２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

高橋製作所 中原区 新城１－９－１８ 金属製品製造業

㈱川崎組建具工場 中原区 新城２－１－１２ 総合工事業

ビッククリーニング 中原区 新城１－１１－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

高橋プレス製作所 中原区 新城１－９－１８ 金属製品製造業

㈲徳田ゴム工業所 中原区 下沼部１９３５ ゴム製品製造業

新城研磨工業所 中原区 新城５２８ 電気機械器具製造業

㈲東洋樹脂工業所 中原区 下沼部１９１６ その他の製造業

ナンブ化成工業所 中原区 下沼部１９１８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲有富硬質クローム 中原区 下沼部１８９４ 金属製品製造業

㈱イトー向河原給油所 中原区 下沼部１９１４ その他の小売業

㈲金子熔接工業所 中原区 下沼部１７６７ 金属製品製造業

袖山製作所 中原区 下沼部１８８２ 電気機械器具製造業

吉田電気㈱ 中原区 下沼部１７５８ 電気機械器具製造業

㈲旭製作所 中原区 下沼部１７６０ 電気機械器具製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

株式会社近畿分析センター　東日本事業所 中原区 下沼部１７５３ＮＥＣ玉川事業場内５１号館１階 技術サービス業（他に分類されないもの）

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿
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30 88

30 29

30 48
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30 29

30 32
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30 31
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30 7

30 24
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30 32

30 18

30 24

30 15

30 25

30 29

30 29

30 80

30 18

30 29

30 29田中板金製作所 中原区 丸子通２－４５１ 電気機械器具製造業

東洋娯楽機械㈱川崎工場 中原区 丸子通２－４４２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

大東化成㈱ 中原区 丸子通２－４５０ 電気機械器具製造業

丸和化工㈱中原工場 中原区 丸子通１－４１８ 電気機械器具製造業

モナミ新丸子ボウル 中原区 丸子通１－６３６ 娯楽業

横浜技研工業㈱ 中原区 西加瀬２８０ はん用機械器具製造業

㈲芙蓉電器製作所 中原区 西加瀬２８０－３ 電気機械器具製造業

㈱三星製作所第三工場 中原区 西加瀬１３７－３ 金属製品製造業

㈱朝日プリンテック川崎工場 中原区 西加瀬１９－１ 印刷・同関連業

荏原合成㈱川崎工場 中原区 西加瀬１０９ その他の製造業

㈲三澤製作所 中原区 西加瀬１２５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

和幸電化工業㈱ 中原区 中丸子７９５ 金属製品製造業

㈲明和製作所 中原区 西加瀬１０８ 金属製品製造業

堀口製作所 中原区 中丸子７９０ はん用機械器具製造業

原工務店 中原区 中丸子７９１ 職別工事業(設備工事業を除く)

井田塗装所 中原区 中丸子７１１ 金属製品製造業

㈲信和製作所 中原区 中丸子７２４ 輸送用機械器具製造業

㈲加藤精機製作所 中原区 中丸子５８０ はん用機械器具製造業

横田工務店 中原区 中丸子５９０ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱高橋製作所 中原区 中丸子５５１ 電気機械器具製造業

㈱東邦電機製作所 中原区 中丸子５７１ 電気機械器具製造業

野口精機 中原区 中丸子４９９ 輸送用機械器具製造業

富士電子工業㈱玉川工場 中原区 中丸子５１ 電気機械器具製造業

原製作所 中原区 中丸子４５８ 金属製品製造業

㈲共立鈑金製作所 中原区 中丸子４９５ 金属製品製造業

㈲山田プレス 中原区 中丸子４４０ 金属製品製造業

深田製作所 中原区 中丸子４４９ はん用機械器具製造業

小勝製作所 中原区 中丸子３７８ 金属製品製造業

㈲中丸子精機製作所 中原区 中丸子４３１ 業務用機械器具製造業

中村石油㈱ 中原区 中丸子３６７ その他の小売業

原建築店 中原区 中丸子３７１ 総合工事業

佐藤自動車工業㈱ 中原区 中丸子３５６ 自動車整備業

東豊商会中丸子給油所 中原区 中丸子３６４－１ その他の小売業

㈱三重製作所 中原区 中丸子３５４ その他の製造業

金沢プレス製作所 中原区 中丸子３５４ 金属製品製造業

㈲二子製作所 中原区 中丸子３２９ 金属製品製造業

大島製作所 中原区 中丸子３４７ 電気機械器具製造業

上野製作所 中原区 中丸子１６６－１ 電気機械器具製造業

新開㈱玉川営業所 中原区 中丸子１６６－１０ 運輸に附帯するサービス業

城南金属㈱ 中原区 中丸子１２８０ 金属製品製造業

中原生活環境事業所 中原区 中丸子１５５－１ 廃棄物処理業

久金属工業㈱東京工場 中原区 中丸子１２７１ 金属製品製造業

㈱城南リリーフ 中原区 中丸子１２８０ 金属製品製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

伊城製作所 中原区 中丸子１２７０ 金属製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 中原区 中原　　　　　
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30 24

30 21

30 24

30 24
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30 29十和田工業㈲ 中原区 宮内１－２３－５ 電気機械器具製造業

咲耶工業㈱ 中原区 宮内１－２３－１７ 金属製品製造業

㈲協進電工 中原区 宮内１－２３－１８ 金属製品製造業

宮松エスオ－シ－（株）川崎工場 中原区 宮内１－２２－７ 窯業・土石製品製造業

㈱国芝製作所 中原区 宮内１－２３－１２ 金属製品製造業

㈲高山製作所 中原区 宮内１－２２－２４ 電気機械器具製造業

日英精機㈱第二工場 中原区 宮内１－２２－２６ 金属製品製造業

東光建鉄㈱ 中原区 宮内１－２０－６５ 金属製品製造業

伸栄精機 中原区 宮内１－２２－１０ 電気機械器具製造業

下山工業㈱ 中原区 宮内１－２０－５５ 金属製品製造業

㈲正永製作所 中原区 宮内１－２０－６ 金属製品製造業

㈱中山製作所 中原区 宮内１－１９－２９ はん用機械器具製造業

多摩技研㈱ 中原区 宮内１－２０－３ 電気機械器具製造業

東京千曲化成 中原区 宮内１－１９－１８ 電気機械器具製造業

堀野工業 中原区 宮内１－１９－２５ 電気機械器具製造業

㈱鈴木製作所川崎工場 中原区 宮内１－１２－１８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

高久研磨工業所 中原区 宮内１－１４－２ 輸送用機械器具製造業

草間製作所 中原区 宮内８４ 金属製品製造業

三山鉄工㈱ 中原区 宮内８７ 金属製品製造業

㈱東和合成製作所宮内工場 中原区 宮内７０－１６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲協進製作所 中原区 宮内７３－３ 金属製品製造業

昭和自動車整備 中原区 宮内５７８ 自動車整備業

川上製作所 中原区 宮内６２－１ その他の製造業

㈱田嶋精機製作所 中原区 宮内４２－３ はん用機械器具製造業

㈱信和技研川崎工場 中原区 宮内５２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱ムサシノ精機 中原区 宮内３０９ 金属製品製造業

㈱安斉鉄工所 中原区 宮内４１ 金属製品製造業

㈱神奈川マツダ 中原区 宮内１５１９―５ 機械器具小売業

近江研磨工業所 中原区 宮内１５９６ 金属製品製造業

㈱田嶋精機製作所多摩川工場 中原区 宮内１５０３ はん用機械器具製造業

田中研磨工業 中原区 宮内１５０８ 金属製品製造業

ユニオンサービス㈱多摩川自動車整備工場 中原区 宮内１４４１ 自動車整備業

㈲コスギ塗装工業 中原区 宮内１４７０ 金属製品製造業

菊地製作所 中原区 宮内１２２８ 金属製品製造業

遠田製作所 中原区 宮内１４３９ 電気機械器具製造業

藪本製作所 中原区 宮内１１３１ 電気機械器具製造業

松井工務店 中原区 宮内１２０ 総合工事業

平野製作所 中原区 宮内１１３１ はん用機械器具製造業

山崎製作所 中原区 宮内１１３１ 金属製品製造業

東京エンプラ商事㈱川崎工場 中原区 宮内１１３１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

平沢製作所 中原区 宮内１１３１ はん用機械器具製造業

㈲布施工務店 中原区 丸子通２－７０４ 職別工事業(設備工事業を除く)

中村製作所 中原区 宮内１０００ 電気機械器具製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

多摩川電機製作所 中原区 丸子通２－６８２ 電気機械器具製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿
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30 31㈱山甚製作所 中原区 宮内２－６－１２ 輸送用機械器具製造業

睦工業 中原区 宮内２－３４－５ 金属製品製造業

㈲松野製作所 中原区 宮内２－３４－６ 電気機械器具製造業

堀口電化㈱ 中原区 宮内２－３１－１２ 金属製品製造業

三和工業所 中原区 宮内２－３４－２ 金属製品製造業

ヒロキ産業㈱ 中原区 宮内２－３０－２ 金属製品製造業

㈲三枝塗工所 中原区 宮内２－３０－５ 金属製品製造業

三光ライト工業㈱本社工場 中原区 宮内２－２９－１ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲大伸製作所 中原区 宮内２－３０－１ 金属製品製造業

㈱森田製作所 中原区 宮内２－２６－４６ 金属製品製造業

有限会社三共リブレ 中原区 宮内２－２７－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

共栄産業㈱ 中原区 宮内２－２６－３６ 電気機械器具製造業

㈱伸原工業所 中原区 宮内２－２６－３８ 金属製品製造業

池田油脂 中原区 宮内２－２５－４５ 食料品製造業

㈲インターパシフィックボディーショップ 中原区 宮内２－２６－１７ 自動車整備業

桜精機製作所 中原区 宮内２－２５－３ 金属製品製造業

㈲イシダプレス 中原区 宮内２－２５－３６ はん用機械器具製造業

徳竹製作所 中原区 宮内２－２４－１８ 金属製品製造業

日吉電装㈱川崎工場 中原区 宮内２－２５－２９ 輸送用機械器具製造業

ジュピター製作所 中原区 宮内２－２３－１５ 金属製品製造業

戸金製作所 中原区 宮内２－２４－１２ 電気機械器具製造業

㈲鈴義製作所 中原区 宮内２－２３－１ 金属製品製造業

関口製作所 中原区 宮内２－２３－１２ はん用機械器具製造業

㈲マスミ化学 中原区 宮内２－２１－１４ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲甲正電器製作所 中原区 宮内２－２２－２ 電気機械器具製造業

㈱東海電機製作所 中原区 宮内２－１１－３ 電気機械器具製造業

志村鉄工所 中原区 宮内２－２１－１０ 金属製品製造業

㈲飯島鉄工所 中原区 宮内２－１１－２ 金属製品製造業

橋井製作所 中原区 宮内２－１１－２４ 電気機械器具製造業

荏原精機 中原区 宮内１－７－７ 業務用機械器具製造業

㈲宮精機工業所 中原区 宮内１－７－８ 金属製品製造業

髙田テック株式会社　川崎工場 中原区 宮内１－７－３６ 機械等修理業（別掲を除く）

中田製作所 中原区 宮内１－７－３９ 金属製品製造業

㈲原工業 中原区 宮内１－６－３６ 電気機械器具製造業

冨士防錆株式会社 中原区 宮内１－７－２９ 金属製品製造業

伸光精線工業㈱　川崎工場 中原区 宮内１－６－２０ 非鉄金属製造業

㈱深澤製作所川崎工場 中原区 宮内１－６－３２ 金属製品製造業

明彩工業㈱ 中原区 宮内１－６－１０ 金属製品製造業

菱建部品工業㈱ 中原区 宮内１－６－１６ はん用機械器具製造業

トーイ電機㈱ 中原区 宮内１－２６－３ パルプ・紙・紙加工品製造業

㈱孝美製作所 中原区 宮内１－２６－５ 金属製品製造業

㈲第一熱処理 中原区 宮内１－２６－１３ 金属製品製造業

瀬戸口製作所 中原区 宮内１－２６－１５ 金属製品製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲原田研磨工業所 中原区 宮内１－２３－８ 金属製品製造業
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 01-01-60

30 ( )

30 25

30 31

30 23

30 32

30 36

30 32

30 32

30 7

30 31

30 6

30 7

30 80

30 80

30 50

30 25

30 18

30 32

30 18

30 29

30 24

30 24

30 29

30 31

30 31

30 24

30 32

30 29

30 29

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 24

30 27

30 18

30 29

30 25

30 31三友合成㈱ 中原区 等々力６－９ 輸送用機械器具製造業

㈲大平工機製作所 中原区 等々力６－９ 電気機械器具製造業

堀端製作所 中原区 等々力６－９ はん用機械器具製造業

合成樹脂工業所 中原区 等々力６－６ 業務用機械器具製造業

佐藤化成工業所 中原区 等々力６－６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

日清塗装工業所 中原区 等々力６－４ 金属製品製造業

栄和工業 中原区 等々力６－６ 金属製品製造業

アクト工業 中原区 等々力６－２８ 金属製品製造業

㈲第一工業 中原区 等々力６－３７ 金属製品製造業

飯野工業所 中原区 等々力６－２６ 金属製品製造業

大善工業 中原区 等々力６－２７ 金属製品製造業

㈲丸山工業 中原区 等々力６－２６ 金属製品製造業

飯野工業所 中原区 等々力６－２６ 金属製品製造業

㈲ミタマ製作所 中原区 等々力６－２５ 金属製品製造業

佐々木工作所 中原区 等々力６－２５ 金属製品製造業

牧野製作所 中原区 等々力５－５ 電気機械器具製造業

山谷製作所 中原区 等々力６－１５ 金属製品製造業

信明ライト工業㈱ 中原区 等々力５－２２ その他の製造業

渡辺製作所 中原区 等々力５－２２信明ライト内 電気機械器具製造業

須田プレス工業 中原区 等々力５－１２ 輸送用機械器具製造業

アニカ機巧 中原区 等々力５－１２ 金属製品製造業

㈲三高化成工業所 中原区 等々力３３２２ 電気機械器具製造業

進弘自動車㈱ 中原区 等々力５－１２ 輸送用機械器具製造業

菊地製作所 中原区 等々力３０００ 金属製品製造業

協立製作所 中原区 等々力３０００ 金属製品製造業

阿部プラスチック 中原区 等々力３０００ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

川端産業 中原区 等々力３０００ 電気機械器具製造業

タグチ加成㈱ 中原区 等々力３０００ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

門脇製作所 中原区 等々力３０００ その他の製造業

大西学園多摩川グランド 中原区 等々力１９－１ 各種商品卸売業

八洲精機㈱ 中原区 等々力３－４ はん用機械器具製造業

中部公園事務所 中原区 等々力１－１ 娯楽業

川崎市とどろきアリーナ 中原区 等々力１－３ 娯楽業

下山工務店 中原区 宮内４－９－２２ 総合工事業

原建築店 中原区 宮内４－９－６ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲宮内材木店 中原区 宮内４－２７－１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

中原ラジエータ工業所 中原区 宮内４－８－１ 輸送用機械器具製造業

㈱ヤマス製作所 中原区 宮内４－１４－１６ その他の製造業

東洋合成㈱ 中原区 宮内４－２６－３ その他の製造業

三光プラスチック 中原区 宮内２－８－１９ その他の製造業

等々力水処理センター 中原区 宮内３－２２－１ 水道業

㈲大輝工業所 中原区 宮内２－６－８ 輸送用機械器具製造業

㈲林製作所 中原区 宮内２－８－１１ 非鉄金属製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

（株）鈴幸製作所 中原区 宮内２－６－１４ はん用機械器具製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿
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 01-01-60

30 ( )

30 18

30 29

30 32

30 89

30 13

30 32

30 78

30 24

30 6

30 29

30 29

30 23

30 24

30 29

30 25

30 24

30 32

30 59

30 89

30 29

30 71

30 29

30 29

30 95

30 24

30 31

30 6

30 24

30 24

30 9

30 53

30 83

30 81

30 85

30 32

30 29

30 32

30 24

30 29

30 7

30 11

30 24

30 16

30 7㈲佐野工務店 中原区 井田杉山町７－３９ 職別工事業(設備工事業を除く)

早川研磨工業所 中原区 井田杉山町５６６ 金属製品製造業

落合染工所 中原区 井田杉山町６５２ 化学工業

平野板金 中原区 井田杉山町４６６ 職別工事業(設備工事業を除く)

菊川染工所 中原区 井田杉山町４９５ 繊維工業

岩瀬製作所 中原区 井田杉山町４６０ 金属製品製造業

㈱長谷川製作所 中原区 井田杉山町４６３ 電気機械器具製造業

㈱松本製作所 中原区 井田杉山町１７－３５ 電気機械器具製造業

昌栄樹脂工業 中原区 井田杉山町１７－４１ その他の製造業

リハビリテーション福祉センター 中原区 井田３－１６－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

生田プレス 中原区 井田三舞町２６ その他の製造業

川崎市立井田病院 中原区 井田２－２７－１ 医療業

神奈川県立中原養護学校 中原区 井田３－１３－１ 学校教育

福来醤油㈱ 中原区 井田１－１６－２０ 食料品製造業

橋本金属 中原区 井田１－３６－１３ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱島田鈑金製作所本社事業所 中原区 上小田中７－５－１５ 金属製品製造業

㈱島田鈑金製作所レーザー工場 中原区 上小田中７－５－８ 金属製品製造業

（株）光輝社川崎工場 中原区 上小田中７－１３－２４ 輸送用機械器具製造業

㈱庄司本店 中原区 上小田中７－３－３ 総合工事業

川崎市総合福祉センター 中原区 上小田中６－２２－５ その他のサービス業

関根製作所 中原区 上小田中６－４１－５ 金属製品製造業

三光ライト工業㈱中原工場 中原区 上小田中６－２２－１０ 電気機械器具製造業

山本電子工業㈱ 中原区 上小田中６－２２－２１ 電気機械器具製造業

富士通㈱川崎工場 中原区 上小田中４－１－１ 電気機械器具製造業

㈱富士通研究所 中原区 上小田中４－１－１ 学術・開発研究機関

横浜トヨペット（株）中原営業所 中原区 上小田中３－１－５ 機械器具小売業

㈲泉自動車工業 中原区 上小田中３－６－４ 自動車整備業

㈲シルバー 中原区 上小田中２－５－２９ 金属製品製造業

大南プラスチック工業㈱ 中原区 上小田中２－５－３８ その他の製造業

㈲東海工業 中原区 上小田中２－５－１７ 電気機械器具製造業

㈲新井プレス工業所 中原区 上小田中２－５－１８ はん用機械器具製造業

㈲原研磨工業所 中原区 上小田中２－４２－２０ 非鉄金属製造業

㈲高橋塗装工業所 中原区 上小田中２－５－１５ 金属製品製造業

東正工業㈱ 中原区 上小田中２－３－１７ 電気機械器具製造業

山王工業㈱ 中原区 上小田中２－３－１８ 電気機械器具製造業

㈲加藤プレス製作所 中原区 上小田中２－２４－３０ 金属製品製造業

㈲新城建設 中原区 上小田中２－２７－２ 総合工事業

㈱ダンバラ製作所 中原区 上小田中１－５－８ その他の製造業

星の湯 中原区 上小田中２－２３－３２ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲常陸自動車修理工場 中原区 上小田中１－３５－８ 自動車整備業

大橋建具店 中原区 上小田中１－３９－２１ 家具・装備品製造業

㈲伊藤製作所 中原区 等々力８－２ 電気機械器具製造業

小川製作所 中原区 上小田中１－３－３ その他の製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

日新産業㈱川崎工場 中原区 等々力６－９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）
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 01-01-60

30 ( )

30 60

30 53

30 24

30 24

30 89

30 24

30 24

30 29

30 24

30 95川崎市生涯学習プラザ 中原区 今井南町２８番４１号 その他のサービス業

㈲高梨製作所 中原区 苅宿３７－２４ 電気機械器具製造業

㈲第一鍍金工業 中原区 西加瀬１０－２５ 金属製品製造業

㈲井田鉄工第二工場 中原区 井田中ノ町４２６ 金属製品製造業

㈲井田鉄工第一工場 中原区 井田中ノ町４３５ 金属製品製造業

産協製作所 中原区 井田中ノ町３３６ 金属製品製造業

㈲鈴木モータース 中原区 井田中ノ町４０－６ 自動車整備業

㈲丸三木材商会 中原区 井田中ノ町２６－１０ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

赤城鉄工所 中原区 井田中ノ町３３２ 金属製品製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

三菱石油川崎井田給油所 中原区 井田中ノ町２２－１ その他の小売業
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 01-01-60

40 ( )

40 29

40 89

40 29

40 25

40 21

40 24

40 32

40 24

40 32

40 24

40 15

40 15

40 29

40 32

40 25

40 71

40 23

40 32

40 25

40 24

40 24

40 24

40 24

40 88

40 21

40 18

40 7

40 24

40 22

40 24

40 25

40 83

40 6

40 59

40 60

40 22

40 6

40 6

40 79

40 29

40 31

40 32

40 60

40 59東都いすゞモ－タ－㈱川崎車両センタ－ 高津区 北見方１２８ 機械器具小売業

栗原ベ－クライト製作所 高津区 上作延７６－４ その他の製造業

㈱サンオータス上作延ＳＳ 高津区 上作延字南原７３２－５ その他の小売業

㈲大雄機器製作所 高津区 上作延５１５ 電気機械器具製造業

㈲大野製作所 高津区 上作延７５ 輸送用機械器具製造業

三田工務店 高津区 上作延４４１ 総合工事業

㈲新栄観光 高津区 上作延４９６ その他の生活関連サービス業

三田製作所 高津区 上作延２０８ 鉄鋼業

吉沢工務店 高津区 上作延４３８ 総合工事業

神奈川ダイハツ販売㈱ 高津区 上作延１５１ 機械器具小売業

三輝石油上作延給油所 高津区 上作延２００ その他の小売業

国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院 高津区 梶ケ谷１－３－１ 医療業

㈱神藤工務店 高津区 上作延１３８ 総合工事業

昭和精工㈱ 高津区 宇奈根７７９－５ 金属製品製造業

㈲英工業 高津区 宇奈根８４７ はん用機械器具製造業

紺谷製作所 高津区 宇奈根７７９ 金属製品製造業

㈲信越電酸工業所 高津区 宇奈根７７９－３ 鉄鋼業

株式会社セーコウ 高津区 宇奈根７７７番地 プラスチック製品製造業（別掲を除く）

丸美装備㈱ 高津区 宇奈根７７９ 職別工事業(設備工事業を除く)

株式会社光洲産業　宇奈根中間処理工場 高津区 宇奈根７５９ 廃棄物処理業

溝口瀬谷レミコン㈱溝ノ口レミコン工場 高津区 宇奈根７６４ 窯業・土石製品製造業

伸工化学工業㈱ 高津区 宇奈根７５５ 金属製品製造業

㈲めぐみ塗装工業所 高津区 宇奈根７５６ 金属製品製造業

三旺製作所 高津区 宇奈根７４２ 金属製品製造業

㈱田中プレス工業 高津区 宇奈根７５１－３ 金属製品製造業

㈱三松 高津区 宇奈根７３６ その他の製造業

宝鈴製作所 高津区 宇奈根７４１ はん用機械器具製造業

㈱常光・東京技術研究所 高津区 宇奈根７３１－１ 学術・開発研究機関

千代田鋳造㈱ 高津区 宇奈根７３１－５－７ 非鉄金属製造業

㈲大塚プラスチック 高津区 宇奈根７１８－４８ その他の製造業

㈱大曽根製作所 高津区 宇奈根７２７－６ はん用機械器具製造業

情報印刷㈱ 高津区 宇奈根７１８－１５ 印刷・同関連業

島田製作所 高津区 宇奈根７１８－３３ 電気機械器具製造業

㈲南波製作所 高津区 宇奈根７１８－１ 金属製品製造業

きさらぎ宇奈根工場 高津区 宇奈根７１８－１ 印刷・同関連業

㈱小熊塗工所多摩川工場 高津区 宇奈根７１８ 金属製品製造業

三洋プラ商事㈲ 高津区 宇奈根７１８ その他の製造業

清研工業 高津区 宇奈根７０９ 金属製品製造業

賛友精機㈱本社工場 高津区 宇奈根７１０－６ その他の製造業

㈲目黒化工 高津区 宇奈根６９１ はん用機械器具製造業

㈲中野島建材 高津区 宇奈根６９１－９ 窯業・土石製品製造業

秋本自動車工業 高津区 宇奈根６８５ 自動車整備業

穴戸製作所 高津区 宇奈根６８５ 電気機械器具製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱サン工業 高津区 宇奈根６８５ 電気機械器具製造業
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 地 区 高津区 高津　　　　　

46/71



 01-01-60

40 ( )

40 24

40 24

40 32

40 29

40 29

40 25

40 24

40 24

40 18

40 25

40 24

40 32

40 21

40 32

40 24

40 29

40 13

40 53

40 29

40 32

40 24

40 7

40 29

40 9

40 25

40 32

40 24

40 32

40 31

40 29

40 24

40 25

40 24

40 24

40 29

40 53

40 29

40 23

40 60

40 6

40 32

40 32

40 29

40 24㈲コスモ技研 高津区 久地２４３ 金属製品製造業

高山化学 高津区 久地２－９－１５ その他の製造業

梨本製作所 高津区 久地２－９－５ 電気機械器具製造業

小笠原工務店 高津区 久地２－８－２０ 総合工事業

㈲辻田製作所 高津区 久地２－９－ その他の製造業

㈱上松合金製作所 高津区 久地２－５－１１ 非鉄金属製造業

多摩生コンクリート工業㈱久地給油所 高津区 久地２－６－１４ その他の小売業

㈱丸久商店 高津区 久地２－４－３１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲日康金属製作所 高津区 久地２－４－５６ 電気機械器具製造業

㈱富田製作所 高津区 久地２－４－１ 金属製品製造業

㈲栃木製作所 高津区 久地２－４－２３ 電気機械器具製造業

野木工業所 高津区 久地２－３－１ はん用機械器具製造業

興伸製作所 高津区 久地２－３－３７ 金属製品製造業

㈱大金工機製作所 高津区 久地２－１６－ 電気機械器具製造業

㈲協進プレス工業 高津区 久地２－２４－１ 金属製品製造業

アイ・エス・ピー㈱ 高津区 久地２－１－１９ その他の製造業

日本化成㈱ 高津区 久地２－１２－４０ 輸送用機械器具製造業

㈱井上化学工業所 高津区 久地１７３ その他の製造業

㈱東工 高津区 久地２－１－１０ 金属製品製造業

㈱青山　多摩川工場 高津区 久地１５６－１ 食料品製造業

石塚精機㈱ 高津区 久地１６０ はん用機械器具製造業

㈱大貫鉄工所玉川分工場 高津区 久地１１２０ 職別工事業(設備工事業を除く)

吉村製作所 高津区 久地１５２ 電気機械器具製造業

エヌエフテー㈱ 高津区 久地１１２０ その他の製造業

㈲カトー製作所 高津区 久地１１２０ 金属製品製造業

野口権蔵商店 高津区 久地１－９－２１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

山本製作所 高津区 久地１－９－３０ 電気機械器具製造業

遠藤工業㈱ 高津区 久地１－３６－１ 電気機械器具製造業

日比野建具製作所 高津区 久地１－５－１２ 家具・装備品製造業

㈲河内合成工業所 高津区 久地１－３５－２９ その他の製造業

日向製作所 高津区 久地１－３６－ 金属製品製造業

加藤製作所 高津区 北見方９７ その他の製造業

㈱河原コンクリート工業所 高津区 久地１－２０－１０ 窯業・土石製品製造業

㈲明和製作所 高津区 北見方５１２ はん用機械器具製造業

㈱向出製作所 高津区 北見方５３３－１ 金属製品製造業

㈲明和製作所 高津区 北見方４２６ 金属製品製造業

㈲三立製作所 高津区 北見方４６２－５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

金子パッキン商会 高津区 北見方２９４ はん用機械器具製造業

宮寺精機㈱ 高津区 北見方３－１０－１ 金属製品製造業

マスミ製作所 高津区 北見方２ 電気機械器具製造業

平野スチ－ル工業㈲ 高津区 北見方２ 電気機械器具製造業

㈲高伸工業所 高津区 北見方１５２ 金属製品製造業

鈴木製作所 高津区 北見方１６２－４ その他の製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

小平製作所 高津区 北見方１５１ 金属製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿
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40 71ﾛｰﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊｰｽ電子材料㈱　川崎営業所 高津区 坂戸3-2-1 KSP R&D A棟 1階 101号室 106号室 学術・開発研究機関

前田電機製作所 高津区 坂戸１－９－１４ 電気機械器具製造業

小竹工務店 高津区 坂戸１－９－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱ラインプラスチック 高津区 坂戸１－１７－２２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

株式会社ミツトヨ本社 高津区 坂戸１－２０－１ 業務用機械器具製造業

㈲ちば製作所 高津区 坂戸１－１４－１９ 輸送用機械器具製造業

ジェコー㈱坂戸作業所 高津区 坂戸１－１７－２０

不二サッシリニューアル株式会社 高津区 坂戸１－１３－１ 金属製品製造業

㈱明治製作所 高津区 坂戸１－１３－１ 金属製品製造業

サンコ－デンキ高田製作所 高津区 坂戸５２６ 金属製品製造業

戸塚製作所 高津区 坂戸１－１－４ 非鉄金属製造業

桃山建設㈱ 高津区 坂戸２８１ 総合工事業

㈲三協製作所 高津区 坂戸４９１ 電気機械器具製造業

山崎工業㈱ 高津区 久地８７２ 金属製品製造業

広田製作所 高津区 坂戸１－２７１ 金属製品製造業

㈲斉藤精機製作所 高津区 久地８６４－７１０ はん用機械器具製造業

北嶺輸送機工業㈱ 高津区 久地８６５ 輸送用機械器具製造業

神奈川秩父レミコン株式会社 高津区 久地８４５－１ 窯業・土石製品製造業

河崎組建設業㈱河崎組生コンクリート工場 高津区 久地８６１ 窯業・土石製品製造業

㈲スズカ板金製作所 高津区 久地７７４－２２ 電気機械器具製造業

㈱ニクニ 高津区 久地８４３－５ 業務用機械器具製造業

久地金属工業㈲ 高津区 久地５７６－３ 金属製品製造業

カメイ㈱久地ＳＳ 高津区 久地７７０ その他の小売業

㈲佐藤プレス 高津区 久地５４４ 電気機械器具製造業

ウトシン石油㈱ 高津区 久地５４４ その他の小売業

株式会社光洲産業 高津区 久地４－２６－２３ 廃棄物処理業

日新工業㈱久地工場 高津区 久地４－２６－２３ 金属製品製造業

玉川自動車工業㈱ 高津区 久地４－２０－１３ 自動車整備業

三晃スチール㈱久地工場 高津区 久地４－２６－ 金属製品製造業

井筒まい泉㈱高津工場 高津区 久地３丁目４番１４号 食料品製造業

関根製作所 高津区 久地４－１０－ 金属製品製造業

タカオ鈑金製作所 高津区 久地３－８－ 窯業・土石製品製造業

油川工業 高津区 久地３－８－ 電気機械器具製造業

ユアー鈑研 高津区 久地３－３－２９ 電気機械器具製造業

㈲山口製作所 高津区 久地３－７－３０ はん用機械器具製造業

協和スチール㈲ 高津区 久地３－３－２６ はん用機械器具製造業

森川洗染機製作所 高津区 久地３－３－２６ はん用機械器具製造業

㈲伊藤自動車整備工場 高津区 久地３－１４－１８ 自動車整備業

横浜トヨペット㈱高津サービスセンター 高津区 久地３－１４－２４ 自動車整備業

㈱一冷溝ノ口ブロイラーセンター 高津区 久地３－１２－５７ 食料品製造業

㈲筑波製作所 高津区 久地３－１２－５７ 金属製品製造業

㈱エイトネーム 高津区 久地３－１２－３４ 金属製品製造業

早川製作所 高津区 久地３－１２－４４ 金属製品製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱石塚建材 高津区 久地３－１０－２２ 窯業・土石製品製造業
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㈱柳屋本店研究所 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

ＣＢＣ㈱試験室 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

㈲大徳工務店 高津区 坂戸３－１９－２０ 職別工事業(設備工事業を除く)

ユニリーバ・ジャパン研究開発センター 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

ダニスコジャパン株式会社　アプリケーションラボ 高津区 坂戸3-2-1 KSP R&D A棟 3階 306-312号室 学術・開発研究機関

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

日本ティーガル㈱ 高津区 坂戸３－２－１ 機械器具卸売業

現代電子産業（株）東京技術研究所 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

アナログ・デバイセズ株式会社テクニカルセンター 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

マイルストーンゼネラル㈱ 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

ケイエスピー熱供給㈱ 高津区 坂戸３－２－１ 熱供給業

㈱ケイエスピーコミュニティ 高津区 坂戸３－２－１ 不動産賃貸業・管理業

華新科技㈱ 高津区 坂戸３－２－１ 電気機械器具製造業

日本ロレアル㈱リサーチアンドイノベーションセンター 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

㈱バイオポリマー・リサーチ研究所 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

デュポンエアープロダクツナノマテリアルズ㈱ＫＳＰケミカルラボ 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

デュポンエアープロダクツナノマテリアル㈱ＫＳＰ　ＣＭＰ室 高津区 坂戸３－２－１ 学術・開発研究機関

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 高津区 坂戸３－２－１　KSP　D棟　937号室　942号室 学術・開発研究機関

ノバルティス　ニュートリション　研究室 高津区 坂戸３－２－１　KSP　R&D　A棟2階208号 学術・開発研究機関

㈱日立ハイテク　ＣＴソリューション開発部　東京ソリューションラボ 高津区 坂戸３－２－１　KSP　R&D　C棟1階※ 機械器具小売業

エナストラクト㈱ 高津区 坂戸３－２－１　KSPﾋﾞﾙR&D棟C-335 学術・開発研究機関

サイプレス・イノベイツ㈱ＫＳＰ事業所 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　A、B棟８階 電子部品・デバイス・電子回路製造業

荏原製作所ライフサイエンス事業部ＤＤＳ技術研究室 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｄ棟　７４５室 学術・開発研究機関

ハンツマン・ジャパン株式会社　川崎研究所 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｄ棟６４２号室 ゴム製品製造業

株式会社ウテナ　東京Ｒ＆Ｄセンター 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｄ棟７４２　※ 化学工業

デュポン・エレクトロニクスマテリアル㈱デュポンエレクトロニクスセンター高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｒ＆Ｄ　Ｂ棟２１３号室 学術・開発研究機関

デュポン・スペシャルティ・プロダクツ㈱アドバンストプリンティング事業 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｒ＆Ｄ　Ｂ棟３１３号 印刷・同関連業

住商ファーマインターナショナル㈱原薬分析センター 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｒ＆Ｄ棟　Ｄ４３７ 学術・開発研究機関

伊藤忠ケミカルフロンティア㈱溝の口試験室 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｒ＆Ｄ棟　Ｄ８４２ 学術・開発研究機関

地方独立行政法人　神奈川県立産業技術総合研究所　溝の口支所　川崎技術支援部高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　東棟１Ｆ 学術・開発研究機関

㈱イニシアム　お客様デモおよび研究開発用実験室 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　東棟５０６号室 学術・開発研究機関

地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所　溝の口支所　研究プロジェクト高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ東棟３階 学術・開発研究機関

ノーザン精密㈱ 高津区 坂戸３－２－１ＫＳＰ東６１０ 金属製品製造業

斉藤建設 高津区 坂戸３－６－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

サンヨーママショップ 高津区 坂戸３－９－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

株式会社ソシオネクスト　溝の口オフィス 高津区 坂戸３丁目２－１　KSPR&DﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸD棟10階 技術サービス業（他に分類されないもの）

扶桑化学工業株式会社　東京研究所 高津区 坂戸３丁目２番１号　KSP　A棟206号 化学工業

丸山研磨 高津区 下作延１－１－３１ 金属製品製造業

千年工業㈱ 高津区 下作延１－６－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲岩川工業所 高津区 下作延１－６－１ 金属製品製造業

㈱木所本社給油所 高津区 下作延１４１ その他の小売業

溝の口自動車㈱ 高津区 下作延１４３ 自動車整備業

㈱田村工機 高津区 下作延１５７４，１６０４－５ はん用機械器具製造業

玉川自動車工業 高津区 下作延１６９７－５ 自動車整備業

新生銘板製作所 高津区 下作延１７１ 電気機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

根本建築 高津区 下作延１７９２ 職別工事業(設備工事業を除く)

クインハイツ久地 高津区 下作延１８０９－１ 不動産賃貸業・管理業

津田山工業所 高津区 下作延１８３１ はん用機械器具製造業

志村プラスチック 高津区 下作延１８８４ その他の製造業

津田山モータース 高津区 下作延１８８９ 自動車整備業

福島製作所 高津区 下作延１９６２ 輸送用機械器具製造業

奥山研磨 高津区 下作延２－１２－１ その他の製造業

㈲木所材木店 高津区 下作延２－１４－１５ 職別工事業(設備工事業を除く)

宮下製作所 高津区 下作延２－２０－３３ はん用機械器具製造業

原製作所 高津区 下作延２－３０－１１ 輸送用機械器具製造業

菅原製作所 高津区 下作延２－３０－３ 金属製品製造業

写真小屋山ちゃん 高津区 下作延２－４－５ その他の生活関連サービス業

高津保健所 高津区 下作延２－８－１ 保健衛生

渡辺工務店 高津区 下作延２０８４－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲メトロランドリー 高津区 下作延３－１８－５１ 洗濯・理容・美容・浴場業

野口製作所 高津区 下作延３－２５－２８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

安藤製作所 高津区 下作延３－２７－１０ 業務用機械器具製造業

ユーアイ石油㈱ 高津区 下作延３－６－６ その他の小売業

巴製作所 高津区 下作延４－２２－６２ はん用機械器具製造業

㈱クラーチ溝の口 高津区 下作延５－２９－１ 不動産賃貸業・管理業

㈲佐々木プレス工業 高津区 下作延６－２６－３０ 輸送用機械器具製造業

三菱自動車工業㈱津田山オートスクエア 高津区 下作延６－３２－１ 輸送用機械器具製造業

三菱自動車ロジテクノ株式会社　津田山工場 高津区 下作延６－３２－２ 自動車整備業

柏木製作所 高津区 下作延７－３－１２ 金属製品製造業

亀川合成工業所 高津区 下作延７１４ 輸送用機械器具製造業

山田プレス製作所 高津区 下作延７１４ 電気機械器具製造業

多摩川自動車㈱ 高津区 下作延７３３ 自動車整備業

高村自動車センタ－ 高津区 下作延９０ 機械器具小売業

名糖㈱東京総合工場 高津区 下野毛１－１－１ パルプ・紙・紙加工品製造業

会津電機㈱ 高津区 下野毛１－１１－１ 電気機械器具製造業

㈲オリエント精機 高津区 下野毛１－１１－１５ 金属製品製造業

㈱葵筐体 高津区 下野毛１－１１－２２ 電気機械器具製造業

㈱広部オート 高津区 下野毛１－１２－２８ 自動車整備業

岸製作所 高津区 下野毛１－１２－７ 業務用機械器具製造業

㈲三成電機製作所 高津区 下野毛１－１２－８ 電気機械器具製造業

㈲羽賀製作所 高津区 下野毛１－１３－８ 金属製品製造業

日本プロセス秀英堂株式会社 高津区 下野毛１－２－１９ 印刷・同関連業

情報印刷㈱第３工場 高津区 下野毛１－２－１９ 印刷・同関連業

㈱伸原工業所 高津区 下野毛１－４－１ 業務用機械器具製造業

島田吉夫 高津区 下野毛１－６－１２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲昭立工機製作所 高津区 下野毛１－６－１５ はん用機械器具製造業

㈱興和 高津区 下野毛１－６－１６ 金属製品製造業

多摩川銘板製作所 高津区 下野毛１－６－１８ 金属製品製造業

野村製作所 高津区 下野毛１－６－２３ 電気機械器具製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲笠原製作所 高津区 下野毛１－６－２９ 金属製品製造業

㈱ソノコム玉川工場 高津区 下野毛１－６－３４ 印刷・同関連業

菊地研磨工業所 高津区 下野毛１－９－５ 金属製品製造業

㈲宮田照製作所 高津区 下野毛１０３１ 金属製品製造業

峯島鋼材㈱川崎工場 高津区 下野毛１０３２－１ 鉄鋼業

ライン工業 高津区 下野毛１０４２ 金属製品製造業

㈲塚田製作所 高津区 下野毛１０４２－１２ 金属製品製造業

㈱東進製作所 高津区 下野毛１０４２－４ 金属製品製造業

松原製作所 高津区 下野毛１０５５ 金属製品製造業

三栄工具㈱ 高津区 下野毛１０６５ 金属製品製造業

大州工熱㈱川崎工場 高津区 下野毛１０６９ 金属製品製造業

山王工業㈱ 高津区 下野毛１１１４－２ 電気機械器具製造業

東信鋳物㈱ 高津区 下野毛１１５１ 金属製品製造業

㈲伊那工業 高津区 下野毛１２６０－２ 金属製品製造業

東京時計製造㈱玉川研究所 高津区 下野毛１２７３ 業務用機械器具製造業

㈲谷岡精機製作所 高津区 下野毛１２９６ 電気機械器具製造業

共和化学株式会社 高津区 下野毛１丁目６番８号 プラスチック製品製造業（別掲を除く）

多摩プレス工業 高津区 下野毛７９８ 金属製品製造業

安部研磨工業所 高津区 下野毛７９８－６ 金属製品製造業

出口研磨工業所 高津区 下野毛７９８－６ 輸送用機械器具製造業

新和製作所 高津区 下野毛８９０ 金属製品製造業

明友工業㈱ 高津区 下野毛８９０－１０ その他の製造業

山中製作所 高津区 下野毛８９２ 業務用機械器具製造業

㈲田川工業所 高津区 下野毛９５５ はん用機械器具製造業

㈲池田精機製作所 高津区 下野毛２－１１－３ はん用機械器具製造業

㈱旺電舍下野毛工場 高津区 下野毛２－１１－３１ 金属製品製造業

㈲今野工業所 高津区 下野毛２－１４－１８ 金属製品製造業

大徹工務店 高津区 下野毛２－３－１５ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲眞島製作所 高津区 下野毛２－９－１７ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

伸和製作所 高津区 下野毛２－９－３１ その他の製造業

味の素食品株式会社　高津工場 高津区 下野毛二丁目１２番１号 食料品製造業

大峰製作所 高津区 下野毛３－１－６ 金属製品製造業

㈱成和製作所 高津区 下野毛３－１－７ 電気機械器具製造業

大内製作所 高津区 下野毛３－１１－２ 電気機械器具製造業

古矢製作所 高津区 下野毛３－１１－３ 電気機械器具製造業

㈲八城製作所 高津区 下野毛３－１１－３１ 電気機械器具製造業

常陽製作所 高津区 下野毛３－１１－４ 業務用機械器具製造業

㈲翔美プロセス 高津区 下野毛３－１２－２ 印刷・同関連業

あゆみ製薬㈱多摩川工場 高津区 下野毛３－１３－１ 化学工業

㈱ユーハイム東京工場 高津区 下野毛３－１５－２ 食料品製造業

㈲矢島製作所 高津区 下野毛３－１５－２６ 電気機械器具製造業

キヤノン株式会社　玉川事業所 高津区 下野毛３－１６－１ 学術・開発研究機関

㈱石井鈑金製作所 高津区 下野毛３－２－４３ 電気機械器具製造業

㈲大共製作所 高津区 下野毛３－２－７ その他の製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲ダイワ製作所 高津区 下野毛３－３－１ 電気機械器具製造業

熊坂製作所 高津区 下野毛３－３－１７ 金属製品製造業

㈱麻生塗工所 高津区 下野毛３－５－１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲明星製作所 高津区 下野毛３－５－６ 金属製品製造業

トヤマ化工 高津区 下野毛３－６－５５ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

斉藤則彦 高津区 下野毛３－６－８ その他の製造業

ｴｰｱﾝﾄﾞﾃﾞｨｰﾌﾟﾘﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ﾎﾞｰﾄﾞﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 高津区 下野毛３－７－２７ 電気機械器具製造業

㈲目黒化工 高津区 下野毛３－７－３３ その他の製造業

株式会社　プラストライン 高津区 下野毛３－８－５ 自動車整備業

㈲トワダ 高津区 下野毛３－８－６ 金属製品製造業

株式会社ジーシー昭和薬品　多摩川工場 高津区 下野毛三丁目１３番２号 化学工業

中村工務店 高津区 諏訪１４５ 職別工事業(設備工事業を除く)

外山製作所 高津区 諏訪２ はん用機械器具製造業

スワ研磨工業所 高津区 諏訪３ はん用機械器具製造業

伸和鉄建 高津区 諏訪３０１ 金属製品製造業

天竜木材工事部 高津区 諏訪４２５ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱持倉工務店 高津区 久本１－２－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲東光製作所 高津区 久本１１７ その他の製造業

㈱前田製作所 高津区 久本２２８－９ 金属製品製造業

㈲澤地製綿工場 高津区 久本２４１ 繊維工業

山田製作所 高津区 久本７３－７ 電気機械器具製造業

武甲樹脂製作所 高津区 久本８ その他の製造業

北栄精機製作所 高津区 久本８７ 電気機械器具製造業

坂本木工所 高津区 久本２－１４－１５ 家具・装備品製造業

学校法人洗足学園 高津区 久本２－３－１ 学校教育

㈲二子プラスチック製作所 高津区 久本３－１０－１１ その他の製造業

清水化成工業㈱ 高津区 久本３－１２－２０ その他の製造業

イトキン株式会社 高津区 久本３－１２－５ 電気機械器具製造業

㈲コスモ技研 高津区 久本３－１２－８ 金属製品製造業

㈲吉長精器製作所 高津区 久本３－１５－７ 輸送用機械器具製造業

太真川電機工業㈱ 高津区 久本３－１５－８ 電気機械器具製造業

㈱三真 高津区 久本３－２－１１ 繊維工業

新溝ノ口ビル 高津区 久本３－５－７ 不動産賃貸業・管理業

イトーヨーカ堂溝ノ口店 高津区 久本３－６－２０ 各種商品小売業

三和厚鈑工業㈱ 高津区 久本３－８－６ 金属製品製造業

昭光機器工業㈱ 高津区 久本３－８－６ 電気機械器具製造業

内藤電誠工業㈱溝口工場 高津区 久本３－９－２５ 電気機械器具製造業

二子浴場 高津区 二子１９１－２ 洗濯・理容・美容・浴場業

大貫鉄工所 高津区 二子２３０ 金属製品製造業

林製作所 高津区 二子２７８ はん用機械器具製造業

㈲一美製作所 高津区 二子２８０ 金属製品製造業

㈲善三製作所 高津区 二子４６４ 金属製品製造業

堀端製作所 高津区 二子５１７ 金属製品製造業

㈲岩田電機工業 高津区 二子５２１ 金属製品製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

小野製作所 高津区 二子５７９ はん用機械器具製造業

共栄工業所 高津区 二子５８３ 金属製品製造業

外所染工場 高津区 二子６２５ 繊維工業

小林製作所 高津区 二子６６４ 金属製品製造業

大和電子製作所 高津区 二子６９０ 金属製品製造業

松岡プラスチック㈱ 高津区 二子６９９ その他の製造業

小保木工 高津区 溝口１ 職別工事業(設備工事業を除く)

山崎鉄工所 高津区 溝口１０５９―３１ 金属製品製造業

廣瀬製作所 高津区 溝口１１０３ 金属製品製造業

遠藤製作所 高津区 溝口１１４８ 電気機械器具製造業

日拓溝の口ビル 高津区 溝口２７４－１ 娯楽業

㈱関東宇佐美　溝の口給油所 高津区 溝口６－１０－１５ その他の小売業

遠藤工務店 高津区 溝口６３３ 職別工事業(設備工事業を除く)

伸工研磨 高津区 溝口９４９ その他の製造業

谷沢製作所 高津区 向ケ丘１３０ 業務用機械器具製造業

㈲平田工業所 高津区 向ケ丘１５８ 金属製品製造業

㈱滝工務店 高津区 向ケ丘６５ 総合工事業

㈲中村製作所 高津区 向ケ丘９ 金属製品製造業

㈲東栄製作所 高津区 北見方１－１８－３ 電気機械器具製造業

鈴木製作所 高津区 北見方１－２２－１０ 金属製品製造業

(資)岩崎製作所 高津区 北見方１－２３－２０ 金属製品製造業

関東礦油㈱北見方 高津区 北見方１－２３－３ その他の小売業

㈱高津製作所 高津区 北見方２－２－８ その他の製造業

イリソ電子工業株式会社　生産技術開発センター 高津区 北見方２－３５－８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 高津区 北見方２－６－１ 電気機械器具製造業

須藤製綿工場 高津区 北見方３－１０－１１ 繊維工業

南研磨 高津区 北見方３－１０－１２ 金属製品製造業

田中研磨工業所 高津区 北見方３－１０－１２ はん用機械器具製造業

三皓㈱ 高津区 北見方３－１０－５ 電気機械器具製造業

豊受印刷㈱ 高津区 北見方３－１０－７ 印刷・同関連業

㈲藤原製作所 高津区 北見方３－２－１９ 電気機械器具製造業

佐野塗装工業所 高津区 北見方３－３－１０ 金属製品製造業

㈲早川製作所 高津区 北見方３－３－１１ 金属製品製造業

㈱織田製作所 高津区 北見方３－３－２１ 電気機械器具製造業

高橋建築 高津区 北見方３－４－３６ 職別工事業(設備工事業を除く)

日新塗装工業所 高津区 北見方３－８－１１ 金属製品製造業

仲台製作所 高津区 北見方３－８－１１ 金属製品製造業

日研工業 高津区 北見方３－８－１３ 電気機械器具製造業

協親自動車㈱ 高津区 北見方３－８－５ 自動車整備業

大栄パーカー㈱ 高津区 北見方３－８－８ 電気機械器具製造業

穂高工業㈱ 高津区 北見方３－９－３ 電気機械器具製造業

㈱池田屋北見方第二給油所 高津区 北見方３－９－８ その他の小売業

有限会社ライトウィン 高津区 諏訪１－２４－２２ 金属製品製造業

今井クリーニング 高津区 諏訪１－３－６ 洗濯・理容・美容・浴場業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

小黒工務店 高津区 諏訪２－１－４８ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲中村鈑金製作所 高津区 諏訪２－１２－２０ 金属製品製造業

美鈴製作所 高津区 諏訪２－１６－１０ 金属製品製造業

(有)山下鍍金工場 高津区 諏訪２－２－８ 金属製品製造業

岡村製作所 高津区 諏訪３－２１－９ その他の製造業

（有）双葉通信機製作所 高津区 諏訪３－５－２ 電気機械器具製造業

平川工業㈱ 高津区 諏訪３－７－１８ 金属製品製造業

日川製作所 高津区 瀬田３－８ 金属製品製造業

㈲工藤商会 高津区 二子１－１１－５１ 自動車整備業

㈲角井製作所 高津区 二子１－１２－２２ はん用機械器具製造業

吉崎建設社 高津区 二子２－１６－３ 総合工事業

㈲大亀工務店 高津区 二子２－１７－５ 総合工事業

近藤工務店 高津区 二子２－６－１ 総合工事業

株式会社高津石油 高津区 二子３－２９－５ その他の小売業

㈲東和化学工業 高津区 二子４－１３－３ 電気機械器具製造業

斉藤（吉）工務店 高津区 二子４－１３－７ 総合工事業

㈲玉川屋建材流動コンプラント 高津区 二子四丁目１０番１０号 窯業・土石製品製造業

帝京大学医学部附属溝口病院 高津区 二子５－１－１ 学術・開発研究機関

佐藤鉸製作所 高津区 二子５－１４－４８ 電気機械器具製造業

㈲有冨鍍金工業 高津区 二子６－１１－２５ 金属製品製造業

㈱中江塗工所 高津区 二子６－１２－１１ 金属製品製造業

㈲秋山製作所 高津区 二子６－１２－８ はん用機械器具製造業

㈱盤城無線研究所 高津区 二子６－２－３ 電気機械器具製造業

㈱鶴岡製作所 高津区 二子６－４－２９ はん用機械器具製造業

宮内化工㈱ 高津区 二子６－６－１ 化学工業

東陽電気㈱ 高津区 二子６－９－８ 電気機械器具製造業

野中工務店 高津区 溝口１－２１－３１ 職別工事業(設備工事業を除く)

三河電機㈱ 高津区 溝口１－２２－２４ 電気機械器具製造業

ノクティ２ 高津区 溝口１－４－１ 不動産賃貸業・管理業

スポーツクラブＮＡＳ溝の口 高津区 溝口１丁目１２番地１２号 娯楽業

セントラルフィットネスクラブ溝口 高津区 溝口２－１０－２２ 娯楽業

㈱佐保田工務店 高津区 溝口２－１９－１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

エッソスタンダード石油溝の口サービス 高津区 溝口２－２１－１ その他の小売業

㈲藤江染工場 高津区 溝口３－２４－２８ 繊維工業

帝京大学溝口研究棟 高津区 溝口３－８－３ 医療業

鹿島木材㈲ 高津区 溝口４－８－３ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲帆引パイプ商店二子支店 高津区 溝口６－１２－５ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱勝営工務店作業場 高津区 溝口６－１４－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

株式会社不二工機　東京テクニカルセンター 高津区 溝口６－１６－３０ 電気機械器具製造業

大井光機㈱本社工場 高津区 溝口６－１７－１８ 業務用機械器具製造業

川辺製作所 高津区 溝口６－１８－９ 金属製品製造業

㈲丸山工業所 高津区 溝口６－７－１ 金属製品製造業

ＮＴ湘南株式会社　川崎工場 高津区 久地２－４－１１ その他の製造業

㈱多摩　川崎工場 高津区 久地２－６－１０ 窯業・土石製品製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱ジャストオートリーシング川崎サービス部 高津区 久地３－１２－２２ 機械器具小売業

㈱日経東京製作センター川崎工場 高津区 久地３－１６－１２ 映像・音声・文字情報制作業

穂高㈱ポニークリーニング高津工場 高津区 久地３－７－１５ 洗濯・理容・美容・浴場業

旭ダイヤモンド工業株式会社　玉川工場 高津区 久地３丁目４番３５号 はん用機械器具製造業

㈱光田産業 高津区 久地４－２６－１０ 廃棄物処理業

川崎工業㈱ 高津区 久地４－２６－３２ 金属製品製造業

不二電線工業㈱ 高津区 久地４－２６－３５ 非鉄金属製造業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津(橘)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲田村塗装 高津区 明津１３ 金属製品製造業

岸製綿工場 高津区 明津１３ 繊維工業

ナヴィ㈱明津給油所 高津区 明津２０３ その他の小売業

㈲泰平工業 高津区 明津２３９ 金属製品製造業

富樫製作所 高津区 明津３４―３ はん用機械器具製造業

三和工業㈱ 高津区 明津９６ 電気機械器具製造業

坂内工業所 高津区 明津９７ 金属製品製造業

交通局井田営業所 高津区 明津９８ 道路旅客運送業

㈲三信合成工業所 高津区 蟹ケ谷１０１―１ その他の製造業

坪井建設㈱蟹ケ谷作業所 高津区 蟹ケ谷３３４ 職別工事業(設備工事業を除く)

太洋工業㈲ 高津区 子母口１０２２ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈲巧栄マニファー 高津区 子母口１０２２ その他の製造業

協和自動車興業㈱子母口工場 高津区 子母口３０３―２ 自動車整備業

まるとみ紙業㈱ 高津区 子母口３１ 印刷・同関連業

富士通第６新城寮 高津区 子母口３６４ 宿泊業

吉田製作所 高津区 子母口３６９ その他の製造業

たちばな温泉たちばな湯 高津区 子母口４０３－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲カワクボクリーニング 高津区 子母口４３７ 洗濯・理容・美容・浴場業

田中工務店 高津区 子母口４８４ 職別工事業(設備工事業を除く)

中島木材㈱営業所 高津区 子母口４８７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲子母口自動車工業 高津区 子母口５１５ 自動車整備業

大進段ボール㈱ 高津区 子母口５３６ パルプ・紙・紙加工品製造業

第１化学工業㈱ 高津区 子母口５４４―３ その他の製造業

㈱ビーバスオイルビーバス子母口サ－ヒ゛スステ－ション 高津区 子母口５７１―３ その他の小売業

クリーン石油販売㈱子母口給油所 高津区 子母口５７３ その他の小売業

川崎市民プラザ 高津区 新作１－１９－１ その他のサービス業

橘処理センター 高津区 新作１－２０－１ 廃棄物処理業

宮田土建工業㈱ 高津区 新作３―１５―２９ 職別工事業(設備工事業を除く)

原合成工業所 高津区 新作３―２５―５ その他の製造業

赤田銅鉄店 高津区 新作３―４―２６ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

城南自動車サービス㈲ 高津区 新作４－１０－８ 自動車整備業

関東礦油㈱溝の口ＳＳ 高津区 新作４－１３－１５ その他の小売業

㈲小野寺建設第２作業所 高津区 新作４－８ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱大阪塗装 高津区 新作４－８－４ 金属製品製造業

㈲小野寺建設第１作業所 高津区 新作４－８－６ 職別工事業(設備工事業を除く)

渡辺工業所 高津区 新作５―２２―７ 金属製品製造業

鈴木工業所 高津区 新作１４０５ 金属製品製造業

三協特殊金属㈱ 高津区 新作１６６５ 金属製品製造業

伸悦㈱ 高津区 新作４４６ 自動車整備業

クラウン工芸 高津区 新作４５２ その他の製造業

菊原商店 高津区 新作５３４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲平間工務店 高津区 新作６―３―２ 職別工事業(設備工事業を除く)

バーデンプレイス 高津区 新作６－８－１６ 洗濯・理容・美容・浴場業

神東自動車 高津区 末長１ 自動車整備業
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津(橘)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

旭塗装工業所 高津区 末長１０１０ 金属製品製造業

庄光商事㈱つかさ湯 高津区 末長１０２６ 洗濯・理容・美容・浴場業

金子商店 高津区 末長１０４７ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈱高津石油末長給油所 高津区 末長１０６０ その他の小売業

フォト・ワン梶ヶ谷店 高津区 末長１２０－２寿美家ビル その他の生活関連サービス業

大日鋼業㈱ 高津区 末長１２７７ 総合工事業

高忠染工場 高津区 末長１２９３－９ 洗濯・理容・美容・浴場業

曽田製作所 高津区 末長１３３４－１ 金属製品製造業

新城自動車㈲ 高津区 末長１３５６－１ 自動車整備業

ミツウロコ石油㈱溝ノ口営業所 高津区 末長１３８０ その他の小売業

つかさ石油㈲第三京浜川崎インター給油所 高津区 末長１４３２ その他の小売業

小川Ｓ・Ｓ 高津区 末長５８８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

富士通第二新城寮 高津区 千年１０１５ 宿泊業

㈲三協塗装工業所 高津区 千年２０９ 金属製品製造業

エッソ石油㈱千年ＳＳ 高津区 千年４３－１ その他の小売業

堀田製作所 高津区 千年４５０ 金属製品製造業

木島養鶏業 高津区 千年４７０ 農業

長谷川建築板金店 高津区 千年６５９ 金属製品製造業

佐藤商会 高津区 千年７４３ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲チトセ 高津区 千年７８７ 金属製品製造業

山乃湯 高津区 千年８２４ 洗濯・理容・美容・浴場業

橘石油㈱ 高津区 千年８３０ その他の小売業

㈲武吉建設 高津区 千年９２４－３ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱吉光工業 高津区 千年９３４ 電気機械器具製造業

㈲千年製作所 高津区 千年９８１ 金属製品製造業

㈲小田喜製作所 高津区 千年９８１ 金属製品製造業

千年湯 高津区 千年新町２０－４ 洗濯・理容・美容・浴場業

日本真空科学研究所 高津区 千年新町２８－１ 学術・開発研究機関

富士リース㈱ 高津区 野川１２４６ 物品賃貸業

石神製作所 高津区 野川２１９５ その他の製造業

㈲伸和製作所 高津区 野川３６４２ 電気機械器具製造業

㈲堀川商店 高津区 野川３７１８ その他の小売業

長嶺工務店 高津区 久末１２１２ 職別工事業(設備工事業を除く)

浦野製作所 高津区 久末１５１０ 金属製品製造業

㈲久末自動車工業 高津区 久末１６９１ 自動車整備業

高橋工務店 高津区 久末１８８３ 職別工事業(設備工事業を除く)

高橋製作所 高津区 久末１８９４ 金属製品製造業

菅一色抜工場 高津区 久末２２０５－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

大栄製作所 高津区 久末２７８ 輸送用機械器具製造業

江田プレス 高津区 久末２８５ 金属製品製造業

㈲国豊久末倉庫 高津区 久末３０８ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

長坂合成 高津区 久末４８２ その他の製造業

森石油㈱久末給油所 高津区 久末５ その他の小売業

坂部建設 高津区 久未１１５２－２ 職別工事業(設備工事業を除く)
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 高津区 高津(橘)　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

株式会社富士通ゼネラル　本社 高津区 末長３丁目３番１７号 学術・開発研究機関

株式会社　エリートドライ宮本 高津区 末長４－２７－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

関東宇部コンクリート工業㈱溝の口工場 高津区 末長４丁目１０番８号 窯業・土石製品製造業

渡辺商会 高津区 東野川１－７－２４ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

㈲原田工務店 高津区 東野川２－２１－６ 職別工事業(設備工事業を除く)

芳賀建材工業株式会社 高津区 久地２－３－３５ 窯業・土石製品製造業

有限会社三栄製作所 高津区 久地３丁目７番３４号 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 宮前区 宮前　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

メガロス鷺沼店 宮前区 有馬１－２１－３ 娯楽業

㈲昼夜自動車商会 宮前区 有馬１２９６ 自動車整備業

三井鉄工所 宮前区 有馬１３３３ 金属製品製造業

㈲平和製作所 宮前区 有馬２０００ 電気機械器具製造業

エイワ工業㈱ 宮前区 有馬２３９３ 金属製品製造業

㈲名古屋石油有馬Ｓ／Ｓ 宮前区 有馬２－１０－１２ その他の小売業

八正精工 宮前区 有馬２－９－９ その他の製造業

サギヌマスイミングクラブ鷺沼 宮前区 有馬４－３－２１ 娯楽業

びっくり・ドンキー鷺沼店（株式会社　アレフ） 宮前区 有馬４－４－６ 飲食店

パレットプラザ有馬店 宮前区 有馬５－１－１６ビバリーヒルズ１－１０１ その他の生活関連サービス業

夢庵　川崎有馬店 宮前区 有馬６－３－１ 飲食店

（仮称）鷺沼南ＳＳ 宮前区 有馬８－８－３ その他の小売業

長谷川鋼材㈱ 宮前区 有馬９－２－１５ 金属製品製造業

㈱光神セルフ有馬 宮前区 有馬９－３－１０ その他の小売業

㈲幸製作所 宮前区 梶ケ谷１－１ 金属製品製造業

光和化成製作所 宮前区 梶ケ谷１４４８－９ その他の製造業

下村製作所 宮前区 梶ケ谷１４８４ 金属製品製造業

㈱ＥＮＥＯＳフロンティアＤｒ．Ｄｒｉｖｅ梶ヶ谷店 宮前区 梶ヶ谷１－１５ その他の小売業

㈱トリコ　川崎工場 宮前区 梶ヶ谷１－４ はん用機械器具製造業

ソフトバンク株式会社　梶ヶ谷センター 宮前区 梶ヶ谷１０５６ 通信業

㈱東急ストア　フレルさぎ沼 宮前区 鷺沼１－１ 不動産賃貸業・管理業

ＤＩＫマンション鷺沼 宮前区 鷺沼１－１１－１ 不動産賃貸業・管理業

㈱スズキ 宮前区 鷺沼１－２－７ 印刷・同関連業

新堂製作所 宮前区 土橋１－１０－１３ 金属製品製造業

佐脇紙器㈱ 宮前区 土橋１－１４－５ パルプ・紙・紙加工品製造業

㈱ミツル光学研究所 宮前区 土橋２－１－６ 窯業・土石製品製造業

東洋石油販売㈱ニュー東名川崎 宮前区 土橋２－１１－１１ その他の小売業

日新商事㈱SSリテール部横浜SSグループDDセルフさぎぬま北SS 宮前区 土橋２－６－１ その他の小売業

㈱丸八 宮前区 土橋３―１０―１８ 洗濯・理容・美容・浴場業

出光リテール販売神奈川カンパニー㈱川崎インターSS 宮前区 土橋４－１－１ その他の小売業

㈱協同インターナショナル川崎事業所 宮前区 土橋６－１－２ 電気機械器具製造業

サギヌマスイミングクラブ 宮前区 土橋７－２２－１ 娯楽業

大関工業 宮前区 野川１１５ 輸送用機械器具製造業

㈲今井鉄工所 宮前区 野川１１６０ 金属製品製造業

金山プレス製作所 宮前区 野川１１９３－１ 金属製品製造業

板倉木工所 宮前区 野川１２０１ 家具・装備品製造業

関東礦油株式会社　セルフ野川ＳＳ 宮前区 野川１２７ その他の小売業

小河原製作所 宮前区 野川１２８７ 金属製品製造業

大春建設 宮前区 野川１３９７－２ 総合工事業

㈲野川兼六舎 宮前区 野川１４２４ 洗濯・理容・美容・浴場業

康和精機製作所 宮前区 野川１４３４ 金属製品製造業

東名自動車㈱ 宮前区 野川１４３４－１８ 自動車整備業

金子商店 宮前区 野川１８３ 各種商品卸売業

㈲藤幸材木店 宮前区 野川２１１－５ 木材・木製品製造業（家具を除く）
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 宮前区 宮前　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲荒川工務店作業所 宮前区 野川２２３ 総合工事業

㈲樋口製作所 宮前区 野川２２７８ 金属製品製造業

北神自動車㈱ 宮前区 野川２３７７ 自動車整備業

飯塚製作所 宮前区 野川２３８３ 金属製品製造業

㈲合研産業 宮前区 野川２５３ その他の製造業

青木鉄工所 宮前区 野川２６１３ 金属製品製造業

金坂製作所 宮前区 野川２６６０ 金属製品製造業

㈱藤井製作所 宮前区 野川２６８０ 金属製品製造業

高木工務店 宮前区 野川２７９７ 総合工事業

川口製作所 宮前区 野川２８３ その他の製造業

斉藤製作所 宮前区 野川２８３ その他の製造業

斉藤製作所 宮前区 野川２８３ その他の製造業

田村製作所 宮前区 野川２８５０ その他の製造業

小室製作所 宮前区 野川２９５６ 金属製品製造業

石井製作所 宮前区 野川２９６１ 電気機械器具製造業

山口製作所 宮前区 野川３０５１－２６ その他の製造業

山崎建設 宮前区 野川３１７ 職別工事業(設備工事業を除く)

工藤製作所 宮前区 野川３５１５ 金属製品製造業

加藤工務店 宮前区 野川３８８ 総合工事業

新和運輸㈱ 宮前区 野川４０４３ 道路貨物運送業

カノー工業㈱ 宮前区 野川４１４５ 金属製品製造業

小羽皮革㈲ 宮前区 野川４８１ 洗濯・理容・美容・浴場業

川合工務店 宮前区 野川４９１ 総合工事業

安藤工務店 宮前区 野川５３６ 総合工事業

野川製綿工場 宮前区 野川７６５ その他の生活関連サービス業

高梨製作所 宮前区 野川８４７－６ その他の製造業

帝京大学生物工学研究センタ－ 宮前区 野川９０７ 学術・開発研究機関

高見製作所 宮前区 東有馬１－４－１１ 非鉄金属製造業

㈱山本製作所 宮前区 東有馬２－１－４７ 金属製品製造業

桝田製作所 宮前区 東有馬２－２５－２ 電気機械器具製造業

小松製作所 宮前区 東有馬２－３２－４６ 電気機械器具製造業

玉川電器㈱有馬工場 宮前区 東有馬２－４０－１５ 電気機械器具製造業

クリ－ナ－ズ・アイドル有馬 宮前区 東有馬３－１９－３ 洗濯・理容・美容・浴場業

金田建具店 宮前区 東有馬３－９－１５ 家具・装備品製造業

㈱丸興佐野錦一商店　川崎事業所 宮前区 東有馬５－４０－１ その他の卸売業

大和製作所 宮前区 東有馬５－８－１６ その他の製造業

㈲富里化学工業所 宮前区 馬絹１０３６ その他の製造業

㈲木津化成 宮前区 馬絹１０９５ その他の製造業

山本工業所 宮前区 馬絹１２４４ 金属製品製造業

イワオ工芸社 宮前区 馬絹１２８４―１２ その他の製造業

都製作所 宮前区 馬絹１３９０ 金属製品製造業

㈱秋山製作所 宮前区 馬絹１３９０ その他の製造業

阿部工業所 宮前区 馬絹１４１１ 電気機械器具製造業

㈲内山製作所 宮前区 馬絹１４１４ 金属製品製造業
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50 85障がい者支援施設　みずさわ 宮前区 水沢３－２７８４－４他 社会保険・社会福祉・介護事業

石川工務店 宮前区 野川本町３－２７－３１ 総合工事業

川崎市中央卸売市場北部市場食品衛生検査所 宮前区 水沢１－１－１ 学術・開発研究機関

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 宮前区 宮前　　　　　

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱木下製作所 宮前区 馬絹１４２４ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱木下製作所 宮前区 馬絹１６２９ 木材・木製品製造業（家具を除く）

ユーアイ石油㈱東名川崎ＩＣ給油所 宮前区 馬絹１６５０ その他の小売業

岡建築店 宮前区 馬絹１７５５ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲三松精工 宮前区 馬絹１８６３ はん用機械器具製造業

篠田工務店 宮前区 馬絹２００２ 職別工事業(設備工事業を除く)

日吉電装㈱宮前グループ 宮前区 馬絹２８７８－２ 輸送用機械器具製造業

伊藤製綿所 宮前区 馬絹３－１５－３４ その他の生活関連サービス業

小泉久男 宮前区 馬絹３－４－５０ 農業

みなと加工㈱ 宮前区 馬絹５３８―４ その他の製造業

㈲斉藤製作所 宮前区 馬絹６－１６－１８ その他の製造業

㈱日研シール 宮前区 馬絹６－１７－３ 輸送用機械器具製造業

神津精機㈱川崎工場 宮前区 馬絹６－２６－２４ 業務用機械器具製造業

㈱北村商会 宮前区 馬絹６０２－１ その他の小売業

三和電機㈱ 宮前区 馬絹６０７ 電気機械器具製造業

福満製作所 宮前区 馬絹６０８ 金属製品製造業

小林工業所 宮前区 馬絹６０８ 金属製品製造業

共和シャーリング 宮前区 馬絹６０８ 金属製品製造業

日商岩井宮崎寮 宮前区 宮崎１１８５―１ 宿泊業

㈲小野寺製作所 宮前区 宮崎１２６ 電気機械器具製造業

川崎市水道局鷺沼配水所 宮前区 宮崎１３７３ 水道業

宮前生活環境事業所 宮前区 宮崎１７２ 地方公務

開和工業 宮前区 宮崎１７５―２ 金属製品製造業

尾幡工務店 宮前区 宮崎７３９ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲渋谷機器製作所 宮前区 宮崎９６―４ 金属製品製造業

出口建設 宮前区 宮崎１―４ 職別工事業(設備工事業を除く)

フィットネスクラブ　ティップネス宮崎台 宮前区 宮崎２ー１０ー１０ 娯楽業

英和工業㈱ 宮前区 宮崎２―１―１５ 電気機械器具製造業

轟合成 宮前区 宮崎２―１１―１４ その他の製造業

㈱津田製作所 宮前区 宮崎３―１―１ 電気機械器具製造業

アズマ陸運㈲ 宮前区 宮崎３―１―３ 道路貨物運送業

西河建設 宮前区 宮崎３―１３―９ 総合工事業

㈱和泉商会宮崎台給油所 宮前区 宮崎５―１４―８ その他の小売業

北野製作所 宮前区 宮前平１－１－２０ 業務用機械器具製造業

天然温泉　宮前平 宮前区 宮前平２－１３－３ 娯楽業

宮前市民館・図書館 宮前区 宮前平２－２０－４ 学校教育

宮前保健所 宮前区 宮前平２－２０－５ 保健衛生

船山製作所 宮前区 宮前平３－１３－１１ 金属製品製造業

沖山製作所 宮前区 宮前平３－３－１８ 金属製品製造業
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51 15昌栄印刷㈱川崎工場 宮前区 水沢２－１７－１ 印刷・同関連業

松樹製作所 宮前区 初山２－２３－２６ はん用機械器具製造業

川崎市中央卸売市場北部市場 宮前区 水沢１－１－１ その他のサービス業

亀山自動車㈲ 宮前区 初山１－２２－３ 自動車整備業

株式会社アセント　DrDrive　初山給油所 宮前区 初山２－１－１ その他の小売業

㈱エイコー製作所 宮前区 平５－１－４６ 金属製品製造業

関東礦油㈱ＳＳ南平台 宮前区 南平台１－６ その他の小売業

戸高工務店 宮前区 平１－５－２４ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱根岸商店 宮前区 平２－１－８ その他の小売業

菅生工務店 宮前区 菅生５－９－１ 総合工事業

コスモ石油販売㈱S&CCS向ヶ丘SS 宮前区 平１－２－２２ その他の小売業

㈲豊田工務店 宮前区 菅生３－４１－３７ 総合工事業

戸村メリヤス 宮前区 菅生４－１０－２１ 繊維工業

菅生クリーニング 宮前区 菅生３―４２―１０ 洗濯・理容・美容・浴場業

栄石油㈱ 宮前区 菅生３－１２－９ その他の小売業

村田自動車工業㈱ 宮前区 菅生２－３２－４７ 自動車整備業

関東礦油㈱セルフすがお 宮前区 菅生２－９－３ その他の小売業

(資)渡辺珈琲商会 宮前区 菅生２－１８－７ 飲料・たばこ・飼料製造業

南雲製作所 宮前区 菅生２－１９－２０ 金属製品製造業

㈱ＬＳＩメディエンス　川崎ラボラトリー 宮前区 菅生２－１６－１ 医療業

学校法人聖マリアンナ医科大学 宮前区 菅生２－１６－１ 医療業

蟹江歯車工業㈱川崎事業部 宮前区 菅生１－２－１ はん用機械器具製造業

松井鉄工所 宮前区 菅生１－３－４５ 金属製品製造業

中嶋製作所 宮前区 向ケ丘１４６９ 金属製品製造業

来来亭川崎菅生店 宮前区 菅生１－１－３ 飲食店

束田工務店 宮前区 神木本町５―１５―５ 総合工事業

中嶋製作所 宮前区 向ケ丘１０９５ 金属製品製造業

吉村製作所 宮前区 神木本町５―１３―２７ その他の製造業

新井研磨 宮前区 神木本町５―１４―１０ 金属製品製造業

北村製作所 宮前区 神木本町２―６―１１ 金属製品製造業

㈲東郷精機 宮前区 神木本町２―６―９ 業務用機械器具製造業

㈱東洋内燃機工業社 宮前区 神木本町２―２０―１ 輸送用機械器具製造業

三神商事㈱ 宮前区 神木本町２―３―６ その他の小売業

㈲吉長精器製作所 宮前区 神木本町１―１―３ 輸送用機械器具製造業

井田建設 宮前区 神木本町１―１９―３ 総合工事業

土質改良プラント 宮前区 潮見台２４４１－１ 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

西長沢浄水場 宮前区 潮見台４－１ 水道業

中重土木犬蔵堆積場 宮前区 犬蔵２－１７３２－１他 総合工事業

大藤産業株式会社 宮前区 潮見台１１－１９ 廃棄物処理業

ニューカツラオート販売 宮前区 犬蔵２－１７－１３ 機械器具小売業

深沢製作所 宮前区 犬蔵２－１７－３３ 非鉄金属製造業

㈲柴原石油東名川崎ＩＣ給油所 宮前区 犬蔵１－８－１５ その他の小売業

土屋製作所 宮前区 犬蔵１－９－３４ 輸送用機械器具製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱ＪＯＭＯネット川崎インター店 宮前区 犬蔵１―２５―１４ その他の小売業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 宮前区 宮前(向丘)　　
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 01-01-60

51 ( )

51 60

51 24㈱大信製作所菅生工場 宮前区 水沢３－８－ 金属製品製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

株式会社ENEOSネット　Dr.Driveひえばら店 宮前区 水沢３－１４－５ その他の小売業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 宮前区 宮前(向丘)　　
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60 32ケ－ワイゴルフ 多摩区 菅城下１１－１８ その他の製造業

川崎市多摩スポーツセンター 多摩区 菅北浦４－１２－１ 地方公務

深沢建築 多摩区 菅城下１－４ 職別工事業(設備工事業を除く)

金子建築 多摩区 菅北浦２－２１－３ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲多摩電機製作所 多摩区 菅北浦３－４－２３ 電気機械器具製造業

イワタクリーナー 多摩区 菅北浦２－１－１７ 洗濯・理容・美容・浴場業

東一電機㈱ 多摩区 菅北浦２－１８－８ 電気機械器具製造業

阿部プラスチック工業所 多摩区 菅北浦１－２－４６ 電気機械器具製造業

田口製作所 多摩区 菅北浦１－３－３１ 金属製品製造業

板橋工務店 多摩区 菅６－４－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲井上製作所 多摩区 菅稲田堤１－４－９ 金属製品製造業

井出工務店 多摩区 菅５－１９－ 職別工事業(設備工事業を除く)

貝津工務店 多摩区 菅５－２１－１２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱芝金 多摩区 菅３－１３－７ 非鉄金属製造業

佐保田製綿工場 多摩区 菅３－６－５ 繊維・衣服等卸売業

５５ステーション　京王稲田堤店 多摩区 菅２－１－２８ その他の生活関連サービス業

㈲藤和製作所 多摩区 菅２－３－１１ 金属製品製造業

㈲富士産業 多摩区 宿河原７－１２－２６ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱わかば木材 多摩区 菅１－３－１７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

和光製作所 多摩区 宿河原６－３３－１２ その他の製造業

川崎市特別養護老人ホームしゅくがわら 多摩区 宿河原６－２０－１９ 社会保険・社会福祉・介護事業

元木工務店 多摩区 宿河原６－２９－５ 職別工事業(設備工事業を除く)

小林製作所 多摩区 宿河原６－３２ はん用機械器具製造業

木内油業㈱宿河原サービスステーション 多摩区 宿河原６－２２ その他の小売業

㈱東名クリーニング 多摩区 宿河原６－２３－１０ 洗濯・理容・美容・浴場業

協立製作所 多摩区 宿河原５－２６－５ はん用機械器具製造業

㈲関山産業 多摩区 宿河原６－１７－１３ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱宿河原浴場 多摩区 宿河原３－５－１３ 洗濯・理容・美容・浴場業

中村板金工業 多摩区 宿河原５－１８－１１ 電気機械器具製造業

河井合成 多摩区 宿河原２－９－１５ その他の製造業

サクラ商会 多摩区 宿河原３－４ その他の生活関連サービス業

㈲ルッククリーニング 多摩区 宿河原２－１２－３ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲河井製作所 多摩区 宿河原２－２８ 金属製品製造業

川崎市立多摩病院 多摩区 宿河原１－３０－３７ 医療業

元木建築興業 多摩区 宿河原１－４－６ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲河原商店生田給油所 多摩区 生田３－３－３ その他の小売業

高輪エネルギー㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新生田店 多摩区 生田３－４－７ その他の小売業

㈲内山工業所 多摩区 生田８７４０ 金属製品製造業

大戸製作所 多摩区 生田３－１７－１０ 金属製品製造業

大嶋製作所 多摩区 生田４８８２ その他の製造業

共伸樹脂工業所 多摩区 生田７６１７ その他の製造業

㈲岩瀬鉄工所 多摩区 生田２４１７ 金属製品製造業

稲田木工所 多摩区 生田３９６２ 木材・木製品製造業（家具を除く）

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

藤田ラミ工業㈱ 多摩区 生田１－８－２４ パルプ・紙・紙加工品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 多摩区 多摩　　　　　
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60 7鈴木建具店 多摩区 長尾１－１５－７ 職別工事業(設備工事業を除く)

５５ステーション　中野島店 多摩区 中野島６－２５－１ その他の生活関連サービス業

石井建設 多摩区 中野島６－２８－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲Ｐ．Ｈ．Ｙ 多摩区 中野島５－５－１４ 金属製品製造業

特別養護老人ホーム多摩川の里・身体障害者福祉会館 多摩区 中野島６－１３－５ 社会保険・社会福祉・介護事業

岩崎クリ－ニング店 多摩区 中野島５－１３－２０ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲大勝製作所 多摩区 中野島５－４－１０ 電気機械器具製造業

ハイクリ－ナ三愛 多摩区 中野島４－１９－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

学校法人カリタス学園 多摩区 中野島４－６－１ 学校教育

㈲豊信電機製作所 多摩区 中野島４－１２－３３ 電気機械器具製造業

古谷工務店 多摩区 中野島４－１９－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈲稲田パッキング製作所 多摩区 中野島２－９－８ 金属製品製造業

クリーニングほんだ 多摩区 中野島３－３１－３５ 洗濯・理容・美容・浴場業

スポーツクラブ「エスパシオ」 多摩区 中野島２－１３－１ 娯楽業

㈲クリーニングハウスカトウ 多摩区 中野島２－１７－２ 洗濯・理容・美容・浴場業

今田染工場 多摩区 中野島９３４ 繊維工業

クリーニンググッド中野島２号店 多摩区 中野島１－１８－１０ 洗濯・理容・美容・浴場業

伊藤製作所 多摩区 中野島７６９ 電気機械器具製造業

㈲畑井製作所 多摩区 中野島８５２ その他の製造業

㈱末吉ネ－ムプレ－ト製作所 多摩区 中野島１６５３ 金属製品製造業

関東器工㈱ 多摩区 中野島５０３ その他の製造業

㈱世喜コンクリート工業 多摩区 堰３－１４－２３ 窯業・土石製品製造業

安田製作所 多摩区 堰３－２－２９ 金属製品製造業

ＮＥＣ多摩川寮 多摩区 堰２－１１－５１ 宿泊業

㈱朝岡商店久地給油所 多摩区 堰２－２－１３ その他の生活関連サービス業

県立向の岡工業髙等学校 多摩区 堰１－２８－１ 学校教育

平和湯 多摩区 堰１－４－１６ 洗濯・理容・美容・浴場業

本沢工務店 多摩区 堰１－１８－ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱板倉商店 多摩区 堰１－２２－１１ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱タモツ整備工業 多摩区 菅馬場３－ 自動車整備業

林製作所 多摩区 菅馬場３－７－５ はん用機械器具製造業

ダイヤ通商（株）菅馬場給油所 多摩区 菅馬場２－２８－１ その他の小売業

㈲丸晴工務店 多摩区 菅馬場２－５－１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

井口製作所 多摩区 菅馬場１－７－５ その他の製造業

荒木製作所 多摩区 菅馬場２－２１－１３ その他の製造業

下島建設 多摩区 菅馬場１－２０－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

濃沼博工務店 多摩区 菅馬場１－２８－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

よみうりランド花ハウス 多摩区 菅仙谷４－１－４ 社会保険・社会福祉・介護事業

佐々木板金 多摩区 菅馬場１－１７－５ 職別工事業(設備工事業を除く)

市川製作所 多摩区 菅仙谷２－２９－３ その他の製造業

日本テレビ生田ビル 多摩区 菅仙谷３－２０－１ 放送業

㈲多摩城製作所 多摩区 菅城下３１－１１ はん用機械器具製造業

㈲永工電化工業所 多摩区 菅仙谷１－６－６　※不存在の可能性あり 金属製品製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈱馬場鉄工所 多摩区 菅城下１１－２２ 金属製品製造業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 多摩区 多摩　　　　　
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 01-01-60

60 ( )

60 11

60 7

60 29

60 76

60 71

60 11

60 29

60 7

60 12

60 29

60 32

60 29

60 12

60 98

60 89

60 79

60 24

60 15

60 7

60 32

60 78

60 24

60 32

60 29

60 24

60 11

60 24

60 29

60 29

60 32

60 32

60 29

60 7

60 29

60 24

60 24

60 32

60 7

60 12

60 81

60 12

60 88

60 6

60 29㈱電元社製作所 多摩区 枡形１－２３－１ 電気機械器具製造業

多摩生活環境事業所 多摩区 枡形１－１４－１ 廃棄物処理業

北見建築 多摩区 枡形１－１７－１ 総合工事業

学校法人専修大学生田校舎 多摩区 東三田２－１－１ 学校教育

㈲北見木型工業製作所 多摩区 枡形１－１０－１ 木材・木製品製造業（家具を除く）

古谷安三郎 多摩区 登戸新町４０４ 職別工事業(設備工事業を除く)

長谷川木材㈱ 多摩区 東生田１－１７－７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

正田鉄工所 多摩区 登戸新町３３３ 金属製品製造業

㈲登戸器工 多摩区 登戸新町４０ その他の製造業

サンワ電機㈱ 多摩区 登戸新町１３８ 電気機械器具製造業

㈲雨森製作所 多摩区 登戸新町２２６ 金属製品製造業

高和電気工業㈱ 多摩区 登戸８３４－１ 電気機械器具製造業

大藤工務店 多摩区 登戸８４８ 職別工事業(設備工事業を除く)

かねこ電機 多摩区 登戸６７１ その他の製造業

狛江化学登戸工場 多摩区 登戸７２９ その他の製造業

㈲渋川製作所 多摩区 登戸６０１ 電気機械器具製造業

㈲五十畑製作所 多摩区 登戸６６９ 電気機械器具製造業

マクセル株式会社機能性部材料事業本部 多摩区 登戸３８１９ 繊維工業

青葉プレス工業㈱ 多摩区 登戸４２７ 金属製品製造業

タイコエレクトロニクスジャパン合同会社川崎エンジニアリングセンター 多摩区 登戸３８１６ 電気機械器具製造業

㈱正栄製作所 多摩区 登戸３８１６－１ 金属製品製造業

上杉製作所 多摩区 登戸３１７６ 金属製品製造業

㈲共和製作所 多摩区 登戸３６５ その他の製造業

昭和化成㈱ 多摩区 登戸２６６５ その他の製造業

ハイクリ－ナ－三愛 多摩区 登戸２７０２ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈲井上印刷所 多摩区 登戸２４６２ 印刷・同関連業

安田建設㈱ 多摩区 登戸２５７６ 職別工事業(設備工事業を除く)

フジカラ－パレットプラザ向ケ丘遊園店 多摩区 登戸２０８５－１Ｈ＆Ｙビル１ その他の生活関連サービス業

㈱間宮精器舎 多摩区 登戸２２２６ 金属製品製造業

多摩区総合庁舎 多摩区 登戸１７７５－１ 地方公務

川崎西トヨペットサ－ビス㈱本社工場 多摩区 登戸１７８０ 自動車整備業

㈲東光プリント工業 多摩区 登戸１７２５－２ 電気機械器具製造業

小林建具店 多摩区 登戸１７２６ 木材・木製品製造業（家具を除く）

小林製作所 多摩区 登戸１２１５ 電気機械器具製造業

㈲武甲製作所 多摩区 登戸１２９９ その他の製造業

丸正工務店 多摩区 登戸１００８ 職別工事業(設備工事業を除く)

(資)小林建具製作所 多摩区 登戸１１９０ 木材・木製品製造業（家具を除く）

富士製綿寝具 多摩区 長尾７－１－３ 繊維工業

和田製作所 多摩区 長尾７－４－１２ 電気機械器具製造業

株式会社吉野家宿河原店 多摩区 長尾５－１９ 飲食店

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 多摩区 長尾６－２１－１ 学術・開発研究機関

小倉工務店 多摩区 長尾３－１－１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

佐藤製作所 多摩区 長尾３－３－６ 電気機械器具製造業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

細田工務店 多摩区 長尾２－４－５ 繊維工業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿
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 01-01-60

60 ( )

60 89

60 12

60 60

60 11

60 7

60 78

60 7

60 24

60 89

60 7関口建築 多摩区 枡形６－１０－２ 職別工事業(設備工事業を除く)

村田商店 多摩区 枡形４－５－３ 金属製品製造業

大栄自動車工業㈱ 多摩区 枡形５－１５ 自動車整備業

オオタニクリーニング 多摩区 枡形３－２－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

建築堀 多摩区 枡形３－６－１０ 職別工事業(設備工事業を除く)

(資)半ざむ 多摩区 枡形２－２４－３ 繊維工業

㈲竹間工務店 多摩区 枡形２－７－１９ 職別工事業(設備工事業を除く)

庄司製作所 多摩区 枡形１－８－４０ 木材・木製品製造業（家具を除く）

関東礦油㈱セルフ登戸 多摩区 枡形２－１－１ その他の小売業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

フルヤ車輌サービス 多摩区 枡形１－８－１ 自動車整備業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 多摩区 多摩　　　　　
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 01-01-60

61 ( )

61 78

61 78

61 80

61 44

61 24

61 21

61 7

61 85

61 24

61 60

61 78

61 81

61 81

61 12

61 6

61 29

61 78

61 80

61 24

61 24

61 60

61 12

61 79

61 78

61 78

61 81

61 24

61 95

61 7

61 36

61 89

61 6

61 60

61 11

61 24

山岸メリヤス製造所 多摩区 南生田７－２０－６ 繊維工業

布田製作所 多摩区 南生田７－２３－２ 金属製品製造業

菊池工務店 多摩区 南生田６－３５－２ 総合工事業

㈱丸一石油生田給油所 多摩区 南生田７－２－４ その他の小売業

川崎市上下水道局長沢浄水場 多摩区 三田５－１－１ 水道業

長沢自動車 多摩区 南生田４－１５－１ 自動車整備業

株式会社アニマルステムセル 多摩区 三田2-3227明治大学地域産学連携研究ｾﾝﾀｰT302/303 その他のサービス業

井田建築 多摩区 三田４－１０－１４ 職別工事業(設備工事業を除く)

明治大学生田キャンパス 多摩区 東三田１－１－１ 学校教育

千葉発條製作所 多摩区 東三田３－２－５ 金属製品製造業

白興舎 多摩区 西生田４－１２－２０ 洗濯・理容・美容・浴場業

よしの湯 多摩区 西生田４－１２－４ 洗濯・理容・美容・浴場業

生田木材㈱ 多摩区 西生田２－８－８ 木材・木製品製造業（家具を除く）

コタニカメラ 多摩区 西生田４－１－１ その他の生活関連サービス業

伊藤鈑金 多摩区 西生田２－７－３０ 金属製品製造業

高輪エネルギー㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ生田店 多摩区 西生田２－７－４ その他の小売業

イトマンスイミングスクール多摩校 多摩区 西生田２－１４－７ 娯楽業

㈲小松製作所 多摩区 西生田２－１５－５ 金属製品製造業

サトー板金 多摩区 西生田１－６－９ 電気機械器具製造業

㈱つくば商会生田営業所 多摩区 西生田２－１－３１ 洗濯・理容・美容・浴場業

白井木材店 多摩区 西生田１－１５－１ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱北島工務店 多摩区 西生田１－１６－４ 総合工事業

日本女子大学西生田校舎（九十年館） 多摩区 西生田１－１－１（※菅馬場４－３－１より変更） 学校教育

日本女子大学附属中学髙等学校・西生田成瀬講堂 多摩区 西生田１－１－１（※菅馬場４－３－１より変更） 学校教育

㈱ＪＯＭＯネット南関東　生田長沢ＳＳ 多摩区 長沢４－２－２ その他の小売業

クリーニンググッド長沢店 多摩区 長沢４－２５－６ 洗濯・理容・美容・浴場業

川崎市高齢社会福祉総合センター 多摩区 長沢２－１１－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

中川精機製作所 多摩区 長沢２－１２－４ 金属製品製造業

元木組生コンクリ－ト工場 多摩区 寺尾台１－２３－４ 窯業・土石製品製造業

小熊工務店 多摩区 長沢１－１７－１ 職別工事業(設備工事業を除く)

吉川運輸㈱ 多摩区 栗谷３－６－３－１０１ 道路貨物運送業

京浜光膜工業㈱ 多摩区 寺尾台１－１９－７ 金属製品製造業

サカイヤ商会 多摩区 生田５－２－１３ 洗濯・理容・美容・浴場業

スポーツスパアスリエ生田 多摩区 生田７－５－５ 娯楽業

　指定事業所名 　所　在　地 　業　種

㈲スター商会 多摩区 生田３－１７－１１ 洗濯・理容・美容・浴場業

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例　指定事業所名簿

 地 区 多摩区 多摩(生田)　　
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 01-01-60

70 ( )

70 88

70 12

70 81

70 32

70 24

70 29

70 85

70 85

70 99

70 6

70 6

70 6

70 32

70 7

70 13

70 81

70 25

70 6

70 6

70 60

70 25

70 78

70 6

70 60

70 6

70 12

70 12

70 7

70 27

70 85

70

70 24

70 75

70 81

70 80

70 56

70 56

70 60

70 27

70 88

70 29

70 24

70 71

70 33

㈱商船三井技術研究所 麻生区 栗木２－２－８ 学術・開発研究機関

神奈川県企業庁電気局柿生発電所 麻生区 黒川２４４ 電気業

㈲伸栄精密 麻生区 栗木台１－９－１７ 電気機械器具製造業

栗山工業 麻生区 栗木台１－９－７ 金属製品製造業

株式会社　三興製作所 麻生区 栗木２－４－１４ 業務用機械器具製造業

㈲鈴木オートジャンク 麻生区 栗木台１－１９－１１ 廃棄物処理業

小田急新百合ヶ丘エルミロード 麻生区 上麻生１－４－１ 各種商品小売業

出光興産（株）新百合ヶ丘ＳＳ 麻生区 上麻生４－１８－１３ その他の小売業

コナミスポーツ新百合ケ丘 麻生区 上麻生１－１８－１ 娯楽業

イオンリテール㈱イオン新百合ヶ丘店 麻生区 上麻生１－１９ 各種商品小売業

中島ビル 麻生区 上麻生１－１－１～3 宿泊業

昭和音楽大学新百合ヶ丘校舎 麻生区 上麻生１－１１－１ 学校教育

医療法人社団総生会麻生総合病院 麻生区 上麻生６－２５－１

関口国広商店 麻生区 上麻生６－３２－５ 金属製品製造業

成田工業㈱ 麻生区 金程１－４－ 業務用機械器具製造業

社会福祉法人　鈴保福祉会　特別養護老人ホーム　柿生アルナ園 麻生区 上麻生５－１９－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

阿部建具店 麻生区 片平４－１－７ 木材・木製品製造業（家具を除く）

柳沼工務店 麻生区 金程１－１３－２５ 職別工事業(設備工事業を除く)

㈱柿生工務店 麻生区 片平２－２４－２ 総合工事業

㈲粕谷木材工場 麻生区 片平２－２９－５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈱柿生工務店 麻生区 片平１－５－２０ 総合工事業

ダイヤ商事㈱柿生給油所 麻生区 片平２－２３－１ その他の小売業

スドウ製作所 麻生区 片平７２４ はん用機械器具製造業

湯快爽快くりひら店 麻生区 片平８－２－１ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱前田建設 麻生区 片平３２０ 総合工事業

出光リテール販売株式会社神奈川カンパニーセルフ麻生SS 麻生区 片平７－６－１ その他の小売業

㈱南葵製作所 麻生区 片平１２７７ はん用機械器具製造業

中山工務店 麻生区 片平１６４３ 総合工事業

㈱三塚ソリット工芸 麻生区 岡上１１１ 家具・装備品製造業

玉川学園エネルギーステーション 麻生区 岡上１６４５ 学校教育

塩澤弘 麻生区 王禅寺東５－５５－１３ その他の製造業

㈱尾作材木店 麻生区 王禅寺東５－５５－２２ 職別工事業(設備工事業を除く)

斉藤工務店 麻生区 王禅寺東５－４６－２５ 総合工事業

髙瀬工務店 麻生区 王禅寺東５－５０－３５ 総合工事業

株式会社　荒猪商店　王禅寺センター 麻生区 王禅寺源左門谷１２４１番地 分類不能の産業

㈲佐々木清吉工務店王禅寺営業所 麻生区 王禅寺東５－４４－３ 総合工事業

虹が丘リハビリケアセンター 麻生区 王禅寺９６３－１１ 社会保険・社会福祉・介護事業

特別養護老人ホーム虹の里 麻生区 王禅寺９６３－２６ 社会保険・社会福祉・介護事業

大橋研磨工場 麻生区 王禅寺９１０ 金属製品製造業

山本研磨 麻生区 王禅寺９１０ 電気機械器具製造業

神奈川県立麻生養護学校 麻生区 王禅寺３０３－１ 学校教育

菅生工業所 麻生区 王禅寺４８７－７ その他の製造業

王禅寺処理センター 麻生区 王禅寺１２８５ 廃棄物処理業

辰巳屋木工所 麻生区 王禅寺２０４８ 木材・木製品製造業（家具を除く）
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新百合ヶ丘冷暖房センター 麻生区 万福寺１－２－２ 熱供給業

麻生区総合庁舎 麻生区 万福寺１－５－１ 地方公務

イトマンスイミングスクール新百合ヶ丘校 麻生区 万福寺４－２－１ その他の教育，学習支援業

ハイパーフィットネスクラブ新百合ヶ丘 麻生区 万福寺１－１５－１５ 娯楽業

第一産商 麻生区 万福寺３－１－１０ その他の製造業

㈲赤井金属 麻生区 万福寺４－２－１ 金属製品製造業

㈱西生田製作所 麻生区 細山１－１－１２ 業務用機械器具製造業

わかば製作所 麻生区 細山２－５－２ 金属製品製造業

医療法人社団三成会　新百合ヶ丘総合病院 麻生区 古沢字都古２５５ 医療業

重症心身障害児施設ソレイユ川崎 麻生区 細山１２０３ 社会保険・社会福祉・介護事業

松澤鉄工所 麻生区 東百合丘３－１１－１ 金属製品製造業

出光リテール販売㈱神奈川カンパニー 東百合ヶ丘SS 麻生区 東百合ヶ丘４－４６－９ その他の小売業

大曽根建築 麻生区 早野８７－１ 総合工事業

松沢鋼工所 麻生区 東百合丘２－２０－１０ 金属製品製造業

㈲東和コンクリート工業所 麻生区 早野５１８ 窯業・土石製品製造業

中野工務店 麻生区 早野８３４－１ 総合工事業

白井建設 麻生区 千代ケ丘４－２３－９ 総合工事業

親松工務店 麻生区 早野５１５ 総合工事業

久保製作所 麻生区 高石３－３３－ 金属製品製造業

渡辺工務店 麻生区 千代ケ丘３－６－７ 総合工事業

百合丘自動車販売 麻生区 高石３－１３－１２ 機械器具小売業

読売ランド駅前Ｓ．Ｓ 麻生区 高石３－３２－１ その他の小売業

川中工業 麻生区 高石３－１２－ その他の製造業

南條工業㈱ 麻生区 高石３－１２－１９ はん用機械器具製造業

中央シェル石油㈱百合丘ＳＳ 麻生区 高石３－１０－１６ その他の小売業

スカイクリーナー 麻生区 高石３－１０－８ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱信和 麻生区 高石１－２４－２ 金属製品製造業

エッソスタンド石油㈱百合丘サービスステーション 麻生区 高石３－１０－１４ その他の小売業

東和精機工業所 麻生区 下麻生６３６ 電気機械器具製造業

㈲笠原製作所 麻生区 高石１－２３－４ 金属製品製造業

長南工務店 麻生区 下麻生３－４８－３ 総合工事業

松浦建築 麻生区 下麻生３－４９－１ 総合工事業

大谷工務店 麻生区 下麻生３－１９－２０ 総合工事業

㈱三総精型所柿生工場 麻生区 下麻生３－３３－２３ その他の製造業

㈱協和工業 麻生区 下麻生２－４－１５ 電気機械器具製造業

（株）花島商事　下麻生給油所 麻生区 下麻生２－４－６ その他の小売業

㈲青戸建材店 麻生区 下麻生２－３３－６ 窯業・土石製品製造業

池田　勝二 麻生区 下麻生２－３３－８ 総合工事業

県立柿生学園 麻生区 五力田２－２０－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

白山石油㈱夢シティ麻生給油所 麻生区 下麻生２－１－１２ その他の小売業

明治大学黒川農場 麻生区 黒川字明坪２０６０－１ 学校教育

川崎市柿生学園 麻生区 五力田２－２０－１０ 学校教育

㈱東京物産建設神奈川工場 麻生区 黒川３７３ 金属製品製造業

物産共石㈱若葉台サービスステーション 麻生区 黒川５５８－１ その他の小売業
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古林建具店 麻生区 王禅寺西３－７－１５ 木材・木製品製造業（家具を除く）

㈲クリエート多摩 麻生区 片平６－３－１８ 洗濯・理容・美容・浴場業

㈱橋場商店柿生給油所 麻生区 上麻生７－２－１３ その他の小売業

平間製作所 麻生区 上麻生７－３９－３ 金属製品製造業

麻生水処理センター 麻生区 上麻生６－１５－１ 水道業

医療法人社団総生会麻生リハビリ総合病院 麻生区 上麻生６－２３－５０ 医療業

㈱サン電子 麻生区 栗木２－８－２２ 電気機械器具製造業

学校法人桐光学園 麻生区 栗木３－１２－１ 学校教育

㈱日放電子アドバンストテクニカルスタジオＣ 麻生区 栗木２－８－１２ 電気機械器具製造業

豊合成樹脂㈱本社工場 麻生区 栗木２－８－２１ 電気機械器具製造業

相互発條株式会社　本社工場 麻生区 栗木２－７－４ 金属製品製造業

㈱オプトランス第二工場 麻生区 栗木２－７－８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

㈱岡部工具製作所 麻生区 栗木２－６－６

日本エー・エス・エム㈱第二テクノロジーセンター 麻生区 栗木２－７－２ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

キヤノンアネルバ㈱本社 麻生区 栗木２－５－１

大村技研株式会社　メカニカルセンター 麻生区 栗木２－６－２２

株式会社ＪＣＵ　総合研究所 麻生区 栗木２－４－３ 学術・開発研究機関

キヤノンマーケティングジャパン㈱ＣＭＪ栗木クリーンルーム 麻生区 栗木２－５－１

荏原実業㈱中央研究所 麻生区 栗木２－３－１０ その他のサービス業

荏原実業株式会社　環境計測技術センター 麻生区 栗木２－３－１２ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

村形メリヤス 麻生区 百合丘２－１７－３１ 繊維工業

㈱ティーエム加工本社工場 麻生区 栗木２－２－９ プラスチック製品製造業（別掲を除く）

㈱サンアロマ　東京営業所 麻生区 南黒川５－２ 学術・開発研究機関

㈱和光ルック店 麻生区 百合丘１－５－１６ 洗濯・理容・美容・浴場業

木内油業㈱　新百合ケ丘給油所 麻生区 万福寺１－８－５ その他の小売業

ハリウッド　コスメティックス多摩研究所 麻生区 南黒川１２－１ 化学工業

麻生保健所 麻生区 万福寺１－５－１ 保健衛生

麻生市民館・図書館 麻生区 万福寺１－５－２ 学校教育
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