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[注意事項] 
以下の注意事項を必ずご確認し、同意の上でご利用ください。なお、名簿を閲覧した時点ですべての注意事項に同意したものとみなします。

１ この名簿は、工場又は事業場から届出された内容をもとに作成したものであり、令和４年４月１日現在設置されている特定施設等の情報を掲載す

るものです。

２ 水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設と土壌汚染対策法に規定される有害物質使用特定施設は必ずしも一致するものではありませ

ん。

３ 過去の有害物質使用履歴は記載していません。

４ この名簿の利用により生じた事故・損害等については、川崎市は一切責任を負いかねます。

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課



水質汚濁防止法に基づく特定事業場等名簿の見方について 

※名簿の内容は、表紙記載の更新日時点のものです。御注意ください。 

№ 
事業場名 

所在地 
 区  所在地 
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それ以上 有害物質

使用特定

施設 

有害物質

貯蔵指定 

施設 
(他と表示)

1 ○○製薬㈱ 川崎区 塩浜〇－〇 712 ｲ 〇  

2 △△㈱川崎製造所 川崎区 塩浜△－△ 05 ﾛ 11 14 27 30 36 他  〇 

3 ★★㈱川崎工場 川崎区 扇町★－★ 〇  

4 ㈲◎◎産業 川崎区 扇町◎－◎ 51 ｲ 51 ﾛ 71  〇 

リストは町別に並んでいますが、

５０音順ではありません。 
貯蔵指定施設は有害物質を含む液状のも

のを貯蔵する指定施設です。 

特定施設１～６の欄については、公共用水域（海や河川）に水を

排出する事業場に設置された施設のみを掲載しています。 

名簿のコピーを取る方法は、閲覧コーナー正面右に掲示している

案内「名簿・台帳のコピーについて」をお読みください。 

特定施設１～６の欄に号番号が記載されておらず、

この欄に「〇」が付いている場合は、排水の全量を

公共下水道に排除する事業場ですので、下水道法に

基づく特定事業場名簿を御覧ください。 

数値は水質汚濁防止法における特定施設の号番号を示します。（特定施設一覧を参照） 

例１ 51イ →号番号51におけるイの施設 

例２ 712イ→号番号71の2におけるイの施設  

注）指定地域特定施設（処理対象人員200人以上500人以下のし尿浄化槽）については

号番号はありませんが、便宜上、「721」としています。 
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 ５５ステーション　川崎アゼリア店 川崎区 駅前本町２６－２ 80068 ○
2 カメラのキタムラ川崎／アトレ川崎店 川崎区 川崎区駅前本町26-1アトレ川崎B1階 80068 ○
3 クリーナーズはちまん 川崎区 大島2-15-9 80067 ○
4 マサキ産業㈱ 川崎区 下並木１３―７ 800716 900 ○ ○
5 川崎市立川崎病院 川崎区 新川通１２－１ 800682 ○
6 味の素冷凍食品㈱川崎事業所 川崎区 鈴木町１－１ 800712 ○
7 味の素食品㈱川崎工場 川崎区 鈴木町１－１ 05ﾛ 05ｲ 05ﾆ 05ﾎ 05ﾍ
8 つばめＢＨＢ㈱Ｒ＆Ｄセンター川崎分室 川崎区 鈴木町１－１ 712ｲ ○
9 ＥＡファーマ㈱創薬研究所 川崎区 鈴木町１－１ 800712 ○
10 味の素㈱川崎事業所 川崎区 鈴木町１－１ 05ﾎ 05ﾛ 05ﾆ 05ﾍ 11 14 他 ○
11 味の素ファインテクノ㈱ 川崎区 鈴木町１－２ 800712 ○
12 味の素ＡＧＦ㈱開発研究所 川崎区 鈴木町３－１ 800712 ○
13 堤根処理センター 川崎区 堤根５２ 800713 900 ○ ○
14 ㈱染徳　本町プラント 川崎区 本町１－５－１０ 80067 ○
15 ㈱福嶋鉄工所 川崎区 港町１０－１８ 80065 ○
16 ＡＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ㈱川崎工場 川崎区 渡田新町３－１１－１ 80066 ○
17 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 80068 ○
18 （仮称）ＥＳＲ川崎浮島ディストリビューションセンター 川崎区 川崎区浮島町400-36 721
19 花王株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町１－２ 36ﾛ 382 46ﾆ 712ｲ 72 900 ○ ○
20 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 33ﾛ
21 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 37ｲ 37ﾛ 37ﾁ 900 ○ ○
22 セントラル硝子株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町１０－２ 46ｲ 27ﾇ 33ﾛ 33ﾘ 46ﾛ 46ﾆ 他 ○ ○
23 日本ブチル株式会社 川崎区 浮島町１０－３ 34ﾛ 33ﾘ 900 ○ ○
24 日本合成アルコール株式会社 川崎区 浮島町１０－８ 37ﾛ 900 ○ ○
25 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 33ﾊ 33ﾛ 712ｲ
26 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 37ﾛ 37ｲ 37ﾄ 37ﾀ 721 74 ○
27 株式会社吉田製油所　川崎工場 川崎区 浮島町１１－２ 37ﾛ
28 ㈱大陽コンクリート　浮島工場 川崎区 浮島町１１－３ 55
29 日本物流センター　東京事業所 川崎区 浮島町１２－３ 721
30 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 65 63ﾎ 66 68 712ｲ 721 他 ○ ○
31 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４－１ 712ｲ 721
32 Ｊ＆Ｓ川崎浮島物流センター 川崎区 浮島町４５０番２他 721
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 浮島処理センター 川崎区 浮島町５０９－１ 713 900 ○ ○
2 新日本理化㈱川崎工場 川崎区 浮島町７－２ 46ｲ
3 東亞合成株式会社　川崎工場 川崎区 浮島町７－４ 33ﾛ 33ﾊ 37ﾛ 900 ○ ○
4 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 51ｲ 51ﾛ 51ﾊ 51ﾆ 72 721 他 ○
5 株式会社ＥＮＥＯＳ　ＮＵＣ　川崎工業所 川崎区 浮島町８－１ 33ﾊ 33ﾛ 712ｲ
6 ＪＦＥコンテイナー㈱川崎工場 川崎区 浮島町９－２ 65 ○
7 荏原工業洗浄㈱本社 川崎区 江川1-4-1 800712 ○
8 日本冶金工業㈱川崎製造所 川崎区 小島町４－２ 61ﾊ 61ﾆ 61ﾎ 65 712ｲ 900 ○ ○
9 大陽日酸㈱京浜事業所 川崎区 小島町６－２ 65 68 721 900 ○ ○
10 入江崎水処理センター 川崎区 塩浜３－１７－１ 73
11 多摩化学工業㈱川崎研究所 川崎区 塩浜３－２２－９ 800712 900 ○ ○
12 パーカー加工㈱川崎工場 川崎区 塩浜３－２４－６ 80065 ○
13 ㈱朝日金属工業所 川崎区 塩浜３－２４－７ 80065 ○
14 河善化学工業㈱ 川崎区 塩浜４－１４－７ 80065 80063 ○
15 ㈱昭和　田町工場 川崎区 田町２－４－２ 80066 80063 ○
16 パーカー熱処理工業㈱技術研究所 川崎区 田町３－１３－１０ 800712 800712 ○
17 パーカー熱処理工業㈱東川崎工場 川崎区 田町３－１３－１８ 80066 800715 ○
18 フラッシング工事㈱ 川崎区 田町３－１３－２ 80065 ○
19 日本乳化剤㈱川崎工場 川崎区 千鳥町１－１ 46ﾆ 382 46ﾛ 900 ○ ○
20 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 37ﾀ 46ｲ 46ﾛ 46ﾆ 712ｲ 900 ○ ○
21 東京石油㈱第８三晃丸 川崎区 千鳥町１－４地先 714
22 日本ポリエチレン㈱川崎工場（南地区） 川崎区 千鳥町１０－１ 33ﾄ 33ﾊ 33ﾛ 33ﾆ 33ﾇ
23 日本合成樹脂㈱ 川崎区 千鳥町１０－２ 33ﾆ 33ﾘ 900 ○ ○
24 サンアロマー㈱製造本部川崎工場 川崎区 千鳥町１３－１ 33ﾛ
25 サンケミカル㈱川崎工場 川崎区 千鳥町１３－２ 46ﾛ
26 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 37ﾛ 37ﾁ 37ﾀ 74 900 ○ ○
27 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２－２ 900 ○
28 昭和電工㈱川崎事業所(千鳥) 川崎区 千鳥町２－３ 37ﾛ 24ﾛ 24ﾆ 37ﾆ 37ﾀ 46ｲ 他 ○ 〇
29 ＮＯＦメタルコーティングス㈱ 川崎区 千鳥町３－３ 712ｲ ○ 〇
30 日油株式会社　川崎事業所 川崎区 千鳥町３－３ 46ｲ 12ﾛ 12ﾆ 37ﾛ 46ﾛ 46ﾆ 他 ○
31 ㈱ニチユ・テクノ 川崎区 千鳥町３－３ 712ｲ ○
32 東京油槽株式会社 川崎区 千鳥町４－１ 900 ○
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 三菱商事株式会社　川崎区千鳥町４番２号 川崎区 千鳥町４－２ 900 ○
2 株式会社クレハ環境　ウェステック事業部 川崎区 千鳥町６－１ 714 900 ○ ○
3 京セラ㈱川崎工場 川崎区 千鳥町９－２ 33ｲ 33ﾊ 721 ○
4 林鍍金 川崎区 殿町１丁目１０－６ 80065 ○
5 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 800712 ○
6 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 800712 ○
7 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 800712 ○
8 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 800712 ○
9 川崎生命科学・環境研究センター 川崎区 殿町3丁目25番13号 900 ○ ○
10 アンジェス株式会社　衛生検査所 川崎区 殿町3丁目25番13号　川崎生命科学・環境研究ｾﾝﾀｰ4階 800712 ○
11 日東電工株式会社 川崎区 殿町3丁目25番14号ﾅﾉ医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ3階3302実験室 800712 ○
12 川崎市環境総合研究所 川崎区 殿町３－２５－１３ 800712 ○
13 株式会社天然素材探索研究所 川崎区 殿町３－２５－１３ 800712 ○
14 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 800712 ○
15 株式会社ナレッジパレット 川崎区 殿町３－２５－２２ 800712 ○
16 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 800712 ○
17 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） 800712 ○
18 島津製作所殿町事業所（仮称） 川崎区 殿町３－２５－４０ ○
19 ㈱Ｃａｎｃｅｒ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ＣＰＭクリニカルラボ 川崎区 殿町３丁目25-10ResearchGateBuildingTONOMACHI2 800712 ○
20 ペプチドリーム本社・研究所 川崎区 殿町３丁目１０２－１６ 800712 ○
21 ＪＳＲ㈱　JSR　Bioscience and informatics R＆D Center 川崎区 殿町３丁目１０３番９ ○
22 川崎市健康安全研究所 川崎区 殿町３丁目２５番１３号 800712 ○
23 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 800712 ○
24 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 800712 ○
25 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 800712 ○
26 国立医薬品食品衛生研究所 川崎区 殿町３丁目２５番２６号 800712 ○
27 ＡＮＡ殿町ビジネスセンター 川崎区 殿町３丁目２６番３号 665 666 72
28 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 800712 ○
29 富士フイルム富山化学株式会社　川崎ラボ 川崎区 殿町三丁目２５番１５号 800712 ○
30 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 800712 ○
31 リコー川崎ＬＩＣ 川崎区 殿町三丁目２５番２２ 800712 ○
32 株式会社バイオテック・ラボ　ＬＩＣオープンラボ 川崎区 殿町三丁目２５番２２号　４０１Ｂ 800712 ○
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 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 800712 ○
2 ＳＢカワスミ株式会社 川崎区 殿町三丁目２５番４号 800712 ○
3 ロジット㈱京浜物流センター 川崎区 東扇島１３－３ 721
4 日立建機日本㈱　関東支社　京浜メンテナンスセンタ 川崎区 東扇島１３－５ 71
5 ロジポート東扇島B棟 川崎区 東扇島１５ 721
6 ㈱ENEOSウイング　東扇島TS 川崎区 東扇島１７－５ 71
7 ロジポート東扇島Ａ棟 川崎区 東扇島１８－２ 72
8 ロジポート東扇島C棟 川崎区 東扇島１９－２ 721
9 ㈱東日本宇佐美　東扇島ＳＳ 川崎区 東扇島２０－３ 71
10 ㈱ＧＦＦ　扇島工場 川崎区 東扇島２２－２　㈱二葉内 02ｲ
11 ㈱上組川崎港東扇島多機能物流センター 川崎区 東扇島２２－５ 900 ○
12 ㈱西原商会関東　川崎支店 川崎区 東扇島２３－１０ 721
13 東急ストア東扇島流通センター 川崎区 東扇島２３－４ 03ｲ 02ｲ 02ﾛ 03ﾛ 665 71 他
14 日立物流コラボネクスト㈱首都圏第一営業所 川崎区 東扇島２３－９ 721
15 有限会社ハネヨシ 川崎区 東扇島２４ 02ｲ
16 (公財)日本食肉流通センタ－ 川崎区 東扇島２４ 74 721
17 ＩＨミートソリューション株式会社　川崎パックセンター 川崎区 東扇島２４　Ｃ棟 02ｲ
18 日本畜産株式会社 川崎区 東扇島２４番地　日本食肉流通センター内 02ｲ
19 アークランドマルハミート株式会社　川崎工場 川崎区 東扇島２５－１ 02ｲ
20 ㈱東扇島物流センター 川崎区 東扇島２８ 71
21 ㈱ＪＥＲＡ　東扇島火力発電所 川崎区 東扇島３ 721
22 川崎市港湾振興会館 川崎区 東扇島３８－１ 72
23 かわさきファズ・物流センター 川崎区 東扇島６－１０ 74 72
24 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 665
25 ㈱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 05ｲ
26 ㈱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 02ｲ 02ﾛ
27 ㈱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２－１ 712ｲ ○
28 ロジポート川崎ベイ 川崎区 東扇島７番地１ 72
29 日本郵便㈱川崎東郵便局 川崎区 東扇島８８ 72
30 川崎港コンテナターミナル 川崎区 東扇島９２ 721
31 東亜石油㈱　京浜製油所 川崎区 水江町３－１ 51ｲ 37ﾛ 51ﾛ 51ﾊ 51ﾆ 64ﾛ 他 ○ 〇
32 大陽日酸㈱川崎水江事業所 川崎区 水江町３－３ 712ｲ ○
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1 日東亜鉛㈱ 川崎区 水江町４－３ 65 900 ○ ○
2 エリーパワー㈱川崎事業所 川崎区 水江町４－７ 63ﾎ 900 ○ ○
3 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 川崎区 水江町５－１ 65
4 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 33ﾛ
5 コアレックス三栄㈱　東京工場 川崎区 水江町６－１０ 23ｲ 23ﾍ 23ﾄ 23ﾁ
6 出光興産㈱京浜ルブセンター 川崎区 水江町６－２ 900 ○
7 株式会社大陽コンクリート　京浜工場 川崎区 夜光１－１－１ 55
8 日本ゼオン㈱川崎工場 川崎区 夜光１－２－１ 34ｲ 33ﾛ 34ﾛ 34ﾆ 34ﾎ 63ﾎ 他 ○
9 日本ゼオン㈱総合開発センター 川崎区 夜光１－２－１ 712ｲ ○
10 旭化成㈱　製造統括本部　川崎製造所 川崎区 夜光１－３－１ 37ｲ 33ﾛ 33ﾆ 33ﾘ 34ｲ 34ﾛ 他 ○
11 ＰＳジャパン㈱研究開発部 川崎区 夜光１－３－１ 712ｲ
12 臨港石油㈱塩浜給油所 川崎区 夜光２－１－１１ 71
13 ＥＮＥＯＳ株式会社　川崎製油所　川崎地区 川崎区 夜光２－３－１ 37ﾛ 33ﾁ 37ｲ 712ｲ 721 74 ○ ○
14 サンアロマー(株)研究開発本部 川崎区 夜光２－３－２ 712ｲ ○
15 （仮称）ＥＳＲ川崎夜光ＤＣ新築工事 川崎区 夜光２－４ 721
16 ＤＰＬ川崎夜光 川崎区 夜光３－２－３ 721
17 株式会社リコーン 川崎区 夜光３－３－１ 58ﾆ
18 日本食塩製造㈱ 川崎区 夜光３－３－３ 27ｲ 27ﾛ
19 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 800712 900 ○ ○
20 ㈱デイ・シイ川崎工場 川崎区 浅野町１－１ 71
21 カポック㈱本社工場 川崎区 浅野町１－３ 714ｲ 74 900 ○ ○
22 ㈱フジ　クロム社 川崎区 浅野町３－１ 66 65 715 ○
23 ㈲有冨硬質クローム 川崎区 浅野町３－１０ 66 ○
24 ㈱朝日クローム工業所 川崎区 浅野町３－１１ 66 65 ○
25 さくらＧＳ㈱川崎工場 川崎区 浅野町３－１２ 66 65 ○
26 日光金属化学㈱ 川崎区 浅野町３－１３ 65 712ｲ 63ﾛ 63ﾎ ○
27 ㈱ブラザー第二工場 川崎区 浅野町３－２ 66 65 63ﾎ ○
28 三明化成㈱川崎営業所 川崎区 浅野町３－６ 74 ○
29 川崎クローム工業㈱ 川崎区 浅野町３－７ 66 ○
30 ㈱ブラザー 川崎区 浅野町３－８ 66 65 63ﾎ ○
31 栄光プレーティング㈱ 川崎区 浅野町３－９ 66 65 ○
32 日本熱処理㈱ 川崎区 浅野町６－１ 63ｲ
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　区 　所在地 それ以上
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1 小澤商事㈱浅野町事業所 川崎区 浅野町６－１９ 714
2 窒化工業㈱ 川崎区 浅野町６－２ 65
3 東日印刷株式会社川崎工場 川崎区 浅野町６番１７号 232ﾛ
4 三栄ガラス㈱ 川崎区 浅野町７－２ 58ﾛ
5 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 61ﾊ 61ﾎ 61ﾆ 65 66 63ﾎ 他 ○ ○
6 カワミ　カメラ 川崎区 追分町16-1 80068 ○
7 三菱化工機アドバンス㈱ 川崎区 大川町２－１ 712ｲ ○
8 三菱化工機㈱川崎製作所 川崎区 大川町２－１ 74 712ｲ
9 杉山食品工業㈱ 川崎区 大川町２－２６ 04ｲ 04ﾛ
10 日清製粉㈱鶴見工場 川崎区 大川町３－１ 712ｲ
11 カポック㈱大川工場 川崎区 大川町７－７ 714ｲ 900 ○ ○
12 大川町産業会館 川崎区 大川町９－２ 721
13 川崎卸センター汚水処理施設 川崎区 大川町９－２ 72
14 ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（京浜地区） 川崎区 扇島１－１ 61ｲ 24ｲ 24ﾛ 24ﾆ 27ﾇ 33ﾛ 他 ○ ○
15 ＪＦＥ物流京浜㈱扇島中給油所 川崎区 扇島１－１ 71
16 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４－１６ 714ﾛ 714 900 ○ ○
17 東京電力パワーグリッド㈱　扇島抜油施設 川崎区 扇島４番１７号 900 ○
18 ペットリファインテクノロジー㈱ 川崎区 扇町１２－２ 33ｲ 33ﾛ 33ﾊ 33ﾆ 33ﾇ 900 ○
19 三協興産株式会社　本社 川崎区 扇町１２－３ 712ｲ 11ﾊ ○
20 昭和電工㈱川崎事業所 川崎区 扇町５－１ 31ﾊ 24ｲ 24ﾛ 27ｲ 27ﾛ 27ﾇ 他 ○ 〇
21 ㈱中商扇町ＣＲセンター 川崎区 扇町５－１５ 714
22 藤田熱処理㈱ 川崎区 扇町５－７ 63ｲ
23 Ｊ＆Ｔ環境株式会社　川崎エコクリーン 川崎区 扇町６－１２ 74 714ｲ 900 ○ ○
24 三友プラントサービス（株）川崎工場 川崎区 扇町６－１３ 716 ○
25 栄伸産業㈱ 川崎区 扇町６－６ 714ｲ 71 74
26 ㈱高昭産業 川崎区 扇町６－８ 55
27 シンレキ工業株式会社　京浜事業部 川崎区 扇町６番２号 712ｲ ○
28 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 714ｲ
29 フォトショップポニー 川崎区 小田４－１３－１１ 80068 ○
30 ㈱東洋技研 川崎区 小田栄１―９―７ 80065 ○
31 有限会社　川崎ハード 川崎区 鋼管通５－４－１ 80066 ○
32 理研アルマイト工業㈱ 川崎区 桜本２－４４－１ 80065 80066 ○
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(他と表示)

1 日本鋳造㈱　鋳鋼工場（川崎地区） 川崎区 白石町２－１ 61ﾆ 721
2 東亜建設工業㈱東電白石作業所 川崎区 白石町４－２ 721
3 パーカー熱処理工業㈱川崎工場 川崎区 白石町４－４ 900 ○ ○
4 ㈱ネオス川崎工場 川崎区 白石町５－３ 65 63ﾎ ○
5 ㈱アルティフーズ川崎検査センター 川崎区 白石町６－１ 712ｲ
6 ダイエー川崎ＰＣ 川崎区 白石町６－１ 74 72
7 富士電機㈱川崎工場 川崎区 田辺新田１－１ 66 63ｲ 721 63ﾎ 900 ○ ○
8 ＪＦＥ物流㈱渡田地区バスセンター 川崎区 南渡田町１―１ 71
9 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 61ﾊ 61ﾆ
10 ＪＦＥスチール㈱スチール研究所（京浜地区） 川崎区 南渡田町１－１ 712ｲ 65 66 712ﾛ 900 ○ ○
11 ＪＦＥテクノリサーチ㈱（京浜地区） 川崎区 南渡田町１－１ 712ｲ 800712 ○
12 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 800712 ○
13 ＪＦＥ東日本ジーエス㈱京浜事業所 川崎区 南渡田町１番１４号 712ｲ ○
14 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 58ｲ 58ﾆ
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1 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 80065 80063 900 ○ ○
2 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 80065 80063 80066 ○
3 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 80074 800712 ○
4 株式会社東芝研究開発センター 幸区　 小向東芝町１ 800712 ○
5 千鳥旅館 幸区　 下平間１３３ 663ｲ 663ﾛ 663ﾊ
6 キヤノン株式会社　矢向事業所 幸区　 塚越３－４５１ 80065 800712 900 ○ ○
7 三友工業 幸区　 戸手４－１２－２５ 66 ○
8 多摩川サンハイツ 幸区　 戸手４－９－１ 721
9 富士フイルムイメージングプロテック㈱ビックカメララゾーナ川崎サテライト 幸区　 堀川町７２－１　ﾋﾞｯｸｶﾒﾗﾗｿﾞｰﾅ川崎店4階ﾗﾎﾞ室 80068 ○
10 (有)シノザキ写真店 幸区　 南幸町２－１０ 80068 ○
11 キヤノン株式会社　川崎事業所 幸区　 柳町７０－１ 80063 80065 80066 800712 900 ○ ○
12 パレットプラザサウザンド・モール鹿島田店 幸区　 新塚越２０１サウザンド・モール２階 80068 ○
13 ㈱唐沢化学研究所川崎工場 幸区　 南加瀬４－３７－１６ 80037 ○
14 加瀬水処理センター 幸区　 南加瀬４－４０－２２ 73
15 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 800712 ○
16 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 800712 ○
17 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 800712 ○
18 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 800712 ○
19 株式会社伊都研究所　ＡＩＲＢＩＣ 幸区　 新川崎７番７号　ＡＩＲＢＩＣ　Ａ０３ 800712 ○
20 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 800712 900 ○ ○
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1 サントリー商品開発センター 中原区 今井上町１３－２ ○
2 キヤノン株式会社　小杉事業所 中原区 今井上町９番１号 800712 ○
3 ㈱城南カラ－現像所 中原区 今井仲町１８－４ 68 74
4 三菱ふそうトラック・バス㈱ 中原区 大倉町１０ 80065 ○
5 ㈱長保堂 中原区 上小田中２－３－１ 09
6 ㈱戸川鍍金 中原区 上丸子山王町２－１１９８ 80066 80065 80063 ○
7 長谷川香料㈱総合研究所 中原区 苅宿２９－７ 800712 ○
8 フォトプラザクリエイト元住吉 中原区 木月3-10-14 80068 ○
9 (資)永申社 中原区 木月１０２１ 68
10 ㈱内海商店 中原区 木月４－４－ 55
11 日新商事㈱小杉給油所 中原区 小杉町２－２７１－１ 71
12 山下クリーニング店 中原区 下小田中５－４－３４ 67
13 ラベニール鹿島 中原区 下小田中６－２－１５ 721
14 富士油料㈱新城給油所 中原区 下新城１－１２－５ 71
15 ＮＥＣ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 800712 ○
16 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 800712 ○
17 ㈱田原屋新城店 中原区 新城１－５－１２ 721
18 花森クリーニング店 中原区 新城５－４－２３ 67
19 カピトール川崎１ 中原区 新城中町６－２０ 721
20 パレットプラザ新丸子店 中原区 新丸子東１－７７２ 80068 ○
21 パレットプラザ平間駅前店 中原区 田尻町２４ 80068 ○
22 宮松エスオ－シ－（株）川崎工場 中原区 宮内１－２２－７ 55 54ﾊ
23 ㈲第一熱処理 中原区 宮内１－２６－１３ 63ｲ ○
24 ㈲エイワ商事 中原区 宮内１－４－５５ 71
25 冨士防錆株式会社 中原区 宮内１－７－２９ 65 ○
26 髙田テック株式会社　川崎工場 中原区 宮内１－７－３６ 65
27 有限会社三共リブレ 中原区 宮内２－２７－１ 67
28 オリックス自動車㈱Ｒ＆Ｓ中原店 中原区 宮内２－３１－１ 71
29 堀口電化㈱ 中原区 宮内２－３１－１２ 65 66 63ﾎ ○
30 等々力水処理センター 中原区 宮内３－２２－１ 73
31 ㈲シルバー 中原区 上小田中２－５－２９ 66 65 ○
32 ５５ステーション　武蔵中原店 中原区 上小田中４－２－１ビーンズ武蔵中原内 80068 ○
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 川崎市立井田病院 中原区 井田２－２７－１ 682ｲ 682ﾛ 682ﾊ ○
2 ５５ステーション　元住吉店 中原区 木月１丁目２４番１２号 80068 ○
3 ㈲第一鍍金工業 中原区 西加瀬１０－２５ 80066 80065 ○
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 （仮称）株式会社青山　新工場 高津区 宇奈根716-2、720-1 665
2 ㈲中野島建材 高津区 宇奈根６９１－９ 55
3 京浜フジ商事宇奈根工場 高津区 宇奈根７１０－１０ 67
4 ㈱常光・東京技術研究所 高津区 宇奈根７３１－１ 712ｲ ○
5 クリーニンググッド高津工場 高津区 宇奈根７３６ 67
6 ㈱シナジー 高津区 宇奈根７５５ 67
7 伸工化学工業㈱ 高津区 宇奈根７５５ 65 66 715 ○
8 ㈲めぐみ塗装工業所 高津区 宇奈根７５６ 65
9 溝口瀬谷レミコン㈱溝ノ口レミコン工場 高津区 宇奈根７６４ 55
10 穂高株式会社　神奈川寝具工場 高津区 高津区宇奈根７４５－２－２ 67
11 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 68 67
12 ㈲新栄観光 高津区 上作延４９６ 68
13 ㈱サンオータス上作延ＳＳ 高津区 上作延字南原７３２－５ 71
14 ㈱青山　多摩川工場 高津区 久地１５６－１ 665
15 井筒まい泉㈱高津工場 高津区 久地３丁目４番１４号 665
16 カメイ㈱久地ＳＳ 高津区 久地７７０ 71
17 ㈱ロック・フィールド 高津区 久地８１６－１ 665
18 神奈川秩父レミコン株式会社 高津区 久地８４５－１ 55
19 株式会社ミツトヨ本社 高津区 坂戸１－２０－１ 53ｲ 63ｲ 63ﾎ 900 ○ ○
20 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 800712 900 ○ ○
21 ㈱ケイエスピーコミュニティ 高津区 坂戸３－２－１ 74 ○
22 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３－２－１ 712ｲ ○
23 ユニリーバ・ジャパン研究開発センター 高津区 坂戸３－２－１ 712ｲ
24 ㈱ホテルケイエスピーレストラン 高津区 坂戸３－２－１ 666
25 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 800712 ○
26 日本特殊コーティング(株)神奈川研究開発センター 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｃ棟１２階　１２２５ 712ｲ ○
27 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　※ 800712 ○
28 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 800712 ○
29 ㈱ニコン・エシロール　開発本部 高津区 坂戸３－２－１　ＫＳＰ　Ｒ＆Ｄ　Ｄ１１３７ ○
30 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 712ｲ ○
31 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 712ｲ ○
32 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 712ｲ ○
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 葉隠勇進㈱ウィズ・ア・スマイル 高津区 坂戸３－２－１西棟５階 666
2 旭クリーニング 高津区 坂戸３－４－１７ 67
3 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 800712 ○
4 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 800712 ○
5 ㈱木所本社給油所 高津区 下作延１４１ 71
6 写真小屋山ちゃん 高津区 下作延２－４－５ 68 ○
7 高津保健所 高津区 下作延２－８－１ 712ｲ
8 ㈲メトロランドリー 高津区 下作延３－１８－５１ 67
9 トヨタカローラ神奈川㈱溝ノ口店 高津区 下作延４－９－７ 71
10 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 71
11 東日本三菱自動車販売㈱中古車事業本部 高津区 下作延６－３２－１ 71
12 東日本三菱自動車販売㈱津田山店 高津区 下作延６－３２－６ 71
13 福島屋 高津区 下作延６５３ 17
14 中屋豆腐店 高津区 下作延９０８ 17
15 日本プロセス秀英堂株式会社 高津区 下野毛１－２－１９ 232ﾛ
16 ㈱興和 高津区 下野毛１－６－１６ 65
17 ㈱ソノコム玉川工場 高津区 下野毛１－６－３４ 232ｲ 65 66 ○
18 光明理化学工業㈱玉川事業所 高津区 下野毛１－８－２８ 27ﾛ 27ﾇ ○
19 石原クリーニング㈱ 高津区 下野毛２－１－２
20 医療法人社団ハートフル川崎病院 高津区 下野毛２－１－３ 682ﾛ 682ｲ 682ﾊ
21 ㈱旺電舍下野毛工場 高津区 下野毛２－１１－３１ 66 63ﾎ 900 ○ ○
22 ㈲八城製作所 高津区 下野毛３－１１－３１ 65
23 あゆみ製薬㈱多摩川工場 高津区 下野毛３－１３－１ 712ｲ ○
24 キヤノン株式会社　玉川事業所 高津区 下野毛３－１６－１ 712ｲ
25 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 65
26 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 47ﾛ 47ﾎ
27 株式会社　誠屋　総合工場 高津区 久本３－１２－１８ 67
28 イトキン株式会社 高津区 久本３－１２－５ 63ﾎ
29 内藤電誠工業㈱溝口工場 高津区 久本３－９－２５ 712ｲ 900 ○ ○
30 富士喜豆腐店 高津区 二子１－１０－１６ 17
31 稲田屋豆腐店 高津区 二子１－８－５６ 17
32 大岩豆腐店 高津区 二子６－７－１ 17
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 高津区 溝口１－１６－７ 67 68
2 共栄ハイクリーナー 高津区 溝口２－１３－２５ 67
3 ㈱高津ホテル 高津区 溝口４－９－５ 663ｲ 663ﾛ 663ﾊ
4 寺内クリーニング店 高津区 溝口５－２２－１５ 67
5 ㈱関東宇佐美　溝の口給油所 高津区 溝口６－１０－１５ 71
6 関東礦油㈱北見方 高津区 北見方１－２３－３ 71
7 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 66 ○
8 大栄パーカー㈱ 高津区 北見方３－８－８ 65 ○
9 ㈱池田屋北見方第二給油所 高津区 北見方３－９－８ 71
10 有限会社ライトウィン 高津区 諏訪１－２４－２２ 65 ○
11 今井クリーニング 高津区 諏訪１－３－６ 67 ○
12 中央化学ドライクリーニング 高津区 諏訪２－１１－６ 67
13 (有)山下鍍金工場 高津区 諏訪２－２－８ 65 66 63ﾎ 715 ○
14 ㈲吉野商会 高津区 諏訪３－３－１ 67
15 株式会社高津石油 高津区 二子３－２９－５ 71
16 帝京大学医学部附属溝口病院 高津区 二子５－１－１ 682ｲ 682ﾛ 682ﾊ ○
17 ㈲有冨鍍金工業 高津区 二子６－１１－２５ 66 65 ○
18 ㈲藤江染工場 高津区 溝口３－２４－２８ 19ｲ 19ﾄ
19 帝京大学溝口研究棟 高津区 溝口３－８－３ 712ｲ
20 東急バス㈱高津営業所 高津区 溝口５－１４－１ 71
21 大井光機㈱本社工場 高津区 溝口６－１７－１８ 53ｲ 715 716 ○
22 ㈱多摩　川崎工場 高津区 久地２－６－１０ 55 54ﾊ
23 穂高㈱ポニークリーニング高津工場 高津区 久地３－７－１５ 67 ○
24 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 65 66 ○
25 高山クリーニング 高津区 子母口１７４ 67
26 ㈱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 71
27 クリーン石油販売㈱子母口給油所 高津区 子母口５７３ 71
28 ホワイト急便川崎工場 高津区 子母口９７７ 67
29 ㈱メック 高津区 新作１―１７―６ 63ﾎ
30 橘処理センター 高津区 新作１－２０－１ 713 71 900 ○ ○
31 (有)石川商店　溝ノ口工場 高津区 新作１－６－４ 55
32 中屋豆腐店 高津区 新作３―１７―１ 17
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 関東礦油㈱溝の口ＳＳ 高津区 新作４－１３－１５ 71
2 ㈱高津石油末長給油所 高津区 末長１０６０ 71
3 フォト・ワン梶ヶ谷店 高津区 末長１２０－２寿美家ビル 68 ○
4 高忠染工場 高津区 末長１２９３－９ 19ﾄ
5 幸伸クリーニング 高津区 末長１３４８ 67
6 ランドリー白青舎 高津区 末長１３５ 67
7 東京とうふセンター 高津区 末長２ 17
8 パールクリーニング 高津区 千年５９４ 67
9 ㈲チトセ 高津区 千年７８７ 65 ○
10 北海クリーニング 高津区 千年８２４ 67
11 橘石油㈱ 高津区 千年８３０ 71
12 やまもとクリーニング 高津区 野川３６２４―１ 67
13 ㈲堀川商店 高津区 野川３７１８ 71
14 クリーニング　アサヒ 高津区 野川３７３４―５ 67
15 菅谷生洗工場 高津区 久末１１５２－２ 67
16 丸栄建材株式会社 高津区 久末１１７５、１１７８ 55
17 森清一 高津区 久末１５００ 012ｲ
18 大和クリーニング店 高津区 久末１８９４ 67
19 森石油㈱久末給油所 高津区 久末５ 71
20 介護老人保健施設ベルサンテ 高津区 久末７０３－４ 721
21 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 712ｲ ○
22 株式会社　エリートドライ宮本 高津区 末長４－２７－６ 67 ○
23 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 55
24 サンランドリー 高津区 東野川１－１３－１４ 67
25 ハイホーム鷺沼東 高津区 東野川２－２３－１ 721
26 芳賀建材工業株式会社 高津区 久地２－３－３５ 55 54ﾊ
27 日産プリンス神奈川販売㈱野川店 高津区 野川３６１４－１ 71

特定
施設
３

特定
施設
１

特定
施設
２

特定
施設
４

特定
施設
５

特定
施設
６

有害物質
使用特定
施設

有害物質
貯蔵指定
施設

14 ページ



　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 ㈱ホンダカーズ神奈川北　鷺沼店 宮前区 有馬１－２４－１３ 71
2 ㈲名古屋石油有馬Ｓ／Ｓ 宮前区 有馬２－１０－１２ 71
3 ネッツトヨタ横浜株式会社マイネッツ鷺沼 宮前区 有馬３－３－６ 71
4 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 80068 ○
5 中沢クリーニング 宮前区 有馬６―４―６ 67
6 ㈱光神セルフ有馬 宮前区 有馬９－３－１０ 71
7 ㈱ＥＮＥＯＳフロンティアＤｒ．Ｄｒｉｖｅ梶ヶ谷店 宮前区 梶ヶ谷１－１５ 71
8 ㈱トリコ　川崎工場 宮前区 梶ヶ谷１－４ 715 ○
9 東京地下鉄㈱鷺沼車庫 宮前区 小台１－１８－１０５ 71
10 鷺沼興業㈱ 宮前区 鷺沼１－１１－２ 721
11 ライオンズマンション鷺沼第５ 宮前区 鷺沼４－１６－８ 721
12 ネッツトヨタ横浜㈱マイネッツ宮前平 宮前区 土橋１－１５－１ 71
13 トヨタモビリティ神奈川宮前平店 宮前区 土橋１－１５－２ 71
14 株式会社ヤナセ　東名川崎支店 宮前区 土橋一丁目１４－６ 71
15 ㈱ミツル光学研究所 宮前区 土橋２－１－６ 53ｲ
16 東洋石油販売㈱ニュー東名川崎 宮前区 土橋２－１１－１１ 71
17 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 71
18 ㈱丸八 宮前区 土橋３―１０―１８ 67
19 カーサ鷺沼 宮前区 土橋３－３－２ 721
20 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 71
21 ウエインズインポート㈱アウディ東名川崎 宮前区 土橋４－１４－１ 71
22 ホテルバリアンリゾート東名川崎店 宮前区 土橋４－１４－３ 663ｲ 663ﾊ 72
23 マツダアンフィニ横浜　東名川崎店 宮前区 土橋６－１０－３ 71
24 関東礦油株式会社　セルフ野川ＳＳ 宮前区 野川１２７ 71
25 ㈲野川兼六舎 宮前区 野川１４２４ 67 ○
26 洗車ＣＬＵＢ　ＳＯＵ・ＳＨＯＵ２号店 宮前区 野川２２１２ 71
27 ブラザークリーニング 宮前区 野川３４４５ 67
28 紀の国豆腐店 宮前区 野川５３８ 17
29 フォトスタジオ野川 宮前区 野川７５８ 80068 ○
30 帝京大学生物工学研究センタ－ 宮前区 野川９０７ 712ｲ
31 ダイヤモンドクリーニング 宮前区 東有馬１－２－１２ 67
32 豊栄クリーニング 宮前区 東有馬２－６－４ 67
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 クリ－ナ－ズ・アイドル有馬 宮前区 東有馬３－１９－３ 67
2 有馬療養温泉 宮前区 東有馬３－５－３１ 663ｲ 663ﾛ 663ﾊ
3 日吉電装㈱宮前グループ 宮前区 馬絹２８７８－２ 715 ○
4 くわばらクリーニング 宮前区 馬絹４－１－２８ 67
5 落合クリーニング 宮前区 馬絹４－１９－６ 67
6 富士クリーニング商会 宮前区 馬絹５－１５－５ 67
7 （株）北村商店馬絹給油所 宮前区 馬絹６０３ 71
8 ひげたクリーニング店 宮前区 宮崎１７０―３ 67
9 宮崎台南シティハウス 宮前区 宮崎１－８－２２ 721
10 ㈱和泉商会宮崎台給油所 宮前区 宮崎５―１４―８ 71
11 宮前保健所 宮前区 宮前平２－２０－５ 712ｲ
12 ㈱ＪＯＭＯネット川崎インター店 宮前区 犬蔵１―２５―１４ 71
13 モーテル東名 宮前区 犬蔵１―６―５７ 663ｲ 663ﾊ
14 ホテルオロ 宮前区 犬蔵１―６―６０ 663ｲ 663ﾊ
15 ㈲柴原石油東名川崎ＩＣ給油所 宮前区 犬蔵１－８－１５ 71
16 ナガシマ㈱川崎インターサービスステーション 宮前区 犬蔵２－１７－１８ 71
17 かわさき記念病院 宮前区 潮見台２０－１ 682ｲ 682ﾛ 682ﾊ
18 西長沢浄水場 宮前区 潮見台４－１ 642ｲ 642ﾛ 74
19 川崎市水道局潮見台浄水場 宮前区 潮見台４－１ 642ｲ 642ﾛ
20 鈴木豆腐店 宮前区 神木本町１－４－１４ 17
21 ㈱東洋内燃機工業社 宮前区 神木本町２―２０―１ 702
22 三神商事㈱ 宮前区 神木本町２―３―６ 71
23 猿橋商事㈱ 宮前区 菅生１―２―２３ 71
24 蟹江歯車工業㈱川崎事業部 宮前区 菅生１－２－１ 63ｲ
25 ㈱ＬＳＩメディエンス　川崎ラボラトリー 宮前区 菅生２－１６－１ 800712 ○
26 学校法人聖マリアンナ医科大学 宮前区 菅生２－１６－１ 682ｲ 682ﾛ 712ｲ 682ﾊ ○
27 関東礦油㈱セルフすがお 宮前区 菅生２－９－３ 71
28 菅生クリーニング 宮前区 菅生３―４２―１０ 67 ○
29 ㈱ウィズコーポレーション 宮前区 菅生３－１－３ 232ｲ
30 中屋豆腐店 宮前区 菅生４―１―２８ 17
31 美濃屋豆腐店 宮前区 菅生６―１９―９ 17
32 川崎市交通局鷲ヶ峰営業所 宮前区 菅生ヶ丘４１－１ 71
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 コスモ石油販売㈱S&CCS向ヶ丘SS 宮前区 平１－２－２２ 71
2 ㈱根岸商店 宮前区 平２－１－８ 71
3 マルキクリーニング 宮前区 平３―９―３２ 67
4 鳥羽クリーニング 宮前区 平５―１―１６ 67
5 関東礦油㈱ＳＳ南平台 宮前区 南平台１－６ 71
6 南平豆腐店 宮前区 南平台３－４ 17
7 株式会社アセント　DrDrive　初山給油所 宮前区 初山２－１－１ 71
8 矢沢クリ－ニング店 宮前区 初山２－３－１ 67
9 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１－１－１ 712ｲ ○
10 川崎市中央卸売市場北部市場 宮前区 水沢１－１－１ 692ｲ 692ﾛ 72
11 横浜トヨペット株式会社レクサス東名川崎 宮前区 水沢２－１１－３ 71
12 株式会社ENEOSネット　Dr.Driveひえばら店 宮前区 水沢３－１４－５ 71
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 川崎市上下水道局生田浄水場 多摩区 生田１－１－１ 642ｲ 714ｲ
2 会田クリーニング 多摩区 生田１－１４－２０ 67
3 ㈲河原商店生田給油所 多摩区 生田３－３－３ 71
4 高輪エネルギー㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新生田店 多摩区 生田３－４－７ 71
5 ホテル・イエスタデー 多摩区 宿河原１－１－１３ 663ﾊ
6 川崎市立多摩病院 多摩区 宿河原１－３０－３７ 682ｲ 682ﾊ 682ﾛ ○
7 ㈲ルッククリーニング 多摩区 宿河原２－１２－３ 67
8 ㈱高甚商事 多摩区 宿河原２－３９－１ 71
9 神奈川日産自動車㈱登戸店 多摩区 宿河原２－４２－１０ 71
10 横浜トヨペット㈱登戸店 多摩区 宿河原２－４８－２－１０１ 71
11 白光舎 多摩区 宿河原３－１－７ 67
12 小林クリーニング店 多摩区 宿河原４－２２－３２ 67
13 三河屋 多摩区 宿河原４－２４－２０ 17
14 ネッツトヨタ横浜株式会社　登戸店 多摩区 宿河原６－１８－５ 71
15 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 71
16 ㈱東名クリーニング 多摩区 宿河原６－２３－１０ 67
17 ５５ステーション　京王稲田堤店 多摩区 菅２－１－２８ 68 ○
18 原島クリーニング店 多摩区 菅４－１３－１ 67
19 イワタクリーナー 多摩区 菅北浦２－１－１７ 67 ○
20 廣田豆腐店 多摩区 菅北浦２－１－１８ 17
21 川原クリーニング 多摩区 菅城下２－１３ 67
22 ㈲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 65 ○
23 ㈱ホンダカーズ神奈川北　川崎多摩店 多摩区 菅馬場１－２－１ 71
24 清水クリーニング 多摩区 堰１－５－１８ 67
25 ㈱朝岡商店久地給油所 多摩区 堰２－２－１３ 71
26 ひろせ屋 多摩区 堰３－１０－１８ 17
27 ㈱末吉ネ－ムプレ－ト製作所 多摩区 中野島１６５３ 65 63ﾎ 900 ○ ○
28 クリーニンググッド中野島２号店 多摩区 中野島１－１８－１０ 67 ○
29 ㈲クリーニングハウスカトウ 多摩区 中野島２－１７－２ 67 ○
30 クリーニングほんだ 多摩区 中野島３－３１－３５ 67 ○
31 岩崎クリ－ニング店 多摩区 中野島５－１３－２０ 67
32 秋元豆腐店 多摩区 中野島５－１６－２９ 17
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 ㈲Ｐ．Ｈ．Ｙ 多摩区 中野島５－５－１４ 65
2 ㈲多摩川石油 多摩区 中野島５－６－１０ 71
3 ５５ステーション　中野島店 多摩区 中野島６－２５－１ 68 ○
4 神奈川スバル㈱登戸営業所 多摩区 長尾１－１８－９ 71
5 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 多摩区 長尾６－２１－１ 712ｲ ○
6 長尾小学校 多摩区 長尾７－２８－１ 721
7 河興マンション 多摩区 登戸１６６４ 721
8 川崎市多摩保健所 多摩区 登戸１７７５－１ 712ｲ
9 ㈱登戸石油登戸給油所 多摩区 登戸１７８０ 71
10 ブルーパブ　ムーンライト 多摩区 登戸１８１８ 10ﾛ 10ﾎ
11 ブルーパブ　ムーンライト　多摩店 多摩区 登戸１８２０　藤和第一コーポ‐１０２ 10ﾎ 10ﾛ
12 よしざわ 多摩区 登戸２０５２ 721
13 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 68
14 松の湯 多摩区 登戸２１８６ 721
15 福田屋 多摩区 登戸２２５３ 663
16 柏屋㈱ 多摩区 登戸２４６６ 666
17 ㈲菱三商事 多摩区 登戸２５４ 71
18 白バラランドリー 多摩区 登戸２８３１ 67
19 小田急バス登戸営業所 多摩区 登戸３８１６ 71
20 新雪 多摩区 登戸新町４３５ 663ｲ 663ﾛ 663ﾊ
21 桜井クリーニング商会 多摩区 東生田４－７－３ 67
22 富田屋製麺 多摩区 布田５－１５ 16
23 森山クリーニング 多摩区 枡形２－２３―１９ 67
24 オオタニクリーニング 多摩区 枡形３－２－１ 67 ○
25 有限会社　相模屋 多摩区 枡形３－５―４ 67
26 川崎市日本民家園内伝統工芸館 多摩区 枡形７－１－３ 19ﾄ
27 サカイヤ商会 多摩区 生田５－２－１３ 67 ○
28 おぎの豆腐店 多摩区 生田７－７－１ 17
29 成城ドライクリーニング 多摩区 生田７－７－２ 67
30 鈴川屋豆腐店 多摩区 長沢１－１０－２１ 17
31 ㈱ＪＯＭＯネット南関東　生田長沢ＳＳ 多摩区 長沢４－２－２ 71
32 クリーニンググッド長沢店 多摩区 長沢４－２５－６ 67 ○
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 ㈱和光長沢プラント 多摩区 長沢４－３７－８ 67
2 ㈱つくば商会生田営業所 多摩区 西生田２－１－３１ 67 ○
3 川崎交通産業株式会社 多摩区 西生田２－７－２０ 71
4 高輪エネルギー㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ生田店 多摩区 西生田２－７－４ 71
5 谷原クリーニング 多摩区 西生田３－２３－４ 67
6 松川屋豆腐店 多摩区 西生田３－９－１９ 17
7 白興舎 多摩区 西生田４－１２－２０ 67 ○
8 （医）新光会生田病院 多摩区 西生田５－２４－１ 682
9 クリーニングまつむら 多摩区 西生田５－２７－１２ 67
10 明治大学生田キャンパス 多摩区 東三田１－１－１ 712ｲ 74 ○
11 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 800712 ○
12 川崎市上下水道局長沢浄水場 多摩区 三田５－１－１ 642ｲ 642ﾛ 74
13 コスモ百合ヶ丘ヒルズ 多摩区 南生田４－２４－１ 721
14 長沢クリーニング 多摩区 南生田５－２－５ 67
15 いとう屋クリーニング 多摩区 南生田６－９－１ 67
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 王禅寺処理センター 麻生区 王禅寺１２８５ 713 900 ○ ○
2 東急バス㈱虹が丘営業所 麻生区 王禅寺９６３－８ 71
3 三陽クリーニング 麻生区 王禅寺西３－１０－１０ 67
4 三和クリーニング 麻生区 王禅寺西８－２５－１ 67 ○
5 バルクレンタカーアンドセールス株式会社 麻生区 麻生区王禅寺７６６ 71
6 ㈲松川商会 麻生区 岡上１６２４－７０ 67
7 ㈱カジノヤ 麻生区 岡上４８８－１ 17
8 ルピナス鶴川サウスステ－ジ 麻生区 岡上字川内４２－２ 721
9 川崎田園都市病院 麻生区 片平１７８２ 682ｲ 682ﾊ 682ﾛ
10 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 71
11 神奈川スバル株式会社　新百合ヶ丘店 麻生区 片平1-4-20 71
12 ネッツトヨタ神奈川株式会社　新百合ヶ丘店 麻生区 片平１－５－５ 71
13 ㈱シュテルン世田谷　メルセデス・ベンツ新百合ヶ丘 麻生区 麻生区片平１丁目５番１６号 71
14 ㈲第一タオル 麻生区 片平４－２１－４ 67
15 卯月クリーニング 麻生区 上麻生６８ 67
16 横浜トヨペット（株）新百合ヶ丘店 麻生区 上麻生1-18-2 71
17 中島ビル 麻生区 上麻生１－１－１～3 663ｲ 663ﾊ
18 出光興産（株）新百合ヶ丘ＳＳ 麻生区 上麻生４－１８－１３ 71
19 飯草政治 麻生区 栗木１－１－１２ 012ｲ
20 ㈱商船三井技術研究所 麻生区 栗木２－２－８ 712ｲ
21 市川　国光 麻生区 黒川１５３１ 012ﾛ
22 物産共石㈱若葉台サービスステーション 麻生区 黒川５５８－１ 71
23 小田急バス㈱若葉台営業所 麻生区 黒川５６４－１ 71
24 京王若葉台駅 麻生区 黒川６０９ 721
25 明治大学黒川農場 麻生区 黒川字明坪２０６０－１ 012ｲ 712ｲ ○
26 川崎市柿生学園 麻生区 五力田２－２０－１０ 67
27 福原クリーニング 麻生区 下麻生１－３０－１０ 67
28 ㈲青戸建材店 麻生区 下麻生２－３３－６ 55
29 ㈱協和工業 麻生区 下麻生２－４－１５ 65 ○
30 （株）花島商事　下麻生給油所 麻生区 下麻生２－４－６ 71
31 株式会社横山生コンクリート 麻生区 高石１丁目２４番５ 55
32 中央シェル石油㈱百合丘ＳＳ 麻生区 高石３－１０－１６ 71
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　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 スカイクリーナー 麻生区 高石３－１０－８ 67
2 富士ランドリー 麻生区 高石３－２６－５ 67
3 読売ランド駅前Ｓ．Ｓ 麻生区 高石３－３２－１ 71
4 有限会社池原洗濯総本店 麻生区 多摩美１－１４－７ 67
5 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 71
6 クリーニング池原東百合丘店 麻生区 東百合丘４－１９－１ 67
7 トヨタカローラ神奈川（株）新百合丘店 麻生区 古沢70-１ 71
8 水野クリーニング 麻生区 古沢１９９ 67
9 ㈱ＭＩＣ　新百合ヶ丘給油所 麻生区 古沢３０－３ 71
10 神奈川日産自動車㈱百合ヶ丘店 麻生区 古沢８０ 71
11 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２５５ 682ｲ 682ﾛ 682ﾊ ○
12 株式会社ファイブスター東名横浜Ｊｅｅｐ新百合ヶ丘 麻生区 麻生区古沢87-4 71
13 芝ランドリー 麻生区 細山３－１７－１ 67
14 ㈲草月 麻生区 細山４－２４－２１ 663ｲ 663ﾊ
15 フジカラ－パレットプラザ新百合ケ丘店 麻生区 万福寺１－１７－１小田急アコルテ新百合ケ丘北館３ 68
16 麻生保健所 麻生区 万福寺１－５－１ 712ｲ
17 木内油業㈱　新百合ケ丘給油所 麻生区 万福寺１－８－５ 71
18 ハリウッド　コスメティックス多摩研究所 麻生区 南黒川１２－１ 712ｲ 46ｲ ○
19 ㈱サンアロマ　東京営業所 麻生区 南黒川５－２ 712ｲ
20 ㈲白井クリーニング 麻生区 百合丘２－３－４ 67
21 スピードクリーニングオオタニ 麻生区 百合丘２－７－３ 67
22 高砂交通株式会社本社営業所 麻生区 上麻生５－４５－４７ 71
23 有限会社ビーマックス　川崎支店 麻生区 栗木２－２－６ 67
24 ㈱ティーエム加工本社工場 麻生区 栗木２－２－９ 712ｲ
25 ㈲ホワイト急便たまがわ栗木工場 麻生区 栗木２－３－１ 67
26 荏原実業㈱中央研究所 麻生区 栗木２－３－１０ 712ｲ ○
27 荏原実業株式会社　環境計測技術センター 麻生区 栗木２－３－１２ 712ｲ
28 株式会社ＪＣＵ　総合研究所 麻生区 栗木２－４－３ 712ｲ 65 66 900 ○ ○
29 キヤノンアネルバ㈱本社 麻生区 栗木２－５－１ 712ｲ 900 ○ ○
30 ㈱岡部工具製作所 麻生区 栗木２－６－６ 63ｲ
31 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 65 712ｲ 900 ○ ○
32 ㈱オプトランス第二工場 麻生区 栗木２－７－８ 63ﾎ 900 ○ ○

特定
施設
３

特定
施設
４

特定
施設
５

特定
施設
６

有害物質
使用特定
施設

有害物質
貯蔵指定
施設

特定
施設
１

特定
施設
２

22 ページ



　区 　所在地 それ以上

(他と表示)

1 川崎市北部学校給食センター 麻生区 麻生区栗木２丁目８番３号 664
2 麻生水処理センター 麻生区 上麻生６－１５－１ 73
3 ㈱橋場商店柿生給油所 麻生区 上麻生７－２－１３ 71
4 新洋舎クリーニング店 麻生区 王禅寺東５－５０－３４ 67
5 ㈲クリエート多摩 麻生区 片平６－３－１８ 67
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