
指定
番号 商号又は名称 郵便番号 営業所所在地 電話番号

【001】 猪瀬建設株式会社 210-0835 川崎市川崎区追分町1番13号 044-333-3967

【004】 株式会社協和日成神奈川支店 213-0013 川崎市高津区末長4丁目7番8号 044-829-3316

【008】 有限会社杉下工務店 210-0805 川崎市川崎区伊勢町20番9号 044-222-3319

【015】 株式会社碓井設備 210-0012 川崎市川崎区宮前町8番39号 044-244-8576

【023】 川本工業株式会社川崎支店 210-0002 川崎市川崎区榎町5番13号小林ﾋﾞﾙ 044-233-3584

【024】 株式会社折原設備工務店 210-0846 川崎市川崎区小田3丁目9番5号 044-333-1867

【034】 本田工業株式会社 212-0003 川崎市幸区小向町3番15号 044-555-3741

【039】 有限会社山口工務店 210-0012 川崎市川崎区宮前町3番10号 044-222-3491

【043】 株式会社千年水道工業所 213-0026 川崎市高津区久末1288番地 044-766-9234

【053】 有限会社本間工業所 211-0013 川崎市中原区上平間1132番地 044-511-6276

【056】 株式会社三興水道商会 211-0005 川崎市中原区新丸子町716番地 044-722-3390

【066】 有限会社菱沼工業所 210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目8番5号 044-288-0739

【067】 有限会社小西水道工業所 211-0011 川崎市中原区下沼部1774番地 044-411-7019

【069】 有限会社東栄設備工業所 210-0847 川崎市川崎区浅田3丁目16番11号 044-329-1110

【071】 住吉工務店 211-0025 川崎市中原区木月3丁目50番19号 044-411-7096

【076】 有限会社広瀬工業所 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1丁目15番9号 044-322-5462

【078】 有限会社原島工業所 214-0037 川崎市多摩区西生田2丁目14番21号 044-955-8118

【081】 株式会社成田水道工務店 211-0021 川崎市中原区木月住吉町6番24号 044-422-3975

【082】 株式会社稲田水道工務店 214-0003 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目1番32号 044-944-6028



【083】 追川建設株式会社 214-0032 川崎市多摩区枡形4丁目10番5号 044-933-1641

【091】 株式会社伸栄工事 212-0055 川崎市幸区南加瀬4丁目16番32号 044-588-7344

【094】 有限会社佐藤水道工務店 211-0041 川崎市中原区下小田中4丁目22番16号 044-766-8475

【096】 有限会社菊田工業所 210-0813 川崎市川崎区昭和2丁目10番7号 044-266-8033

【097】 有限会社前川設備工業所 210-0843 川崎市川崎区小田栄1丁目11番4号 044-333-8236

【102】 株式会社高村工務店 212-0057 川崎市幸区北加瀬3丁目11番46号 044-411-5447

【103】 株式会社一本松工業 215-0021 川崎市麻生区上麻生5丁目45番16号 044-988-0116

【104】 大同産業株式会社 212-0052 川崎市幸区下平間280番地ﾗ･ｶﾞｲｱ3F 044-544-5185

【107】 株式会社笠倉工業 212-0026 川崎市幸区紺屋町9番地 044-511-4319

【110】 株式会社吉浜工業所 210-0806 川崎市川崎区中島2丁目13番1号 044-244-5118

【111】 有限会社大貫工務店 214-0021 川崎市多摩区宿河原2丁目14番5号 044-911-3514

【115】 有限会社菅生工務店 216-0015 川崎市宮前区菅生2丁目6番3号 044-977-2302

【117】 有限会社堀一設備 211-0064 川崎市中原区今井南町4番1号 044-711-9105

【121】 有限会社丸菱管設 212-0055 川崎市幸区南加瀬4丁目21番18号 044-599-3878

【122】 有限会社清水設備 213-0001 川崎市高津区溝口4丁目2番15号 044-811-1919

【123】 株式会社タイトー 216-0001 川崎市宮前区西野川3丁目17番24号 044-755-4456

【125】 有限会社吉浜設備 212-0054 川崎市幸区小倉3丁目2番10号 044-588-0334

【126】 横山設備工業株式会社 211-0013 川崎市中原区上平間1700番地269 044-555-2070

【132】 有限会社逸見工業 210-0831 川崎市川崎区観音1丁目15番2号 044-288-4617

【134】 有限会社生田衛生設備 215-0011 川崎市麻生区百合丘1丁目5番地5号 044-966-0268



【146】 有限会社五十嵐設備工業所 213-0025 川崎市高津区蟹ケ谷146番地 044-777-3250

【148】 玉井設備工業株式会社 213-0023 川崎市高津区子母口1036番地 044-755-3806

【149】 荻原住宅設備機器株式会社 211-0053 川崎市中原区上小田中6丁目23番33号 044-711-8811

【152】 有限会社荻野設備工業 216-0015 川崎市宮前区菅生3丁目34番8号 044-977-8460

【153】 有限会社石川設備工業所 216-0044 川崎市宮前区西野川3丁目33番29号 044-755-5507

【154】 株式会社百合ヶ丘設備工業 215-0003 川崎市麻生区高石1丁目21番9号 044-954-2736

【158】 株式会社富士設備 211-0041 川崎市中原区下小田中5丁目14番1号 044-755-7200

【162】 啓友設備株式会社 216-0002 川崎市宮前区東有馬2丁目12番2号 044-854-0097

【165】 株式会社松井工務店 211-0013 川崎市中原区上平間393番地 044-522-2855

【168】 崎東水道工業株式会社 214-0035 川崎市多摩区長沢1丁目6番23号 044-977-4049

【169】 株式会社田中工業 214-0022 川崎市多摩区堰3丁目5番6号 044-822-4273

【172】 株式会社吉忠商会 216-0033 川崎市宮前区宮崎3丁目11番地1 044-866-4353

【175】 株式会社首都圏施設サービス 215-0025 川崎市麻生区五力田3丁目6番地3号 044-955-1156

【177】 株式会社丸一設備 210-0826 川崎市川崎区塩浜3丁目16番11号 044-281-1530

【179】 有限会社川辺工業 213-0032 川崎市高津区久地1丁目4番11号 044-833-4538

【185】 麻生建設株式会社 215-0021 川崎市麻生区上麻生6丁目13番13号 044-987-9370

【186】 有限会社菊池工務店 214-0013 川崎市多摩区登戸新町133番地 044-911-4604

【187】 株式会社フルヤテクノ 216-0002 川崎市宮前区東有馬4丁目11番1号 044-948-8823

【188】 有限会社小林設備工業 214-0022 川崎市多摩区堰2丁目11番43号 044-844-0311

【196】 協伸工業有限会社 212-0004 川崎市幸区小向西町4丁目57番地 044-544-6719



【197】 株式会社藤森工業 212-0006 川崎市幸区遠藤町32番7 044-541-3517

【198】 株式会社共栄器材 214-0038 川崎市多摩区生田1丁目8番25号 044-944-1107

【199】 株式会社スガオ施工 216-0011 川崎市宮前区犬蔵1丁目37番15号 044-977-3826

【201】 有限会社大坂設備 216-0022 川崎市宮前区平6丁目4番48号 044-852-3971

【205】 有限会社山崎設備工業 214-0008 川崎市多摩区菅北浦2丁目13番12号 044-944-9255

【216】 有限会社タカハシ設備工業 216-0044 川崎市宮前区西野川3丁目12番13号 044-755-4448

【217】 日新工業株式会社 215-0023 川崎市麻生区片平5-9-6青葉201 044-955-1155

【218】 有限会社さかい管工 213-0025 川崎市高津区蟹ケ谷258番地7 044-777-1084

【220】 有限会社中水工業 212-0004 川崎市幸区小向西町2丁目34番地1 044-522-7792

【225】 株式会社坂本商会 211-0041 川崎市中原区下小田中6丁目9番33号 044-752-0560

【229】 日化設備工業株式会社川崎支店 211-0012 川崎市中原区中丸子461番地 044-422-5451

【231】 有限会社大進設備 215-0012 川崎市麻生区東百合丘4丁目11番13号 044-966-8889

【237】 有限会社相澤設備工業 212-0052 川崎市幸区古市場1丁目7番地6 044-511-4619

【241】 株式会社エーケン 216-0031 川崎市宮前区神木本町2丁目9番10号 044-852-6505

【242】 有限会社新設備 212-0055 川崎市幸区南加瀬3丁目8番32号 044-599-9351

【248】 株式会社ミヅサワ住設 213-0035 川崎市高津区向ケ丘166番地4 044-888-9753

【255】 株式会社鶴川設備工業川崎営業所 215-0027 川崎市麻生区岡上3丁目17-20 044-989-3663

【256】 有限会社阿部設備 213-0002 川崎市高津区二子3丁目34番10号 044-822-6043

【258】 明和工業株式会社 212-0026 川崎市幸区紺屋町40番地4 044-541-1315

【264】 有限会社ハマダ管工 216-0042 川崎市宮前区南野川3丁目30番28号 044-799-1800



【268】 株式会社丸栄建設 214-0035 川崎市多摩区長沢4丁目18番6号 044-976-0863

【271】 熱研プラント工業株式会社 216-0006 川崎市宮前区宮前平3丁目2番地13 044-854-5511

【273】 株式会社ミカセ 211-0012 川崎市中原区中丸子267番地3 044-411-0660

【277】 株式会社フレックスエンジニアリング 214-0014 川崎市多摩区登戸357番地 044-932-8622

【279】 有限会社寺嶋設備工務店 216-0031 川崎市宮前区神木本町3丁目3番17号 044-857-8891

【300】 株式会社原設備工業 216-0033 川崎市宮前区宮崎5-3-32 044-855-3067

【301】 山田教幸水道事務所 216-0022 川崎市宮前区平5-1-2美里リバーサイドB203 044-888-4959

【302】 川又電機工事株式会社 210-0831 川崎市川崎区観音2-9-3 044-277-3834

【303】 有限会社渡辺工業 213-0034 川崎市高津区上作延906-20 044-856-6461

【312】 有限会社丸善興業 213-0023 川崎市高津区子母口510-5 044-754-7398

【313】 株式会社エー・エム・シー 213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷5-6-20 044-888-4611

【314】 有限会社片柳設備 210-0847 川崎市川崎区浅田1丁目3番9号 044-355-4288

【316】 有限会社佐藤工業所 216-0006 川崎市宮前区宮前平3-10-9 044-877-4751

【317】 有限会社大輝 213-0013 川崎市高津区末長1-45-31-101 044-853-2005

【319】 有限会社大生エンジニアリング 215-0016 川崎市麻生区早野425 044-980-0374

【330】 株式会社笹久保建設 214-0038 川崎市多摩区生田3-2-27 044-933-0520

【373】 有限会社内藤設備 210-0846 川崎市川崎区小田1丁目32番12号 044-355-3030

【381】 有限会社セイワコーポレーション 216-0044 川崎市宮前区西野川3丁目27番13号 044-788-0149

【382】 株式会社志岐工事 212-0054 川崎市幸区小倉2丁目10番4号 044-588-4499

【388】 日東工業株式会社 213-0022 川崎市高津区千年979番地1 044-753-2016



【396】 アクアテック有限会社 211-0051 川崎市中原区宮内2丁目8番13号-1号 044-752-3231

【407】 有限会社長尾設備 214-0023 川崎市多摩区長尾7丁目3番6-101号 044-922-3849

【414】 京急電機株式会社 210-0022 川崎市川崎区池田2丁目2番3号 044-322-7191

【431】 三田調温工業株式会社 215-0021 川崎市麻生区上麻生3丁目16番12号 044-965-2622

【451】 高田設備株式会社 215-0001 川崎市麻生区細山7丁目11番26号 044-969-3790

【454】 有限会社コスモ企画 212-0058 川崎市幸区鹿島田1丁目21番1号KIRORO2番館 044-542-2150

【459】 有限会社サンオポライト 210-0826 川崎市川崎区塩浜1丁目5番4号 044-270-5904

【464】 有限会社井上ラジオ店 216-0003 川崎市宮前区有馬2丁目11番3号 044-866-3278

【468】 有限会社小川水道 215-0023 川崎市麻生区片平2丁目24番11号よしみﾊｲﾂ101 044-981-0360

【471】 有限会社国府田設備 213-0015 川崎市高津区梶ケ谷6丁目13番地71 044-888-8461

【475】 塚田設備株式会社川崎支店 215-0033 川崎市麻生区栗木1丁目24番16号 042-331-4740

【496】 清生土木有限会社 214-0004 川崎市多摩区菅馬場2丁目21番1号 044-944-7543

【504】 株式会社ケイダッシュ 213-0033 川崎市高津区下作延3丁目22-14ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ梶ヶ谷101 044-857-4411

【508】 山下設備 212-0054 川崎市幸区小倉5丁目7番43号 044-599-2319

【510】 株式会社浦野工務店 216-0044 川崎市宮前区西野川1丁目18番44号 044-788-7716

【516】 小田土木株式会社 210-0847 川崎市川崎区浅田2丁目10番11号 044-366-8223

【517】 株式会社ヒロテック・ジャパン 216-0003 川崎市宮前区有馬1丁目1番11号ﾊﾟｽﾄﾗﾙ鷺沼101 044-862-0383

【523】 和光建設株式会社 210-0864 川崎市川崎区池上町4番25号 044-277-3401

【536】 川崎市管工事業協同組合 210-0004 川崎市川崎区宮本町5番地5 044-222-7700

【537】 株式会社井口設備工業 213-0023 川崎市高津区子母口421-101 044-751-6276



【539】 有限会社エムワイ 213-0022 川崎市高津区千年725番地 044-766-6396

【550】 有限会社サイトー工業 216-0015 川崎市宮前区菅生4丁目14番35-2号 044-976-8835

【592】 有限会社藤設備工業 216-0044 川崎市宮前区西野川1丁目26番26号 044-799-5925

【603】 有限会社富士総業 213-0026 川崎市高津区久末534番地8 044-755-7568

【607】 株式会社研空社 214-0021 川崎市多摩区宿河原1丁目20番11号 044-455-7171

【610】 有限会社カシワ商会 212-0005 川崎市幸区戸手1丁目6番9号 044-511-6607

【621】 三武設備工業株式会社 210-0846 川崎市川崎区小田3丁目12番18号 044-366-0348

【635】 株式会社佐原設備 212-0052 川崎市幸区古市場1801番地 044-533-5991

【649】 堀内設備工業有限会社 214-0022 川崎市多摩区堰1丁目17番68号 044-844-5267

【652】 株式会社玉川設備 211-0011 川崎市中原区下沼部1916番地 044-411-5729

【654】 鹿島環境設備株式会社 211-0041 川崎市中原区下小田中6丁目9番33号 044-777-1440

【658】 株式会社サン工営 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西3丁目1番3号 044-954-1901

【659】 八巧機電設備株式会社 210-0852 川崎市川崎区鋼管通5丁目4番2号 044-333-2850

【683】 若松工業 216-0025 川崎市宮前区白幡台1丁目13番地12 ﾛｰﾚﾙ白幡202 044-977-5689

【694】 有限会社湯田工業 210-0014 川崎市川崎区貝塚2丁目2番3-1204号 044-201-2780

【716】 佐舗設備 216-0042 川崎市宮前区南野川1丁目18番14号 044-766-0358

【717】 有限会社エフアイシー 216-0035 川崎市宮前区馬絹2丁目3番1号 044-888-4948

【732】 東都熱工業株式会社 210-0011 川崎市川崎区富士見2丁目5番6号 044-244-7230

【751】 有限会社中嶋設備 216-0005 川崎市宮前区土橋4丁目1番地9 044-789-8190

【757】 有限会社辻設備 210-0802 川崎市川崎区大師駅前2丁目12番21号 044-221-6350



【760】 株式会社ヤマシタ 214-0023 川崎市多摩区長尾3丁目7番11号 044-935-6567

【779】 佐藤設備 215-0024 川崎市麻生区白鳥1-19-15 044-980-1357

【792】 TS設備 211-0051 川崎市中原区宮内3丁目11番5号　ハイツ宮内Ⅲ　202 090-6942-3019

【798】 有限会社ミヤビ 216-0031 川崎市宮前区神木本町3丁目6番37号 044-872-0410

【806】 テクノサービス 215-0035 川崎市麻生区黒川636番地1 向新ﾊｲﾂ101 044-988-5557

【819】 株式会社エコタ 214-0038 川崎市多摩区生田3丁目4番1号 044-281-4820

【825】 青木設備工業 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷3丁目7番3号 044-944-3093

【826】 株式会社モリセツ 214-0001 川崎市多摩区菅3丁目12番25号 044-767-8275

【853】 和設備工業 214-0014 川崎市多摩区登戸303番地 ｳﾞｨｻﾞｰｼﾞｭ登戸303 044-935-0802

【856】 有限会社藤設備 215-0022 川崎市麻生区下麻生3丁目27番29号 044-987-1098

【859】 株式会社幸栄工業 211-0025 川崎市中原区木月3丁目7番1号 044-863-8587

【867】 有限会社中央エアコン 216-0044 川崎市宮前区西野川1丁目20番24号 044-751-5300

【868】 矢島建設工業株式会社 214-0031 川崎市多摩区東生田4丁目8番30号 044-976-0365

【869】 株式会社善立 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷4丁目1番 044-966-1440

【885】 株式会社落合 214-0038 川崎市多摩区生田8丁目5番5号 044-933-1563

【894】 株式会社小野崎電業 210-0835 川崎市川崎区追分町8番14号 044-333-0910

【898】 株式会社シムラ 216-0026 川崎市宮前区初山1丁目24番10号 044-750-0433

【906】 征矢設備 215-0012 川崎市麻生区東百合丘1丁目36番1-2号 044-712-3707

【909】 宝建工業株式会社 212-0057 川崎市幸区北加瀬2丁目5番35号 044-223-6528

【939】 株式会社今村建設 215-0001 川崎市麻生区千代ケ丘5-7-19-B101 044-954-6640



【956】 株式会社プロスパー 214-0021 川崎市多摩区宿河原6丁目26番8号 044-829-6632

【964】 株式会社石塚土木 210-0022 川崎市川崎区池田2丁目4番19号 044-344-5186

【966】 梶浦設備工業 210-0837 川崎市川崎区渡田1丁目9番5-101号 044-589-6955

【969】 株式会社栄建 216-0011 川崎市宮前区犬蔵1丁目6番16-203号 044-742-7560

【986】 株式会社プラマー 212-0025 川崎市幸区古川町190番地1号 044-223-6540

【992】 株式会社北斗工機 215-0001 川崎市麻生区細山4-25-11 044-322-9471

【994】 有限会社新井設備事務所 211-0066 川崎市中原区今井西町17番5-402号ﾚｼｵﾝ武蔵小杉B棟 044-982-3993

【996】 株式会社ミズモリ 214-0003 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3番8号 044-944-2399

【998】 株式会社MARUZEN 213-0023 川崎市高津区子母口510番地5 044-751-5709

【1002】 株式会社由貴工務店 210-0851 川崎市川崎区浜町4-16-8 044-201-8781

【1004】 株式会社吉孝土建 214-0014 川崎市多摩区登戸1768番地 044-911-3527

【1005】 有限会社ひかり建設 214-0014 川崎市多摩区登戸1768番地 044-922-4929

【1007】 株式会社大渕住設 213-0023 川崎市高津区子母口717 044-755-7687

【1012】
東京ガスリビングライン株式会社東京
ガスライフバル川崎 210-0023 川崎市川崎区小川町6番1号 044-210-2626

【1014】
アズビル金門エンジニアリング株式会
社 211-0041 川崎市中原区下小田中2丁目18番1号 044-751-1631

【1018】
東京ガスエスネット株式会社東京ガス
ライフバル川崎北 214-0034 川崎市多摩区三田4丁目2番1号 044-900-3311

【1020】 正宗産業株式会社 210-0834 川崎市川崎区大島5丁目8番13号 044-244-1054

【1025】 有限会社土屋興業 210-0843 川崎市川崎区小田栄1丁目12番15号 044-366-6636

【1026】 洋設備設計事務所 216-0013 川崎市宮前区潮見台14番11-1号 044-976-4328

【1027】 株式会社Polyvalent 210-0822 川崎市川崎区田町2丁目10番12号 044-223-7315



【1028】 株式会社和社工業 212-0002 川崎市幸区小向仲野町4番14号 044-271-6160

【1031】 河合土木株式会社 216-0042 川崎市宮前区南野川1丁目6番3号 044-752-3900

【1034】 有限会社赤神設備工業 214-0004 川崎市多摩区菅馬場2丁目5番3号 044-281-0580

【1048】 株式会社協同設備工業 川崎営業所 214-0001 川崎市多摩区菅3丁目11番3号 ｴｽﾃ稲田堤304 044-455-6502

【1055】 遠藤環衛株式会社 215-0013 川崎市麻生区王禅寺1227番地10 044-955-5740

【1073】 株式会社上栄工業 210-0834 川崎市川崎区大島4丁目1－17パルグランデ101号 044-201-7421

【1074】 株式会社小野塚設備 216-0035 川崎市宮前区馬絹5丁目1番24号 044-982-0350

【1084】 株式会社オーソリティー空調 213-0032 川崎市高津区久地4丁目21番28号 044-813-5256

【1085】 シンレイサービス 215-0003 川崎市麻生区高石4丁目21番2号 044-951-6820

【1091】 株式会社わたなべ 212-0025 川崎市幸区古川町84番地7 044-201-9604

【1094】 株式会社由貴工業 210-0831 川崎市川崎区観音1丁目11番6号 044-280-3307

【1100】 前田興業株式会社 214-0021 川崎市多摩区宿河原3丁目16番66号 044-932-1823

【1111】 タイアップ 212-0012
川崎市幸区中幸町3丁目26番地24
クレッセント川崎タワー1102 044-541-5816

【1112】 三輝工業 216-0001 川崎市宮前区西野川2丁目23番16号 044-799-1778

【1118】 松村建設株式会社 210-0836 川崎市川崎区大島上町22番17号 044-223-9661

【1119】 株式会社ショウエイ 211-0051 川崎市中原区宮内1丁目19番23号 044-589-1601

【1121】 株式会社まり工房 212-0055 川崎市幸区南加瀬5丁目16番18-3号 044-200-4629

【1123】 株式会社高根設備 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西5丁目18番1号 044-988-6912

【1124】 株式会社KEIHIN 210-0837 川崎市川崎区渡田3丁目17番7号 044-333-8867

【1130】 株式会社百合丘リビング 215-0011 川崎市麻生区百合丘1丁目24番地5 044-966-3336



【1143】 KINDLY 210-0806 川崎市川崎区中島2丁目12番3号 044-571-7535

【1150】 株式会社ミタックス 214-0006 川崎市多摩区菅仙谷2丁目23-5 044-945-0255

【1151】 合同会社KEISUIKAI 212-0052 川崎市幸区古市場1819番地 044-201-1916

【1156】 南進建設株式会社 211-0013 川崎市中原区上平間412番地 044-522-4848

【1159】 株式会社二子住設 213-0002 川崎市高津区二子3丁目34番10号2F 044-814-2828

【1160】 AQUAS 215-0007 川崎市麻生区向原3丁目1番10-1号 090-3595-8934

【1168】 株式会社祐水 210-0837 川崎市川崎区渡田4丁目11番3号 044-271-7885

【1170】 株式会社エスチーム 212-0054 川崎市幸区南加瀬3丁目21番23号 044-201-9347

【1172】 UP株式会社 210-0001 川崎市川崎区本町1丁目8-3　東急ドエルアルス川崎207号 044-589-8130

【1178】 有限会社横山水道設備 216-0041 川崎市宮前区野川本町2丁目28番16号 044-755-5223

【1191】 株式会社高津石油 213-0013 川崎市高津区末長2丁目23番45号 044-866-4530

【1192】 有限会社日新工業 214-0012 川崎市多摩区中野島4丁目2番26号 044-932-1686

【1195】 有限会社アプリメイツインク 216-0022 川崎市宮前区平1丁目1番17-302号 044-871-7002

【1199】 興津エンジニアリング 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東6丁目12番20号 050-3794-3086

【1206】 友ウォーター 214-0014 川崎市多摩区登戸388-5 044-900-3667

【1207】 有限会社脇田設備工業 215-0032 川崎市麻生区栗木台1丁目6番1号飯草ハイツB-101 090-2467-2693

【1210】 有限会社エヌケーテクニカルシステム 210-0001 川崎市川崎区本町1丁目10番地15 044-244-6677


