
令和４年１１月１０日現在

事業所名称 所在地

1 神奈川臨海鉄道株式会社 川崎貨物駅 川崎区塩浜４丁目１－１

2 宗教法人　平間寺 川崎区大師町４－４８

3 株式会社　住吉 川崎区大師町４－４７

4 株式会社　川崎タイヤサービス 川崎区田島町１３番１０号

5 富士電機株式会社　川崎工場 川崎区田辺新田１－１６

6 トコイオート 川崎区小田５丁目６番５号

7 飛鳥ＤＣ川崎株式会社飛鳥ドライビングカレッジ川崎 川崎区下並木９７番地

8 株式会社イトーヨーカ堂　川崎店 川崎区小田栄２丁目２番１号

9 株式会社よみうりランド　川崎競馬場 川崎区富士見１丁目５番１号

10 川崎競輪場 川崎区富士見２丁目１番６号

11 味の素株式会社川崎事業所 川崎区鈴木町１番地１

12 株式会社　KANTOモータースクール川崎校 川崎区駅前本町２５番地４

13 株式会社　山根工務店 川崎区本町２丁目７番１号

14 株式会社　小川組 川崎区榎町３番地４

15 株式会社横浜岡田屋川崎モアーズ 川崎区駅前本町７番地

16 川崎ルフロン 川崎区日進町１番地１１

17 岩本開発株式会社 川崎区小川町１４番地１３

18 株式会社  アトレ川崎店 川崎区駅前本町２６－１

19 川崎ＤＩＣＥ 川崎区駅前本町８

20 ラ　チッタデッラ 川崎区小川町４－１

21 チネチッタ通り商店街振興組合 川崎区小川町７－４　アービラ川崎２０１号

22 川崎銀座商業協同組合 川崎区砂子１丁目１－１２　いせやビル４０１号

23 焼肉　金剛苑 川崎区池上新町１－８

24 味処　うおとし 川崎区田町１－２－１

25 株式会社 トモエコーポレーション 川崎区中島２－１１－６

26 鴻福楼 川崎区池上新町２丁目１７番２０号

27 株式会社　渡辺土木 川崎区殿町１丁目４番１０号 アクトⅡビル

28 総合建設業　野州工業株式会社 川崎区桜本１丁目１２番１号

29 株式会社　鈴重建設 川崎区池田２丁目２番９号

30 東亜建設工業株式会社　横浜支店川崎営業所 川崎区夜光１丁目１番４号

31 株式会社　鳶姫 川崎区大島２丁目６番１０号

32 大川原建設株式会社 川崎区田島町１３番２０号

33 東都熱工業株式会社 川崎区富士見２丁目５番６号

34 荏原実業株式会社　神奈川支社 川崎区日進町２６番１７号　八丁畷レジデンス

35 株式会社　佐藤工務店 川崎区川中島２丁目１８番３号

36 公益財団法人　川崎市消防防災指導公社 川崎区小田７丁目３番１号

37 セレサ川崎農業協同組合　大師支店 川崎区出来野６番２３号

38 セレサ川崎農業協同組合　みなみ支店 川崎区宮本町２番３１号

39 セレサ川崎農業協同組合　小田支店 川崎区小田５丁目２７番１号

40 セレサ川崎農業協同組合　大島支店 川崎区大島４丁目１３番１４号

41 株式会社　栄電気 川崎区田島町６－２１

42 株式会社　由貴工務店 川崎区浜町４丁目１６番８号

43 川崎鶴見臨港バス株式会社　塩浜営業所 川崎区塩浜３丁目１０番１０号

44 株式会社　マミヤ 川崎区小田栄１丁目９番２５号
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45 株式会社　南信社 川崎区境町１２番１５号

46 有限会社　喜有組 川崎区田島町５番２号

47 株式会社 由貴工業 川崎区観音１丁目１１番６号

48 晃洋商事株式会社 川崎区浜町４丁目１５番９号

49 吉岡工務店 幸区紺屋町４５番地

50 株式会社　植春造園 幸区小向町１２番１３号

51 株式会社　丸武興産 幸区小倉４丁目１８番２３号

52 川崎市場管理株式会社 幸区南幸町３丁目１２８番地１

53 幸区道路公園センター 幸区下平間３５７番地３

54 株式会社　東芝　小向事業所 幸区小向東芝町１番地

55 株式会社　榎本工務店 幸区鹿島田１丁目６番３４号

56 株式会社　狸小路飯店 幸区大宮町５番地５

57 キヤノン株式会社　川崎事業所 幸区柳町７０番地１

58 ラゾーナ川崎プラザ 幸区堀川町７２番地１

59 株式会社ハヤカワ 幸区小倉３丁目１０番２５号

60 ＪＡセレサ川崎　日吉支店 幸区南加瀬５丁目３番１号

61 ＪＡセレサ川崎　鹿島田支店 幸区新塚越２０１番地

62 ＪＡセレサ川崎　小向支店 幸区小向西町３丁目７１番地１

63 大栄建設株式会社 幸区戸手４丁目５番１８号

64 有限会社　鳶省建設 中原区宮内３丁目９番８号

65 株式会社綜合防災 中原区小杉町３丁目２６－１１

66 株式会社　川野商店 中原区小杉御殿町１丁目９６９番地

67 鳶　小島 中原区井田中ノ町２１番１７号

68 有限会社　中田総業 中原区木月３丁目５３番１１号

69 有限会社　石橋醤油店 中原区小杉陣屋町２丁目７番３号

70 有限会社　大塚燃料店 中原区宮内３丁目１１番２５号

71 株式会社　朝岡商店 中原区上小田中６丁目１５番８号

72 株式会社　文治屋 中原区上小田中３丁目２１番７号

73 株式会社　大谷商事 中原区今井南町７番５１号

74 有限会社　三橋土建 中原区木月２丁目７番２４号

75 有限会社　伊藤米店 中原区市ノ坪１３６番地

76 帆刈商事　株式会社 中原区木月３丁目２１番８号

77 村杉畳店 中原区新丸子東２丁目９０５番地

78 下小田中消防委員会 中原区下小田中１丁目２番７号　大戸会館内

79 有限会社　鳶重田土建 中原区上丸子八幡町１４８５番地

80 有限会社　藤光園 中原区下小田中６丁目２３番１号

81 有限会社　油屋商事 中原区上小田中３丁目２１番１２号６０１

82 有限会社　市川忠蔵商店 中原区新城中町７番１７号

83 株式会社フィールドプラン 中原区下新城１丁目１２番２５号

84 三菱ふそうトラック・バス株式会社　川崎製作所 中原区大倉町１０番地

85 中原区役所道路公園センター 中原区下小田中２丁目９番１号

86 公益財団法人　川崎市公園緑地協会 中原区等々力３番１２号

87 川崎市立玉川小学校 中原区北谷町３２番地

88 神奈川県立川崎工科高等学校 中原区上平間１７００番地７
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89 セブンイレブン川崎大ヶ谷戸店 中原区上小田中１丁目２番１６号

90 モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合 中原区木月１丁目２９番１８号

91 サライ通り商店会 中原区今井南町２番３９号

92 セレサ川崎農業協同組合　御幸支店 中原区田尻町３１

93 セレサ川崎農業協同組合　中原支店 中原区上小田中５－１－１

94 セレサ川崎農業協同組合　住吉支店 中原区井田中ノ町２－４

95 セレサ川崎農業協同組合　新城支店 中原区新城１－１０－１７

96 セレサ川崎農業協同組合　小杉支店 中原区小杉町３－１５０１－５

97 セレサ川崎農業協同組合　元住吉支店 中原区木月住吉町５－２７

98 株式会社興建 中原区今井仲町２番２号

99 株式会社重田組 中原区上丸子山王町１丁目１４０７番地

100 重田造園土木株式会社 中原区上丸子山王町１丁目１４０７番地

101 有限会社　工藤組 中原区上小田中３丁目２番９号

102 有限会社　持田土木 高津区下作延２丁目１０－１１

103 かながわサイエンスパーク　(株)ケイエスピーコミュニティ 高津区坂戸３丁目２－１

104 川崎市立橘小学校 高津区千年１０２４

105 川崎市立久本小学校 高津区久本３丁目１１－３

106 川崎西ロータリークラブ 高津区溝口３丁目１４－２４

107 川崎高津南ロータリークラブ 高津区久本３丁目２－１９－１０２

108 川崎西ライオンズクラブ 高津区溝口２丁目１４－６

109 川崎高津ロータリークラブ 高津区溝口２丁目１４－１

110 川崎市建設緑政局緑政部霊園事務所 高津区下作延１２４１

111 川崎市立高津小学校 高津区溝口４丁目１９－１

112 セレサ川崎農業協同組合　橘支店 高津区千年７９３番地３

113 セレサ川崎農業協同組合　子母口支店 高津区子母口５４１番地１

114 セレサ川崎農業協同組合　高津支店 高津区溝口１丁目６番７号

115 セレサ川崎農業協同組合　上作延支店 高津区上作延２５９番地４

116 セレサ川崎農業協同組合　北見方支店 高津区北見方１丁目２７番１２号

117 セレサ川崎農業協同組合　梶ヶ谷支店 高津区末長１丁目４５番１号

118 セレサ川崎農業協同組合　久地駅前支店 高津区久地４丁目２４番１１号

119 長栄興業株式会社 高津区上作延５３９番地５

120 綜合警備保障株式会社 高津区久本３丁目２番１８号

121 株式会社　川崎フロンターレ 高津区末長４丁目８番５２号

122 セレサ川崎農業協同組合 宮前区宮崎２丁目１３－３８

123 中日本エクストール横浜株式会社　東名川崎料金所 宮前区土橋４丁目１３－１

124 日本流通倉庫株式会社　東名川崎流通センター 宮前区土橋６丁目１０－６

125 株式会社向ヶ丘自動車学校 宮前区菅生４丁目６－１

126 タケダ株式会社 宮前区犬蔵１丁目８－３１

127 セレサ川崎農業協同組合　宮前支店 宮前区有馬２丁目１３－１

128 セレサ川崎農業協同組合　野川支店 宮前区西野川３丁目４４番３号

129 セレサ川崎農業協同組合　鷺沼支店 宮前区小台１丁目１８－７

130 セレサ川崎農業協同組合　宮崎支店 宮前区宮崎２丁目３－１７

131 セレサ川崎農業協同組合　向丘支店 宮前区平１丁目１－２４

132 セレサ川崎農業協同組合　菅生支店 宮前区菅生１丁目２－２２
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133 セレサ川崎農業協同組合　宮前平支店 宮前区土橋１丁目１－１

134 株式会社安田建設 宮前区南平台１２番１号

135 株式会社栄建 宮前区犬蔵１丁目６番１６－２０３号

136 猿渡冷暖房株式会社 宮前区神木本町４丁目１７番３号

137 熱研プラント工業株式会社 宮前区宮前平３丁目２番地１３

138 川崎富士見ライオンズクラブ 宮前区宮崎２丁目１３番地３５　モア宮崎１０５

139 株式会社加瀬建設 宮前区馬絹４丁目４０番５号

140 セレサ川崎農業協同組合　ファーマーズマーケットセレサモス宮前店 宮前区宮崎２丁目１番４号

141 明治大学生田校舎 多摩区東三田１丁目１番１号

142 株式会社　よみうりランド　ランド事業部 多摩区菅仙谷４丁目１－１

143 神奈川県立生田高等学校 多摩区長沢３丁目１７－１

144 神奈川県立生田東高等学校 多摩区生田４丁目３２－１

145 川崎市立稲田中学校 多摩区宿河原４丁目１－１

146 セレサ川崎農業協同組合　稲田支店 多摩区登戸２２５５－１

147 セレサ川崎農業協同組合　宿河原支店 多摩区宿河原３－１０－１

148 セレサ川崎農業協同組合　生田支店 多摩区生田７－８－１

149 セレサ川崎農業協同組合　長沢支店 多摩区南生田５－１４－５

150 セレサ川崎農業協同組合　菅支店 多摩区菅２－１－５

151 矢島建設工業株式会社 多摩区東生田４丁目８番３０号

152 株式会社　大里工業 多摩区堰１丁目１７番１０号

153 株式会社　手塚組 多摩区登戸２８４４－３

154 清生土木　有限会社 多摩区菅馬場２丁目２１番１号

155 株式会社　黒川土木 多摩区菅馬場１丁目１番３０号

156 有限会社　一興業 多摩区宿河原１丁目２６番３３号

157 株式会社 吉孝土建 多摩区登戸１７６８番地

158 セレサ川崎農業協同組合　柿生支店 麻生区上麻生５－６－１

159 セレサ川崎農業協同組合　栗平支店 麻生区栗平２－２－１２

160 セレサ川崎農業協同組合　東柿生支店 麻生区下麻生２－４３－２４

161 セレサ川崎農業協同組合　新百合丘支店 麻生区万福寺１－１４－１

162 セレサ川崎農業協同組合　千代ヶ丘支店 麻生区千代ヶ丘８－２－１

163 川崎市建設緑政局緑政部早野聖地公園 麻生区早野７３２

164 川崎市上下水道局下水道部麻生水処理センター 麻生区上麻生６－１５－１
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