会

員

名

簿

平成 31年 4月

公益社団法人

川崎清港会

住所

会員名

電話番号

〒103-0025
株式会社青木組
東京本店

東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号

03(3665)9621

〒231-0005
あおみ建設株式会社
横浜支店

横浜市中区本町2丁目15番地

045(681)4961

横浜大同生命ビル8階
〒231-0021
アサガミ株式会社
横浜支店

横浜市中区日本大通14

045（681）5881

KN日本大通ビル
〒210-0863
旭化成株式会社
川崎製造所

川崎市川崎区夜光1丁目3番1号

044（271）2000

〒210-8680
味の素株式会社
川崎事業所

川崎市川崎区鈴木町1番1号

044（222）1114

〒210-0865
東海運株式会社
川崎船舶営業所

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（277）3811

ポートサイドカワサキ504号室
〒254-0043
荒井商事株式会社

神奈川県平塚市紅谷町17-2

0463（23）2011

〒210-0867
泉企業株式会社

川崎市川崎区扇町2番5号

044（344）2211

〒210-0866
出光ルブテクノ株式会社
京浜事業所

川崎市川崎区水江町6番2号

044（288）2261

〒210-0814
有限会社伊藤モーター商会

川崎市川崎区台町16番3号

044（288）2458

〒220-8113
株式会社ウィングマリタイムサービス

横浜市西区みなとみらい2-2-1

045（212）4050

横浜ランドマークタワー13階
〒231-0023
上野トランステック株式会社

横浜市中区山下町46番地
第1上野ビル

−1−

045（671）7551

会員名

住所

電話番号

〒210-0801
Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社
中日本ブロック 南関東支店

川崎市川崎区鈴木町1番1号

044-222-1329

〒135-0053
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾋﾛ株式会社
東京支店

東京都江東区辰巳3-21-16

03（3521）2211

辰巳ふ頭荷役連絡所内202号室
〒210-0006
株式会社大塚商会
川崎支店

川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル8階

044(222)6951

〒210-0862
花王株式会社
川崎工場

川崎市川崎区浮島町1番2号

044（266）3231

〒210-0006
株式会社釜仙

川崎市川崎区砂子1-6-2

044（244）4461

〒210-0867
川一産業株式会社

川崎市川崎区扇町5番9号

044（355）2715

〒210-0865
川崎化成工業株式会社

川崎市川崎区千鳥町1番2号

044（266）6351

〒210-0869
川崎港運協会

川崎市川崎区東扇島38番地1

044（287）6092

〒210-0869
川崎港海上コンテナ輸送協同組合

川崎市川崎区東扇島92番地

044（277）6322

川崎港コンテナターミナル3階
〒210-0869
公益社団法人川崎港振興協会

川崎市川崎区東扇島38番地1

044（287）6001

〒210-0869
一般財団法人川崎港湾福利厚生協会

川崎市川崎区東扇島78番地1

044（288）5915

〒210-0869
川崎港湾物流協同組合

川崎市川崎区東扇島３８番地1

−2−

044（288）7271

会員名

住所

電話番号

〒210-0863
川崎骨材協同組合

川崎市川崎区夜光3丁目2番4号

044（277）5530

〒212-0013
一般社団法人 川崎市観光協会

川崎市幸区堀川町66番地20号

044（544)8229

川崎市産業振興会館内
〒212-0007
川崎商工会議所

川崎市川崎区駅前本町11-2

044（211）4111

川崎フロンティアビル3階
〒210-0012
川崎ビル美装株式会社

川崎市川崎区宮前町8番15号

044（244）7838

パールビル403号
〒210-0869
かわさきファズ株式会社

川崎市川崎区東扇島6番10

044（272）2050

〒210-0865
川崎ポートサービス株式会社

川崎市川崎区千鳥町15番7号

044（266）6161

〒210-0865
川崎臨港倉庫埠頭株式会社

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（266）8993

ポートサイドカワサキ506号室
〒231-0811
関東港運株式会社
横浜支店川崎営業所

横浜市中区本牧ふ頭3番地

045（622）2381

本牧オペレーションセンター2号館
〒210-0867
関東港業株式会社
川崎営業所

川崎市川崎区扇町13番1号

044（333）3516

東洋埠頭株式会社内
〒210-0867
楠原輸送株式会社
川崎営業所

川崎市川崎区扇町13番5号

044（344）5211

東洋埠頭株式会社内
〒211-0041
株式会社クリアー

川崎市中原区下小田中1-18-8

044（766）3704

〒210-0014
協同組合クリーンテクノかながわ

川崎市川崎区貝塚1丁目15番3号
杉山ビル601号

−3−

044（233）2671

会員名

住所

電話番号

〒210-0852
黒田興業株式会社
川崎支店

川崎市川崎区鋼管通5丁目6番1号

044（366）3111

〒230-0054
ケイヒン株式会社

横浜市鶴見区大黒ふ頭15-2

045（500）1220

〒210-0003
京浜化工株式会社

川崎市川崎区堀之内町13番地2

044（233）6517

〒221-0036
京濱港運株式会社

横浜市神奈川区千若町2丁目1番地50

045（451）1911

〒210-0865
港栄作業株式会社

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（266）1477

ポートサイドカワサキ101号室
〒210-0822
株式会社宏洋商会

川崎市川崎区田町1-3-16 碓井木材ビル3階

044（299）0971

〒210-0012
五洋建設株式会社
横浜営業支店川崎営業所

川崎市川崎区宮前町8-19

044（222）4752

TKビル402号
〒210-0863
有限会社近藤石油

川崎市川崎区夜光1丁目10番5号

044（266）1916

〒213-0023
株式会社佐藤環境

川崎市高津区子母口170番地1

044（766）3315

〒210-0865
相模運輸倉庫株式会社
川崎営業所

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（266）1386

ポートサイドカワサキ303号室
〒231-0002
相模船舶作業株式会社

横浜市中区海岸通4-23

045（212）1288

相模ビル1階
〒210-0869
株式会社三協

川崎市川崎区東扇島93

−4−

044（281）1136

会員名

住所

電話番号

〒210-0865
サンケミカル株式会社
川崎工場

川崎市川崎区千鳥町13番2号

044（276）1811

〒221-0021
ジャパントータルサービス株式会社

横浜市神奈川区子安通1丁目132番地1

045（441）0977

〒210-8523
JXTGエネルギー株式会社
川崎製油所

川崎市川崎区浮島町7番1号

044（288）8301

〒210-0862
JFEコンテイナー株式会社
川崎工場

川崎市川崎区浮島町9番2号

044（266）3251

〒210-0868
JFEスチール株式会社
東日本製鉄所

川崎市川崎区扇島1番地1

044（322）1119

〒210-0855
JFE東日本ジーエス株式会社

川崎市川崎区南渡田町1番14号

044（328）2781

〒210-0868
JFE物流株式会社
東日本事業所

川崎市川崎区扇島１番地１

044（299）5132

JFEｽﾁｰﾙ(株）内 物流管理ｾﾝﾀｰ2階

〒210-0866
JFE物流京浜株式会社

川崎市川崎区水江町6番30号

044（299）5101

〒210-0865
株式会社JERA
川崎火力発電所

川崎市川崎区千鳥町5番1号

044（576）3400

〒210-0867
昭和電工株式会社
川崎事業所

川崎市川崎区扇町5番1号

044（322）6813

〒210-0865
昭和物流株式会社
関東事業所

川崎市川崎区千鳥町3番2号

044（266）0531

〒221-0032
新栄船舶株式会社

横浜市神奈川区出田町3番地

−5−

045（441）8061

会員名

住所

電話番号

〒230-0035
信幸建設株式会社
東日本支社

横浜市鶴見区安善町一丁目3

045（501）1200

〒210-0012
一般財団法人新日本検定協会
川崎事業所

川崎市川崎区宮前町8番13号

044（244）7518

大幸ビル内
〒210-086５
鈴与株式会社
京浜支部 東扇島物流センター

川崎市川崎区東扇島14番地3

044（276）0441

〒108-0022
鈴与シンワ物流株式会社

東京都港区海岸3丁目26番1号

03（5440）2824

バーク芝浦5階
〒210-0834
株式会社青工社

川崎市川崎区大島1丁目30番8号

044（222）5505

〒210-0869
株式会社ゼロ・プラス関東
川崎カスタマーサービスセンター

川崎市川崎区東扇島22番地8

044（287）9770

〒210-0869
センコー株式会社
神奈川支店

川崎市川崎区東扇島16番地3

044（287）7001

〒210-0862
セントラル硝子株式会社
川崎工場

川崎市川崎区浮島町10番2号

044（266）7035

〒210-0865
セントラル･タンクターミナル株式会社
川崎市川崎区千鳥町2番2号
川崎事業所

044（277）7411

〒210-0865
一般社団法人全日検
横浜支部川崎事務所

川崎市川崎区千鳥町20番2号

044（288）0730

川崎港湾福利厚生協会千鳥センター内
〒210-0865
第一パイプ工業株式会社

川崎市川崎区千鳥町9番4号

044（277）0615

〒210-0862
大王製紙株式会社
川崎事業所

川崎市川崎区浮島町12番2号

−6−

044（266）5395

住所

会員名

電話番号

〒210-0862
大成建設株式会社 横浜支店
川崎臨海土木工事作業所

川崎市川崎区浮島町7番1号

044（277）1351

〒210-0869
大東港運株式会社
川崎支店

川崎市川崎区東扇島24番地 E棟

044（266）0131

〒210-0863
大同特殊鋼株式会社
川崎テクノセンター

川崎市川崎区夜光2丁目4番1号

044（266）3760

〒230-0054
株式会社ダイトーコーポレーション

横浜市鶴見区大黒ふ頭22,24番地

045（500）6086

大黒 C-4コンテナターミナル内管理棟2階
〒230-0054
株式会社大日警
横浜支店

横浜市鶴見区大黒ふ頭15番地

045（502）4281

〒210-0863
太平洋セメント株式会社
川崎サービスステーション

川崎市川崎区夜光1丁目11番17号

044（288）5947

〒210-0861
大陽日酸株式会社
京浜事業所

川崎市川崎区小島町6番2号

044（288）6800

〒210-0869
谷口運送株式会社

川崎市川崎区東扇島13番地4

044（288）4526

〒210-0826
長八海運株式会社

川崎市川崎区塩浜3-19-3

044(266)3128

〒210-0854
株式会社デイ・シイ
川崎工場

川崎市川崎区浅野町1番1号

044（322）5360

〒231-8983
東亜建設工業株式会社
横浜支店

横浜市中区太田町1-15

045（664）1331

関内東亜ビル
〒210-0866
東亜石油株式会社
京浜製油所

川崎市川崎区水江町3番1号

−7−

044（280）0601

会員名

住所

電話番号

〒230-0035
東亜鉄工株式会社

横浜市鶴見区安善町一丁目３番地

045（502）1291

〒153-8577
株式会社東急ストア

東京都目黒区上目黒一丁目21番12号

03（3711）0109

〒231-0023
東京汽船株式会社

横浜市中区山下町2番地

045（671）7713

産業貿易センタービル内
〒231-0811
東京国際埠頭株式会社
海運支店

横浜市中区本牧ふ頭1-195

045（621）6613

BCｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙBC-1 管理棟4階
〒210-0863
東京石油株式会社

川崎市川崎区夜光1丁目4番7号

044(266)8817

〒210-0865
東京油槽株式会社

川崎市川崎区千鳥町4番1号

044（276）3801

〒210-0869
東京湾水先区水先人会
川崎事務所

川崎区東扇島38-1 川崎マリエン602号

044（266）8877

〒210-0012
東京湾油送船繫船場協同組合

川崎市川崎区宮前町8番18

044（233）5435

井口ビル402号
〒210-0863
東光船舶工業株式会社

川崎市川崎区夜光1丁目1番2号

044（288）2442

〒210-0865
東港丸楽海運株式会社
川崎事務所

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（266）1720

ポートサイドカワサキ501号室
〒210-0863
東西オイルターミナル株式会社
川崎油槽所

川崎市川崎区夜光3丁目2番1号

〒210-0862
東芝エネルギーシステムズ株式会社
川崎市川崎区浮島町2番1号
浜川崎工場

−8−

044（288）2616

044（288）6203

住所

会員名

電話番号

〒210-8523
東燃化学合同会社
川崎製造所

川崎市川崎区浮島町7番1号

044（288）8301

〒231-0023
東洋建設株式会社
横浜支店

横浜市中区山下町25番地15

045（212）6510

フューチャー山下町３階
〒230-0054
株式会社東洋信号通信社

横浜市鶴見区大黒ふ頭22番

045（510）2349

横浜港流通センター８階 1812号室
〒210-0867
東洋埠頭株式会社
川崎支店

川崎市川崎区扇町13番1号

044（355）5661

〒101-8618
株式会社トクヤマ
セメント東京販売部

東京都千代田区外神田1-7-5

03（5207）2519

フロントプレイス秋葉原
〒210-0865
株式会社中田回漕店

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（288）7566

ポートサイドカワサキ301号室
〒210-0023
株式会社日興工機

川崎市川崎区小川町19-1

044（211）0331

〒210-0858
日興サービス株式会社
川崎営業所

川崎市川崎区大川町1-10

044（329）1013

〒210-0865
日触物流株式会社
川崎支店

川崎市川崎区千鳥町14番1号

044（288）2942

㈱日本触媒川崎製造所内
〒210-0865
株式会社 日 新
川崎営業所

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（266）8971

ポートサイドカワサキ201号室
〒210-0858
日清サイロ株式会社
鶴見事業所

川崎市川崎区大川町3番1号

044（366）5321

〒220-0011
日通商事株式会社
横浜営業センター

横浜市西区高島2丁目19番3号
日通商事横浜ビル6階

−9−

045（461）2061

住所

会員名

電話番号

〒210-0013
一般社団法人日本海事検定協会
川崎事業所

川崎市川崎区新川通11番3号

044（211）3551

〒210-0869
一般社団法人日本貨物検数協会
川崎現業課

川崎市川崎区東扇島29番地5

044（276）2011

清和海運倉庫2F
〒210-0869
日本興運株式会社
東京支店

川崎市川崎区東扇島16番地4

044（288）2281

〒210-0862
日本合成アルコール株式会社

川崎市川崎区浮島町10番8号

044（266）6571

〒210-0865
日本国際輸送株式会社
川崎支店

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（277）6611

ポートサイドカワサキ204号室
〒210-0863
日本食塩製造株式会社

川崎市川崎区夜光3丁目3番3号

044（288）2521

〒210-0869
公益財団法人
日本食肉流通センター

川崎市川崎区東扇島24番地

044（266）1172

〒210-0865
株式会社日本触媒
川崎製造所

川崎市川崎区千鳥町14番1号

044（288）7366

〒210-9507
日本ゼオン株式会社
川崎工場

川崎市川崎区夜光1丁目2番1号

044（276）3700

〒210-0869
日本通運株式会社
川崎海運支店

川崎市川崎区東扇島27番4号

044（288）1341

〒210-0865
日本乳化剤株式会社
川崎工場

川崎市川崎区千鳥町1番1号

044（266）8914

〒210-8558
日本冶金工業株式会社
川崎製造所

川崎市川崎区小島町4番2号
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044（271）3012

会員名

住所

電話番号

〒210-0861
有限会社根本造船所

川崎市川崎区小島町9番1号

044（266）6918

〒210-0867
早来工営株式会社

川崎市川崎区扇町6番1号

044（328）7341

〒210-0862
株式会社ハヤシ海運
川崎支店

川崎市川崎区浮島町7番1号

044（270）2167

〒231-0811
原田港湾株式会社

横浜市中区本牧ふ頭3番地

045（622）2661

本牧オペレーションセンタ2号館
〒300-2706
はらだ産業株式会社

茨城県常総市新石下3965

0297(44)9751

〒210-0869
株式会社東扇島物流センター

川崎市川崎区東扇島28番

044（277）3761

〒210-0867
東日本旅客鉄道株式会社
ｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｾﾝﾀｰ 川崎発電所

川崎市川崎区扇町8番3号

044（333）2187

〒210-0869
日立物流コラボネクスト株式会社
首都圏第一事業所

川崎市川崎区東扇島23番地9

044（299）1811

〒210-0865
日中興産株式会社

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（299）2081

ポートサイドカワサキ104号室
〒210-0867
富二栄産業株式会社

川崎市川崎区扇町6番5号

044（333）1116

〒230-0054
藤木企業株式会社

横浜市鶴見区大黒ふ頭15番地

045（506）2320

〒362-0022
株式会社フロンティア

埼玉県上尾市瓦葺1061-8
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048(699)2380

住所

会員名

電話番号

〒231-0002
株式会社ホンマ

横浜市中区海岸通3丁目9番地

045（211）1023

日本郵船ビル2階
〒210-0865
丸池海運株式会社
川崎支店

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044(277)1900

ポートサイドカワサキ406号室
〒210-0869
株式会社 丸 運
東扇島物流センター

川崎市川崎区東扇島16番2号

044（276）0811

〒210-0865
丸全昭和運輸株式会社
川崎埠頭倉庫営業所

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（288）0424

ポートサイドカワサキ508号室
〒210-0865
三田港運株式会社

川崎市川崎区千鳥町7番1号

044（288）2951

ポートサイドカワサキ3階
〒210-0867
三井埠頭株式会社

川崎市川崎区扇町9番1号

044（333）5318

〒210-0865
三菱ケミカル物流株式会社
川崎油槽所

川崎市川崎区千鳥町1番3号

044（288）4698

〒210-8560
三菱化工機株式会社
川崎製作所

川崎市川崎区大川町2番1号

044（333）5362

〒211-8522
三菱ふそうトラック・バス株式会社

川崎市中原区大倉町10番地

044（331）3738

〒231-0002
みらい建設工業株式会社
横浜営業支店

横浜市中区海岸通四丁目20番地

045（681）2641

〒210-0869
株式会社村山商店

川崎市川崎区東扇島38番地1

044（287）6111

〒231-0021
株式会社矢沢船具

横浜市中区日本大通55
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045（641）3625

会員名

住所

〒231-0002
郵船コーディアルサービス株式会社
横浜市中区海岸通3丁目9番地
横浜支店
郵船ビル

電話番号

045（671）8304

〒240-0111
有限会社ユミコム

神奈川県三浦郡葉山町一色1392-94

046（854）9426

〒231-0023
横浜川崎曳船株式会社

横浜市中区山下町23番地

045（651）4321

日土地山下町ビル8階
〒231-0005
りんかい日産建設株式会社
横浜営業所

横浜市中区本町4丁目36番地

045（641）9969

朝日生命横浜本町ビル
〒100-0005
ロジポートマスターリース合同会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

-

〒231-0015
若築建設株式会社
横浜支店

横浜市中区尾上町1丁目6番地
住友生命横浜関内ビル
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045（662）0814

