
平成３０年８月７日現在

会員店社名 業種

あ 青正運輸株式会社 陸上貨物運送業

あおみ建設株式会社　横浜支店 建設業

株式会社赤塚防災設備 消防設備業

秋山商事株式会社 総合ビル管理業

株式会社浅井 運送業

旭化成株式会社 製造業

旭倉庫株式会社 倉庫業

味の素株式会社 川崎事業所 製造業

味の素物流株式会社 運輸業

愛宕倉庫株式会社 倉庫業

東海運株式会社　京浜事業部 貨物取扱事業・その他各種事業

荒井商事株式会社 卸売業

一般財団法人あんしん財団　神奈川支局 一般財団法人

株式会社安藤スポーツ スポーツ用品小売業

い ECLエージェンシー株式会社 輸出入取扱業 

五十嵐冷蔵株式会社 倉庫業

いすゞ自動車株式会社 トラック・バス・ディーゼルエンジン製造業

泉海陸作業株式会社 船内荷役業・沿岸荷役業

泉企業株式会社 港湾荷役及び運送業

株式会社井の雅組 建物総合管理・廃棄物収集運搬業

インターテック株式会社 運輸に附帯するサービス業

う 株式会社ウィングマリタイムサービス 曳船業

株式会社宇徳 港湾運送事業

え 栄伸産業株式会社 産業廃棄物処理運搬業

SBSロジコム株式会社 陸運業

株式会社江間忠ホールディングス 不動産開発･管理業

お 株式会社大塚商会 サービス業

株式会社大日向 港湾運送関連業

株式会社大本組 横浜支店 総合建設業

株式会社大森廻漕店 一般港湾運送業・通関業

岡村建興株式会社 建設業

株式会社押田印刷 デザイン・印刷業

か 特定非営利活動法人海上ＧＰＳ利用推進機構 計測情報提供事業

花王ロジスティクス株式会社　川崎ＬＣ 貨物取扱業

神奈川県船舶代理店協会 船舶代理店業　

神奈川東部ヤクルト販売株式会社 飲料販売業

神奈川臨海通運株式会社 貨物運送業

神奈川臨海鉄道株式会社 鉄道業

カナケイ株式会社 警備業・ビル総合管理業

株式会社上組　横浜支店 倉庫業

川一産業株式会社 沿岸荷役業　倉庫･運送業

川崎運送株式会社 運輸業



か 川崎海事広報協会 海事広報

川崎化成工業株式会社 石油化学業

川崎共同開発株式会社 ゴルフ練習場

川崎港運関連事業協同組合 港湾関連事業

川崎港運協会

川崎港海上コンテナ輸送協同組合 運輸業

一般財団法人川崎港湾福利厚生協会 港湾労働者の福利厚生事業

川崎港湾物流協同組合 施設維持・調査測定・その他

川崎市役所 公務

川崎シーサイドアスコン アスファルト合材製造業

一般社団法人川崎市観光協会 観光業

一般社団法人川崎市空調衛生工業会 建築設備工事業

一般社団法人川崎市弘済会

川崎市みなと会

川崎商工会議所 地域総合経済団体

川崎信用金庫 金融業

公益社団法人川崎清港会 海面清掃事業

川崎鶴見臨港バス株式会社 旅客自動車運送事業・一般旅客自動車運送事業の管理受託

川崎荷役株式会社 船内荷役業

NPO法人川崎の海の歴史保存会 ボランティア業

一般社団法人川崎ビーチスポーツクラブ ビーチスポーツの選手育成・普及事業

川崎ビル美装株式会社 ビルメンテナンス業

かわさきファズ株式会社 不動産業

川崎ポートサービス株式会社 交通運輸業

川崎臨港倉庫埠頭株式会社 倉庫業

川西倉庫株式会社　京浜支店 倉庫業

川又電機工事株式会社 建設業・電気工事業

関東港運株式会社 港湾荷役業

関東港業株式会社 くん蒸業

関東総業株式会社 港湾運送関連事業

き 京極運輸商事株式会社 倉庫業

有限会社協立印刷社 印刷業

く 楠原輸送株式会社 港湾運送事業業

協同組合クリーンテクノかながわ 産業廃棄物処理業

株式会社クリエイティブワークス イベント企画・制作・プロモーション業

け 株式会社京急アドエンタープライズ 広告業

ケイヒン株式会社 港湾運送業

ケイヒン海運株式会社 船舶代理店業

京濱港運株式会社 港湾運送事業

京浜内外フォワーディング株式会社 一般港湾運送事業・通関業

こ 株式会社幸栄 輸出梱包業

港栄作業株式会社 港湾運送業

株式会社光輝 産業廃棄物処理業

株式会社工業市場研究所 市場調査



こ 五栄土木株式会社　横浜支店 港湾業

小林運送株式会社 運送・倉庫業

コマツ物流株式会社 倉庫業

五洋建設株式会社 横浜営業支店　 総合建設業

さ 株式会社サーバ 印刷・コピーサービス業

相模運輸倉庫株式会社 港湾運送事業

相模船舶作業株式会社 港湾荷役事業

株式会社佐藤工務店 土木・建築・舗装・水道業他

山九株式会社　首都圏DC支店 倉庫業

株式会社山九海陸 港湾荷役事業

株式会社三協 通関業者

サンケミカル株式会社 化学工業薬品製造業

三東食品加工株式会社 荷役業

サンフェニックス株式会社　 海運仲介業・通関業・保税業

三立処理工業株式会社 産業廃棄物処理業

三和運送事業株式会社 運輸業

サンワコムシスエンジニアリング株式会社　 電気工事・電気通信工事・施設維持管理

三和倉庫株式会社　川崎事業所 倉庫業

し JXＴＧエネルギー株式会社　川崎製造所 石油化学

JXＴＧエネルギー株式会社　川崎製油所 石油精製業

ＪＦＥスチール株式会社　東日本製鉄所 鉄鋼業

ＪＦＥ物流株式会社 港湾運送事業　他

ＪＦＥ物流京浜株式会社 構内作業・機械荷役事業

Ｊ－ロジテック株式会社 はしけ運送業

株式会社シオ政策経営研究所 行政マネジメント・コンサルティング業務

芝海株式会社 港湾関連事業

シビル・ポートサービス株式会社 曳船業

株式会社シマソービ 卸売業

清水建設株式会社　横浜支店 建設業

ジャパントータルサービス株式会社 警備業・ビルメンテナンス業

昇寿チャート株式会社 地図調整・図面製作業

昭和電工株式会社 川崎事業所 化学工業

信号器材株式会社 製造業・建設業

信幸建設株式会社　東日本支社 港湾土木工事業

一般財団法人新日本検定協会 川崎事業所 海事検定業

す 株式会社鈴江組 港湾荷役業

鈴江コーポレーション株式会社 倉庫業・港湾運送事業

鈴与株式会社 倉庫業

鈴与シンワ物流株式会社 港運業

せ 清和海運株式会社 倉庫業

株式会社ゼロ・プラス関東 自動車輸送業

センコー株式会社　神奈川支店 陸運業

セントラル・タンクターミナル株式会社　川崎事業所 保管・倉庫業

一般社団法人全日検　横浜支部 検数･検量・検査業　



せ 全日本海員生活協同組合 小売・飲食業

た 第一船舶企業株式会社 港湾運送事業

第一冷蔵株式会社 倉庫業

大王製紙株式会社 製紙業

大黒運輸株式会社 運輸業

醍醐倉庫株式会社 倉庫業

ダイシ造園株式会社 造園業

大成建設株式会社 横浜支店 総合建設業

大東港運株式会社 港湾運送業

株式会社ダイトーコーポレーション 　 港湾作業・代理店・通関業

ダイドードリンコ株式会社　 清涼飲料水の製造販売業

株式会社大日警　横浜支店 警備業

太平洋セメント株式会社 窯業

タイムズ２４株式会社 不動産業

株式会社大和 印刷業

株式会社ダイワコーポレーション 倉庫業

タカセ株式会社 物流業

谷口運送株式会社　 運輸業

たにもと建設株式会社 とび・土木工事業

ち 中央労働金庫　川崎南支店 金融機関

中日臨海バス株式会社 運輸業

長八海運株式会社 海運業

て 株式会社デイ・シイ　川崎工場 セメント製造業

合同会社DRロジスティクス1 不動産業

DSフードサービス株式会社 サービス業

と 東亜建設工業株式会社　横浜支店 建設業

東亜石油株式会社 京浜製油所 石油精製業

東亜鉄工株式会社 各種船舶の建造・修理、鉄構造物の製作・現場工事業

株式会社東急ストア 東扇島流通センター 流通センター

東京汽船株式会社 曳船業

東京国際埠頭株式会社 港湾運送業

東京石油株式会社 船舶廃油処理業

東京電力フュエル＆パワー株式会社　東扇島火力発電所　 電力業

東京油槽株式会社 倉庫業

東京湾水先区水先人会 水先業

東京湾油送船繋船場協同組合 小型油送船繋船場の運営業

東光船舶工業株式会社 船舶リース

東港丸楽海運株式会社 一般港湾運送事業

東西オイルターミナル株式会社　川崎油槽所 石油製品貯蔵管理

東芝ロジスティクス株式会社　東扇島デポ 物流業

東洋運輸倉庫株式会社 　 貨物取扱業

東洋建設株式会社 横浜支店 土木業

株式会社東洋信号通信社 船舶動静把握業

東洋水産株式会社　東扇島第2冷蔵庫 食品の冷凍・冷蔵業



と 東洋船舶作業株式会社 港湾荷役業

東洋埠頭株式会社　川崎支店 埠頭・倉庫業

東横商船株式会社 港湾荷役業

飛島建設株式会社　横浜営業所 総合建設業

な 株式会社中田回漕店 一般港湾運送事業

株式会社ナカムラロジスティクス 倉庫業

南星海運ジャパン株式会社 海運業

に 日油株式会社　川崎事業所 化学工業

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東　東扇島物流センター 冷蔵倉庫業

日触物流株式会社 貨物利用運送業

株式会社日新 港湾運送業

日清サイロ株式会社　鶴見事業所 港湾荷役事業

日新倉庫株式会社 倉庫業

日水物流株式会社　川崎物流センター 冷蔵倉庫業

株式会社日本触媒　川崎製造所 化学工業

日本ゼオン株式会社 川崎工場 化学工業

日本乳化剤株式会社　川崎工場 化学工業

日本郵便株式会社　川崎東郵便局 郵便事業

一般社団法人日本海事検定協会　 検査・鑑定・検量業

株式会社日本海事新聞社 新聞発行業

一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会　関東事務所 小型船舶操縦士国家試試験実施

一般社団法人日本貨物検数協会 検数・検量業

日本興運株式会社　東京支店 倉庫･運送業

株式会社日本港湾コンサルタント 建設コンサルタント

日本国際輸送株式会社 一般港湾荷役業

一般社団法人日本シティスポーツ協会 スポーツ運営マネジメント等のコンサルティング

公益財団法人日本食肉流通センター 部分肉取引情報公表業務及び施設貸付業務

一般財団法人日本船員厚生協会　川崎海員会館

日本通運株式会社　川崎海運支店 運輸業

ね 有限会社根本造船所 船舶修繕業

の 野崎印刷紙器株式会社 印刷・デザイン業

は 株式会社長谷川梱包交運 倉庫業

早来工営株式会社 産業廃棄物処理業

株式会社ハヤシ海運 海運業

原田港湾株式会社 港湾荷役事業・港湾運送関連事業

ひ 東扇島診療所 医療

株式会社東扇島物流センター 倉庫業

東日本旅客鉄道株式会社　川崎発電所 発電業

日立物流コラボネクスト株式会社 物流業

日中興産株式会社 港湾運送関連事業

ふ ファミリーマ－ト　川崎マリエン店 コンビニエンスストア

福岡運輸株式会社　東京支店 運送業

富二栄産業株式会社 産業廃棄物処理業

藤木企業株式会社 港湾運送事業



ふ 富士電機株式会社　 電気機械器具製造業

株式会社フジトランスコーポレーション 港湾運送事業

富士陸運株式会社 商品自動車の輸送業

株式会社不動テトラ 　横浜支店 建設事業

プリンス海運株式会社 海運業

株式会社フロンティア クルーズ・ケータリング

へ 平和汽船株式会社　外航代理店部 船舶代理店業

株式会社ベニレイ・ロジスティクス 倉庫業

ほ 防災特殊曳船株式会社 曳船業

株式会社ホンマ 港湾荷役業・廃棄物処理業

株式会社本間組　横浜営業所 建設業

ま 株式会社マインドウェア 取扱説明制作・翻訳・Webコンテンツ

株式会社松岡　東京湾岸物流センター 冷蔵倉庫業

松本徽章株式会社 徽章業

有限会社真中建機 港湾運送関連事業

丸池海運株式会社 港湾運送事業・一般貨物自動車運送事業

丸一海運株式会社 一般港湾運送業(危険物倉庫)

株式会社丸運　東扇島物流センター 物流業

丸泉重機株式会社 港湾運送関連事業

丸全昭和運輸株式会社 港湾運送業

株式会社マルハニチロ物流 冷蔵保管業

み 株式会社三国屋 沿岸荷役業

三田港運株式会社 港湾運送業

三井物産フォーサイト株式会社 サービス業

三井埠頭株式会社 港湾運送業・倉庫業

三菱ケミカル物流株式会社　川崎油槽所 運輸業

三菱倉庫株式会社　横浜支店 港湾運送業

株式会社みなと輸送 港湾運送業

みらい建設工業株式会社　横浜営業支店 工事・土木業

む 株式会社村山商店 港湾運送事業

め 株式会社明正　 一般港湾運送事業

も 望月海運株式会社 一般港湾運送事業

や 安田倉庫株式会社 倉庫業

株式会社ヤスダワークス 沿岸荷役業

山手冷蔵株式会社 冷凍・冷蔵倉庫業

ゆ 株式会社ユニエツクス 港湾運送事業

よ 横浜川崎曳船株式会社 曳船仲立業

株式会社横浜銀行 川崎支店 銀行業

横浜油槽船株式会社 石油類海上輸送業

株式会社ヨコロジ　 通関業

株式会社ヨシダプリント 印刷業

ら 株式会社ライズ・ビデオ・エイティ 映像制作業

り りんかい日産建設株式会社 横浜営業支店 総合建設業

ろ ロジット株式会社 その他製造業



ろ ロジポートマスターリース合同会社 不動産業

わ ワイエスエージェンシー株式会社 船舶代理店業　

若築建設株式会社　横浜支店 建設業

渡邊倉庫運送株式会社 一般運送業
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