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川崎市住宅供給公社

市営住宅等修繕工事等登録施工業者名簿



　　　

注意

　登録施工業者として登録した者は、原則として登録を継続します。ただし、次の各号に該当する場合は、

発注を停止等するため、掲載を省いております。

（１）正当な理由がなく修繕工事等への対応をしようとしなかったとき。

（２）修繕工事等に当たり、入居者等との紛争を生じたとき（登録施工業者に責がある場合に限る。）。

（３）品質が低く、指摘事項の割合が多いとき。

（４）監督員等の指示に従わなかったとき。

（５）川崎市競争入札参加有資格業者（工事請負）でなくなったとき。

（６）前各号に掲げるもののほか、登録施工業者として不適切な行為があったと認められたとき。

※　名簿は、順序不同で掲載しております。



業種 ： 建築

業者名 所在地 電話番号

株式会社星野和建設 川崎市川崎区田島町１番３号 044-333-7281

株式会社鳶姫 川崎市川崎区大島２丁目６番１０号 044-233-5475

株式会社トビキク 川崎市幸区神明町一丁目１４番地 044-522-3920

株式会社喜美代建設 川崎市幸区鹿島田２丁目１７番６２号 044-511-0123

株式会社衣鳩工務店 川崎市幸区南加瀬二丁目１８番１９号 044-599-2232

藤光建設株式会社 川崎市中原区上丸子山王町２丁目１３２６番地 044-422-2020

メイコー株式会社 川崎市中原区西加瀬９番５５－５０４号 044-433-6664

株式会社クオリティー開発 川崎市中原区苅宿１８番３７号 044-434-9355

有限会社木工匠布施市 川崎市中原区下小田中１丁目２番１７号 044-766-0514

株式会社八木工務店 川崎市高津区久末２０６５番地３ 044-755-7172

有限会社星野工業 川崎市高津区上作延２７０ー１９ 044-877-2456

有限会社山善工務店 川崎市高津区子母口５３８番３の１ 044-751-6695

株式会社互幸ワークス 川崎市高津区久本一丁目２番５号 044-865-7344

有限会社安達工務店 川崎市高津区末長７９５番地 044-866-8529

有限会社安藤雄建設 川崎市宮前区小台１丁目５番地５ 044-855-3820

株式会社浦野工務店 川崎市宮前区野川１丁目１８番４４号 044-788-7716

菅生建設株式会社 川崎市宮前区初山二丁目９番１２号 044-977-0547

株式会社ティートゥループ 川崎市宮前区菅生四丁目９番１７号 044-977-6974

榎本工務店 川崎市宮前区菅生ヶ丘３８番３号 044-948-5905

帯野工業株式会社 川崎市宮前区水沢３丁目８番１３号
044-820-6994
090-2536-8631
080-8709-3703

有限会社ＯＫＡＷＡＲＡ 川崎市多摩区南生田三丁目９番２－１号 044-789-8005

有限会社実進建設 川崎市多摩区登戸６９１番地 044-922-4770

株式会社北見建築 川崎市多摩区枡形１丁目１７番１号 044-911-2665

シィー・シィー・ビィー株式会社 川崎市多摩区宿河原七丁目１０番６号 044-281-7811

1



業種 ： 電気

業者名 所在地 電話番号

三協電機株式会社 川崎市川崎区江川二丁目５番１４号 044-379-6155

工都電業株式会社 川崎市川崎区境町８番１５号 044-222-5200

有限会社深谷電気工事 川崎市宮前区南野川３丁目３４番３２号 044-788-7895

2



業種 ： テレビ共聴設備

業者名 所在地 電話番号

エーブイサービス株式会社川崎営業所 川崎市幸区南幸町２丁目１３番地３－６０５号 044-511-0233

アイ通信工事株式会社 川崎市中原区井田三舞町１７番５５号 044-798-3201

株式会社ジェー・エヌ・エス 川崎市高津区坂戸三丁目１９番２号 044-833-9592

株式会社中山防災 川崎市宮前区馬絹５９０番地 044-854-6461

日本アンテナ株式会社 東京都荒川区西尾久七丁目４９番８号 03-3893-5237
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業種 ： 防水

業者名 所在地 電話番号

株式会社イマムラ 川崎市川崎区大島上町１－１３ 044-344-0625

有限会社小野沢塗装工業所 川崎市川崎区伊勢町４番１０号 044-233-5842

株式会社コクサイテクノ 川崎市川崎区池田一丁目４番５号 044-201-2100

柴崎工業株式会社 川崎市川崎区南町２０番３号 044-211-1601

日栄塗装工業株式会社 川崎市川崎区小田二丁目７番１７号 044-355-9376

株式会社村田塗装工業所 川崎市川崎区南町１１番地１４ 044-233-1246

株式会社山口塗装 川崎市川崎区渡田新町三丁目７番１０号 044-344-1359

株式会社ユニコス 川崎市川崎区台町３番１７号 044-277-0890

有限会社児島防水工業 川崎市川崎区藤崎１丁目１１番１５号 044-244-8271

サンコート株式会社 川崎市川崎区四谷上町６番２号 044-280-3538

有限会社石塚工業所 川崎市川崎区渡田向町２１番３号 044-244-4861

株式会社神奈川商会 川崎市幸区大宮町２４番地 044-544-7877

有限会社菅沼塗装店 川崎市幸区塚越三丁目４２３番地 044-511-4731

若井工業株式会社 川崎市幸区遠藤町１６番地１０ 044-555-0331

株式会社ワカナ 川崎市幸区遠藤町１６番地１０ 044-544-7320

大和塗装株式会社 川崎市幸区小向町１６番７号 044-544-8018

松村塗装工業株式会社 川崎市幸区南幸町２丁目６４番地 044-511-3371

島田工業株式会社 川崎市中原区上丸子山王町二丁目１３２６番地 044-434-2686

株式会社アール・エヌ・ゴトー 川崎市中原区新城中町１６番１０号 044-777-5158

有限会社タナカ塗装工業 川崎市高津区上作延２４４番地３ 044-865-6246

株式会社テクノアート・イシヤマ 川崎市高津区千年６５５－６ 044-755-7190

福吉塗装株式会社 川崎市宮前区犬蔵一丁目６番４０号 044-975-0221

株式会社ＮＩＴＴＯ 川崎市宮前区西野川二丁目３７番３５号 044-788-1944

株式会社グラニット 川崎市宮前区馬絹１２１９番地７ 044-863-3327

帯野工業株式会社 川崎市宮前区水沢３丁目８番１３号
044-820-6994
090-2536-8631
080-8709-3703

旭ポリマー株式会社 川崎市多摩区中野島３丁目２７番１１号 044-933-1593

シィー・シィー・ビィー株式会社 川崎市多摩区宿河原七丁目１０番６号 044-281-7811

有限会社建塗工業 川崎市麻生区千代ケ丘四丁目１５番地３ 044-954-1423

千代田建工株式会社 川崎市麻生区東百合丘四丁目３３番３号 044-959-5951
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業種 ： 造園（消毒のみ有）

業者名 所在地 電話番号

株式会社昭和造園川崎営業所 川崎市川崎区貝塚一丁目１５番３号 044-244-6326

ダイシ造園株式会社 川崎市川崎区江川一丁目１０番９号 044-288-2059

丸和建設株式会社 川崎市川崎区観音二丁目６番１１号 044-288-5634

森田建材株式会社 川崎市幸区幸町二丁目６７７番地 044-522-0435

野村造園建設株式会社 川崎市中原区上丸子八幡町５８８番地 044-433-2001

株式会社みつや園 川崎市高津区溝口五丁目３番６７号 044-844-2125

有限会社中村造園 川崎市高津区新作三丁目２６番１３号 044-877-9238

株式会社岩城 川崎市高津区向ヶ丘７０番地４ 044-870-6330

株式会社今井造園 川崎市宮前区初山二丁目１７番５号 044-976-5089

川崎工苑建設株式会社 川崎市宮前区馬絹３丁目１６番２３号 044-866-6361

株式会社金盛園 川崎市宮前区野川７７７番地 044-766-8609

三和緑化株式会社 川崎市宮前区潮見台６番５号 044-976-1642

鈴木緑化建設株式会社 川崎市宮前区東有馬５丁目２１番２０号 044-863-4120

株式会社長谷川植木 川崎市宮前区東有馬五丁目２７番３号 044-870-6187

株式会社村瀬造園 川崎市宮前区宮崎二丁目８番地７ 044-854-2580

株式会社大和園 川崎市宮前区南野川２丁目２６番１２号 044-777-5477

株式会社山ノ井造園 川崎市宮前区潮見台６番７号 044-975-3442

日三産業株式会社 川崎市多摩区菅仙谷４丁目６４６５番地１ 044-819-6560

株式会社濃沼植木 川崎市多摩区菅馬場二丁目１番１８号 044-944-2956

株式会社三宝緑地 川崎市多摩区長沢４丁目３０番１号 044-976-3473

株式会社宮下ビルサービス(消毒のみ) 川崎市多摩区宿河原５丁目１１番３２号 044-922-0075

株式会社吉孝土建 川崎市多摩区登戸１７６８番地 044-911-3527

5



業種 ： 空調・衛生

業者名 所在地 電話番号

フジクス株式会社 川崎市川崎区貝塚一丁目８番２号 044-245-0822

株式会社神奈川保健事業社川崎支店 川崎市川崎区南町４番１６の３０５号 044-245-1669

八巧機電設備株式会社 川崎市川崎区鋼管通五丁目４番２号 044-333-2850

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

株式会社フジ工設 川崎市幸区小向町１３番７号 044-544-5355

鹿島環境設備株式会社 川崎市中原区下小田中六丁目９番３３号 044-777-1440

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

有限会社エムワイ 川崎市高津区千年７２５番地 044-766-6396

株式会社オリエント冷熱 川崎市麻生区細山４丁目２５番１１号 044-322-9471
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業種 ： 消防

業者名 所在地 電話番号

株式会社赤塚防災設備 川崎市川崎区藤崎１丁目２４番１７号 044-244-0064

神奈川防災株式会社 川崎市川崎区伊勢町６番４号 044-222-4310

第一防災株式会社関東支店 川崎市川崎区元木２丁目４番５号 044-328-8438

幸防災株式会社 川崎市幸区戸手二丁目４番１号 044-555-2728

高橋防災株式会社 川崎市幸区古市場二丁目７７番地１４ 044-511-1375

株式会社綜合防災 川崎市中原区小杉町３丁目２６番地１１ 044-733-0196

株式会社川崎防災 川崎市高津区新作五丁目１５番１９号 044-877-8411

タチバナ防災電設株式会社 川崎市高津区野川３９８番地２ 044-755-6600

株式会社中山防災 川崎市宮前区馬絹５９０番地 044-854-6461

ミツハマ防災設備株式会社 川崎市宮前区野川３１３８番地３１ 044-740-1251

有限会社日東商会 川崎市多摩区生田１丁目２番１７号 044-944-5400
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業種 ： 建具

業者名 所在地 電話番号

寺尾サッシ工業株式会社 川崎市川崎区殿町一丁目８番８ 044-277-6226

関東サッシサービス株式会社 川崎市幸区南幸町三丁目８１番１号 044-511-1134

文化シヤッター株式会社川崎営業所 川崎市中原区上小田中６丁目１０番１号 044-733-8881

株式会社クオリティー開発 川崎市中原区苅宿１８番３７号 044-434-9355
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業種 ： 塗装

業者名 所在地 電話番号

株式会社イマムラ 川崎市川崎区大島上町１－１３ 044-344-0625

有限会社小野沢塗装工業所 川崎市川崎区伊勢町４番１０号 044-233-5842

株式会社コクサイテクノ 川崎市川崎区池田一丁目４番５号 044-201-2100

柴崎工業株式会社 川崎市川崎区南町２０番３号 044-211-1601

日栄塗装工業株式会社 川崎市川崎区小田二丁目７番１７号 044-355-9376

株式会社村田塗装工業所 川崎市川崎区南町１１番地１４ 044-233-1246

株式会社山口塗装 川崎市川崎区渡田新町三丁目７番１０号 044-344-1359

サンコート株式会社 川崎市川崎区四谷上町６番２号 044-280-3538

有限会社かわだや 川崎市川崎区小田１－２－１０－３０２ 090-2213-1104

株式会社神奈川商会 川崎市幸区大宮町２４番地 044-544-7877

有限会社菅沼塗装店 川崎市幸区塚越三丁目４２３番地 044-511-4731

若井工業株式会社 川崎市幸区遠藤町１６番地１０ 044-555-0331

株式会社ワカナ 川崎市幸区遠藤町１６番地１０ 044-544-7320

大和塗装株式会社 川崎市幸区小向町１６番７号 044-544-8018

松村塗装工業株式会社 川崎市幸区南幸町２丁目６４番地 044-511-3371

島田工業株式会社 川崎市中原区上丸子山王町二丁目１３２６番地 044-434-2686

株式会社アール・エヌ・ゴトー 川崎市中原区新城中町１６番１０号 044-777-5158

有限会社タナカ塗装工業 川崎市高津区上作延２４４番地３ 044-865-6246

株式会社テクノアート・イシヤマ 川崎市高津区千年６５５－６ 044-755-7190

福吉塗装株式会社 川崎市宮前区犬蔵一丁目６番４０号 044-975-0221

株式会社ＮＩＴＴＯ 川崎市宮前区西野川二丁目３７番３５号 044-788-1944

株式会社翔榮建設 川崎市宮前区野川２５９１－１３ 044-948-7206

株式会社グラニット 川崎市宮前区馬絹１２１９番地７ 044-863-3327

帯野工業株式会社 川崎市宮前区水沢３丁目８番１３号
044-820-6994
090-2536-8631
080-8709-3703

旭ポリマー株式会社 川崎市多摩区中野島３丁目２７番１１号 044-933-1593

オリンピア建設株式会社 川崎市多摩区登戸３３６８番地 044-933-1692

有限会社建塗工業 川崎市麻生区千代ケ丘四丁目１５番地３ 044-954-1423
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業種 ： ガス

業者名 所在地 電話番号

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

川崎市川崎区小川町６－１ 044-210-2126

川崎北部ガス協同組合 川崎市高津区久地四丁目２１番３５号 044-811-5616

日本瓦斯株式会社　川崎営業所 川崎市宮前区菅生３－３４－１ 044-977-1939

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

川崎市多摩区三田４丁目２番１号 044-900-3311

東京ガスエネワーク株式会社 横浜市中区花咲町二丁目６８番地 045-231-2318

東京瓦斯株式会社　神奈川需要開拓部 横浜市西区西平沼町５番５５号 045-313-9547
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