■利用者登録の受付場所一覧
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受 付 場 所
東海道かわさき宿交流館
カルッツかわさき
（スポーツ・文化総合センター）
教育文化会館
富士通スタジアム川崎管理事務所
サンピアンかわさき
（労働会館）
プラザ大師
川崎区役所大師支所 区民センター庶務係
川崎区役所道路公園センター
プラザ田島
川崎区役所田島支所 区民センター庶務係
川崎マリエン
（港湾振興会館）
東扇島東公園管理事務所
川崎区役所 地域振興課
ミューザ川崎シンフォニーホール
幸市民館
幸スポーツセンター
石川記念武道館
幸区役所道路公園センター
日吉分館
幸区役所 地域振興課
産業振興会館
中原市民館
平和館
国際交流センター
中原区役所道路公園センター
とどろきアリーナ
総合福祉センター
（エポックなかはら）
中原区役所 地域振興課
高津市民館
てくのかわさき
（生活文化会館）
すくらむ２１
（男女共同参画センター）
大山街道ふるさと館
高津区役所道路公園センター
高津スポーツセンター
高津老人福祉・地域交流センター
川崎市民プラザ
プラザ橘
高津区役所 地域振興課
有馬・野川生涯学習支援施設
（アリーノ）
宮前区役所道路公園センター

〒210‑0001
〒210‑0011
〒210‑0011
〒210‑0011
〒210‑0011
〒210‑0802
〒210‑0812
〒210‑0834
〒210‑0835
〒210‑0852
〒210‑0869
〒210‑0869
〒210‑8570
〒212‑0014
〒212‑0023
〒212‑0023
〒212‑0053
〒212‑0053
〒212‑0055
〒212‑8570
〒212‑0013
〒211‑0004
〒211‑0021
〒211‑0033
〒211‑0041
〒211‑0052
〒211‑0053
〒211‑8570
〒213‑0001
〒213‑0001
〒213‑0001
〒213‑0001
〒213‑0001
〒213‑0002
〒213‑0013
〒213‑0014
〒213‑0026
〒213‑8570
〒216‑0002
〒216‑0003

住
所
川崎区本町1‑8‑4
川崎区富士見1‑1‑4
川崎区富士見2‑1‑3
川崎区富士見2‑1‑9
川崎区富士見2‑5‑2
川崎区大師駅前1‑1‑5 川崎大師パークホームズ2階
川崎区東門前2‑1‑1
川崎区大島1‑25‑10
川崎区追分町16‑1 カルナーザ川崎4階
川崎区鋼管通2‑3‑7
川崎区東扇島38‑1
川崎区東扇島58‑1
川崎区東田町8
幸区大宮町1310
幸区戸手本町1‑11‑2
幸区戸手本町1‑11‑3
幸区下平間357
幸区下平間357‑3
幸区南加瀬1‑7‑17 日吉合同庁舎3階
幸区戸手本町1‑11‑1
幸区堀川町66‑20
中原区新丸子東3‑1100‑12 パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー1階
中原区木月住吉町33‑1
中原区木月祗園町2‑2
中原区下小田中2‑9‑1
中原区等々力1‑3
中原区上小田中6‑22‑5
中原区小杉町3‑245
高津区溝口1‑4‑1 ノクティプラザ2 11階
高津区溝口1‑6‑10
高津区溝口2‑20‑1
高津区溝口3‑13‑3
高津区溝口5‑15‑7
高津区二子3‑15‑1
高津区末長3‑24‑4
高津区新作1‑19‑1
高津区久末2012‑1
高津区下作延2‑8‑1
宮前区東有馬4‑6‑1
宮前区有馬2‑6‑4

宮前スポーツセンター

〒216‑0011

宮前区犬蔵1‑10‑3

菅生分館
宮前市民館
宮前区役所 地域振興課
多摩区役所道路公園センター
多
川崎市多摩スポーツセンター
摩
多摩市民館
区
多摩区役所 地域振興課
麻生市民館
ヨネッティー王禅寺
（王禅寺余熱利用市民施設）
麻
麻生スポーツセンター
生
区 麻生区役所道路公園センター
岡上分館
麻生区役所 地域振興課

〒216‑0015 宮前区菅生5‑4‑11
〒216‑0006 宮前区宮前平2‑20‑4
〒216‑8570 宮前区宮前平2‑20‑5
〒214‑0008 多摩区菅北浦4‑11‑20
〒214‑0008 多摩区菅北浦4‑12‑5
〒214‑8570 多摩区登戸1775‑1 多摩区総合庁舎2階
〒214‑8570 多摩区登戸1775‑1 多摩区総合庁舎10階
〒215‑0004 麻生区万福寺1‑5‑2
〒215‑0013 麻生区王禅寺1321
〒215‑0021

麻生区上麻生3‑6‑1

〒215‑0026
〒215‑0027
〒215‑8570

麻生区古沢120
麻生区岡上286‑1
麻生区万福寺1‑5‑1
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※受付時間、備考に記載されている情報は施設側の事情により変更となる可能性があります。詳細は直接施設にお問い合わせください。

（平成 30 年 3 月現在）
電話番号
280‑7321
222‑5211
233‑6361
276‑9133
222‑4416
266‑3550
271‑0136
244‑3206
333‑9120
322‑1967
287‑6000
288‑5523
201‑3132
520‑0300
541‑3910
555‑3011
544‑0493
544‑5500
587‑1491
556‑6608
548‑4111
433‑7773
433‑0171
435‑7000
788‑2311
798‑5000
722‑0185
744‑3153
814‑7603
812‑1090
813‑0808
813‑4705
833‑1221
813‑6531
853‑1722
888‑3131
788‑1531
861‑3141
853‑3737
877‑1661

受 付 時 間
火〜日曜日 9:00〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:30
月〜日曜日 8:30〜21:30
月〜日曜日 9:00〜22:00
月〜日曜日 8:30〜20:30
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜日曜日 8:30〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜19:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜日曜日 9:00〜21:30
月〜日曜日 9:00〜21:30
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
火〜日曜日 9:00〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜20:00
月〜日曜日 9:00〜21:30
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜日曜日 8:30〜20:00
月〜日曜日 8:30〜19:00
月〜日曜日 9:30〜21:30
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 8:45〜21:30
月〜土曜日 16:00〜21:00、日曜日 9:00〜21:00
月〜日曜日 9:00〜21:30
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00
月〜日曜日 9:00〜21:00
月〜金曜日 8:30〜17:00

976‑6350

月〜日曜日

9:00〜21:00

977‑4781
888‑3911
856‑3132
946‑0044
946‑6030
935‑3333
935‑3143
951‑1300
951‑3636

月〜日曜日
月〜日曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜日曜日
月〜日曜日
月〜金曜日
月〜日曜日
月〜日曜日

9:00〜21:00
9:00〜21:00
8:30〜17:00
8:30〜17:00
9:00〜21:30
9:00〜21:00
8:30〜17:00
9:00〜21:00
9:00〜17:00

951‑1234

月〜日曜日

8:30〜21:30

954‑0505
988‑0268
965‑5119

月〜金曜日
月〜日曜日
月〜金曜日

8:30〜17:00
9:00〜21:00
8:30〜17:00

備
考
月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
偶数月の第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
臨時休館日、12月29日〜1月3日を除く
12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月30日〜1月3日を除く
第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月30日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
施設休館日、12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
月曜日、
（祝休日の場合は翌日）、第三火曜日、12月29日〜1月3日を除く
施設点検日、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
施設点検日、12月29日〜1月3日を除く（12月28日、1月4日、成人の日は18:20まで）
施設点検日、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
12月29日〜1月3日を除く
奇数月第三火曜日、12月29日〜1月3日を除く
12月28日〜1月4日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
12月29日〜1月3日を除く
12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月30日〜1月3日を除く
※12月29日は18:30までの受付
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
第四水曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月5日を除く
第四月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月30日〜1月2日を除く
※12月29日、1月3日は15:00までの受付
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
第三月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日を除く
祝休日、12月29日〜1月3日を除く（12:00〜13:00は休憩時間）
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