
No 法人種類 法人名称 法人名称フリガナ 主たる事業所住所
1 公益財団法人 アルカンシエール美術財団 アルカンシエールビジュツザイダン 東五反田３丁目２０番１４号
2 公益財団法人 海原会 ウナバラカイ 南大井６丁目１６番１２号　大森コーポビアネーズ４０３号
3 公益財団法人 ＮＳＫメカトロニクス技術高度化財団 エヌエスケーメカトロニクスギジュツコウドカザイダン 大崎１丁目６番３号　日精ビルディング
4 公益財団法人 大崎企業スポーツ事業研究助成財団 オオサキキギョウスポーツジギョウケンキュウジョセイザイダン 東五反田２丁目１番１０号
5 公益財団法人 小原白梅育英基金 オバラシラウメイクエイキキン 西五反田７丁目２番３号
6 公益財団法人 河野臨牀医学研究所 コウノリンショウイガクケンキュウジョ 北品川１丁目２８番１５号
7 公益財団法人 国際青少年研修協会 コクサイセイショウネンケンシュウキョウカイ 西五反田７丁目１５番４号
8 公益財団法人 国民工業振興会 コクミンコウギョウシンコウカイ 東品川4丁目9番26号
9 公益財団法人 こころのバリアフリー研究会 ココロノバリアフリーケンキュウカイ 東五反田５丁目９番２２号
10 公益財団法人 小山台教育財団 コヤマダイキョウイクザイダン 小山４丁目１１番１２号
11 公益財団法人 塩事業センター シオジギョウセンター 大井町１丁目４７番１号
12 公益財団法人 品川区国際友好協会 シナガワクコクサイユウコウキョウカイ 広町２丁目１番３６号
13 公益財団法人 品川区スポーツ協会 シナガワクスポーツキョウカイ 東五反田２丁目１１番２号
14 公益財団法人 品川文化振興事業団 シナガワブンカシンコウジギョウダン 西大井１丁目４番２５号
15 公益財団法人 ＪＡＬ財団 ジャルザイダン 東品川２丁目4番11号
16 公益財団法人 十四世六平太記念財団 ジュウヨンセイロッペイタキネンザイダン 上大崎４丁目６番９号
17 公益財団法人 昭和池田記念財団 ショウワイケダキネンザイダン 戸越５丁目１７番１４号
18 公益財団法人 昭和大学医学・医療振興財団 ショウワダイガクイガク・イリョウシンコウザイダン 旗の台２丁目２番１５号
19 公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団 ゼンコクゼイリシキョウエイカイブンカザイダン 大崎１丁目１１番８号
20 公益財団法人 ソニー教育財団 ソニーキョウイクザイダン 北品川４丁目２番１号 御殿山アネックス2号館4F
21 公益財団法人 高橋産業経済研究財団 タカハシサンギョウケイザイケンキュウザイダン 西五反田２丁目１２番１９号 五反田NNビル10F
22 公益財団法人 辻国際奨学財団 ツジコクサイショウガクザイダン 大崎１丁目6番1号
23 公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団 ナカタニイコウケイソクギジュツシンコウザイダン 大崎一丁目２番２号　アートヴィレッジ大崎セントラルタワー８階
24 公益財団法人 日本海事科学振興財団 ニホンカイジカガクシンコウザイダン 東八潮3番1号
25 公益財団法人 日本感染症医薬品協会 ニホンカンセンショウイヤクヒンキョウカイ 上大崎２丁目２０番８号
26 公益財団法人 日本自転車競技連盟 ニホンジテンシャキョウギレンメイ 上大崎３丁目３番１号 自転車総合ビル5階
27 公益財団法人 日本城郭協会 ニホンジョウカクキョウカイ 西五反田八丁目２番１０－３０２号
28 公益財団法人 日本税務研究センター ニホンゼイムケンキュウセンター 大崎１丁目１１番８号
29 公益財団法人 日本ソフトテニス連盟 ニホンソフトテニスレンメイ 大井1-16-2-201
30 公益財団法人 日本適合性認定協会 ニホンテキゴウセイニンテイキョウカイ 東五反田１丁目２２番１号　五反田ＡＮビル3階
31 公益財団法人 日本民謡協会 ニホンミンヨウキョウカイ 南品川六丁目8番20号
32 公益財団法人 日本野鳥の会 ニホンヤチョウノカイ 西五反田３丁目９番２３号 丸和ビル
33 公益財団法人 微生物化学研究会 ビセイブツカガクケンキュウカイ 上大崎３丁目１４番２３号
34 公益財団法人 平山教育財団 ヒラヤマキョウイクザイダン 東五反田１丁目１１番２号　株式会社電波新聞社内
35 公益財団法人 古岡奨学会 フルオカショウガクカイ 西五反田８丁目３番１３号 フルオカビル１０階
36 公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団 ポーラデントウブンカシンコウザイダン 西五反田２丁目２番１０号
37 公益財団法人 ポーラ美術振興財団 ポーラビジュツシンコウザイダン 西五反田２丁目２番３号
38 公益財団法人 溶接接合工学振興会 ヨウセツセツゴウコウガクシンコウカイ 東品川４丁目9番26号
39 公益財団法人 米濱・リンガーハット財団 ヨネハマリンガーハットザイダン 大崎1丁目6番1号
40 公益財団法人 りそな中小企業振興財団 リソナチュウショウキギョウシンコウザイダン 上大崎３丁目2番1号 目黒センタービル ４階
41 公益社団法人 ア・ドリームア・デイＩＮＴＯＫＹＯ アドリームアデイイントウキョウ 上大崎三丁目10番59-202号
42 公益社団法人 三州倶楽部 サンシュウクラブ 上大崎１丁目２０番２７号
43 公益社団法人 品川区シルバー人材センター シナガワクシルバージンザイセンター 北品川３丁目１１番１６号
44 公益社団法人 ジュニア・アチーブメント日本 ジュニアアチーブメントニホン 北品川３丁目９番３０号
45 公益社団法人 全国病院理学療法協会 ゼンコクビョウインリガクリョウホウキョウカイ 大崎３丁目６番２１号
46 公益社団法人 東京都荏原歯科医師会 トウキョウトエバラシカイシカイ 中延１丁目４番１５号 荏原歯科医師会館
47 公益社団法人 東京都品川歯科医師会 トウキョウトシナガワシカイシカイ 西五反田６丁目２５番１２号 東京都品川歯科医師会館
48 公益社団法人 日本ネパール協会 ニッポンネパールキョウカイ 大崎３丁目６番２１号　ニュー大崎702号
49 公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会 ニホンアメリカンフットボールキョウカイ 北品川１丁目１６番１号
50 公益社団法人 日本エアロビック連盟 ニホンエアロビックレンメイ 東大井５丁目７番１０号　クレストワン3F
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51 公益社団法人 日本動物福祉協会 ニホンドウブツフクシキョウカイ 東五反田２丁目６番５号　フロインデビル2Ｆ
52 公益社団法人 日本バレエ協会 ニホンバレエキョウカイ 西五反田７丁目１７番５号 宮下ビル3階
53 公益社団法人 日本分析化学会 ニホンブンセキカガクカイ 西五反田１丁目２６番２号 五反田サンハイツ内
54 公益社団法人 日本ボウリング場協会 ニホンボウリングジョウキョウカイ 南品川２丁目２番１０号　南品川Ｎビル3階
55 公益社団法人 日本網膜色素変性症協会 ニホンモウマクシキソヘンセイショウキョウカイ 南大井２丁目７番９号　ｱﾐｭｰｽﾞKﾋﾞﾙ4階
56 公益社団法人 労務管理教育センター ロウムカンリキョウイクセンター 上大崎２丁目２５番２号
57 学校法人 青葉学園 アオバガクエン 東五反田４－１－１７
58 学校法人 小野学園 オノガクエン 西大井１－６－１３
59 学校法人 健康科学学園 ケンコウカガクガクエン 南品川６－１０－５
60 学校法人 香蘭女学校 コウランジョガッコウ 旗の台６－２２－２１
61 学校法人 品川女子学院 シナガワジョシガクイン 北品川３－３－１２
62 学校法人 昭和大学 ショウワダイガク 旗の台１-５-８
63 学校法人 杉野学園 スギノガクエン 上大崎４-６-１９
64 学校法人 清泉女子大学 セイセンジョシダイガク 東五反田３-１６-２１
65 学校法人 東京マックス学園 トウキョウマックスガクエン 大井１－４８－１１
66 学校法人 中延学園 ナカノブガクエン 西大井６－１－２３
67 学校法人 文教大学学園 ブンキョウダイガクガクエン 旗の台３-２-１７
68 学校法人 星薬科大学 ホシヤッカダイガク 荏原２－４－４１
69 学校法人 明晴学園 メイセイガクエン 八潮５－２－１
70 学校法人 八潮会 ヤシオカイ 東品川3-24-8
71 学校法人 立正大学学園 リッショウダイガクガクエン 大崎４-２-１６
72 社会福祉法人 朝日会 アサヒカイ 小山2丁目6番地15号
73 社会福祉法人 あざみ会 アザミカイ 南品川2-9-13
74 社会福祉法人 げんき ゲンキ 東大井5-23-16-113
75 社会福祉法人 さくら会 サクラカイ 南大井5-19-1
76 社会福祉法人 さぽうとにじゅういち サポウトニジュウイチ 上大崎2-12-2　ミズホビル6階
77 社会福祉法人 三徳会 サントクカイ 中延1丁目8番7号
78 社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 シナガワクシャカイフクシキョウギカイ 大井1-14-1
79 社会福祉法人 品川総合福祉センター シナガワソウゴウフクシセンター 八潮5丁目1番1号
80 社会福祉法人 春光福祉会 シュンコウフクシカイ 西大井二丁目4番4号
81 社会福祉法人 空のいろ ソラノイロ 西品川一丁目２８番１４号
82 社会福祉法人 大宝会 タイホウカイ 西五反田4-11-18
83 社会福祉法人 戸越会 トゴシカイ 戸越4丁目1番地10号
84 社会福祉法人 戸越ひまわり福祉会 トゴシヒマワリフクシカイ 大崎3-1-9
85 社会福祉法人 トット基金 トットキキン 西品川2-2-16
86 社会福祉法人 福栄会 フクエイカイ 東品川3丁目1番8号
87 社会福祉法人 緑の家 ミドリノイエ 大井7-4-18
88 認定ＮＰＯ法人 礎の石孤児院 イシズエノイシコジイン 西五反田1-14-1
89 認定ＮＰＯ法人 コアネット コアネット 東五反田１－２５－１９
90 認定ＮＰＯ法人 国際アマチュア無線ボランティアズ コクサイアマチュアムセンボランティアズ 西五反田4丁目20番2号
91 認定ＮＰＯ法人 難民を助ける会 ナンミンヲタスケルカイ 上大崎2丁目12番2号 ミズホビル7階
92 認定ＮＰＯ法人 バイオメディカルサイエンス研究会 バイオメディカルサイエンスケンキュウカイ 上大崎2-20-8-3
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