
登録No. 企業・団体名等の名称 所在地 種別

00001 株式会社　埼玉りそな銀行 さいたま市 金融業、保険業

00002 株式会社　八洲電業社 さいたま市 建設業

00003 株式会社警備ログ さいたま市 複合サービス事業

00004 特定非営利活動法人春日部鉄道写真館 春日部市 団体・ＮＰＯ等

00005 岩堀建設工業株式会社 川越市 建設業

00006 株式会社ノヴァ 北本市 製造業

00007 株式会社丸電 さいたま市 建設業

00008 秩父土建株式会社 秩父市 建設業

00009 株式会社　ハヤカワ 加須市 運輸業、郵便業

00010 株式会社　山定物流 朝霞市 運輸業、郵便業

00011 株式会社カタヤマ さいたま市 建設業

00012 株式会社青木精機 飯能市 製造業

00013 彩の国 くりはし☆かぞベース 『地域の魅力サポート応援団』 加須市 団体・ＮＰＯ等

00014 学校法人葵学園 上尾市 学校・教育機関

00015 社会福祉法人東雲会 狭山市 医療、福祉

00016 セイコー運輸株式会社 寄居町 運輸業、郵便業

00017 株式会社トレパル 志木市 医療、福祉

00018 株式会社　太陽商工 さいたま市 建設業

00019 毎日興業株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00020 株式会社テレビ埼玉 さいたま市 情報通信業

00021 川口信用金庫 川口市 金融業、保険業

00022 三井住友海上火災保険 さいたま市 金融業、保険業

00023 伊田テクノス株式会社 東松山市 建設業

00024 アヅミ産業株式会社 さいたま市 卸売業、小売業

00025 特定非営利活動法人　プチバカンス 川口市 団体・ＮＰＯ等

00026 田部井建設株式会社 熊谷市 建設業

00027 秩父広域森林組合 秩父市 農業、林業

00028 初雁興業株式会社 川越市 建設業

00029 狭山ケーブルテレビ株式会社 狭山市 情報通信業

00030 ユナイテッド・インシュアランス株式会社 さいたま市 金融業、保険業

00031 第一生命保険株式会社　浦和支社 さいたま市 金融業、保険業

00032 東上通運株式会社 川越市 運輸業、郵便業

00033 一般社団法人埼玉県電業協会 さいたま市 団体・ＮＰＯ等

00034 株式会社豊島製作所 東松山市 製造業

00035 金杉建設株式会社 春日部市 建設業

00036 株式会社SPコンシェルジュ 戸田市 その他

00037 レジアスインパクト株式会社 ふじみ野市 金融業、保険業

00038 一般社団法人社会福祉相談センター 東松山市 医療、福祉

00039 東武環境センター株式会社 八潮市 サービス業（他に分類されない）

00040 イシグロ株式会社 上尾市 卸売業、小売業

00041 和光紙器株式会社 川口市 製造業

00042 株式会社E-PAND さいたま市 製造業

00043 株式会社　細田商店 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00044 株式会社　高砂建設 蕨市 建設業

00045 公益社団法人　川口青年会議所 川口市 団体・ＮＰＯ等

00046 佐々木晴明税理士事務所 川越市 学術研究、専門・技術サービス業

00047 株式会社タカヤマ 所沢市 サービス業（他に分類されない）

00048 株式会社　市上建設 春日部市 建設業

00049 有限会社 沖田土木 越谷市 建設業

00050 株式会社 沖田土木 さいたま市 建設業
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00051 小川工業株式会社 行田市 建設業

00052 野口精機株式会社 東松山市 製造業

00053 特定非営利活動法人健康支援ネットSAILINGLIFE 鴻巣市 団体・ＮＰＯ等

00054 特定非営利活動法人マインドフルネス総合研究所 蓮田市 団体・ＮＰＯ等

00055 ベクトル株式会社 入間市 建設業

00056 マルタケ運輸株式会社 草加市 運輸業、郵便業

00057 八木建設株式会社 本庄市 建設業

00058 竹並建設株式会社 本庄市 建設業

00059 一般社団法人 全国住宅火災防止協会 入間市 建設業

00060 真下建設株式会社 本庄市 建設業

00061 埼和興産株式会社 川口市 建設業

00062 合同会社I.C.G さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00063 株式会社鈴木薬局 上尾市 医療、福祉

00064 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00065 西武緑化管理株式会社 所沢市 建設業

00066 前澤工業株式会社 川口市 製造業

00067 株式会社　関口組 本庄市 建設業

00068 中里建設株式会社 東松山市 建設業

00069 中原建設株式会社 川口市 建設業

00070 平岩建設株式会社 所沢市 建設業

00071 大村商事株式会社 志木市 サービス業（他に分類されない）

00072 株式会社ユニパック 川口市 建設業

00073 大和リース株式会社　さいたま支店 さいたま市 建設業

00074 公益財団法人埼玉県下水道公社 さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

00075 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 さいたま市 その他

00076 株式会社ケージーエム 熊谷市 建設業

00077 株式会社 中里組 川越市 建設業

00078 東急こまがわ自治会 日高市 団体・ＮＰＯ等

00079 増木工業株式会社 新座市 建設業

00080 株式会社コア 長瀞町 サービス業（他に分類されない）

00081 望月印刷株式会社 さいたま市 製造業

00082 小林クリエイト株式会社北関東営業部 さいたま市 製造業

00083 株式会社　日さく さいたま市 建設業

00084 株式会社埼玉測機社 さいたま市 卸売業、小売業

00085 入間ガスグループ 入間市 サービス業（他に分類されない）

00086 東京ガス株式会社 さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

00087 リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支社 さいたま市 その他

00088 ナチュラルユニティー株式会社 戸田市 サービス業（他に分類されない）

00089 株式会社サンフジ企画 総合住宅展示場 鶴ヶ島住宅公園 さいたま市 その他

00090 株式会社サンフジ企画 総合住宅展示場 久喜住宅公園 さいたま市 その他

00091 株式会社サンフジ企画 総合住宅展示場 わらび住宅公園 さいたま市 その他

00092 株式会社サンフジ企画 総合住宅展示場 プラザ浦和 さいたま市 その他

00093 株式会社サンフジ企画 総合住宅展示場 浦和住宅公園 さいたま市緑 その他

00094 株式会社サンフジ企画 総合住宅展示場　川口・鳩ヶ谷住宅公園 川口市 その他

00095 社会福祉法人聖徳会 行田市 医療、福祉

00096 埼玉トヨペットホールディングスグループ さいたま市 卸売業、小売業

00097 スクエアライン株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00098 NPO　読書普及協会　埼玉支部 八潮市 団体・ＮＰＯ等

00099 エムケイ・コンサルティング株式会社 春日部市 金融業、保険業

00100 社会福祉法人元気村 鴻巣市 医療、福祉
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00101 関口工業株式会社 志木市 建設業

00102 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 さいたま市 団体・ＮＰＯ等

00103 公益財団法人いきいき埼玉 伊奈町 団体・ＮＰＯ等

00104 株式会社キャリア・サポート・パートナーズ 春日部市 医療、福祉

00105 任意団体ふれあい協議会（大宮中央ビル商店街協同組合） さいたま市 団体・ＮＰＯ等

00106 武蔵オプティカルシステム株式会社 さいたま市 製造業

00107 太平化成株式会社 久喜市 製造業

00108 大東ガス株式会社 三芳町 電気・ガス・熱供給・水道業

00109 特定非営利活動法人あおい糸 富士見市 団体・ＮＰＯ等

00110 社会福祉法人　埼玉県社会福祉事業団 嵐山町 医療、福祉

00111 株式会社ヤマモトジオサーブ 三郷市 学術研究、専門・技術サービス業

00112 野崎興業株式会社 戸田市 サービス業（他に分類されない）

00113 株式会社ユーディケー さいたま市 建設業

00114 社会福祉法人　埼玉医療福祉会 毛呂山町 医療、福祉

00115 株式会社コマーム 川口市 サービス業（他に分類されない）

00116 株式会社ジェービーエム事業本部 鶴ヶ島市 複合サービス事業

00117 青木信用金庫 川口市 金融業、保険業

00118 株式会社宮本製作所 川口市 製造業

00119 東上ガス株式会社 志木市 電気・ガス・熱供給・水道業

00120 株式会社　プライム・ワン 春日部市 金融業、保険業

00121 くすのき経営資源研究所 川越市 学術研究、専門・技術サービス業

00122 スポーツクラブ　ルネサンス浦和 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00123 株式会社武蔵野銀行 さいたま市 金融業、保険業

00124 株式会社彩の国でんき さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

00125 飯能信用金庫 飯能市 金融業、保険業

00126 株式会社たきじ 深谷市 製造業

00127 特定非営利活動法人　共同生活推進協議会 さいたま市 団体・ＮＰＯ等

00128 株式会社とめきち さいたま市 生活関連サービス業、娯楽業

00129 株式会社ナックプランニング 戸田市本 建設業

00130 シナネンエコワーク株式会社　白岡リサイクルセンター 白岡市 その他

00131 株式会社メガテラフーズ 東松山第1事業所 東松山市 医療、福祉

00132 株式会社ウェイアンドアイ 鶴ヶ島市 サービス業（他に分類されない）

00133 和光市チームSDGs 和光市 団体・ＮＰＯ等

00134 藤田セロファン産業株式会社 さいたま市 製造業

00135 株式会社メガテラ商品開発研究所 東松山市 農業、林業

00136 IKEA新三郷 三郷市 卸売業、小売業


