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00316 ベストプランナー合同会社 さいたま市 卸売業、小売業

00317 株式会社　高橋土建 川越市 建設業

00318 株式会社丸天興業 坂戸市 建設業

00319 一般社団法人障がい者アート協会 入間市 団体・ＮＰＯ等

00320 株式会社むさしビルクリーナー さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00321 株式会社拓乃総庭 蓮田市 建設業

00322 廣橋工業株式会社 川口市 建設業

00323 株式会社影浦工務店 川越市 建設業

00324 邦栄建設株式会社 川口市 建設業

00325 株式会社ニッケンホールディングス 戸田市 不動産業、物品賃貸業

00326 ニッケン建設株式会社 戸田市 建設業

00327 SODACHI 川口市 教育、学習支援業

00328 株式会社LAD 川口市 生活関連サービス業、娯楽業

00329 東洋ハウス建材株式会社 ときがわ町 卸売業、小売業

00330 株式会社　さいたま資材 越谷市 建設業

00331 株式会社　井田建設 本庄市 建設業

00332 有限会社菅原化工 戸田市 製造業

00333 株式会社エスケー住建 川口市 卸売業、小売業

00334 株式会社世美庵 小川町 製造業

00335 三ツ和総合建設業協同組合 さいたま市 建設業

00336 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　埼玉支店 さいたま市 金融業、保険業

00337 瑞伸建設工業株式会社 ふじみ野市 建設業

00338 株式会社ホスピタリティアルファ さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00339 倉持電気株式会社 三郷市 電気・ガス・熱供給・水道業

00340 株式会社　斎藤組 秩父市 建設業

00341 株式会社リゾン 朝霞市 不動産業、物品賃貸業

00342 昭和建設株式会社 春日部市 建設業

00343 株式会社 アークス 草加市 建設業

00344 株式会社恒電社 伊奈町 建設業

00345 株式会社　川村建設工業 北本市 建設業

00346 有限会社新郷運輸 川口市 運輸業、郵便業

00347 株式会社大場組 八潮市 サービス業（他に分類されない）

00348 SMBC日興証券株式会社　大宮支店 さいたま市 金融業、保険業

00349 医療法人社団　徳昌会　パラシオン歯科医院 越谷市 医療、福祉

00350 山元株式会社 越谷市 製造業

00351 KODAMA-蚕玉 富士見市 製造業

00352 株式会社環境総合研究所 川越市 学術研究、専門・技術サービス業

00353 株式会社あぶらび 蕨市 卸売業、小売業

00354 ケミコステクノ株式会社　春日部工場 春日部市 製造業

00355 株式会社ePARA 戸田市 サービス業（他に分類されない）

00356 一般社団法人 加須青年会議所 加須市 団体・ＮＰＯ等

00357 株式会社イハシ（イハシグループ） 越谷市 卸売業、小売業

00358 中央税務会計事務所 さいたま市 学術研究、専門・技術サービス業

00359 株式会社サイオー さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00360 株式会社福島食品 毛呂山町 卸売業、小売業

00361 株式会社ボイスクリエーションシュクル さいたま市 生活関連サービス業、娯楽業

00362 小さなホテル　セラヴィ 長瀞町 宿泊業、飲食サービス業

00363 株式会社エコー宣伝印刷 伊奈町 製造業

00364 有限会社アジア工研 吉見町 製造業

00365 株式会社Cross Community さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00366 中央建設協同組合 さいたま市 建設業

00367 オザワロード株式会社 越谷市 建設業

00368 株式会社クリタエイムデリカ 越谷市 製造業

00369 荏原商事（株）関東支社　さいたま事務所 さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

00370 株式会社シンフォニージャパン 川口市 製造業

00371 株式会社ヒロ建工 所沢市 建設業

00372 木村鉄筋工業株式会社 川越市 建設業
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00373 金子商事株式会社 久喜市 運輸業、郵便業

00374 医療法人　俊仁会 秩父市 医療、福祉

00375 株式会社アジェクト 戸田市 運輸業、郵便業

00376 株式会社　新和エコー 三郷市 製造業

00377 千代田測器株式会社 さいたま市 卸売業、小売業

00378 株式会社　アップル さいたま市 不動産業、物品賃貸業

00379 日東精密工業株式会社 寄居町 製造業

00380 積田冷熱工事株式会社 さいたま市 建設業

00381 理研計器株式会社 春日部市 製造業

00382 社会福祉法人ぱる 戸田市 医療、福祉

00383 株式会社第一コーポレーション 川越市 生活関連サービス業、娯楽業

00384 株式会社会澤工務店 越谷市 建設業

00385 株式会社中島製作所 東松山市 製造業

00386 野村ハイメディア株式会社 新座市 製造業

00387 三光産業株式会社 越生町 製造業

00388 株式会社埼玉車輌 草加市 建設業

00389 株式会社萬年 神川町 卸売業、小売業

00390 株式会社アズ企画設計 川口市 不動産業、物品賃貸業

00391 日本環境マネジメント株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00392 株式会社　武蔵野物流 行田市 運輸業、郵便業

00393 （株）シンワ・スポーツ・サービス 川越市 サービス業（他に分類されない）

00394 株式会社渋沢 本庄市 建設業

00395 株式会社水谷工務店 越谷市 建設業

00396 株式会社テクニカルセンター さいたま市 医療、福祉

00397 （株）パイロットコーポレーション　ステーショナリー東日本営業部　東部第三支店 さいたま市 製造業

00398 ROSE LABO株式会社 深谷市 農業、林業

00399 草加建設株式会社 草加市 建設業

00400 株式会社二重作商店 上尾市 卸売業、小売業

00401 岩崎工業株式会社 蓮田市 建設業

00402 株式会社タイセイ　埼玉工場 加須市 製造業

00403 ヤマト興産株式会社 上里町 製造業

00404 株式会社グリーンウォール 狭山市 建設業

00405 株式会社藤榮商事 さいたま市 建設業

00406 東和アークス株式会社 さいたま市 卸売業、小売業

00407 アースシグナル株式会社 川越市 建設業

00408 株式会社　加藤建設工業 飯能市 建設業

00409 埼玉中央生コン協同組合 さいたま市 製造業

00410 株式会社　中新造園 越谷市 建設業

00411 株式会社高沢工務店 日高市 建設業

00412 株式会社内田緑化興業 さいたま市 建設業

00413 名倉建設株式会社 吉川市 建設業

00414 スリーエスライン流通株式会社 加須市 運輸業、郵便業

00415 株式会社サイサン さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

00416 イズミマトリックス株式会社 杉戸町 運輸業、郵便業

00417 株式会社　友伸工業 久喜市 建設業

00418 大和屋株式会社 熊谷市 建設業

00419 株式会社　昭計 所沢市 建設業

00420 ヤシオトーヨー住器（株） 八潮市 卸売業、小売業

00421 株式会社　サンワックス 熊谷市 サービス業（他に分類されない）

00422 株式会社　松永建設 さいたま市 建設業

00423 筑波ダイカスト工業株式会社 富士見市 製造業

00424 チヨダ株式会社 戸田市 製造業

00425 損害保険ジャパン　株式会社 さいたま市 金融業、保険業

00426 株式会社エコ計画 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00427 社会保険労務士法人 ＹＥＬＬ 川口市 学術研究、専門・技術サービス業

00428 株式会社サンキョウ さいたま市 建設業

00429 東京ボード工業株式会社　埼玉営業所 八潮市 製造業
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00430 浦和商業開発株式会社 さいたま市 その他

00431 大和建設株式会社 さいたま市 建設業

00432 白岡蓮田環境事業協同組合 蓮田市 サービス業（他に分類されない）

00433 国立大学法人埼玉大学 さいたま市 学校・教育機関

00434 株式会社増田製作所 さいたま市 製造業

00435 有限会社杉戸ウインドトーヨー住器 杉戸町 卸売業、小売業

00436 アイル・コーポレーション株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

00437 NPO法人彩の国ウルトラプロジェクト 鶴ヶ島市 団体・ＮＰＯ等

00438 入間ケーブルテレビ株式会社 入間市 情報通信業

00439 富士インキ製造株式会社 滑川町 製造業

00440 株式会社ＫＲＦ 富士見市 運輸業、郵便業

00441 関東建設株式会社 寄居町 建設業

00442 埼玉物産株式会社 ふじみ野市 製造業

00443 横山産業株式会社 川口市 製造業

00444 特定非営利活動法人　環（めぐり） 吉川市 団体・ＮＰＯ等

00445 株式会社川口スプリング製作所 川口市 建設業

00446 アズールテスト株式会社 川島町 製造業

00447 株式会社井口一世 所沢市 製造業

00448 株式会社博愛社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）


