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637 雙葉デンタルクリニック さいたま市 医療、福祉

638 中島建工株式会社 さいたま市 建設業

639 株式会社塩崎テクノブレイン 久喜市 サービス業（他に分類されない）

640 生活協同組合パルシステム埼玉 蕨市 その他

641 株式会社杉本土建工業 さいたま市 建設業

642 開道建設業協同組合 さいたま市 建設業

643 株式会社山一商事 川越市 生活関連サービス業、娯楽業

644 有限会社丸政 吉川市 運輸業、郵便業

645 株式会社エスディー企画 さいたま市 建設業

646 株式会社ヤマプラス埼玉 春日部市 建設業

647 啓装工業株式会社 坂戸市 製造業

648 株式会社東洋シビル 行田市 サービス業（他に分類されない）

649 株式会社エスティーエス 狭山市 卸売業、小売業

650 株式会社アクアデザイン さいたま市 製造業

651 有限会社上野木型製作所 川口市 製造業

652 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社吉川事業所 吉川市 電気・ガス・熱供給・水道業

653 株式会社テクニカルメンテナンス 越谷市 建設業

654 株式会社小林建設 久喜市 建設業

655 株式会社ジャストホーム 越谷市 建設業

656 株式会社チェンジデザイン 吉川市 学術研究、専門・技術サービス業

657 光和空調株式会社 熊谷市 建設業

658 株式会社デサン さいたま市 その他

659 株式会社シバタスペース 東松山市 建設業

660 株式会社セラフ榎本 川口市 建設業

661 有限会社セキュリティ・ライセンス・KOB 所沢市 サービス業（他に分類されない）

662 有限会社ミチコフーヅ 蓮田市 卸売業、小売業

663 株式会社ニッケンコーポレーション 戸田市 不動産業、物品賃貸業

664 株式会社すまいる・ランド ふじみ野市 医療、福祉

665 ポラスマイホームプラザ株式会社 さいたま市 不動産業、物品賃貸業

666 小沢道路株式会社 久喜市 建設業

667 株式会社アースアンドウォーター さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

668 株式会社セルンシステム 加須市 運輸業、郵便業

669 有限会社ワールドアイ 東松山市 卸売業、小売業

670 株式会社キューブコンサルティング 久喜市 金融業、保険業

671 セカンドフィールド株式会社 飯能市 建設業

672 石井孝史税理士事務所 川越市 学術研究、専門・技術サービス業

673 ＮＫＴ株式会社 川口市 運輸業、郵便業

674 株式会社ケー・エヌ・エス 川越市 建設業

675 株式会社 サンユウ 東松山市 建設業

676 株式会社ニッソウ 松伏町 製造業

677 株式会社千島測量設計 小鹿野町 学術研究、専門・技術サービス業

678 武甲酒造株式会社 秩父市 製造業

679 株式会社原町サイン 東京事業所 三郷市 製造業

680 BFC株式会社 飯能市 医療、福祉

681 貴商エンジニアリング株式会社 戸田市 製造業

682 株式会社サークランド さいたま市 サービス業（他に分類されない）
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683 イオンモール川口 川口市 不動産業、物品賃貸業

684 株式会社クロスリンク 草加市 運輸業、郵便業

685 株式会社CORERAL さいたま市 製造業

686 株式会社エマノン 白岡市 卸売業、小売業

687 株式会社スチール工業 川島町 卸売業、小売業

688 関清総合設備株式会社 上尾市 その他

689 株式会社猪俣産業 日高市 建設業

690 株式会社クランツ 草加市 製造業

691 株式会社ANBER 越谷市 卸売業、小売業

692 株式会社日辰断熱 さいたま市 建設業

693 野原税理士事務所 さいたま市 学術研究、専門・技術サービス業

694 株式会社カインズベストケア 本庄市 サービス業（他に分類されない）

695 横井電気工業株式会社 久喜市 建設業

696 有限会社京屋商店 上尾市 建設業

697 株式会社CANNOA 草加市 生活関連サービス業、娯楽業

698 加藤建設工業株式会社 北本市 建設業

699 たつみ印刷株式会社 深谷市 製造業

700 株式会社吉田自動車 所沢市 サービス業（他に分類されない）

701 株式会社東京木材相互市場 鴻巣市 卸売業、小売業

702 ハローシステムエンジニアリング株式会社 さいたま市 建設業

703 株式会社ナカノヤ 越谷市 建設業

704 株式会社エコーステーション 川越市 卸売業、小売業

705 株式会社小江戸 川越市 サービス業（他に分類されない）

706 斎藤商事株式会社 鴻巣市 卸売業、小売業

707 株式会社フラント さくらそう薬局 さいたま市 医療、福祉

708 株式会社大塚 上尾市 卸売業、小売業

709 日本赤十字社埼玉県支部 特別養護老人ホーム彩華園 熊谷市 医療、福祉

710 株式会社トキン工業 ときがわ町 製造業

711 株式会社SJ HOUSE さいたま市 卸売業、小売業

712 篠田重機株式会社 吉川市 建設業

713 株式会社タキザワ製薬 さいたま市 製造業

714 矢作工業株式会社 ときがわ町 建設業

715 グローバル・コーティング株式会社 上尾市 製造業

716 株式会社ティー・エム・サーベイ 越谷市 学術研究、専門・技術サービス業

717 株式会社Pine 就労継続支援A型事業所 シュガーパイン 春日部市 医療、福祉

718 社会福祉法人名栗園 飯能市 医療、福祉

719 株式会社エステート白馬 所沢市 不動産業、物品賃貸業

720 株式会社内山商事 川口市 建設業

721 株式会社セオス 白岡工場 白岡市 サービス業（他に分類されない）

722 三城建機株式会社 八潮市 建設業

723 株式会社たばたプランニング 秩父市 その他

724 株式会社國光 熊谷市 その他

725 株式会社WELL 草加市 その他

726 株式会社STOCKCREW 杉戸町 運輸業、郵便業

727 株式会社辻急送サービス 熊谷市 運輸業、郵便業

728 株式会社双和電機製作所 狭山市 製造業
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729 国際人材支援事業協同組合 さいたま市 複合サービス事業

730 株式会社光藤工業 ふじみ野市 建設業

731 林竜太郎税理士事務所 川越市 学術研究、専門・技術サービス業

732 島田建設株式会社 富士見市 建設業

733 株式会社工藤築炉工業所 川越市 建設業

734 十条ステン工業株式会社 川口市 製造業

735 有限会社廿楽モータース 上尾市 複合サービス事業

736 株式会社リユースラボ 川口市 卸売業、小売業

737 一般社団法人環境・再生・安全協議会 川口市 団体・ＮＰＯ等

738 プラント電装イージー有限会社 さいたま市 製造業

739 株式会社ナンブ さいたま市 卸売業、小売業

740 新興プラント工業株式会社 所沢市 建設業

741 大五興業株式会社 川口市 建設業

742 株式会社グッドワン さいたま市 不動産業、物品賃貸業

743 太陽管財株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

744 株式会社イメージメーク・ハウス 北本市 建設業

745 株式会社石井工務所 蓮田市 建設業

746 株式会社UTMM 坂戸市 サービス業（他に分類されない）

747 さくらやさいたま大宮店 さいたま市 卸売業、小売業

748 合同会社GUTS CHROME 和光市 卸売業、小売業

749 株式会社アースコム 越谷市 建設業

750 有限会社ジーネット 白岡市 教育、学習支援業

751 株式会社フジメビック 新座市 卸売業、小売業

752 株式会社吉田工務店 さいたま市 建設業

753 株式会社東和銀行 浦和支店 さいたま市 金融業、保険業

754 株式会社アラ井 飯能市 製造業

755 株式会社ダイチューテクノロジーズ 羽生市 製造業

756 株式会社騎西運輸倉庫 加須市 運輸業、郵便業

757 株式会社サンワード 朝霞市 建設業

758 株式会社ぎょうざの満洲 川越市 製造業

759 キング引越センター株式会社 新座市 運輸業、郵便業

760 株式会社田村工業所 川越市 建設業

761 東邦地水株式会社 関東支社 川越市 建設業

762 株式会社東和プロセス川口工場 川口市 製造業

763 株式会社日環サービス 川口市 サービス業（他に分類されない）

764 株式会社コーウン流通 越谷市 運輸業、郵便業

765 RGコンテナー株式会社 川口市 製造業

766 株式会社曙運輸 越谷市 運輸業、郵便業

767 株式会社みらい 所沢市 学術研究、専門・技術サービス業

768 株式会社染谷ＳａｆｅｔｙＳｅｒｖｉｃｅ 松伏町 建設業

769 タテヤマ輸送株式会社 ふじみ野市 運輸業、郵便業

770 株式会社ビクトリー 八潮市 サービス業（他に分類されない）

771 株式会社新井工務店 深谷市 建設業

772 有限会社グッドワークス 草加市 建設業

773 洋光建設株式会社 所沢市 建設業

774 株式会社ローザ 川口市 製造業
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775 株式会社ケミックス 白岡市 製造業

776 有限会社茂木製作所 本庄市 製造業

777 株式会社花いち さいたま市 卸売業、小売業

778 埼玉養蜂株式会社 鴻巣市 製造業

779 株式会社noa 坂戸市 生活関連サービス業、娯楽業

780 日野トレーディング株式会社 八潮市 卸売業、小売業

781 川越商工会議所 川越市 サービス業（他に分類されない）

782 コンゴーテクノロジー株式会社 さいたま市 製造業

783 有限会社協新商事 草加市 運輸業、郵便業

784 株式会社酒井材木店 寄居町 卸売業、小売業

785 日生工業株式会社 美里町 製造業

786 ママのたからばこ 川越市 その他

787 冨岡行政書士事務所 草加市 学術研究、専門・技術サービス業

788 株式会社KPSフルフィルメント 桶川市 その他

789 株式会社ボネックス 新座市 製造業

790 医療法人永仁会 入間市 医療、福祉

791 トーメックス株式会社 川口市 製造業

792 株式会社ワイ・シイ・アイ 川越市 製造業

793 東洋科学川島工業株式会社 川越市 製造業

794 クリーンテック東京株式会社 越谷市 サービス業（他に分類されない）

795 株式会社ホウユウ 吉川市 建設業

796 株式会社第一建築設計事務所 川越市 学術研究、専門・技術サービス業

797 株式会社大里 さいたま市 卸売業、小売業

798 株式会社ワイドループ さいたま市 卸売業、小売業

799 株式会社ギルド さいたま市 サービス業（他に分類されない）

800 株式会社学研スタディエ さいたま市 教育、学習支援業

801 有限会社宝亀園 越谷市 建設業

802 株式会社流通サービス 草加市 運輸業、郵便業

803 株式会社全菓 所沢市 製造業

804 合同会社絆 新座市 サービス業（他に分類されない）

805 有限会社クリナス 小川町 生活関連サービス業、娯楽業

806 有限会社笠原水道工務店 深谷市 建設業

807 株式会社安西建設 さいたま市 建設業

808 セイキ工業株式会社 所沢市 製造業

809 西松建設株式会社 さいたま営業所 さいたま市 建設業

810 株式会社リオ 川口市 建設業

811 医療法人三方良歯 熊谷市 医療、福祉

812 有限会社シンコ－テック 川越市 製造業

813 株式会社クリオ 川口市 医療、福祉

814 株式会社曙アルミ建材 越谷市 建設業

815 株式会社苺の里 毛呂山町 農業、林業

816 SKマテリアル株式会社 狭山市 鉱業、採石業、砂利採取業

817 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 桶川オフィス 桶川市 卸売業、小売業

818 株式会社荻野精機製作所 蕨市 製造業

819 株式会社茂田工業所 さいたま市 建設業

820 通信興業株式会社 川越市 製造業
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821 株式会社colors 川越市 建設業

822 有限会社川島機工設備 深谷市 建設業

823 社会福祉法人大幸会 さいたま市 医療、福祉

824 ミツワエンジニアリング株式会社 桶川市 建設業

825 医療法人聖仁会 さいたま市 医療、福祉

826 医療法人光仁会 春日部市 医療、福祉

827 一般社団法人i-Sora さいたま市 サービス業（他に分類されない）

828 新日本ビルサービス株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

829 ＣＰＰ有限会社 川越市 製造業

830 株式会社ティービーエス 富士見市 サービス業（他に分類されない）

831 トーエイ物流株式会社 久喜市 運輸業、郵便業

832 株式会社YMD 川口市 建設業

833 株式会社ＵＴソリューションズ 蓮田市 情報通信業

834 株式会社GX 川口市 その他

835 株式会社藤川紙業 さいたま市 卸売業、小売業

836 フジケミ株式会社 本庄市 製造業

837 日本セルフメディカル株式会社 川口市 卸売業、小売業

838 特定非営利活動法人英語の通じる街実行委員会 川越市 団体・ＮＰＯ等

839 柳下技研株式会社 和光市 製造業

840 華美善建設興業株式会社 ふじみ野市 建設業

841 新明和工業株式会社 流体事業部関東支店 さいたま市 製造業

842 株式会社アルーシャ さいたま市 卸売業、小売業

843 大東測図株式会社 さいたま市 学術研究、専門・技術サービス業

844 株式会社ランバーテック 蕨市 製造業

845 株式会社ウッディーコイケ 秩父市 製造業

846 中村建設株式会社 宮代町 建設業

847 新雪運輸株式会社 川口市 運輸業、郵便業

848 株式会社日本シンライサービス 川口市 その他

849 株式会社小泉建設 川越市 建設業

850 株式会社クリーン工房 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

851 株式会社トヨタレンタリース埼玉 さいたま市 不動産業、物品賃貸業

852 富士技研工業株式会社 戸田市 製造業

853 大阿蘇水質管理株式会社 越谷市 サービス業（他に分類されない）

854 松井鐵筋工業株式会社 さいたま市 建設業

855 株式会社サナ 所沢市 製造業

856 株式会社豊田工務店 越谷市 建設業

857 オストリッチ運輸株式会社 春日部市 運輸業、郵便業

858 株式会社ブラウンワーク 東松山市 学術研究、専門・技術サービス業

859 株式会社古川工務店 鶴ヶ島市 建設業

860 株式会社ソニックホールディングス 川口市 卸売業、小売業

861 株式会社アキュラホーム埼玉 越谷市 建設業


