
登録No. 企業・団体名等の名称 所在地 種別

862 日本フルーツ加工株式会社 さいたま市 製造業

863 有限会社オガワ電機製作所 草加市 製造業

864 みづほ倉庫株式会社 さいたま市 運輸業、郵便業

865 株式会社フロンティアキッズ　つつじ保育園 吉川市 医療、福祉

866 堀尾建設株式会社 川越市 建設業

867 株式会社東洋精工 皆野町 製造業

868 株式会社オリエント さいたま市 製造業

869 クラウド株式会社 八潮市 サービス業（他に分類されない）

870 有限会社湯山設備工業所 川越市 建設業

871 株式会社岩本綿機埼玉工場 越谷市 製造業

872 Ｌｉｎｋ株式会社 吉川市 製造業

873 特定非営利活動法人日本語教育ネットワーク さいたま市 団体・ＮＰＯ等

874 株式会社アール・エフ・マネジマント 和光市 不動産業、物品賃貸業

875 株式会社リクエストエージェント埼玉営業所 さいたま市 学術研究、専門・技術サービス業

876 株式会社トランス・グリップ 狭山市 運輸業、郵便業

877 株式会社中野組 春日部市 建設業

878 有限会社菊田建設 杉戸町 建設業

879 小原歯車工業株式会社 川口市 製造業

880 株式会社細野鉄工所 川口市 その他

881 株式会社アースダンボール 伊奈町 製造業

882 株式会社川口木材センター 川口市 卸売業、小売業

883 株式会社ミック 日高市 製造業

884 株式会社万年 川口市 卸売業、小売業

885 埼京運輸株式会社 川口市 運輸業、郵便業

886 株式会社トシマ 蕨市 製造業

887 株式会社大川緑地開発 加須市 建設業

888 株式会社浦和ロイヤルパインズ さいたま市 宿泊業、飲食サービス業

889 株式会社ニソール 狭山市 製造業

890 株式会社バリバス 入間市 卸売業、小売業

891 株式会社むさしの 秩父市 複合サービス事業

892 石山商工株式会社 熊谷市 卸売業、小売業

893 有限会社グリーン 春日部市 製造業

894 株式会社ユナイテッドリバーズ浦和支社 さいたま市 情報通信業

895 森田運送株式会社 さいたま市 運輸業、郵便業

896 株式会社東海精技 川口市 製造業

897 医療法人社団真博会 さいたま市 医療、福祉

898 株式会社八洋 さいたま市 卸売業、小売業

899 株式会社イナホスポーツ 北本市 教育、学習支援業

900 株式会社プロデュースカンパニー嵐山工場 嵐山町 製造業

901 株式会社ハイライン 越谷市 建設業

902 DEVICE PARTNERS株式会社 川越市 製造業

903 株式会社三裕 越谷市 サービス業（他に分類されない）

904 株式会社協新製作所 川島町 製造業

905 株式会社ヒカリテック 川口市 建設業

906 株式会社羽賀商店 本庄市 複合サービス事業

907 大和ハウス工業株式会社埼玉東支社 越谷市 建設業
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908 株式会社MSC 川越市 卸売業、小売業

909 太陽化学塗料株式会社 越谷市 製造業

910 中野電設株式会社 さいたま市 建設業

911 株式会社長谷川製作所 草加市 製造業

912 株式会社バンガードシステムズ 所沢市 製造業

913 マストミ電子株式会社 川口市 製造業

914 株式会社ケイディーネオン 川越市 製造業

915 太陽インキ製造株式会社 嵐山町 製造業

916 埼玉トヨタ自動車株式会社 さいたま市 卸売業、小売業

917 株式会社ＣＯＣＯ さいたま市 建設業

918 お掃除どんちゃん 草加市 生活関連サービス業、娯楽業

919 株式会社アクセス 三郷市 建設業

920 有限会社岡田製畳 蕨市 卸売業、小売業

921 株式会社エランド さいたま市 卸売業、小売業

922 株式会社MIYOSHI 三芳町 製造業

923 株式会社ホンダカーズ埼玉北 熊谷市 卸売業、小売業

924 株式会社ＦＰ Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ さいたま市 金融業、保険業

925 株式会社市之瀨電設 志木市 電気・ガス・熱供給・水道業

926 株式会社浦和電子 さいたま市 製造業

927 カシュー株式会社 さいたま市 製造業

928 三栄通信工業株式会社 越谷市 建設業

929 有限会社勝俣工業 伊奈町 建設業

930 有限会社アイスコンフォート さいたま市 建設業

931 株式会社ミタカ 熊谷市 製造業

932 熊谷商工信用組合 熊谷市 金融業、保険業

933 やまざき歯科 越谷市 医療、福祉

934 株式会社ファジー・アド・オフィス　浦和住宅展示場Miraizu さいたま市 その他

935 株式会社エーアンドエム不動産 熊谷市 不動産業、物品賃貸業

936 株式会社本庄土建 本庄市 建設業

937 株式会社斉藤組 吉見町 建設業

938 山王テック株式会社 和光市 学術研究、専門・技術サービス業

939 株式会社サンヴィレッジ大宮支店 さいたま市 建設業

940 株式会社三王 草加市 卸売業、小売業

941 株式会社雅 さいたま市 建設業

942 株式会社栗原工務店 さいたま市 建設業

943 株式会社miyabi garden 春日部市 その他

944 株式会社カサモ関口商店 加須市 卸売業、小売業

945 有限会社高橋不動産 蕨市 不動産業、物品賃貸業

946 株式会社セイビ埼玉 川口市 サービス業（他に分類されない）

947 梅田工業株式会社 行田市 製造業

948 熊谷通運株式会社 熊谷市 運輸業、郵便業

949 城北伸鉄株式会社 東松山市 製造業

950 都市管理サービス株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）

951 株式会社彩玉舗道 久喜市 建設業

952 株式会社ジャーマンサービス 杉戸町 卸売業、小売業

953 関東建設興業株式会社 行田市 建設業
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954 株式会社ささき商事 川口市 卸売業、小売業

955 株式会社翔和 越谷市 製造業

956 一般社団法人埼玉県トラック協会 さいたま市 団体・ＮＰＯ等

957 ネクスト環境株式会社 ふじみ野市 サービス業（他に分類されない）

958 鈴茂器工株式会社東京工場 川島町 製造業

959 株式会社甲商 三郷市 製造業

960 藤和建設株式会社 所沢市 不動産業、物品賃貸業

961 コーヒーベル 蕨市 宿泊業、飲食サービス業

962 株式会社フジキン 八潮市 製造業

963 株式会社ブラウニー 北本市 製造業

964 株式会社アイ・ティー・シー さいたま市 サービス業（他に分類されない）

965 ミクロ電子株式会社 川越市 製造業

966 ハニーシート株式会社 川越市 製造業

967 有限会社石田電解研磨工業所 川口市 製造業

968 令和防炎 さいたま市 複合サービス事業

969 医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院 白岡市 医療、福祉

970 有限会社クレヨン 川島町 卸売業、小売業

971 仲吉商事株式会社 越谷市 製造業

972 株式会社アペレ 川口市 製造業

973 ＴＯＳＹＯ株式会社 越谷市 卸売業、小売業

974 株式会社フロンティアキッズ 戸田市 医療、福祉

975 リフォームのシンミ 春日部市 建設業

976 株式会社中原工業 ふじみ野市 建設業

977 司法書士法人大久保事務所 草加市 学術研究、専門・技術サービス業

978 株式会社クサガヤ測器 さいたま市 卸売業、小売業

979 株式会社ケーエムエフ熊谷工場 熊谷市 製造業

980 こぐれ建設株式会社 加須市 建設業

981 有限会社小田島商店 蕨市 卸売業、小売業

982 シチズンマシナリー株式会社所沢事業所 所沢市 製造業

983 株式会社イビサ 川口市 製造業

984 株式会社タテノ 朝霞市 製造業

985 吉川自動車運送株式会社 越谷市 運輸業、郵便業

986 株式会社坂建 上尾市 建設業

987 石井建設株式会社 熊谷市 建設業

988 横川建設株式会社 川口市 建設業

989 有限会社小幡土建工業 三芳町 建設業

990 スミダ工業株式会社 さいたま市 建設業

991 東部建材協同試験所株式会社 三郷市 学術研究、専門・技術サービス業

992 三光建設株式会社 川越市 建設業

993 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 さいたま市 医療、福祉

994 株式会社フジ 川口市 製造業

995 特定非営利活動法人国際障がい者活躍社会創造協会 春日部市 団体・ＮＰＯ等

996 株式会社ホレスト 入間市 運輸業、郵便業

997 土リサイクルセンター株式会社 川口市 サービス業（他に分類されない）

998 株式会社木下建設 白岡市 建設業

999 株式会社富士土木興業 川口市 建設業
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1000 伸和紙工株式会社 川越市 製造業

1001 安全産業株式会社　埼玉営業所 東松山市 運輸業、郵便業

1002 株式会社さいたまアリーナ さいたま市 生活関連サービス業、娯楽業

1003 株式会社高橋工務店 川越市 建設業

1004 株式会社エースタッフ 川越市 サービス業（他に分類されない）

1005 岩槻工業団地事業協同組合 さいたま市 卸売業、小売業

1006 株式会社住宅資材センター 越谷市 建設業

1007 株式会社ヘルス 所沢市 卸売業、小売業

1008 宇野設備工業株式会社 飯能市 建設業

1009 株式会社HARU さくら鍼灸整骨院/並木機能訓練センター 所沢市 医療、福祉

1010 公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 吉見町 医療、福祉

1011 公営事業株式会社　埼玉営業所 蓮田市 電気・ガス・熱供給・水道業

1012 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　北関東支店 さいたま市 建設業

1013 水ｉｎｇＡＭ株式会社　北関東支店 さいたま市 電気・ガス・熱供給・水道業

1014 特定非営利活動法人三楽 さいたま市 団体・ＮＰＯ等

1015 そろばんセンター 蕨市 教育、学習支援業

1016 株式会社SHUHARI 志木市 医療、福祉

1017 大木産業株式会社 川口市 製造業

1018 武蔵コーポレーション株式会社 さいたま市 不動産業、物品賃貸業

1019 日本光電工業株式会社 所沢市 製造業

1020 株式会社ピーエスフードサービス さいたま市 卸売業、小売業

1021 株式会社シードプラス 戸田市 情報通信業

1022 株式会社カイゴテック 熊谷市 建設業


