
Ｎｏ 立地 企業名 本社所在地 立地先 業種
面積
(ha)

1 31.04 三信船舶電具㈱ 東京都千代田区 春日部市
船舶用部品製造

（輸送用機械器具製造）
0.6

2 31.04 ㈱ファインテック 福岡県柳川市 本庄市
産業・医療用刃物製造
（金属製品製造）

0.5

3 31.04 第一倉庫冷蔵㈱ さいたま市 新座市 倉庫・流通加工業 1.5

4 31.04 日本セキソー㈱ 岐阜県中津川市 寄居町
積層段ボール製造業
(紙加工品製造業)

0.9

5 1.05 ㈱U-MACHINE 愛知県名古屋市中区 日高市 中古機械修理・販売 0.7

6 1.05 北沢産業㈱ 東京都渋谷区 日高市
流通加工施設（食品加工機
械・調理機器販売）

0.7

7 1.06 ㈱シグマ光機 日高市 日高市
レーザー光学機器製造

(業務用機械器具製造業）
0.8

8 1.06 梅田真空包装㈱ 大阪府東大阪市 東松山市
プラスチックケース製造
（プラスチック製品製造）

ー

9 1.06 ㈱ポプラ社 東京都千代田区 所沢市 出版業（流通加工施設） 0.9

10 1.07 ㈱日本陸送 三重県鈴鹿市 寄居町
運送業

（流通加工施設）
1.9

11 1.07 飯島鋼管㈱ 東京都江東区 吉川市 鋼管加工・製造業 0.2

12 1.07 岡本㈱ 大阪市西区 蓮田市
各種レッグウェアの製造販売
（流通加工施設）

2.6

13 1.07 久保井塗装㈱ 狭山市 狭山市 プラスチック・金属塗装業 0.2

14 1.07 ㈱セントラルフーズ 東京都品川区
狭山市

(狭山拡張)
食料品製造業 1.1

15 1.08 旭サナック㈱ 愛知県旭市 桶川市
塗装機械等製造・販売

(研究所)
0.2

16 1.08 シルバー鋼機㈱ 東京都品川区 本庄市 電熱線・帯製造業 0.4

17 1.08 ㈱日陸 東京都千代田区
川越市

（富士見）
倉庫・自動車運送業
（流通加工施設）

1.0

18 1.09 新電元工業㈱ 東京都千代田区 朝霞市
半導体・電装製品等製造販売

（研究所）
3.0
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19 1.10 三共ラヂエーター㈱ 入間市
狭山市

(狭山拡張)
自動車用熱交換器等製造販

売
7.2

20 1.10 鈴與㈱ 静岡市清水区
加須市

（加須IC東）
運送業、倉庫業
（流通加工施設）

1.4

21 1.10 ㈲鳥扇 上尾市 上尾市 食料品製造業 0.1

22 1.10 豫洲短板産業㈱ 大阪市西淀川区 八潮市 鉄鋼シャースリット業 0.3

23 1.11 ㈱サン・プロンプト 東京都杉並区 新座市 印刷業・印刷物加工業 0.3

24 1.11 日本梱包運輸倉庫㈱ 東京都中央区 三芳町
運輸業・倉庫業
（流通加工施設）

1.0

25 2.01 立川ハウス工業㈱ 東京都立川市 入間市 プレハブハウス製造業 1.5

26 2.01 ㈱クリタエイムデリカ 越谷市
草加市

（草加柿木）
食料品製造業 1.0

27 2.01 日本エアーテック㈱ 東京都台東区 越谷市 生産用機械器具製造 0.2

28 2.01 ㈲セカンド技研 入間市 飯能市 精密機械加工品製作 0.1

29 2.02 ブラン製薬㈱ 東京都中野区 飯能市 化粧品製造販売 0.1

30 2.02 花丸家㈱ 入間市 狭山市 惣菜製造 0.7

31 2.02 ㈱アイワ食品 神奈川県大和市 三芳町 食料品製造業 0.3

32 2.02 ㈱トコウ 飯能市 入間市 各種金属焼付塗装 0.2

33 2.06 ㈱大平きのこ研究所 新潟県魚沼市 飯能市 きのこ栽培、加工生産、販売 2.3

34 2.06 ㈱プロジェクト・ミュー 山口県周南市 入間市 自動車部品製造業 0.3

35 2.06 ㈱井上運送 熊谷市 熊谷市
運送業

（流通加工施設）
0.9

36 2.06 ㈱志田水産 上尾市 さいたま市
水産加工品の開発・製造・販

売
0.2

37 2.07 ㈱染めQテクノロジィ 茨城県五霞町
幸手市
（幸手）

ケミカル用品製造販売 0.5

38 2.07 イーストプランニングジャパン㈱ 東京都豊島区 川越市 食品加工・販売 0.2

39 2.07 ㈱アゼントラスト 熊谷市 熊谷市 パレット製造業 2.2



40 2.08 日本船燈㈱ 吉川市 春日部市 産業用電気機械器具製造 0.7

41 2.09 ㈱東北電子 福島県いわき市
鶴ヶ島市
（富士見）

光学関連機器製造・販売 1.7

42 2.09 ㈱シンエイ・ネクサス 東京都文京区 新座市 流通加工業 0.3

43 2.10 ㈱高純度化学研究所 坂戸市
東松山市
（東松山）

電子材料製造販売 0.2

44 2.10 ㈱テスココンポ 行田市
鴻巣市
(川里)

総合流通加工業 1.7

45 2.10 ㈱モリタ東京製作所 伊奈町
伊奈町
（小室）

歯科用機器製造 0.4

46 2.11 ㈱彩光 さいたま市
春日部市
(豊野)

テント倉庫製造 0.7

47 2.11 ＫＦーＷｏｒｋｓ㈱ 東京都新宿区 小鹿野町 酒類製造 -

48 2.11 マリンフード㈱ 大阪府豊中市
狭山市

（川越・狭山)
食料品製造業 1.3

49 2.11 リフトテック㈱ さいたま市 春日部市 エレベーター部品製造 0.2

50 2.11 ㈱東ハト 東京都豊島区 三芳町 菓子製造 0.3

51 2.11 ㈱丸和運輸機関 吉川市
松伏町

（松伏・田島）
食品・衣料品等総合物流 11.6

52 2.11 ㈱シン・インターナショナル 八潮市
草加市

(草加柿木)
韓国のり製造 1.0

53 2.12 ㈱松井工業 日高市 日高市 スチールパレット等製造販売 0.2

54 2.12 ウイング工業㈱ 加須市 加須市 建設用鋼管杭製造 0.8

55 3.01 ㈱リュウオー 狭山市 狭山市 貨物運送業 0.7

56 3.01 三協運輸サービス㈱ 越谷市
松伏町

（松伏・田島）
食品・家具等配送事業 1.5

57 3.01 日本パンチカード工業㈱ さいたま市 ふじみ野市 ラベル・シール等印刷業 0.4

58 3.02 吉通貿易㈱ 東京都墨田区
越谷市

（越谷流通団
地）

化粧品・日用品小売 0.2

59 3.02 ㈱折勝 熊谷市 小川町 食品容器・包装資材卸売業 0.7

60 3.02 真栄運輸㈱ 神奈川県横浜市 本庄市 運送業 1.0



61 3.02 ㈱Mʼｓ 羽生市 羽生市 運送業 1.0

62 3.02 ㈱イズミ食品 東京都品川区 本庄市 食料品製造業 1.0

63 3.02 日の出物流システム㈱ 兵庫県稲美町 羽生市 流通加工業 0.6

64 3.03 石川玩具㈱ 東京都墨田区 越谷市 玩具卸売業 0.3

65 3.03 石川電気㈱ 秩父市 小鹿野町 非鉄金属製造業 0.6

66 3.03 美濃工業㈱ 岐阜県中津川市
熊谷市

（御稜威ケ原）
非鉄金属製造業 0.8

67 3.03 ケー・エム・エス㈱ さいたま市
さいたま市
(岩槻)

生産用機械器具製造業 0.1

68 3.03 ㈱プリントパック 京都府向日市 本庄市 印刷業 3.3

69 3.04 ㈱阪本高生堂 東京都文京区 川越市
化粧品・歯磨・その他の
化粧用調整品製造業

0.2

70 3.04 ㈱マミーマート さいたま市 川越市 小売・食料品製造業 1.2

71 3.04 センコー㈱ 大阪府大阪市 さいたま市 総合物流業 1.5

72 3.04 共立食品㈱ 東京都台東区
草加市

（草加柿木）
ナッツ類・製菓材料製造業 1.6

73 3.05 ㈱パドマ 三郷市 三郷市
流通加工施設

（ハラル食品製造・輸入販
売）

0.3

74 3.05 ㈱久保製作所 所沢市
入間市
(武蔵)

金属製品製造業 0.2

75 3.06 ㈱羽田パイプ製造所 東京都大田区 寄居町 引抜鋼管製造業 0.5

76 3.06 ㈱オストリッチダイヤ 東京都狛江市 所沢市 印刷業 1.5

77 3.07 髙橋精機㈱ 東松山市
東松山市
（東松山）

自動車部品製造業 0.2

78 3.07 ㈱高純度化学研究所 坂戸市
川越市
（的場）

電子材料製造販売 0.5

79 3.07
生活クラブ事業連合
生活協同組合連合会

東京都新宿区 飯能市 会員制流通小売業 1.7

80 3.07 三生技研㈱ 吉川市
春日部市
（豊野）

工業用模型製造業 0.1

81 3.08 首都圏アグリファーム㈱ 入間市 入間市 狭山茶製造加工販売 0.5



82 3.08 ジグテックプレシジョン㈱ 入間市 入間市 精密部品検査装置製造業 0.1

83 3.08 国井興業㈱ 熊谷市
熊谷市

（妻沼東）
鉄筋加工業 1.1

84 3.08 ㈱アキュラホーム 東京都新宿区 さいたま市西区 住宅事業 0.6

85 3.08 ㈱マスダ さいたま市中央区 さいたま市北区 金属加工業 0.2

86 3.09 オストリッチ運輸㈱ 春日部市 春日部市
一般貨物自動車運送業
（流通加工施設）

1.3

87 3.10 ㈱東京精密 東京都八王子市
飯能市

（大河原）
半導体製造装置製造業 5.2

88 3.10 ㈱アヤベ洋菓子 川口市
吉川市

（吉川美南）
洋菓子等製造業 0.7

89 3.10 新電元メカトロニクス㈱ 飯能市
飯能市

（大河原）
産業用電磁力部品製造業 0.4

90 3.10 山栄化学㈱ 東京都北区
鴻巣市

（赤城台）

化粧品基剤・エレクトロニクスケミ
カルズ製造販売（流通加工施

設）
0.4

91 3.10 ㈱丸山製作所 春日部市 春日部市 金属製品製造業 0.5

92 3.10 ㈲本澤運送 春日部市 春日部市 道路貨物運送業 0.7

93 3.10 ㈱植竹製作所 三郷市 三郷市 ゴム製品製造業 0.1

94 3.10 ㈱シー・エス・シー 東京都千代田区
新座市

（大和田）
工作機械、電気機器等の輸出
入業（流通加工施設）

0.1

95 3.10 丸和油脂㈱ 東京都品川区
羽生市
（岩瀬）

食品油脂加工業 5.4

96 3.10 セイコー化工機㈱ 兵庫県明石市 川口市 一般産業用機械製造業 0.2

97 3.12 ＹＫＫ　ＡＰ㈱ 東京都千代田区 美里町 住宅建材・ビル建材製造販売 4.3

98 3.12
東洋製罐グループホールディング
ス（株）（東洋メビウス

（株））
東京都品川区

熊谷市
（妻沼西部）

包装容器製造
（流通加工施設）

9.3

99 4.01 ㈱諸⾧ 新潟県魚沼市
寄居町

(寄居桜沢)
米穀集荷・卸売業 4.1

100 4.01 ㈱エステノーバ 小川町
小川町
(高谷)

化粧品製造
（流通加工施設）

0.1

101 4.01 ㈱清水精機 新座市 日高市 精密板金加工 0.4

102 4.01 レンゴー㈱ 東京都港区 八潮市
段ボール・板紙等の製造販売

（流通加工施設）
-



103 4.02 ㈱テクニカルアーツ 蕨市
熊谷市
(熊谷)

紙器抜型用・医療用刃物製造 0.1

104 4.02 ㈱二ノ宮製作所 皆野町
秩父市
(みどりが丘)

各種金属筐体の設計･製造 0.2

105 4.02 東都生活協同組合 東京都世田谷区
草加市
(柿木)

生活協同組合
（流通加工施設）

0.7

106 4.02 ニッコーシ㈱ 東京都港区 羽生市 半導体製造装置部品等製造 0.5

107 4.03 ㈱韓国広場 東京都新宿区 八潮市
食料品小売・卸売業
（流通加工施設）

0.2

108 4.03 関東シモハナ物流㈱ 広島県安芸郡坂町 さいたま市岩槻区 流通加工業 2.9

１７８件

１０８件

７０件

平成31年4月～令和4年3月　合計

公表承諾済み

非公表（企業都合による）


