
1 アイカーケミカル　株式会社 川口市原町１１-２４ 香月　祐至 川口 11010225

2 アイリング・サポート　株式会社 川口市本町２-４-１８ 大橋　ひとみ 川口 11010036

3 青木精密工業　株式会社 川口市差間３-３８ 青木　俊和 川口 11010105

4 アサヒ金属工業　株式会社 川口市朝日３-２-１４ 久保　一慶 http://asahi-metals.com/ 川口 11010070

5 旭合金鋳造　株式会社 川口市東領家５-１９-１７ 飯沼　歩 川口 11010106

6 株式会社　アズ企画設計 川口市戸塚東２-１-２６ 松本　俊人 http://www.azplan.co.jp/ 川口 11010095

7 アスリート工業　株式会社 鳩ケ谷市南６-９-１６ 片岡　一之 川口 11010267

8 株式会社アライ 川口市本町４-１-８川口センタービル１F 新井　俊雄 http://www.arainet.co.jp 川口 11010011

9 安行造園　株式会社 川口市安行慈林４５２ 松本　孔志 川口 11010171

10 安全興業　株式会社 川口市前川１-２６-３６ 土屋　悌一郎 川口 11010083

11 医療法人　安東病院 川口市芝３-７-１２ 安東　克征 医療業 川口 g11010004 11010205

12 e　welcia　ヤマト　株式会社 川口市青木１-２２-３ 吉田　孝 川口 11010085

13 株式会社池田紙工 戸田市新曽９２０ 池田　一 川口 11010006

14 石井ローラー製造　株式会社 川口市東本郷字前７００番地２ 石井　経敏 川口 11010260

15 学校法人いずみ学園　いずみ幼稚園 川口市芝西２丁目１６-３ 小泉　正夫 http://www.izumi-kids.com 川口 11010265

16 有限会社　いずみ製作所 川口市柳崎２-１９-２５ 米田　博司 http://www.izumiseisakusyo.co.jp/ 川口 11010256

17 医療法人　一成会　かわぐちナーシングホーム 川口市西新井宿１０２２-１ 成松　幾世 川口 11010180

18 伊藤鉄工　株式会社 川口市元郷３丁目２２-２３ 伊藤　光男 http://www.i-g-s.co.jp 川口 11010060

19 株式会社　稲垣産業 戸田市美女木３丁目１５番地１２号 稲垣　正夫　 川口 11010145

20 有限会社乾特殊鋳造所 川口市青木４-７-５ 平石　正治 川口 11010029

21 株式会社　イビサ 川口市芝３丁目２番３号 吉田　博英 http://www.ibiza.co.jp 川口 11010235

22 医療生協さいたま生活協同組合　老人保健施設みぬま 川口市木曽呂１３４７ 山口　晶乃 川口 11010086

23 株式会社　WITH 川口市飯塚１-２-１６ 新井　実 http://www.mom.ed.jp 川口 11010270

24 株式会社　ウエシマコーヒーフーズ 戸田市美女木３丁目２４-１３ 河﨑　英雄 川口 11010210

25 株式会社　ウエステック 戸田市新曽６３３ 西川　吉治 川口 11010150

26 株式会社　ウェルハウス 川口市木曽呂４９７-１２ 岡本　則和 川口 11010165

27 ウォーターブレード株式会社 戸田市美女木６-６-９ 齊藤　宗之 川口 11010008

28 英真興業　株式会社 川口市北原台１丁目１１番３４号 浅田　英俊 川口 11010179

29 株式会社　エクセル 川口市栄町２-１１-８ 黒沢　明 川口 11010220

30 株式会社ＳＥＧ 戸田市喜沢１-２３-６ 長尾　繁之 川口 11010023

31 株式会社　エスビーケイ 戸田市本町４-４-１６ 本田　道子 川口 11010273

32 NPO法人友垣の里 川口市上青木西３丁目３-１８ 小日向　淳 川口 11010213

33 株式会社　エムエスジャパンサービス 鳩ケ谷市南６丁目１４-１６ マルコ・スタチオーリ 川口 11010253

34 株式会社　エムズ 川口市赤井２-１３-１５ 荻野　光教 川口 11010130

35 老川工業　株式会社 川口市芝宮根町１-５ 老川　智大 川口 11010173

36 株式会社大熊製作所 川口市安行領根岸２６ 大熊　高志 http://www.ohkuma-seisaku.co.jp 川口 11010005

37 有限会社　大熊鉄工所 川口市青木２丁目１２番１２号 大熊　一吉 http://www.machinemate.or.jp/ookuma/ 川口 11010032

38 大杉建設　株式会社 川口市上青木西５-１３-２１ 大杉　清純 川口 11010061

39 大富精機株式会社 川口市緑町９-１５ 冨田　徳之輔 川口 11010003

40 株式会社　大西鋳工所 川口市江戸袋２-５-１２ 大西　壮三郎 鉄鋼業 川口 g11010143 11010255

41 有限会社　大藤製作所 蕨市錦町１-１５-８ 藤田　則夫 電気機械器具製造業 川口 g11010055 11010223

42 株式会社　オカキン 川口市新井町１４-１ 岡田　浩一 http://www.okakin.com 川口 11010268

43 オカゼン株式会社 戸田市美女木１-２８-７ 沼田　彰 http://www.okazen-exp.com 川口 11010020

44 株式会社　小原建興 鳩ケ谷市八幡木２丁目８番地の１８ 小原　和弘 川口 11010142



45 株式会社　オレンジライン 戸田市新曽２３１４ 保坂　光正 川口 11010202

46 有限会社　介護サービスしらゆり 蕨市塚越５-４-１７　協和ビル２F 飯田　忠利 川口 11010193

47 介護ステーションありふひまわり 川口市安行原２４５１-３ 福島　法明 川口 11010245

48 株式会社　カインドテクノストラクチャー 鳩ヶ谷市南１-２５-３ 吉田　正明 http://www.kts-web.com/ 川口 11010209

49 株式会社　角伊 川口市芝新町９-２４ 小井土　功 http://www.kakui-yasuragi.com 川口 11010129

50 ガッドブレス　株式会社 川口市並木元町６-３４　川口インキュベートオフィス８号室 岡本　直樹 川口 11010133

51 金崎製菓　株式会社 戸田市新曽南４－２－２１ 金﨑　幸雄 http://kanezaki-seika.jp 川口 11010278

52 株式会社　金杉建材店 川口市大字根岸３１３８ 金杉　実 川口 11010135

53 神白工業株式会社 蕨市塚越７-２３-１０ 神白　幸一 川口 11010026

54 川口鋳物工業協同組合 川口市元郷２-１-３ 伊藤　光男 http://www.kawaguchi-imono.jp 川口 11010236

55 川口機械工業協同組合 川口市本町３丁目３-６ 河村　友正 http://www.machinemate.or.jp 川口 11010237

56 協同組合川口給食センター 川口市上青木１-７-２１ 橋本　勝正 川口 11010019

57 社団法人　川口市建設協会 川口市栄町３丁目１１-２７ 島田　松夫 川口 11010239

58 川口市芝地域包括支援センター 川口市芝中田２-３１-８ 益子　博 http://www.masiko.or.jp/ 川口 11010140

59 川口市農業協同組合 鳩ケ谷市坂下町１丁目９-６ 浦邉　敏夫 http://www.ja-kawaguchishi.or.jp/ 川口 11010246

60 川口商工会議所 川口市本町４-１-８ 児玉　洋介 http://www.kawaguchicci.or.jp/ 川口 11010264

61 有限会社　介護サービスしらゆり 蕨市塚越５-４-１７　協和ビル２F 飯田　忠利 川口 11010193

62 介護ステーションありふひまわり 川口市安行原２４５１-３ 福島　法明 川口 11010245

63 株式会社　カインドテクノストラクチャー 鳩ヶ谷市南１-２５-３ 吉田　正明 http://www.kts-web.com/ 川口 11010209

64 株式会社　角伊 川口市芝新町９-２４ 小井土　功 http://www.kakui-yasuragi.com 川口 11010129

65 ガッドブレス　株式会社 川口市並木元町６-３４　川口インキュベートオフィス８号室 岡本　直樹 川口 11010133

66 金崎製菓　株式会社 戸田市新曽南４－２－２１ 金﨑　幸雄 http://kanezaki-seika.jp 川口 11010278

67 株式会社　金杉建材店 川口市大字根岸３１３８ 金杉　実 川口 11010135

68 神白工業株式会社 蕨市塚越７-２３-１０ 神白　幸一 川口 11010026

69 川口鋳物工業協同組合 川口市元郷２-１-３ 伊藤　光男 http://www.kawaguchi-imono.jp 川口 11010236

70 川口機械工業協同組合 川口市本町３丁目３-６ 河村　友正 http://www.machinemate.or.jp 川口 11010237

71 協同組合川口給食センター 川口市上青木１-７-２１ 橋本　勝正 川口 11010019

72 社団法人　川口市建設協会 川口市栄町３丁目１１-２７ 島田　松夫 川口 11010239

73 川口市芝地域包括支援センター 川口市芝中田２-３１-８ 益子　博 http://www.masiko.or.jp/ 川口 11010140

74 川口市農業協同組合 鳩ケ谷市坂下町１丁目９-６ 浦邉　敏夫 http://www.ja-kawaguchishi.or.jp/ 川口 11010246

75 川口商工会議所 川口市本町４-１-８ 児玉　洋介 http://www.kawaguchicci.or.jp/ 川口 11010264

76 株式会社　川口スプリング製作所 川口市青木３丁目１０番１９号 鬼塚　博幸 川口 11010050

77 川口相互タクシー　株式会社 川口市道合１１３６ 武富　佐知子 川口 11010113

78 社会福祉法人　川口長生会　特別養護老人ホーム　さざんかの郷 川口市新井宿８２４番地 佐藤　泰三 川口 11010247

79 川口トラック協同組合 川口市青木２-１３-１ 倉田　榮治 http://www.k-trucks.or.jp 川口 11010066

80 川口木型工業協同組合 川口市上青木西１丁目２０-３ 遠山　春美 川口 11010238

81 川島金属　株式会社 川口市江戸１丁目１１-２８ 川島　康裕 http://www.kawashima-kinzoku.co.jp/ はん用機械器具製造業 川口 g11010014 11010052

82 関東トナミ運輸株式会社　美女木営業所 戸田市美女木東２-１-１３ 江田　仁志 川口 11010148

83 有限会社　木村運輸 戸田市川岸１丁目２番２６号 小杉　弘 川口 11010047

84 医療法人久幸会　かわぐち今村クリニック 川口市幸町１-５-１７ 稲庭　千弥子 http://www.kyukokai.com 川口 11010271

85 協和合成　株式会社 鳩ヶ谷市南４-６-２０ 島田　耕作 川口 11010131

86 共和熱処理　株式会社 川口市領家５丁目５-２０ 中山　新一 川口 11010117

87 株式会社　銀座コージーコーナー川口工場 川口市上青木６-３５-７ 渕上　昌勝 http://www.cozycorner.co.jp/ 川口 11010101

88 倉持会計事務所 川口市戸塚３-２２-１０ 倉持　有廣 川口 11010099



89 株式会社　クリスタルアート 戸田市美女木３-２４-１２ 江添　昌範 http://www.crystalart.co.jp 川口 11010114

90 株式会社　クレオンシステムズ 川口市西青木１-２１-１５ 池水　孝政 その他の事業サービス業 川口 g11010127 11010258

91 医療法人　慶悠会 川口市戸塚東１-１８-１ 小口　泰司 川口 11010084

92 株式会社　KGSインターナショナル 川口市上青木１-５-６　早田ビル２FC 高柳　雅章 川口 11010218

93 社会福祉法人健寿会　川口しあわせの里 川口市安行領根岸字原山３７６３ 横戸　己開 川口 11010169

94 医療法人健仁会　益子病院 川口市芝中田２丁目４８-６ 益子　博 http://www.masiko.or.jp/ 医療業 川口 g11010046 11010139

95 医療法人健仁会　ミレニアムマッシーランド 川口市新井宿８０２-５ 益子　博 http://www.masiko.or.jp/ 川口 11010138

96 公共地研　株式会社 川口市戸塚３-２５-２７ 鈴木　孝雄 川口 11010162

97 医療法人社団厚生会　埼玉厚生病院 鳩ヶ谷市南６-５-５ 田平　禮三 川口 11010057

98 交通工業　株式会社 川口市差間２２３-１ 是永　捷史 川口 11010170

99 国際化支援有限責任事業組合 川口市西青木２-４-３ 生駒　清 川口 11010197

100 株式会社小島鉄工所 川口市上青木西１-３-４０ 小嶋　隆善 http://www.venture-web.or.jp/cyber/members/kojima.html/ 川口 11010001

101 有限会社　コスモオートインターナショナル 戸田市笹目８-９-４ 田中　紀美江 http://www.car-art.jp 川口 11010208

102 児玉鋳物　株式会社 川口市本町４丁目９番３号 児玉　洋介 川口 11010039

103 小原歯車工業株式会社 川口市仲町１３-１７ 小原　敏治 http://www.khkgears.co.jp 川口 11010025

104 株式会社　コプロ・エンジニアード　川口営業所 川口市柳崎３-１２-３７ 鈴木　晋也 川口 11010226

105 株式会社　コマーム 川口市栄町１-４-１６ 小松　君恵 その他のサービス業 川口 g11010019 11010126

106 株式会社小宮機械製作所 川口市中青木５-７-２２ 小宮　旭 川口 11010004

107 株式会社　埼京印刷 戸田市笹目南町２７-２５ 惠　勇人 川口 11010228

108 埼京タクシー　株式会社 川口市青木１-６-１ 藤田　茂 川口 11010163

109 埼玉建興　株式会社 川口市青木２-５-１０ 武井　美親 川口 11010194

110 サイボー株式会社 川口市前川１-１-７０ 飯塚　剛司 http://saibo.co.jp 川口 11010075

111 サカイ引越センター 川口市本町１-１８-２３ 向井　太郎 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 川口 11010110

112 株式会社　佐久間電設 川口市戸塚東２丁目６-１７ 佐久間　正好 川口 11010275

113 佐藤ハガネ　株式会社 川口市西青木５丁目１０-３６ 佐藤　雄二郎 川口 11010094

114 サニーポート川口 川口市東川口５-４-１０ 井上　孝治 http://www.sanypet.co.jp/new/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010022 11010159

115 有料老人ホーム　サニーライフ戸田公園 戸田市本町２-９-８ 井上　將史 川口 11010087

116 株式会社　三愛電機 川口市東領家４-３-４ 髙橋　秀治 川口 11010158

117 医療法人　産育会 川口市戸塚２-４-１０ 厚川　裕志 川口 11010166

118 産経商事　株式会社 川口市並木３丁目１番４号 川北　安雄 http://www.sankeicorp.com 川口 11010112

119 医療法人三誠会　川口誠和病院 川口市江戸３丁目３５番４６号 服部　光顕 川口 11010119

120 三位電気株式会社 川口市小谷場５３１ 佐藤　照彦 http://www.sanmi-denki.co.jp 川口 11010009

121 株式会社　三友社 戸田市笹目２-１６-２-２０６ 矢島　弘一 川口 11010182

122 有限会社　ジーエヌエス 川口市江戸袋１丁目４-８ 服部　静子 川口 11010192

123 医療法人　慈公会　公平病院 戸田市笹目南町２０番１６号 公平　不二雄 http://www.koudaira.or.jp 川口 11010252

124 有限会社　篠崎製作所 戸田市笹目北町１４-１５ 篠崎　喜重 はん用機械器具製造業 川口 g11010025 11010065

125 株式会社シュウエイ 川口市東領家４-１４-６ 中村　栄治 川口 11010010

126 医療法人悠仁会　戸田中央腎クリニック 戸田市本町４-１３-２０ 中村　毅 http://www.jinclinic-tmg.or.jp 川口 11010154

127 株式会社　充電工 川口市安行原１６１-２ 高橋　充 http://jdkweb.co.jp 設備工事業 川口 g11010027 11010064

128 株式会社　シュテルン川口 川口市青木１-４-２０ 等々力　好泰 http://www.stern.co.jp 川口 11010088

129 特定非営利法人　障害者の地域生活をひらく会 川口市本町１-１２-２８ 藤生　亙良 川口 11010096

130 株式会社　昭工舎　蕨工場 蕨市北町５丁目２番８号 小野　隆邦 http://www.shokosha.co.jp 川口 11010049

131 新栄医科器械　有限会社 川口市上青木４-１８-２６ 中沢　博志 川口 11010115

132 有限会社　眞栄技研 戸田市美女木１２１９-２ 柴崎　眞明 川口 11010233



133 株式会社　新央 川口市本蓮２-１-２５ 直江　忠雄 http://www.shinou.co.jp 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 川口 g11010147 11010257

134 有限会社　新海自動車工業 戸田市美女木４-１７-４ 新海　雄治 川口 11010144

135 株式会社　シンメイ 戸田市川岸１-２-２６ 佐藤　時浩 川口 11010054

136 神陽金属工業株式会社 川口市本蓮４-４-２７ 片岡　敏 http://www.shinyo-kinzoku.com 川口 11010030

137 社会福祉法人末広会 川口市末広３-３-３０ 阿部　恭久 川口 11010028

138 スカーフード工業　株式会社 戸田市美女木東２丁目５-１３ 岡本　圭司 http://www.sucarfood.co.jp 川口 11010081

139 スクールNAC 川口市東川口２-２-３０-１０１ 若葉　栄一 http://www.school-nac.com 川口 11010196

140 有限会社　スノー工業 川口市上青木２-３０-５ 須賀　義幸 http://www.cablenet.ne.jp/~suno/ 川口 11010034

141 株式会社　スマイル館 川口市上青木西５-１３-２２ 田辺　博昭 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010028 11010151

142 株式会社　スマイルハート 戸田市笹目６-２-６ 小河原　健 川口 11010211

143 株式会社　スマイルほっと館 川口市上青木西５-２３-１０ 田邉　陽祐 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010029 11010152

144 生活協同組合　ドゥコープ 蕨市錦町２丁目１０番４号 亀山　裕二 http://www.pal.or.jp/do-coop/ 川口 11010199

145 株式会社　誠興社 川口市芝中田１丁目２４-１１ 塚本　敏一 http://www.kk-seikosha.co.jp/ 川口 11010263

146 西洋フード・コンパスグループ　株式会社 戸田市上戸田４-８-１ 伊藤　孝浩 川口 11010116

147 有限会社　関根小型運輸 川口市青木１-２２-１１ 関根　實 川口 11010249

148 株式会社　全通 戸田市本町４丁目９番１０号 宮永　恒政 http://www.21-zentsu.com 川口 11010123

149 株式会社　ソルトン 蕨市錦町６-１１-２６ 工藤　真佐美 http://www.sorton.co.jp 川口 11010082

150 第一産業　株式会社 川口市弥平３丁目３番地１４号 荒井　兼行 川口 11010200

151 第一プレス工業　株式会社 川口市青木３丁目２５-５ 庵原　智哉 川口 11010215

152 株式会社　太光 川口市榛松１９５８ 木沢　光 川口 11010042

153 大幸建設　株式会社 川口市柳崎２丁目５番３号 大久保　幸二 川口 11010178

154 大興石油　株式会社 戸田市美女木１１６１ 岡田　康 http://www.daikou-oil.co.jp/ 川口 11010100

155 株式会社　タイセイ 戸田市笹目５-２４-２ 大西　昭範 川口 11010048

156 医療法人社団　大成会　武南病院附属クリニック 川口市東本郷１４３２ 長汐　美江子 http://www.bunan.jp 川口 11010175

157 代田橋自動車　有限会社 戸田市美女木４-２-９ 渡辺　晃 川口 11010143

158 大東木材　株式会社 川口市末広１丁目１５-３ 岡田　守弘 川口 11010206

159 泰美堂印刷　株式会社 戸田市美女木４-５-８ 塩入　修 川口 11010229

160 株式会社　大和工機製作所 川口市元郷３丁目２４-１２ 永峰　聡 http://www.daiwakouki.co.jp/ 川口 11010056

161 高砂化工機　株式会社 鳩ヶ谷市八幡木３-１４-８ 富岡　憲治 http://www.takasago-k.com 川口 11010037

162 株式会社　タカチ電機工業 川口市東領家３－２１－１６ 髙地　勝利 http://www.takachi-el.co.jp 川口 11010279

163 株式会社高津鋳工場 川口市中青木２-１０-２８ 高津　伸明 川口 11010014

164 株式会社　高通サービス 戸田市笹目４-２-４ 藤崎　隆 川口 11010185

165 有限会社　竹匠 川口市安行領根岸２５６２ 佐藤　美里 川口 11010266

166 株式会社　辰未トランスポート 川口市赤井２-３-２６ 影山　直喜 川口 11010046

167 株式会社　谷川電機製作所 川口市青木２丁目３-４６ 谷川　肇 川口 11010155

168 医療法人　千葉外科内科病院 川口市原町４番４１号 千葉　敬七郎 川口 11010073

169 株式会社　中央ワイドサービス　埼玉営業所 川口市安行原２７０５-１ 吉川　哲史 http://www.tyuou-wide.com 川口 11010167

170 直販配送株式会社　戸田営業所 戸田市新曽２４５４ 金田　和義 川口 11010058

171 株式会社　千代田技研 川口市安行原１６２-１ 日野　利則 http://www.chiyodagiken.co.jp 川口 11010063

172 株式会社　ツクイ　総合福祉ツクイ　安行 川口市安行北谷６１７-１ 羽田　小百合 川口 11010109

173 株式会社　ツクイ　ツクイ東川口 川口市戸塚４-１１-２５ 竹内　雅士 川口 11010108

174 株式会社　辻井製作所 川口市元郷１丁目３２番９号 辻井　一男 http://www1.cablenet.ne.jp/mmkazuo/ 鉄鋼業 川口 g11010036 11010093

175 株式会社　ツリーベル 川口市末広１-１５-２３ 森田　晋平 http://www.treebell-kids.com その他の教育・学習支援業 川口 g11010037 11010201

176 デアロイ工業　株式会社 川口市青木２丁目７番４４号 河村　友正 http://www.dialloy.co.jp/ 川口 11010033



177 株式会社　TSビルシステム 戸田市美女木７-２７-５ 本田　榮 川口 11010261

178 株式会社　テイパーズ 川口市差間２-６-３５ 森　髙幸 http://www.tapirs.co.jp/index.html 川口 11010111

179 テレネット　株式会社 川口市戸塚東２-１２-８ 飯泉　敦弘 川口 11010160

180 株式会社　トウエイ 川口市神戸７８２-３ 國分　元基 川口 11010222

181 東京ウインナー　株式会社 川口市安行領根岸２８８９ 片山　信太郎 http://www.tokyo-vienna.com/ 川口 11010097

182 東京物流企画株式会社 戸田市新曽南４-４-１１ 小倉　観司 http://www.t-b-k.co.jp 川口 11010024

183 東京西部陸送　株式会社 戸田市新曽１３番地の３ 菱田　勲 川口 11010203

184 有限会社　東光製作所 川口市新堀３００-１ 木沢　光 川口 11010043

185 東信化学工業　株式会社 川口市中青木５丁目２番１８号 久野　信雄 川口 11010089

186 医療法人刀水会　齋藤記念病院 川口市並木４丁目６-６ 齋藤　卓 川口 11010161

187 銅鉄商事　株式会社 川口市朝日４-２１-３８ 坂田　静江 川口 11010216

188 東八水産株式会社 川口市本蓮１-３-８ 加藤　陽一 川口 11010013

189 株式会社　東北車輌製造所 川口市上青木西３丁目３-１８ 小日向　淳 http://www.touhoku-caster.com 川口 11010212

190 東洋加工株式会社 川口市青木４-２１-３１ 福島　康充 http://www.to-yokako.co.jp 川口 11010012

191 東洋コントロール株式会社 戸田市上戸田２０番地１ 森村　康祐 http://www.toyocontrol.co.jp 川口 11010074

192 株式会社　トゥルーケア 川口市大字峯１３７１-１ 廣田　恵美子 川口 11010174

193 医療法人社団桐和会　川口さくら病院 川口市神戸２５８-１ 波多野　良二 川口 11010168

194 東和トランスポート株式会社　川口センター営業所 川口市緑町５-３ 海藤　顕 川口 11010132

195 株式会社十勝 川口市青木２-６-１２ 大野　昭一 川口 11010022

196 特殊ゴム研工業　株式会社 川口市青木３-２３-１０ 大川　克彦 http://www.tokusyugomu.co.jp 川口 11010191

197 鉄道弘済会　戸田駅前保育所 戸田市新曽２１３-４ 水野　晃 川口 11010067

198 戸田ケアコミュニティそよ風 戸田市氷川町２-１６-２３ 加藤　玲子 川口 11010189

199 戸田市商工会 戸田市上戸田１-２１-２３ 熊沢　嘉孝 http://www.toda.or.jp 川口 11010241

200 トッパンコンテナー　株式会社 鳩ケ谷市八幡木２-３２-１ 山田　恭司 川口 11010244

201 株式会社　外塚商店 川口市栄町１丁目１５番２号 外塚　貴美子 川口 11010044

202 富和鋳造株式会社 川口市本町１-１９-１ 飛高　利美 川口 11010017

203 株式会社　ナオイ 蕨市北町３丁目８番２８号 直井　四郎 川口 11010079

204 永井機械鋳造株式会社 川口市中青木３-６-２２ 西澤　敏雄 http://www.ngi-c.co.jp/ 鉄鋼業 川口 g11010131 11010002

205 株式会社　永瀬留十郎工場 川口市金山町１５番９号 永瀬　利男 http://www3.tky.3web.ne.jp/~nagatome/ 川口 11010040

206 新関機械　株式会社 川口市原町１１-５ 新関　忠邦 川口 11010118

207 株式会社　日環サービス 川口市前川１丁目１４-１５ 廣瀬　進治 http://www.nikkan-service.co.jp 川口 11010062

208 ニッケン建設　株式会社 戸田市美女木１-１２-５ 溝上　西二 http://www.nikkenkensetsu.co.jp/ 川口 11010156

209 日恒ビジネス・フォーム　株式会社 川口市元郷４-１３-３ 佐伯　鋼兵 川口 11010077

210 株式会社　日三鋳造所 川口市弥平１-１１-５ 辻井　俊一郎 川口 11010214

211 日商機械　株式会社 川口市領家３-８-８ 小清水　清 川口 11010177

212 株式会社　ニッシン・ロジスティクス 戸田市美女木６-７-３ 鹿ノ子　正敏 川口 11010149

213 株式会社　ニット 川口市柳崎２丁目４-２６ 伊藤　登志雄 川口 11010059

214 株式会社　仁平タイヤ商会 川口市弥平１-１６-１４ 仁平　誠一 川口 11010092

215 日本ウエブ印刷株式会社　東京支社 戸田市美女木４-２７-１８ 岡田　崇 http://www.nihonweb.co.jp/ 川口 11010146

216 日本下水道事業団　技術開発研修本部 戸田市下笹目５１４１ 村上　孝雄 川口 11010164

217 日本シーム　株式会社 川口市末広３丁目１５番６号 木口　達也 川口 11010181

218 日本熱管工業株式会社　埼玉営業所 戸田市新曽南３-１２０ 大谷津　勲 川口 11010055

219 株式会社　野本自動車工業（ホンダカーズ川口南） 川口市原町１１-１１ 野本　悌司 川口 11010183

220 株式会社　橋製作所 川口市新堀３０９-２ 橋　和夫 非鉄金属製造業 川口 g11010097 11010090



221 橋本繊維　株式会社 川口市西川口５-１０-５ 橋本　寛 http://www.uesuya.com 川口 11010184

222 株式会社　畑中製作所 川口市赤井２丁目４-４１ 畑中　優 川口 11010207

223 鳩ケ谷市商工会 鳩ケ谷市本町２丁目１-１ 小原　貞次 http://www.hatogaya.or.jp 川口 11010242

224 株式会社　鳩ケ谷めぐみ保育園 鳩ケ谷市里１３６８番地 山野　婦美子 川口 11010121

225 羽鳥鍍研工業　株式会社 鳩ケ谷市南５-４-９ 羽鳥　孝徳 川口 11010141

226 株式会社　東日本基礎工業 戸田市美女木１-１５-９ 首藤　浩聡 川口 11010147

227 有限会社　ピナクルズ 川口市弥平１-５-１１ 大熊　登美夫 http://www.pinacles.co.jp/ 川口 11010251

228 株式会社　日之出運輸 川口市本蓮１丁目１４-１ 波多江　司 川口 11010080

229 株式会社　ピュアホームズ 川口市芝１-１４-３ 嶋田　悟志 http://www.pure-homes.com 総合工事業/社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010067 11010127

230 ヒューマン・アセッツ　株式会社 川口市西青木四丁目１番３号 高橋　秀年 川口 11010122

231 株式会社　フェニックス 川口市上青木１-５-６　早田ビル２FC 高柳　太輔 川口 11010217

232 株式会社　フォーシーズン 川口市弥平２丁目８-１８ 田中　幸三 http://www.sports-can.co.jp 川口 11010107

233 医療法人社団　福美会 川口市栄町３-９-１８ 糟谷ビル３階 岡　博史 http://www.hiro-derma.com/ 川口 11010091

234 株式会社袋内興業埼玉営業所 川口市長蔵１-１７-８ 小松　仁志 http://www.fk-saitama.com 川口 11010031

235 株式会社　フジ機工 川口市領家３-２０-８ 佐藤　英樹 川口 11010224

236 不二工業株式会社 川口市領家４-１-８ 入野　純一 http://www.fujicasting.co.jp/ 生産用機械器具製造業 川口 g11010087 11010016

237 富士商興　株式会社 戸田市笹目南町２３-１０ 高橋　正夫 川口 11010232

238 富士測地　株式会社 川口市前川町３丁目３６８番地 及川　修 http://www6.ocn.ne.jp/~fujisoku/ 川口 11010078

239 株式会社　富士文具 川口市戸塚東３丁目２０-２０ 石田　義明 川口 11010134

240 有限会社　フジムラ製作所 川口市領家３-１５-１ 藤村　鎌介 川口 11010103

241 株式会社　フジメカニック 戸田市美女木東２丁目４番地の１ 逸見　寿孝 http://www.fujimechanic.co.jp 生産用機械器具製造業 川口 g11010114 11010157

242 扶桑精機　株式会社 川口市飯塚４-１２-４ 今村　徹 川口 11010125

243 扶桑鉄工　株式会社 川口市赤井１-３４-２６ 今村　徹 川口 11010124

244 株式会社　フナツキ製本 戸田市笹目８丁目１-２ 船附　孝之 川口 11010102

245 株式会社　武南内装工業 川口市榛松１７５１－５ 石澤　光 川口 11010276

246 株式会社　ブリティッシュカルチャーアカデミー 川口市本町２丁目２-１５　クレール川口１階 田中　みね子 川口 11010128

247 プルトンチェン　株式会社 川口市新堀６２９ 吉川　治彦 川口 11010041

248 株式会社　平和建設 戸田市新曽２５９２ 榎本　裕子 川口 11010069

249 北辰商事　株式会社　ロヂャース戸田店 戸田市美女木１－３１－３ 田幡　正樹 川口 11010280

250 株式会社　堀内印刷所 戸田市笹目３－１１－５ 堀内　学 http://www.horiuchi-p.co.jp 川口 11010277

251 株式会社　マシメディカルサービス　デイサービスセンターいろは苑 川口市芝中田２丁目３２-１５ 益子　和子 http://www.masiko.or.jp/ 川口 11010136

252 株式会社　マシメディカルサービス　ラポール北原台 川口市北原台１丁目６-１ 益子　和子 http://www.masiko.or.jp/ 川口 11010137

253 株式会社　マツダレンタカー埼玉　川口本町店 川口市本町２-１１-８ 大平　正市 川口 11010269

254 株式会社　マツダレンタカー埼玉　戸田公園駅前店 戸田市本町１-１６-８ 相原　僚 川口 11010190

255 株式会社　松永商會 戸田市新曽２５０７ 松永　吉郎 http://www.matsunaga.jp 川口 11010230

256 有限会社　松本製作所 川口市西川口４-５-２２ 松本　泰司 川口 11010262

257 株式会社　丸共 川口市幸町２-９-１１ 阿久津　博 川口 11010053

258 丸善超硬　株式会社 戸田市氷川町３丁目１１-１ 増田　得翁 http://www.maru-z.co.jp 川口 11010187

259 株式会社　丸豊建硝 川口市安行領在家３４６-４ 山口　重清 川口 11010219

260 株式会社ミカサ関東商会 川口市東川口６-２０-１２ 福井　鋼 川口 11010018

261 南精機工業　株式会社 鳩ヶ谷市南３丁目２１番１７号 関　宏慈 川口 11010051

262 有限会社　箕輪ヘラ絞製作所 川口市中青木４丁目８番３号 白鳥　勝彦 http://minowa-hera.jp 川口 11010198

263 株式会社宮田製本所 戸田市美女木東１-２-１１ 渡邉　宏明 川口 11010027

264 医療法人社団武蔵野会　介護老人保健施設グリーンビレッジ安行 川口市安行１１４５ 内野　善生 川口 11010243



265 ムツミ鋳工　株式会社 川口市末広１-１６-４４ 牛山　忠 川口 11010195

266 ムラキ　株式会社 川口市江戸３丁目１１-２５ 斎藤　悟 川口 11010186

267 村精鋳工　株式会社 川口市青木２-７-３７ 村田　美恵子 川口 11010221

268 株式会社　ヤザキシンメイ 川口市本町２丁目２-１５ 佐藤　進 川口 11010072

269 矢澤フェロマイト　株式会社 川口市本町３丁目７番１号 矢澤　龍児 川口 11010038

270 矢島鋳工　株式会社 川口市並木２-９-２ 林　嘉市 川口 11010204

271 株式会社　ヤマシン 川口市江戸３-４-５ 林　新一 川口 11010227

272 株式会社　ヤマダ　アンド　パートナーズ 川口市栄町３－１０－３　みどりビルディング５階C室 山田　静也 http://globalserviceml.com 川口 11010281

273 株式会社　大和　川口工場 川口市元郷４-３-２０ 芝山　雅英 川口 11010231

274 有限会社　やまと堂 川口市戸塚境町３５-２１ 青柳　克明 川口 11010120

275 株式会社ヤムチャ・フーズ・サプライ 戸田市新曽南６-１５-１２ 塩野 満明 http://www.yumcha-f.co.jp/ 川口 11010021

276 有限会社　友伸空設 川口市安行領根岸２９４２-１５ 渋谷　和幸 川口 11010254

277 有限会社　由祐 川口市安行原９３０-４８ 高橋　眞由美 川口 11010076

278 社会福祉法人　ゆうゆう会 鳩ヶ谷市坂下町４-１６-３ 須藤　きよみ 川口 11010104

279 株式会社　ユニックス 蕨市塚越２-３-１４ 森　俊雅 http://www.unix.co.jp 川口 11010098

280 有限会社　ラックサービス 戸田市美女木６-１３-７ 石川　勝義 道路貨物運送業 川口 g11010070 11010172

281 ロハス工房株式会社 戸田市美女木６-６-９ 齊藤　宗之 http://www.rakuten.ne.jp/gold/lohas-koubou/ 川口 11010007

282 株式会社　ワールド商事 戸田市美女木１１３８　全農サテライトセンター３F 今　勲 川口 11010176

283 ワールドメーリング　株式会社 戸田市笹目５-３０-５ 三浦　竜太 川口 11010035

284 株式会社　ワイ・ケイ 戸田市下前２丁目８-１７　フランソワーズシミズ１０５号室 伊藤　健二 川口 11010188

285 和光紙器株式会社 川口市幸町１-９-１７ 本橋　隆夫 http://www.wakosiki.co.jp 川口 11010015

286 株式会社　ワタコン 川口市上青木６-１-２１ 渡辺　弘 川口 11010234

287 蕨商工会議所 蕨市中央５丁目１-１９ 田中　正二 http://www.warabicci.org 川口 11010240

288 医療法人　瑞光会　蕨中央医院 川口市芝新町４-７ 松岡　明哲 http://www.skinjoy.jp 川口 11010045

289 株式会社　アイビーエス 熊谷市葛和田１８０８-２ 石川　市郎 熊谷 11020038

290 あおぞら歯科 深谷市武蔵野３６６５-３ 髙橋　基 熊谷 11020036

291 あさみ歯科医院 熊谷市拾六間８０３-６ 浅見　透 http://www.asami-dental.com/ 熊谷 11020063

292 有限会社　アシストハウス 深谷市東方町２-１５-３ 甲山　憲正 http://assisthouse.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020017 11020062

293 株式会社　飯塚土建 深谷市瀬山６４３-７ 飯塚　昇 熊谷 11020058

294 ウインテック　株式会社 熊谷市東別府６７７-２ 角田　勝巳 http://www.wintech-k.co.jp 熊谷 11020060

295 エス．ピー．アイ．イグティブ社株式会社 熊谷市大字肥塚６９７番地３ 中原　康敏 http://www.spino.jp/ 熊谷 11020054

296 大木商産株式会社 大里郡寄居町用土１６８７-３ 大木　正一 http://www.okisyosan.com 熊谷 11020016

297 大屋印刷株式会社 深谷市上野台４９８ 大屋　健一 熊谷 11020004

298 岡部商工会 深谷市岡２３９２ 坂田　秋雄 熊谷 11020022

299 株式会社オキナヤ 熊谷市江南中央２-１７-１ 藤間　憲一 http://www.okinaya.co.jp 熊谷 11020009

300 有限会社オフィスりん 熊谷市広瀬１２５-１８ 池田　恵津子 熊谷 11020007

301 有限会社　カークリニック　アキヤマ 深谷市人見２２４２ 穐山　勝義 熊谷 11020064

302 社会福祉法人かつみ会　エンゼルの丘 深谷市今泉６２５ 伊藤　捷雄 http://www.enzel.jp 熊谷 11020029

303 熊谷介護センター 熊谷市津田新田２０２４-２４ 内島　仁 熊谷 11020030

304 医療法人　熊谷福島病院 熊谷市宮前町１-１３５-２ 福島　一也 熊谷 11020018

305 熊谷ペイントサービス 熊谷市円光２-９-１１ 金井　悟 熊谷 11020059

306 熊谷ロイヤルホテルすずき 熊谷市宮前町２-５１ 鈴木　政美 http://www.rhotel-suzuki.jp 熊谷 11020021

307 ヘアー＆エステ　K．Reef 深谷市田谷１２４-１ 関口　泉 http://www.k-reef.info 熊谷 11020067

308 株式会社ケージーエム 熊谷市村岡３０６－１ 小林　正裕 http://www.kgm-corp.jp 熊谷 11020014



309 株式会社　建築資料研究社　熊谷支店 熊谷市弥生町２丁目８５番地２ 春山　昇三 熊谷 11020039

310 小林基洗株式会社 熊谷市柿沼６２４ 小林　英久 http://www.kobayashi-kisen.co.jp/ 熊谷 11020047

311 株式会社　コムズリサーチアンドディベロップメント 熊谷市宮町２丁目１５８番地２　宮町第２ﾋﾞﾙ２F 木嶋　忠広 http://www.comsclub.co.jp/ 熊谷 11020050

312 株式会社　コルテック 深谷市北根１２０-１ 栗田　久雄 http://www.korgtech.co.jp 熊谷 11020044

313 埼玉縣信用金庫 熊谷市久下４-１４１ 安田　裕信 http://www.saishin.co.jp 熊谷 11020005

314 社会福祉法人　埼玉のぞみの園 深谷市本田３３４３ 山崎　勝 熊谷 11020027

315 有限会社　システック 深谷市東方３７６８-１７ 原口　守 熊谷 11020024

316 株式会社シバサキ製作所 大里郡寄居町大字桜沢１２２６ 柴崎　猛 http://www.shibasaki-ss.jp/ 熊谷 11020001

317 株式会社　松竹園 熊谷市大字肥塚１２１５-１ 菊地　しで http://www.shouchikuen.co.jp/ 熊谷 11020055

318 株式会社　水花 熊谷市肥塚１０９４-１ 栗原　直子 熊谷 11020019

319 株式会社　スタート　熊谷オフィス 熊谷市宮町２-１５２　水野第２ビル３F 岩崎　幸夫 熊谷 11020052

320 税理士法人　せいえん事務所 深谷市栄町１４番２２号 笠原　行男 http://www.tkcnf.com/kasahara 熊谷 11020033

321 株式会社　大慶堂 深谷市西島町２-１３-３ 大谷　和敏 http://www.taikeido.jp/ その他の小売業 熊谷 g11020011 11020028

322 株式会社　髙橋医科器械店 熊谷市箱田６丁目１４-３８ 髙橋　光 熊谷 11020045

323 田部井建設株式会社 熊谷市上根１０２ 田部井　洋子 http://www.tabei.co.jp 熊谷 11020012

324 株式会社　角田 熊谷市久保島９３６-１ 角田　広明 熊谷 11020026

325 株式会社　つばさ情報 深谷市仲町８-２３　和光深谷ビル３F 松本　清 http://www.tsubasa-info.com その他の教育・学習支援業 熊谷 g11020024 11020049

326 株式会社　データ総研熊谷 熊谷市中央４-１-１　近藤ビル３F 茂木　敏男 http://www.data-kumagaya.com 熊谷 11020042

327 株式会社　東京マシンセンター 熊谷市箱田６-１７-２７ 小池　一光 http://www.dougukan.net 熊谷 11020065

328 東芝映像機器株式会社 深谷市上柴町東２-２９-８ 菊地　和平 熊谷 11020003

329 株式会社　トキワ（熊谷） 熊谷市平戸１６１８-２ 関根　忠 熊谷 11020041

330 合資会社　長岡屋商店 深谷市上柴町東４-１８-８ 大井　國平 http://www.nagaokaya.com 熊谷 11020032

331 新島整形外科 熊谷市原島１-１ 新島　光宏 http://niijima.ptu.jp/ 熊谷 11020061

332 有限会社　新堀工業 熊谷市三ヶ尻３７３３ 岡村　雄一 熊谷 11020037

333 株式会社日本グリーン企画 深谷市人見４７９-４ 武蔵　憲二 熊谷 11020017

334 日本食材株式会社 熊谷市上江袋３１０ 芝田　勝孝 熊谷 11020011

335 根岸造園土木　株式会社 深谷市下手計１８２ 根岸　昇次 熊谷 11020023

336 株式会社　ハートネクション 熊谷市上中条８４３-１ 上杉　功 http://www.heartnection.com 熊谷 11020057

337 株式会社　パクセル 熊谷市弥藤吾２１２５-１ 石川　克彰 熊谷 11020048

338 社会福祉法人　花園公益会 深谷市小前田２６７７ 服部　充 熊谷 11020035

339 有限会社　ふくち金型製作所 熊谷市村岡１８３７ 福地　利夫 熊谷 11020031

340 株式会社藤沢商事 熊谷市問屋町２-５-５ 藤澤　貞彦 http://www.fujisawa-s.co.jp/ 熊谷 11020015

341 株式会社　ブルー・オーシャン 熊谷市肥塚１３５５-１ 岩元　常緑 熊谷 11020025

342 有限会社　フレッシュサンクリーン 熊谷市千代６４-８ 坂田　勇治 http://homepage2.nifty.com/sunclean/ 熊谷 11020051

343 フレンドシップ　有限会社 深谷市東方３７７５-１-３０２ 隅田　和利 熊谷 11020066

344 株式会社ベルク 大里郡寄居町３２８-９ 原島　功 http://www.belc.jp 熊谷 11020008

345 株式会社ホンダニュー埼玉 熊谷市石原１-１０２ 枡野　芳彦 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kumagaya/ 熊谷 11020013

346 株式会社　ミタカ 熊谷市妻沼１７６５-１ 中村　隆哉 http://www.t-mtk.co.jp 熊谷 11020040

347 三矢精工株式会社 深谷市上野台１４００-１０ 高橋　尚樹 http://www.mitsuya-seiko.co.jp 熊谷 11020006

348 特定非営利活動法人　三山の家　グループホームあすか村 熊谷市善ケ島５６８-３ 引田　好太郎 熊谷 11020046

349 有限会社　武蔵野ブレーン 熊谷市桜木町２-３５ 岡田　佳子 http://www.okada-kaikei.tkcnf.com 熊谷 11020020

350 株式会社八木橋 熊谷市仲町７４ 八木橋　宏純 http://www.yagihashi.co.jp/ 熊谷 11020002

351 大和商店 深谷市折之口２１５-１ 堀山　靖之 熊谷 11020056

352 社会福祉法人　埼玉療育友の会　障害者支援施設　山鳩よりい 大里郡寄居町藤田３２２-１ 小林　實 http://www.saitama-ryoiku.jp/yamabato/ 熊谷 11020034



353 医療法人社団　優慈会　佐々木病院 深谷市西島町２丁目１６-１ 佐々木　優至 http://www.sasaki-hp.or.jp 熊谷 11020043

354 株式会社　ユーズキャリア 熊谷市宮前町２-２４１ 磯山　信哉 http://www.yous-career.co.jp 熊谷 11020053

355 株式会社リード 熊谷市弥藤吾５７８ 町田　肇 http://www.lead.co.jp/ 熊谷 11020010

356 株式会社アークサービス 本庄市千代田１-４-２６ 成田　正一 http://www.arc-E.co.jp 本庄 11021108

357 株式会社　アイコウ 児玉郡上里町大字大御堂１４５０-１０ 佐藤　文信 http://www.aikou-kk.co.jp 本庄 11021215

358 愛歯科クリニック 本庄市見福２-２-１ 石川　和也 http://www.i-shika.jp/ 本庄 11021239

359 株式会社　アイビー化粧品　美里工場 児玉郡美里町大字猪俣１０２８-１ 白銀　浩二 http://www.ivy.co.jp 本庄 11021194

360 医療法人柏成会青木病院 本庄市下野堂１-１３-２７ 青木　謙二 http://www.aoki-hospital.com 本庄 11021028

361 赤城乳業株式会社　本庄千本さくら『５S』工場 本庄市児玉町児玉字下川原８５０-１０ 井上　秀樹 本庄 11021205

362 暁運送株式会社 本庄市児玉町蛭川１０６６-２ 脊山　知教 http://www.akatsuki-unsou.co.jp 道路貨物運送業 本庄 g11021019 11021107

363 曙機械工業株式会社 本庄市共栄２１０-２ 荒井　八郎 http://www.akebonomc.co.jp 本庄 11021011

364 株式会社　浅井建築設計事務所 本庄市児玉町金屋８７７-１１ 浅井　安裕 本庄 11021179

365 旭化成テクノプラス　株式会社 児玉郡上里町嘉美１６００-６ 鈴木　裕一 http://www.aktp.co.jp 本庄 11021229

366 株式会社アシスト埼玉事業所 児玉郡上里町嘉美１５２６-５ 市川　泰夫 http://www.assist-sar.co.jp 本庄 11021009

367 アニ・モール　エー・ケー・ケー株式会社 本庄市東台５-４-１３ 金井　廣行 本庄 11021072

368 株式会社アメニックス 本庄市五十子２-２-３ 田島　典幸 http://www.210321.com 本庄 11021136

369 医療法人　本庄福島病院　老人保健施設　彩の苑 本庄市千代田１-１-２１ 福島　一也 本庄 11021202

370 アルプス工業　株式会社 本庄市児玉町田端３９０番地 星　栄一 http://www.alps-filter.co.jp 本庄 11021185

371 社会福祉法人安誠福祉会　特別養護老人ホーム安誠園 本庄市小和瀬１６６６ 岡芹　正美 http://www.anseifukushikai.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021034 11021157

372 株式会社イーグル 本庄市仁手１６１２-３ 小此木　利明 本庄 11021101

373 イーワテック販売　株式会社 本庄市児玉町児玉２３４４ 石川　久 本庄 11021211

374 井河自動車　株式会社 本庄市東台１丁目４-１４ 井河　彰久 本庄 11021223

375 特定施設生活介護付　有料老人ホーム　育進 児玉郡上里町七本木２８６７-７ 小山　清子 本庄 11021158

376 株式会社　イザラ書房 児玉郡上里町大字神保原町５６９番地 澁澤　浩子 http://www.izara.co.jp 本庄 11021166

377 株式会社　イシイ 児玉郡神川町新里１７４ 石井　淳一 本庄 11021203

378 イシイ印刷　株式会社 児玉郡上里町大字七本木字三田３４６７番地１ 鍜治　晃 http://www.ishii-printing.com 本庄 11021213

379 株式会社　石田屋 児玉郡神川町大字元原１１４-１ 石田　房嗣 本庄 11021144

380 社会福祉法人　和泉の会 児玉郡神川町大字上阿久原５６７ 岡部　陽子 http://www.oh-izumi.or.jp 本庄 11021160

381 有限会社板垣運送 本庄市若泉２丁目９-２１ 板垣　政市 本庄 11021135

382 株式会社井田建設 本庄市沼和田２０-５ 井田　誠治 本庄 11021047

383 株式会社　イトウ六 児玉郡神川町二ノ宮８０８-３（児玉・神川うめみの工業団地内） 伊藤　伍郎 http://www.ito6.co.jp 本庄 11021227

384 株式会社　井上商店埼玉工場 本庄市児玉町児玉６２３ 井上　和賢 本庄 11021197

385 ヴィジョン体操クラブ 児玉郡上里町金久保３１-１ 相原　誠 http://www.mkvision.info 本庄 11021236

386 株式会社　ウェディングパレス五州園 本庄市中央２-３-２０ 萩原　史夫 http://www.amazinggrace.co.jp/ 本庄 11021209

387 株式会社上野組 本庄市銀座１-６-５ 早野　敏一 本庄 11021073

388 株式会社ウラノ 児玉郡上里町七本木３５６３ 中嶋　裕則 本庄 11021100

389 株式会社　H．K．キャスト 本庄市児玉町金屋８０２-１ 橋本　英司 http://www.h2.dion.ne.jp/~tajimadc 本庄 11021139

390 株式会社エコスファクトリー 本庄市児玉町宮内字大谷８３８-４ 喜田　知克 http://www.ecosfactory.jp/ 本庄 11021017

391 SKP株式会社 本庄市いまい台３-１２-１ 清弘隆 本庄 11021198

392 株式会社オーエム製作所 児玉郡神川町新里１７７１-２ 松田　吉司 本庄 11021046

393 株式会社　大野木産業 本庄市銀座２-１０-１２ 大野木　義一 本庄 11021243

394 株式会社　大橋 児玉郡上里町七本木３６５２-２ 大橋　堅一 http://www.r-ohashi.co.jp 本庄 11021127

395 大畑歯科医院 本庄市児玉町児玉３２３-４ 大畑　元幸 本庄 11021233

396 岡崎電機　株式会社 本庄市寿３-２-４７ 岡崎　吉宏 本庄 11021183



397 有限会社　御菓子司せきね 本庄市中央３－３－４１ 関根　啓次 本庄 11021116

398 株式会社　オカ住設 本庄市牧西４９-２ 岡　広行 本庄 11021238

399 岡村建興株式会社埼玉工場 児玉郡美里町下児玉１０９５ 上田　誠一 http://www.okamurakenkoh.co.jp/ 本庄 11021064

400 オキ・ニューエモーション株式会社 本庄市見福２-８-４高田ビル５F 上原　泰二 http://www.one-com.jp 通信業 本庄 g11021035 11021006

401 株式会社沖ヒューマンネットワーク 本庄市小島南４-１-１ 原　説秀 http://www.ohn.co.jp 本庄 11021010

402 特別養護老人ホーム　オルトビオス児玉ホーム 本庄市児玉町金屋２７４-１ 倉林　昭美 本庄 11021228

403 株式会社　ガーデンパル浩華園 本庄市朝日町３-１０-３２ 山田　浩 本庄 11021143

404 株式会社カクサン 本庄市本庄３-１-２１ 梅村　孝雄 本庄 11021083

405 金田理化学工業株式会社 本庄市銀座２-１２-１６ 金田　フク 本庄 11021098

406 カフェ　かぼちゃとやぎ 児玉郡上里町七本木３５５８-２ 茂木　まち子 本庄 11021208

407 神川町商工会 児玉郡神川町大字植竹９００-４ 松本　文作 http://www.shokokai.or.jp/11/kamikawa/ 本庄 11021126

408 株式会社上里建設 本庄市見福３-１４-１４ 戸矢　大輔 本庄 11021048

409 介護老人保健施設かみさとナーシングホーム 児玉郡上里町金久保１３３６ 亀森　千賀子 http://www.rupinasu.info/ 本庄 11021105

410 カルソニックカンセイ株式会社児玉工場 本庄市児玉町共栄５４０-７ 安藤　博 http://www.calsonickansei.co.jp/ 本庄 11021060

411 関東システム輸送株式会社 児玉郡美里町北十条３０７-２ 徳永　勝喜 道路貨物運送業 本庄 g11021012 11021027

412 株式会社　関東技術開発 本庄市児玉町上真下７３３-２ 中岡　完 http://www.ktdkan.co.jp はん用機械器具製造業 本庄 g11021064 11021244

413 有限会社　関東パークテクノス 本庄市小島２-３-４ 安藤　晶基 機械等修理業（別掲を除く） 本庄 g11021013 11021171

414 関東メンテックス株式会社 本庄市駅南２-２８-８ 今井　喜彦 本庄 11021138

415 社会福祉法人神流福祉会 児玉郡神川町八日市北新山７３９-２ 岡泉　孝 http://www.0495771212.or.jp 本庄 11021026

416 株式会社　技研 本庄市小島８８８-３ 町田　章 本庄 11021134

417 キムラヤ乳業株式会社 児玉郡上里町神保原町２６７-１７ 木村　忍 食料品製造業 本庄 g11021065 11021040

418 キャネロン化工株式会社 本庄市児玉町宮内８３８-６ 白神　雅夫 http://www.maruzen.net/canelon プラスチック製品製造業（別掲を除く） 本庄 g11021023 11021058

419 キヤノン・コンポーネンツ株式会社 児玉郡上里町七本木３４６１-１ 山田　建男 http://www.canon-compo.co.jp 本庄 11021002

420 株式会社久保建設 児玉郡上里町七本木３５３１ 久保　訓男 http://www.kuboken.com 本庄 11021037

421 有限会社　クラウザウス 本庄市栗崎２６-１ 南雲　康弘 本庄 11021164

422 有限会社　クリーントレイディング赤城産業 本庄市東台４-７-２６ 栗原　弘明 本庄 11021129

423 グルノーブル美容専門学校 児玉郡神川町新生１３６８-１３ 山脇　由美子 http://www11.plala.or.jp/guru/ 本庄 11021151

424 株式会社グローバルソフトウェア 本庄市見福３-１１-１０ 狩野　輝昭 http://www.globals.jp 本庄 11021003

425 ケイアイスター不動産　株式会社 本庄市西富田７６２番地１ 塙　圭二 http://www.ki-group.co.jp 本庄 11021232

426 株式会社　ケーアールエス 児玉郡上里町大字神保原町２６８ 渋澤　健司 保険業（保健媒介代理業、保健サービス業を含む） 本庄 g11021066 11021206

427 有限会社ケージーエフあさひ薬局 児玉郡上里町神保原町２２１８-６ 柴崎　均 http://www.chuo-yakkyoku.com 本庄 11021053

428 株式会社ＫＴ工業 児玉郡神川町新里２８４９-１ 田端　和夫 本庄 11021089

429 ケンツメディコ株式会社 本庄市児玉町共栄５５２-１ 髙橋　史恭 http://www.kenzmedico.co.jp 業務用機械器具製造業 本庄 g11021038 11021154

430 株式会社小泉北関東本庄営業所 本庄市日の出４-１６-４７ 大野　文一 本庄 11021052

431 有限会社　国語塾　本庄校 本庄市朝日町３-１-７ 尾崎　信雄 http://www.kokugojuku.com/ 本庄 11021242

432 社会福祉法人　こざくら保育園 本庄市栄３-６-３４ 根岸　広幸 本庄 11021125

433 株式会社コスモフーズ埼玉神川工場 児玉郡神川町二の宮１０５ 河上　正 http://www.cosmo-f.com 本庄 11021109

434 株式会社五艘機械製作所 児玉郡神川町二ノ宮東駒形８０８-８ 柿木　直和 本庄 11021062

435 有限会社　児玉自動車工業所 本庄市児玉町金屋１２５７-１ 坂本　栄二 本庄 11021191

436 医療法人益子会児玉中央病院 本庄市児玉町児玉５９６-１ 益子　道男 本庄 11021030

437 株式会社児玉電子 本庄市見福４-９-８ 山本　周作 http://www.kodama-denshi.co.jp 本庄 11021051

438 有限会社　寿精工 本庄市寿３丁目６-３９ 茂木　幸雄 本庄 11021241

439 医療法人社団泰史会　小林クリニック 本庄市朝日町２-５-８ 小林　裕史 http://www.kobayashi-pain.com/html.html 本庄 110210086

440 株式会社小林畜産 児玉郡美里町関７０ 小林　靖典 本庄 11021081



441 埼群トーヨー住器株式会社 本庄市若泉３-６-４ 小此木 伸之 総合工事業 本庄 g11021039 11021120

442 株式会社　サイセン 本庄市日の出３-７-９ 金子　章 http://www.saisen.biz 洗濯・理容・美容・浴場業 本庄 g11021067 11021201

443 埼玉グランドホテル株式会社 本庄市駅南２-２-１ 高橋　祐介 本庄 11021075

444 埼玉ゴルフ産業株式会社 本庄市児玉町秋山３０１２ 大村　隆重 http://www.kodama-cc.jp 本庄 11021071

445 有限会社斎藤産業 児玉郡神川町渡瀬１０３４-１ 齋藤　大地 http://www.saito-industry.jp 本庄 11021110

446 有限会社齋藤塗装工業所 本庄市寿３－２－１０ 齋藤　次見 本庄 11021115

447 株式会社　坂井住設 児玉郡美里町白石１４５２-１６ 坂井　真二 http://www.sakaijyusetu.co.jp 本庄 11021156

448 坂本歯科医院 児玉郡上里町七本木２６４７-５ 坂本　行雄 本庄 11021025

449 株式会社　坂本製作所 本庄市いまい台３-１２-１ 坂本　優蔵 本庄 11021192

450 さくら給食株式会社 児玉郡上里町嘉美１５３８ 布川　重男 本庄 1102153

451 サンエー工業株式会社埼玉工場 児玉郡上里町長浜３７７ 浦矢　鉄夫 http://www.sanee.co.jp 本庄 11021007

452 賛光電器販売　株式会社 本庄市寿１-２３-６ 織田　理恵 本庄 11021214

453 サンプラック工業　株式会社 児玉郡上里町七本木２３８１ 安藤　孔三 本庄 11021246

454 サンメンバーズ株式会社 本庄市小島南１-５-９ 高橋　福八 http://www.sunmenbers.co.jp/ 本庄 11021056

455 三洋メディアテック株式会社 児玉郡神川町元原９８-１ 三田　文男 http://www.digital-sanyo.com/smtk/company/profile.html 本庄 11021070

456 有限会社　シーピーエス 本庄市南２-４-５　ＢＡビル１Ｆ 横堀　厚志 http://www.cpsnet.jp その他の教育・学習支援業 本庄 g11021071 11021121

457 株式会社シェリエ 本庄市児玉町秋山２６８３-１ 高橋　博 http://www.cherier.co.jp 本庄 11021049

458 株式会社ジコーポリマー 児玉郡美里町白石字笹山２６６７ 中台　一延 http://www.jikco.co.jp 本庄 11021067

459 有限会社　システック　ケアセンターさくら　本庄営業所 本庄市北堀１７９６ 原口　守 本庄 11021170

460 株式会社篠原商店 本庄市児玉町高柳２６０ 篠原　勝雄 http://www.e-shinohara.com 本庄 11021038

461 株式会社　渋沢 本庄市若泉３-２-７ 渋澤　和廣 http://www.e-shibusawa.com 本庄 11021172

462 嶋崎歯科医院 児玉郡上里町神保原町４３７-５ 嶋崎　摂 本庄 11021218

463 シャープドリリング　有限会社 児玉郡美里町下児玉５５７ 原田　和子 本庄 11021231

464 株式会社　ジャパンエクシード 本庄市下野堂１-２０-８ 小松　政敏 http://www.gokannosato.com 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021041 11021124

465 社会福祉法人柏樹会シャローム 本庄市今井１２４５-１ 浅見　旭 http://www.hakujukai.org/ 本庄 11021024

466 上越電気工業株式会社 本庄市小島６-２-２７ 山内　和彦 http://www.johetsu.com 本庄 11021195

467 株式会社　上武 本庄市小島６-５-３９ 髙月　哲也 http://www.jo-bu.co.jp 本庄 11021128

468 上武観光開発株式会社 本庄市若泉３-６-４ 小此木　伸之 http://www.jyobu.jp/ 総合工事業 本庄 g11021042 11021043

469 株式会社スイング 本庄市児玉町上真下３２８-１ 永田　邦夫 http://www.swing-k.co.jp 本庄 11021095

470 末広印刷株式会社美里工場 児玉郡美里町沼上３４３-３ 黒木　章夫 本庄 11021041

471 株式会社須賀 児玉郡上里町大字金久保１０９５ 須賀　丈太郎 本庄 11021137

472 スゴー運送　株式会社 本庄市児玉町共栄３３０-１ 黒沢　文雄 http://www.sugo-express.com 本庄 11021176

473 医療法人鈴木外科病院 本庄市児玉町八幡山２９３ 鈴木　和喜 本庄 11021091

474 有限会社鈴木不動産 本庄市銀座２-１０-９ 鈴木　純 http://www1.ocn.ne.jp/~suzukifd 本庄 11021102

475 スターダスト株式会社 本庄市寿２-２-５ 金子　貴広 http://www.stardust-inc.com 本庄 11021145

476 有限会社　スマイルサービス 児玉郡美里町阿那志７７５ 松原　律子 本庄 11021199

477 株式会社　清香園 本庄市朝日町３-２２-４ 阪上　清之介 http://www.seiko-en.co.jp 本庄 11021167

478 誠晃産業株式会社　埼玉工場 児玉郡神川町渡瀬６７９ 田辺　光雄 本庄 11021196

479 有限会社誠和 本庄市小島南３-９-１０ 高柳　誠 本庄 11021087

480 株式会社　セイワ 本庄市北堀２００７ 斉藤　一英 本庄 11021235

481 株式会社ゼウス 児玉郡上里町嘉美８１３-１ 駒澤　一郎 本庄 11021068

482 株式会社　関口組 本庄市日の出２-１-４６ 鈴木　元道 本庄 11021175

483 株式会社関口鉄工 本庄市都島５７０-３８ 関口　勝美 本庄 11021050

484 関根内科外科医院 児玉郡神川町新里２２１-１ 関根　武彦 本庄 11021094



485 株式会社　センドランミサト 児玉郡美里町木部８０-１ 佐久間　侶男 本庄 11021118

486 双峰通信工業株式会社 本庄市駅南２-２８-８kamikenビル１F 樋口　剛正 http://www.soho.co.jp/ 本庄 11021022

487 医療法人三光会　そのべ病院 本庄市千代田３-４-２ 薗部　光一 http://www.sonobe.or.jp/ 医療業 本庄 g11021051 11021088

488 高橋商事株式会社 本庄市下野堂６１１-１ 高橋　祐介 http://www.taka8.jp 本庄 11021004

489 株式会社高橋設備 本庄市緑２-１-２ 高橋　稔 本庄 11021069

490 高柳歯科医院 本庄市南２-６-１５ 高柳　育行 http://www.takayanagi-dc.com 本庄 11021119

491 株式会社　タカラニコー上里工場 児玉郡上里町三町８０２-１ 森　勝幸 http://www.takaranikoh.co.jp/ 本庄 11021181

492 竹並建設株式会社 本庄市西富田３０３-１ 竹並　紀松 http://www.takenami.co.jp 総合工事業 本庄 g11021052 11021015

493 武正　株式会社 本庄市前原２-３-２５ 武正　進介 http://www.takemasa.co.jp/ 本庄 11021180

494 田子調剤薬局 児玉郡上里町七本木１７８６-６ 田子　弘樹 その他の小売業 本庄 g11021053 11021106

495 社会福祉法人彩の郷福祉会特別養護老人ホームたちばな 児玉郡上里町大御堂８０６ 中久木　静枝 http://www.tokuyou-tachibana.or.jp/ 本庄 11021034

496 株式会社　橘運輸 児玉郡神川町大字下阿久原９８５-１ 小島　武一 本庄 11021210

497 タツムテクノロジー株式会社 本庄市東五十子７４４ 杉原　光一 http://www.tazm.co.jp 輸送用機械器具製造業 本庄 g11021015 11021014

498 秩父土建株式会社 児玉郡神川町小浜１３４１ 林　泰利 http://www.kannanoyu.com 本庄 11021090

499 株式会社塚本ルーフ 児玉郡神川町八日市１８２-２ 塚本　英博 http://www.tsukamoto-yane.com 本庄 11021111

500 築野食品工業株式会社　関東工場 本庄市児玉町秋山２１６６-６ 永石　信行 http://www.tsuno.co.jp 本庄 11021193

501 デイサービスセンター　ひふみの森 本庄市児玉町入浅見８３８-３ 荒木　歌代子 本庄 11021245

502 株式会社　デリー　埼玉工場 児玉郡神川町熊野堂２０５ 清水　孝吉 本庄 11021212

503 株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井６００ 町田　国彦 http://www.dff.co.jp 本庄 11021013

504 東京電資株式会社北関東営業所 本庄市いまい台２-７２ 坂本　俊郎 本庄 11021020

505 東特塗料株式会社本庄工場 本庄市栄３-９-３３ 上地　隆市 http://www.totoku-toryo.co.jp 本庄 11021036

506 株式会社　東都ワンタン本舗 本庄市小島６-５-４４ 田所　菊範 http://www.touto-wantan.co.jp/ 本庄 11021190

507 東洋加工株式会社美里工場 児玉郡美里町猪俣１９６４ 福島　康充 http://www.to-yokako.co.jp 本庄 11021016

508 トーケン工業株式会社関東営業所 児玉郡神川町元原字豊原２００-１３ 清水　貞夫 http://www.tohken-kk.jp 本庄 11021042

509 トーワパック株式会社 児玉郡上里町嘉美１２３６-１ 大谷　公康 本庄 11021032

510 株式会社どりーむ 児玉郡美里町大字沼上３８５-２ 小出　操 本庄 11021152

511 内藤建設工業　株式会社 本庄市児玉町金屋１２２０ 内藤　稔 本庄 11021207

512 西村歯科医院 児玉郡神川町熊野堂７３-４ 西村　享 http://www.2525meiseikai.com/ 本庄 11021044

513 ニチエイエンジニアリング株式会社 本庄市児玉町蛭川３７０ 鈴木　政元 http://www.saitama-kita.jp/160_nichiei.html 情報通信機械器具製造業 本庄 g11021074 11021063

514 株式会社　日匠起工 本庄市児玉町共栄２３２ 松島　禅樹 http://www.nsk-co.jp 本庄 11021219

515 日生工業　株式会社 本庄市児玉町児玉１８７９ 長谷川　浩之 本庄 11021234

516 株式会社ニットウテクニカル 本庄市東台１-２-２７ 宮本　豊 http://www.nitto-technical.co.jp 本庄 11021021

517 株式会社日本ヒーティングプラン 本庄市見福４-２-１６ 中村　孝布 http://www.raiz.info 本庄 11021078

518 株式会社　ニューエイト 児玉郡美里町大字沼上１２６６-４ 小出　一男 機械器具小売業 本庄 g11021030 11021168

519 有限会社　ぬく井 児玉郡神川町植竹４８５ 貫井　克浩 本庄 11021224

520 有限会社野口石材 本庄市滝瀬１４３４ 野口　光大 本庄 11021080

521 株式会社　ハーヴィインターナショナル 児玉郡神川町中新里１９０-１ 二上　公明 http://www.harvey-j.co.jp 本庄 11021162

522 社会福祉法人　梅花保育園 本庄市見福一丁目２番７号 佐藤　智子 http://www.baika.ed.jp 本庄 11021225

523 有限会社梅月堂 本庄市児玉町児玉７８ 飯野　博通 本庄 11021103

524 医療法人社団服部クリニック 本庄市東台４-１-２２ 服部　浩一 本庄 11021112

525 株式会社　ハラダ製作所 児玉郡美里町下児玉５５８ 原田　浩之 http://www.harada-s-s.com/ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 本庄 g11021055 11021230

526 有限会社　ピーアールケー 本庄市児玉町飯倉３５５-１ 小暮　好栄 本庄 11021188

527 有限会社　ピーアイ 児玉郡上里町金久保７１２-２ 大矢　幸信 本庄 11021184

528 東日本工業株式会社 本庄市寿３-６-３７ 木村　悦久 本庄 11021189



529 ひかる歯科クリニック 児玉郡神川町植竹６５２-１ 計田　文法 本庄 11021114

530 株式会社ビジネスサポート 本庄市東五十子７３６-１ 船崎　明美 http://www.k-bs.co.jp 本庄 11021001

531 株式会社日立ハイテクノロジーズファインテック製品事業本部 児玉郡上里町嘉美１６００ 加藤　重和 http://www.hitachi-hitec.com 本庄 11021033

532 フィグラ株式会社 本庄市共栄２１０-５ 加藤　升三郎 http://www.figla.co.jp/ 本庄 11021012

533 福島工業株式会社 本庄市北堀１５０９ 福島　正美 本庄 11021082

534 フクレックス株式会社 児玉郡美里町小茂田６２１ 井上　治郎 本庄 11021066

535 有限会社　ふじ井 本庄市中央２-４-８ 藤井　仁 本庄 11021177

536 富士運送株式会社 本庄市東五十子７１０ 坂本　兼司郎 本庄 11021031

537 富士化工株式会社 本庄市小島南２-６-４５ 木村　武史 本庄 11021146

538 富士機工株式会社本庄工場 本庄市いまい台２-７ 原田　克広 http://www.fujikiko-group.co.jp 本庄 11021018

539 富士機械　株式会社 本庄市児玉町共栄４１４番地 岩田　洋介 本庄 11021240

540 株式会社　不二ダイカスト製作所 児玉郡美里町大字甘粕字丸山１５０７ 岸　昇 http://www.fujidc.co.jp 本庄 11021237

541 フジミ産業株式会社 児玉郡美里町大字白石４９３ 清水　匡克 本庄 11021122

542 有限会社　フタバ産業 児玉郡上里町大字堤５１４-１ 小林　秀行 業務用機械器具製造業 本庄 g11021077 11021131

543 ＰＬＡＭＯ株式会社 本庄市仁手２７９ 茂木　淳志 http://www.plamo-k.com. プラスチック製品製造業（別掲を除く） 本庄 g11021056 11021079

544 株式会社　プラン 児玉郡上里町七本木三田３７０５ 大村　広司 http://kamiwaza.jp/ 本庄 11021217

545 有限会社　平成運輸 本庄市児玉町蛭川１２３３-１ 梛原　弓子 本庄 11021141

546 有限会社BOZU 本庄市朝日町２-９-４ 平田　仁史 本庄 11021133

547 学校法人報徳学園　本庄旭幼稚園 本庄市杉山１２４ 間庭　進一 http://www.honjyouasahi.ac.jp/ 本庄 11021204

548 （株）ホープエンジニアリング 児玉郡神川町大字二ノ宮１０４-６ 中島　均 本庄 11021174

549 株式会社　ホーライ 本庄市児玉町共栄４６２ 上滝　豊彦 本庄 11021178

550 医療法人堀川会堀川病院 本庄市本庄１-４-１０ 堀川　明 http://www.horikawa-hospital.or.jp/ 本庄 11021023

551 有限会社　堀込設備 児玉郡上里町大字神保原町３３１-８ 堀込　欣光 本庄 11021226

552 ホワイト歯科 本庄市駅南１-９-６福島ビル１F 市川　政幸 本庄 11021096

553 本庄ケーブルテレビ株式会社 本庄市西富田６４８-１ 戸谷　清一 http://www.hcatv.net/ 本庄 11021074

554 有限会社本庄研磨工業所 本庄市寿３-１-１５ 斉藤　収弘 本庄 11021161

555 本庄商工会議所 本庄市朝日町３-１-３５ 高橋　福八 http://www.honjocci.or.jp 本庄 11021097

556 本庄総合病院 本庄市北堀１７８０ 福島　一也 http://www.honjo-hp.jp/ 医療業 本庄 g11021006 11021132

557 本庄生コン株式会社 児玉郡上里町大御堂９５ 真下　恵司 本庄 11021076

558 有限会社本庄ニューグンイチ 本庄市若泉３-７-３ 小此木　利明 本庄 11021099

559 本庄福島病院 本庄市千代田１-１-１８ 福島　一也 医療業 本庄 g11021007 11021140

560 有限会社　本庄プレスセンター 本庄市下野堂６０５-１４ 荒井　康治 本庄 11021169

561 真下建設株式会社 本庄市日の出１-５-７ 真下　敏明 http://www.mashimo.co.jp/ 総合工事業 本庄 g11021017 11021077

562 株式会社　眞誠 本庄市駅南２-１４-２ 岩﨑　ます江 本庄 11021163

563 松倉工業株式会社 本庄市若泉１-１０-５ 大塚　義弘 本庄 11021113

564 株式会社　味輝 児玉郡上里町大御堂７４０-１ 荒木　和樹 http://www.e-panyasan.com/ 本庄 11021147

565 有限会社　ミサト 児玉郡美里町大字木部８０-１ 佐久間　侶男 本庄 11021149

566 みつば歯科クリニック 本庄市児玉町児玉１７３２-７ 小林　光晴 本庄 11021019

567 南美里診療所 児玉郡美里町甘粕５２８-３ 堀内　明宏 本庄 11021093

568 特定非営利活動法人　三山の家　グループホームあすか村　グループホーム元気村 本庄市田中１０５-１ 引田　好太郎 本庄 11021187

569 武蔵化成　株式会社 児玉郡美里町沼上３８９-４ 中元　圭一 http://www.musashi-kasei.com/ 本庄 11021222

570 武蔵野樹脂株式会社 本庄市日の出４-１２-７ 粕谷　邦夫 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 本庄 g11021059 11021117

571 社会福祉法人明正会特別養護老人ホーム青空 児玉郡上里町金久保７７７ 赤沼　眞治 http://www.hpmix.com./home/meiseikai/ 本庄 11021104

572 医療法人社団　明雄会　本庄児玉病院 本庄市児玉町児玉７２０ 作田　明 http://www.honjokodama-hp.com/ 本庄 11021150



573 株式会社　モアザン 児玉郡上里町三町８２８-４ 萩原　泉 http://www.pasari.jp 本庄 11021165

574 株式会社　モータウン 本庄市児玉町児玉２３６０-１ 黒澤　康栄 本庄 11021186

575 株式会社　モテギ洋蘭園 本庄市小島２７７-７ 茂木　敏彦 本庄 11021221

576 株式会社モトヤマ 本庄市児玉町共栄４０６-３ 元山　堯子 本庄 11021084

577 株式会社モノーロ 児玉郡上里町大御堂１４５０-１２ 守屋　英俊 本庄 11021061

578 八栄工業株式会社 児玉郡上里町七本木３５３６ 木村　登美子 本庄 11021159

579 株式会社ヤマキ電気埼玉事業所 児玉郡神川町熊野堂２６０１-１ 八巻　國博 本庄 11021008

580 ヤマキ醸造株式会社 児玉郡神川町下阿久原９５５ 木谷 善光 http://www.yamaki-co.com 本庄 11021035

581 山進社印刷株式会社 本庄市本庄３-３-３６ 山田　喜一 http://www.sansinsya.com 印刷・同関連業 本庄 g11021070 11021005

582 山下ゴム株式会社埼玉工場 児玉郡上里町大御堂１４５０-１ 浜田　克彦 http://www.yamashita-rub.co.jp/ 本庄 11021059

583 山田運送株式会社 本庄市都島１５５-１ 山田　三二 本庄 11021155

584 大和紙器株式会社 本庄市児玉町共栄３００-８ 吉成　英明 http://www.yamato-shiki.co.jp 本庄 11021029

585 社会福祉法人　友愛会　グリーンヒル美里 児玉郡美里町大字関２０８５-１ 阿野　節子 http://www6.ocn.ne.jp/~yuuaikai/ 本庄 11021142

586 株式会社優育 児玉郡上里町七本木１１８２ 畑　政春 本庄 11021039

587 ユーエスエンジニアリング株式会社 本庄市いまい台３-１２-１ 坂本　優蔵 http://www.useng.co.jp 本庄 11021200

588 ユニー株式会社アピタ本庄店 本庄市南１-２-１０ 安田　幸次 本庄 11021085

589 株式会社ユニオンインターナショナル 本庄市小島４-６-１ 茂木　正 http://www.union-verda.co.jp 本庄 11021173

590 株式会社横尾材木店 本庄市けや木３-２３-１２ 横尾　守 http://www.yo-ko-o.com 本庄 11021045

591 寄居印刷紙器株式会社 本庄市児玉町秋山２７８７-１ 青木　繁 http://yoriiprn.co.jp/ パルプ・紙・紙加工品製造業 本庄 g11021061 11021054

592 らーめんマル汁屋 本庄市五十子２-２-１０ 藤田　高広 本庄 11021182

593 ラジエンスウエア株式会社 児玉郡上里町堤６９６-７ 中嶋　吉男 http://www.radianceware.co.jp/rad/ 医療業 本庄 g11021031 11021057

594 有限会社　ランズエンド 本庄市沼和田３６５-１ 高木　清和 http://www.landsend.cc 本庄 11021216

595 社会福祉法人ルピナス会特別養護老人ホームルピナス園 児玉郡上里町堤４８９ 今村　勇 http://www.rupinasu.info/ 本庄 11021065

596 身体障害者療護施設ルピナス神川ホーム 児玉郡神川町新宿１２５１ 新井　賢治 本庄 11021092

597 株式会社ローザンヌ 本庄市児玉町秋山２６８３-１ 高橋　博 http://www.cherier.co.jp 本庄 11021055

598 特定非営利活動法人　ワクワクボード 本庄市けや木１-２６-１８　ＳＴビル２階 奈良橋　秋夫 本庄 11021123

599 医療法人　愛仁会　介護老人保健施設ボヌール さいたま市北区吉野町２－１３６５ 大野　晃裕 http://www.bonheur.or.jp 大宮 11030035

600 株式会社一蔵 さいたま市北区大成町４-６９９-１ 河端　義彦 http://www.ichikura.jp 大宮 11030015

601 株式会社ウェルディングアロイズ・ジャパン さいたま市岩槻区上野４-６-３３ 青田　利一 http://www.waj.co.jp 大宮 11030011

602 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 さいたま市北区東大成町１-２２７ 神戸　成美 http://www14.ocn.ne.jp/~ocghp/ 大宮 11030013

603 株式会社大宮電化 さいたま市大宮区桜木町１-７-５ソニックシティービル１６階 青木　義雄 http://www.omiyadenka.co.jp 大宮 11030016

604 株式会社押田工業所 さいたま市西区宮前町６９０-３ 押田　昌敏 http://www.oshida-ind.co.jp 大宮 11030010

605 株式会社　コスモス　大宮支店 さいたま市大宮区宮町２-９６-１　三井生命大宮宮町ビル１階 高森　貢司 http://www.cosmos-flw.co.jp 大宮 11030028

606 株式会社埼玉三技協 上尾市領家３８５-３ 後藤　伸行 http://www.saitama-sangikyo.com 大宮 11030006

607 株式会社サイサン さいたま市大宮区桜木町１-１１-５ 川本　武彦 http://www.saisan.net/ 大宮 11030007

608 株式会社埼玉新聞社 さいたま市北区吉野町２-２８２-３ 丸山　晃 http://www.saitama-np.co.jp 大宮 11030018

609 医療法人三慶会指扇病院 さいたま市西区平方領々家９８３ 鈴木　慶太 大宮 11030020

610 株式会社ジアス さいたま市見沼区深作４３５０ 谷屋　秀吉 http://www.jias.co.jp 大宮 11030019

611 株式会社ＣＳテクノス さいたま市北区吉野町２-１７３-１０ 大熊　昭雄 大宮 11030022

612 株式会社島忠 さいたま市西区三橋５-１５５５ 山下　視希夫 大宮 11030021

613 社会福祉法人大吉会白樺ホーム さいたま市北区吉野町２-１３３１ 井橋　吉一 http://www.ooyoshikai.jp 大宮 11030008

614 伸光堂さいたま販売株式会社 さいたま市大宮区堀の内町１-４０５ 押目　重夫 大宮 11030024

615 株式会社　鈴木人形 さいたま市岩槻区本町３-５-１６ 鈴木　隆 http://www.suzuki-ningyo.com 大宮 11030026

616 株式会社　創育舎 桶川市若宮１-３-１１　シェトワビル１F 野沢　義夫 http://kobetu-plaza.com 大宮 11030034



617 髙松商事株式会社 鴻巣市上谷１８２４-１ 髙松　幸二 大宮 11030029

618 株式会社　タガヤ さいたま市岩槻区本町４丁目３番３号 多ヶ谷　三千男 http://www.saitama-tagaya.com/ 大宮 11030032

619 株式会社デサン 蓮田市高虫１３５８-１ 藤池　誠治 http://www.dessin.co.jp 大宮 11030003

620 日研総業株式会社大宮事業所 さいたま市大宮区大門町３-３７花見ビル２F 茂内　智範 http://www.nikken-sogyo.co.jp 大宮 11030014

621 株式会社　ナカヤマ 上尾市泉台３丁目４-４ 中山　嘉己 http://www.nkym.co.jp 大宮 11030033

622 日総工産株式会社北関東事業所 さいたま市大宮区桜木町４-２５２　２階 大西　康文 http://www.nisso.co.jp 大宮 11030004

623 日本フェルト株式会社埼玉工場 鴻巣市原馬室８８ 篠田　克美 http://www.felt.co.jp 大宮 11030005

624 ファミリー割烹みなみ さいたま市見沼区大谷１７５１-１ 長坂　篤 http://hwsa3.gyao.ne.jp/minami/index.html 大宮 11030030

625 富士基礎コンサルタント株式会社 上尾市瓦葺６６０-１ 菅野　覚巳 http://www.gweb.tv 大宮 11030017

626 株式会社富士薬品 さいたま市大宮区桜木町４-３８３ 高柳　昌幸 http://www.fujiyakuhin.co.jp/ 大宮 11030001

627 株式会社八洲電業社 さいたま市北区日進町３-３７-１ 吉村　克昌 http://www.yashima-dengyosha.co.jp 大宮 11030012

628 有限会社　大和ハッピーケアサービス さいたま市大宮区吉敷町４丁目１０１ 下山　和子 http://www.happy-1.jp 大宮 11030031

629 株式会社　吉澤企画　ウィルさいたま さいたま市大宮区大成町１-４０５ 吉澤　隆 http://www.will-saitama.jp 大宮 11030027

630 合同会社リベルタス さいたま市北区吉野町２－２０９－１ 島田　慶生 http://www.libertas-co.com 大宮 11030025

631 株式会社ワイズユース さいたま市大宮区桜木町２-３８９第１７松ビル５F 駒野　三紀夫 http://www.wiseuse.co.jp/ 大宮 11030009

632 株式会社アーベルソフト 坂戸市芦山町２２-１３ 佐藤　達雄 http://www.abel-soft.com 川越 11040013

633 株式会社ISPアカデミー 鶴ヶ島市富士見１-１-８ 林　和子 http://www.isp-ac.jp/ 川越 11040011

634 特定非営利活動法人　あおい糸 ふじみ野市亀久保１-５-２３ 豊田　淳一 川越 11040044

635 有限会社　あおぞらサポート 川越市並木西町２１-３ 内田　三枝子 川越 11040156

636 株式会社アキモト 富士見市上南畑３０２２ 秋元　伸一郎 http://www.i-akimoto.co.jp 川越 11040003

637 有限会社　阿幸電業 川越市古谷上２４-９ 石鉢　慎太郎 総合工事業 川越 g11040038 11040159

638 朝日航洋株式会社 川越市南台３-１-１ 立野　良太郎 http://www.aeroasahi.co.jp 川越 11040068

639 当矢印刷　株式会社 川越市芳野台２-８-８（川越工業団地内） 妻鹿　吉晃 http://www.atariya-p.jp 川越 11040158

640 イーグル工業株式会社　埼玉事業場 坂戸市片柳１５００ 平原　雅翁 http://www.ekk.co.jp/ 川越 11040031

641 株式会社　飯田 川越市下赤坂５５７-５ 飯田　龍也 http://www.iida-co-ltd.com/ 識別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040040 11040117

642 社会福祉法人　育美会 川越市今福１６４１ 加藤　純 http://www.ikumikai.jp 川越 11040153

643 株式会社　池田硝子工業所 川越市芳野台１-１０３-４１ 杉原　和夫 http://www.ikedaglass.co.jp/ 川越 11040112

644 株式会社　市毛インテリアサービス 川越市新宿町４－４－７１ 八木　将夫 http://www.e-interiorshop.com/ 識別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040042 11040025

645 入江工研株式会社　テクニカルセンター 川越市下赤坂７４０-５ 中川　雅晴 http://www.ikc.co.jp/ 川越 11040141

646 有限会社　岩上ドライクリーニング本店 川越市松江町１-２３-１ 岩上　智 川越 11040055

647 岩堀建設工業株式会社 川越市六軒町１丁目３番地１０ 岩堀　和久 http://www.iwahori.co.jp 川越 11040067

648 株式会社　ウィング 川越市的場３０３２-５ 小林　一三 http://www.wing1964.co.jp/ 川越 11040152

649 株式会社　エヌ・ジェイ・アールサービス ふじみ野市福岡２丁目１-１ 藤原　信也 川越 11040052

650 株式会社　エフケイ 富士見市羽沢３-２７-２ 遠藤　俊一 http://www.fk-drug-ace.co.jp 川越 11040151

651 大井商工会 ふじみ野市苗間４０-３９ 隈川　毅 http://www.syokoukai.or.jp/ooi 川越 11040006

652 オーケー川越店 川越市小仙波６９１-１ 土田　賢 川越 11040114

653 医療法人　直心会　帯津三敬病院 川越市大中居５４５ 帯津　良一 http://www.obitsusankei.or.jp/ 川越 11040131

654 オリオン科学　株式会社 川越市芳野台１丁目１０３番１６ 高橋　孝志 http://www.orion-science.co.jp 川越 11040108

655 株式会社凱旋門 ふじみ野市ふじみ野３-１-１ 片岡　儀高 http://r.gnavi.co.jp/p368800/ 川越 11040014

656 株式会社　開成コーポレーション ふじみ野市清見２-１-１１ 武田　宏 http://www.kaisei-corp.co.jp 川越 11040106

657 片倉工業　株式会社　ニューライフカタクラ川越店 川越市的場８３１ 砂塚　義一 http://www.katakura.co.jp 川越 11040154

658 株式会社　上福岡物産 川越市上松原１８１-１ 三上　浩一 川越 11040144

659 神谷工業　株式会社 川越市下赤坂大野原７０１ 神谷　光江 川越 11040155

660 株式会社亀屋 川越市仲町４番地 山崎　嘉正 http://www.koedo-kameya.com 川越 11040024



661 川研総合サービス　株式会社 川越市今福２８３５番地 香川　久 川越 11040157

662 川研ファインケミカル株式会社 川越市今福２８３５ 新野　喜由 http://www.kawakenfc.co.jp/ 川越 11040045

663 医療法人財団　献心会　川越胃腸病院 川越市仙波町２-９-２ 望月　智行 http://www.kib.or.jp 川越 11040120

664 医療法人　川越同仁会 川越市新宿町４-７-５ 小杉　國武 http://www.doujinkai-hp.com 川越 11040125

665 川越東部工業会協同組合 川越市芳野台１-１０３-５７ 諏訪部　喜義 川越 11040050

666 有限会社川島電気 富士見市水谷東１-１６-１６ 川島　欣悟 川越 11040023

667 医療法人　三信会　岸病院 川越市上戸１０１ 吉澤　佳子 http://www.kishi-hosp.or.jp 川越 11040135

668 木村税務会計事務所 富士見市関沢２-１３-４８ 木村　哲男 川越 11040059

669 協和工業　株式会社 富士見市針ケ谷１丁目９-９ 西﨑　義孝 http://www.kyouwa-kougyou.co.jp/ 川越 11040129

670 株式会社　銀座コージーコーナー埼玉工場 鶴ヶ島市大字高倉１１４９-２ 芳賀　史郎 http://www.cozycorner.co.jp 川越 11040037

671 株式会社　金鵄製作所 川越市下赤坂７５８-１２ 植木　茂雄 http://www.kinshi.co.jp 川越 11040161

672 錦明印刷株式会社　富士見事業部 鶴ヶ島市富士見６-２-１０ 砂岡　清久 http://www.kinmei.co.jp 川越 11040053

673 株式会社　国沢パネル工芸 川越市今福５６８-１ 国沢　保 川越 11040160

674 株式会社グランディック 川越市旭町１－１５－９　第二醍醐ビル２階 渡邉　惣吉 http://www.grandic.co.jp 川越 11040022

675 株式会社　クロス 鶴ヶ島市上広谷７２２-１９ 早川　和宏 http://www.cronet.co.jp 機械器具小売業 川越 g11040047 11040051

676 啓装工業　株式会社 坂戸市大字善能寺４９８番地１ 鈴木　啓成 川越 11040119

677 医療法人　恵雄会 川越市下広谷１１１３-２２ 相原　吉雄 http://www.kawatsuru-g.jp 川越 11040095

678 有限会社　慶和 ふじみ野市桜ケ丘１丁目３７-３７ 工藤　謹也 川越 11040036

679 株式会社　高速 川越市芳野台１-１０３-７ 梅田　邦代 http://www.koosoku.co.jp 川越 11040047

680 光洋パック株式会社 川越市大字竹野１４-２ 永滝　毅 川越 11040060

681 株式会社　ゴードー　埼玉事業部 川越市的場１４４５ 篠田　光朗 http://www.godo-p.co.jp 川越 11040163

682 株式会社　後藤工業 川越市岸町２-２４-１ 後藤　知生 川越 11040133

683 小原化学塗料株式会社 川越市南台１丁目４番７号 小原　茂 http://www.koharakagaku.co.jp 川越 11040071

684 酒井重工業株式会社　東京工場 川越市大字中福８４９ 酒井　一郎 http://www.sakainet.co.jp 川越 11040069

685 埼玉車体　株式会社 川越市南台１-５-４ 大竹　修 川越 11040145

686 埼玉段ボール株式会社 川越市芳野台１-１０３-３６ 北川　潤 川越 11040093

687 坂戸市商工会 坂戸市薬師町３１-３ 井上　勝司 http://www.sakado.or.jp/ 川越 11040005

688 坂戸ガス株式会社 坂戸市末広町３番地５ 原　宏 http://www.sakado-gas.co.jp 川越 11040043

689 さくら記念病院 富士見市水谷東１-２８-１ 黒澤　範夫 http://homepage3.nifty.com/sakurakinenhp/ 川越 11040137

690 株式会社　さくらテックス 川越市大字嶋田字三王下町３４３６番地 矢島　隆 http://www.sakurai-sss.co.jp 川越 11040097

691 サノフィ・アベンティス　株式会社 川越市南台１-３-２１ 道家　修 http://www.sanofi-aventis.co.jp 川越 11040066

692 三共交通　有限会社 川越市今福１４３２-５ 森田　豊子 川越 11040121

693 株式会社　CRS埼玉 川越市芳野台２丁目８-３６ 加藤　一臣 http://www.crs-saitama.com 川越 11040086

694 株式会社シーマジャパン 富士見市水谷２-１０-４ 増田　實 川越 11040002

695 株式会社　ジェック東理社 川越市芳野台二丁目８番５２号 長野　正人 http://www.jecctorisha.com 川越 11040118

696 株式会社　塩野 川越市今福５５１ 塩野　貴一 川越 11040046

697 株式会社　システム 坂戸市善能寺３８７-３ 佐々木　昭雄 川越 11040136

698 株式会社　澁谷製作所 ふじみ野市亀久保２１８８番地 澁谷　稔 川越 11040116

699 渋谷電通工業株式会社 川越市脇田町２８-１ 渋谷　恒雄 http://www.shibuya-dk.co.jp 川越 11040076

700 島田建設　株式会社 富士見市大字東大久保３０９ 島田　敏郎 http://www.shimada-c.jp 川越 11040048

701 清水工業株式会社 坂戸市日の出町３-２１ 清水　澄弘 川越 11040075

702 常陽機械株式会社 川越市下赤坂２９０-１ 塚本　稔 http://www.joyo-mec.co.jp 川越 11040063

703 社会福祉法人　親愛会 川越市今福２８９６-４ 矢部　薫 http://www.sinaikai.or.jp/ 川越 11040126

704 株式会社伸光堂開成 鶴ヶ島市下新田４４９-２ 澤居　茂 川越 11040041



705 新日本無線株式会社 ふじみ野市福岡２-１-１ 水野　健治 http://www.njr.co.jp 川越 11040027

706 瑞伸建設工業株式会社 ふじみ野市中福岡２９３－１ 田村　勲 総合工事業 川越 g11040016 11040096

707 末広印刷株式会社川越工場 川越市府川１３１１-２ 荒井　努 川越 11040017

708 隅田商事　株式会社 川越市芳野台１-１０３-２４ 大谷　良夫 http://www.sumida-s.co.jp 川越 11040110

709 医療法人社団　誠弘会　池袋病院 川越市大字笠幡３７２４番地６ 池袋　賢一 http://www.ikebukuro.jp/ 川越 11040124

710 正興産業株式会社　セイコーモータースクール 富士見市上沢３ｰ７-３７ 中川　裕之 http://www.nga.co.jp/motor-school/ 川越 11040164

711 医療法人聖心会　南古谷病院 川越市久下戸１１０ 石原　斌 http://www.m-hp.com 川越 11040128

712 株式会社　西友サービス 川越市宮元町２３-１ 鍵和田　幹夫 川越 11040134

713 医療法人社団　関心会　関本記念病院 川越市今福１６７３ 関本　幹雄 http://park18.wakwak.com/~sekimoto-kb 川越 11040083

714 社会福祉法人　相愛福祉会 川越市末広町１-２-１ 相原　吉雄 http://www.kawatsuru-g.jp 川越 11040094

715 大協鋼業　株式会社 川越市小ケ谷８４８-１ 島田　幸市 http://www.daikyo-steel.co.jp 川越 11040140

716 株式会社　ダイトー 川越市的場２６１６ 市村　正夫 http://www.e-daitoh.co.jp 川越 11040143

717 大南光学株式会社 川越市芳野台２丁目８-１１９ 白相　猛 http://www.dainan-op.co.jp/ 川越 11040088

718 株式会社　タカインフォテクノ 川越市脇田本町２２-２ 川越大栄ビル 木下　章夫 http://www.taka-infotechno.co.jp/ 情報サービス業 川越 g11040005 11040146

719 高田運輸　株式会社　川越事業所 川越市南台１-１０-７ 高田　誠司 http://www.jck.net/sales/takada_unyu/index.html 川越 11040142

720 高美精機株式会社 川越市芳野台１-１０３-１９ 吉野　孝三 http://www.takami-seiki.com/ 川越 11040100

721 株式会社　多漣堂 川越市芳野台２-８-８３ 石井　純 川越 11040098

722 株式会社　千代田交通 坂戸市八幡１丁目３番１１号 関根　伸一 http://www.citydo.com/sp/ 川越 11040150

723 鶴ヶ島市商工会 鶴ヶ島市鶴ヶ丘８５５ 長峰　宏芳 http://park23.wakwak.com/~trgsm1/ 川越 11040008

724 有限会社　テレナシオ 坂戸市大字塚越１４１５-３ 中島　洋見 川越 11040061

725 株式会社　東亜 川越市芳野台１-１０３-３９ 根岸　照子 川越 11040104

726 東京カリント株式会社川越工場 川越市大中居字西５８７ 西村　直 http://www.tokyokarinto.co.jp 川越 11040019

727 株式会社東京ドーナツ ふじみ野市福岡新田２６０-４ 大林　正文 http://www.tokyo-doughnut.co.jp 川越 11040026

728 東光株式会社 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷１８ 中嶋　謙二 http://www.toko.co.jp/ 川越 11040028

729 東邦ハウス工業　株式会社 川越市南田島２３４７番地１ 原島　春治 川越 11040065

730 東洋科学川島工業株式会社 川越市芳野台２-８-１１８ 吉倉　了 http://www3.ocn.ne.jp/~y-kumiai/toyo.htm 川越 11040099

731 株式会社　東洋クオリティワン 川越市下小坂３２８番２号 三上　泰夫 http://www.tq1.co.jp 川越 11040078

732 東洋電装株式会社 鶴ヶ島市太田ヶ谷１０５３ 小出　潔 http://www.toyo-denso.co.jp 川越 11040029

733 株式会社　トップ工業 川越市寺山１６７ 髙橋　正 http://www.top-k.co.jp 金属製品製造業 川越 g11040059 11040102

734 株式会社ナガイのり埼玉工場 川越市芳野台２-８-３１ 永井　寿美子 川越 11040018

735 司法書士　長島公二事務所 川越市南通町１-５（クリオ川越壱番館１０４号室） 長島　公二 http://www.touki-104.com/ 川越 11040062

736 株式会社　ナツメ 川越市下老袋２２４-１ 夏目　育昌 http://www.kk-natsume.com/ 川越 11040101

737 株式会社　成宗製作所 坂戸市中小坂７８７ 鈴木　嘉雄 川越 11040122

738 医療法人　西川病院 川越市砂久保１６１-２３ 西川　祐一 http://www.nishikawa-hospital.or.jp/ 川越 11040130

739 日開設備工業株式会社 川越市大中居３９０-１ 小野澤　明美 川越 11040091

740 株式会社　日東 坂戸市千代田５-７-２４ 三町　令子 http://www.nitto-inc.co.jp 川越 11040057

741 日本コントロール工業　株式会社 坂戸市千代田５丁目１-１６ 中村　敬 http://www.nipcon.co.jp 川越 11040127

742 株式会社　根岸製作所 川越市下赤坂萓野３４７-３ 根岸　俊次 http://negishi-mfg.co.jp/ 川越 11040084

743 パーカー加工　株式会社　川越工場 川越市芳野台２-８-２ 柏瀬　浩司 http://www.parker-kako.co.jp 川越 11040109

744 パイオニア株式会社　川越事業所 川越市山田字西町２５番の１ 峯田　裕之 http://www.pioneer.jp 川越 11040064

745 株式会社　パイオニアFA 坂戸市千代田５-７-１ 加瀬　政雄 http://www.pioneerfa.co.jp 川越 11040082

746 パイオニアファインテック株式会社 坂戸市千代田５-７-４ 小林　数男 川越 11040072

747 株式会社　橋本製作所 川越市芳野台１-１０３-５０ 橋本　寿夫 http://www.kkhashimoto.co.jp 川越 11040139

748 初雁交通株式会社 川越市氷川町１３０ 半田　潔 川越 11040009



749 初雁興業株式会社 川越市鯨井１７０５－２ 関根　賢一 http://www.hazkari.co.jp/ 川越 11040020

750 株式会社　ハマダテクノス 川越市下赤坂６６ 濱田　重壽 http://www.hamadatec.co.jp 川越 11040054

751 株式会社ビージーエンジニアリング 川越市南台１丁目５番地２ 嶋田　和則 http://www.k-bg.co.jp 川越 11040038

752 株式会社ビージーサービス 坂戸市末広町３番地５ 徳武　敏通 http://www.bg-service.com/ 川越 11040040

753 株式会社ビージーシステム 川越市笠幡８５番地３ 工藤　英武 http://www.bgsystem.co.jp 川越 11040039

754 ヒーハイスト精工　株式会社 川越市今福５８０-１ 尾崎　浩太 http://www.hephaist.co.jp 川越 11040079

755 株式会社ヒタチ 富士見市東大久保１４-５ 中野　芳男 http://www.kk-hitachi.co.jp 川越 11040004

756 日ノ出樹脂工業株式会社 川越市芳野台２-８-３７ 住田　嘉久 川越 11040103

757 平田化工　株式会社 坂戸市大字小山５７-３ 平田　庸夫 http://homepage3.nifty.com/ENPLA-HRT/ 川越 11040123

758 株式会社　平野製作所 川越市芳野台１-１０３-３４ 平野　桂介 http://www.coomar.co.jp 川越 11040111

759 株式会社　深川製作所　川越工場 川越市芳野台２ー８-３０ 深川　秀子 http://www.ductnet.com 川越 11040087

760 グループホーム　デイサービス　福音の園・川越 川越市木野目１８７８番地１ 杉澤　卓巳 http://www.geocities.jp/gospelgarden/ 川越 11040162

761 株式会社ふくしま 川越市旭町２-２１-２６ 福島　昇 http://www.fukufood.co.jp/ 川越 11040010

762 富士計測システム　株式会社 川越市笠幡３６８５-３０ 明　善裕 http://www.fksys.co.jp 川越 11040148

763 株式会社　フジコミュニケーション 川越市脇田本町１１-１　川越シティビル７F 山﨑　喜久男 http://www.fujicom.co.jp 川越 11040033

764 富士食品商事株式会社 ふじみ野市上福岡２丁目６番１０号 後藤　健一 川越 11040073

765 富士見市商工会 富士見市羽沢３-２３-１５ 大久保　義海 http://www.2434.jp 川越 11040001

766 社会福祉法人　ふじみ野福祉会 富士見市大字南畑新田１６番地１ 村田　茂次 http://www.f-musashino.jp 川越 11040058

767 武州瓦斯株式会社 川越市田町３２-１２ 原　敏成 http://www.bushugas.co.jp/ 川越 11040032

768 武州産業株式会社 川越市大字今福中台２９１１ 髙橋　洋三 http://www.busyusangyo.co.jp 川越 11040030

769 株式会社　プラモ 鶴ヶ島市三ツ木３８３-４ 高野　正弘 http://www.pulamo.co.jp 川越 11040080

770 ブルークロス株式会社　川越工場 川越市かし野台２-２２-４ 上野　晴夫 http://www.bluecross-e.co.jp 川越 11040074

771 株式会社　フロロコート 川越市芳野台１丁目１０３-３７ 後閑　昭男 http://www.fluorocoat.co.jp 川越 11040085

772 株式会社　平成エンタープライズ 富士見市東みずほ台１-４-５グランシャリオ２０２ 田倉　貴弥 http://www.busde.com 川越 11040115

773 豊盛工業株式会社 坂戸市にっさい花みず木６丁目２４-１ 熊田　雅治 http://www.hohsei.co.jp 川越 11040035

774 株式会社　北斗　川越工場 川越市芳野台２-８-４７ 星　正人 川越 11040090

775 本田金属技術株式会社 川越市大字的場１６２０ 吉岡　秀樹 http://www.hondakinzoku.co.jp 川越 11040070

776 株式会社　ホンダロック　川越工場 川越市芳野台２-８-１５ 金丸　隆徳 川越 11040089

777 株式会社マーレフィルターシステムズ 川越市下赤坂５９１ 荒木　宣夫 http://www.jp.mahle.com 川越 11040007

778 株式会社　的場電機製作所 川越市的場２６２７-５ 廣澤　隆興 http://www.matoba.co.jp 川越 11040113

779 株式会社　真子紙器製作所 ふじみ野市大井武蔵野１３９６-８ 真子　俊太河 川越 11040149

780 丸一共通運送株式会社 川越市問屋町４-２ 吉田　光男 川越 11040015

781 株式会社丸広百貨店 川越市新富町２－６－１ 斎木　俊一 川越 11040021

782 ミクロ電子株式会社 川越市芳野台２-８-２５ 山中　亨 http://www.microdenshi.co.jp 川越 11040092

783 三澤建設　株式会社 ふじみ野市大井武蔵野１２５８-３ 瓜田　勝美 http://www.misawakensetsu.co.jp 川越 11040165

784 みすヾ機械工業株式会社 川越市芳野台２-８-７ 小林　充 http://www.kei.or.jp/ 川越 11040081

785 株式会社　三谷製作所 ふじみ野市亀久保１１４３-８ 三上　俊樹 川越 11040077

786 株式会社　ミツギ産業 川越市今福９-２ 佐々木　惇朗 http://www.mitsugi.co.jp 川越 11040138

787 宮建ハウジング　株式会社 ふじみ野市築地１丁目２番地１３ 松本　守 http://homepage3.nifty.com/miyaken-h/ 川越 11040132

788 宮坂米菓株式会社 川越市下小坂７４７ 宮坂　博文 http://www.takumiya.co.jp/ 川越 11040105

789 武蔵貨物自動車株式会社 川越市仲町３-１３ 秋山　昇 http://www.musashikamotsu.com 川越 11040012

790 明治製菓株式会社　関東工場 坂戸市千代田５丁目３-１ 都築　訓佳 http://www.meiji.co.jp/ 川越 11040042

791 株式会社ヤオコー 川越市脇田本町１-５ 川野　清巳 http://www.yaoko-net.com 川越 11040016

792 山下ゴム　株式会社 ふじみ野市亀久保１２３９番地 鵜飼　脩 http://www.yamashita-rub.co.jp 川越 11040107



793 株式会社　吉野鉄工所 川越市石田本郷１３ 吉野　英夫 川越 11040147

794 株式会社　ライト製作所 坂戸市八幡１-３-４６ 山下　義広 川越 11040034

795 理研化機工業　株式会社 坂戸市千代田５-６-１２ 平木　良一 http://www.rikenkaki.co.jp 川越 11040056

796 和光純薬工業　株式会社　東京工場 川越市大字的場１６３３番地 大石　和幸 http://www.wako-chem.co.jp/ 川越 11040049

797 東観光開発株式会社　高坂営業所 東松山市高坂１９１６-１ 根岸　周平 東松山 11041020

798 有限会社安藤螺子製作所 比企郡小川町大塚５５６ 久保田　憲夫 http://www9.ocn.ne.jp/~andorasi/ 東松山 11041006

799 株式会社　エコロジテム 東松山市大字下唐子１５５４ 関口　金作 東松山 11041029

800 株式会社エヌ・ケイ・エス 東松山市箭弓町３-１３-２６ 矢作　陽司 東松山 11041016

801 株式会社大村製作所 東松山市松山町１-４-２４ 大村　隆夫 http://www.ohmurasei.co.jp 東松山 11041009

802 株式会社オガワ製作所 比企郡小川町小川１２７２ 中村　孝 http://www.ogawa-mfg.co.jp 東松山 11041010

803 株式会社オザワ製作所 東松山市日吉町２-４４ 新井　光幸　 東松山 11041014

804 有限会社加賀サービスセンター 比企郡鳩山町赤沼１５５-３ 加賀　豊 東松山 11041018

805 株式会社　小島光学製作所 秩父郡東秩父村御堂７４０-１ 小島　久光 http://www.kojima-kogaku.co.jp 業務用機械器具製造業 東松山 g11041002 11041027

806 栄電子工業株式会社 東松山市松山町１-８-２６ 大場　宏 http://www.sdk.gr.jp 東松山 11041003

807 島野精機株式会社 東松山市上唐子８９４-１２ 島野　健次 http://jp-shimano.com/ 輸送用機械器具製造業 東松山 g11041012 11041007

808 関口産業株式会社 東松山市下唐子１９５５ 堀井　重宏 http://www.sekiguchi-sangyo.com 東松山 11041004

809 セキネシール工業株式会社 比企郡小川町下里１５０３ 関根　堅司 http://www.sekineseal.co.jp 東松山 11041011

810 高根カントリー倶楽部 比企郡滑川町福田４０４５ 小池　武人 http://www.takane-cc.co.jp/ 東松山 11041028

811 高橋精機株式会社 東松山市新郷８８-２０ 高橋　勤 東松山 11041013

812 竹澤サービス株式会社 比企郡小川町靱負１１３ 竹澤　義之 http://www.takezawa-s.com 東松山 11041012

813 津田工業　株式会社 比企郡滑川町大字都２５-３５ 津田　健三 http://tsudaindustrial.co.jp/home/home.html 東松山 11041030

814 ニチバンプリント　株式会社 比企郡小川町大字西古里９２５番地１ 増田　健二 http://www.nichibanprint.co.jp/ 東松山 11041024

815 株式会社ニッポンハレー 東松山市沢口町１７-７ 柳沢　勝洋 東松山 11041008

816 社会福祉法人鳩山松寿会 比企郡鳩山町小用５５４ 松本　善男 http://www2u.biglobe.ne.jp/~s-mu/shojuen/ 東松山 11041002

817 ピーエスアール武蔵株式会社　おおむらさきゴルフ倶楽部 比企郡滑川町中尾１１８５ 山元　淳 http://www.ohmurasaki.jp/ 東松山 11041026

818 フジミ工研株式会社滑川工場 比企郡滑川町月輪字百問山１５７６-１ 佐藤　雅人 東松山 11041005

819 ボッシュ株式会社　東松山工場 東松山市箭弓町３-１３-２６ 佐藤　健 http://www.bosch.co.jp 東松山 11041021

820 ボッシュ健康保険組合 東松山市箭弓町２-５-５ 押澤　秀和 http://www.bosch-kenpo.or.jp 宿泊業 東松山 g11041020 11041022

821 株式会社正木製作所 東松山市松葉町３-１２-６ 正木　通久 http://masakiss.co.jp 東松山 11041017

822 モリヤ株式会社 比企郡滑川町福田１３１-２ 森谷　周一 http://www.moriya-s1.co.jp 東松山 11041019

823 ユニシアジェーケーシーステアリングシステム株式会社滑川工場 比企郡滑川町都２５-１０ 筒井　光圀 http://unisiajkc.co.jp/ 東松山 11041001

824 株式会社吉野プレス工場 東松山市新郷３２２-１ 吉野　智雄 http://www.yoshino-press.co.jp/setsubi.html 東松山 11041015

825 吉見町商工会 比企郡吉見町下細谷１２１０ 三村　喜宏 http://www.yoshimi.or.jp/ 機械等修理業（別掲を除く） 東松山 g11041027 11041025

826 嵐山町商工会 比企郡嵐山町大字菅谷４４５-１ 根岸　義幸 http://www.ranzan.or.jp 機械等修理業（別掲を除く） 東松山 g11041028 11041023

827 有限会社　アートライフ さいたま市桜区田島４-３８-３ 小林　千洋 浦和 11050081

828 株式会社　アーバンソイルリサーチ さいたま市緑区三室１９７３ 松本　和三 http://www.urban-soil.co.jp 浦和 11050137

829 株式会社青木金属工業所 さいたま市浦和区針ヶ谷１-４-１４ 鈴木　亮治 浦和 11050043

830 青樹自動車鈑金塗装工業所 さいたま市緑区大間木１７４３-１３ 紀平　寛 浦和 11050196

831 株式会社　アカベラ さいたま市南区四谷３丁目１０番１２号 若林　進 http://www.akabera-w.co.jp 浦和 11050060

832 株式会社　アクアエージェンシー さいたま市南区曲本二丁目１１番７号 遠藤　邦彦 識別工事業（設備工事業を除く） 浦和 g11050030 11050165

833 アクサ生命保険　株式会社　浦和営業所 さいたま市浦和区高砂３-１７-１５ 濱田　英剛 浦和 11050058

834 株式会社　朝日宝工社 さいたま市緑区中野田９０３ 金子　忠生 http://members3.jcom.home.ne.jp/a-houkousha/ 浦和 11050130

835 株式会社　あじ彩 さいたま市浦和区針ヶ谷３丁目７番７号 髙橋　重治 浦和 11050186

836 株式会社アステック さいたま市桜区道場字拾石田７０９-１ 佐藤　公則 http://www.s-astec.com/ 浦和 11050038



837 アミュード　株式会社 さいたま市緑区東浦和１-２２-５ 栗林　幹一 http://www.amuood.co.jp 浦和 11050062

838 新井会計事務所 さいたま市中央区本町東２-１６-１７ 新井　健治郎 浦和 11050110

839 社会福祉法人　安誠福祉会　介護老人保健施設　ファインハイム さいたま市桜区大字宿３７２番地１ 藤巻　博 浦和 11050095

840 株式会社　安楽亭 さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館４階 柳　時機 http://www.anrakutei.co.jp 浦和 11050078

841 飯島医院 さいたま市浦和区駒場１-１２-１ 飯島　宙 浦和 11050183

842 飯村建設　株式会社 さいたま市浦和区岸町１丁目９番１７号 飯村　駿 浦和 11050087

843 株式会社　生きいき さいたま市緑区中尾３２３３ 柳　寿美恵 浦和 11050118

844 株式会社　石善 さいたま市浦和区上木崎４-２-２１ 菅原　善隆 浦和 11050152

845 有限会社　稲荷屋商店 さいたま市南区根岸５-２４-５ 秋本　建二 浦和 11050146

846 イワタニ関東株式会社 さいたま市中央区下落合１０７１-２ 本橋　勝一 http://www.iwatani-kanto.com/ 浦和 11050052

847 浦和測量設計　株式会社 さいたま市浦和区皇山町３６番地１２号 神田　茂 浦和 11050193

848 浦和中央青果市場株式会社 さいたま市桜区桜田３丁目３番１号 松本　憲人 http://www.urawaseikashijo.co.jp 浦和 11050041

849 浦和東三菱自動車販売株式会社 さいたま市緑区原山２丁目７番１号 岩城　健治 浦和 11050094

850 学校法人　浦和富士学園　別所幼稚園 さいたま市南区別所７-１５-２０ 和田　兵樹 浦和 11050073

851 株式会社栄光 さいたま市南区南本町１-２-１３ 近藤　好紀 http://www.eikoh.co.jp 浦和 11050011

852 株式会社栄光アース さいたま市南区南本町１-２-１３ 近藤　好紀 浦和 11050054

853 有限会社　エイコー さいたま市中央区桜丘１-１３-１ 小林　幸子 浦和 11050139

854 株式会社エコ計画 さいたま市桜区田島８-４-１６ 井上　綱隆 http://www.eco.co.jp 浦和 11050016

855 株式会社エヌ・イー・エス さいたま市桜区新開１-１０-１０ 宮下　実 http://www.kknes.com 浦和 11050007

856 特定非営利活動法人　さいたまNPO市民助葬会 さいたま市桜区上大久保５１９番地１埼玉県浦和大久保合同庁舎１号館 羽鳥　雄一郎 http://www.josoukai.jp 浦和 11050201

857 エバーグリーンオート株式会社 さいたま市緑区東大門二丁目２-１２ 石塚　健司 http://www.e-g-a.co.jp 機械器具小売業 浦和 g11050003 11050091

858 株式会社　エム・アイ・ケー さいたま市南区白幡５-６-２０ 守　英二 http://www.mik-net.co.jp/ 浦和 11050057

859 MCプロデュース　株式会社 さいたま市桜区道場１-４-３１ 原　雄二 http://www.mcproduce.co.jp/ 浦和 11050172

860 おおしろ歯科医院 さいたま市南区南浦和２-３１-１９南浦和メディカルプラザ４F 大城　同 http://www.ohshiro-shika.com/ 浦和 11050116

861 有限会社　オートテック浦和 さいたま市緑区三室２１５４-４ 日下　孝二 浦和 11050144

862 有限会社　大橋薬局西店 さいたま市中央区本町西１丁目１２番１号 大橋　真宏 浦和 11050128

863 オールホンダ販売　株式会社 さいたま市桜区田島７丁目１１-１ 木下　重友 http://www.allhondasales.jp/ 浦和 11050154

864 株式会社　オカモト さいたま市桜区町谷３-９-２８ 岡本　吉正 浦和 11050167

865 有限会社　小川屋 さいたま市中央区新中里３-４-１２ 小川　淳 http://www.kimono-ogawaya.jp 浦和 11050106

866 オグラ管材株式会社 さいたま市桜区町谷３-１７-１ 小倉　穣 http://www.og-kanzai.com/ 浦和 11050127

867 桶本興業株式会社 さいたま市南区根岸４-７-６ 桶本　毅 浦和 11050105

868 株式会社　尾﨏テクニカルサービス さいたま市南区白幡５丁目１２番１０号 尾﨏　弘晃 http://osako-ts.co.jp 浦和 11050159

869 小田歯科医院 さいたま市桜区白鍬５６７-１６ 小田　尚孝 浦和 11050047

870 株式会社　オリエントプランニング さいたま市桜区新開１-２５-１ 吉井　裕二 浦和 11050202

871 株式会社尾張屋 さいたま市浦和区常盤２-１１-２７ 大岩　博信 http://www.e-owariya.com 浦和 11050014

872 財団法人　介護労働安定センター埼玉支部 さいたま市浦和区北浦和４-５-５北浦和大栄ビル５階 藤村　憲治 http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/saitama/index.html 浦和 11050070

873 開明株式会社 さいたま市緑区原山２-２２-２０ 田中　葉子 http://www.kaimei1898.com 浦和 11050021

874 柏木建設株式会社 さいたま市中央区鈴谷２丁目６３８番地 柏木　清英 http://www.kswg.jp 浦和 11050044

875 株式会社　鵞毛堂 さいたま市浦和区高砂１-８-９ 宮澤　忠昭 浦和 11050079

876 かるがも企画 さいたま市浦和区大東３-２２-３ 手塚　俊彦 http://www.karugamokids.com 浦和 11050123

877 川崎機電　株式会社 さいたま市桜区栄和１-８-２２ 川崎　昌毅 浦和 11050180

878 株式会社　関東医療器 さいたま市緑区道祖土２-２５-１６ 須永　恒三郎 浦和 11050120

879 関東図書株式会社 さいたま市南区別所３-１-１０ 岩渕　均 http://www.kanto-t.jp 浦和 11050051

880 社会福祉法人　騏忠会 さいたま市緑区中尾９２５ 斉藤　忠治 浦和 11050121



881 社会福祉法人　明日栄会　特別養護老人ホーム　きりしき さいたま市中央区新中里２丁目８番６号 金子　光子 浦和 11050093

882 株式会社　櫛毛商会 さいたま市南区辻１-２６-５ 櫛毛　真吾 浦和 11050163

883 株式会社　グリーン企画社 さいたま市浦和区針ケ谷３丁目５-４ 田中　豊 http://www.greenpal.co.jp 浦和 11050077

884 株式会社　クリーン工房 さいたま市中央区新都心１１番地２さいたま新都心LAタワー３０F 川鍋　大ニ http://www.cleankobo.co.jp/ 浦和 11050080

885 株式会社　クリディアル さいたま市浦和区常盤３-１８-６西脇ﾋﾞﾙ３F 武蔵原　一人 http://www.credeal.co.jp 総合工事業 浦和 g11050008 11050115

886 株式会社　グローバルフーズ さいたま市緑区東浦和５-１５-３４　ISロジェマンⅡ３０１ 中根　健次 浦和 11050204

887 株式会社啓愛義肢材料販売所 さいたま市桜区田島８-１５-１５ 亀田　和弘 http://www.po.kioa.co.jp 浦和 11050050

888 株式会社　経営サポートステーション さいたま市南区別所５-１５-２ 森重　克昌 浦和 11050151

889 株式会社　京北 さいたま市中央区円阿弥６-３-１４ 片寄　昇 http://keihoku-s.co.jp 浦和 11050195

890 株式会社　敬友 さいたま市浦和区木崎５丁目６-１０ 佐々木　元春 http://www.keiyusougi.com 浦和 11050179

891 株式会社　ケンセン さいたま市緑区東大門２-２-１９ 小池　忠 http://www.kensen.jp 浦和 11050133

892 ケンナン合成株式会社 さいたま市桜区道場３-１-２６ 星野　剛 浦和 11050114

893 株式会社　髙栄製作所 さいたま市桜区栄和１-３-１５ 髙橋　隆 http://www.kouei-ss.co.jp 浦和 11050176

894 株式会社　弘輝テック さいたま市桜区田島１０-７-６ 星　晃 浦和 11050155

895 社会福祉法人　弘優尽会 さいたま市南区鹿手袋７丁目１３番４号 萩原　章弘 http://www.koyuzinkai.com/ 浦和 11050085

896 独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構　埼玉障害者職業センター さいたま市桜区下大久保１３６-１ 春口　真一郎 浦和 11050049

897 宏和産業株式会社 さいたま市桜区道場j十石田７０９ 直井　俊朗 浦和 11050030

898 株式会社　ココホームズ さいたま市浦和区上木崎１丁目１１番１号 工藤　俊郎 http://www.coco21.co.jp 浦和 11050162

899 コサカ自動車販売　株式会社 さいたま市緑区山崎１-１２-１５ 小坂　阿里夫 浦和 11050174

900 学校法人　木の実幼稚園 さいたま市浦和区木崎５-２８-６ 松本　英昭 浦和 11050192

901 株式会社　小林鍍金工業 さいたま市中央区下落合１０８７ 小林　満 http://www.kobayashi-mekki.com 浦和 11050083

902 独立行政法人　雇用・能力開発機構　埼玉センター さいたま市緑区原山２丁目１８-８ 上笹　郁夫 http://www.ehdo.go.jp/saitama/ 浦和 11050046

903 コンピュートロン株式会社（大宮支店） さいたま市中央区上落合８-１４-２３　TCS-HD大宮ビル 柳井　保平 http://www.computron.co.jp/ 浦和 11050131

904 有限会社　埼新鐵工 さいたま市中央区本町東３丁目１４-８ 榎本　貞寿 浦和 11050161

905 埼玉クスダオフ機材　株式会社 さいたま市緑区三室１１９４-４ 加藤　方則 http://www.saitamakusuda.co.jp 浦和 11050141

906 社会福祉法人埼玉県共済会 さいたま市緑区原山３-１５-３１ 福島　正道 http://members3.jcom.home.ne.jp/saitamaken-kyousaikai/index.html 浦和 11050020

907 埼玉県建設業厚生年金基金 さいたま市南区鹿手袋４丁目１-７ 古郡　一成 浦和 11050170

908 社団法人　埼玉県建築士事務所協会 さいたま市南区鹿手袋４丁目１-７　埼玉建産連会館５階 宮原　克平 http://www.saijikyo.or.jp 浦和 11050171

909 社団法人　埼玉県雇用開発協会 さいたま市浦和区高砂１-１-１朝日生命浦和ﾋﾞﾙ７階 安田　裕信 http://www.saitama-koyou.or.jp 浦和 11050064

910 財団法人　さいたま市産業創造財団 さいたま市中央区下落合５丁目４-３さいたま市産業文化センター４階 江田　元之 http://www.sozo-saitama.or.jp 浦和 11050039

911 埼玉大学生活協同組合 さいたま市桜区下大久保２５５番地 柴田　信廣 http://www.sucoop.jp/ 浦和 11050053

912 埼玉ダイハツ販売株式会社 さいたま市南区根岸５-１６-６ 松川　輝義 http://www.saitama-daihatsu.co.jp 浦和 11050017

913 埼玉電設　株式会社 さいたま市中央区上落合八丁目１０番２号 川合　昭 http://www.saiden-eng.co.jp 浦和 11050074

914 埼玉トヨペット株式会社 さいたま市中央区上落合２-２-１ 平沼　一幸 http://www.saitama-toyopet.co.jp 浦和 11050006

915 埼玉トヨタ自動車株式会社 さいたま市中央区下落合６-１-１８ 嶋田　久仁彦 http://www.saitamatoyota.co.jp/ 浦和 11050013

916 埼玉日産自動車株式会社 さいたま市中央区上落合９-３-６ 橋本　宏太郎 http://www.saitama-nissan.co.jp 浦和 11050001

917 埼玉ヤクルト販売　株式会社 さいたま市南区別所２丁目３７番地１７号 森　健 浦和 11050055

918 株式会社埼玉りそな銀行 さいたま市浦和区常盤７-４-１ 川田　憲治 http://www.resona-gr.co.jp/saitamaresona/index.html 浦和 11050010

919 有限会社　埼特車両 さいたま市緑区間宮６２３ 峯岸　秀成 浦和 11050198

920 株式会社　佐浦計器製作所 さいたま市桜区大久保領家３３９-１ 佐浦　隆史 http://www.saura.jp 浦和 11050108

921 株式会社三泰工業 さいたま市桜区道場７０９-１ 黒田　宗永 浦和 11050035

922 株式会社三協製作所 さいたま市桜区道場字十石田７０９-１ 牛久保　啓詞 浦和 11050031

923 医療法人社団　三恵会　三宅耳鼻咽喉科医院 さいたま市桜区田島６丁目２-１３-２ 三宅　一範 浦和 11050147

924 株式会社　三光電機製作所 さいたま市緑区中尾９８１番地の１ 大谷　晃通 浦和 11050088



925 三輪精機株式会社 さいたま市中央区新中里３-２０-３０ 田畑　清光 http://www.sanwaseiki.co.jp 輸送用機械器具製造業 浦和 g11050015 11050002

926 株式会社　三和 さいたま市南区沼影１丁目１７番１０号 細淵　雅邦 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 浦和 g11050038 11050187

927 有限会社　Jesus・Association さいたま市緑区三室２２３番地９５ 武笠　弓太郎 浦和 11050175

928 医療法人治栄会　まさ整形外科クリニック さいたま市南区白幡２-１１-１５ 佐藤　雅史 浦和 11050177

929 株式会社　ジェイコムさいたま さいたま市浦和区常盤１０丁目４－１ 氏本　祐介 http://www.jcom.co.jp 浦和 11050076

930 塩野胃腸科 さいたま市浦和区上木崎２-１４-２ 塩野　潔 http://www2.ocn.ne.jp/~shiono-c/ 浦和 11050158

931 医療法人　歯健長壽会　金子歯科診療所 さいたま市中央区上落合７-６-２ 金子　弘 http://www.shiken-tyoju.com 浦和 11050066

932 医療法人　至誠堂（社団）　至誠堂整形外科 さいたま市中央区新中里２-９-３５ 鈴木　泰之 http://www.shiseidou.or.jp/ 浦和 11050075

933 株式会社　芝浦電子 さいたま市桜区町谷２丁目７-１８ 橋倉　宏行 http://www.shibaura-e.jp/ 浦和 11050067

934 首都圏環境サービス株式会社 さいたま市中央区上落合１-１０-２４ 大澤　英山 浦和 11050122

935 株式会社　シュトルツ さいたま市南区辻６-２-４ 中村　行雄 http://www.stolz.co.jp 浦和 11050164

936 株式会社　食品と暮らしの安全 さいたま市中央区本町東２-１４-１８ 小若　順一 http://www.tabemono.info/ 浦和 11050107

937 株式会社　書楽 さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館 朱　順子 http://www.syoraku.co.jp/ 浦和 11050104

938 白川舞台機構株式会社 さいたま市桜区道場７０９-１ 白川　宏一 http://www.shirakawabutai.ecnet.jp 浦和 11050033

939 有限会社新和精機 さいたま市桜区道場７０９-１ 小林　秀行 浦和 11050029

940 有限会社　菅野自動車鈑金塗装 さいたま市桜区栄和１丁目８番２４号 菅野　泰生 浦和 11050169

941 株式会社　スギヤマ巧芸社 さいたま市緑区三室１２０５-３ 杉山　英治 http://www.sugiyamakougeisha.co.jp/ 浦和 11050142

942 株式会社スズキ自販関東 さいたま市桜区田島７-１２-１９ 上野　昭太郎 http://www.sj-kanto.jp/ 浦和 11050018

943 有限会社　鈴木鉄工所 さいたま市中央区上峰１丁目１５番２号 鈴木　弘一 浦和 11050132

944 スミダ工業　株式会社 さいたま市浦和区前地３丁目１４番１２号 半田　正一 http://www.sumida-kougyou.co.jp 浦和 11050069

945 医療法人社団　誠信会 さいたま市浦和区針ヶ谷２丁目１４番３号 河西　信勝 http://www.myclinic.ne.jp/seishinkai/pc/ 浦和 11050124

946 株式会社セレモニー さいたま市浦和区常盤９-４-１３ 志賀　司 http://www.ceremony.jp/ 浦和 11050040

947 大進鉄工　株式会社 さいたま市中央区八王子４丁目１２番１８号 鈴木　由紀緒 浦和 11050065

948 株式会社タイネツ さいたま市桜区大字道場７０９-２４ 山崎　一義 http://www.tainetsu.co.jp 浦和 11050032

949 株式会社　タイヤサービスいとう さいたま市緑区中尾５５２-１８ 伊藤　清 浦和 11050099

950 株式会社　太陽商工 さいたま市緑区上野田５７４-３ 池田　由季子 http://www.taiyo-syoko.jp 浦和 11050103

951 ダイワ化成　株式会社 さいたま市中央区新中里五丁目７番１号 細井　誠 浦和 11050059

952 髙倉建設　株式会社 さいたま市緑区三室２３９９-１ 髙倉　喜三郎 浦和 11050136

953 髙島歯科医院（上落合） さいたま市中央区上落合３-８-８ 高島　巌 浦和 11050125

954 有限会社　髙橋自工 さいたま市桜区栄和１-８-１ 髙橋　洋昭 http://www.takahashi-jikou.com/ 浦和 11050168

955 タケダ・サイエンス　株式会社 さいたま市緑区大門１７４０ 金子　護 http://www.takeda-science.com 浦和 11050205

956 株式会社　竹中ガス工事　浦和支所 さいたま市桜区田島１０-１９-５ 芳賀　和三 浦和 11050156

957 株式会社　たまご（夢たまデイサービス） さいたま市緑区三室１２９０-３ 倉持　知樹 http://members3.jcom.home.ne.jp/yumetama-day/index.html 浦和 11050135

958 株式会社　千鳥自動車興業 さいたま市南区根岸５-１１-４ 小松　延吉 浦和 11050145

959 株式会社千代田技工 さいたま市南区内谷２-１-１６ 森藤　喜三 浦和 11050048

960 株式会社　津気屋 さいたま市桜区上大久保７０７ 榎本　岳幸 http://www.tsukiya.com 浦和 11050109

961 株式会社　ディーエムエス さいたま市桜区田島８-３-２９ 山形　道克 http://www.dmsjp.co.jp 浦和 11050082

962 株式会社テレビ埼玉 さいたま市浦和区常盤６-３６-４ 岩崎　勝義 http://www.teletama.jp 浦和 11050012

963 株式会社　でんきち さいたま市中央区上落合２-３-４ 宮　博 http://www.denkichi.com 浦和 11050100

964 有限会社　電友巧社 さいたま市中央区円阿弥３-６-８ 羽田　淳 浦和 11050112

965 東京萬　株式会社 さいたま市桜区田島８-１５-１５ 武藤　馨 浦和 11050157

966 東建コーポレーション株式会社　浦和美園支店 さいたま市緑区下野田７１３　Delight １・２F 橋本　久芳 http://www.token.co.jp/ 浦和 11050090

967 有限会社　東横紙工 さいたま市桜区町谷４-５-２ 高木　ひとみ 浦和 11050181

968 トーキョーメンキ　株式会社 さいたま市南区白幡６-１９-１６ 小島　信之 http://www.tokyomenki.jp 浦和 11050153



969 株式会社　遠山紙業 さいたま市緑区大門１９４７-１ 遠山　福松 浦和 11050063

970 医療法人　時任会　ときとうクリニック さいたま市緑区大字大門１９４１番地１ 時任　敏基 http://www.tokito-clinic.com 浦和 11050138

971 トラクション株式会社 さいたま市浦和区岸町７-１１-２４ 篠原　義岳 http://traction.jp 浦和 11050009

972 有限会社　内藤水産 さいたま市桜区桜田３-３-１ 内藤　正 http://www.buyers.ne.jp/sushidane 浦和 11050117

973 有限会社　中井川モータース さいたま市浦和区木崎２丁目３４-２７ 中井川　勝彦 浦和 11050178

974 中村歯科クリニック さいたま市南区鹿手袋４-２５-７ 中村　修児 浦和 11050098

975 株式会社中村製作所 さいたま市桜区道場７０９-１ 中村　雄次 http://homepage3.nifty.com/nakamuraseisakusyo/ 浦和 11050034

976 仁科工業株式会社 さいたま市中央区下落合１００３ 仁科　俊夫 浦和 11050068

977 有限会社　西野水産 さいたま市南区南浦和２-３５-１ 西野　房子 浦和 11050200

978 株式会社ニッコー・ガード・システム さいたま市南区別所１-３-１８ 石鍋　時治 浦和 11050023

979 日産プリンス埼玉販売株式会社 さいたま市中央区下落合４-２４-１５ 浅田　恒夫 http://www.nissan-prince-saitama.co.jp/ 浦和 11050005

980 日清医療食品株式会社北関東支店 さいたま市中央区新都心１１-２ 渡辺　修 http://www.nifs.co.jp 浦和 11050024

981 株式会社　ニッシン冷熱 さいたま市桜区田島１０－１－１８ 澁谷　俊一 http://www.n-s-group.co.jp 設備工事業 浦和 g11050019 11050206

982 日本通運　株式会社　埼玉支店 さいたま市中央区下落合１０７９-１ 佐久間　文彦 http://www.nittsu.co.jp 浦和 11050056

983 日本ピストンリング株式会社 さいたま市中央区本町東５-１２-１０ 吉永　汎 http://www.npr.co.jp/ 浦和 11050019

984 日本美装株式会社 さいたま市浦和区常盤９丁目１４番６号 野口　淳 http://www.nihonbisoh.co.jp 浦和 11050101

985 日本ビニル工業株式会社 さいたま市浦和区北浦和５-３-２０ 壽原　英樹 浦和 11050028

986 日本ビュート　株式会社 さいたま市南区南浦和２丁目４１番４号 青木　俊哉 浦和 11050086

987 野本工業株式会社 さいたま市緑区原山３-１２-２ 野本　比呂志 浦和 11050129

988 医療法人博仁会 さいたま市緑区原山３-１５-３１ 星野　徹 浦和 11050022

989 医療法人財団　博祐会　和田記念医院 さいたま市浦和区領家２丁目２番２号 和田　洋 浦和 11050182

990 株式会社浜精機 さいたま市桜区田島９-１４-４ 長浜　正樹 http://www.hamaseiki.jp/ 浦和 11050008

991 株式会社　ハヤカワ さいたま市桜区西堀４-８-５ 早川　誠 浦和 11050189

992 医療法人　伴友会　伴医院 さいたま市桜区田島９-１２-１２ 伴　茂之 浦和 11050089

993 株式会社　ピーシーテレコム さいたま市中央区上峰４-１-９ 小川　幸夫 浦和 11050113

994 株式会社　久永　関東支店 さいたま市桜区西堀９丁目２７番地３９号 久永　修平 http://www.kk-hisanaga.com/ 浦和 11050191

995 株式会社　平野商会 さいたま市中央区八王子４-１１-３ 平野　勝三 浦和 11050111

996 株式会社　ファンドリー さいたま市緑区寺山１９４ 橋口　武典 http://www.foundry-service.co.jp 浦和 11050134

997 フクダ電子西関東販売　株式会社 さいたま市南区鹿手袋４-５-１０ 前田　修一 http://www.fukuda.co.jp/ 浦和 11050072

998 フクダライフテック関東　株式会社 さいたま市桜区田島一丁目１０-３ 大内　勉 浦和 11050149

999 株式会社　フツロ さいたま市南区白幡３-１０-６ 山下　宏之 http://www.futuro.co.jp 浦和 11050150

1000 株式会社　プラスチック光学 さいたま市南区沼影１-２５-１３ 西川　克已 http://www.purakou.co.jp 浦和 11050071

1001 古屋歯科医院 さいたま市浦和区常盤９-１９-１１第３スミダビル４F 古屋　紀一 http://www.furuya-sika.com/ 浦和 11050140

1002 有限会社　ふれあい図書　学研FSココファンさくら さいたま市桜区神田４５４-３ 澤村　進 浦和 11050203

1003 株式会社　ヘルスアップ さいたま市南区大谷口５４０８ 大山　邦之 http://www.health-up.co.jp 浦和 11050097

1004 ベルネットワーク　有限会社 さいたま市浦和区針ヶ谷３-１７-４ 福島　広幸 浦和 11050188

1005 星野ビジネスフォーム　株式会社 さいたま市緑区間宮８６９-１ 関井　一美 浦和 11050197

1006 株式会社ホンダカーズ埼玉 さいたま市中央区上落合４-１４-３８ 金子　繁則 http://www.hondacars-saitama.co.jp/ 浦和 11050004

1007 マーキュリー行政書士法人 さいたま市桜区上大久保５１９-１　埼玉県浦和大久保合同庁舎１号館（５１１） 佐藤　格 http://www.mercury.or.jp 浦和 11050194

1008 理容・美容室・髪工房　マイウェイ さいたま市南区南浦和２-４０-１２ 石田　博之 浦和 11050199

1009 松江精機工業株式会社 さいたま市浦和区東仲町１５番２１号 松本　雅宏 http://www.matsue.co.jp 浦和 11050042

1010 医療法人社団　松永医院 さいたま市南区関２-３-１６ 松永　啓伸 浦和 11050096

1011 松永内科クリニック さいたま市南区南浦和２-３１-１９植木ビル２F 松永　理一郎 浦和 11050148

1012 株式会社　マルモト さいたま市中央区上落合６-１０-９ 本澤　和久 浦和 11050190



1013 独立行政法人　水資源機構 さいたま市中央区新都心１１-２ 青山　俊樹 http://www.water.go.jp 浦和 11050061

1014 株式会社　三園 さいたま市緑区大門４４５６ 河東　利幸 浦和 11050185

1015 株式会社　美園工芸社 さいたま市緑区大門２８２４-７ 生部　英夫 http://www.misono-web.com/ 浦和 11050092

1016 株式会社　みのり さいたま市南区大字大谷口５６８５番地 高橋　リサ子 http://www.minori-kango.com/ 浦和 11050119

1017 株式会社　メタルワーク工業 さいたま市緑区南部領辻３２３５-３ 町田　君代 浦和 11050173

1018 望月印刷株式会社 さいたま市中央区円阿弥５-８-３６ 高田　純一 http://www.avenue.co.jp 浦和 11050102

1019 森田電機　株式会社 さいたま市浦和区常盤２丁目１６-２０ 森田　光一 浦和 11050166

1020 山岸プラスチック工業　株式会社 さいたま市中央区上峰２丁目１０番２８号 山岸　靖弘 浦和 11050184

1021 ユーケーシステム　株式会社 さいたま市浦和区上木崎５-１４-１ 永田　幸弘 http://www.uksystem.com 浦和 11050143

1022 株式会社ユーディケーサービス さいたま市浦和区岸町４-１１-３ 鈴木　治夫 http://www.udk-service.co.jp 浦和 11050026

1023 株式会社与野フードセンター さいたま市中央区下落合１０２７ 植松　秀夫 http://www.yono.co.jp/ 浦和 11050015

1024 株式会社　ライズプラスチック さいたま市桜区栄和３-３-１ 堀脇　泰 浦和 11050084

1025 ラインファミリー株式会社 さいたま市中央区上峰２-３-１ 水野　元栄 http://www.linefamily.co.jp 浦和 11050126

1026 株式会社リサイクルアシスト さいたま市桜区道場７０９-２９ 近藤　雅透 浦和 11050037

1027 株式会社ロッテ浦和工場 さいたま市南区沼影３-１-１ 並木　直勝 http://www.lotte.co.jp 浦和 11050025

1028 わかば医院 さいたま市浦和区上木崎４-１１-２０ 齋藤　茂 浦和 11050160

1029 和光建設株式会社 さいたま市浦和区北浦和５-１２-１１ 白澤　芳正 http://www.wakos.co.jp 浦和 11050027

1030 株式会社和幸製作所 さいたま市浦和区木崎１-３-２３ 小川　逸郎 http://www.wako-seisakusyo.co.jp 浦和 11050036

1031 株式会社渡辺製作所 さいたま市桜区道場７０９-１ 渡辺　伸治 http://www.watanabe-mj.co.jp 浦和 11050003

1032 あいおい保険エージェントオフィス株式会社 狭山市富士見１-２８-２５アオキビル２F 千葉　浩司 所沢 11060014

1033 介護センター　赤とんぼ 所沢市山口２００９-２ 田中　豊 http://www.upto-care.net/akatombo105/ 所沢 11060113

1034 株式会社　アクアエンジニアリング 所沢市東所沢２丁目３７番５号 猪野　和也 http://aqeg.jp 所沢 11060070

1035 アクセスライン　株式会社 入間市狭山台１１６ 宮川　智幸 http://accessline.p-kit.com 所沢 11060049

1036 株式会社アドバンス 狭山市北入曽８５６-４ 所沢 11060011

1037 社会福祉法人　新　中新田自立スクエア 狭山市中新田７３-３ 阿部　広治 http://www.arata.or.jp 所沢 11060099

1038 株式会社　アルティメットサポート 狭山市入間川４丁目１５番２１号 池田　浩之 所沢 11060065

1039 社会福祉法人　杏樹会 入間市上藤沢８５１-１ 大久保　秀男 http://care-net.biz/11/anjyuen/ 所沢 11060023

1040 株式会社　安東工務店 狭山市入間川２丁目３０-１７ 安東　信吾 http://andou-koumuten.jp 所沢 11060131

1041 株式会社医器研 狭山市新狭山２-１２-２７ 小山　慶孝 所沢 11060008

1042 株式会社　イチマルゴ 入間市上藤沢４４９-８ 田中　豊 所沢 11060062

1043 株式会社　イチヤナギ 入間市狭山ケ原１６２ 一柳　達朗 http://www.d4.dion.ne.jp./~yo_ichi/ 所沢 11060093

1044 井上製袋工業　株式会社 入間郡三芳町北永井３３６-１ 見崎　洋二 所沢 11060146

1045 医療法人　入間川病院 狭山市祇園１７-２ 風間　浩美 http://www.irumagawa-hosp.com 所沢 11060022

1046 社会福祉法人　入間川福祉会 狭山市加佐志１０４ 風間　浩美 所沢 11060018

1047 岩岡印刷工業　株式会社 入間郡三芳町北永井宮前１５７-３ 岩岡　正哲 http://www.iwaoka.co.jp 所沢 11060088

1048 株式会社　いわさき 入間市豊岡１丁目６-６ 鎌田　泰由 http://www.cityhall-iwasaki.co.jp 所沢 11060053

1049 医療法人　永仁会 入間市大字小谷田１２５８番地１ 永田　雅良 http://www.iruiru.co.jp/irumaheart/ 所沢 11060073

1050 株式会社　Aforce 入間市豊岡５-１-２４ 小嶋　陽 http://www.aforce.co.jp 所沢 11060112

1051 株式会社　エコ・ベスト 狭山市入間川３１７４-５ 岡村　紀美男 所沢 11060039

1052 株式会社　エデック 入間市二本木１８１－１ 瀧澤　都仁 http://www.edec-co.jp その他の小売業 所沢 g11060001 11060046

1053 株式会社　エデュコジャパン 所沢市くすのき台３-４-１　関根ビルVol.２-２０２ 小椋　龍郎 http://www.hibiki-gakuen.ed.jp 所沢 11060082

1054 株式会社　おうえん 所沢市中富１０３７-１ 並里　崇貴 所沢 11060045

1055 おうえんポリクリニック 所沢市中富１０３７-１ 並里　まさ子 http://www.auen.jp/ 所沢 g11060002 11060044

1056 医療法人社団桜友会　所沢ハートセンター 所沢市上新井２-６１-１１ 桜田　真己 http://www.oukai.or.jp/thc.com 所沢 11060130



1057 おおぎ第二保育園 入間市豊岡１丁目８-２４ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 11060028

1058 おおぎデイサービスセンター 入間市東町４丁目１-８０ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 11060026

1059 おおぎ保育園 入間市扇台４丁目５-１９ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 11060027

1060 有限会社　オートブランド 入間市宮前町１１-１１ 宮本　靖 所沢 11060094

1061 株式会社　岡精機工業所 入間市南峯１０９５-１９ 岡　昭彦 所沢 11060128

1062 介護老人保健施設　狭山ケアセンター 狭山市北入曽１４４３-７ 鈴木　實 http://www.irumagawa-hosp.com 所沢 11060021

1063 介護老人保健施設　雪見野ケアセンター 所沢市下富１１５０-１ 風間　進 http://www.irumagawa-hosp.com 所沢 11060034

1064 柿木興業　株式会社 狭山市笹井三丁目２番２号 柿木　由松 所沢 11060140

1065 医療法人社団　柏原診療所 狭山市柏原３１６１-３５４　狭山ニュータウン４４-１ 大島　耕史 所沢 11060091

1066 株式会社　加藤木工所 入間郡三芳町上富１１４１-３ 島田　博之 所沢 11060050

1067 金富建設工業　株式会社 所沢市林１-１８９-１ 小室　伸一 所沢 11060136

1068 カネパッケージ　株式会社 入間市南峯１０９５-１５ 金坂　良一 http://www.kanepa.co.jp 所沢 11060069

1069 株式会社　カンキョー 所沢市有楽町１８-９ 吉川　泰弘 http://www.kankyoh.co.jp 所沢 11060083

1070 株式会社木下フレンド 所沢市坂之下１１４２ 木下　公夫 http://www.k-friend.co.jp 所沢 11060004

1071 株式会社　協同エンジニアリング 狭山市上奥富新堀９７ 黒木　健之 http://www.cnet-sc.ne.jp/kyoudo/ 所沢 11060076

1072 クオリスフォームズ　株式会社 入間市宮寺４１０２-１８ 岡田　昭彦 所沢 11060138

1073 グローバサービス　株式会社 入間市新久下新田１１０-１ 里見　一男 所沢 11060089

1074 医療法人社団　グロリア会 狭山市広瀬東３-１４-３ 東　美栄 http://www.maedahospital.or.jp 所沢 11060134

1075 桑の実三芳保育園 入間郡三芳町藤久保８５５-９０ 原　聖子 所沢 11060014

1076 医療法人啓仁会　所沢ロイヤル病院 所沢市北野三丁目１番地１１ 角岡　東光 http://www.wam-town.jp/k/tokorozawa/ 所沢 11060145

1077 医療法人社団　光城会ひろせクリニック 所沢市緑町２-１４-７ 廣瀬　恒 http://hiroseclinic.com 所沢 11060092

1078 株式会社コーセー狭山事業所 狭山市富士見２-２０-１ 高橋　憲二 所沢 11060012

1079 コスモフーズ　株式会社 入間市狭山ケ原３０７ 笠井　英毅 http://www.cosmo-foods.com 所沢 11060100

1080 株式会社　小見山商事 狭山市広瀬台２-７-３ 小見山　隆 http://www2.odn.ne.jp/komiyama-shouji/ 所沢 11060015

1081 株式会社　彩 所沢市松葉町４-２５ 澤井　勉 所沢 11060029

1082 埼玉セントラル病院 入間郡三芳町上富２１７７ 井上　豊祐 http://www.ims.gr.jp/saitama_central 所沢 11060052

1083 学校法人佐藤学園　狭山けやき幼稚園 狭山市上奥富１０４２-３ 佐藤　信男 http://www.keyaki.ed.jp 所沢 11060080

1084 社会福祉法人　狭山栄会 狭山市大字笹井１５６８-２ 藤本　照雄 所沢 11060063

1085 社団法人　狭山市医師会 狭山市狭山台３-２４ 廣澤　信作 http://www.sayama-med.or.jp/ 所沢 11060084

1086 狭山市役所　保育課 狭山市入間川１-２３-５ 仲川　幸成 http://www.city.sayama.saitama.jp 所沢 11060129

1087 医療法人　狭山中央病院 狭山市富士見２丁目１９-３５ 楠本　春彦 http://www.sch.or.jp 所沢 11060051

1088 狭山バス運輸　有限会社 狭山市柏原４４８-２ 伏川　文子 所沢 11060102

1089 社会福祉法人　狭山福祉会 狭山市柏原７５８-４ 久保田　金治 http://www10.ocn.ne.jp/~sayamaen/ 所沢 11060038

1090 狭山不動産　株式会社 狭山市祇園２-１３ 伊藤　宣明 所沢 11060103

1091 株式会社シーアイ工業 埼玉県所沢市三ケ島２－６７４－２ 山品　寧 http://www2.dango.ne.jp/cikogyo 所沢 11060153

1092 ジャパントータルビュティシステム株式会社 狭山市狭山台２-２８-３ 村山　憲司 http://www.jtbsystem-jmkenko.co.jp 所沢 g11060007 11060107

1093 株式会社　十一屋電機 入間市鍵山１丁目１４番５号 山岸　祐一 所沢 11060066

1094 住協建設　株式会社 狭山市狭山台４丁目２７-３８ 安永　久人 http://www.jyukyo-cnst.com 所沢 11060059

1095 株式会社　シルバーネットビー 所沢市青葉台１２７３-２６ 田中　美砂子 http://www.silver-net-bee.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 所沢 g11060006 11060019

1096 有限会社　シンエイ 狭山市入間川４丁目１９番９号 山中　宏 所沢 11060115

1097 医療法人　仁栄会　所沢緑ケ丘病院 所沢市狭山ケ丘１丁目３００９ 土江　仁 所沢 11060141

1098 医療法人信和会　三ケ島病院 所沢市三ケ島５丁目１９７０ 高橋　信介 http://www.mikajima.jp 所沢 11060132

1099 有限会社　杉田急便 所沢市北原町８９４-１ 杉田　芳江 所沢 11060060

1100 セイキ工業　株式会社 所沢市東所沢５丁目１０-１ 守谷　晋 http://www.seiki.gr.jp/ 所沢 11060077



1101 社会福祉法人聖久会　特別養護老人ホーム　東所沢みどりの郷 所沢市坂之下９４１-３ 内田　久雄 所沢 11060087

1102 医療法人社団　清心会　至聖ホームヘルパーステーション 狭山市下奥富６８８ 髙木　正人 http://www.shisei-hp.jp/homehelper.htm 所沢 11060118

1103 医療法人社団　清心会　老人保健施設かがやき 狭山市下奥富６８８ 髙木　正人 http://www.shisei-hp.jp/kagayakitop.htm 所沢 11060119

1104 西武通運株式会社 狭山市入間川１-１-５４ 鳥居　伸雄 http://www.seibutuun.co.jp/ 所沢 11060007

1105 青和通商　株式会社 狭山市富士見１丁目１０-１７ 谷沢　昭一 所沢 11060032

1106 大進食品　株式会社 狭山市柏原３４０ 山﨑　武邦 http://www.daishinfoods.com/ 所沢 11060079

1107 株式会社　ダイヤテック 所沢市大字城６７３番地 佐藤　雅美 所沢 11060024

1108 高弘建設　株式会社 所沢市緑町２-１-２０ 高橋　義弘 所沢 11060101

1109 株式会社　高橋精機製作所 入間郡三芳町上富中西１４８３ 高橋　直人 http://www.takahashiseiki.com/ 所沢 11060106

1110 株式会社　孝平工務店 所沢市南永井北平３００-１ 伊藤　文孝 所沢 11060078

1111 高松電鍍工業　株式会社 狭山市柏原２３１-１ 高橋　利行 http://www.takamatu.co.jp/ 所沢 11060035

1112 竹内木材工業　株式会社 狭山市柏原２５番地 亀山 正義 http://www.e-house.co.jp/takeuchi-mokuzai/ 所沢 11060111

1113 田島石油　株式会社 狭山市入間川４丁目１５番２１号 田島　洋一 http://www.tajimasekiyu.com/ 所沢 11060064

1114 社会福祉法人　茶の花福祉会　入間デイサービスセンター大樹 入間市新久３４２-３ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060124

1115 社会福祉法人　茶の花福祉会　こやた大樹作業所 入間市小谷田３-２-２ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060125

1116 社会福祉法人　茶の花福祉会　さやま大樹作業所 狭山市狭山４７-２８ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060126

1117 社会福祉法人　茶の花福祉会　大樹館 入間市高倉４-１５-５ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060120

1118 社会福祉法人　茶の花福祉会　大樹作業所 入間市新久２２７-１ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060122

1119 社会福祉法人　茶の花福祉会　大樹の家 狭山市狭山４７-２９ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060123

1120 社会福祉法人　茶の花福祉会　大樹の里 入間市高倉４-１５-５ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060121

1121 社会福祉法人　茶の花福祉会　大樹の森 狭山市加佐志２４４-１ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 11060127

1122 ツバコー西関東　株式会社 入間市小谷田２丁目１-２２ 小松　徹 http://www.tsubaki.co.jp 所沢 11060057

1123 NPO法人　てあしの会 入間市新久８１９-１１ 田中　豊 所沢 11060048

1124 鉄信サービス　株式会社 所沢市亀ケ谷３３７-１ 川井　仁 所沢 11060090

1125 東成建設　株式会社 入間市寺竹２１９-２ 平岡　均 http://www.10sei.com 所沢 11060151

1126 特別養護老人ホーム　扇揚苑 入間市中神８５３-１ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 11060025

1127 有限会社　トラステック ふじみ野市亀久保１６４８－１ 芳賀　秀司 http://www.myfavorite.bz/trustec/pc/ その他の金属製品製造業 川越 g11040080 11060150

1128 社会福祉法人　どんぐりの園 所沢市荒幡１０６-６ 町田　健 http://www.agrin.or.jp 所沢 11060043

1129 有限会社　永井製作所 入間市大字中神９６７ 永井　健一 http://www.nagai-mfg.co.jp 所沢 11060147

1130 株式会社　名和 入間市狭山ケ原２４０-１ 青戸　修二 http://www.jnawa.com 所沢 11060072

1131 西尾レントオール株式会社 入間郡三芳町北永井３８２ 内山　恵二 所沢 11060006

1132 株式会社　ニックス 狭山市入間川４-２５-３ 荒井　英郎 http://www.nicks-net.co.jp 所沢 11060067

1133 日伸商事　株式会社 入間市宮寺３２８３-１　長武ビル１F 光井　聡子 http://www.nisshin88.co.jp 所沢 11060081

1134 株式会社日東テクノブレーン 所沢市西所沢１-１４-１４ 鈴木　立 http://www.nitto-tech.co.jp 所沢 11060002

1135 日本情報システム株式会社 狭山市狭山台４-２２-２ 清水　幹弘 http://www.njs-net.co.jp 所沢 11060016

1136 社会福祉法人　博寿会 所沢市神米金５０５-１ 吉田　博 所沢 11060036

1137 医療法人社団　白報会　有料老人ホーム　所沢幸楽園 所沢市松葉町７-２４ 白　昌善 http://www.kourakuen-kaigo.com/ 所沢 11060047

1138 医療法人社団　白報会　有料老人ホーム　入間幸楽園 入間市豊岡５-１-１５ 白　冒善 http://www.kourakuen-kaigo.com/ 所沢 11060108

1139 有限会社　ハス日本サービス 狭山市中新田１１５８-１ ハッサン　ヌリ 所沢 11060056

1140 有限会社　ハス日本商事 狭山市中新田１１５８-１ ハッサン　ヌリ http://www.hasnihon.com 所沢 11060055

1141 医療法人東明会　原田病院 入間市豊岡１-１３-３ 原田　雅義 http://www.harada.or.jp 所沢 11060013

1142 医療法人　番場会　番場皮膚科医院 所沢市南住吉２１-３１ 番場　秀和 所沢 11060058

1143 有限会社　ピーエスエス 入間郡三芳町北永井３２４-１ 塩沢　潔 http://www.pss-inc.co.jp/ 所沢 11060071

1144 東日本ハウス株式会社　埼玉西営業所 所沢市若狭３丁目２３５３-１ 前原　秀夫 所沢 11060041



1145 株式会社　ふぁみりぃ　あおぞら　所沢支店 所沢市松葉町１７-１５ ニューアーバン第一ビル３階 白　亨来　 http://www.family-kaigo.com/ 所沢 11060068

1146 株式会社　ふぁみりぃ　すずらん 所沢市下富９４６-２ 安田　佳代 http://www.family-kaigo.com/ 所沢 11060061

1147 株式会社　フェニックスホーム 所沢市西所沢１-１６-３１ 松下　勝久 http://www.kinoie.co.jp 所沢 11060135

1148 株式会社　プランドゥ 所沢市小手指町１-４２-１７-２０１ 山口　和博 http://www.pl-do.co.jp/ 所沢 11060109

1149 株式会社　ホームピック　所沢西店 所沢市若狭１-２６１７-１ 岩谷　信幸 所沢 11060042

1150 株式会社　マイカル　狭山サティ 狭山市入間川３-３１-５ 所沢 11060086

1151 株式会社　マグネテックジャパン 所沢市三ケ島５-５２１ 物集　高彦 http://www.magnetec.co.jp 所沢 11060144

1152 株式会社　マリブ 狭山市富士見１丁目１０-１７ 谷沢　昭一 所沢 11060033

1153 有限会社　三浦鋼業 所沢市新郷２０４-３８ 三浦　進 所沢 11060037

1154 株式会社三ヶ島製作所 所沢市糀谷１７３８ 荻野　敏行 http://www.mkspedal.com 所沢 11060003

1155 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 所沢市林１-２９９-７ 三上　誠 http://www.mikamiseiki.jp 所沢 11060001

1156 ミサワ保険サービス　株式会社 所沢市日比田８２-５ 見澤　芳昭 http://www.misawahoken.com 所沢 11060085

1157 有限会社　みすみ 所沢市緑町１丁目１８番６号 井上　泰幸 所沢 11060075

1158 三井研削砥石株式会社 入間市狭山ヶ原１１-１０ 川上　正司 http://www.mitsui-kensaku.com 所沢 11060010

1159 御幸印刷　株式会社 所沢市大字松郷１５１番地の４５ 田中　弘一 所沢 11060116

1160 社会福祉法人　三芳町社会福祉協議会 入間郡三芳町藤久保１８５-４ 塩野　英男 所沢 11060148

1161 社会福祉法人　未来保育会　ふじみ保育園 狭山市入間川３丁目２６-２１ 大野　広幸 http://www.ans.co.jp/n/fujimi/ 所沢 11060104

1162 株式会社　明和工務店 狭山市北入曽５４７-１０ 津川　惣太 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17 所沢 11060030

1163 株式会社　明和工務店　ケアセンター明和ヘルパーステーション 狭山市狭山台３-２５-１ 津川　弘子 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17/ 所沢 g11060019 11060097

1164 株式会社　明和工務店　デイホーム明和ひだまり館 狭山市狭山台３-２５-１ 津川　弘子 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17 所沢 11060095

1165 株式会社　明和工務店　デイホーム明和みよしの館 狭山市北入曽５４１-２７ 津川　弘子 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17 所沢 11060096

1166 メディカル・ケア・リンク　株式会社 所沢市緑町２-１４-１　YKS新所沢ビル３０５ 岡部　憲明 http://www.medical-care-link.com/ 所沢 11060054

1167 株式会社メディカルパティオ 入間市東町７丁目１３-１６ 川田　裕夫 所沢 11060020

1168 株式会社　メルフィス 狭山市富士見２-２２-３２サンヴェール富士見２０１ 藤田　忠昭 所沢 11060142

1169 株式会社　モアクリエイティブ 入間市新久５９５-１２ 川本　健一 http://www.srch.net/mc/ 所沢 11060139

1170 医療法人　森田クリニック 狭山市狭山台１-８-１ 森田　仁平 http://www.morita-clinic.or.jp 所沢 g11060022 11060117

1171 八千代工業株式会社 狭山市柏原３９３ 白石　基厚 http://www.yachiyo-ind.co.jp 所沢 11060009

1172 株式会社　ヤマミメンテナンスセンター 狭山市東三ツ木５０-１ 照沼　拓 http://www.yamami-mc.com 所沢 11060031

1173 株式会社　ユニオンダイキャスティング 入間郡三芳町上富２２８９-１０ 合田　龍夫 http://www.union-dc.co.jp 所沢 11060133

1174 株式会社ヨシケイ埼玉 所沢市大字亀ヶ谷２４９-１ 室伏　秀樹 http://www.yoshikei-sai.jp/ 所沢 11060005

1175 ヨネザワ製菓　株式会社 入間郡三芳町竹間沢３４９-１ 米澤　増雄 所沢 11060143

1176 有限会社　読売新聞大井三芳サービスセンター 入間郡三芳町藤久保８２２ 大屋　精一 所沢 11060105

1177 株式会社　ライフサイクル 狭山市南入曽１１５８-１０ 石井　忠敬 http://www.voicem.jp 所沢 11060137

1178 株式会社　ルミアン 所沢市緑町１丁目１９番７号 井上　泰幸 http://www.lumian-group.co.jp 所沢 11060074

1179 老人デイサービスセンター　けやきの家 入間郡三芳町北永井５７７-１１ 内城　一人 所沢 11060149

1180 医療法人　元気会　わかさクリニック 所沢市若狭４-２４６８-３１ 黒河　圭介 http://www.wakasaclinic.com 所沢 11060040

1181 社会福祉法人　わか竹会 所沢市元町６-１３ 斎藤　わか http://wakatake-hoiku.sakura.ne.jp/ 所沢 g11060025 11060152

1182 有限会社　和高製作所 入間市大字南峯１０９５-３２ 晝間　和弘 所沢 11060114

1183 有限会社　渡辺製作所 所沢市東狭山ケ丘６-７２５-９ 片岡　康夫 所沢 11060110

1184 株式会社　アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ 青木　隆明 http://www.asahibroiler.co.jp 飯能 11061022

1185 越生町商工会 入間郡越生町大字越生１１２６番地９ 斎藤　宏之 http://www.ogose-syokoukai.com/ 飯能 11061027

1186 鐘八株式会社 入間市仏子７１６ 平岡　達也 http://www.kanehachi.co.jp/ 飯能 11061005

1187 株式会社　関越物産 入間郡毛呂山町市場４１５-１ 白井　宏一 http://www.kan-etsu.com 飯能 11061034

1188 株式会社　五輪パッキング 入間市野田１８０４-２５ 宇山　文隆 http://www.gorinpki.co.jp 飯能 11061015



1189 サイタ工業株式会社 飯能市双柳１２７５ 野口　為公 http://www.saita.co.jp 飯能 11061004

1190 学校法人埼玉医科大学 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 丸木　清浩 http://www.saitama-med.ac.jp 飯能 11061008

1191 株式会社　埼玉種畜牧場 日高市下大谷沢５４６ 笹﨑　静雄 http://www.saiboku.co.jp/ 飯能 11061021

1192 有限会社　サン技研 日高市田木５４-３ 本堂　誠 飯能 11061023

1193 三光産業株式会社 入間郡越生町越生東３-１１-２ 堀　武美 業務用機械器具製造業 飯能 g11061014 11061001

1194 シグマ光機株式会社 日高市下高萩新田１７-２ 森 　昤二 http://www.sigma-koki.com 飯能 11061028

1195 シャロム電子株式会社 飯能市岩渕４２５-１ 榎本　家博 http://www.cdk-shalom.co.jp/ 飯能 11061037

1196 株式会社　昭工舎　毛呂山工場 入間郡毛呂山町毛呂本郷３１０ 高橋　二男 http://www.shokosha.co.jp 飯能 11061032

1197 新鋭産業株式会社 飯能市中居７２ 近藤　達夫 http://www.myfavorite.bz/shinei/ 飯能 11061020

1198 新電元スリーイー株式会社 飯能市芦苅場３－１ 関　憲正 飯能 11061036

1199 西武ガス株式会社 飯能市大字双柳３７３番地１５ 加藤　正幸 http://www.seibugas.com/ 飯能 11061031

1200 西武酪農乳業　株式会社 日高市野々宮１４５ 嶋崎　孝司 http://www.seibu-milk.co.jp/ 飯能 11061019

1201 太平洋セメント株式会社　埼玉工場 日高市原宿７２１ 内山　尚毅 http://www.taiheiyo-cement.co.jp 飯能 11061025

1202 株式会社椿本チエイン埼玉工場 飯能市新光２０ 藤原　透 http://www.tsubakimoto.jp/ 飯能 11061006

1203 株式会社　椿本鋳工 飯能市大字新光２０番地 柴本　健介 http://www.tsubakimoto.jp/tic 飯能 11061038

1204 帝都ゴム株式会社 入間市大字新光２３５ 今林　巧 http://www.teito-rubber.co.jp/ 飯能 11061011

1205 株式会社新堀製作所 日高市大字新堀３０１-１ 新堀　寛 http://niihori-ss.co.jp/ 飯能 11061003

1206 ニチバン株式会社　埼玉工場 日高市大字大谷沢字西原１００ 竹中　勇雄 http://www.nichiban.co.jp/ 飯能 11061014

1207 日東商工株式会社 日高市原宿４００ 小林　基博 飯能 11061029

1208 株式会社ニットー冷熱製作所 飯能市大字双柳１２６４ 稲垣　克美 http://www.nitto-reinetsu.com 飯能 11061002

1209 株式会社　白山製作所 飯能市新光１番地 河辺　侯一 http://www.hakusan-mfg.co.jp 飯能 11061012

1210 飯能ケーブルテレビ株式会社 飯能市小久保１９-１ 和泉　由起夫 http://www.tv-hanno.co.jp 飯能 11061033

1211 飯能資材　株式会社 飯能市双柳７６０-１４ 細田　伴次郎 飯能 11061040

1212 飯能商工会議所 飯能市本町１-７ 新井　景三 http://www.hanno-cci.org/ 飯能 11061017

1213 飯能信用金庫 飯能市栄町２４-９ 内田　哲 http://www.hanno-shinkin.jp 飯能 11061024

1214 飯能精密工業株式会社 飯能市芦苅場７８３ 中山　住生 http://www.hns.co.jp/ 飯能 11061030

1215 飯能ニッサン自動車有限会社 飯能市東町１－１ 市川　洋太郎 http://www.hannonissan.com 飯能 11061035

1216 飯能老年病センター 飯能市下加治１４７ 木川　好章 http://www.h-g-h.jp 飯能 11061010

1217 日高市商工会 日高市大字南平沢１０８３ 丹下　敏男 http://www.shokokai.or.jp/11/hidaka/ 飯能 11061026

1218 平山社会保険労務士事務所 日高市高萩６１７-４ 平山　素行 飯能 11061018

1219 丸美屋食品工業株式会社　埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 青木　政実 http://www.marumiya.co.jp 飯能 11061013

1220 村田社会保険労務士事務所 飯能市双柳３５３-５２ 村田　昌代 専門サービス業（他に分類されないもの） 飯能 g11061017 11061007

1221 社会福祉法人毛呂病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 丸木　清浩 http://www.morobyouin.or.jp 飯能 11061009

1222 山手介護株式会社 飯能市山手町２３-８ 細田　吉春 飯能 11061016

1223 株式会社　ワイ・イー・データ 入間市新光１８２番地 濱田　兼幸 http://www.yedata.co.jp 飯能 11061039

1224 アイサーフ　株式会社 秩父市黒谷２３４-２ 亀田　裕 http://www.i-surf.co.jp 秩父 11070035

1225 株式会社アグリカルチャーセンター 秩父郡小鹿野町下小鹿野６０１-１ 石川　貞夫 秩父 11070001

1226 有限会社　アップウエルサクセス 秩父市中村町４-９-５ 井上　芳行 http://www4.ocn.ne.jp/~daymomo/ 秩父 11070034

1227 株式会社アルファ 秩父市大野原１７０２-１ 堤　朗 http://www.kabu-alpha.com/ 秩父 11070015

1228 株式会社　いさみや 秩父市荒川上田野７８５-５ 木村　勤 http://www.isamiya-group.co.jp 秩父 11070041

1229 株式会社　魚摠　長生館 秩父郡長瀞町長瀞４４９ 小埜　一博 http://www.choseikan.com/ 秩父 11070037

1230 株式会社ウッディーコイケ 秩父市下影森１８１ 小池　文喜 http://www.woody-koike.co.jp 秩父 11070008

1231 株式会社　オプナス 秩父郡皆野町皆野１９４０ 峯村　陽一 http://www.opnus.co.jp 秩父 11070032

1232 有限会社角仲林業 秩父市大滝９６３ 山中　敬久 秩父 11070009



1233 株式会社　加藤製作所 秩父市定峰６８-２ 加藤　徳次 秩父 11070038

1234 有限会社　川連製作所 秩父郡横瀬町大字横瀬５０８ 川連　国義 http://www12.plala.or.jp/kawa-ltd 秩父 11070033

1235 関東粉化工業　有限会社 秩父郡皆野町大字皆野３０５３-３ 小林　勝 秩父 11070025

1236 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５-１ 山根　義法 http://www.kyowa-jp.co.jp/d 設備工事業 秩父 g11070006 11070014

1237 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 秩父市堀切１３６ 山田　弘一 http://www.kosaido-dev.co.jp/saitama/ 秩父 11070018

1238 株式会社埼玉富士 秩父市山田７８３ 堤　繁 http://www.saitamafuji.co.jp/ 秩父 11070013

1239 株式会社　斎藤組 秩父市下影森１６３ 斉藤　公志郎 秩父 11070031

1240 昭和電工株式会社秩父事業所 秩父市下影森１５０５ 海老沼　彰 http://www.sdk.co.jp/ 秩父 11070004

1241 医療法人全和会 秩父市寺尾１４０４ 内田　里華 http://www.chichibu.or.jp 秩父 11070007

1242 株式会社タイセー 秩父市下吉田６９７２ 笠原　正昭 http://www.mkt-taisei.co.jp/ 秩父 11070019

1243 太洋建設株式会社 秩父市近戸町１５-１３ 高橋　克之 秩父 11070020

1244 株式会社高橋組 秩父市中村町４-１-３ 高橋　信一郎 http://www.takahashigumi.co.jp 秩父 11070006

1245 髙橋内科クリニック 秩父市中村町３-３-３６ 髙橋　進 秩父 11070036

1246 株式会社瀧石コーポレーション 秩父市荒川上上田野７６８ 吉田　進 秩父 11070010

1247 有限会社ダック 秩父市みどりが丘７-２ 飯野　水男 秩父 11070002

1248 株式会社タナカ技研 秩父郡小鹿野町下小鹿野１６５８ 田中　弘伶 http://www.tanakagiken.co.jp 秩父 11070021

1249 秩父エレクトロン株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野１１１１ 強谷　隆彦 http://www.cec-kk.co.jp 繊維工業 秩父 g11070012 11070012

1250 株式会社　秩父総合食品卸売市場 秩父市大野原１３０番地 飯島　茂 秩父 11070028

1251 秩父電子株式会社 秩父市山田２１７８ 強谷　隆彦 http://www.cec-kk.co.jp 秩父 11070011

1252 秩父丸通タクシー株式会社 秩父市宮側町６-１１ 金子　理惠子 http://www.chichibu.ne.jp/~maru2hon 秩父 11070029

1253 株式会社　寺尾工げい 秩父市寺尾２８０４-４ 村越　好美 秩父 11070039

1254 東洋パーツ株式会社 秩父郡長瀞町大字岩田８７７ 小菅　哲也 輸送用機械器具製造業 秩父 g11070022 11070005

1255 日本施設　株式会社 秩父市下宮地町９番８号 横田　幸而 秩父 11070027

1256 松本興産株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野２４７-１ 松本　直樹 http://www.mkknc.co.jp 秩父 11070017

1257 株式会社　南建設 秩父郡長瀞町大字長瀞５００-２ 吉田　順一 http://www.minami-kensetu.co.jp 秩父 11070030

1258 明光ダイカスト工業株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野９５４ 岡本　好浩 http://www.meiko-dc.co.jp 秩父 11070024

1259 株式会社矢尾百貨店 秩父市上町１-５-９ 矢尾　直秀 秩父 11070003

1260 株式会社　山口組 秩父市大野原１３３３ 山口　敬善 http://www.yg1.co.jp 秩父 11070040

1261 株式会社ユタカ電機製作所秩父事業所 秩父郡皆野町皆野１６３２ 倉橋　義孝 http://www.yutakadenki.jp 秩父 11070023

1262 株式会社リテラ 秩父郡小鹿野町両神薄２７０３ 福島　広昭 http://www.reterra.co.jp 秩父 11070022

1263 株式会社　和銅鉱泉旅館 秩父市黒谷８２２-１ 町田　啓介 http://www.wadoh.co.jp 秩父 11070026

1264 株式会社　アール・フリークス 春日部市小渕１４７８-１ 山科　健士 http://www.roadmax.jp 春日部 11080031

1265 有限会社　アイズテレコム 春日部市南４-９-１０　大池ビル１０２ 清藤　一郎 春日部 11080067

1266 アクト設計株式会社 久喜市吉羽４丁目１-１０ 上山　巌 春日部 11080036

1267 株式会社　麻生土木 春日部市増戸６５５－２ 麻生　照夫 春日部 11080072

1268 株式会社　アプテック 春日部市西金野井１７４５ 関口　則子 http://www.aptech.co.jp/ 春日部 11080050

1269 あまがい歯科医院 久喜市北青柳１０１１-１ 天海　栄一 http://www.amagaishika.com/ 春日部 11080051

1270 有限会社　イエローズ 春日部市小渕５８-１ 飯村　雅人 http://www.boomcraft.com 春日部 11080052

1271 石田運送株式会社 春日部市豊野町２-１１-１ 石田　国勝 http://www.isd-ex.co.jp 春日部 11080008

1272 臼井俊英税理士事務所 春日部市大畑２９５-１３ 臼井　俊英 春日部 11080014

1273 有限会社エーアンドワイクリエイティブ 春日部市八丁目字新田１００５番地１ 林　明彦 春日部 11080034

1274 学校法人江戸川学園　庄和こばと幼稚園 春日部市西金野井１８３９ 中村　勝 春日部 11080063

1275 株式会社　エマナック東日本 北葛飾郡杉戸町深輸１９３-９ 田中　良典 http://www.emanak.co.jp 春日部 11080059

1276 有限会社　エムテック 南埼玉郡宮代町須賀１９１４ 三浦　雄彦 http://www.mexd.jp 識別工事業（設備工事業を除く） 春日部 g11080002 11080044



1277 株式会社　オガワ総業 春日部市粕壁４６３２ 小川　英雄 http://www.ogawasougyou.co.jp 春日部 11080057

1278 小田左官 草加市八幡町４６６-１２ 小田　弥 春日部 11080066

1279 春日部商工会議所 春日部市粕壁東１-２０-２８ 海老原　武士 http://www.kasukabe-cci.or.jp 春日部 11080007

1280 株式会社　春日部設備工業 春日部市栄町１丁目３１６ 小野　幸人 春日部 11080064

1281 有限会社　かすかべ華ライフケアサービス 春日部市大字増富３５８－６ 永嶋　孝之 http://hana-lifecare.main.jp/ 春日部 11080029

1282 株式会社金井製作所 幸手市木立１８３０-１５ 金井　邦夫 春日部 11080018

1283 株式会社　カントクコーポレーション 白岡町荒井新田３７１-２７ 小林　東三雄 http://www.kantoku.co.jp 春日部 11080033

1284 キャンドゥ有限会社（マクドナルド春日部東店） 春日部市粕壁東２-７-２０ 関谷　廣義 http://www.mcdonalds.co.jp 春日部 11080023

1285 GLOSS 春日部市中央１-５７-１０ ガーデンフィール中央１F 小川　秀之 http://www.gloss-hair.jp 春日部 11080053

1286 株式会社　KNホーム 春日部市粕壁東２-９-２０ 並木　健司 春日部 11080069

1287 五大工業株式会社 久喜市河原井町１９ 松浦　広展 春日部 11080016

1288 有限会社　彩光建設 春日部市緑町２－８－５１ 中塚　昭弘 春日部 11080028

1289 株式会社　サイコン工業 春日部市梅田２-４-２６ 岩崎　昭一 http://www.k-saicon.co.jp 春日部 11080058

1290 有限会社　坂巻自動車 春日部市薄谷２３７-８ 坂巻　知宏 春日部 11080039

1291 三州製菓株式会社 春日部市豊野町２-８-３ 斉之平　伸一 http://www.sanshu.com 春日部 11080003

1292 社会福祉法人杉風会　庄内 北葛飾郡杉戸町大字才羽１１３ 江森　美子 春日部 11080041

1293 株式会社　三友工業 幸手市上吉羽２１００-８１ 小林　康孝 http://www.k-sanyu.co.jp 春日部 11080068

1294 医療法人　秀和会 春日部市谷原新田１２００ 米島　秀夫 http://www.shuwa.or.jp/ 春日部 11080040

1295 医療法人庄和中央病院 春日部市上金崎２８ 欠端　祐一 春日部 11080025

1296 社会福祉法人白岡白寿会　特別養護老人ホームいなほの里 南埼玉郡白岡町大字千駄野６６３-１ 財津　學 春日部 11080046

1297 医療法人　真明会　ファミリークリニックまの 春日部市千間１－５９－５ 真野　敏明 春日部 11080030

1298 有限会社　スタンダード運輸　埼玉営業所 幸手市西１-１６-２７ 長谷沼　喜代志 春日部 11080056

1299 株式会社　セブン・スマイル 春日部市西宝珠花字陣屋１７２ 山口　優子 春日部 11080045

1300 株式会社　セントラル・アメニティ 幸手市大字千塚２３８番地１６ 三石　力也 春日部 11080061

1301 総合デンキサービス株式会社 春日部市八丁目４４０-１４ 栗原　武司 http://eksc.jp/ 春日部 11080017

1302 ＴＡＩＫＹＵ　ＣＯＡＴ株式会社 北葛飾郡杉戸町椿５１２-２ 金井　亮太 http://www.taikyucoat.co.jp 春日部 11080019

1303 株式会社太平 北葛飾郡杉戸町杉戸２-７-３ 平子　繁 http://www.taihei-g.co.jp 春日部 11080015

1304 高砂製菓　株式会社 久喜市北青柳１３３７番地の１ 折原　昌司 http://takasagoseika.co.jp 春日部 11080048

1305 田川木工株式会社 幸手市外国府間２２６-１ 田川　英幸 春日部 11080022

1306 タコドュウア東京株式会社 春日部市大字粕壁６７５６ 黒川　泰一 春日部 11080004

1307 株式会社　田野井製作所 南埼玉郡白岡町岡泉９５３ 田野井　義政 http://www.tanoi-mfg.co.jp 春日部 11080054

1308 株式会社たんぽぽ 北葛飾郡杉戸町２-３-６ NTTビル２F 竹内　豊 http://tannpopo.biz 春日部 11080026

1309 株式会社チヨダマシナリー 北葛飾郡杉戸町本郷６３８-１ 北原　哲五郎 http://www.CHIYODA-MACHINERY.co.jp 春日部 11080024

1310 株式会社テンワード 春日部市赤沼５３１-１ 横山　利治 http://www.10word.co.jp/ 春日部 11080020

1311 東京クロージング株式会社 幸手市南１-２-１６ 鈴木　啓介 http://tokyo-clothing.com 春日部 11080001

1312 有限会社　とん清給食センター 春日部市備後西３-１２-４８ 青木　次雄 春日部 11080035

1313 株式会社　中村工業所 久喜市小右衛門１３４９ 中村　英二 春日部 11080070

1314 株式会社ノアシステム 春日部市大沼５-６７-３ 田中　祥皓 http://www.noasystem.com/ 春日部 11080006

1315 株式会社パジャンカ 春日部市大場１６７３ 清水　良順 http://www.payanca.co.jp 春日部 11080010

1316 株式会社服部設計 久喜市本町２-８-２６ 服部　幸二 http://www1.ocn.ne.jp/~hat/ 春日部 11080027

1317 株式会社ハナカツ 春日部市粕壁２-７-２９ 加藤　良太 春日部 11080038

1318 東日本三菱農機販売株式会社 北葛飾郡鷲宮町桜田２-１３３-４ 山崎　敏栄 春日部 11080009

1319 富士コントロール　株式会社 久喜市栗橋東２-１４-１４ 小高　正嘉 http://www.fco.co.jp 春日部 11080055

1320 有限会社ぷらすエム 春日部市粕壁東１-１-１４ 前澤　初夫 http://www.ad-plusm.com 春日部 11080005



1321 株式会社　プレスト・ホーム 久喜市吉羽４-１-７ 小林　勝彦 http://www.universalhome.co.jp 春日部 11080037

1322 株式会社フレンドホーム 幸手市東２-８-６ 鎌田　清久 http://www.century21friend.com 春日部 11080011

1323 株式会社マルヤ 春日部市小渕２４３ 折原　昭 http://www.maruya-group.co.jp/ 春日部 11080013

1324 三笠産業株式会社春日部工場 春日部市豊野町２－２６－２ 長谷川　太郎 http://www.mikasas.com 春日部 11080002

1325 社会福祉法人みつなみ会 南埼玉郡宮代町和戸１７８０-１ 加藤　典子 春日部 11080043

1326 株式会社　ムラタハウジング 春日部市中央１丁目２-６ 村田　勸 春日部 11080047

1327 株式会社　明治住設 春日部市粕壁東４丁目８-４７ 山﨑　哲男 春日部 11080065

1328 山田運輸　有限会社 春日部市増富４５４-６ 山田　恭輔 春日部 11080032

1329 大和梱包運輸　株式会社 春日部市小渕７７８-１ 石井　俊光 http://www.yamato-kk.jp/ 春日部 11080062

1330 株式会社　雄商 北葛飾郡杉戸町大字本郷７３９-１ 鷹取　幹雄 http://www.yusho-inc.co.jp 春日部 11080071

1331 株式会社ゆりは　訪問介護それいゆ 春日部市下蛭田２６３番地 榎本　好記 春日部 11080042

1332 有限会社　四ツ釜自動車整備工場 久喜市本町１-８-６ 四ツ釜　善規 春日部 11080049

1333 株式会社　六花舎設計 久喜市南５丁目６-１６ 桜井　進 http://www.rokkasha.com/ 春日部 11080060

1334 渡辺製作所 春日部市不動院野２１３５ 渡辺　雅巳 春日部 11080012

1335 有限会社和の輪 春日部市谷原１-１８-１ドルミ春日部１１１号 青木　文江 http://www.nmc.ne.jp/hp1/wanowa/ 春日部 11080021

1336 株式会社アドバンテストグリーン 北埼玉郡大利根町新利根１-５ 青木　一男 行田 11090002

1337 株式会社アドバンテストスタッフリソース 北埼玉郡大利根町新利根１-５ 青木　一男 http://www.afc-advantest.co.jp/asr/ 行田 11090003

1338 稲見商店 北埼玉郡北川辺町麦倉２４２５ 稲見　愼一郎 行田 11090014

1339 北川辺学童保育の会 北埼玉郡北川辺町麦倉１１９０ 秋澤　宏美 行田 11090013

1340 株式会社キョーワナスタ 行田市富士見町１-１７ 藤井　典雄 http://www.nasta.co.jp/ 行田 11090005

1341 社会福祉法人宏和会 羽生市下村君１１６９ 鎗田 靖 http://www3.ocn.ne.jp/~kouwakai 行田 11090012

1342 特定非営利活動法人　さくらメイト 行田市桜町３-７-１０ 高橋　豊 http://sky.geocities.jp/sakuramatename/ 行田 11090015

1343 有限会社　さつきケアサービス 行田市荒木２１３１-３ 高橋　豊 http://www.satsukihome.co.jp 行田 11090016

1344 株式会社タカクラ 加須市大門町１９-３９ 山中　健一 http://www.takakura-net.co.jp 行田 11090006

1345 東旭株式会社 行田市藤原町１-６-１ 小菅　克祥 http://www.tokyoku.co.jp/ 行田 11090011

1346 医療法人社団弘人会　中田病院 加須市元町６-８ 中田　豊 http://www.nakada-hp.com 医療業 行田 g11090013 11090001

1347 株式会社ファイブイズホーム 行田市持田３-２-１７ 細井　保雄 http://fiveishome.jp 行田 11090004

1348 フォーク株式会社 加須市土手１-６-２２ 小谷野　正道 http://www.folk.co.jp 行田 11090009

1349 有限会社　フクシ 加須市鴻茎２１６８-１ 石原　惠子 http://www.2943.jp 行田 11090017

1350 儘田産業株式会社 羽生市南５-３-２１ 尾前　茂樹 http://www.mamada-web.com 行田 11090010

1351 株式会社アサドフェル 草加市氷川町８４５-３ 内山　清美 http://www.asadfel.co.jp 草加 11100014

1352 株式会社岩崎精機 草加市青柳１-５-４６ 岩崎　軍忠 草加 11100005

1353 株式会社右川ゴム製造所 八潮市大曽根２９０ 右川　清夫 http://www.ukawa.gomu.gr.jp/ 草加 11100002

1354 エスシーエス株式会社 草加市青柳２-１９-１０ 野崎　友義 http://www.scs-kk.co.jp 草加 11100001

1355 有限会社ケーティーシー 八潮市大曽根４２８ 武田　和治 http://www17.ocn.ne.jp/~ktc_no1/ 草加 11100016

1356 株式会社セイユー 八潮市鶴ヶ曽根９７３ 大月　正雄 草加 11100004

1357 草加商工会議所 草加市中央２-１６-１６ 池田　国雄 http://www.sokacity.or.jp 草加 11100007

1358 草加清掃有限会社 草加市柿木町４５３-１ 早乙女　義男 草加 11100009

1359 第一屋製パン株式会社金町工場 三郷市高州４-８３ 小林　憲和 http://www.daiichipan.co.jp 草加 11100008

1360 有限会社　大東鉄工 八潮市二丁目１０２３ 志村　英俊 http://www.daitoh-t.co.jp/ 草加 11100017

1361 タカラ食品株式会社東京工場 八潮市新町３３ 近藤　和久 草加 11100011

1362 トウトクエンジ株式会社 三郷市小谷堀６１０ 大田　二郎 http://www.to-toku.co.jp 草加 11100010

1363 トリオ・セラミックス株式会社 草加市谷塚町５９６ 竹澤　哲次 草加 11100003

1364 中野食品株式会社 八潮市鶴ヶ曽根７０５ 中野　健三 http://www.nakano-foods.co.jp 草加 11100013



1365 株式会社マルシン 草加市青柳２-１１-３９ 近藤　有 http://www.kk-marusin.com/ 草加 11100006

1366 ムサシパッケージ株式会社 草加市弁天４-２４-２６ 井上　正夫 草加 11100015

1367 株式会社若林 八潮市鶴ヶ曽根７５９-２ 若林　惇史 草加 11100012

1368 株式会社アイム　健康倶楽部新座 新座市中野１丁目５-５ 清水　久義 http://care-net.biz/11/kenkou-club/index.html 朝霞 11110049

1369 朝霞市商工会 朝霞市大字浜崎６６９-１ 大畑　亨 http://www.asaka-sci.or.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110004 11110014

1370 朝霞積水工業株式会社 朝霞市根岸台３-１５-１ 山田　武史 朝霞 11110029

1371 医療法人社団　浅野病院 志木市本町６丁目２４-２１ 浅野　寛治 朝霞 11110047

1372 有限会社伊藤商事 新座市野火止７-２１-３３凸版印刷朝霞工場内 伊藤　弘樹 朝霞 11110004

1373 株式会社カツマタ 朝霞市宮戸１６７８-５ 勝股　利雄 朝霞 11110017

1374 加藤ベニヤ株式会社 朝霞市三原４-１-２５ 加藤　勇夫 朝霞 11110011

1375 金子製作所株式会社 朝霞市上内間木２９１-５ 金子　唯男 朝霞 11110020

1376 財団法人関東厚生福祉会　朝霞厚生病院 朝霞市浜崎７０３ 比嘉　照夫 http://www.akh.or.jp 医療業 朝霞 g11110003 11110045

1377 株式会社勤労衛生 和光市下新倉６-１３-１５ 志村　浩明 朝霞 11110010

1378 医療法人慶桜会　大塚産婦人科 新座市片山１-１６-３ 大塚　仁樹 http://www.otsukasanfujinka.jp/ 朝霞 11110050

1379 株式会社ケミカルプロコスメチック 新座市栄３-１-７ 萬羽　洋子 http://www.lmos.co.jp 朝霞 11110034

1380 小泉電機工業株式会社 朝霞市膝折町１-９-２９ 小泉　博美 朝霞 11110009

1381 株式会社ゴーエスト 朝霞市西原２-４-１７ 高堀　雄一郎 http://www.popinzu.jp 朝霞 11110016

1382 株式会社小林電子工業 新座市馬場２-６-３ 小林　浩 http://www.kobayashidenshi.co.jp 朝霞 11110035

1383 埼玉伸管工業株式会社 新座市野火止７-１０-９ 綿谷　泰幸 http://www.copper-brass.gr.jp/ 非鉄金属製造業 朝霞 g11110039 11110008

1384 社会福祉法人　埼玉福祉会 新座市堀ノ内３ｰ７-３１ 並木　則康 http://www.saifuku.com 映像・音声・文字情報制作業 朝霞 g11110013 11110054

1385 サンケン電気　株式会社 新座市北野３-６-３ 飯島　貞利 http://www.sanken-ele.co.jp 朝霞 11110041

1386 志木市商工会 志木市本町１丁目６-３０ 清水　良介 http://shikishishokokai.net 政治・経済・文化団体 朝霞 g11110017 11110046

1387 医療法人壽鶴会　東武中央病院 和光市本町２８-１ 菅野　隆 朝霞 11110044

1388 医療法人昭仁会　北野病院 新座市北野２丁目１４-８ 秋元　芳典 http://www.kitano-hospital.jp/ 医療業 朝霞 g11110009 11110055

1389 株式会社シリコニット 志木市下宗岡４-９-９ 吉田　守 http://www.siliconit.co.jp 朝霞 11110001

1390 株式会社精興社朝霞工場 朝霞市栄町３-７-５５ 胡川　政光 http://www.seikosha-p.co.jp 朝霞 11110012

1391 財団法人野中東皓会清風荘病院 新座市堀ノ内１-９-２８ 野中　英行 朝霞 11110028

1392 積水化学工業株式会社東京工場 朝霞市根岸台３-１５-１ 山田　武史 http://www.sekisui.co.jp 朝霞 11110027

1393 株式会社　綜合建設 新座市堀ノ内３-９-４５ 田中　幸男 http://www.sogokensetsu.co.jp 朝霞 11110040

1394 社会福祉法人　長寿会 朝霞市上内間木４９８-４ 塩味　健 http://www.uchimagien.com 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110020 11110051

1395 株式会社トーカン 朝霞市泉水３-８-１８ 筒井　久 朝霞 11110038

1396 凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部 新座市野火止７-２１-３３ 加藤　博信 朝霞 11110005

1397 社会福祉法人　殿山福祉会 新座市堀ノ内３丁目１３-１ 狩谷　文子 http://www.tonoyamakijuen.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110023 11110053

1398 トヤマ電機株式会社 朝霞市根岸台３-６-１ 藤岡　詳和 朝霞 11110030

1399 新座市商工会 新座市野火止１-９-６２ 佐藤　周造 http://www.sainet.or.jp/~niizasci/ 政治・経済・文化団体 朝霞 g11110034 11110015

1400 株式会社原田製作所 和光市新倉７-９-３７ 佐藤　忠光 朝霞 11110025

1401 社会福祉法人　ハレルヤ 朝霞市溝沼１丁目５-６ 塩味　正雄 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110026 11110052

1402 坂東電線株式会社 朝霞市膝折町４-２０-１６ 宮坂　俊夫 朝霞 11110026

1403 広雄梱包運送　有限会社 和光市新倉４-１２-５ 竹下　勝宏 http://www.hiroh.com/ 朝霞 11110042

1404 株式会社フェイス 朝霞市朝志ヶ丘１-３-３ 金井　茂夫 朝霞 11110031

1405 株式会社フジ物流 新座市野火止３-１６-２４ 佐々木　隆 朝霞 11110021

1406 株式会社富士見ブックセンター 新座市馬場１-１１-１２ 菅原　廣吉 朝霞 11110023

1407 株式会社フミワメーク 朝霞市膝折町３－１－３９ 横山　和身 http://www.fumiwa.co.jp 朝霞 11110037

1408 株式会社文永社 新座市野火止８-３-５ 堀越　輝和 朝霞 11110033



1409 株式会社堀内発條製作所 新座市馬場３-８-２ 山崎　一吉 http://www2.odn.ne.jp/horiuchi-spring/ 朝霞 11110036

1410 松下社会保険労務士事務所 朝霞市三原４-７-３７ 松下　兼偉　 朝霞 11110018

1411 松下セキュリティコンサルタント株式会社 朝霞市三原４-７-３６ 松下　兼偉　 朝霞 11110019

1412 株式会社松島製本 新座市馬場１-１-１２ 菅原　廣吉 朝霞 11110022

1413 株式会社　丸喜 志木市柏町５-１３-４０ 田中　剛 朝霞 11110048

1414 みかんの里 新座市中野１-１７-３３ 五十嵐　三郎 http://www8.ocn.ne.jp/~mikann/ 朝霞 11110043

1415 みはし株式会社 和光市白子３-２６-４３ 三橋　英生 http://www.mihasi.co.jp 朝霞 11110032

1416 株式会社みやかわ 志木市本町１-１１-３２ 宮川　清一 http://www.miyakawanet.com 朝霞 11110003

1417 山川工業株式会社 新座市野火止６-１７-１２ 神山　昌之 http://www.al-yamakawa.ecweb.jp 朝霞 11110002

1418 ユアサ電池サービス株式会社 朝霞市栄町４-１-１６ 佐藤　公男 朝霞 11110006

1419 ユアサ電池サービス販売株式会社 朝霞市栄町４-１-１６ 佐藤　公男 朝霞 11110007

1420 有限会社友星社 朝霞市三原１-２-８ 大友　久司 朝霞 11110024

1421 株式会社　リゾン 朝霞市東弁財１-７-２４ 橋本　巌 http://www.lizon.co.jp 朝霞 11110039

1422 和光市商工会 和光市本町３１-２-１０９ 斎藤　和康 http://www.wako-sci.or.jp 政治・経済・文化団体 朝霞 g11110066 11110013

1423 厚川産業株式会社 吉川市旭１０-１ 厚川　秀樹 越谷 11120014

1424 株式会社ウスイデンタル 越谷市南越谷１-６-６２ 薄井　一夫 http://www.usuid.com 越谷 11120011

1425 株式会社HR＆キャリアコンサルティング 越谷市袋山４９８－２ 小高　多賀乃 http://www.hrca.jp/index.html 越谷 11120022

1426 株式会社岡安商店 越谷市赤山本町１７-１６ 岡安　重次 http://www.okayasushouten.jp/ 越谷 11120004

1427 菅野シマダヤ株式会社 吉川市八子新田９７２-１ 菅野　善男 越谷 11120012

1428 社会福祉法人大吉会キャンベルホーム 越谷市大吉５５２-１ 井橋　吉一 http://www.ooyoshikai.jp 越谷 11120001

1429 社会福祉法人幸光福祉会 越谷市南荻島７７０ 小山　喬司 越谷 11120002

1430 鈴鹿特殊合板株式会社 吉川市旭３-２１ 鈴鹿　武志 http://www.hs-technopolis.com 越谷 11120020

1431 第一線材鋼業株式会社 越谷市南越谷４丁目１８-１２ 松田　明 http://www.daiichi-senzai.com 越谷 11120021

1432 田辺工業株式会社埼玉技術センター 吉川市旭３-４ 大原　聡 http://www.tanabe-ind.co.jp 越谷 11120017

1433 有限会社智巧社 越谷市船渡２４１-６ 櫻井　保彦 http://www.wz-art.co.jp 越谷 11120010

1434 株式会社中央住宅 越谷市南越谷１-２１-２ 大久保　浩成 http://www.polus.co.jp 越谷 11120008

1435 ティーエルロジコム株式会社吉川支店 吉川市旭１-１ 中宮　伸幸 http://www.tl-logicom.co.jp/ 越谷 11120016

1436 株式会社トウブドラッグ 越谷市蒲生旭町９-６ 加藤　正実 http://www.tobudrug.co.jp 越谷 11120006

1437 東包印刷株式会社 吉川市旭３-５ 柴崎　貞夫 http://www.tyhz.co.jp 越谷 11120018

1438 福助ロジスティクス株式会社吉川商品センター 吉川市旭２-１ 橋本　清 http://www.hs-technopolis.com 越谷 11120015

1439 株式会社ヘルティー 越谷市七左町３-１９２ 松田　靫夫 http://www.healty.net 越谷 11120003

1440 ポラス株式会社 越谷市南越谷１-２１-２ 大久保　浩成 http://www.polus.co.jp 越谷 11120007

1441 ポラテック株式会社 越谷市南越谷１-２１-２ 中内　晃次郎 http://www.polus.co.jp 越谷 11120009

1442 株式会社丸和運輸機関 吉川市旭７-１ 和佐見　勝 http://www.momotaro.co.jp 越谷 11120019

1443 吉野電化工業株式会社 越谷市越ヶ谷５-１-１９ 吉野　寛治 http://www.yoshinodenka.com 金属製品製造業 越谷 g11120030 11120013

1444 株式会社テクニカル・ソフト 東京都北区中里１-３２-３ １.３２.３ビル１F 山本　良一 http://www.technicalsoft.co.jp/index.html 県外 11000002

1445 株式会社　HNT 東京都千代田区麹町４丁目５番１０号 早川　宗助 県外 11000007

1446 新電元工業　株式会社 東京都千代田区大手町２-２-１　新大手町ビル 小田　孝次郎 http://www.shindengen.co.jp 県外 11000005

1447 東京日野自動車株式会社 東京都港区新橋５-１８-１ 海川　昇 http://www.tokyo-hino.co.jp 県外 11000003

1448 株式会社　東京ポリエチレン印刷社 東京都板橋区若木２丁目３２番８号 千田　敦 http://www.to-poly.co.jp 印刷・同関連業 県外 g11000004 11000006

1449 道路技術サービス株式会社東京支店 東京都台東区浅草橋４-１５-５（さいたま市北区に春日部営業所あり） 北村　正仁 http://www.res-dourogijutsu.jp/main.html 県外 11000001

1450 株式会社　マルヒデ 東京都足立区南花畑１－６－７ 谷岡　憲樹 県外 11000004

1451 埼玉機器株式会社 さいたま市中央区下落合７-１-３ 日野　勝義 http://www.saitamakiki.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 浦和 g11050011 11050045

1452 株式会社　アストン さいたま市南区南本町１－８－９ 高窪　哲夫 http://www.aston.jp 職業紹介・労働者派遣業 浦和 g11050037



1453 梓川電設株式会社 さいたま市桜区西堀１－８－１ 川上　進 設備工事業 浦和 g11050043

1454 イオンディライトセキュリティ株式会社　埼玉営業所 さいたま市浦和区常盤９－２０－３　北浦和第二大栄ビル６階 和佐田　勝 その他の事業サービス業 浦和 g11050031

1455 株式会社　イトウ紙工 さいたま市南区文蔵５－２６－１ 伊藤　浩司 印刷・同関連業 浦和 g11050032

1456 株式会社　ウエイブエンジニアリング さいたま市中央区下落合５－４－６ 柴田　欣一 http://www.waveeng.co.jp/ 設備工事業 浦和 g11050001

1457 株式会社　運送経営改善社 さいたま市浦和区北浦和１－２－１５森ビル３階 高橋　久美子 http://www.handlecover.com/kaizen/ 専門サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050002

1458 株式会社　エムテック さいたま市浦和区高砂３－７－２ 松野　浩史 http://www.mtec-con.co.jp 総合工事業 浦和 g11050004

1459 合資会社　エルジーエム さいたま市緑区中尾６６６－２８ 小林　和章 http://www.lgm.co.jp/sr/ 専門サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050040

1460 オーセブン株式会社 さいたま市中央区本町西６－４－１４　オーセブンデジタルスタジオ 七海　崇 http://www.o-seven.co.jp/home/ 情報サービス業 浦和 g11050005

1461 Open　Kitchen　然 さいたま市浦和区仲町４－２－１７ 河本　栄樹 飲食店 浦和 g11050006

1462 特定非営利活動法人　介助派遣システム さいたま市桜区栄和６－２－８ 岩出　幸子 http://www.nijirock.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050007

1463 株式会社　クリーンテックエージェンシー さいたま市南区内谷６－１－７ 早坂　恵美子 その他の事業サービス業 浦和 g11050033

1464 株式会社　クリーンベスト さいたま市南区内谷２－１４－２６ 山下　朝人 その他の事業サービス業 浦和 g11050034

1465 小鳩保育園 さいたま市南区南浦和２－４２－１８ 関　定夫 http://www.kobato.net/ 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050009

1466 株式会社　サイオー さいたま市浦和区岸町７－１２－４ 橋本　一憲 http://www.saio.co.jp その他の事業サービス業 浦和 g11050010

1467 さいたま商工会議所 さいたま市浦和区高砂３－１７－１５ 松永　功 http://www.saitamacci.or.jp 政治・経済・文化団体 浦和 g11050012

1468 埼玉電設株式会社 さいたま市中央区上落合８－１０－２ 川合　昭 http://www.saiden-eng.co.jp 設備工事業 浦和 g11050013

1469 株式会社　埼玉りそな銀行 さいたま市浦和区常盤７－４－１ 上条　正仁 http://www.resona-gr.co.jp 銀行業 浦和 g11050014

1470 株式会社　サリックストラベル さいたま市中央区上落合２－３－５　アルーサB館４階 柳　朱里 医療業 浦和 g11050041

1471 シン建工業株式会社 さいたま市南区鹿手袋３－２３－３０ 北　清太郎 http://www.shinken-net.co.jp 総合工事業 浦和 g11050016

1472 株式会社　総合自動車整備センター さいたま市緑区原山２－３２－１９ 守屋　義男 自動車整備業 浦和 g11050044

1473 特定非営利活動法人　どんまい さいたま市緑区中尾４４２－２ 山﨑　博美 政治・経済・文化団体 浦和 g11050045

1474 株式会社　日産サティオ埼玉 さいたま市中央区上落合５－３－６ 渡辺　泰三 http://www.nissan-satio-saitama.co.jp/ 機械器具小売業 浦和 g11050017

1475 日章自動車興業株式会社 さいたま市南区辻８－２４－１６ 小林　邦明 http://www.nissho-jidosha.co.jp 自動車整備業 浦和 g11050018

1476 株式会社　日本コスモ電設 さいたま市浦和区岸町４－２－１５ 田中　一也 http://www.nihoncosmo.co.jp/ 通信業 浦和 g11050020

1477 ノグチコンピュータサービス株式会社 さいたま市中央区下落合１０８５－１５ 野口　喜介 http://www.ncsnet.jp 情報サービス業 浦和 g11050021

1478 はらだ司法書士行政書士　社会保険労務士総合事務所 さいたま市浦和区岸町７－１１－２ 松栄浦和ビル５階 原田　康伸 http://www.h-firm.com 専門サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050022

1479 株式会社　ビッグ・ヘアージャパン さいたま市南区南本町１－１４－５　第３小池ビル３Ｆ 大熊　伸佳 http://www.bbj30cut.com 洗濯・理容・美容・浴場業 浦和 g11050046

1480 フィールドメンテナンス株式会社 さいたま市南区白幡３－１１－１４－２０７ 大沼　孝夫 http://www.fmco.co.jp その他の事業サービス業 浦和 g11050023

1481 株式会社　フロインテック さいたま市南区沼影２－１０－１ 永田　勉 http://www.freuntek.co.jp はん用機械器具製造業 浦和 g11050035

1482 保育園キッズ・マリーナ さいたま市南区白幡４－１４－２２ 山岸　友和 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050024

1483 社会福祉法人円明会　まどか保育園 さいたま市中央区円阿弥７－１０－９ 山本　覚 http://members.jcom.home.ne.jp/pokopon-madoka/ 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050042

1484 株式会社　満席エージェント さいたま市浦和区北浦和１－２－１５　森ビル３階 山岸　二郎 http://www.mansekiagent.co.jp 専門サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050025

1485 八尋工業株式会社 さいたま市浦和区常盤８－６－５ 八尋　良和 設備工事業 浦和 g11050026

1486 株式会社　ゆう・コーポレーション さいたま市緑区大間木１８４ 小川　綾子 http://www.geocities.jp/midorikuogawasanchi 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050027

1487 株式会社　ユーディケーサービス さいたま市浦和区岸町５－７－１０ 山川　啓治 http://www.udk-service.co.jp その他の事業サービス業 浦和 g11050039

1488 株式会社　ユニ・アート設計事務所 さいたま市南区根岸１－１５－６ 木川　真智子 技術サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050028

1489 株式会社　離合社 さいたま市緑区原山３－１４－２０ 村橋　素介 http://www.rigo.co.jp 業務用機械器具製造業 浦和 g11050036

1490 株式会社　渡辺製作所 さいたま市桜区道場７０９－１ 渡辺　信治 http://watanabe-mj.co.jp/ 情報通信機械器具製造業 浦和 g11050029

1491 株式会社　会澤工務店 越谷市東越谷４－８－１１ 会澤　保 http://www.aizawakomuten.jp 総合工事業 越谷 g11120001

1492 井川ゴム工業株式会社 越谷市砂原１３３４ 井川　幸雄 ゴム製品製造業 越谷 g11120036

1493 株式会社　ウエノ 越谷市七左町５－６－１ 植野　正隆 http://www.ueno-u-pal.com/ その他の卸売業 越谷 g11120003

1494 ATSジャパン株式会社 越谷市袋山６２７－１ 小澤　聡彦 http://www.atschiller.com 電気機械器具製造業 越谷 g11120004

1495 株式会社　エスユーエス 越谷市大間野町４－３１４－２ 吉田　栄寛 http://www.sus-ashiba.com/ 識別工事業（設備工事業を除く） 越谷 g11120018

1496 株式会社　MSG 越谷市北越谷２－３８－９ 壷倉　彰 http://www.min-na-no-seikotsuin.com 医療業 越谷 g11120019



1497 株式会社　協和設備 越谷市越ヶ谷１－１－２１ 秦　清 http://www18.ocn.ne.jp/~setubi/ 設備工事業 越谷 g11120025

1498 社会福祉法人　越谷一誓会 越谷市中町４－２９ 齋藤　幸子 http://www12.ocn.ne.jp/~kashouen/ 社会保険・社会福祉・介護事業 越谷 g11120031

1499 幸友会株式会社　ほほえみの家 吉川市上内川４４４－１ 吉田　幸正 社会保険・社会福祉・介護事業 越谷 g11120005

1500 三花自動車株式会社 越谷市宮本町５－２４３ 椎名　新一 http://www.sanhana.co.jp 機械器具小売業 越谷 g11120032

1501 サンホームケイ株式会社 越谷市蒲生旭町１－５０　フジビル２F 藤井　真寿美 http://www.sunhomekei.com/ その他の小売業 越谷 g11120026

1502 株式会社　山宝商会 越谷市流通団地３－１－１４ 山崎　仁久 http://www.sanpou777.co.jp その他の卸売業 越谷 g11120020

1503 四季のパン市場ボヌール 吉川市高富１－５－８ 蓮見　康行 食料品製造業 越谷 g11120006

1504 サンライズ工業株式会社 越谷市川柳町２－５４６ 中山　晃宏 http://www.sunrise.gr.jp/ 業務用機械器具製造業 越谷 g11120007

1505 株式会社　ジスプロ 越谷市千間台西２－２２－２８－１０２ 山口　伯 その他の教育・学習支援業 越谷 g11120027

1506 霜田ゴム工業株式会社 越谷市七左町５－１６ 霜田　知久 http://www.shimoda-g.co.jp/ ゴム製品製造業 越谷 g11120008

1507 純正化学株式会社　埼玉工場 越谷市大間野町１－６ 山本　英樹 http://www.junsei.co.jp 識別工事業（設備工事業を除く） 越谷 g11120037

1508 株式会社　翔和 越谷市川柳町２－５４４ 田中　清文 http://www.j-showa.com はん用機械器具製造業 越谷 g11120033

1509 医療法人社団　心英会　介護老人保健施設　なのはなの里 北葛飾郡松伏町金杉１９０８ 宮里　良英 社会保険・社会福祉・介護事業 越谷 g11120009

1510 総栄株式会社 越谷市登戸町１９－１０ 小幡　達志 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 越谷 g11120010

1511 大伸化学株式会社　越谷工場 越谷市七左町４－３１６ 杉浦　久毅 http://www.daishin-chemical.co.jp 化学工業 越谷 g11120034

1512 TWIN　STAR　　LOGISTICS株式会社 北葛飾郡松伏町下赤岩１１８－１ 田中　克昌 http://www.twinstarlogistics.co.jp/ 道路貨物運送業 越谷 g11120021

1513 東邦化研株式会社 越谷市流通団地３－３－８ 長島　元 http://www.tohokaken.co.jp 技術サービス業（他に分類されないもの） 越谷 g11120011

1514 株式会社　東武エコテック 越谷市東町３－６１－３ 遊馬　淳 廃棄物処理業 越谷 g11120028

1515 トバセ電気工事株式会社 越谷市砂原１８０－１ 鳥羽瀬　建男 設備工事業 越谷 g11120012

1516 ドンケル株式会社 越谷市流通団地１－１－１６ 加藤　嘉勝 http://www.donkelshop.com/ 繊維・衣服等卸売業 越谷 g11120013

1517 日本ファクター株式会社 越谷市東大沢３－２８－５ 近藤　美知子 http://www.nihonfactor.co.jp 機械器具小売業 越谷 g11120038

1518 野口電気工事株式会社 越谷市赤山町３－２００ 野口　忠男 設備工事業 越谷 g11120039

1519 株式会社　ハッピークリーン 越谷市七左町７－２０２－１ 江藤　幸人 その他の事業サービス業 越谷 g11120022

1520 ヒーロー電機株式会社 越谷市増森１５４４－８ 加藤　利克 http://www.hem.co.jp/ 電気機械器具製造業 越谷 g11120014

1521 ぼんち株式会社　東京支店 越谷市大字南荻島８３２ 竹馬　勇 http://www.bonchicorp.co.jp/company/ 食料品製造業 越谷 g11120029

1522 メガワークス株式会社 吉川市大字南広島６１ 永井　義昭 http://www.megaworks.co.jp 金属製品製造業 越谷 g11120023

1523 株式会社　ヤマナカ電気工事 越谷市船渡１９７ 山中　正次 設備工事業 越谷 g11120015

1524 医療法人社団協友会　吉川中央総合病院 吉川市大字平沼１１１ 中村　康彦 http://www.yoshikawa-hp.or.jp 医療業 越谷 g11120024

1525 吉松運輸株式会社 吉川市上内川４２５－１ 吉田　幸正 道路貨物運送業 越谷 g11120016

1526 株式会社　和光製作所 越谷市七左町６－１８２－２ 山田　二三夫 電気機械器具製造業 越谷 g11120017

1527 和幸モトーレン株式会社 越谷市瓦曽根２－８－２０ 木村　和美 http://www.wako-motoren.com/ 機械器具小売業 越谷 g11120035

1528 株式会社　アーカス 熊谷市宮町２－１４３ 坂本　登志子 http://www.sakuramegane.com その他の小売業 熊谷 g11020028

1529 特定非営利活動法人　ＷＩＳＨ 熊谷市本町１－１８０－１ 市川　光子 http://www.wish-npo.sakura.ne.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020029

1530 特別養護老人ホーム　永寿苑 熊谷市西別府１５９９－５ 池田　房子 http://www.eijuen.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020018

1531 有限会社　エクステリアステップ 熊谷市曙町３－７８ 伊藤　幸樹 総合工事業 熊谷 g11020030

1532 NA　PROJECT有限会社 熊谷市円光１－４－８ 田上　弘之 洗濯・理容・美容・浴場業 熊谷 g11020006

1533 大利根ベルト工業株式会社 熊谷市俵瀬１３８－４ 清水　松夫 http://www.ootone-belt.com/ ゴム製品製造業 熊谷 g11020019

1534 株式会社　岡部二光製作所 深谷市岡２９４３－２ 坂口　良子 はん用機械器具製造業 熊谷 g11020007

1535 医療法人社団明和会　おぶすま診療所 大里郡寄居町赤浜９６６ 日下部　康明 http://homepage2.nifty.com/kusakabe/ 医療業 熊谷 g11020020

1536 株式会社　春日井 熊谷市妻沼東５－８８ 春日井　一重 輸送用機械器具製造業 熊谷 g11020008

1537 株式会社　熊谷青果市場 熊谷市佐谷田１４２２ 飛田　修 http://www.kumagayaseika.co.jp/ 飲食料品卸売業 熊谷 g11020021

1538 社会福祉法人　熊谷福祉会 熊谷市玉井１１４５－１ 持田　英昭 http://hanabusaen.com 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020022

1539 株式会社　ケーアイ 熊谷市大字広瀬４１９－２ 熊井戸　純 http://www.kk-k-i.com/ 設備工事業 熊谷 g11020023

1540 株式会社　小林茂商店 熊谷市今井１１０６ 小林　弘之 http://www.kobasyo.net 廃棄物処理業 熊谷 g11020004



1541 社団法人埼玉県浄化槽協会　浄化槽水質検査部 熊谷市新堀９１５－１０ 浄化槽水質 検査部長 谷口　通朗 http://www.saijohkyo.or.jp/ 共同組合（他に分類されないもの） 熊谷 g11020001

1542 サンヨープロジェ株式会社 深谷市宿根１３３３－３ 福山　朝正 http://www.sanyo-proje.jp/ その他の小売業 熊谷 g11020031

1543 新神戸電機株式会社 深谷市岡２２００ 清水　良一 電気機械器具製造業 熊谷 g11020009

1544 新六精機株式会社 大里郡寄居町桜沢２６５ 信太　豊 生産用機械器具製造業 熊谷 g11020032

1545 有限会社　関和縫製 深谷市上野台４７２－２ 関口　浩明 繊維工業 熊谷 g11020010

1546 株式会社　大向興業 深谷市折之口９７１ 向井　秋夫 http://www.daikoukougyou.jp 金属製品製造業 熊谷 g11020033

1547 株式会社　高橋医科器械店 熊谷市箱田６－１４－３８ 高橋　光 機械器具卸売業 熊谷 g11020034

1548 株式会社　徳田練磨工作所 熊谷市御稜威ヶ原１３８－８ 松村　悦夫 金属製品製造業 熊谷 g11020012

1549 株式会社　トッパン高機能プロダクツ 深谷市本田１１５８ 岩瀬　浩 http://www.toppan.co.jp/ 印刷・同関連業 熊谷 g11020013

1550 株式会社　中西ハム 熊谷市万吉２６８５ 小林　孝志 食料品製造業 熊谷 g11020025

1551 社会福祉法人はぐくむ会　介護老人保健施設逍遥の郷 大里郡寄居町大字折原２４８２ 松本　圭 http://www3.plala.or.jp/hagukumu/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020014

1552 前澤化成工業株式会社 熊谷市妻沼西１－１ 池嶋　勝治 http://www.maezawa-k.co.jp/ プラスチック製品製造業（別掲を除く） 熊谷 g11020026

1553 株式会社　松本材木店 熊谷市石原８０４－５ 松本　泰典 http://www.e-house.co.jp/matsumoto-zaimokuten/ 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 熊谷 g11020027

1554 有限会社　ヘルパーステーション 熊谷市野原１３５－６ 吉田　哲 http://www.animonomori.co.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020003

1555 株式会社萬松　埼玉工場 大里郡寄居町今市１０３ 松本　準三郎 http://www.mail-mansho.co.jp/ プラスチック製品製造業（別掲を除く） 熊谷 g11020035

1556 三菱電機ホーム機器株式会社 深谷市小前田１７２８－１ 秋山　雄一 http://www.mitsubishielectric.co.jp/works/mhk/index.html 電気機械器具製造業 熊谷 g11020005

1557 株式会社　ミトヨ 熊谷市代３７０－１ 鈴木　義彦 ゴム製品製造業 熊谷 g11020016

1558 社会福祉法人　むさしの郷　けやき寮　障害者支援施設　就労継続支援事業Ｂ型事業所 熊谷市弥藤吾１７５７ 高橋　行 http://www.normanet.ne.jp/~Musasino/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020036

1559 松坂屋建材株式会社 熊谷市広瀬１６５ 大澤　孝至 総合工事業 熊谷 g11020015

1560 株式会社　インプレス 東京都中央区日本橋人形町２－２６－５　日通人形町ビル９階 江澤　章 http://www.imprex.co.jp/ 業務用機械器具製造業 県外 g11000005

1561 大和冷機工業株式会社 東京都台東区台東２－４－３ 大和冷機秋葉原DRKビル 尾崎　敦史 http://www.drk.co.jp 業務用機械器具製造業 県外 g11000002

1562 株式会社　フジコーポレーション 東京都豊島区池袋２－４１－６ 第一シャンポールビル７ 小内　治夫 http://fuji-corp.jp 設備工事業 県外 g11000001

1563 プラス電子株式会社 東京都中央区八丁堀４－１－４　後閑ビル 夏見　直之 http://www.pden.co.jp 県外 g11000003

1564 三紀運輸関東株式会社 加須市久下１７５５-１ 三井　明 http://www.sankigroup.com/ 道路貨物運送業 行田 g11090017 11090007

1565 小沢電気工事株式会社 行田市宮本１５-８ 小澤　健一 http://www.ozawadenki.co.jp 設備工事業 行田 g11090001 11090008

1566 松坂屋建材株式会社 行田市向町２６－２２ 三島　照章 http://www.sakitama.or.jp/matsuken/ 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 行田 g11090022

1567 梅田工業株式会社 行田市持田２６６２ 梅田　輝敬 http://www.umedakk.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 行田 g11090015

1568 株式会社　エイブル 行田市城西５－１０－２３ 西川　小三郎 設備工事業 行田 g11090016

1569 株式会社　ガードナー 加須市大門町１９－４７ 矢澤　将之 http://www.guardner.co.jp 繊維工業 行田 g11090002

1570 有限会社　黒澤工業所 加須市新井新田１８１－１ 黒澤　仁裕 金属製品製造業 行田 g11090003

1571 ケイ・ティ・エス株式会社 行田市樋上１７４ 柳　輝雄 http://www.kts-lines.co.jp 機械器具小売業 行田 g11090004

1572 社会福祉法人　宏和会 羽生市大字下村君１１６９ 鑓田　哲暢 http://www3.ocn.ne.jp/~kouwakai 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090023

1573 小島紙器株式会社 羽生市大字桑崎９８１ 中嶋　理恵子 http://www.kojima-shiki.com/ パルプ・紙・紙加工品製造業 行田 g11090005

1574 ジェコー株式会社 行田市富士見町１－４－１ 田渕　武重 http://www.jeco.co.jp その他の製造業 行田 g11090006

1575 社会福祉法人潤青会　特別養護老人ホーム利根いこいの里 加須市大字大越字上寺前１９３３ 新井　昌子 http://www.jyunseikai-t.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090018

1576 株式会社スクールパール羽生　介護事業部ルミエール 羽生市大字上岩瀬１８０６ 柿本　広二 http://www.lumie-re.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090007

1577 大昭和紙工産業株式会社　加須工場 加須市南篠崎１－１１－１ 松本　英一 http://www.daishowasiko.com パルプ・紙・紙加工品製造業 行田 g11090008

1578 大同貨物自動車株式会社 行田市佐間１－２６－４５ 鋪田　勝晴 http://www.daido-logistics.co.jp 道路貨物運送業 行田 g11090009

1579 デイセンター　かるぽす 鴻巣市吹上富士見２－２－１４ 関　博人 http://www.hitotubu.com 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090019

1580 株式会社　キョーワナスタ 行田市富士見町１－１７ 杉山　和男 http://www.nasta.co.jp プラスチック製品製造業（別掲を除く） 行田 g11090024

1581 東京ラインプリンタ印刷株式会社 羽生市大沼２－６９ 漆原　政博 http://www.tlp.jp/ 印刷・同関連業 行田 g11090010

1582 株式会社　トーシンパッケージ 加須市南篠崎１－４ 小堀　宗彦 パルプ・紙・紙加工品製造業 行田 g11090011

1583 トーマセンイ株式会社 羽生市東７－１１－５ 金久保　定男 http://www.tohma.co.jp/ 繊維工業 行田 g11090012

1584 半田歯科医院 行田市忍１－６－１５ 半田　太 http://www.handa-shika.com 医療業 行田 g11090025



1585 社会福祉法人　一粒 鴻巣市鎌塚４０－１ 関　博人 http://www.hitotubu.com 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090020

1586 株式会社　ファイブイズホーム 行田市持田３－２－１７ 細井　保雄 http://www.fiveishome.jp/ 不動産取引業 行田 g11090021

1587 松勘工業株式会社 加須市土手１－４－２７ 安藤　慎吾 http://www.matsukan.jp/ その他の製造業 行田 g11090014

1588 株式会社　ワタナベ 春日部市大沼５－１５７ 渡部　武夫 識別工事業（設備工事業を除く） 春日部 g11080014

1589 医療法人社団　一恵会　介護老人保健施設　はーとぴあ　 南埼玉郡宮代町字山崎４７２ 本村　一郎 http://www.e-heartpia.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 春日部 g11080001

1590 株式会社　エコシス埼玉 北葛飾郡杉戸町本郷５９３－１ 山口　賢一 http://www.ecosis.net 廃棄物処理業 春日部 g11080016

1591 エステティックサロン　我夢 春日部市大衾３２４－３ 吉澤　朋恵 http://www.beauty-gam.com/ 娯楽業 春日部 g11080003

1592 株式会社　きのえね 久喜市久喜東４－２０－２１ 齋藤　勝義 http://www.kinoene.jp 宿泊業 春日部 g11080004

1593 株式会社　功創 幸手市大字惣新田１９８０ 土師田　昭彦 識別工事業（設備工事業を除く） 春日部 g11080005

1594 株式会社　サンケイ 北葛飾郡杉戸町大字杉戸２６１２－１ 関口　秀雄 設備工事業 春日部 g11080006

1595 市役所通り歯科医院 久喜市下早見２４９－３５ 高井　寛 http://www2.odn.ne.jp/sdc-takai 医療業 春日部 g11080007

1596 株式会社　太平 北葛飾郡杉戸町杉戸２－７－３ 平子　繁 http://taihei-g.co.jp 娯楽業 春日部 g11080015

1597 パール金属株式会社　庄和物流センター 春日部市上柳１２２６－１ 祖父江　伸次 その他の卸売業 春日部 g11080008

1598 富士商事 幸手市平須賀２－４９６ 落合　義明 道路貨物運送業 春日部 g11080009

1599 細井自動車株式会社 北葛飾郡杉戸町内田３－１９－１５ 細井　勝保 http://www.hosoi-car.co.jp 自動車整備業 春日部 g11080010

1600 水辺の園しおり　有限会社　健彦コーポレーション 春日部市本田町２－３１９ 松村　健彦 http://www.geocities.jp/mensplaza21/shiori 保健衛生 春日部 g11080011

1601 株式会社　メディカジャパン　春日部ケアセンターそよ風 春日部市牛島３９１ 黒田　将志 http://www.medcajapan.com/kasukabe/ 保健衛生 春日部 g11080012

1602 株式会社　和久産業東埼玉 春日部市栄町１－２９１－２ 大久保　健二 http://www.waku-east.com 設備工事業 春日部 g11080013

1603 株式会社　明和工務店　ケアセンター明和 狭山市北入曽５４７-１０ 津川　惣太 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17/ 所沢 g11060018 11060098

1604 カネジン食品株式会社　東京工場 入間郡三芳町竹間沢東１４－６ 金野　仁 http://www.kanezin.jp/ 食料品製造業 所沢 g11060003

1605 金富建設工業株式会社 所沢市林１－１８９－１ 小室　伸一 所沢 g11060004

1606 株式会社　シーアイ工業 所沢市三ヶ島２－６７４－２ 山下　寧 http://www2.dango.ne.jp/cikogyo/ 所沢 g11060005

1607 新所沢幼稚園 所沢市美原町２－２９２９ 當眞　正純 学校教育 所沢 g11060008

1608 株式会社　杉山チエン製作所 入間市大字狭山ヶ原１１－１４ 杉山　雄一 http://www.sychain.com/japan.html 所沢 g11060009

1609 セイジョーデイサービス狭山 狭山市入間川３-２４-１５　小林ビル３F 橋爪　薫 所沢 g11060010

1610 セイジョーライフケア狭山 狭山市入間川３-２４-１５　小林ビル３F 橋爪　薫 所沢 g11060011

1611 西武商事株式会社 狭山市北入曽１１６９－１ 清水　幸彦 http://www.tig-jp.co.jp/ 所沢 g11060026

1612 株式会社　大和 入間市新久８６６－２６ 大崎　一 所沢 g11060012

1613 田島石油株式会社 狭山市入間川４－１５－２１ 田島　洋一 http://www.tajimasekiyu.com/ 所沢 g11060013

1614 鉄信サービス株式会社 所沢市大字亀ヶ谷３３７－１ 川井　仁 所沢 g11060014

1615 社会福祉法人新　中新田自立スクエア 狭山市中新田７３－３ 阿部　広冶 http://www.arata.or.jp 所沢 g11060016

1616 有限会社　フィールドプロテクト 狭山市柏原２６８３ 大澤　譲司 http://www.fieldprotect.co.jp 所沢 g11060027

1617 株式会社　フジホーム 狭山市狭山台１－４－２１ 平岡　輝夫 http://www.fujihome-ext.co.jp 所沢 g11060017

1618 株式会社　明和工務店　デイホームひだまり館 狭山市狭山台３－２５－１ 津川　弘子 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17/ 所沢 g11060020

1619 株式会社　明和工務店　デイホームみよしの館 狭山市北入曽５４１－２７ 津川　弘子 http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17/ 所沢 g11060021

1620 株式会社　ヨシケイ埼玉 所沢市亀ヶ谷２４９－１ 室伏　秀樹 http://www.yoshikei-sai.jp/ 所沢 g11060023

1621 株式会社　リーデンス 入間郡三芳町大字北永井７２２ 肥後　武展 http://www.leadence.co.jp 所沢 g11060024

1622 株式会社　ワタナベ 鶴ヶ島市脚折町５－６－７ 渡辺　輝明 http://www.the-5000.com 識別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040069

1623 医療法人社団泰青会　青山歯科医院 ふじみ野市福岡中央１－２－８ 青山　滋 http://www.foryourgoodsmile.com 医療業 川越 g11040037

1624 朝日ソーラー株式会社　川越支店 川越市中原町２－１６－４　第２武州ビル３Ｆ 鈴木　勇一 機械器具小売業 川越 g11040039

1625 アルマックス 川越市南田島５３３－１ 原澤　明広 その他の生活関連サービス業 川越 g11040027

1626 飯島電器工事株式会社 川越市新富町１－１６－１ 飯島　敦子 設備工事業 川越 g11040008

1627 株式会社　イーオンアミティー 川越市菅原町６－２　リバーサイドカマタ２Ｆ 谷口　葉子 http://www.amity.co.jp/school/1125.html 学校教育 川越 g11040041

1628 石川商事株式会社　自動車リサイクルセンター 川越市寺山１２３－３ 石川　光章 http://is-eco.com/ 廃棄物処理業 川越 g11040009



1629 有限会社　インターサーチ 川越市砂８２－１ 渡部　悟生 http://www.intersearch.co.jp/ 情報サービス業 川越 g11040028

1630 株式会社　エコーステーション 川越市新宿町６－３－５ 岩崎　拓二 http://www.eco-station.co.jp その他の小売業 川越 g11040043

1631 大塚薬品工業株式会社 川越市下小阪１６８ 大塚　昭男 http://www.otuka-ci.co.jp 化学工業 川越 g11040003

1632 川口電設株式会社 川越市下赤坂１８６０－２ 川口　祥史 http://kawa-den.com 設備工事業 川越 g11040010

1633 社会保険労務士　総合オフィス・ナミキ 富士見市ふじみ野西４－１－１ 並木　秀隆 技術サービス業（他に分類されないもの） 川越 g11040001

1634 有限会社　学伸 ふじみ野市霞ヶ丘２－３－１２ 引地　晃康 その他の教育・学習支援業 川越 g11040044

1635 株式会社　凱旋門 ふじみ野市ふじみ野３－１－１ 片岡　儀高 飲食店 川越 g11040002

1636 特定非営利活動法人　上福岡障害者支援センター２１ ふじみ野市上福岡４－６－１１　イシデンビル１Ｆ 有山　博 http://k-center21.net/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040045

1637 特定医療法人双愛会　上福岡双愛病院 ふじみ野市大原２－１－１６ 築野　和男 http://www.souai.or.jp/kamifukuoka.htm 医療業 川越 g11040046

1638 医療法人実幸会　栗原医院 富士見市羽沢１－３３－２８ 栗原　幸 医療業 川越 g11040029

1639 黒川歯科医院 川越市脇田本町１９－５ 黒川　信良 医療業 川越 g11040011

1640 啓装工業株式会社 坂戸市大字善能寺４９８－１ 鈴木　啓成 http://www.keiso-kk.co.jp 生産用機械器具製造業 川越 g11040012

1641 特定非営利活動法人　坂戸市学童保育の会 坂戸市新堀２２８ 照井　浩二 http://www12.ocn.ne.jp/~sakadogd/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040048

1642 株式会社　さくら薬局 鶴ヶ島市脚折１８６４－８ 小山　雅敏 その他の小売業 川越 g11040049

1643 株式会社　サン・メディックス 川越市笠幡３７２２－１１ 長野　博一 その他の小売業 川越 g11040050

1644 株式会社　ＣＲＳ埼玉 川越市芳野台２－８－３６ 加藤　一臣 http://www.crs-saitama.com 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 川越 g11040051

1645 株式会社　秀学会 川越市脇田本町１２－３　アーバンS１階 舩田　哲男 http://www.hoiku-saitama.net/kawagoe/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040013

1646 昭和工業株式会社 川越市石原町２－５８－１６ 石井　成人 http://www.swkg.co.jp/ 設備工事業 川越 g11040030

1647 社会福祉法人　親愛会　 川越市大字今福２８９６－４ 矢部　薫 http://www.sinaikai.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040014

1648 社会福祉法人親愛会　親愛南の里 川越市下赤坂１８４７ 矢部　薫 http://www.sinaikai.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040015

1649 新飯塚土木株式会社 坂戸市善能寺２８８－１ 郡司　秀雄 http://www.shin-iizukadoboku.com/ 総合工事業 川越 g11040052

1650 株式会社　杉山工業 川越市清水町２－１０ 杉山　達哉 識別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040031

1651 社会福祉法人　誠豊会 川越市大字牛子７０８－１ 沢田　正 http://seihoukai.jpn.org/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040022

1652 株式会社　西部綜合サービス 川越市西小仙波町２－２３－２５ 金子　正之 http://www.seibusogo.co.jp その他の事業サービス業 川越 g11040053

1653 株式会社　全人教育研究所 川越市菅原町２０－１３ 田邊　弘美 http://juku.hisho.net 川越 g11040004

1654 有限会社　総合設備 ふじみ野市元福岡２－４－１０ 市川　久實 設備工事業 川越 g11040054

1655 医療法人皐八会　武田耳鼻咽喉科 富士見市西みずほ台１－１９－５ 武田　哲男 http://www.myclinic.ne.jp/takejibi/pc/ 医療業 川越 g11040055

1656 たなか歯科クリニック ふじみ野市西鶴ヶ丘１－３－１５　ビバモール埼玉大井プラザ棟２Ｆ 田中　幸雄 http://www.tnk-dc.com 医療業 川越 g11040032

1657 株式会社　ツチヤ建工 富士見市水谷３－１０－４ 土屋　浩之 識別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040056

1658 株式会社　鶴岡レーシング 富士見市ふじみ野西１－１－１　アイムプラザ２F 鶴岡　英実 機械器具小売業 川越 g11040023

1659 株式会社ツユキ　ミルクショップツユキふじみ野店 ふじみ野市鶴ヶ岡２－１６－１１ 露木　茂 飲食料品小売業 川越 g11040057

1660 株式会社　テクノスタッフ 川越市南大塚２－１４－１２ 本田　光弘 http://www.technostaff.jp 識別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040017

1661 電興警備保障株式会社 鶴ヶ島市松ヶ丘３－３２－１７ 橋本　怜三 その他の事業サービス業 川越 g11040058

1662 医療法人刀仁会 坂戸市南町３０－８ 清水　要 http://www.toujinkai.com 医療業 川越 g11040033

1663 株式会社　トータス 川越市下赤坂１８６０－１３ 吉田　護 物品賃貸業 川越 g11040024

1664 医療法人社団松弘会　トワーム小江戸病院 川越市下老袋４９０－９ 済陽　輝久 http://www.towarm.com/coedo/index.html 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040060

1665 医療法人社団聖凌会　中村眼科 川越市通町２２－２ 中村　淳夫 医療業 川越 g11040061

1666 なのはな保育室 川越市並木２５８－２ 新井　良枝 http://boat.zero.ad.jp/nanohana/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040062

1667 株式会社　ニチデン　 川越市下松原６６５－２ 溝端　雅敏 機械器具卸売業 川越 g11040025

1668 日本コントロール工業株式会社 坂戸市千代田５－１－１６ 中村　覚 はん用機械器具製造業 川越 g11040063

1669 株式会社　ニュー富士 川越市砂新田１２９ 山田　良治 http://www.ext-fed.com/new-fuji/ 飲食店 川越 g11040018

1670 白十字販売株式会社 川越市問屋町１１－２ 山口　孝 http://www.hakujuji.co.jp/ その他の卸売業 川越 g11040034

1671 株式会社　長谷川土建 川越市大字小室６０８－１ 長谷川　憲司 総合工事業 川越 g11040064

1672 株式会社　パーフェクトワン 川越市中原町２－１２－２３－２０１ 山下　晃史 その他のサービス業 川越 g11040065



1673 株式会社　ビーエヌビー 坂戸市芦山町２－５－１０１ 向笠　孝司 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040035

1674 ヒーハイスト精工株式会社 川越市今福５８０－１ 尾崎　浩太 http://www.hephaist.co.jp/ 金属製品製造業 川越 g11040019

1675 有限会社　ブシン自動車 富士見市東大久保１０７７ 新井　武 自動車整備業 川越 g11040026

1676 株式会社　ブリランテ 川越市小仙波町２－２３－２５ 金子　裕子 http://www.ekaigo.info/brillante/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川越 g11040020

1677 有限会社　ベニアック 川越市新宿町１－２－１３　川建ビル２Ｆ 足立　大輔 物品賃貸業 川越 g11040036

1678 株式会社　ホートー 川越市下赤坂１８００－３ 栃原　景春 http://www.hoto.co.jp 設備工事業 川越 g11040006

1679 株式会社　マーレフィルターシステムズ 川越市下赤坂５９１ 山下　貴久 http://www.jp.mahle.com 輸送用機械器具製造業 川越 g11040007

1680 三八五通運株式会社　東京営業所 川越市旭町１－１０－１２　小林ビル内 和田　元 http://www.miyago.co.jp/mtu/ 道路貨物運送業 川越 g11040066

1681 武蔵野光学工業株式会社 川越市大字大仙波新田１３９－１ 白鳥　喜久男 業務用機械器具製造業 川越 g11040067

1682 株式会社　ヤオコー 川越市脇田本町１－５ 川野　清巳 http://www.yaoko-net.com 飲食料品小売業 川越 g11040021

1683 株式会社　ヤマザキ電機 坂戸市大字小山１２３ 吉田　和夫 電気機械器具製造業 川越 g11040068

1684 医療法人社団大成会　武南病院 川口市東本郷２０２６ 長汐　美江子 http://www.bunan.jp 医療業 川口 g11010089 11010068

1685 株式会社　ジェイエム　戸田食品工場 戸田市美女木３－７－３ 堤　眞人 食料品製造業 川口 g11010023 11010248

1686 株式会社　協立機工 川口市弥平３-２-１０ 野沢　大祐 生産用機械器具製造業 川口 g11010076 11010272

1687 アイ・エス運輸株式会社 鳩ヶ谷市南２－２２－５ 川島　一成 運輸に付帯するサービス業 川口 g11010071

1688 株式会社　アイシン 戸田市上戸田１－１２－６ 細谷　昌行 設備工事業 川口 g11010072

1689 株式会社　アイティワン 戸田市笹目３－５－５ 大刕　誠 http://www.the-office.jp その他の小売業 川口 g11010119

1690 アイリング・サポート株式会社 川口市本町２－４－１８ 大橋　ひとみ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010001

1691 アサヒ金属工業株式会社 川口市朝日３－２－１４ 久保　一慶 http://asahi-metals.com 金属製品製造業 川口 g11010002

1692 有限会社　亜細亜鍛造所 川口市江戸袋１－３３－１０ 岡本　民子 鉄鋼業 川口 g11010073

1693 株式会社　アジェクト 戸田市美女木６－１７－６ 青木　浩二 その他の事業サービス業 川口 g11010003

1694 アスリート工業株式会社 鳩ヶ谷市南６－９－１６ 片岡　一之 金属製品製造業 川口 g11010138

1695 株式会社　アペレ 川口市安行領根岸１１５５－４ 柏田　実 http://www.apel.co.jp 業務用機械器具製造業 川口 g11010120

1696 株式会社　アムラックス 戸田市笹目５－２－２７ 村田　隆則 その他の卸売業 川口 g11010121

1697 株式会社　アルパス 川口市元郷１－４－２ 檜垣　勲 その他の製造業 川口 g11010090

1698 有限会社　アレックス 川口市栄町３－８－４　石井ビル４Ｆ 後藤　真次 洗濯・理容・美容・浴場業 川口 g11010139

1699 株式会社　池田製作所 川口市元郷３－１－２２ 田中　博 はん用機械器具製造業 川口 g11010140

1700 石川金属機工株式会社 川口市江戸袋２－２－１８ 石川　義明 http://www.isikin.com/ 非鉄金属製造業 川口 g11010054

1701 株式会社イトーヨーカ堂川口店 川口市並木元町１－７９ 大久保　和美 各種商品小売業 川口 g11010074

1702 有限会社　稲垣タイヤ販売 川口市赤井４－３０－１ 稲垣　敏雄 その他の卸売業 川口 g11010141

1703 株式会社　ＷＩＴＨ 川口市飯塚１－２－１６ 新井　実 http://www.mom.ed.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010005

1704 株式会社　A-スタイル 鳩ヶ谷市南１－１６－４ 遠藤　博 識別工事業（設備工事業を除く） 川口 g11010006

1705 エコアップ株式会社 川口市戸塚東１－７－２４ 掛川　進 機械器具小売業 川口 g11010007

1706 エコー・ロジテム株式会社 川口市柳崎２－１９－３８ 星野　健一 http://www.echo-logitem.com/ 運輸に付帯するサービス業 川口 g11010008

1707 株式会社　エスケーサービス 戸田市美女木５－１９－８ 椎名　省造 http://www.skservice.co.jp 道路貨物運送業 川口 g11010091

1708 エース工業株式会社 蕨市中央１－３５－３ 石川　京子 はん用機械器具製造業 川口 g11010092

1709 株式会社　Ｍ＆Ｆ総合事務所 戸田市中町２－２－１１ 守屋　正規 技術サービス業（他に分類されないもの） 川口 g11010142

1710 株式会社　エムイーティーライズ 鳩ヶ谷市大安里９８６－４ 長谷川　幸司 http://www.metrise.co.jp その他の事業サービス業 川口 g11010075

1711 大沢歯科医院 戸田市大字新曽９４２－３ 大澤　孝一 医療業 川口 g11010122

1712 株式会社　荻野精機製作所 蕨市北町３－７－１９ 荻野　正秀 http://www.ogino-ss.co.jp/ 生産用機械器具製造業 川口 g11010009

1713 株式会社　オルタライフ 戸田市笹目８－１５－１ 三谷　卓也 機械器具卸売業 川口 g11010102

1714 有限会社　和政 川口市戸塚５－１５－１３ 海野　和枝 機械器具小売業 川口 g11010123

1715 カットサロン　ウエーブ 川口市長蔵２－１－２０－１０３ 茂木　恵二 洗濯・理容・美容・浴場業 川口 g11010124

1716 金子商事株式会社 川口市大字安行５５９ 金子　利夫 飲食店 川口 g11010010



1717 医療法人社団　桐和会　川口さくら病院 川口市神戸２５８－１ 波多野　良二 http://www.towakai.com 医療業 川口 g11010012

1718 川口サトウ印刷有限会社 川口市東領家４－１９－１８ 佐藤　茂利 印刷・同関連業 川口 g11010125

1719 医療法人　健仁会　川口市芝地域包括支援センター 川口市芝中新田２－３１－８ 益子　博 http://www.masiko.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010013

1720 社会福祉法人　川口長生会 川口市大字新井宿８２４ 佐藤　泰三 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010093

1721 川口板金株式会社 川口市江戸袋２－６－１４ 久保木　秀樹 金属製品製造業 川口 g11010056

1722 株式会社　北村運輸　戸田配送センター 戸田市美女木４-２８-９ 北村　昭義 道路貨物運送業 川口 g11010016 11010259

1723 川西建設株式会社 川口市芝富士２－３－１１ 川西　賢治 総合工事業 川口 g11010015

1724 共同輸送株式会社 川口市安行吉蔵２４４－１ 齋藤　三夫 道路貨物運送業 川口 g11010057

1725 株式会社　共和歯車製作所 川口市江戸袋２－８－６ 萩原　伸宜 はん用機械器具製造業 川口 g11010094

1726 有限会社　ＣＯＯ＆ＲＩＫＵ 川口市安行原１３８１－１ 大久保　延子 その他の小売業 川口 g11010126

1727 株式会社　倉田電子 川口市江戸袋２－１－２９ 倉田　主悦 電気機械器具製造業 川口 g11010144

1728 有限会社　クリエイティブ・アライ 川口市栄町２－７－１８　シルバーグレース藤川１F 荒井　晋 繊維・衣服等卸売業 川口 g11010103

1729 株式会社　クロゼン 川口市本町３－６－２５ 黒田　準一 http://www.kurozen.co.jp/ 機械器具卸売業 川口 g11010017

1730 株式会社　ケイウン 戸田市笹目６－１２－２ 鈴木　正文 道路貨物運送業 川口 g11010104

1731 株式会社　合同会計 川口市青木２－２－７ 牧内　操 水道業 川口 g11010095

1732 株式会社　弘東電設 蕨市南町２－１９－２ 鈴木　和弘 設備工事業 川口 g11010105

1733 株式会社　小金井技研工業 川口市東川口３－５－１６ 小金井　一博 設備工事業 川口 g11010018

1734 株式会社　栄精機製作所 川口市青木１－２０－１６ 網谷　徹己 http://www.sakaeseiki.jp はん用機械器具製造業 川口 g11010128

1735 株式会社　榊原工業 川口市江戸袋１－１３－１０ 石川　良治 http://www.skk2006.jp/ 業務用機械器具製造業 川口 g11010020

1736 株式会社　佐々木鋳工所 川口市前川１－１６－２ 佐々木　正 http://www.sasacyuu.com 鉄鋼業 川口 g11010021

1737 産栄車輌工業株式会社 川口市東領家２－３４－２２ 牧田　英三 自動車整備業 川口 g11010058

1738 三協カーボン株式会社 戸田市笹目北町１０－１８ 大村　怜 http://www.sankyou-c.co.jp/ 窯業・土石製品製造業 川口 g11010059

1739 有限会社　サンキ紙工 戸田市新曽９５８ 林　輝雄 印刷・同関連業 川口 g11010106

1740 株式会社　三友電設 蕨市南町２－１９－２ 値賀　信彦 設備工事業 川口 g11010107

1741 三陽建設株式会社 戸田市下前２－３－２ 堤　宗徳 総合工事業 川口 g11010145

1742 シーエムシー・テクニコ株式会社　川口事業所 川口市芝４２３３ 佐藤　真奈美 機械器具卸売業 川口 g11010146

1743 株式会社　シスイー情報 川口市芝５－１２－１６ 重田　昌忠 情報サービス業 川口 g11010024

1744 シニアライフサポート株式会社 川口市青木２－５－２４ 伊藤　望 http://royalk.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010060

1745 有限会社　シャンテ 川口市柳崎４－２８－２６ 雨海　順子 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010061

1746 株式会社　菅土木 川口市西川口３－７－３３ 菅　勝三 総合工事業 川口 g11010148

1747 株式会社　セネコム 川口市中青木１－１－２５ 齋藤　和興 http://www.senecom.co.jp 機械器具卸売業 川口 g11010030

1748 株式会社　セベラル 川口市安行原１０７５－２ 日里　和広 飲食料品小売業 川口 g11010031

1749 ダイコウ技研　株式会社 戸田市上戸田１－２０－８ 高橋　澄栄 繊維工業 川口 g11010032

1750 有限会社　大浩商事 川口市安行原１３８１－１ 大坂　ゆか その他の小売業 川口 g11010129

1751 大東木材株式会社 川口市末広１－１５－３ 岡田　守弘 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 川口 g11010033

1752 株式会社　大日電設 川口市並木１－１４－１１ 仙名　隆夫 設備工事業 川口 g11010034

1753 高砂化工機株式会社 鳩ヶ谷市八幡木３－１４－８ 富岡　憲治 http://www.takasago-k.com はん用機械器具製造業 川口 g11010035

1754 株式会社　武内タイヤセンター 川口市安行領根岸２７２０－１ 武内　庄次 その他の小売業 川口 g11010062

1755 株式会社　武屋 戸田市氷川町２－１５－６ 武藤　克人 飲食料品卸売業 川口 g11010108

1756 株式会社　タナカ商店 川口市中青木１－２－１４ 田中　宏一 設備工事業 川口 g11010078

1757 特定非営利活動法人　たびだち 川口市柳崎４－２８－２６－１０１ 雨海　順子 http://care-net.biz/11/tabidachi/index.html 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010063

1758 株式会社　ダブルアームズ 川口市西青木１－９－２０ 櫻田　瑞樹 輸送用機械器具製造業 川口 g11010109

1759 ツカサ建設工業株式会社 戸田市上戸田１－１４－１０　２F 山田　賢司 http://www.tsukasakensetsu.jp 総合工事業 川口 g11010064

1760 テレネット株式会社 川口市戸塚２－９－３ 飯泉　敦弘 その他の小売業 川口 g11010065



1761 東京ウインナー株式会社 川口市安行領根岸２８８９ 片山　信太郎 http://www.tokyo-vienna.com 食料品製造業 川口 g11010079

1762 株式会社　東京保安サービス 川口市西川口１－２３－５　ロイヤルビル２階 田邊　光 http://tokyohoan.jp その他の事業サービス業 川口 g11010130

1763 東和トランスポート株式会社 川口市緑町５－３ 海藤　顕 道路貨物運送業 川口 g11010080

1764 医療法人財団健隆会　戸田中央総合健康管理センター 戸田市上戸田２－３２－２０ 中村　毅 http://www.tmg.or.jp/toda-kenshin/ 医療業 川口 g11010149

1765 戸田リサイクル事業協同組合 戸田市美女木９７８ 木嶋　亨 廃棄物処理業 川口 g11010038

1766 株式会社　トッキョ 戸田市美女木向田１１３７ 山口　晃司 http://www.kk-tokkyo.com 印刷・同関連業 川口 g11010082

1767 社会福祉法人三ツ和会　どんぐり保育園 鳩ヶ谷市三ツ和１－２１－２１ 吉田　博 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010039

1768 医療法人財団啓明会　中島病院 戸田市下戸田２－７－１０ 中島　穣 http://www.keimeikai.com/ 医療業 川口 g11010110

1769 有限会社　長崎紅屋 蕨市中央１－１１－５ 長崎　登貴夫 織物・衣服・身の回り品小売業 川口 g11010096

1770 株式会社　長山工業 川口市上青木２－２６－１６ 長山　英一郎 http://www.e-nagayama.co.jp はん用機械器具製造業 川口 g11010132

1771 株式会社　ナックプランニング 戸田市本町４－３－１ 藤本　祥 http://www.nackplanning.co.jp 技術サービス業（他に分類されないもの） 川口 g11010083

1772 南部興産株式会社 川口市芝４４８８ 貫井　裕介 http://e-nambu.com/ 物品賃貸業 川口 g11010066

1773 ニッケン建設株式会社 戸田市美女木１－１２－５ 溝上　西二 総合工事業 川口 g11010040

1774 日恒ビジネス・フォーム株式会社 川口市元郷４－１３－３ 佐伯　鋼兵 パルプ・紙・紙加工品製造業 川口 g11010084

1775 株式会社　NIPPO 戸田市川岸１－１－２０ 菅家　伊財男 総合工事業 川口 g11010111

1776 日本熱管工業株式会社 戸田市新曽南３－１－２０ 大谷津　勲 鉄鋼業 川口 g11010085

1777 ハーモニー 戸田市上戸田５－７－３　サンローゼ戸田３０１号 澤谷　直子 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010133

1778 原電子測器株式会社 戸田市美女木東２－２－９ 小林　洋治 http://www.eddio.co.jp/ 電気機械器具製造業 川口 g11010041

1779 社会福祉法人　ぱる 戸田市喜沢南２－５－２３ 福本　京子 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010086

1780 Ｖeeva　Japan株式会社 鳩ヶ谷市本町２－１０－２１ 岡村　崇 http://veevasystems.jp 情報サービス業 川口 g11010134

1781 株式会社　飛翔建設 鳩ヶ谷市三ツ和２－６－１ 坪谷　祐一 識別工事業（設備工事業を除く） 川口 g11010112

1782 株式会社　平田商店 川口市領家３－１６－３ 村田　成弘 http://www.hrts.co.jp 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 川口 g11010150

1783 ファンシーフーズ株式会社 戸田市氷川町２－１３－２ 近藤　勘 飲食料品卸売業 川口 g11010113

1784 福井自動車工業株式会社 川口市東領家１－１－９ 福井　一夫 自動車整備業 川口 g11010042

1785 戸田中央産院 戸田市上戸田２-２６-３ 佐野　養 医療業 川口 g11010081 11010250

1786 富士商興株式会社 戸田市笹目南町２３－１０ 高橋　正夫 http://www.fuji-shoko.co.jp/ その他の製造業 川口 g11010098

1787 富士測地株式会社 川口市前川町３－３６８ 及川　修 技術サービス業（他に分類されないもの） 川口 g11010088

1788 藤田製本株式会社 戸田市美女木５－２０－４ 藤田　裕二 印刷・同関連業 川口 g11010068

1789 株式会社　富司見印刷 川口市東領家２－３３－８ 佐藤　政彦 印刷・同関連業 川口 g11010043

1790 扶桑精機株式会社 川口市宮町１－１ 今村　徹 はん用機械器具製造業 川口 g11010151

1791 扶桑鉄工株式会社 川口市宮町１－１ 今村　徹 はん用機械器具製造業 川口 g11010152

1792 ブレーン・アシスト株式会社 川口市栄町３－３－１３　汐風ビル３Ｆ 徳澄　範光 http://www.brainassist.com 情報サービス業 川口 g11010135

1793 豊栄製本株式会社 戸田市美女木５－１３－５ 輿石　恵子 印刷・同関連業 川口 g11010115

1794 堀田工業株式会社 川口市江戸袋２－５－１０ 堀田　年 http://www.hotta-kogyo.co.jp 設備工事業 川口 g11010069

1795 株式会社　松永商会 戸田市新曽２５０７ 松永　吉郎 http://www.matsunaga.jp 食料品製造業 川口 g11010099

1796 株式会社　丸輝ライン 鳩ヶ谷市南２－１８－６ 丸重　恒二 道路貨物運送業 川口 g11010044

1797 丸孝天然木化粧合板株式会社 川口市領家４－５－６ 関口　隆夫 木材・木製品製造業（家具を除く） 川口 g11010045

1798 株式会社　マシメディカルサービス　グループホーム　ラポール北原台 川口市北原台１－６－１ 益子　和子 http://www.masiko.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010047

1799 株式会社　マシメディカルサービス　デイサービスセンター　いろは苑 川口市芝中田２－３２－１５ 益子　和子 http://www.masiko.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010048

1800 松山苑庭芸事務所 川口市安行原２４２３ 山田　隆三郎 農業 川口 g11010049

1801 丸善超硬株式会社 戸田市氷川町３－１１－１ 増田　得翁 http://www.maru-z.co.jp 機械器具卸売業 川口 g11010050

1802 医療法人健仁会　介護老人保健施設　ミレニアム　マッシーランド 川口市新井宿８０２－５ 益子　博 http://www.masiko.or.jp/ 医療業 川口 g11010051

1803 医療生協さいたま生活協同組合　介護老人保健施設みぬま 川口市木曽呂１３４７ 神谷　稔 http://rouken-minuma.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010136

1804 株式会社　明食 川口市栄町１－８－２１ 武内　和明 食料品製造業 川口 g11010100



1805 有限会社　八幡倉庫 鳩ヶ谷市八幡木１－２１－１ 吉田　銀三 倉庫業 川口 g11010052

1806 柔鋳造株式会社 川口市西川口６－１６－７ 芝崎　拓雄 鉄鋼業 川口 g11010137

1807 株式会社　ユウキ 戸田市美女木１－１３－７ 中村　和幸 道路貨物運送業 川口 g11010116

1808 有限会社　ユウシン 戸田市新曽南４－１－４３ 小河　俊仁 http://www.yusing.co.jp 総合工事業 川口 g11010117

1809 有限会社　ユートピア企画 川口市赤井１－１０－７ 高野　恵美子 その他の小売業 川口 g11010153

1810 吉村工業株式会社 川口市朝日１－３－２１ 吉村　英彦 鉄鋼業 川口 g11010118

1811 有限会社　ラ　コワ 川口市栄町３－１１－１０ 若月　美香子 http://www.lakowa.jp 洗濯・理容・美容・浴場業 川口 g11010101

1812 レーザージョブ株式会社 戸田市美女木１２２４－４ 斎藤　裕一 http://www.laserjob.co.jp 窯業・土石製品製造業 川口 g11010154

1813 特定非営利活動法人　ワーカーズコープアスポート川口 川口市中青木２－１９－６ 飯沼　宏亘 政治・経済・文化団体 川口 g11010155

1814 鷲頭歯科医院 川口市中青木２－１８－５ 鷲頭　正大 医療業 川口 g11010156

1815 株式会社　渡辺 川口市芝中田１－２３－２１ 渡辺　正義 http://www.i-watanabe.co.jp その他の卸売業 川口 g11010053

1816 川口工業総合病院 川口市青木１-１８-１５ 星野　明穂 医療業 川口 g11010011 11010071

1817 有限会社　三技研 川口市弥平３-２-１０ 野沢　大祐 生産用機械器具製造業 川口 g11010077 11010274

1818 株式会社　青戸製作所 三郷市新和４－４７７ 小澤　唯男 金属製品製造業 草加 g11100003

1819 株式会社　オーゼキ 三郷市新和３－１０５ 大関　隆司 http://www.ozeki-tech.com 金属製品製造業 草加 g11100006

1820 株式会社　純誠会 三郷市彦野１－３２ 尾野　彰 http://www.junseikai.com 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100008

1821 株式会社　泰誠 八潮市２－９８６－１ 鎌田　和浩 石油製品・石炭製品製造業 草加 g11100007

1822 株式会社　フジキン 八潮市大字２－１０１０－１ 荒金　初夫 http://www.fujik.com 窯業・土石製品製造業 草加 g11100004

1823 松井産業株式会社 三郷市彦成１－１ 松井　宏之 http://www.matsui-sangyou.co.jp 総合工事業 草加 g11100001

1824 八潮精機株式会社 八潮市大字２－３７８－１ 小倉　茂己 分類不能の産業 草加 g11100005

1825 株式会社　ラプロパック 八潮市浮塚９５７－１ 羅山　昌恩 http://www.rapro.co.jp 化学工業 草加 g11100002

1826 ブリヂストンサイクル株式会社 上尾市中妻３-１-１ 田之頭　泰彦 http://www.bscycle.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 大宮 g11030060 11030002

1827 有限会社　アイテック さいたま市西区大字二ツ宮４５１－２ 中島　輝久 http://itec-777.com/ その他の小売業 大宮 g11030001

1828 秋山建材工業株式会社 北足立郡伊奈町小室５０６０ 秋山　賢一 http://www.akiyamakenzai.com 識別工事業（設備工事業を除く） 大宮 g11030045

1829 株式会社　朝日ネットコーポレーション さいたま市大宮区上小町１９９　中村ビル２F 中村　健一 http://www.asahi-saitama.com その他の小売業 大宮 g11030040

1830 有限会社　味衛門 上尾市大字原市３２０６－３ 名取　浩 飲食料品小売業 大宮 g11030056

1831 株式会社　アップル さいたま市大宮区大成町２－２７３－１ アップルASビル 高橋　誠一 www.apple-apaman.co.jp/ 不動産取引業 大宮 g11030002

1832 株式会社　阿保パッキング製作所 上尾市大字小敷谷１０２０ 渡邊　勇雄 http://www.abopacking.co.jp 金属製品製造業 大宮 g11030057

1833 株式会社　石川インキ さいたま市岩槻区上野６－１－１１ 石川　裕司 http://www.ishikawaink.co.jp/top.htm 各種商品小売業 大宮 g11030003

1834 株式会社　ウイズネット さいたま市大宮区三橋２－７９５ 宮澤　裕一 http://www.wis-net.co.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030004

1835 株式会社　ウｴルディングアロイズ・ジャパン さいたま市岩槻区上野４－６－３３ 青田　利一 http://www.waj.co.jp 金属製品製造業 大宮 g11030005

1836 株式会社　内海工務店 さいたま市大宮区上小町６１５－３ 内海　洋有 総合工事業 大宮 g11030006

1837 社会福祉法人　永寿荘 さいたま市西区高木６０２ 永嶋　美喜雄 http://www.oginomori.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030007

1838 株式会社　エーライフ さいたま市大宮区吉敷町１－１０３　大鷹ビル３０２ 宮奥　康弘 http://www.alife.co.jp 映像・音声・文字情報制作業 大宮 g11030046

1839 株式会社　エム・ケイ・エス さいたま市岩槻区岩槻６８３７ 松本　克彦 http://MKS-COM.jp 技術サービス業（他に分類されないもの） 大宮 g11030008

1840 株式会社　カントウパル さいたま市大宮区桜木町４－４５５ 松本　公光 総合工事業 大宮 g11030009

1841 株式会社　関東日立 さいたま市北区宮原町４－５８－８ 永井　雅律 機械器具卸売業 大宮 g11030047

1842 株式会社　クイックホーム さいたま市北区別所町６４－１５ 三浦　修 総合工事業 大宮 g11030010

1843 株式会社　グリーンキャピタル さいたま市見沼区春岡２－８－２ 吉木　実千雄 http://www.capital3.com/ その他の事業サービス業 大宮 g11030011

1844 株式会社　ケアプランニング さいたま市北区日進町２－４９５ 富井　武敏 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030012

1845 株式会社　コスモ通商 さいたま市岩槻区古ヶ場２－９－１３ 瀬戸　政一 http://www.cosmo-inet.com 機械器具卸売業 大宮 g11030013

1846 埼玉化学薬品株式会社 上尾市小泉７２２－１ 皆川　邦夫 http://www.saitama-chemical.jp その他の卸売業 大宮 g11030048

1847 桜田電設株式会社 さいたま市西区内野本郷６１７－７０ 谷口　栄正 設備工事業 大宮 g11030049

1848 株式会社　ジアス さいたま市見沼区春岡２－２６－１ 谷屋　秀吉 www.jias.co.jp/ 繊維工業 大宮 g11030014



1849 株式会社　秀文社　進学塾サイシン・サイシンエクセル さいたま市見沼区東大宮５－３２－１０ 小泉　喜昭 http://www.saisinschool.com/ その他の製造業 大宮 g11030015

1850 医療法人　新光会 さいたま市大宮区宮町２－２８ あじせんビル５階 新保　光一郎 http://www.sinkokai.or.jp/ 医療業 大宮 g11030016

1851 株式会社　住まいる館 さいたま市北区大成町４－７４ 加藤　政男 http://www.housedo.com 不動産取引業 大宮 g11030017

1852 大栄建材株式会社 さいたま市西区高木８５－１A-８２ 中川　純 その他の製造業 大宮 g11030050

1853 医療法人星和会　大和たまごクリニック さいたま市岩槻区岩槻５２０２ 星本　幸男 http://www.daiwa-tamago.com/ 医療業 大宮 g11030058

1854 高田製薬株式会社 さいたま市西区宮前町２０３－１ 高田　浩樹 http://www.takata-seiyaku.co.jp 化学工業 大宮 g11030042

1855 中央化学株式会社 鴻巣市宮地３－５－１ 斉藤　操 http://www.chuo-kagaku.co.jp プラスチック製品製造業（別掲を除く） 大宮 g11030059

1856 株式会社　デサン さいたま市北区大成町４－１４０ 藤池　誠治 http://www.dessin.co.jp その他の製造業 大宮 g11030018

1857 株式会社　データ総研 さいたま市北区土呂町２－１２－１９ 望月　求 http://www.data-souken.co.jp/ その他の小売業 大宮 g11030061

1858 株式会社　東京チタニウム さいたま市岩槻区古ヶ場２－３－１０ 小澤　日出行 http://www.tokyo-titanium.co.jp はん用機械器具製造業 大宮 g11030019

1859 学校法人　永嶋学院 上尾市上野１０５３－１ 永嶋　美喜雄 学校教育 大宮 g11030020

1860 株式会社　ニイガタ精密 さいたま市岩槻区裏慈恩寺８５４－５ 本田　敦弘 http://www.nsmold.co.jp/ 金属製品製造業 大宮 g11030051

1861 日本製罐株式会社 さいたま市北区吉野町２－２７５ 伊藤　正美 http://www.nihonseikan.co.jp 金属製品製造業 大宮 g11030043

1862 ネッツトヨタ埼玉株式会社 さいたま市大宮区大成町３－５２７ 勝又　康夫 http://www.netz-saitama.com 機械器具小売業 大宮 g11030044

1863 株式会社　ネプシス　リハ倶楽部さくら さいたま市西区宮前町１９２－１ 関　義男 http://www.rihaclub.com 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030021

1864 有限会社　蓜島自動車工業所 さいたま市西区佐知川１１６１－１ 蓜島　克己 http://drivers-pit.com 自動車整備業 大宮 g11030022

1865 社会福祉法人緑風会　花ノ木の郷 桶川市加納１８２４－１ 佐藤　長徳 http://www.hananokinosato.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030052

1866 社会福祉法人　春の木会 さいたま市岩槻区裏慈恩寺５１－１ 鈴木　實 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030023

1867 株式会社　ヒガシ 鴻巣市東１－４－８ 朝見　政信 http://www.higashi-co.com 生産用機械器具製造業 大宮 g11030053

1868 PHIL・コンサル株式会社 さいたま市見沼区大和田町１－９３９ 小林　二三枝 http://www.lp-ing.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030024

1869 有限会社　ヒロックス さいたま市北区別所町１３１－１ 須賀　宏 不動産取引業 大宮 g11030025

1870 株式会社　フコク さいたま市西区宝来南１４３ 佐藤　良太郎 http://www.259.jp 識別工事業（設備工事業を除く） 大宮 g11030026

1871 藤工業株式会社 さいたま市岩槻区古ヶ場２－７－１ 藤田　専一 http://www.fuji-kougyou.jp/ 金属製品製造業 大宮 g11030027

1872 株式会社　ＦＲＥＥＢＡＳＥ さいたま市見沼区深作３－３４－９ 中村　博幸 http://freebase.cc 広告業 大宮 g11030028

1873 宝国寺幼稚園 さいたま市岩槻区大字鹿室２８６－１ 大久保　俊雄 学校教育 大宮 g11030029

1874 株式会社　松永建設 さいたま市岩槻区城南５－６－６ 松永　大祐 http://www.matsunaga.gr.jp/ 総合工事業 大宮 g11030030

1875 株式会社　マスト さいたま市見沼区東大宮５－４４－１ TAKビル５F 寺西　智久 http://www.kabu-must.com その他の生活関連サービス業 大宮 g11030031

1876 マチダデンタルオフィス 上尾市西宮下４－３５４－１ 町田　健 http://www.machida-dent.com 医療業 大宮 g11030032

1877 株式会社　マルス 上尾市南１１３ 須田　悦正 飲食料品小売業 大宮 g11030033

1878 株式会社　マルミヤ さいたま市北区別所町６４－１５ 三浦　修 http://www.safetygroup.co.jp/marumiya/index.html 総合工事業 大宮 g11030034

1879 株式会社　躍進 さいたま市見沼区中川１０６－１ 笠井　輝夫 http://www.yakushin.jp 識別工事業（設備工事業を除く） 大宮 g11030035

1880 UDトラックス株式会社 上尾市大字１－１ 竹内　覚 http://www.udtrucks.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 大宮 g11030041

1881 ラディカンス株式会社 さいたま市大宮区宮町２－４３－１　ラディカンスビル 大木　雅志 http://www.radicans.jp インターネット付随サービス業 大宮 g11030036

1882 株式会社　ラポール　有料老人ホーム　らぽーる上尾 上尾市地頭方４２２ 大久保　光子 http://www.rapport-ageo.co.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030037

1883 リミックス・オンライン株式会社 さいたま市見沼区東大宮５－６－１　第２Sビル１F 山岸　弘昌 http://www.nekonote-remix.jp/ 総合工事業 大宮 g11030054

1884 有限会社　リンクシステム さいたま市見沼区大和田町２－１２６０ トヤマビル１F 児玉　光晴 その他の小売業 大宮 g11030038

1885 和光エンジニアリング株式会社 さいたま市岩槻区加倉５－１０－３６ 飯渕　昭二 http://www.stc-wakoeng.sakura.ne.jp/ 設備工事業 大宮 g11030039

1886 株式会社　ワールドインテック さいたま市大宮区仲町３－１３－１　住友生命大宮第２ビル６F 伊井田　栄吉 http://www.witc.co.jp/ 職業紹介・労働者派遣業 大宮 g11030055

1887 株式会社　アラコウ 秩父市寺尾７２６ 新井　公雄 総合工事業 秩父 g11070002

1888 アルバック成膜株式会社 秩父市寺尾２８０４ 橋本　力 http://www.ulcoat.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070023

1889 株式会社　岩田組 秩父郡小鹿野町両神薄２３０６ 岩田　勇二 総合工事業 秩父 g11070003

1890 株式会社　ウッディーコイケ 秩父市下影森１８１ 小池　文喜 http://www.woody-koike.co.jp 木材・木製品製造業（家具を除く） 秩父 g11070004

1891 社会福祉法人　小鹿野福祉会 秩父郡小鹿野町下小鹿野２５５１ 武井　利夫 http://www.oganoen.sakura.ne.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 秩父 g11070005

1892 株式会社　グラファイトデザイン 秩父市大田２４７４－１ 山田　惠 http://www.gd-inc.co.jp その他の製造業 秩父 g11070007



1893 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３ 堤　繁 http://www.saitamafuji.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070001

1894 サン電子工業株式会社 秩父市下吉田７７９６－１ 朝香　純男 http://www.sundenshi.co.jp 電気機械器具製造業 秩父 g11070008

1895 ジュウゼン製造株式会社 秩父郡皆野町大字大渕９７－１ 宮前　英雄 http://www.juzen-mfg.co.jp 金属製品製造業 秩父 g11070021

1896 株式会社　昭通 秩父郡横瀬町横瀬４１４６ 浅見　宗利 http://www.shotsu.net/ 機械器具小売業 秩父 g11070009

1897 株式会社　タイセー 秩父市下吉田６９７２ 笠原　正昭 http://www.mkt-taisei.co.jp/ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070013

1898 株式会社　瀧石コーポレーション 秩父市荒川上田野７７２ 吉田　進 http://www.takiisi.co.jp 道路貨物運送業 秩父 g11070010

1899 株式会社　タナカ技研 秩父郡小鹿野町下小鹿野１６５８ 田中　俊次 http://www.tanakagiken.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070011

1900 秩父電子株式会社　 秩父市山田２１７８ 強谷　隆彦 http://www.cec-kk.co.jp/ 電気機械器具製造業 秩父 g11070014

1901 東京塗装株式会社 秩父市大野原１４０７－１ 濱中　聖城 識別工事業（設備工事業を除く） 秩父 g11070015

1902 株式会社　中川機器製作所 秩父市みどりが丘８１ 中川　文之 http://www.nakagawa-kiki.co.jp 輸送用機械器具製造業 秩父 g11070016

1903 南洲工業株式会社 秩父郡長瀞町大字岩田９３８－３ 高橋　保雄 http://www.nanshuu.jp その他の製造業 秩父 g11070025

1904 ニッケイインスツルメンツ株式会社 秩父郡小鹿野町小鹿野１３５９－１ 青柳　衆一 http://www.nikkei-instruments.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070017

1905 株式会社　ノオミ 秩父市中町４－１１ 能見　敏明 http://www.nohmi-bf.com その他の小売業 秩父 g11070018

1906 武甲酒造株式会社 秩父市宮側町２１－２７ 長谷川　浩一 飲料・たばこ・飼料製造業 秩父 g11070019

1907 株式会社　丸山工務店 秩父市熊木町４２－２９ 廣瀬　正美 http://www.my-works.co.jp/ 総合工事業 秩父 g11070024

1908 株式会社　矢尾百貨店 秩父市上町１－５－９ 矢尾　琢也 http://www.yao.co.jp/depart/ 各種商品小売業 秩父 g11070026

1909 株式会社　リテラ 秩父郡小鹿野町両神薄２７０３ 福島　広昭 http://www.reterra.co.jp 非鉄金属製造業 秩父 g11070020

1910 株式会社　アイ企画 新座市野火止５－２－１３　水野ビル３階 岩元　文一 http://www.nayamix.net その他の小売業 朝霞 g11110001

1911 株式会社　アイム　健康倶楽部新座 新座市中野１－５－５ 清水　久義 http://care-net.biz/11/kenkou-club/ 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110002

1912 医療法人　浅野病院 志木市本町６－２４－２１ 浅野　寛治 医療業 朝霞 g11110005

1913 有限会社　旭産業 和光市中央１-７-１９ 小野寺　俊朗 その他の事業サービス業 朝霞 g11110028

1914 有限会社　イーシービージャパン 新座市畑中１－７－１７ 赤坂　義和 http://www.ecb-japan.co.jp 自動車整備業 朝霞 g11110006

1915 イチコー工業株式会社 朝霞市溝沼２－１０－２５ 木村　剛士 http://www.ichiko-k.co.jp 設備工事業 朝霞 g11110029

1916 株式会社　ウイズコーポレーション 和光市諏訪１－１４ 森平　雅彦 http://www.cockpit-wako.com その他の小売業 朝霞 g11110037

1917 株式会社　ウスダ 朝霞市岡１－１１－１９ 臼田　松寿 http://www.k5.dion.ne.jp/~kk.usuda/ 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 朝霞 g11110045

1918 特定非営利活動法人エイドセンター　キッズエイド和光保育園 和光市本町３１－６ 田口　深雪 http://www.npo-aid.com/kids/wako/ 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110007

1919 江夏歯科医院 朝霞市宮戸２－１０－４５ 江夏　裕峰 医療業 朝霞 g11110030

1920 大木伸銅工業株式会社 新座市野火止８－１９－１ 大木　宗治 http://www.ohkishindo.co.jp 非鉄金属製造業 朝霞 g11110008

1921 株式会社　カツマタ 朝霞市大字宮戸１６７８－５ 林　裕行 http://www.katsumata-m.co.jp/ パルプ・紙・紙加工品製造業 朝霞 g11110038

1922 関東ネツ産業株式会社　埼玉支店 新座市大和田１－２４－１９ 天田　朝憲 窯業・土石製品製造業 朝霞 g11110046

1923 株式会社　クリーンライフサービス 新座市菅沢１－１１－２４ 菅原　偉士　 http://www.cleanlifeservice.jp/ その他の生活関連サービス業 朝霞 g11110047

1924 幸豊印刷株式会社 和光市白子３－３８－４０ 吉田　豊 印刷・同関連業 朝霞 g11110010

1925 国際科学工業株式会社 新座市野火止５－４－２４ 濱野　裕子 http://kokusaikagaku.com/ 化学工業 朝霞 g11110011

1926 株式会社　コールド運輸 朝霞市西原１－３－２３－５０３ 高橋　眞一 http://www.cold-unyu.co.jp 道路貨物運送業 朝霞 g11110012

1927 三栄産業株式会社 新座市北野２－１７－１２ 寺内　明 分類不能の産業 朝霞 g11110048

1928 株式会社三重　リファインひばりが丘 新座市栗原５－１３－１３ 石橋　重雄 http://www.sanjuu.co.jp 総合工事業 朝霞 g11110031

1929 サンセイ医療器材株式会社 新座市堀ノ内３－１０－１０ 見島　達也 http://www.sansei-m.com 業務用機械器具製造業 朝霞 g11110014

1930 株式会社　サンヨウ 志木市上宗岡５－８－２９ 藤崎　直人 http://www.sunyow.com 電気機械器具製造業 朝霞 g11110015

1931 株式会社　サンライズ　埼玉支店 志木市中宗岡３－２６－３５ 榎本　隆広 http://www.sncl.co.jp 飲食料品卸売業 朝霞 g11110049

1932 株式会社　シー・エス・エンジニアリング 新座市大和田４－４－３１ 島村　潔 http://www.kkcse.co.jp 機械等修理業（別掲を除く） 朝霞 g11110016

1933 社会福祉法人　志木市社会福祉協議会 志木市上宗岡１－５－１ 須貝　伸一 http://www.shiki-syakyo.or.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110018

1934 有限会社　志木リサイクル 志木市中宗岡５－１４－２７ 近藤　豊 廃棄物処理業 朝霞 g11110057

1935 株式会社　昌栄洋紙店 新座市野火止７－１３－５ 清水　庸夫 その他の卸売業 朝霞 g11110050

1936 株式会社　スロータイム 朝霞市宮戸４－１３－７０ 代市　直美 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110040



1937 関口工業株式会社 志木市中宗岡１－３－３４ 星野　博之 http://www.sekiguchi-nt.co.jp/ 総合工事業 朝霞 g11110032

1938 大東電気株式会社 新座市畑中１－２２－２８ 大久保　平 http://www.daitodenki.com プラスチック製品製造業（別掲を除く） 朝霞 g11110051

1939 大豊商事株式会社 和光市南１－２９－７－１１４ 藤谷　健太郎 道路貨物運送業 朝霞 g11110019

1940 高野建設株式会社 志木市本町６－２３－１ 高野　邦夫 http://www.takanokensetsu.com/ 総合工事業 朝霞 g11110033

1941 株式会社　タテノ 朝霞市下内間木５２－１ 立野　六男 http://ttn-tateno.co.jp/ 金属製品製造業 朝霞 g11110058

1942 田中建設株式会社 和光市白子３－２４－７３ 田中　将人 http://www.tanaka-kensetsu.co.jp 総合工事業 朝霞 g11110041

1943 東京鋲螺工機株式会社 新座市野火止７－１３－３ 高味　寿光 http://www.tbyk.co.jp 生産用機械器具製造業 朝霞 g11110021

1944 東上ガス株式会社 志木市本町３－１－６１ 清水　宏之介 http://www.tojogas.co.jp/ ガス業 朝霞 g11110059

1945 医療法人壽鶴会　東武中央病院 和光市本町２８－１ 菅野　隆 医療業 朝霞 g11110022

1946 有限会社　中里建設 新座市道場２－７－１３ 中里 且也 http://www.nakazatokensetu.co.jp 総合工事業 朝霞 g11110042

1947 有限会社　中村産業 新座市馬場４－１２－３ 中村　雅英 総合工事業 朝霞 g11110060

1948 学校法人　なかもり学園　志木なかもり幼稚園 志木市幸町１－１９－５２ 中森　幹雄 http://www.nakamorikids.com/ 学校教育 朝霞 g11110052

1949 株式会社　ニイザ精密 新座市堀ノ内３－１４－６１ 高野　治雄 電気機械器具製造業 朝霞 g11110061

1950 医療法人社団青葉会　新座病院 新座市堀ノ内３－１４－３０ 中村　毅 http://www.tmg.or.jp/niiza/ 医療業 朝霞 g11110024

1951 日本伸管株式会社 新座市中野１－１０－２２ 細沼　直泰 http://www.nihonshinkan.co.jp/ 非鉄金属製造業 朝霞 g11110043

1952 医療法人　野火止クリニック 新座市野火止８－１－２２ 増渕　和男 医療業 朝霞 g11110062

1953 株式会社　パイオニアコミュニティー 朝霞市朝志ヶ丘２－１２－１３ 関田　真理子 その他の事業サービス業 朝霞 g11110025

1954 株式会社　白洋社東京北支店 朝霞市野火止７－１３－１４ 原田　俊 http://www.hakuyosha.co.jp 洗濯・理容・美容・浴場業 朝霞 g11110035

1955 株式会社　フィアロコーポレーション 新座市野火止８－２－３ 岩﨑　晃彦 http://www.phiaro.co.jp 輸送用機械器具製造業 朝霞 g11110063

1956 株式会社　フクシン 朝霞市泉水３－８－６ 福岡　道徳 http://www.fweb.co.jp その他の事業サービス業 朝霞 g11110036

1957 株式会社　ホソダファーネス 和光市白子３－２９－３１ 細田　憲蔵 はん用機械器具製造業 朝霞 g11110064

1958 株式会社　堀内発條製作所 新座市馬場３－８－２ 山崎　一吉 http://www.horiuchi-spring.co.jp その他の製造業 朝霞 g11110053

1959 社会福祉法人まきば福祉会　まきば保育園 新座市堀ノ内１－２－３０ 榎本　弘匡 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110027

1960 丸越食品工業株式会社 新座市堀ノ内３－７－３７ 村越　弘和 http://www.marukoshi-s.jp 食料品製造業 朝霞 g11110054

1961 株式会社　みやかわ 志木市本町１－１１－３２ 宮川　清一 http://www.miyakawanet.com その他の小売業 朝霞 g11110065

1962 宮澤フルート製造株式会社 朝霞市浜崎４－６－９７ 関根　榮子 　　 宮澤　一成 その他の製造業 朝霞 g11110055

1963 株式会社　ロムテック 新座市中野２－２－２２ 松本　壮志 http://www.romtec.co.jp 情報サービス業 朝霞 g11110044

1964 社会福祉法人　和光福祉会 和光市新倉８－２３－１ 小玉　隆一 http://www.fukusi.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 朝霞 g11110056

1965 昭島化学工業株式会社　東松山工場 東松山市新郷８８－６ 水谷　まつ枝 化学工業 東松山 g11041017

1966 株式会社　秋葉製作所 比企郡嵐山町花見台７－８ 秋葉　正幸 http://www.akiba-ss.jp はん用機械器具製造業 東松山 g11041005

1967 いし本食品工業株式会社　埼玉工場 比企郡小川町大字笠原１８０－１ 福山　康信 食料品製造業 東松山 g11041029

1968 株式会社　伊勢惣　埼玉工場 比企郡滑川町都２５－１７ 足立　順三 http://www.isesou.co.jp/ 食料品製造業 東松山 g11041011

1969 株式会社　大内製作所 東松山市新郷８８－４０ 大内　次郎 http://www.ouchim.co.jp 情報通信機械器具製造業 東松山 g11041030

1970 株式会社　大島工業 比企郡小川町青山２２３ 大嶋　聖樹 はん用機械器具製造業 東松山 g11041006

1971 川島町商工会 比企郡川島町大字平沼１１７５ 鈴木　泰左右 http://www.kawajima.or.jp 機械等修理業（別掲を除く） 東松山 g11041022

1972 株式会社　環境サービス 比企郡小川町大字小川８８５－３ 原　浩一 http://www.alep.co.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041031

1973 株式会社　関東カーボンエンジニアリング 東松山市大谷４１２２－１ 菊池　保 非鉄金属製造業 東松山 g11041032

1974 社会福祉法人　敬寿会 東松山市大谷４１０６　年輪福祉ホーム 中島　丞司 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041033

1975 株式会社　京葉 比企郡嵐山町花見台７－７ 高橋　朋秀 http://ns.kk-keiyo.co.jp/ はん用機械器具製造業 東松山 g11041007

1976 株式会社　ゴーキン 比企郡川島町八幡６－６ 三吉　弘通 http://www.gokin.org 非鉄金属製造業 東松山 g11041018

1977 小久保工業株式会社 比企郡小川町大字腰越１８２ 小久保　繁 木材・木製品製造業（家具を除く） 東松山 g11041034

1978 彩香らんど「田舎の家」 比企郡小川町大字下里７０６－１ 中込　尚夫 http://www.care-net.biz/11/saikouland/ 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041035

1979 医療法人昭友会　埼玉森林病院 比企郡滑川町大字和泉７０４ 磯野　浩 http://www.kokoro.or.jp 医療業 東松山 g11041036

1980 三洋印刷株式会社 比企郡川島町戸守４０７－１ 萩生　正 化学工業 東松山 g11041037



1981 株式会社　社会福祉総合研究所 比企郡川島町大字伊草９７－５ 北原　弘美 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041008

1982 昭和機器工業株式会社 比企郡嵐山町平澤１７５ 鶴田　俊男 輸送用機械器具製造業 東松山 g11041009

1983 昭和地所株式会社 比企郡嵐山町むさし台１－２６ 舩戸　きみ子 不動産取引業 東松山 g11041038

1984 ダイワインターテック株式会社 比企郡ときがわ町西平９７５ 野原　民夫 繊維工業 東松山 g11041001

1985 ＴＩアサヒ株式会社 比企郡小川町角山３９５ 小島　洋一 業務用機械器具製造業 東松山 g11041039

1986 東京ガスケット工業株式会社 比企郡川島町八幡６－１２ 佐藤　久美子 http://www.tgk-j.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 東松山 g11041023

1987 株式会社　東京動物霊園　東松山ペットメモリアルパーク 東松山市大字松山字榎戸１０９０－１ 森田　千春 http://www.hp-memorial.jp/ 専門サービス業（他に分類されないもの） 東松山 g11041013

1988 株式会社　トータルパック 比企郡吉見町下細谷４０５ 茂手木　隆雄 http://www.tpack.co.jp パルプ・紙・紙加工品製造業 東松山 g11041010

1989 株式会社　長沢製作所 比企郡嵐山町花見台１１－３ 長沢　昌幸 http://www.nagasawa-mfg.co.jp はん用機械器具製造業 東松山 g11041014

1990 滑川町商工会 比企郡滑川町大字羽尾４９７２－１１ 松本　明 http://www.shokokai.or.jp/11/namegawa/ 機械等修理業（別掲を除く） 東松山 g11041024

1991 日信化成株式会社 比企郡嵐山町花見台７－２ 渡部　純一 http://www.nissinkasei-el.co.jp パルプ・紙・紙加工品製造業 東松山 g11041015

1992 有限会社　野口木工所 比企郡ときがわ町西平１２０８－１ 野口　敦也 家具・装備品製造業 東松山 g11041040

1993 鳩山町商工会 比企郡鳩山町大字赤沼２６０１ 福岡　次郎 http://www.syokoukai.or.jp/hatoyama/ 機械等修理業（別掲を除く） 東松山 g11041025

1994 株式会社　花彩 比企郡吉見町大字江綱１３６５－１ 磯谷　宏行 食料品製造業 東松山 g11041041

1995 株式会社　浜屋 東松山市下唐子１５９４ 小林　茂 http://www.hamaya-corp.co.jp 各種商品小売業 東松山 g11041019

1996 株式会社　バンテックイースト 比企郡滑川町大字都２５－３１ 石垣　洋一 道路貨物運送業 東松山 g11041042

1997 医療法人啓仁会　平成の森・川島病院 比企郡川島町大字畑中４７８－１ 角岡　東光 http://www.wam-town.jp/kawashima/ 医療業 東松山 g11041043

1998 北資化成工業株式会社 比企郡小川町大字下横田字久通４４６ 瀧澤　歳昭 http://www.hokushi.co.jp 輸送用機械器具製造業 東松山 g11041003

1999 株式会社　ポテトフーズ 東松山市東平１９８５ 鹿島　憲夫 食料品製造業 東松山 g11041044

2000 マサル機工株式会社 東松山市大字新郷８８－４ 岩崎　栄一 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 東松山 g11041004

2001 株式会社　マルイ 比企郡滑川町都５２－４ 井口　富夫 織物・衣服・身の回り品小売業 東松山 g11041021

2002 三井精機工業株式会社 比企郡川島町八幡６－１３ 岩倉　幸一 http://www.mitsuiseiki.co.jp 生産用機械器具製造業 東松山 g11041016

2003 株式会社　ミララ 比企郡小川町大字下横田８６７－２ 宮寺　俊一 自動車整備業 東松山 g11041045

2004 武蔵嵐山病院 比企郡嵐山町大字太郎丸１３５ 松村　治 http://www.ranzan-hp.or.jp 医療業 東松山 g11041046

2005 株式会社　薬物安全性試験センター 東松山市大字新郷８８－７５ 高橋　寛人 http://www.dstc.jp/ 学術・開発研究機関 東松山 g11041047

2006 ユニシアジェーケーシーステアリングシステム株式会社 比企郡滑川町都２５－１０ 板谷　信明 http://unisiajkc.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 東松山 g11041048

2007 株式会社　ユニ・スター 比企郡嵐山町川島２４１５ 伊藤　博 食料品製造業 東松山 g11041026

2008 旭ダイヤモンド産業株式会社 飯能市前ヶ貫１８１－２ 山岸　敬司 設備工事業 飯能 g11061013

2009 株式会社　吾野原木センター 飯能市大字平戸２０３ 鴨下　孝一 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 飯能 g11061009

2010 有限会社　天ヶ瀬工業 飯能市大字赤沢７２７－１ 天ヶ瀬　和弘 http://www.amagase-kk.co.jp 金属製品製造業 飯能 g11061001

2011 医療法人輔正会　岡村記念クリニック 日高市栗坪２３０－１ 岡村　維摩 http://www.okamura-clinic.jp/ 医療業 飯能 g11061002

2012 社会福祉法人晃和会　特別養護老人ホーム　清雅園 日高市森戸新田９９－２ 石井　照代 http://www.seigaen.com 社会保険・社会福祉・介護事業 飯能 g11061015

2013 有限会社　新晃トラベルサービス 入間郡毛呂山町中央４-１０-１１ 小峰　広幸 その他の生活関連サービス業 飯能 g11061010

2014 株式会社　DJTECH 入間郡毛呂山町旭台１５ 渡部　典生 http://www.djtech.co.jp/ 電気機械器具製造業 飯能 g11061011

2015 株式会社　テクト・プランニング 飯能市岩沢８０４－２　ウエストパレス１０２ 野澤　宏 技術サービス業（他に分類されないもの） 飯能 g11061006

2016 日本アクセス工業株式会社 日高市高萩２０２８－１ 黒崎　孝一 総合工事業 飯能 g11061007

2017 医療法人靖和会　飯能靖和病院　 飯能市下加治１３７－２ 木川　浩志 http://www.hannouseiwa.or.jp 医療業 飯能 g11061012

2018 株式会社　ピアニジュウイチ 入間市新光５２４－１ 武市　兼一 http://www.pier21.co.jp その他の製造業 飯能 g11061003

2019 株式会社　福島食品 入間郡毛呂山町川角６４４－３ 福島　一雄 飲食料品卸売業 飯能 g11061016

2020 ミズノ株式会社 飯能市笠縫４２９－１ 水野　圭造 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 飯能 g11061004

2021 株式会社　ミヤザキ 日高市女影１２８８ 山之上　道廣 http://www.miyazaki-net.com プラスチック製品製造業（別掲を除く） 飯能 g11061008

2022 株式会社　ヤマニ 入間郡毛呂山町岩井西２－１１－４ 佐野　裕也 http://www.kk-yamani.com 不動産賃貸業・管理業 飯能 g11061005

2023 株式会社　日本マイカ製作所 児玉郡神川町渡瀬５９３ 馬場　則男 http://www.japanmica.co.jp/ 窯業・土石製品製造業 本庄 g11021016 11021220

2024 医療法人柏成会　青木病院 本庄市下野堂１－１３－２７ 青木　謙二 http://www.aoki-hospital.com/ 医療業 本庄 g11021033



2025 井河自動車株式会社 本庄市東台１－４－１４ 井河　彰久 自動車整備業 本庄 g11021047

2026 株式会社井上商店　埼玉工場 本庄市児玉町児玉６２３ 井上　和賢 http://www.i-shouten.com パルプ・紙・紙加工品製造業 本庄 g11021062

2027 株式会社　ウエディングパレス五州園 本庄市東台４－２－５ 萩原　史夫 飲食店 本庄 g11021063

2028 株式会社　ウラノ 児玉郡上里町大字七本木３５６３ 小林　正伸 電気機械器具製造業 本庄 g11021020

2029 株式会社　エイジェック　本庄雇用開発センター 本庄市駅前２－２８－１２　SOUTH４５０ ４F 石原　征二 http://www.agekke.co.jp 職業紹介・労働者派遣業 本庄 g11021021

2030 株式会社　エム・テック埼玉本庄工場 本庄市いまい台２－４７ 内田　勝則 窯業・土石製品製造業 本庄 g11021001

2031 株式会社　沖アドバンストコミュニケーションズ 本庄市小島南４－１－１　ＯＫＩ本庄工場内 三好　正 http://www.okiad.com/ 情報サービス業 本庄 g11021048

2032 株式会社　上里建設 本庄市見福３－１４－１４ 戸矢　大輔 総合工事業 本庄 g11021011

2033 川崎鉄工株式会社　埼玉工場 本庄市児玉町宮内８３８－２ 島田　賢一郎 http://www.kawatetu.co.jp 生産用機械器具製造業 本庄 g11021022

2034 キャノン・コンポーネンツ株式会社 児玉郡上里町七本木３４６１－１ 小松　利行 http://www.canon-compo.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 本庄 g11021036

2035 学校法人北埼玉学園　グルノーブル美容専門学校 児玉郡神川町新里１３６８－１３ 山脇　由美子 http://www11.plala.or.jp/guru/ 学校教育 本庄 g11021024

2036 株式会社　グローバルソフトウェア 本庄市見福３－１１－１０ 狩野　輝昭 http://www.globals.jp 情報サービス業 本庄 g11021025

2037 ケイアイスター不動産株式会社 本庄市西富田７６２－１ 塙　圭二 http://www.ki-group.co.jp 不動産取引業 本庄 g11021037

2038 株式会社コスモフーズ　埼玉神川工場 児玉郡神川町二ノ宮１０５ 山崎　康次 http://www.cosmo-f.com 飲料・たばこ・飼料製造業 本庄 g11021049

2039 有限会社　斎藤産業 児玉郡神川町大字渡瀬１０３４－１ 齋藤　大地 http://www.saito-industry.jp その他の事業サービス業 本庄 g11021002

2040 株式会社　境野鉄工 本庄市新井４１ 境野　政紀 識別工事業（設備工事業を除く） 本庄 g11021068

2041 有限会社　境野養鶏 本庄市新井９５５－１１７ 境野　徳夫 農業 本庄 g11021050

2042 賛光精機株式会社 本庄市児玉町共栄３００－２ 清水　崇司 http://www.sankou-mc.co.jp はん用機械器具製造業 本庄 g11021069

2043 株式会社　ジェイアイピーテクノ 本庄市小島南４－１－１ 新居　浩 電子部品・デバイス・電子回路製造業 本庄 g11021026

2044 株式会社　ジェステック 本庄市西富田３５６－１ 小林　吉勝 http://www.jestec.co.jp/ 機械器具小売業 本庄 g11021003

2045 株式会社　シェリエ 本庄市児玉町秋山２６８３－１ 高橋　博 食料品製造業 本庄 g11021040

2046 有限会社　スリーピース 本庄市緑２－１２－３ 穂苅　豊 道路貨物運送業 本庄 g11021014

2047 有限会社御菓子司　せきね 本庄市中央３－３－４１ 関根　啓次 飲食料品小売業 本庄 g11021072

2048 株式会社　関口製作所 本庄市寿３－２－１ 関口　孝一 情報通信機械器具製造業 本庄 g11021073

2049 有限会社　土屋整備工場 本庄市本庄３－８－１６ 土屋 進　 http://tsuchiyaseibi.com 自動車整備業 本庄 g11021027

2050 株式会社　ディーアイケイ 本庄市西富田３１２－１　山崎ビル３Ｆ 金子　弘行 http://www.dik.co.jp 情報サービス業 本庄 g11021004

2051 東特塗料株式会社 本庄市栄３－９－３３ 上地　隆市 http://www.totoku-toryo.co.jp/ 化学工業 本庄 g11021054

2052 株式会社　どりーむ 児玉郡美里町大字沼上３８５－２ 小出　操 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021028

2053 内藤建設工業株式会社 本庄市児玉町金屋１２２０ 内藤　稔 総合工事業 本庄 g11021029

2054 永井運輸株式会社 児玉郡美里町大字北十条４００－１ 永井　保之 道路貨物運送業 本庄 g11021043

2055 日本グリーン工業株式会社 本庄市新井８１２ 市居　伸子 廃棄物処理業 本庄 g11021032

2056 菓子工房　梅月堂 本庄市児玉町児玉７８ 飯野　博通 食料品製造業 本庄 g11021075

2057 株式会社　日立ハイテクノロジーズ　ファインテックシステム事業統括本部 児玉郡上里町嘉美１６００ 真壁　正樹 http://www.hitachi-hitec.com/ 電気機械器具製造業 本庄 g11021076

2058 医療法人　福島会 本庄市小島５－６－１ 福島　修 http://www.tenguys.com/fukushima/ 医療業 本庄 g11021005

2059 社会福祉法人　豊井会 児玉郡上里町勅使河原１５８４ 神田　睦美 http://www.hoseikai.org 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021057

2060 医療法人本庄福島病院　老人保健施設　彩の苑 本庄市千代田１－１－２１ 角田　洋三 http://www.ayanosono.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021008

2061 松本和弘税理士事務所 児玉郡上里町三町７２３ 松本　和弘 専門サービス業（他に分類されないもの） 本庄 g11021058

2062 昴星クリニック 児玉郡上里町金久保１３３－２ 星野　明彦 医療業 本庄 g11021078

2063 社会福祉法人　明正会 児玉郡上里町大字金久保７７７ 赤沼　眞治 http://www.wf-meiseikai.or.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021079

2064 株式会社　モノーロ 児玉郡上里町大御堂１４５０－１２ 守屋　英俊 なめし革・同製品・毛皮製造業 本庄 g11021060

2065 株式会社　ユニオンインターナショナル 本庄市小島４－６－１ 茂木　正 http://www.union-verda.co.jp/ 職業紹介・労働者派遣業 本庄 g11021009

2066 横尾建設株式会社 本庄市小島６－１１－６７ 横尾　巧 http://www.yokoo-ke.co.jp/ 総合工事業 本庄 g11021044

2067 株式会社　横尾材木店 本庄市本庄１－１－７ 横尾　守 http://www.yo-ko-o.com/ 不動産取引業 本庄 g11021018

2068 株式会社　ローザンヌ 本庄市児玉町秋山２６８３－１ 高橋　博 食料品製造業 本庄 g11021045



2069 特定非営利活動法人ワクワクボード 本庄市けや木１－２６－１８ ＳＴビル２階 小松　政敏 http://members.my.home.ne.jp/wakuwakubo_do/ 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021046

2070 特定非営利活動法人ワクワクボード ちびっ子ステーション 本庄市けや木１－２６－１８ ＳＴビル２階 小松　政敏 http://members.my.home.ne.jp/wakuwakubo_do/ 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021010

2071 協栄システム株式会社 川口市青木３－２７－１７ 松井 勤 はん用機械器具製造業 川口 g11010157

2072 クラフトパック株式会社 川口市本蓮４－３－５０ 宮澤　邦武 プラスチック製品製造業 川口 g11010158

2073 株式会社　ＫＮＤコーポレーション 戸田市笹目６－２４－１０ 神田　充 http://www.bukko-kanda.co.jp 道路貨物運送業 川口 g11010159

2074 株式会社　ジーベックサイトライン 川口市戸塚東３－２－１４ 加藤　克弥 その他の卸売業 川口 g11010160

2075 株式会社　進興 戸田市笹目南町２５－２２ 遠藤　勝 印刷・同関連業 川口 g11010161

2076 社会福祉法人末広会　特別養護老人ホーム春香苑 川口市末広３－３－３０ 阿部　恭久 http://www.suehirokai.com 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010162

2077 総合ケアセンター　リバーイン 川口市上青木５－５－５４ 浅見　光男 社会保険・社会福祉･介護事業 川口 g11010163

2078 株式会社　東光製本 戸田市氷川町２－１７－１２ 伊藤　英二 印刷・同関連業 川口 g11010164

2079 三井興業株式会社 川口市大字赤山１４２－１ 三井　愛子 総合工事業 川口 g11010165

2080 医療法人　今井病院 蕨市塚越７－３４－２ 今井　潔 医療業 川口 g11010166

2081 株式会社　ヤムチャ・フーズ・サプライ 戸田市新曽南３－１５－１２ 塩野　光明 http://www.yumcha-f.co.jp/ 食料品製造業 川口 g11010167

2082 有限会社相模テクノ　グループホームあかつき 大里郡寄居町鉢形３１７８－８ 堀沢　晴成 http://www.gh-akatuki.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020037

2083 大和建設株式会社 熊谷市石原１１９４ 小川　善司 http://www.daiwakensetu.co.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020038

2084 社会福祉法人　武蔵野ユートピアダイアナクラブ 熊谷市小江川１３９６ 福田　雄次郎 http://www5.ocn.ne.jp/~yu-topia/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020039

2085 株式会社　モトヤマ 本庄市児玉町共栄４０６－３ 元山　武則 運輸に附帯するサービス業 本庄 g11021080

2086 株式会社　ファニーワーク 上尾市二ッ宮８２７　鈴木ビル３Ｆ 太田　雄士 http://www.funnywork.co.jp その他の小売業 大宮 g11030062

2087 有限会社　庭工房タイセー 川越市小ヶ谷８４３－２ 服部　敦志 http://www.geocities.jp/niwa_taisei/ 農業 川越 g11040070

2088 株式会社　的場電機製作所 川越市大字的場２６２７－５ 廣澤　隆興 http://www.matoba.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 川越 g11040071

2089 伊田テクノス株式会社 東松山市松本町２－１－１ 伊田　登喜三郎 http://www.idatechnos.co.jp 一般土木建築工事業 東松山 g11041049

2090 ウインドクルージング株式会社 東松山市下唐子１８１１ 嶋田　栄一 衣服卸売業 東松山 g11041050

2091 株式会社　ＴＫＳ 比企郡ときがわ町玉川１６３１－２ 馬場　修平 自動車・同附属品製造業 東松山 g11041051

2092 日本科研株式会社　玉川工場 比企郡ときがわ町五明２７３－４ 八嶋　昌平 食料・飲料卸売業 東松山 g11041052

2093 有限会社　三国製作所 比企郡小川町上横田８７３ 樺澤　良雄 精密部品加工 自動車部品 精密機器 製造 東松山 g11041053

2094 有限会社　斉藤商会 戸田市美女木４－２８－２４ 齋藤　辰哉 印刷・同関連業 川口 g11010168

2095 株式会社　ＫＧＳインターナショナル 川口市領家１－１０－６　双葉ビル２Ｆ 高柳　雅章 その他の事業サービス業 川口 g11010169

2096 株式会社　フェニックス 川口市領家１－１０－６　双葉ビル２Ｆ 高柳　太輔 その他の事業サービス業 川口 g11010170

2097 株式会社　オザワ製作所 比企郡滑川町大字羽尾４３７５－１３ 新井　光幸 自動車・同附属品製造業 東松山 g11041054

2098 有限会社　タイヤセンター熊谷 深谷市上原２８６ 大澤　治朗 機械器具小売業 熊谷 g11020040

2099 吉田水産株式会社 東松山市東平１８４４ 吉田　勉 繊維・衣服等卸売業 東松山 g11041055

2100 ブリヂストンＢＲＭ株式会社 加須市南篠崎１－２－３ 中村　博文 ゴム製品製造業 行田 g11090026

2101 日本生命保険相互会社　熊谷支社 熊谷市筑波２－４８－１ 松本　圭右 保険業 熊谷 g11020041

2102 株式会社　モチダ製作所 比企郡小川町奈良梨３３７－２ 持田　明雄 金属製品製造業 東松山 g11041056

2103 埼玉日産自動車株式会社 さいたま市中央区上落合９－３－６ 森　弘昭 http://www.saitama-nissan.co.jp 機械器具小売業 浦和 g11050047

2104 株式会社　和幸製作所 さいたま市浦和区木崎１－３－２２ 小川　逸郎 http://www.wako-seisakusyo.co.jp/ はん用機械器具製造業 浦和 g11050048

2105 株式会社　マップ 戸田市美女木４－５－１５ 村上　豊 その他の卸売り業 川口 g11010171

2106 株式会社　ユニックス 蕨市塚越２－３－１４ 森　俊雅 http://www.unix.co.jp 洗濯・理容・美容・浴場業 川口 g11010172

2107 大和ガルバー株式会社 東松山市大字古凍７９１ 横山　丈夫 http://www.yamato-galva.co.jp 非鉄金属製造業 東松山 g11041057

2108 株式会社　花友 比企郡小川町大字増尾５３２－１ 福島　勝太郎 医療業 東松山 g11041058

2109 株式会社　斎徳商店 羽生市中央４－２－２２ 斎藤　哲也 その他の卸売業 行田 g11090027

2110 川口機械工業協同組合 川口市本町３－３－６ 河村　友正 http://www.machinemate.or.jp/ 協同組合 川口 g11010173

2111 松本興産株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野２４７－１ 松本　直樹 http://www.mkknc.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070027

2112 明光ダイカスト工業株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野９５４ 岡本　好浩 http://www.meiko-dc.co.jp 非鉄金属製造業 秩父 g11070028



2113 富士機械株式会社 本庄市児玉町共栄４１４ 岩田　洋介 http://www.fuji-kikai.jp 生産用機械器具製造業 本庄 g11021081

2114 錦電サービス株式会社 比企郡鳩山町石坂４８６－８１ 円谷　幸一郎 機械等修理業 東松山 g11041059

2115 株式会社　ケンゾー 羽生市南５－９－２６ 木村　健造 http://www.super-kenzo.com その他の事業サービス業 行田 g11090028

2116 株式会社　大川製作所 川越市今福２７３７－８ 大川　幸子 http://www.okawa-in.co.jp/index.html 輸送用機械器具製造業 川越 g11040072

2117 田原ダイカスト興業株式会社 東松山市大字新郷８８－９ 田原　一郎 その他の卸売業 東松山 g11041060

2118 株式会社　味輝 児玉郡上里町大御堂７４０－１ 荒木　和樹 http://www.e-panyasan.com 食料品製造業 本庄 g11021082

2119 有限会社　齋藤塗装工業所 本庄市寿３－２－１０ 齋藤　次見 電子部品・デバイス・電子回路製造業 本庄 g11021083

2120 株式会社　フルミチ 川口市戸塚東２－２５－８ 古道　和佳 その他の生活関連サービス業 川口 g11010174

2121 株式会社　飯塚鉄工所 川口市前川２－３７－５ 古島　良郎 はん用機械器具製造業 川口 g11010175

2122 千代田化成株式会社 川口市芝下２－１９－１３ 竹内　良成 プラスチック製品製造業 川口 g11010176

2123 千葉建装株式会社 川口市赤井１－３３－１８ 千葉　正吾 総合工事業 川口 g11010177

2124 株式会社　日本シンライサービス 川口市小谷場３１７－３ 上村　直樹 その他の事業サービス業 川口 g11010178

2125 ＮＰＯ法人　Ｍｙ　Ｊｏｂ 川口市大字柴６８１３－３ 宇野　聡 社会保険・社会福祉・介護事業 川口 g11010179

2126 株式会社　荷車屋 秩父市宮地５８８１ 五十嵐　貞夫 http://www.nigurumaya.co.jp その他の生活関連サービス業 秩父 g11070029

2127 東日本塗料株式会社　埼玉工場 加須市南篠崎１－１３ 尾張　実 http://www.hnt-net.co.jp 化学工業 行田 g11090029

2128 大澤建設株式会社 行田市大字須加４４２１ 大澤　時江 総合工事業 行田 g11090030

2129 有限会社　あおば調剤薬局 さいたま市北区日進町２－９２５－３ 大野　裕 http://www.aoba-mc.net 社会保険・社会福祉・介護事業 大宮 g11030063

2130 みすず機械工業株式会社 川越市芳野台２－８－７ 小林　充 輸送用機械器具製造業 川越 g11040073

2131 株式会社エム・エル・エス 東松山市新郷８３－１ 緑川　源治 http://www.matsuyafoods.co.jp/ 娯楽業 東松山 g11041061

2132 有限会社　戸田乳業 秩父郡小鹿野町小鹿野１０４６－１ 戸田　喜裕 飲料・たばこ・飼料製造業 秩父 g11070030

2133 株式会社　千葉レンズ 秩父郡小鹿野町下小鹿野１８４１ 渡辺　幹夫 業務用機械器具製造業 秩父 g11070031

2134 学校法人光明寺学園　長瀞かやの木幼稚園 秩父郡長瀞町大字野上本郷１９８３－１ 小内　智広 学校教育 秩父 g11070032

2135 株式会社　山口組 秩父市大野原１３３３ 山口　敬善 総合工事業 秩父 g11070033

2136 東日本工業株式会社 本庄市寿３－６－３７ 木村　悦久 電気機械器具製造業 本庄 g11021084

2137 株式会社アゲット　武蔵野創寫舘 川口市戸塚４－２６－１９ 小林　高広 技術サービス業 川口 g11010180

2138 株式会社　メディウェルズ 川越市的場北２－３－１ 小南　忠史 医療業 川越 g11040074

2139 古河スカイ株式会社　深谷工場 深谷市上野台１３５１ 馬場　修一 非鉄金属製造業 熊谷 g11020042

2140 秩父土建　かんなの湯 児玉郡神川町小浜１３４１ 林　泰利 http://www.kannanoyu.com 洗濯・理容・美容・浴場業 本庄 g11021085

2141 ときがわ町商工会 比企郡ときがわ町大字玉川２４７５－５ 小野田　八郎 http://www.syoukou-tokigawa.jp/ 地方工務 東松山 g11041062

2142 槻川林産木工有限会社 秩父郡東秩父村坂本５３－３ 伊藤　保 木材・木製品製造業（家具を除く） 東松山 g11041063

2143 株式会社　カントウ 東松山市大字柏崎５８ 田中　豊 プラスチック製品製造業 東松山 g11041064

2144 宗教法人ニューライフ・ミニストリーズ新生宣教団 比企郡鳩山町熊井１７０ リーダル・ロアルド http://www.nlljapan.com/ 宗教 東松山 g11041065

2145 グループホーム　ひまわりの家 秩父市山田２６９９ 北堀　博政 社会保険・社会福祉・介護事業 秩父 g11070034

2146 株式会社　磯田建設 秩父市荒川上田野７６６－１ 宮川　憲治 総合工事業 秩父 g11070035

2147 有限会社　三峰工業 秩父市荒川白久１１３３ 小池　ウメ子 繊維工業 秩父 g11070036

2148

2149 有限会社　長瀞プリント 秩父郡長瀞町大字野上下郷８４９ 瀧上　輝夫 印刷・同関連業 秩父 g11070037

2150 長栄建設株式会社 秩父郡長瀞町大字野上下郷１９２０ 中畝　富子 総合工事業 秩父 g11070038

2151 有限会社　秩父食品 秩父郡長瀞町本野上４０３－７ 野口　孝行 食料品製造業 秩父 g11070039

2152 秩父通運株式会社 秩父市宮側町６－１１ 金子　展明 http://www.chichibu-maru2.co.jp/ 道路貨物運送業 秩父 g11070040

2153 有限会社　天賞堂モータース 秩父市中宮地町４－２７ 波田野　彰彦 自動車整備業 秩父 g11070041

2154 茂串電気工事有限会社 秩父郡横瀬町大字横瀬１１７９－２０ 茂串　博 設備工事業 秩父 g11070042

2155 有限会社　奈倉鉄工所 秩父郡小鹿野町下小鹿野１１３８ 新井　詔八 金属製品製造業 秩父 g11070043

2156 株式会社　イーグル破砕土木 秩父市下宮地町１２－２ 横川　拓也 総合工事業 秩父 g11070044



2157 株式会社　宮前金物店 秩父市馬場町１６－８ 宮前　勉 その他の小売業 秩父 g11070045

2158 オキノ工業株式会社 児玉郡神川町元原２８５－８ 沖野　晃久 http://www.okino-i.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 本庄 g11021086

2159 有限会社　金澤興業 戸田市笹目南町１８－９ 金澤　直也 総合工事業 川口 g11010181

2160 むさしの歯科 川越市下赤坂６５１－１０ 徳永　剛 http://www.k2.dion.ne.jp/~mdc/ 医療業 川越 g11040075

2161 金田理化学工業株式会社 本庄市銀座２－１２－１６ 金田　フク その他の小売業 本庄 g11021087

2162 有限会社　戸口工業 比企郡ときがわ町大字玉川４６２１ 長﨑　政道 その他の事業サービス業 東松山 g11041066

2163 株式会社　ソエジマ 東松山市新郷５３０－１ 副島　幸夫 金属製品 東松山 g11041067

2164 財団法人　東松山市施設管理公社 東松山市松葉町１－２－３ 及川　正治 http://www.hcfmpc.or.jp 地方公務 東松山 g11041068

2165 三栄工業株式会社 比企郡川島町八幡６－１０ 根津　哲克 生産用機械器具 東松山 g11041069

2166 東洋粘着資材株式会社 比企郡川島町中山１８６９－１ 小林　平三郎 http://www.to-nen.co.jp 化学工業 東松山 g11041070

2167 有限会社　ラードトランク 比企郡吉見町長谷１６３９－２ 福地　栄一 なめし革・同製品・毛皮製造業 東松山 g11041071

2168 株式会社　吉田工務店 東松山市和泉町１－１ 吉田　眞一 総合工事業 東松山 g11041072

2169 秩父商工会議所 秩父市宮側町１－７ 高橋　信一郎 http://www.chichibu-cci.or.jp/ 政治・経済・文化団体 秩父 g11070046

2170 田中精機株式会社 秩父郡小鹿野町小鹿野１８２２ 田中　安行 http://www.saitama-kita.jp/44_tanaka.html 情報通信機械器具製造業 秩父 g11070047

2171 昭和通運株式会社 秩父郡横瀬町横瀬４１４６ 浅見　宗利 http://www.showa-t.jp 道路貨物運送業 秩父 g11070048

2172 有限会社　宮地商事 秩父市中宮地町２９－１８ 引間　義雄 繊維・衣服等卸売業 秩父 g11070049

2173 富士機工株式会社　本庄工場 本庄市いまい台２－７ 舘野　真治 輸送用機械器具 本庄 g11021088

2174 ベストライフ川口 川口市芝富士２－１０－４０ 水沼　アサ子 専門サービス業 川口 g11010182

2175 アサヒゴム株式会社 深谷市北根１５ 川元　牧也 http://www.asahi-gomu.co.jp ゴム製品 熊谷 g11020043

2176 ジュノー株式会社　美里工場 児玉郡美里町根木１７５ 竹中　邦江 繊維工業 本庄 g11021089

2177 シセイカン株式会社 戸田市大字新曽１０８６－１０３ 名嘉山　博喜 設備工事業 川口 g11010183

2178 株式会社　同塵社 戸田市下戸田２－３１－１５ 筒井　雅久 金属製品 川口 g11010184

2179 リソルゴルフマネジメント株式会社　北武蔵カントリークラブ事業所 本庄市児玉町塩谷１０００ 富樫　孝之 http://kitamusashi-cc.jp 娯楽業 本庄 g11021090

2180 株式会社立売堀製作所　関東工場 比企郡嵐山町大字鉢形２００５ 森廣　二三男 その他の製造業 東松山 g11041073

2181 特別養護老人ホーム　常磐苑 比企郡吉見町北吉見３５０ 荻原　幸子 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041074

2182 株式会社　川島工業 比企郡吉見町大字長谷１９４７　（株）ﾉｻﾞﾜ内 川島　茂 窯業・土石製品製造業 東松山 g11041075

2183 美里工業株式会社 児玉郡美里町広木１６１６ 高橋　栄 輸送用機械器具製造業 本庄 g11021091

2184 タムラ医療機器販売株式会社 川越市大字的場９８０－７ 田村　隆 http://www.tamurairyou.co.jp/ 機械器具卸売業 川越 g11040076

2185 株式会社　大徳商会 行田市長野１－２０－２ 今井　福司 飲食料品卸売業 行田 g11090031

2186 笠本アルミ工業株式会社 本庄市けや木３－２３－１５ 笠本　孝一 http://www.kasamoto.jp 金属製品製造業 本庄 g11021092

2187 有限会社　ワールドアイ 東松山市石橋字大手前６７８－４ 利根川　良江 http://www.worldeyes.co.jp その他のサービス業 東松山 g11041076

2188 西秩父商工会 秩父郡小鹿野町小鹿野２９８－１ 岩崎　宏 http://www.nishichichibu.or.jp/ 政治・経済・文化団体 秩父 g11070050

2189 株式会社　アタックス 秩父市中町１０－９ 萩原　満 http://www.chichibu-paso.com その他の教育、学習支援業 秩父 g11070051

2190 株式会社　千島測量設計 秩父郡小鹿野町両神薄２９６５－１ 千島　英雄 技術サービス業 秩父 g11070052

2191 須田建設株式会社 秩父郡小鹿野町小鹿野９６７－１ 須田　佐由里 http://www.suda-kensetsu.co.jp 総合工事業 秩父 g11070053

2192 ヤマトヤ株式会社 羽生市西４－１７－７ 八木　和茂 パルプ・紙・紙加工品製造業 行田 g11090032

2193 富士物流サポート株式会社　北関東事業所 鴻巣市南１－５－４５ 松村　正孝 http://www.fujibuturyu.co.jp 道路貨物運送業 行田 g11090033

2194 株式会社　山崎金型製作所 日高市原宿５０８－５ 山崎　三男 金属製品製造業 飯能 g11061018

2195 叶木材有限会社 飯能市赤沢８６－２ 本橋　勝 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 飯能 g11061019

2196 毛呂山メタルテック株式会社 入間郡毛呂山町大字葛貫４３３－１ 田中　潤 http://www.morotec.co.jp 金属製品製造業 飯能 g11061020

2197 株式会社　ホンダライフ 日高市高萩２２８０－１ 田口　忍 機械器具小売業 飯能 g11061021

2198 株式会社　上武 本庄市共栄１１６ 高月　哲也 http://www.jo-bu.co.jp 窯業・土石製品製造業 本庄 g11021093

2199 能美防災株式会社　メヌマ工場 熊谷市妻沼５０５８ 有賀　靖夫 情報通信機械器具製造業 熊谷 g11020044

2200 特定非営利活動法人　ふかや精神保健福祉の会まゆだま 深谷市上野台２５０４－１ 島　上實 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020045



2201 株式会社　秩鉄商事 熊谷市曙町１－１ 木元　秀明 飲食料品小売業 熊谷 g11020046

2202 第一機械株式会社 熊谷市妻沼西２－１５ 木島　忠彦 http://www.daiichi-kikai.com 金属製品製造業 熊谷 g11020047

2203 株式会社　オリエンテック 深谷市榛沢新田１６１ 町田　捷 http://www.orientec.co.jp 電気機械器具製造業 熊谷 g11020048

2204 グリーンフォレストケア株式会社 熊谷市広瀬８００－２ 綱島　春夫 http://www.gfv.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020049

2205 株式会社　スポーツフレンド２１ 大里郡寄居町大字寄居２３１－１ 馬場　信夫 http://www.sf21.co.jp 娯楽業 熊谷 g11020050

2206 社会福祉法人　埼玉療育友の会　埼玉療育園 大里郡寄居町大字藤田１７９－１ 小林　實 http://www.saitamaryouikuen.or.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020051

2207

2208 日栄電機株式会社 熊谷市妻沼西２－１６ 影近　正雄 http://www.nichiei-e.co.jp 電気機械器具製造業 熊谷 g11020052

2209 関東パック株式会社 熊谷市弥藤吾１５７８－２ 荻野　敏文 http://www.kanpack.co.jp 運輸に附帯するサービス業 熊谷 g11020053

2210 株式会社　タジリ 深谷市田中３５７－１ 田尻　幸雄 http://www.tajiri.co.jp 生産用機械器具製造業 熊谷 g11020054

2211 株式会社　ハートネクション 熊谷市上中条８４３－１ 上杉　功 http://www.heartnection.com 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020055

2212 医療法人社団紘智会　籠原病院 熊谷市美土里町３－１３６ 佐藤　茂 http://kagohara-hospital.net/ 医療業 熊谷 g11020056

2213 株式会社　レジデンス熊谷 熊谷市太井１６４７－１ 代　静雄 http://www.oasisnavi.com/home/guide110090.html 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020057

2214 株式会社　ハーズ 深谷市荒川８５０－１ 吉岡　虎市 http://www.ha-z.ecnet.jp 飲食料品小売業 熊谷 g11020058

2215 株式会社　共瑩 深谷市上柴町６－６－１７ 金井　勇 設備工事業 熊谷 g11020059

2216 社会福祉法人　大里ふくしむら 大里郡寄居町大字用土２４４０－５ 松本　勇 http://www17.plala.or.jp/fukushimura/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020060

2217 株式会社　福島オーツー 熊谷市石原１７１１－１ 渡部　孝枝 http://www.fo2.co.jp 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 熊谷 g11020061

2218 株式会社　山英 熊谷市新堀新田６４６－１９ 西山　英行 http://www.sanei-group.com 総合工事業 熊谷 g11020062

2219 株式会社　平成倶楽部 大里郡寄居町大字鉢形３２１２ 川村　克典 http://www.yc21.co.jp 娯楽業 熊谷 g11020063

2220 アールケー・ジャパン株式会社 熊谷市甲山６６８ 金子　勝行 http://www.rk-japan.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 熊谷 g11020064

2221 株式会社　デリー　埼玉工場 児玉郡神川町熊野堂２０５ 田中　源吾 http://www.delhi.co.jp/ 食料品製造業 本庄 g11021094

2222 医療法人社団群鳥会　上里こどもクリニック 児玉郡上里町七本木１０９８－２ 湯谷　重則 http://www.kamisato-c.com 医療業 本庄 g11021095

2223 社会福祉法人ルピナス会　介護老人保健施設かみさとナーシングホーム 児玉郡上里町大字金久保１３３６ 亀森　千香子 http://www.rupinasu.info/narsing/index.htm 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021096

2224 日本食材株式会社 本庄市児玉町児玉１３６９－１ 小林　富雄 食料品製造業 本庄 g11021097

2225 株式会社　馬場商店 児玉郡神川町熊野堂６７－３ 馬場　勲 窯業・土石製品製造業 本庄 g11021098

2226 株式会社　野口石材 本庄市滝瀬１４３４ 野口　克彦 窯業・土石製品製造業 本庄 g11021099

2227 株式会社　千野電気 熊谷市小江川２００９－５ 千野　悦史 設備工事業 熊谷 g11020065

2228 永田建設株式会社 深谷市永田１７４８ 野村　満 http://www.hanazono-nagata-k.jp 総合工事業 熊谷 g11020066

2229 有限会社　間部運輸 東松山市下唐子１１６７－１ 間部　高秀 道路貨物運送業 東松山 g11041077

2230 株式会社　アステリズム 狭山市掘兼３４－２ 岩田　征子 所沢 g11060028

2231 特定非営利活動法人　育てネット 所沢市くすのき台３－５－５ 武田　祐司 http://www.sodate.net 所沢 g11060029

2232 株式会社　アイライフ 入間市大字上藤沢２０－１ 中林　幸一 http://www.ai-life.co.jp/ 所沢 g11060030

2233

2234 医療法人　あおば歯科クリニック 狭山市広瀬東３－１２３－１ 昆　敏明 所沢 g11060031

2235 社会福祉法人　いるま保育園 入間市東町４－１－２４ 細川　和子 所沢 g11060032

2236 有限会社　三笠精機製作所 秩父郡横瀬町大字横瀬６１９３－７ 笠原　嘉夫 電気機械器具製造業 秩父 g11070054

2237 株式会社　イヨベ工芸社 加須市豊野台２－６８９－１ 五百部　喜作 http://www.iyobe.com 家具・装備品製造業 行田 g11090034

2238 埼北自動車学校 加須市花崎北１－２１－１ 塩原　弘三 http://www.saihoku-s.co.jp 持ち帰り・配達飲食サービス業 行田 g11090035

2239 新日本資源株式会社 草加市瀬崎３－４３－２１ 木賀　陽一 廃棄物処理業 草加 g11100009

2240 株式会社　舞原 八潮南２－３９１－１ 舞原　貞之 http://www.maihara-corp.co.jp 金属製品製造業 草加 g11100010

2241 関東ハウジング株式会社 東京都新宿区新宿１－７－１　新宿１７１ビル８Ｆ　浜屋ガラス株式会社内 小池　恒平 新宿 g11000006

2242 有限会社　太洋 深谷市萱場３７２－２ 村上　隆宏 その他の小売業 熊谷 g11020067

2243 株式会社　フォレスト 深谷市小前田４１７ 高橋　博 http://www.hanazono-forest.com/ 食料品製造業 熊谷 g11020068

2244 社会福祉法人かつみ会　エンゼルの丘 深谷市今泉６２５ 伊藤　捷雄 http://www.enzel.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020069



2245 株式会社　角田 熊谷市久保島９３６－１ 角田　広明 http://www.k-tsunoda.co.jp 情報通信機械器具製造業 熊谷 g11020070

2246 医療法人社団優慈会　はなみずき 深谷市拍合１０４１－１ 角田　忠生 http://はなみずき.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020071

2247 社会福祉法人埼玉慈恵会　埼玉慈恵病院 熊谷市石原３－２０８ 西田　貞之 http://www.jikei.or.jp 医療業 熊谷 g11020072

2248 株式会社　アール・エス・ケー 熊谷市小島３６５－２ 田口　伸義 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020073

2249 かみぱーく 熊谷市新堀新田６３４－２ 大竹　功一 http://www.ka3park.com/ 洗濯・理容・美容・浴場業 熊谷 g11020074

2250 社会福祉法人江南会　熊谷 熊谷市野原１０６４－１ 斉藤　忠義 http://kounankai-kumagaya.shafuku.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 熊谷 g11020075

2251 やない歯科医院 本庄市見福５－８－１７ 矢内　伸幸 医療業 本庄 g11021100

2252 社会福祉法人　美里会 児玉郡美里町大字小茂田７４７－１ 塚越　伸敏 http://www.misatokai.com 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021101

2253 株式会社　日匠起工 本庄市児玉町共栄２３２ 松島　禅樹 http://www.nsk-co.jp 総合工事業 本庄 g11021102

2254 ギノウス株式会社 入間郡三芳町上富２０６０－１ 川崎　浩司 http://www.ginous.co.jp 所沢 g11060033

2255 株式会社　谷津川館 秩父市荒川白久４５５ 千島　和信 http://www.yatsugawa-kan.co.jp/ 宿泊業 秩父 g11070055

2256 有限会社　カトウエンジニアリング 秩父市荒川上田野７４６－１ 加藤　博之 電気機械器具製造業 秩父 g11070056

2257 有限会社　角仲林業 秩父市大滝９６３ 山中　敬久 http://www.kakunaka-chichibu.com 農業 秩父 g11070057

2258 三国建設株式会社 秩父市大滝９８５ 千島　宏喜 http://www.mikuni-kensetsu.co.jp/ 総合工事業 秩父 g11070058

2259 株式会社　栗原建設工業 北葛飾郡杉戸町大字杉戸８５１ 栗原　偉憲 http://www.kuribara-k.co.jp 総合工事業 春日部 g11080017

2260 有限会社　アイケイメディカル　デイサービスセンターひまわり 加須市向川岸町７－３９ 石橋　雅之 http://www.i-k-m.com 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090036

2261 株式会社　協栄製作所 加須市南篠崎１－１ 松本　正三郎 http://www.neji-kyoeiseisakusyo.co.jp 金属製品製造業 行田 g11090037

2262 澤田ダイカスト工業株式会社 加須市花崎５－１３－２ 澤田　徳秀 金属製品製造業 行田 g11090038

2263 有限会社　向町紙工 行田市向町８－５ 森　和文 保険業 行田 g11090039

2264 ユアサマクロス株式会社 鴻巣市鎌塚１０４７ 鈴木　広佳 http://www.yuasamacros.co.jp 物品賃貸業 行田 g11090040

2265 株式会社　ナルシマ 八潮市浮塚２６５－１ 鳴島　英雄 http://www.narushima.co.jp パルプ・紙・紙加工品製造業 草加 g11100011

2266 須川工業株式会社　埼玉製造所 八潮市南後谷粒田北３００ 須川　泰夫 http://www.skk-sugawa.co.jp 輸送用機械器具製造業 草加 g11100012

2267 有限会社　三洋電気工業 熊谷市江南中央２－５－２３ 千野　光次 設備工事業 熊谷 g11020076

2268 有限会社　マシックス 秩父市下吉田１９１５ 冨田　好男 金属製品製造業 秩父 g11070059

2269 株式会社　アレックス・ジャパン 愛知県名古屋市西区牛島町６－１　名古屋ルーセントタワー４０Ｆ 天木　貴之 http://www.allexjapan.com/ 県外 g11000007

2270 株式会社　Ｖie house 大里郡寄居町用土３１１９ 福島　徹 http://www.viehouse.co.jp/ 総合工事業 熊谷 g11020077

2271 秩父鉄道株式会社 熊谷市曙町１－１ 大谷　隆男 http://www.chichibu-railway.co.jp 鉄道業 熊谷 g11020078

2272 有限会社　福島鉄工所 熊谷市小八林１４７１ 福島　眞澄 金属製品製造業 熊谷 g11020079

2273 株式会社　フジコミュニケーション 川越市脇田本町１１－１　川越シティビル７Ｆ 山崎　喜久男 http://www.fujicom.co.jp 情報サービス業 川越 g11040077

2274 株式会社　アイテック 所沢市中富８５０－１ 菅谷　哲夫 http://www.aetec.jp 所沢 g11060034

2275 有限会社　読売新聞大井三芳ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 入間郡三芳町藤久保８２２ 大屋　精一 所沢 g11060035

2276 社会福祉法人入間福祉会　特別養護老人ﾎｰﾑ扇揚苑 入間市中神８５３－１ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 g11060036

2277 社会福祉法人入間福祉会　おおぎデイｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 入間市東町４－１－８０ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 g11060037

2278 社会福祉法人入間福祉会　おおぎ保育園 入間市扇台４－５－１９ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 g11060038

2279 社会福祉法人入間福祉会　おおぎ第二保育園 入間市豊岡１－８－２４ 野口　正男 http://www.iruma-oogi.or.jp 所沢 g11060039

2280 ヨネザワ製菓株式会社 入間郡三芳町竹間沢３４９－１ 米澤　増雄 所沢 g11060040

2281 株式会社オアフ　関東営業所 入間郡三芳町竹間沢３４９－１ 中川　耕造 http://www.oahu.co.jp/ 所沢 g11060041

2282 株式会社　菱沼建設 南埼玉郡白岡町西８－４－１２ 菱沼　安則 http://www.hisinuma.co.jp 総合工事業 春日部 g11080018

2283 株式会社　埼玉ヤマゼン 大里郡寄居町大字三ヶ山２５０－１ 篠原　幸一 http://www.saitamayamazen.co.jp/ 廃棄物処理業 熊谷 g11020080

2284 株式会社　エボルバビジネスサポート　熊谷ｵﾌｨｽ 熊谷市筑波２－４８－１　大栄日生熊谷ﾋﾞﾙ２Ｆ 高井　善則 http://www.n-bs.co.jp 職業紹介・労働者派遣業 熊谷 g11020081

2285 共和合成株式会社　武蔵工場 比企郡嵐山町大字平澤１５３－３ 山口　明夫 プラスチック製品製造業 東松山 g11041078

2286 栄電子工業株式会社 東松山市松山町１－３－２６ 大場　宏 http://www.sdk.gr.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 東松山 g11041079

2287 株式会社　プランドゥ 所沢市小手指町１－４２－１７－２０１ 山口　和博 http://www.pl-do.co.jp/index.html 所沢 g11060042

2288 株式会社　ニックス 狭山市入間川４－２５－３ 荒井　英郎 http://www.nicks-net.co.jp 所沢 g11060043



2289 狭山不動産株式会社 狭山市祇園２－１３ 伊藤　宣明 所沢 g11060044

2290 株式会社　アップルホーム 狭山市祇園２－１３ 伊藤　宣明 所沢 g11060045

2291 社会福祉法人　狭山福祉会 狭山市柏原７５８－４ 久保田　金治 http://www10.ocn.ne.jp/~sayamaen/ 所沢 g11060046

2292 有限会社　ヨコイチ・ガーデン 秩父市荒川上田野２１ 横田　一郎 林業 秩父 g11070060

2293 株式会社　加藤製作所 秩父市定峰６８－２ 加藤　徳次 輸送用機械器具製造業 秩父 g11070061

2294 有限会社　島田企業 秩父市田村２２３－１ 島田　博幸 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 秩父 g11070062

2295 株式会社　シー・ティ・ケー 秩父郡小鹿野町下小鹿野８９５ 鮫島　剛 電気機械器具製造業 秩父 g11070063

2296 シイエムケイメカニクス株式会社 秩父市下吉田５６０ 及川　滋 http://www.cmk-mechanics.co.jp/ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070064

2297 株式会社　あいはな 春日部市増田新田３９１－３ 松崎　覚 社会保険・社会福祉・介護事業 春日部 g11080019

2298 社会福祉法人北谷みどり会　めぇめぇこやぎこども園 草加市北谷３－３６－１７ 鈴木　千尋 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100013

2299 ワタナベ工業株式会社 熊谷市桜町１－４－３ 渡邊　貞夫 職別工事業 熊谷 g11020082

2300 株式会社　大宙エレクトロニクス 秩父市みどりが丘２１ 中川　正一 電子部品・デバイス・電子回路製造業 秩父 g11070065

2301 東京クロージング株式会社 幸手市南１－２－１６ 鈴木　啓介 繊維工業 春日部 g11080020

2302 株式会社　メタルスファンドリィ 加須市古川１－２－２ 鈴木　誠治 http://www.kurosu-group.com 行田 g11090041

2303 株式会社　ギガ物産 ふじみ野市鶴ヶ舞２－２－１７ 大黒　隆二 飲食料品小売業 川越 g11040078

2304 社会福祉法人みよしの会　特別養護老人ホーム桜莊 入間郡三芳町大字北永井字桜並４１５ 草野　伸一 所沢 g11060047

2305 株式会社　フェニックスホーム 所沢市西所沢１－１６－３１ 松下　勝久 http://www.kinoie.co.jp 所沢 g11060048

2306 介護老人保健施設　雪見野ケアセンター 所沢市大字下冨１１５０－１ 風間　進 http://www.irumagawa-hosp.com 所沢 g11060049

2307 竹内木材工業株式会社 狭山市柏原２５ 亀山　正義 http://www.e-house.co.jp/takeuchi-mokuzai/com.html 所沢 g11060050

2308 株式会社　安東工務店 狭山市入間川２－３０－１７ 安東　信吾 所沢 g11060051

2309 有限会社　豊松さいたま 久喜市八甫４－９３－１ 松本　文登 社会保険・社会福祉・介護事業 春日部 g11080021

2310 有限会社　トミタ自動車 行田市埼玉５４３５－１１ 冨田　久雄 http://www.tomita103.jp 自動車整備業 行田 g11090042

2311 マルモ産業株式会社 幸手市千塚１３６１ 森　正寛 http://www.marumo-sangyo.co.jp/ はん用機械器具製造業 春日部 g11080022

2312 三矢精工株式会社 深谷市上野台１４００－１０ 高橋　尚樹 http://www.mitsuya-seiko.co.jp 輸送用機械器具製造業 熊谷 g11020083

2313 合同会社　Ａriel 深谷市東方町３－１－１ 谷島　茂光 http://www.berry2005.jp 洗濯・理容・美容・浴場業 熊谷 g11020084

2314 HＹシステム株式会社 蕨市塚越３－１３－１５ 渡辺　洋 http://www.hysystem.net 物品賃貸業 川口 g11010185

2315 社会福祉法人入間川福祉会　特別養護老人ホーム　さくら 狭山市大字加佐志字普門寺１０４ 風間　浩美 所沢 g11060052

2316 有限会社　真下商店 入間郡三芳町竹間沢東１－１２ 真下　俊光 http://mashimo-s.com 所沢 g11060053

2317 社会福祉法人曙会　あけぼの保育園 入間市東町１－８－５ 斎藤　節子 所沢 g11060054

2318 医療法人信和会　三ヶ島病院 所沢市三ヶ島５－１９７０ 高橋　信介 http://www.mikajima.jp 所沢 g11060055

2319 有限会社　新興プラント工業 所沢市山口１０２８－１３ 榎本　隆之 所沢 g11060056

2320 リコ・スタイル株式会社 入間郡三芳町上富１９６－２ 小笠原　岩 http://www.recostyle.co.jp 所沢 g11060057

2321 医療法人一晃会　小林病院 入間市宮寺２４１７ 小林　良樹 所沢 g11060058

2322 大王製紙デザインパッケージ株式会社 入間郡三芳町北永井８８０ 出井　隆則 所沢 g11060059

2323 有限会社　村上書店 秩父郡小鹿野町小鹿野１６４ 村上　朝男 その他の小売業 秩父 g11070066

2324 有限会社　伊藤プラスチック工業 秩父市山田１７３４－３ 伊藤　茂 プラスチック製品製造業 秩父 g11070067

2325 有限会社　ゴールドクレスト 秩父郡横瀬町横瀬５８５５－１ 中野　豊博 http://www.farmhouse.co.jp 織物・衣服・身の回り品小売業 秩父 g11070068

2326 岩田興産株式会社 秩父市大野原１２００ 高田　辰雄 http://www.iwata-ko3.co.jp/ 電気機械器具製造業 秩父 g11070069

2327 株式会社　田口製作所 秩父市黒谷４１６ 設楽　芳子 輸送用機械器具製造業 秩父 g11070070

2328 医療法人社団　げんき会　あゆみクリニック 春日部市大枝４００－４ 藤川　万規子 http://www.ayumi-clinic.com/ 医療業 春日部 g11080023

2329 株式会社　フォームテック 羽生市下新郷１０７３ 武村　次夫 その他の卸売業 行田 g11090043

2330 社会福祉法人　加須市社会福祉協議会 加須市下三俣３０７ 倉上　睨教 http://www.kazosyakyo.jp/ 学術・開発研究機関 行田 g11090044

2331 株式会社　カンエイメンテナンス 行田市桜町１－６－１０ 堀口　和哉 http://kan-ei.biz その他の事業サービス業 行田 g11090045

2332 昭和化成工業株式会社 羽生市小松台１－６０３－２９ 池本　俊一 http://www.showakvc.co.jp/ 化学工業 行田 g11090046



2333 株式会社　十万石ふくさや 行田市長野２－２７－２８ 横田　康介 http://www.jumangoku.co.jp/ 木材・木製品製造業（家具を除く） 行田 g11090047

2334 羽生福祉会　児童養護施設ふれんど 羽生市大字下新郷６６６ 吉岡　一孝 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090048

2335 ＧＯＤ　ＨＡＩＲ 行田市棚田町２－４－３ 神谷　輝和 洗濯・理容・美容・浴場業 行田 g11090049

2336 株式会社　キャステック 加須市豊野台２－７１７－６ 飯島　雷治郎 http://www.castec-inc.com 輸送用機械器具製造業 行田 g11090050

2337 湯本内装株式会社 行田市埼玉３３３１ 湯本　茂作 http://www.yumoto-g.co.jp/ 職別工事業（設備工事業を除く） 行田 g11090051

2338 株式会社　デリカナカムラ 加須市鴻茎３２０６－２ 中村　和文 食料品製造業 行田 g11090052

2339 藤喜工業株式会社 加須市志多見３３０－３ 佐藤　留喜 総合工事業 行田 g11090053

2340 有限会社フクシ　藤の里 加須市鴻茎２１６８－１ 石原　恵子 http://2943.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090054

2341 株式会社　清水家 秩父市荒川白久９２－１ 新井　良八 各種商品卸売業 秩父 g11070071

2342 社会福祉法人　隼人会 行田市白川戸２７５ 根岸　仁司 http://www.makibaen.com 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090055

2343 鍋屋プロパン株式会社 飯能市栄町８－８ 加桶　清子 その他の小売業 飯能 g11061022

2344 有限会社　大豆工房みや 入間郡越生町堂山１７８－７ 宮永　琢詩 食料品製造業 飯能 g11061023

2345 大曽根商事株式会社 秩父市大字黒谷２８０－１ 若尾　東 食料品製造業 秩父 g11070072

2346 小嶋塗料株式会社 千葉県花見川区幕張町５－４１７－１０４ 小島　次郎 その他の小売業 県外 g11000008

2347 昭和造機株式会社 加須市道地１３００－１６ 山本　繁夫 http://www.syozo.com 生産用機械器具製造業 行田 g11090056

2348 サイレキ建設工業株式会社 加須市志多見１３６１－１ 野中　信孝 http://www.saireki.co.jp 総合工事業 行田 g11090057

2349 社会福祉法人　敬愛会 加須市新川通１７９－１ 堀越　正道 http://www.keiaikai-j.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090058

2350 渡辺歯科医院 加須市中重４４８－１ 渡辺　和志 http://www.watanabe-perio-dc.jp/ 医療業 行田 g11090059

2351 すみれ歯科医院 羽生市藤井上組１０１３－８ 斉藤　慶之 医療業 行田 g11090060

2352 医療法人　古市歯科医院 羽生市北１－４－１０ 古市　明 医療業 行田 g11090061

2353 関根歯科医院 羽生市三田ヶ谷１４２６－２ 関根　拓 医療業 行田 g11090062

2354 株式会社　北関東曲加工センター 加須市正能３－２ 松本　英人 金属製品製造業 行田 g11090063

2355 株式会社　クワバラ・パンぷキン 加須市鴻茎３８１－５ 桑原　一男 http://www.k-pumpkin.co.jp 職別工事業（設備工事業を除く） 行田 g11090064

2356 大野建設株式会社 行田市持田３－４－３ 大野　年司 http://www.oono.gr.jp 総合工事業 行田 g11090065

2357 社会福祉法人柏樹会　シャローム 本庄市今井１２５１－１ 浅見　旭 http://hakujukai.org/ 社会保険・社会福祉・介護事業 本庄 g11021103

2358 株式会社　バイクハウスゼロ さいたま市浦和区駒場１－２５－９ 志村　実 http://www.bikehouse-zero.com 機械器具小売業 浦和 g11050049

2359 株式会社　井口一世 所沢市所沢新町２５５３－３ 井口　一世 http://www.iguchi.ne.jp/ 所沢 g11060060

2360 有限会社　ピーエスエス 入間郡三芳町北永井３２４ 塩沢　潔 所沢 g11060061

2361 セイホクスポーツ株式会社 日高市鹿山４７３－６ 吉澤　俊明 http://www.s-win-seihoku.jp その他の教育、学習支援業 飯能 g11061024

2362 有限会社　中里自動車 飯能市稲荷山１７－１７ 中里　光伸 自動車整備業 飯能 g11061025

2363 太田鉄工株式会社 日高市大字田波目１０３７－１ 太田　昌志 金属製品製造業 飯能 g11061026

2364 加藤木材工業株式会社 飯能市大字笠縫４１８ 加藤　義明 http://www.katomokuzai.co.jp 家具・装備品製造業 飯能 g11061027

2365 株式会社　寺尾工げい 秩父市寺尾２８０４－４ 村越　好美 家具・装備品製造業 秩父 g11070073

2366 株式会社　松崎住宅産業 秩父郡横瀬町大字横瀬４２３３－３　アピアランス三番館 松崎　久雄 http://www.mjs-housing.co.jp 総合工事業 秩父 g11070074

2367 リリスコンストラクション株式会社 加須市中央１－１０－１４ 新井　孝之 http://www.lilis-construction.com/ ガス業 行田 g11090066

2368 介護老人保健施設　あいの郷 羽生市桑崎１９６－１ 今園　修 http://www.ainosato.com 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090067

2369 株式会社　堀河製作所 加須市川口４－３－８ 堀河　忠則 http://www.horikawa-eg.co.jp 生産用機械器具製造業 行田 g11090068

2370 日科ミクロン株式会社 三郷市早稲田３－１６－５ 関口　重夫 http://www.nikka-micron.com/ 業務用機械器具製造業 草加 g11100014

2371 三城建機株式会社 八潮市八潮５－２－５ 安東　繁 http://www.sanjou.com/ 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100015

2372 有限会社　オキヤマ 戸田市笹目北町１２－１３ 沖山　和邦 http://www.okiyama-g.co.jp 印刷・同関連業 川口 g11010186

2373 福田運輸有限会社 行田市荒木１４４８－１ 福田　浩一 道路貨物運送業 行田 g11090069

2374 アミュード株式会社 羽生市三田ヶ谷２９９－１ 栗林　幹一 http://www.amuood.co.jp 食料品製造業 行田 g11090070

2375 社会福祉法人　花崎保育園 加須市花崎３５１ 川野　久江 学校教育 行田 g11090071

2376 インペックス株式会社 三郷市南蓮沼２１９ 井上　博之 http://www.paint-inpex.com/ 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100016



2377 社会福祉法人　神愛ホーム 入間郡毛呂山町大谷木２１４－１ 市川　広美 社会保険・社会福祉・介護事業 飯能 g11061028

2378 社会福祉法人英光会　和光保育園 行田市佐間３－２０－３ 松田　純子 http://www.ans.co.jp/ap/wako/history01/ 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090072

2379 株式会社　アンジュ さいたま市浦和区高砂２－９－１　山口屋本店ビル３Ｆ 仲本　勝三 http://www.ange1997.co.jp 洗濯・理容・美容・浴場業 浦和 g11050050

2380 株式会社　想画 さいたま市中央区上落合２－３－２ 田中　統蔵 http://www.sohga.jp/ 情報サービス業 浦和 g11050051

2381 株式会社　愛ケア さいたま市南区根岸１－６－１６ 渋谷　利行 http://www.aikea.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050052

2382 株式会社　郷前 さいたま市南区文蔵２－２２－２ 飯田　嘉翁 通信業 浦和 g11050053

2383 ガロトレーニングセンター さいたま市浦和区北浦和１－２－２　北浦和ビル４Ｆ 滝澤　良雄 洗濯・理容・美容・浴場業 浦和 g11050054

2384 障害者生活ネットワークうらわ　虹の会 さいたま市桜区大久保領家５７４ 松沢　純子 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050055

2385 株式会社　かんなん丸 さいたま市浦和区南浦和２－３５－１１　南浦和秀華ビル６Ｆ 佐藤　栄治 http://www.kannanmaru.co.jp 飲食店 浦和 g11050056

2386 酒巻設計事務所 さいたま市南区別所３－５－１２　和田ビル３０１内 酒巻　一雄 技術サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050057

2387 株式会社　小山日進堂 所沢市泉町１８５６－１ 小山　浩 http://www.nissindo.com 所沢 g11060062

2388 日本住建株式会社 飯能市大字芦苅場３５８－１ 和田　充 http://www.n-jyuuken.jp 木材・木製品製造業（家具を除く） 飯能 g11061029

2389 荒川商工会 秩父市荒川上田野１４２７－１ 小林　忠作 http://www.sobanosato.or.jp 政治・経済・文化団体 秩父 g11070075

2390 医療法人社団心司会　介護老人保健施設しょうわ 春日部市下柳１０８８ 左山　博幸 http://www.showa.or.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 春日部 g11080024

2391 株式会社　浦野建具 行田市矢場２－１０－１ 浦野　喜平 http://www.uranotategu.co.jp 職別工事業（設備工事業を除く） 行田 g11090073

2392 社会福祉法人　共愛会 羽生市大字砂山２１０ 岡村　弘 http://www.kyoaikai.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090074

2393 富士高フーヅ工業株式会社 羽生市下岩瀬７２７ 高橋　保裕 http://www.fujitaka-foods.co.jp 食料品製造業 行田 g11090075

2394 有限会社　今井メッキ工業所 三郷市新和１－１８７－１ 今井　良行 分類不能の産業 草加 g11100017

2395 有限会社　小岸興業 三郷市番匠免２－２４ 小岸　昭義 http://www.ogishikougyou.com/ 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100018

2396 株式会社　ケーアイネットワーク 三郷市彦野１－１７４－１－２Ｆ 桐井　登志生 http://www.respeito.net 設備工事業 草加 g11100019

2397 トーサイアポ株式会社 三郷市上彦名５０７－１ 柏原　哲郎 http://www.tosai.jp/ 機械等修理業 草加 g11100020

2398 新英鋼業株式会社 草加市柿木町７２２－１ 井料　将敏 http://shinei-kk.com 金属製品製造業 草加 g11100021

2399 エムイーテクノ株式会社 草加市柿木町７２２－１ 井料　英範 金属製品製造業 草加 g11100022

2400 株式会社　松草 草加市遊馬町６４１－１ 松草　忠 http://www.matsukusa.co.jp 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100023

2401 医療法人社団理趣会　そうか草花保育園 草加市谷塚町５３０－１ 川島　快友 http://www.kidslink.jp/souka/ 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100024

2402 株式会社　葉月建設 草加市柳島町１２８ 吉田　祐幸 総合工事業 草加 g11100025

2403 医療法人眞幸会　介護老人保健施設翔寿苑 草加市青柳８－５１－１３ 松本　眞彦 http://www.shinko-kai.or.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100026

2404 株式会社　埼玉菅谷材木店 三郷市彦川戸１ー２９８－４ 菅谷　直人 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 草加 g11100027

2405 有限会社　鬼燈屋 草加市柳島町４５－２ 甕　潤 http://www.hozukiya.jp/ なめし革・同製品・毛皮製造業 草加 g11100028

2406 有限会社　池澤鍍金工業所 草加市吉町４－１－２７ 池澤　朋洋 http://www.ikezawa-plating.jp 鉄鋼業 草加 g11100029

2407 栄廣電設株式会社 八潮市大曽根４９５－９ 三浦　幸治 http://eikou-densetu.net 設備工事業 草加 g11100030

2408 英和株式会社 八潮市大字八條５０ 瀬戸　麻実 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100031

2409 トーアレックス株式会社 三郷市駒形６５６ 長岡　清司 http://www.to-arex.co.jp 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100032

2410 寿屋フロンテ株式会社 行田市藤原町１－２０－１ 吉荒　栄一 http://www.kf-k.co.jp/home/ 輸送用機械器具製造業 行田 g11090076

2411 医療法人悠水会　佐藤歯科クリニック 鴻巣市筑波１－４－１ 佐藤　正俊 http://www.whiteeth.jp 医療業 行田 g11090077

2412 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 羽生市上岩瀬５５１ 松本　裕史 http://www.fureaihosp.or.jp/hanyuhp/index.html 医療業 行田 g11090078

2413 株式会社　セイフティ輸送 さいたま市北区別所町６４－１５ 三浦　修 道路貨物運送業 大宮 g11030064

2414 山手介護株式会社 飯能市山手町２３－８ 細田　吉春 社会保険・社会福祉・介護事業 飯能 g11061030

2415 株式会社　拓殖商事 羽生市大沼２－８－１ 高木　淳 プラスチック製品製造業 行田 g11090079

2416 株式会社　エドトク 加須市新利根１－１－２ 赤沢　金之輔 木材・木製品製造業（家具を除く） 行田 g11090080

2417 株式会社　Ａｃｔion 三郷市早稲田３－１７－２０ 引場　辰仁 http://www.action-service.co.jp/ 電気業 草加 g11100033

2418 株式会社　八潮学園 八潮市二丁目９４８－１ 内田　康夫 http://www.yashiogakuen.com 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100034

2419 株式会社　国守 八潮市大曽根８３－１ 佐竹　誠二 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100035

2420 株式会社　ＯＳ 八潮市中央１－６－７ 大塚　英司 http://www.os-genki.jp その他の事業サービス業 草加 g11100036



2421 石井貿易株式会社 草加市遊馬町１０１５ 石井　寿明 その他の卸売業 草加 g11100037

2422 株式会社　ｙuzo 八潮市古新田５０２ 蓮見　英人 自動車整備業 草加 g11100038

2423 和廣株式会社 八潮市中央２－２４－１６－２Ｆ 三輪　哲也 http://www.wako-hd.com 各種商品小売業 草加 g11100039

2424 特定非営利活動法人　みのり 南埼玉郡白岡町下大崎２９４－１ 古嶋　美代 社会保険・社会福祉・介護事業 春日部 g11080025

2425 株式会社　エースパッケージ 幸手市大字木立１８３０－２２ 杉山　峯正 http://www.acepackage.co.jp パルプ・紙・紙加工品製造業 春日部 g11080026

2426 社会福祉法人元気村　栗橋ナーシングホーム翔裕園 久喜市小右衛門９５１－１ 神成　裕 http://www.kurihashi-roken-nhs.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 春日部 g11080027

2427 社会福祉法人　鳩山松寿会 比企郡鳩山町小用５５４ 溝井　八洲夫 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041080

2428 ムトウ化工株式会社 八潮市木曽根５４０－１ 武藤　直樹 その他の事業サービス業 草加 g11100040

2429 もり歯科クリニック 三郷市戸ヶ崎３１２４－３１ 森　健司 http://www5.ocn.ne.jp/~mori-dc/ 医療業 草加 g11100041

2430 医療法人埼友会　埼友草加病院 草加市北谷１－２１－３７ 後藤　善和 http://www.saiyukai.com/ 医療業 草加 g11100042

2431 株式会社　風間工務店 草加市旭町１－１－８ 風間　利高 http://kazamakoumuten.co.jp/ 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100043

2432 社会福祉法人草加福祉会　特別養護老人ホームフェリス 草加市長栄町６５８ 湖山　泰成 http://www.soukafukushikai.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100044

2433 株式会社　友基 飯能市大字岩沢２５６ 酒井　貞夫 http://www.yuuki-group.co.jp 電子部品・デバイス・電子回路製造業 飯能 g11061031

2434 株式会社　稲見商店 加須市栄１８２７ 稲見　慎一郎 http://www.inami-s.jp 設備工事業 行田 g11090081

2435 小島染織工業株式会社 羽生市神戸６４２－２ 小島　秀之 http://www.kojimasenshoku.com 繊維工業 行田 g11090082

2436 有限会社エフ・シー・ケイ・エイチ・プランニング(ヘアーメイクＰuff) 草加市弁天１－１４－１－１０２ 笠原　俊光 洗濯・理容・美容・浴場業 草加 g11100045

2437 株式会社　新島製本 草加市新里町６５－５ 新島　義工 http://www.niijima.org 印刷・同関連業 草加 g11100046

2438 有限会社　秋元技研 八潮市南川崎３１７－２ 秋元　邦男 http://u-p-m.akimoto-corporation.jp 生産用機械器具製造業 草加 g11100047

2439 松本アルミ建材株式会社 加須市正能３－３ 松本　晃 電子部品・デバイス・電子回路製造業 行田 g11090083

2440 株式会社　酒井工機 さいたま市緑区山崎１－１０－１７ 酒井　啓 http://www.sakaikouki.com 設備工事業 浦和 g11050058

2441 金子桂子税理士事務所 さいたま市桜区西堀５－１０－１４ 金子　桂子 専門サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050059

2442 松本自動車工業株式会社 さいたま市中央区上落合４－１－２４ 松本　晃明 http://www.kobac410.com 自動車整備業 浦和 g11050060

2443 あい保育園 さいたま市南区南本町２－３－８　志賀パレスビル１０１ 高橋　淑子 http://www.kidslink.jp/ai-hoikuen/ 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050061

2444 浦和中央青果市場株式会社 さいたま市桜区桜田３－３－１ 芥子　幸夫 http://www.urawaseikashijo.co.jp 飲食料品卸売業 浦和 g11050062

2445 医療法人社団　大谷歯科クリニック さいたま市緑区東浦和４－３－１ 大谷　泰治 http://ohtanishika.net 医療業 浦和 g11050063

2446 橋本真一税理士事務所 さいたま市浦和区東仲町２５－２　０２ビル３Ｆ 橋本　真一 http://www.hashi97.jp 技術サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050064

2447 株式会社　ぷらす さいたま市浦和区針ヶ谷３－２－１１ 井川　潤 http://www.uraichi.co.jp 飲食店 浦和 g11050065

2448 東鋼材株式会社 さいたま市緑区間宮８７２ 吉岡　實 鋼鉄業 浦和 g11050066

2449 Tiara さいたま市浦和区仲町１－３２ 寺岡　直子 洗濯・理容・美容・浴場業 浦和 g11050067

2450 有限会社　エフピー さいたま市浦和区北浦和４－７－１　岩崎ビル別館２０１ 渡部　英則 http://www.ps-fp.com 飲食料品卸売業 浦和 g11050068

2451 ネセサリー株式会社 さいたま市南区南浦和２－４０－１　第二愛興ビル３Ｆ 渡邊　寛 その他のサービス業 浦和 g11050069

2452 ランド資材株式会社　埼玉営業所 さいたま市桜区西堀８－６－４ 松岡　稔 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 浦和 g11050070

2453 株式会社　ケン・ハウジング さいたま市浦和区東高砂町２－３－６Ｆ 斉藤　建吾 http://www.ken-housing.com 不動産賃貸業・管理業 浦和 g11050071

2454 株式会社　ソーワ さいたま市桜区道場３－２７－１ 石井　佑子 http://www.so-wa.cc/ 総合工事業 浦和 g11050072

2455 特別養護老人ホーム　さいたまロイヤルの園 さいたま市桜区大字五関３９６－２ 矢吹　甚吾 http://www.wam-town.jp/saitama/ 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050073

2456 医療法人健栄会　保科クリニック さいたま市桜区田嶋４－１６３０－１ 保科　孝行 医療業 浦和 g11050074

2457 Ｌig株式会社 さいたま市浦和区北浦和３－２－１０ 三橋　良斗 その他の生活関連サービス業 浦和 g11050075

2458 株式会社　エコ計画 さいたま市桜区田島８－４－１６ 井上　綱隆 http://www.eco.co.jp 廃棄物処理業 浦和 g11050076

2459 株式会社　平耀 さいたま市南区根岸５－１５－８　ＹＫビル６Ｆ 内山　久美子 http://www.heiyo.jp 機械器具卸売業 浦和 g11050077

2460 社会福祉法人一麦福祉会　ワークスみぎわ 加須市常泉５３６－１ 鎌田　誠一 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090084

2461 株式会社　エフ工芸 越谷市平方４８５ 藤井　忠行 http://www.fcraft.com 設備工事業 越谷 g11120040

2462 株式会社　中村製作所 さいたま市桜区道場７０９－１ 中村　東吾 http://homepage3.nifty.com/nakamuraseisakusyo/ 金属製品製造業 浦和 g11050078

2463 川崎機電株式会社 さいたま市桜区栄和１－８－２２ 川崎　昌毅 機械器具卸売業 浦和 g11050079

2464 株式会社　ケンセン さいたま市緑区東大門２－２－１９ 小池　忠 http://www.kensen.jp その他の製造業 浦和 g11050080



2465 株式会社　オカモト さいたま市桜区町谷３－９－２８ 岡本　吉正 職別工事業（設備工事業を除く） 浦和 g11050081

2466 株式会社　オレンジライン さいたま市南区辻２－１２－３ 保坂　光正 http://www.orange-line.co.jp 道路貨物運送業 浦和 g11050082

2467 株式会社　エーアールツー さいたま市中央区上落合９－１０－２１ 針ヶ谷　昌之 http://www.ar2.co.jp 機械器具卸売業 浦和 g11050083

2468 社会福祉法人　昴 東松山市大谷５９０ 内田　富士夫 http://www.ksky.ne.jp/~subaru/ 社会保険・社会福祉・介護事業 東松山 g11041081

2469 川野辺自動車販売株式会社 羽生市大字下川崎２５－１ 川野辺　範夫 http://kawanobe-car.com 自動車整備業 行田 g11090085

2470 埼玉医療生活協同組合　行田ふれあいクリニック 行田市持田３－１５－２３ 徳田　虎雄 http://gyodacl@fureaihosp.or.jp/ 医療業 行田 g11090086

2471 ニチアスウレタン株式会社 羽生市大沼２－３２ 山下　五九萬 プラスチック製品製造業 行田 g11090087

2472 株式会社　ヤマモトエレクトロニクス 行田市富士見町１－１６－１ 山崎　昭平 電子部品・デバイス・電子回路製造業 行田 g11090088

2473 株式会社　カナイ 八潮市西袋７１７－１ 金井　亮太 http://www.kana-e.co.jp/ 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 草加 g11100048

2474 デンソン株式会社 八潮市緑町１－１４－２０ 田村　樹 http://www.denson.co.jp はん用機械器具製造業 草加 g11100049

2475 株式会社　カント 三郷市栄４－６１ 外山　昭雄 その他の卸売業 草加 g11100050

2476 有限会社　村上解体工業 三郷市戸ヶ崎３－６８１－１ 村上　鋼樹 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100051

2477 有限会社　両角塗装店 三郷市戸ヶ崎２－１１８ 両角　春次 職別工事業（設備工事業を除く） 草加 g11100052

2478 株式会社　ものくり さいたま市浦和区東仲町８－２２　コスモシティ浦和東ビル２Ｆ 石倉　和馬 総合工事業 浦和 g11050084

2479 株式会社　鈴木 さいたま市南区大谷口２４３５ 鈴木　眞 http://www.suzukitosou.co.jp 職別工事業（設備工事業を除く） 浦和 g11050085

2480 社会医療法人壮幸会　行田総合病院 行田市持田３７６ 川嶋　賢司 http://www.gyoda-hp.or.jp/ 医療業 行田 g11090089

2481 社会福祉法人瑞穂会　介護老人福祉施設ふぁみいゆ行田 行田市下須戸７５ 小嶋　敏子 http://famille-gyoda.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090090

2482 関東通商株式会社(auショップ加須） 加須市諏訪２－６－２９ 関口　拓実 http://aumypremiershop.jp/e349pn8/ その他の小売業 行田 g11090091

2483 大和輸送株式会社 行田市真名板１３１－２ 坂本　和雄 http://www.daiwayuso.co.jp 道路貨物運送業 行田 g11090092

2484 株式会社　シード 鴻巣市袋１０３０－７ 浦壁　昌広 http://www.seed.co.jp 業務用機械器具製造業 行田 g11090093

2485 三輪精機株式会社　羽生工場 羽生市大沼２－５５ 時田　俊彦 http://www.sanwaseiki.co.jp/ 輸送用機械器具製造業 行田 g11090094

2486 株式会社　ＲＩＳＩＮＧ　ＳＴＹＬＥ　埼玉 行田市忍２－１９－７川潮ビル３Ｆ 林　陽二 http://www.risingstyle.co.jp その他の教育、学習支援業 行田 g11090095

2487 株式会社　ジェイ・オー・シー羽生 羽生市小松台１－６０３－３６ 福田　豊 化学工業 行田 g11090096

2488 日本ラインファースト株式会社 加須市志多見８５－５ 成毛　義光 http://www.nlf-oshibori.co.jp パルプ・紙・紙加工品製造業 行田 g11090097

2489 株式会社　野村電線 加須市南篠崎２７１８ 佐藤　浩 http://www.nd-j.co.jp 行田 g11090098

2490 社会医療法人壮幸会　老人保健施設ハートフル行田 行田市下忍１１５７－１ 川嶋　賢司 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090099

2491 アサヒ物流株式会社 羽生市弥勒９９１－１ 川鍋　陽一 http://www.asahib.co.jp 道路貨物運送業 行田 g11090100

2492 有限会社　文研学院 上尾市原市３７２４－６ 黒澤　薫 その他の教育、学習支援業 大宮 g11030065

2493 株式会社　ホームダイニング さいたま市浦和区北浦和４－２－６　３階 佐藤　繁和 http://rakusho2004.com/ 飲食店 浦和 g11050086

2494 有限会社　埼京ホーム さいたま市南区白幡３－１２－１５ 里中　宗一郎 http://www.saikyouhome.co.jp 不動産取引業 浦和 g11050087

2495 有限会社　アートブレーンズ さいたま市桜区大久保領家６５９－３４ 加賀原　宏太朗 http://art-brains.com/ 総合工事業 浦和 g11050088

2496 有限会社　ファーストケアまちや さいたま市浦和区本太３－１－１４ 市村　まさ子 http://www.fc-machiya.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050089

2497 株式会社　彩京リムジン さいたま市緑区三室２３７５－２ 山下　浩幸 http://www.saikyo-limousine.com 道路旅客運送業 浦和 g11050090

2498 エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 東京都豊島区目白２－１６－２０　ＴＣＳーＨＤ南池袋ビル 高山　允伯 http://www.ntt-ipnet.co.jp/k/ 県外 g11000009

2499 株式会社　井上建築事務所 さいたま市南区文蔵３－１－１１ 井上　博明 総合工事業 浦和 g11050091

2500 ティグレ保育園 さいたま市中央区下落合２－５－４　明朗ビル１Ｆ 清水　広一 http://www.tigrehoikuen.com 社会保険・社会福祉・介護事業 浦和 g11050092

2501 ダイヤモンド印刷工業株式会社 さいたま市桜区田島９－１４－８ 長田　守雄 印刷・同関連業 浦和 g11050093

2502 松波会計事務所 さいたま市桜区田島１－１２－１０　賢雄第２ビル２階 松波　竜太 http://www.maznami.biz 専門サービス業（他に分類されないもの） 浦和 g11050094

2503 株式会社　後藤通信 さいたま市南区白幡４－１８－７ 後藤　昭 設備工事業 浦和 g11050095

2504 ほづみ自動車株式会社 さいたま市浦和区領家３－５－５ 穂積　邦之 機械器具小売業 浦和 g11050096

2505 株式会社　富士建設工業 所沢市日吉町８－２ 井上　宏一 http://www.fujiken-k.co.jp 所沢 g11060063

2506 日建塗装工業株式会社 春日部市豊野町２－３０－１６ 砂田　幸禧 http://www.nikken-toso.co.jp 金属製品製造業 春日部 g11080028

2507 医療法人愛應会　騎西クリニック病院 加須市日出安１３１３－１ 岩谷　周一 http://www.kisai-hosp.or.jp/ 医療業 行田 g11090101

2508 株式会社　ＡーＢＥＳＴ・オートサービス 加須市上高柳１４６６－１ 阿部　剛也 http://www8.ocn.ne.jp/~a-best/ 自動車整備業 行田 g11090102



2509 ＳＫダイヤ株式会社 羽生市下川崎４３２ 小沢　格 http://www.sk-dia.com その他の小売業 行田 g11090103

2510 株式会社　デイ・デイ・エス 羽生市大字上新郷４３０３ 加藤　英祐 http://www.t-d-s.co.jp 行田 g11090104

2511 社会福祉法人　福祉楽団 千葉県香取市岩部８６９－６０ 在田　正則 http://www.gakudan.org 社会保険・社会福祉・介護事業 県外 g11000010

2512 システムガードサービス株式会社 さいたま市南区太田窪１９５７　第３星野ビル２Ｆ 長谷川　良友 http://www.sgs-saitama.com その他の事業サービス業 浦和 g11050097

2513 医療法人　豊岡整形外科病院 入間市豊岡１－８－３ 岩橋　正樹 http://www.toyosei.jp/ 所沢 g11060064

2514 アースプラン株式会社 蓮田市根金１２８７－１ 菅原　道昭 http://www.earth-plan.co.jp 総合工事業 大宮 g11030066

2515 介護老人保健施設　秋桜 鴻巣市前砂９８０－１ 仁科　哲雄 http://www.nishina-t.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 行田 g11090105

2516 株式会社　加藤木工所 入間郡三芳町上富１１４１－３ 島田　博之 所沢 g11060065

2517 社会福祉法人　茶の花福祉会大樹の里 入間市高倉４－１５－５ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060066

2518 社会福祉法人　茶の花福祉会大樹館 入間市高倉４－１５－５ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060067

2519 社会福祉法人　茶の花福祉会大樹作業所 入間市新久２２７－１ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060068

2520 社会福祉法人　茶の花福祉会大樹の家 狭山市狭山４７－２９ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060069

2521 社会福祉法人　茶の花福祉会入間デイサービスセンター大樹 入間市新久３４２－３ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060070

2522 社会福祉法人　茶の花福祉会こやた大樹作業所 入間市小谷田３－２－２ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060071

2523 社会福祉法人　茶の花福祉会さやま大樹作業所 狭山市狭山４７－２８ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060072

2524 社会福祉法人　茶の花福祉会大樹の森 狭山市加佐志２４４－１ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp 所沢 g11060073

2525 株式会社　ＵＳＥＩ 入間市上藤沢７４１－３ 朝川　康誠 http://www.usei.jp/ 所沢 g11060074

2526 医療法人葦の会　石井クリニック 行田市大字下忍１０８９－１ 石井　義則 http://www.ishii-clinic.gr.jp/ 医療業 行田 g11090106

2527 株式会社　創信エンジニアリング さいたま市北区本郷町１７２３ 今成　宣男 設備工事業 大宮 g11030067

2528 東洋建材工業株式会社 蓮田市蓮田１－９２ 本橋　喜一 http://www.toyokenzai.com 職別工事業（設備工事業を除く） 大宮 g11030068

2529 有限会社　矢島工業 川越市谷中１３６－２ 矢島　久史 職別工事業（設備工事業を除く） 川越 g11040079

2530 関中建設株式会社 東松山市大字石橋１６９１－１ 中嶋　茂 http://www.sekinaka.co.jp 総合工事業 東松山 g11041082

2531 明海大学ＰＤＩ埼玉歯科診療所 入間市豊岡５－１－３ 荒木　久生 http://www.dent.meikai.ac.jp 所沢 g11060075

2532 社会福祉法人楽栄会　特別養護老人ホームききょう苑 吉川市大字飯島２７４ 大脇　照男 社会保険・社会福祉・介護事業 越谷 g11120041

2533 社会福祉法人　大吉会 越谷市大吉５５２－１ 井橋　吉一 http://ooyoshikai.jp 社会保険・社会福祉・介護事業 越谷 g11120042

2534 アイディーエス株式会社 さいたま市見沼区深作１－２７－９ 佐藤　恵一 http://www.aidaiko.co.jp その他の生活関連サービス業 大宮 g11030069

2535 協同組合　東部給食センター 八潮市新町１－１ 関　幸治 http://www.tqc.or.jp 食料品製造業 草加 g11100053

2536 株式会社　津気屋 さいたま市桜区上大久保７０７ 榎本　岳幸 http://www.tsukiya.com/ 飲食店 浦和 g11050098

2537 有限会社キムラプランニング　エクセル歯科クリニック さいたま市南区南本町１－１０－１０　エクセルデンタルビル 木村　貞明 医療業 浦和 g11050099

2538 日本デルタシステム合同会社 さいたま市浦和区東仲町３－１７ 鷹野　晴代 http://www.n-deltasystem.com/ 情報サービス業 浦和 g11050100

2539 さいたまメディカルクリエート さいたま市浦和区東高砂町３－２　ハイフィールドビル４Ｆ 石栗　一男 その他の事業サービス業 浦和 g11050101

2540 社会福祉法人　茶の花福祉会ふじさわ大樹作業所 入間市上藤沢７０８－１ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp/ 所沢 g11060076

2541 社会福祉法人　茶の花福祉会しもとみ大樹 所沢市下富１０２８－２ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp/ 所沢 g11060077

2542 社会福祉法人　茶の花福祉会十四軒大樹作業所 所沢市下富１０２８－１ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp/ 所沢 g11060078

2543 社会福祉法人　茶の花福祉会南古谷大樹作業所 川越市久下戸４８５９－３ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp/ 所沢 g11060079

2544 社会福祉法人　茶の花福祉会大樹の郷 所沢市牛沼７７３－２ 高橋　満男 http://www.chanohana-fukushi.or.jp/ 所沢 g11060080

2545 ユニプラ株式会社 狭山市柏原３３７－２４ 蛭川 　雅治 http://www.unipla.co.jp/ 所沢 g11060081

2546 特定非営利活動法人　ハナミズキ介護サービス 草加市青柳６－３２－２２ 高橋　光江 社会保険・社会福祉・介護事業 草加 g11100054

2547 シンコースポーツ株式会社 草加市旭町６－１３－１８ 高橋　利幸 http://www.shinko-3s.co.jp 娯楽業 草加 g11100055

2548 株式会社　翔建 八潮市八潮４－４－１ 成田　吉広 設備工事業 草加 g11100056

2549 特定非営利活動法人豊和会　タンポポの丘 草加市青柳８－５７－２５ 齋藤　武 政治・経済・文化団体 草加 g11100057

2550 東日本メディコム株式会社 行田市斎条１２８ 松本　運造 http://www.e-medicom.co.jp/ 機械器具卸売業 行田 g11090107

2551 ホームメイトＦＣ草加店　株式会社ウインズホーム 草加市氷川町２１２９－１　野﨑第二ビル４Ｆ 浅井　政博 http://www.homemate.co.jp 不動産賃貸業・管理業 草加 g11100058

2552 有限会社　加賀崎水道設備 熊谷市三ヶ尻３３３４ 加賀崎　進 水道業 熊谷 g11020085



2553 社会福祉法人ゆたか会　ゆたか保育園 北葛飾郡松伏町松伏４３１ 塩原　映子 http://www.yutakakai.com/ 社会保険・社会福祉・介護事業 越谷 g11120043

2554 株式会社　黒沢工務店 深谷市大谷２３２３－１ 黒沢　幾雄 http://www.kurosawa-koumuten.jp/ 総合工事業 熊谷 g11020086

2555 株式会社　梅林堂 熊谷市箱田６－６－１５ 栗原　良太 http://www.bairindo.co.jp/ 食料品製造業 熊谷 g11020087

2556 社会福祉法人幸光福祉会　特別養護老人ホーム桃の里 越谷市船渡４３ 島田　昭三 社会保険･社会福祉･介護事業 越谷 g11120044

2557 株式会社　福祉保育グループ 越谷市大沢３－２３－６ 與那覇　生先 社会保険･社会福祉･介護事業 越谷 g11120045

2558 株式会社　アディコム 深谷市榛沢２９１－１６　東洋エクステリア岡部物流センター内 中瀬　顕二郎 http://www.m-addicom.jp/company/ 運輸に附帯するサービス業 熊谷 g11020088

2559 大木商産株式会社 大里郡寄居町用土１６８７－３ 大木　正一 http://www.okisyosan.com/ 職別工事業(設備工事業を除く） 熊谷 g11020089

2560 株式会社シムックス　花園営業所 深谷市折之口２５０－１ 山岡　土佐雄 http://www.keibi-sems.co.jp/ その他のサービス業 熊谷 g11020090

2561 株式会社　つばさグリーンファーム 深谷市仲町８－２３　和光深谷ビル３F 松本　清 http://www.tsubasa-info.com/ 農業 熊谷 g11020091

2562 株式会社　ベルク 鶴ヶ島市脚折１６４６番 大島　孝之 http://www.belc.jp/ 各種商品小売業 川越 g11020092

2563 株式会社　OKIソフトウェア 蕨市中央１－１６－８　OKIシステムセンター内 田井　務 http://www.oki-osk.jp/ 情報サービス業 川口 g11010187

2564 中田屋株式会社 加須市志多見２２３６ 伊藤　清 http://www.ndy.co.jp/ 鋼鉄業 行田 g11090108

2565 ハラサワホーム株式会社 群馬県太田市新井町５６５ 原澤　浩毅 http://www.hrsw.co.jp/ 県外 g11000011

2566 古郡建設株式会社 深谷市稲荷町２－１０－６ 古郡　栄一 http://www.furugori.co.jp/ 総合工事業 熊谷 g11020093

2567 株式会社　田中機電 三郷市戸ヶ崎１－６１５－２ 田中　賀津雄 http://www15.plala.or.jp/tanakakiden/ 電気機械器具製造業 草加 g11100059

2568 エムエスシー製造株式会社 八潮市２－１０７６ 徳勝　賢治 http://www.mscmfg.co.jp/ 生産用機械器具製造業 草加 g11100060

2569 田部井建設株式会社 熊谷市上根１０２ 田部井　俊一 http://www.tabei.co.jp/ 総合工事業 熊谷 g11020094

2570 金子農機株式会社 羽生市小松台１－５１６－１０ 金子　常雄 http://www.kanekokk.co.jp/ 生産用機械器具製造業 行田 g11090109

2571 医療法人社団正匡会　木村歯科医院 羽生市中央２－７－１０ 木村　匡司 http://www.masamasa.net/ 医療業 行田 g11090110

2572 アケボノスクリーン株式会社 草加市瀬崎４－１８－２３ 永井　健一郎 http://www.akebono-screen.com/ 印刷･同関連業 草加 g11100061

2573 高齢者福祉施設　やしお苑 八潮市大字南川崎２１０－１ 甚野　昭義 社会保険･社会福祉･介護事業 草加 g11100062

2574 株式会社　藤田 越谷市川柳町１－２７９－１ 藤田　弘 http://www.p-fujita.jp/ パルプ･紙･紙加工品製造業 越谷 g11120046

2575 医療法人彩清会　清水病院 秩父郡皆野町大字皆野１３９０－２ 清水　良泰 http://www.simizubyouin.or.jp/ 医療業 秩父 g11070076

2576 株式会社アタッシュ　デイサービスセンター彩優 加須市北下新井１７６１－２ 米田　慎吾 http://www.attch.com/ 社会保険･社会福祉･介護事業 行田 g11090111

2577 株式会社　グレイスコート 深谷市西島８１ 松澤　信広 社会保険･社会福祉･介護事業 熊谷 g11020095

2578 医療法人山柳会　塩味病院　介護老人保健施設ケアライフ朝霞 朝霞市溝沼２－４－１ 塩味　正雄 http://www.k4.dion.ne.jp/~shiomi/index.html 医療業 朝霞 g11110067

2579 フリーダム 深谷市西島町３－６－７　後藤ビル３０３ 田中　龍一 ガス業 熊谷 g11020096

2580 高砂製菓株式会社 久喜市北青柳１３３７－１ 折原　昌司 http://www.takasagoseika.co.jp/ 食料品製造業 春日部 g11080029

2581 株式会社　トウ ・プラス 秩父市桜木町３－１７ 浅賀　基久 http://www.toplas.co.jp/ プラスチック製品製造業 秩父 g11070077

2582 株式会社　千歳商会 熊谷市下川上１５９４－１ 鈴木　勝典 http://www.chitose-g.co.jp/ 物品賃貸業 熊谷 g11020097

2583 株式会社　沼尻電気工事 深谷市黒田１６９０－１ 沼尻　裕之 http://www.numaden.com/ 設備工事業 熊谷 g11020098

2584 株式会社　シルベック 八潮市浮塚８７９－３ 齋藤　晴久 http://www.silvec.co.jp/ 金属製品製造業 草加 g11100063

2585 株式会社　ガードアイ 熊谷市新堀１２１６－１ 田代　充雄 http://guard-i.jimdo.com/ 情報通信機械器具製造業 熊谷 g11020099

2586 株式会社　日高製作所 日高市原宿１６ 上村　初志 金属製品製造業 飯能 g11061032

2587 株式会社　ミヤマスイミングスクール 熊谷市十六間７６８－２ 有山　幸一 http://www5.ocn.ne.jp/~f-iss/ その他の教育、学習支援業 熊谷 g11020100

2588 草加市民ハウジング　センチュリー２１株式会社 草加市中央２－１５－８ 込山　巌 http://www.century21soka.com/ 不動産取引業 草加 g11100064

2589 三明ケミカル株式会社　北関東営業所 群馬県館林市近藤町６９１－３ 木村　壽 http://chemi.sunmay.co.jp/ 県外 g11000012

2590 三協ダイカスト株式会社 戸田市美女木４－３－５ 松浦　眞吾 http://www.sankyodc.com/ 鉄鋼業 川口 g11010188

2591 関東菱油株式会社 桶川市寿１－４－３ 原口　秀明 http://www.kanto-ryoyu.co.jp/ その他の小売業 大宮 g11030070

2592 株式会社　ナカヤマ 上尾市泉台３－４－４ 中山　嘉巳 http://www.nkym.co.jp/ 総合工事業 大宮 g11030071

2593 株式会社　エスアイイー 東京都千代田区神田松永町１８　ビオレ秋葉原ビル３階 藤　正幸 http://www.ssie.jp/ 県外 g11000013

2594 株式会社　オプテック 八潮市木曽根６９７－１ 古谷　守弘 http://www.e-optec.com/ 設備工事業 草加 g11100065

2595 株式会社　社会福祉総合研究所 東京都新宿区西新宿７－１０－７　加賀谷ビル３階 北原　弘美 http://syasouken.com/ 県外 g11000014

2596 ハイテクシステム株式会社 東京都中央区日本橋本町４－８－１４　東京建物第３室町ビル 高山　允伯 http://www.ht-s.co.jp/ 県外 g11000015



2597 株式会社　明建 越谷市千間台東１－９－９　ドｳ・アドレスビル８F－A 山田　博光 http://www.kk-meiken.co.jp/ 総合工事業 越谷 g11120047

2598 株式会社　テクノ・セブン 東京都中央区日本橋本町４－８－１４　東京建物第３室町ビル 齊藤　征志 http://www.techno7.co.jp/ 県外 g11000016

2599 キャリアスタッフネットワーク株式会社 東京都豊島区目白２－１６－２０ 高山　芳之 http://www.csn-ipnet.co.jp/ 県外 g11000017

2600 エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社 東京都豊島区目白２－１６－２０　TCS-HD南池袋ビル 高山　充伯 http://www.ntt-ipnet.co.jp/g/ 県外 g11000018

2601 有限会社　SOWA さいたま市西区指扇２４９２－２ 名苗　このみ 専門サービス業 大宮 g11030072 11030023

2602 山英電業 草加市氷川町５０２－９ 山中　幸英 設備工事業 草加 g11100066

2603 株式会社　光新星北関東支店 さいたま市北区宮原町４－２－２０第３益山ビル１F 小俣　和茂 http://www.hikarishinsei.co.jp/jp/ その他の卸売業 大宮 g11030073

2604 株式会社　チヨダマシナリー 北葛飾郡杉戸町本郷６３８－１ 山下　則夫 http://www.chiyoda-machinery.co.jp/ 春日部 g11080030

2605 株式会社　エムテック 草加市青柳３－４－３０ 田島　充 http://www.m-tc.co.jp/ はん用機械器具製造業 草加 g11100067

2606 株式会社　インバックス さいたま市見沼区春岡２－２６－１０ 秋山　祥克 http://www.invax.co.jp/ 大宮 g11030074

2607 社会福祉法人　育心会 入間郡毛呂山町市場１０９５ 丸木　憲雄 http://www.ikushin.or.jp/ 社会保険・社会福祉・介護事業 飯能 g11061033

2608 株式会社　電通建設 川越市天沼新田３３９－７ 伊理　和昭 http://www.dentu.co.jp/ 通信業 川越 g11040081

2609 リングロー株式会社 戸田市笹目４－３５－２０ 碇　敏之 http://www.ringrow.co.jp/ 川口 g11010189

2610 株式会社　アウトスタンディング さいたま市大宮区大門町３－９９　第２やすなビル４階 澤　金之助 http://www.ousta.net/ 大宮 g11030075

2611 セコム株式会社　西関東本部 さいたま市大宮区土手町２－１５－１　小島MNビル５F 桑原　靖文 http://www.secom.co.jp/ その他のサービス業 大宮 g11030076

2612 株式会社　八甕 さいたま市中央区鈴谷６－４－５ 原　良祐 http://www.yahara.co.jp/ 浦和 g11050102

2613 ユニシステム株式会社 東京都豊島区目白２－１－１６－２０　TCS－HD南池袋ビル 高山　充伯 http://www.unisystem.co.jp/ 県外 g11000019

2614 株式会社　パワーセラー 朝霞市幸町３－１１－６ 臺　真樹 http://www.2060.jp/ 朝霞 g11110068

2615 株式会社　メモリアルアートの大野屋 東京都新宿区西新宿１－２５－１　新宿センタービル３８F 大澤　静可 http://www.ohnoya.co.jp/ 県外 g11000020

2616 株式会社　いっしん 茨城県かすみがうら市稲吉２－１８－１５ 川島　正行 http://www.isshin.gr.jp/ 県外 g11000021

2617 埼玉情報サービス株式会社 所沢市久米６０３－８ 指田　耕作 http://www.sisk.co.jp//index.htm 所沢 g11060082

2618 株式会社スパンドニクス 所沢市東所沢和田２－３－１５ 関　貴宏 http://www.spandnix.co.jp/ 所沢 g11060083

2619 株式会社シグマスタッフ 品川区上大崎２-２５-２　新目黒東急ビル６階 平澤　繁樹 www.sigma-staff.co.jp 県外 g11000021

2620 株式会社　アークパワー 東京都渋谷区渋谷２-１５-１　渋谷クロスタワー２３階 池邉　竜一 http://www.arkpower.co.jp 県外 g11000022

2621 インターネットウェア株式会社　大宮支店 さいたま市中央区上落合８-１４-２３　TCS-HD大宮ビル 髙山　正大 http://www.inw.jp 大宮 g11030077

2622 インターネットウェア株式会社　熊谷支店 熊谷市万平町１-４０　INW熊谷ビル 髙山　正大 http://www.inw.jp 熊谷 g11020101

2623 株式会社　アウスタ さいたま市大宮区大門町３-９９　第２やすなビル４階 澤　金之助 http://www.austa.co.jp 大宮 g11030078

2624 ダイオープリンティング株式会社 東京都豊島区北大塚１-１３-４ 篠原　義幸 http://www.daio-printhingu.co.jp/ 県外 g11000023

2625 イオス株式会社 川口市八幡木１-１０-２６ 田辺　孝 http://www.ios-hato.co.jp 川口 g11010190

2626 大東建物管理株式会社 東京都港区江南２-１６-１　品川イーストワンタワー 門内　仁志 http://www.daito-tatemono.com/ 県外 g11000024

2627 医療法人社団　愛光会 鴻巣市本宮町１-１１ 斎藤　脩司 http://www.flowerpalace.jp 大宮 g11030079

2628 株式会社　ネットサポート 渋谷区渋谷　２-１７-２　太陽生命渋谷ビル８階 鵜島　明弘 http://n-support.jp/ 県外 g11000025

2629 ㈱サリックスマーチャンダイズシステムズ 幸手市北　２-６-５ 西村　一夫 http://www.salixms.co.jp/ 春日部 g11080031

2630 ゼビオ株式会社 福島県郡山市朝日　３-７-３５ 加藤　智治 http://www.xebio.co.jp/ 県外 g11000026

2631 株式会社　ファイブイズホーム 行田市持田３-２-１７ 細井　保雄 http://www.fiveishome.jp 行田 g11090112

2632 石田産業㈱ 八潮市八潮６－１９－１１ 大塚　俊一 http://www.bi-ke.jp 草加 g11100068

2633 エフビーエス㈱ 三郷市高州４－１４０－１ 古江　幸恵 草加 g11100069

2634 介護老人保健施設　草加ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ 草加市柿木町１２３-２ 中村　哲也 http://www.ims.gr.jp/souka-royal/ 草加 g11100070

2635 株式会社　KSP・EAST さいたま市浦和区高砂　２－３－１８ 五十嵐　久男 http://www.ksp-kokusai.co.jp/east/ 浦和 g11050103

2636 社会福祉法人　吉祥福寿会 蓮田市大字閏戸　１８８５ 王　増富 http://www.kissyou.or.jp 大宮 g11030080

2637 株式会社　埼玉県魚市場 さいたま市北区吉野町　２-２２６-１ 加部　久男 http://www.saitamauoiti.co.jp 大宮 g11030081

2638 イハシライフ　株式会社 越谷市越ヶ谷１－４－３ 小林　恒人 http://184‐life.com 越谷 g11120048

2639 株式会社　イハシエネルギー 越谷市流通団地１-１-２ 井橋　英蔵 http://184-energy.com 越谷 g11120049

2640 アイ・ケア　株式会社 越谷市大竹８３１－１ 井橋　興蔵 http://www.i-ai.co.jp 越谷 g11120050



2641 株式会社　ＳＮＧ さいたま市浦和区北浦和４-５-５　北浦和大栄ビル４階 須永　宏 http://www.sngoffice.co.jp/ 浦和　 g11050104

2642 株式会社　関根エンタープライズ 越谷市増森２０７番地１２　関根ビル２階 関根　隆弘 https://www/sep1996.co.jp 越谷 g11120051

2643 株式会社　池下設計　北関東支店 さいたま市大宮区宮町３－１１－４　オリエンタル大宮ビル７階 堀口　誠 http://www.ikeshita-sekkei.com/ 土木建築サービス業 大宮 g11030082

2644 株式会社　三祥印刷 荒川区荒川５－３１－１８ 金澤　嗣浩 http://www.sansho-corp.com 県外 g11000027

2645 磐城土建工業(株)　所沢営業所 所沢市南永井１０３３ 鈴木　憲一 http://iwakidoken.sakura.ne.jp 所沢 g11060084

2646 三ツ和総合建設業協同組合 さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 http://www.mitsuwa.or.jp 土木工事業 大宮 g11030083

2647 株式会社　馬車道 熊谷市万吉２９５０-１ 木村　南一 http://www.bashamichi.co.jp/ 食堂・レストラン 熊谷 g11020102

2648 株式会社　川口自動車交通 川口市青木５丁目１４－１７ 李　勝子 www.kawaguchi-jikou.co.jp 自動車運送業 川口 g11010191

2649 有限会社　籠原産業 熊谷市上須戸　８８５-１ 吉岡　憲司 熊谷 g11020102

2650 株式会社　前澤エンジニアリングサービス 川口市仲町５－１１ 田口　繁 http://www.maezawa-es.co.jp/ はん用機械器具製造業 川口 g11010191

2651 社会福祉法人　埼玉聴覚障害者福祉会 入間郡毛呂山町西大久保７６６－１ 永井　紀世彦 http://www.sai-donguri.org/ 障害者福祉事業 飯能 g11061034

2652 社会福祉法人　元気村 鴻巣市東　１－１－２５　フラワービル４階 神成　裕介 https://www.genkimuragroup.jp/genkimura/ 大宮 g11030084

2653 有限会社　北井商事 上尾市本町　５－７－１５ 北井　浩治 http://www.kitaishouji.co.jp/recruit/ 大宮 g11030085

2654 ＡＬＳＯＫ埼玉　株式会社 さいたま市中央区上落合　２－３－４ 牧野　考二郎 http://saitama.alsok.co.jp/ 浦和 g11050105

2655 有限会社　ますいいリビングカンパニー 川口市中青木　３－２ー５ 増井　真也 http://www.masuii.co.jp 川口 g11010192

2656 株式会社　雨堤商店 大阪府門真市大字北島656－1 雨堤　基 http://www.amazutumi.co.jp 建築工事業 県外 g11000028

2657 株式会社　ベルハウス 和光市本町　１－１６ 渕岡　恒司 https://www.bell-house.jp その他の各種商品小売業 朝霞 g11110069

2658 株式会社　大西製作所 加須市砂原　２５７０ 大西　重男 http://www.ohnishi-ss.co.jp 自動車・同附属品製造業 行田 g11090113

2659 佐藤興産　株式会社 さいたま市大宮区吉敷町　２－４４ 佐藤　一博 http://www.satoh-net.co.jp/ 石油･鉱物卸販売 大宮 g11030086

2660 株式会社　上長根建設 三郷市鷹野　２－４３６　堀切ウェルズ６号室 上長根　悠司 https://kmngn.co.jp とび、土工、コンクリート公事業 草加 g11100071

2661 富士水質管理　株式会社 さいたま市見沼区中川　２２８ https://www.fuji-kanri.co.jp その他専門サービス業 大宮 g11030087

2662 有限会社　ぬり貫 新座市あたご　２－４－２５ 谷口　信隆 https://nurikan.com その他設備工事業 朝霞 g11110070


