
No.  事業所名  所在地

1 株式会社　シェリエ 本庄市

2 永田紙業　株式会社 深谷市

3 明成物流　株式会社 深谷市

4 株式会社　中央医研 狭山市

5 株式会社　埼玉三技協 上尾市

6 株式会社　チェリービー さいたま市浦和区

7 株式会社　シンミドウ さいたま市大宮区

8 株式会社　光英科学研究所 和光市

9 株式会社　米山メジャメント 越谷市

10 松本事務器　株式会社 川越市

11 医療法人社団　清幸会　行田中央総合病院 行田市

12 有限会社　フレッシュカーゴ 川口市

13 株式会社しんけん さいたま市見沼区

14 アイコスモ株式会社 さいたま市浦和区

15 株式会社トンボ楽器製作所 戸田市

16 社会福祉法人　杏樹会 入間市

17 本庄ガス株式会社 本庄市

18 株式会社ライフマスター 富士見市

19 テイ・エス　テック株式会社 朝霞市

20 株式会社東京すずらん 蕨市

21 株式会社　東海日動パートナーズＥＡＳＴ さいたま市大宮区

22 株式会社ｳｨｽﾞﾕｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ さいたま市北区
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23 小林栢間土地改良区 久喜市

24 日新工業株式会社 埼玉工場 春日部市

25 ＢＴコンサルティング株式会社 戸田市

26 テイ・エス　テック株式会社　埼玉工場 行田市

27 株式会社グラティアライフ 和光市

28 株式会社ニチリョー 越谷市

29 株式会社アイエヌジー 戸田市

30 株式会社埼玉クリーンサービス 川越市

31 ナルミナス・キャリア　株式会社 富士見市

32 株式会社アドニス本澤 春日部市

33 株式会社ギャランティーサービス 戸田市

34 株式会社　ハイビー 桶川市

35 株式会社　シックス　サービス 児玉郡上里町

36 社会福祉法人　埼玉聴覚障害者福祉会 入間郡毛呂山町

37 株式会社 UCHIDA 入間郡三芳町

38 エースライフ　株式会社 さいたま市大宮区

39 日産部品埼玉販売　株式会社 さいたま市中央区

40 有限会社　朝比奈設計事務所 越谷市

41 ワイズケー　株式会社 さいたま市南区

42 株式会社　日環サービス 川口市

43 株式会社　山本製作所 東松山市

44 株式会社　ブラウンワーク 東松山市

45 野口精機株式会社 東松山市

46 株式会社　やさしい住まいを考える会川越 川越市



47 株式会社　リスクマネジメント 川口市

48 新妻鋼業　株式会社 三郷市

49 有限会社　河内 川口市

50 有限会社　一進堂 朝霞市

51 有限会社　浜製作所 三郷市

52 株式会社　ケイアイ 日高市

53 ジグテックプレシジョン　株式会社 入間市

54 首都圏物流事業協同組合 戸田市

55 マストミ電子　株式会社 川口市

56 株式会社　関東甲信クボタ さいたま市桜区

57 株式会社　ツカサ 三郷市

58 ヒューマネコンサルティング　株式会社 越谷市

59 ネクストワン不動産　株式会社 鴻巣市

60 株式会社　エーシートランスポート 戸田市

61 株式会社　ピュアホームズ 川口市

62 株式会社　アジェクト 戸田市

63 三喜運輸　株式会社 羽生市

64 株式会社ヒタチ 富士見市

65 笛木醤油株式会社 比企郡川島町

66 環境クリエイト株式会社 戸田市

67 有限会社関根車輌 川口市

68 株式会社茂田工業所 北葛飾郡杉戸町

69 元郷塗装工業株式会社 川口市

70 けやき道路工業株式会社 さいたま市桜区



71 株式会社キューブコンサルティング 久喜市

72 株式会社ワイエス物流 越谷市

73 光和輸送株式会社 さいたま市中央区

74 株式会社エムエス物流 加須市

75 株式会社エムエスジャパン 加須市

76 株式会社ハイペリオン 朝霞市

77 株式会社保険室 三郷市

78 大野建設株式会社 行田市

79 株式会社ノットイコール さいたま市大宮区

80 株式会社栄進 熊谷市

81 菊名運輸株式会社 吉川市

82 株式会社信光物流 三郷市

83 埼九運輸株式会社 狭山市

84 イーストラインエクスプレス有限会社 坂戸市

85 株式会社トップサービス さいたま市中央区

86 税理士法人 小林合同会計 川口市

87 株式会社トーカイ 朝霞市

88 有限会社　新郷運輸 川口市

89 株式会社 アフラックス 富士見市

90 大石運輸 株式会社 さいたま市北区

91 株式会社ＰＬＡＳ 川越市

92 医療法人　大宮シティクリニック さいたま市大宮区

93 京葉流通倉庫株式会社 戸田市

94 MS埼玉株式会社 さいたま市大宮区



95 ライフサポートサービス株式会社 川口市

96 株式会社タイホー 川口市

97 株式会社　荒川瀧石 秩父市

98 戸田倉庫 株式会社 戸田市

99 株式会社 アシスト 秩父市

100 エムケイ・コンサルティング　株式会社 北葛飾郡杉戸町

101 株式会社　リハビリホーム一歩 上尾市

102 コメット 株式会社 さいたま市南区

103 有限会社　アジア工研 比企郡吉見町

104 有限会社　テツ・オフィス 坂戸市

105 株式会社　バスク・モーゲージ 川口市

106 社会福祉法人　所沢市社会福祉協議会 所沢市

107 さいたま市南区

108 さいたま市南区

109 株式会社　しごとば 川口市

110 有限会社　福島保険事務所 鴻巣市

111 株式会社　トランスフォーマー 坂戸市

112 医療法人　くぼじまクリニック 熊谷市

113 埼玉県中小企業団体中央会 さいたま市大宮区

114 有限会社　ハッピーライフ 本庄市

115 医療法人　社団哺育会　白岡中央総合病院 白岡市

116 株式会社　白川製作所 戸田市

117 株式会社　アクセス さいたま市見沼区

118 大和屋　株式会社 熊谷市



119 株式会社　カークリニックアキヤマ 深谷市

120 株式会社　三津穂 富士見市

121 フオーク　株式会社 加須市

122 有限会社　東海保険企画 越谷市

123 株式会社　ナックプランニング 戸田市

124 株式会社　大生興業 上尾市

125 株式会社　栗原辨天堂 熊谷市

126 株式会社　ほっとステーション さいたま市浦和区

127 神白工業　株式会社 蕨市

128 株式会社　環境テクノ 東松山市

129 株式会社　オキナヤ 熊谷市

130 川越商工会議所 川越市

131 社会福祉法人　美星会 さいたま市見沼区

132 医療法人社団　春日部さくら病院 春日部市

133 松坂屋建材　株式会社 熊谷市

134 大徳運輸　株式会社 草加市

135 タイユウ建設　株式会社 熊谷市

136 株式会社　杉本土建工業 さいたま市中央区

137 株式会社　エコーステーション 川越市

138 株式会社　セラフ榎本 川口市

139 佐藤興産　株式会社 さいたま市大宮区

140 株式会社　エムケー・ロジテック 川口市

141 株式会社　アルファー運輸 さいたま市西区

142 有限会社　明日香交通 本庄市



143 中村電設工業　株式会社 さいたま市岩槻区

144 株式会社　山下工務店 越谷市

145 株式会社　マツモト さいたま市岩槻区

146 三共物流　有限会社 戸田市

147 株式会社　アライ さいたま市南区

148 株式会社　バイオラボトットインターナショナル 川口市

149 株式会社　マルニックス 越谷市

150 株式会社　クレオン 川口市

151 株式会社　浜屋 東松山市

152 サーマル化工　株式会社 戸田市

153 医療法人社団　白桜会 白岡市

154 ほけんザウルス　株式会社 川越市

155 マスコー運輸　有限会社 加須市

156 有限会社　増田総業 加須市

157 アースシグナル　株式会社 川越市

158 有限会社　富士自動車 加須市

159 梅田工業　株式会社 行田市

160 株式会社　ケーロッド 入間市

161 株式会社　クワバラ　パンぷキン さいたま市中央区

162 宮園電子　株式会社 ふじみ野市

163 株式会社　発送センター 戸田市

164 株式会社　アペレ 川口市

165 株式会社　浦和通信 さいたま市桜区

166 株式会社　箱田製作所 熊谷市



167 リーガルボード　株式会社 草加市

168 株式会社　ニチユカ 熊谷市

169 株式会社　タウンナーサリー(はちみつ保育園) さいたま市浦和区

170 株式会社　ニューコム さいたま市浦和区

171 株式会社　親和保険 さいたま市見沼区

172 株式会社　ウィングライフ 川越市

173 オリヤス　株式会社 所沢市

174 株式会社　リュウオー 狭山市

175 関東協和陸運　株式会社 越谷市

176 有限会社　野上運輸 熊谷市

177 株式会社　リアン 入間郡三芳町

178 株式会社　ワークス 川越市

179 株式会社　プロネット 越谷市

180 大同機工　株式会社 戸田市

181 共進運輸　株式会社 越谷市

182 ベストセレクション　株式会社 所沢市

183 有限会社　ライフマネージメント ふじみ野市

184 株式会社　総合保険・富士 川口市

185 株式会社　CRS　埼玉 川越市

186 新興電設株式会社 熊谷市

187 社会福祉法人　ささめ保育園 戸田市

188 ラジエンスウエア　株式会社 児玉郡上里町

189 株式会社 五十嵐功業 東松山市

190 医療法人　五麟会 朝霞市



191 株式会社　がくどう舎 所沢市

192 税理士法人　コンパス 蕨市

193 社会福祉法人誠心会　あおぞらウィンクルム保育園 さいたま市大宮区

194 さいたま商工会議所 さいたま市浦和区

195 狭山ケーブルテレビ　株式会社 狭山市

196 合同会社　ベールブラン 鴻巣市

197 株式会社　広瀬工業 狭山市

198 アークティック　株式会社 富士見市

199 株式会社　川金ホールディングス 川口市

200 社会福祉法人　彩光会 上尾市


