
埼玉県健康経営実践事業所一覧（令和 2年 12月 31日現在） 

健康経営の取組を継続して実践し、「埼玉県健康経営実践事業所」として認定された事業所です。 

146 社（支店等を含めると 1,390 事業所）が認定されています（50 音順）。 

事業所名をクリックすると各事業所の取組などがご覧いただけます。 

※所在市町村は申請書の住所を記載しています。 

あ行、か行、さ行、た行、な行、は行、ま行、や行、ら行 

あ行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

アーティクルキャリー株式会社トー

コー（PDF：155KB） 

川島町 R2.12 月   

アイコスモ株式会社（PDF：181KB） さいたま市 H30.12 月 R2.12 月認定更新 

アイコミュニケーション株式会社（PDF：

178KB） 

さいたま市 R2.10 月   

アクサ生命保険株式会社 埼玉支社（PDF： さいたま市 H31.3 月 R2.3 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#agyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#kagyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#sagyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#tagyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#nagyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#hagyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#magyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#yagyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/kenkoukeieijisenjigyousyo.html#ragyou
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/14kenkoukeieioshiki3toko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/14kenkoukeieioshiki3toko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkokeieiyoshiki3aicosmo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieiyoushiki3icommunication2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieiyoushiki3icommunication2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3akusa.pdf


226KB） 

株式会社 旭（PDF：254KB） 所沢市 R2.4 月   

有限会社アジア工研（PDF：231KB） 吉見町 R2.1 月   

株式会社アドニス本澤（PDF：255KB） 春日部市 R2.5 月   

株式会社アペレ（PDF：234KB） 川口市 R2.7 月   

石坂産業株式会社（PDF：394KB） 三芳町 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

伊田テクノス株式会社（PDF：304KB） 東松山市 R2.10 月   

株式会社一進堂（PDF：258KB） 朝霞市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

伊藤超短波株式会社（PDF：236KB） 川口市 R1.8 月 R2.8 月認定更新 

株式会社イナホスポーツ（PDF：346KB） 北本市 R2.8 月   

岩堀建設工業株式会社（PDF：363KB） 川越市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社 UCHIDA（PDF：286KB） 三芳町 R2.7 月   

梅田工業株式会社（PDF：250KB） 行田市 R2.5 月   

株式会社栄進（PDF：171KB） 熊谷市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3akusa.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3asahi.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiajiakoken.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieijireiadonisuhonzawa.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoshiki3apele.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3ishizakasangyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoushiki3idatecnos.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/13kenkoukeieiyoushiki3isshindo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3itochotanpa.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3inahosports.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3iwahorikensetu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieiyoshiki3uchida.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieijireiumedakougyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/14kenkoukeieiyoushiki3eishin2.pdf


AGS 株式会社（PDF：321KB）（AGSビジネ

スコンピューター株式会社、AGS プロサービ

ス株式会社、AGS システムアドバイザリー株

式会社） 

さいたま市 H30.9 月 R2.9 月認定更新 

エースライフ株式会社（PDF：207KB） さいたま市 R1.8 月 R2.8 月認定更新 

株式会社エステート白馬（PDF：205KB） 所沢市 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

株式会社 NTT東日本-関信越（PDF：196KB） さいたま市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社エムエスジャパン（PDF：437KB） 加須市 R1.9 月 R2.9 月認定更新 

株式会社エムエス物流（PDF：440KB） 加須市 R1.9 月 R2.9 月認定更新 

エムケイ・コンサルティング株式会

社（PDF：284KB） 

杉戸町 R1.12 月 R2.12 月認定更新 

株式会社エムケー・ロジテック（PDF：252KB） 川口市 R2.4 月   

大塚製薬株式会社 大宮支店（PDF：250KB） 上尾市 H31.3 月 R2.3 月認定更新 

大野建設株式会社（PDF：286KB） 行田市 R2.2 月   

医療法人大宮シティクリニック（PDF： さいたま市 R2.11 月   

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3agsgroup.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3acelife.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieijireiesutetohakuba.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3ntthigashinihon.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3msj.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3msb.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkokeieiyoshiki3mk.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkokeieiyoshiki3mk.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3emukeroji.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3ootukaseiyaku.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieionokensetsu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/23kenkoukeieiyoushiki3oomiyacityclinic.pdf


149KB） 

小川工業株式会社（PDF：176KB） 行田市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

  

 か行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

株式会社がくどう舎（PDF：173KB） 所沢市 R2.11 月   

金杉建設株式会社（PDF：282KB） 春日部市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社金子製作所（PDF：159KB） さいたま市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社環境テクノ（PDF：166KB） 東松山市 R1.12 月 R2.12 月認定更新 

株式会社ギャランティーサービス（PDF：

231KB） 

戸田市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

共和コンサルタント株式会社（PDF：239KB） さいたま市 R2.7 月   

医療法人くぼじまクリニック

（PDF：155KB） 

熊谷市 R1.12 月 R2.12 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/23kenkoukeieiyoushiki3oomiyacityclinic.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3ogawakougyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/24kenkoukeieiyoushiki3gakudosya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/15kenkoukeieiyoushiki3kanesugikensetu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoushiki3kanekoseisakusyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkokeieiyoshiki3kankyotekuno.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3gyarantiservice.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3gyarantiservice.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkoukeieiyoshiki3kyowaconsal.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkokeieiyoshiki3kubojima.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkokeieiyoshiki3kubojima.pdf


医療法人クレモナ会ティーエムクリニック

（PDF：305KB） 

熊谷市 R2.9 月   

株式会社ケーロッド（PDF：327KB） 入間市 R2.7 月   

株式会社工進精工所（PDF：252KB） 狭山市 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

  

さ行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

社会福祉法人彩光会（上尾市立養護

老人ホーム恵和園、特別養護老人ホームあけぼ

の、ころぽっくる保育園）（PDF：181KB） 

上尾市 H30.12 月 R2.12 月認定更新 

株式会社埼玉クリーンサービス（PDF：

243KB） 

川越市 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団（PDF：

235KB） 

吉見町 R2.7 月   

埼玉縣信用金庫（PDF：188KB） 熊谷市 R1.6 月 R2.6 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3tmclinic.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3tmclinic.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieiyoshiki3kerod.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieijireikoushinseikojo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkokeieiyoshiki3keiwaen.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkokeieiyoshiki3keiwaen.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkokeieiyoshiki3keiwaen.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3saitamaclean.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3saitamaclean.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoshiki3kenkodukurijigyodan.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoshiki3kenkodukurijigyodan.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3saishin2.pdf


埼玉県中小企業団体中央会（PDF：120KB） さいたま市 R2.2 月   

埼玉トヨペット株式会社（PDF：413KB） さいたま市 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

埼玉トヨペットホールディングス株

式会社（PDF：175KB） 

さいたま市 H30.12 月 R2.12 月認定更新 

株式会社埼玉りそな銀行（PDF：

170KB） 

さいたま市 H30.12 月 R2.12 月認定更新 

株式会社サイボウ（PDF：279KB） さいたま市 R2.4 月   

サイボウサービス株式会社（PDF：182KB） 川口市 R2.4 月   

埼和興産株式会社（PDF：158KB） 川口市 R2.12 月   

佐藤興産株式会社（PDF：196KB） さいたま市 H31.1 月 R2.1 月認定更新 

狭山ケーブルテレビ株式会社（PDF：303KB） 狭山市 R2.11 月   

三喜運輸株式会社（PDF：200KB） 羽生市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

サンケン電設株式会社（PDF：330KB） 川越市 R1.8 月 R2.8 月認定更新 

株式会社サンライズクリエート（PDF：

212KB） 

鶴ヶ島市 R2.10 月   

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieityusyokigyodantaityuokai.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieijireisaitamatoyopet.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkokeieiyoshiki3saitamatoyopethol.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkokeieiyoshiki3saitamatoyopethol.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkokeieiyoshiki3saitamarisona.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkokeieiyoshiki3saitamarisona.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3saibou.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoushiki3saibouservice.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/15kenkoukeieioshiki3saiwakosan.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieisatokosan.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/25kenkoukeieiyoushiki3sayamakebultv.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/16kenkoukeieiyoushiki3sankiunyu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3sankendensetu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/12kenkoukeieiyoushiki3unrisecreate.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/12kenkoukeieiyoushiki3unrisecreate.pdf


株式会社 CRS埼玉（PDF：279KB） 川越市 R2.9 月   

株式会社 CPS（PDF：165KB） さいたま市 R2.11 月   

ジェコー株式会社（PDF：289KB） 行田市 R2.2 月   

ジグテックプレシジョン株式会社（PDF：

197KB） 

入間市 R1.10 月 R2.10 月認定更新 

株式会社島忠（PDF：244KB） さいたま市 R1.6 月   

首都圏物流事業協同組合（PDF：176KB） 戸田市 R2.11 月   

白岡冶金株式会社（PDF：244KB） 白岡市 R2.10 月   

株式会社しんけん（PDF：166KB） 行田市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

有限会社新郷運輸（PDF：232KB） 川口市 R1.7 月 R2.7 月認定更新 

新星機工株式会社（PDF：297KB） 三芳町 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社シンミドウ（PDF：305KB） さいたま市 H30.9 月 R2.9 月認定更新 

有限会社進和（PDF：244KB） 所沢市 R2.9 月   

住友生命保険相互会社埼玉中央支社（PDF：

221KB） 

さいたま市 H30.10 月 R2.10 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoushiki3crssaitama.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/26kenkoukeieiyoushiki3cps.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieijeko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3jpt.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3jpt.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3shimachu2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/27kenkoukeieiyoushiki3syutokenbuturyu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/13kenkoukeieiyoushiki3shiraokayakin.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/17kenkoukeieiyoushiki3shinken.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoshiki3shingounnyu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieiyoushiki3shinseikikou.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3shinmido.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3sinwa.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3sumitomo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3sumitomo.pdf


株式会社スズキアリーナ川口（PDF：234KB） 川口市 R2.9 月   

関口工業株式会社（PDF：273KB） 志木市 R2.4 月   

全国健康保険協会埼玉支部（PDF：152KB） さいたま市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社総合保険・富士（PDF：235KB） 川口市 R2.10 月   

  

た行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

第一生命保険株式会社（浦和支社、大宮支社、

川越支社、熊谷支社、埼玉東部支社、所沢支社））

※全ファイル概ね 200KB 前後 

東京都千代田区 R2.9 月   

大同生命保険株式会社（PDF：263KB） 

大阪府大阪市 

東京都中央区 

R1.5 月 R2.5 月認定更新 

太平電機株式会社埼玉営業所

（PDF：179KB） 

上尾市 R2.12 月   

株式会社タカヤマ（PDF：239KB） 所沢市 R1.10 月 R2.10 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieiyoushiki3suzukiarinakawaguchi.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3sekiguchikougyou2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/18kenkoukeieiyoushiki3kyoukaikenpo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/14kenkoukeieiyoushiki3hokensogofuji.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09-01kenkoukeieiyoushiki3daiichiseimeiurawa.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09-02kenkoukeieiyoushiki3daiichiseimeioomiya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09-03kenkoukeieiyoushiki3daiichiseimeikawagoe.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09-04kenkoukeieiyoushiki3daiichiseimeikumagaya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09-05kenkoukeieiyoushiki3daiichiseimeisaitamatobu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09-06kenkoukeieiyoushiki3daiichiseimeitokorozawa.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieijireidaidoseimei.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/16kenkoukeieioshiki3taiheidenki.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/16kenkoukeieioshiki3taiheidenki.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoushiki3takayama2.pdf


株式会社拓洋（PDF：231KB） 八潮市 R2.5 月   

田部井建設株式会社（PDF：248KB） 熊谷市 H30.10 月 R2.10 月認定更新 

株式会社チェリービー（PDF：

209KB） 

さいたま市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

医療法人智健会イーストメディカルクリニッ

ク（PDF：214KB） 

さいたま市 H31.3 月 R2.3 月認定更新 

株式会社東京すずらん（PDF：255KB） 蕨市 H31.2 月 R2.2 月認定更新 

東電用地株式会社 埼玉支社（PDF：250KB） 上尾市 R1.7 月 R2.7 月認定更新 

東和アークス株式会社（PDF：312KB） さいたま市 R2.4 月   

株式会社東和銀行（PDF：167KB） 群馬県前橋市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

社会福祉法人所沢市社会福祉協議会（PDF：

254KB） 

所沢市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

トヨタ部品埼玉共販株式会社（PDF：560KB） 

（トヨタモビリティパーツ株式会社 埼玉支

社） 

上尾市 H31.1 月 R2.1 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkoukeieijireitakuyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3tabei.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieioshiki3cherybee.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieioshiki3cherybee.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3chikenkai.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3chikenkai.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieitokyosuzuran.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoshiki3todenyochi.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieiyoushiki3towaakusu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkoukeieiyoushiki3towaginko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/19kenkoukeieiyoushiki3tokorozawasyakyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/19kenkoukeieiyoushiki3tokorozawasyakyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieitoyotabuhinsaitamakyohan.pdf


株式会社トランスフォーマー（PDF：290KB） 坂戸市 R2.2 月   

  

な行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

内藤保険サービス株式会社（PDF：

159KB） 

さいたま市 R2.12 月   

永田紙業株式会社（PDF：298KB） 深谷市 H30.10 月 R2.10 月認定更新 

中村電設工業株式会社（PDF：200KB） さいたま市 R2.2 月   

中原建設株式会社（PDF：284KB） 川口市 R2.5 月   

株式会社二光製作所（PDF：241KB） さいたま市 H31.3 月 R2.3 月認定更新 

株式会社ニチリョー（PDF：348KB） 越谷市 R1.7 月 R2.7 月認定更新 

株式会社日さく（PDF：193KB） さいたま市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会北関

東支部（PDF：213KB） 

さいたま市 R1.10 月 R2.10 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieitoransufomaer.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/17kenkoukeieioshiki3naitohoken.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/17kenkoukeieioshiki3naitohoken.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3nagatashigyou.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkokeieinakamuradensetsu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieijireinakaharakensetsu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3nikousesakusyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoshiki3nichiryo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieiyoushiki3nissaku.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3nihonnsanngyoucounsera.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3nihonnsanngyoucounsera.pdf


株式会社日本政策金融公庫さいたま支店

（PDF：156KB） 

さいたま市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

日本生命保険相互会社（さいたま支社、川越支

社、埼玉東支社、熊谷支社）（PDF：673KB） 

大阪府大阪市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

ネクストワン不動産株式会社（PDF：290KB） 鴻巣市 R1.10 月 R2.10 月認定更新 

  

は行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

株式会社ハイビー（PDF：212KB） 桶川市 H31.4 月 R2.4 月認定更新 

初雁興業株式会社（PDF：295KB） 川越市 H31.4 月 R2.4 月認定更新 

株式会社ハマ電子（PDF：286KB） 加須市 H30.9 月 R2.9 月認定更新 

株式会社浜屋（PDF：387KB） 東松山市 R2.6 月   

生活協同組合パルシステム埼玉（PDF：

178KB） 

蕨市 R2.10 月   

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoushiki3nihonseisakukinyuko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoushiki3nihonseisakukinyuko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/12kenkoukeieiyoushiki3nihonseimei.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/12kenkoukeieiyoushiki3nihonseimei.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieiyoushiki3nextone.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/01kenkoukeieiyoushiki3haibee.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieiyoushiki3hatukarikougyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieiyoushiki3hamadenshi.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3hamaya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/15kenkoukeieiyoushiki3palsystem2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/15kenkoukeieiyoushiki3palsystem2.pdf


ヒューマネコンサルティング株式会社（PDF：

241KB） 

越谷市 R2.10 月   

株式会社広瀬工業（PDF：237KB） 狭山市 R2.6 月   

株式会社ファイブイズホーム（PDF：286KB） 行田市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社フェニックスエンジニアリング

（PDF：481KB） 

三芳町 R2.2 月   

笛木醤油株式会社（PDF：246KB） 川島町 R2.1 月   

株式会社福しん毛呂山工場（PDF：244KB） 毛呂山町 R2.8 月   

富士通株式会社関東支社（PDF：220KB） さいたま市 R2.1 月   

株式会社富士薬品（PDF：171KB） さいたま市 R1.12 月 R2.12 月認定更新 

ブリヂストン BRM 株式会社（PDF：277KB） 加須市 H31.2 月 R2.2 月認定更新 

古郡建設株式会社（PDF：297KB） 深谷市 R2.10 月   

株式会社フロインテック（PDF：310KB） 川口市 R2.7 月   

株式会社保険室（PDF：157KB） 三郷市 R1.12 月 R2.12 月認定更新 

ホシザキ北関東株式会社（PDF：190KB） さいたま市 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/16kenkoukeieiyoushiki3humanecounsarutant.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/16kenkoukeieiyoushiki3humanecounsarutant.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoushiki3hirosekougyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/20kenkoukeieiyoushiki3fiveishome.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkokeieiphoenixengineering.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkokeieiphoenixengineering.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkokeieihuekisyoyu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoushiki3fukushin.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieifujitukantosisya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/12kenkokeieiyoshiki3fujiyakuhin.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieibridgestone.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/17kenkoukeieiyoushiki3furugorikensetu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/12kenkoukeieiyoshiki3furointeck.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/13kenkoukeieioshiki3hokenshitu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieijireihoshizakikitakanto.pdf


ボッシュ株式会社寄居工場（PDF：279KB） 寄居町 R2.1 月   

株式会社ホンダカーズ埼玉中（PDF：247KB） さいたま市 R2.10 月   

  

ま行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

前田建設工業株式会社 関東支店（PDF：

205KB） 

さいたま市 R2.4 月   

増木工業株式会社（PDF：283KB） 新座市 H30.9 月 R2.9 月認定更新 

松坂屋建材株式会社（PDF：310KB） 熊谷市 R2.4 月   

松本事務器株式会社（PDF：191KB） 川越市 R2.8 月   

株式会社マルタカ・パルス 埼玉支店（PDF：

250KB） 

春日部市 H31.2 月 R2.2 月認定更新 

株式会社マルニックス（PDF：482KB） 越谷市 R2.5 月   

マレリ株式会社（PDF：245KB） さいたま市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiboshuyorii.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/18kenkoukeieiyoushiki3hondacarssaitamanaka.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkoukeieiyoushiki3maedakensestu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkoukeieiyoushiki3maedakensestu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3masukikougyou.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieiyoushiki3mastuzakayakenzai.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoushiki3matumotojimuki.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieimarutaka.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieimarutaka.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieijireimarunikusu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/21kenkoukeieiyoushiki3marelli.pdf


ミズノ株式会社関東支社（PDF：347KB） さいたま市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社三津穗（PDF：259KB） 富士見市 R2.4 月   

三井金属鉱業株式会社 銅箔事業部 上尾事

業所（PDF：236KB） 

上尾市 R2.7 月   

三井住友海上火災保険株式会社

（PDF：168KB）（埼玉支店、埼玉西支店、

埼玉自動車営業部） 

さいたま市 H30.11 月 R2.11 月認定更新 

株式会社武蔵野銀行（PDF：319KB） さいたま市 R1.7 月 R2.7 月認定更新 

明成物流株式会社（PDF：230KB） 深谷市 H30.10 月 R2.10 月認定更新 

明治安田生命保険相互会社 大宮支

社（PDF：164KB） 

さいたま市 R1.11 月 R2.11 月認定更新 

明治安田生命保険相互会社 川越支社（PDF：

246KB） 

川越市 R1.7 月 R2.7 月認定更新 

株式会社メリーナ（PDF：207KB） 入間市 R2.10 月   

株式会社モリタ東京製作所（PDF：339KB） 伊奈町 R2.8 月   

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/22kenkoukeieiyoushiki3mizuno.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoushiki3mizuho2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/13kenkoukeieiyoshiki3mituikinzoku.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/13kenkoukeieiyoshiki3mituikinzoku.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieioshiki3mituisumitomokaijo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/02kenkoukeieioshiki3mituisumitomokaijo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoshiki3musashinoginko.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/04kenkoukeieiyoushiki3meiseibuturyu.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieioshiki3meijiyasudaseimeioomiya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/03kenkoukeieioshiki3meijiyasudaseimeioomiya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoshiki3meijiyasudakawagoesisya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/05kenkoukeieiyoshiki3meijiyasudakawagoesisya.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/19kenkoukeieiyoushiki3merina.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieiyoushiki3moritatokyoseisakujo.pdf


守屋八潮建設株式会社（PDF：271KB） 秩父市 R2.1 月   

  

や行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

株式会社矢口造園（PDF：437KB） 北本市 R2.8 月   

株式会社八潮（PDF：148KB） 所沢市 R2.12 月   

株式会社山口組（PDF：143KB） 秩父市 R2.11 月   

株式会社山本製作所（PDF：321KB） 東松山市 R1.7 月 R2.7 月認定更新 

  

ら行 

事業所名 所在市町村 認定月（初回） 備考 

株式会社ライフマスター（PDF：184KB） 富士見市 R1.10 月 R2.10 月認定更新 

ラジエンスウエア株式会社（PDF：184KB） 上里町 R2.7 月   

株式会社リュウオー（PDF：304KB） 狭山市 R2.9 月   

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/07kenkoukeieimoriyayashio.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkoukeieiyoushiki3yaguchizoen.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/18kenkoukeieioshiki3yashio.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/28kenkoukeieiyoushiki3yamaguchigumi2.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieiyoshiki3yamamotoseisakusyo.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/09kenkoukeieiyoushiki3lifemaster.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/14kenkoukeieiyoshiki3radianceware.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/10kenkoukeieiyoushiki3ryuo.pdf


ルーツアイランズ株式会社（PDF：256KB） 春日部市 R1.5 月 R2.5 月認定更新 

株式会社ルネサンス（PDF：271KB） 東京都墨田区 R2.9 月   

株式会社レオパレス 21（PDF：

179KB） 

東京都中野区 H30.12 月 R2.12 月認定更新 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/06kenkoukeieijireirootsirands.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/11kenkoukeieiyoushiki3renaissance.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkokeieiyoshiki3leopales.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/08kenkokeieiyoshiki3leopales.pdf

