
登録No. 企業・団体名等の名称 所在地 種別
00193 将建塗装 さいたま市 建設業
00194 株式会社リテラ 小鹿野町 製造業
00195 株式会社ＣＲＳ埼玉 川越市 金融業、保険業
00196 株式会社あすなろホーム さいたま市 医療、福祉
00197 株式会社栗原建設工業 杉戸町 建設業
00198 株式会社システム企画 さいたま市 建設業
00199 永劫建設株式会社 さいたま市 建設業
00200 株式会社タイセイリサイクル 所沢市 生活関連サービス業、娯楽業
00201 埼玉縣信用金庫 熊谷市 金融業、保険業
00202 株式会社WILL PROCEED 越谷市 サービス業（他に分類されない）
00203 有限会社ライフ・サポート 伊奈町 サービス業（他に分類されない）
00204 株式会社　東光 狭山市 建設業
00205 有限会社苅宿興業 蓮田市 建設業
00206 株式会社マルブン 行田市 サービス業（他に分類されない）
00207 女子栄養大学 坂戸市 学校・教育機関
00208 辰巳設備工業株式会社 さいたま市 建設業
00209 イーグル事務機株式会社 川口市 卸売業、小売業
00210 塩川設計測量株式会社 さいたま市 サービス業（他に分類されない）
00211 コーワプラス株式会社 吉川市 製造業
00212 島田建設工業株式会社 川口市 建設業
00213 株式会社岩崎食品工業 蓮田市 製造業
00214 株式会社　高脇基礎工事 北本市 建設業
00215 株式会社東京エーワン さいたま市 卸売業、小売業
00216 川西建設株式会社 川口市 建設業
00217 一般社団法人　第一中小企業診断士会 さいたま市 学術研究、専門・技術サービス業
00218 第一生命保険株式会社熊谷支社 熊谷市 金融業、保険業
00219 株式会社七越製菓 さいたま市 製造業
00220 株式会社スギヤマ 日高市 卸売業、小売業
00221 株式会社　MIKAMI 所沢市 製造業
00222 イーグルバス株式会社 川越市 運輸業、郵便業
00223 株式会社上尾グリーンガーデン 上尾市 不動産業、物品賃貸業
00224 サーパス工業株式会社 行田市 製造業

00225
医療法人社団マハロ会
かみむら歯科矯正歯科クリニック

越谷市 医療、福祉

00226
医療法人社団マハロ会
LeaLea歯科矯正歯科クリニック

八潮市 医療、福祉

00227 株式会社東建ジオテック さいたま市 サービス業（他に分類されない）
00228 株式会社 UCHIDA 三芳町 製造業
00229 ゴトー工業株式会社 川口市 製造業
00230 学校法人老本学園 行田市 教育、学習支援業
00231 株式会社佐伯工務店 さいたま市 建設業
00232 株式会社ウチダ ふじみ野市 サービス業（他に分類されない）
00233 髙元建設株式会社 越谷市 建設業
00234 増幸産業株式会社 川口市 製造業
00235 ツネイシカムテックス株式会社　埼玉工場 寄居町 サービス業（他に分類されない）
00236 クアビット株式会社 川口市 製造業
00237 ウォータースタンド株式会社 さいたま市 不動産業、物品賃貸業
00238 株式会社 ネクスコ・トール北関東 さいたま市 サービス業（他に分類されない）
00239 株式会社まんまるeねっと 川口市 情報通信業
00240 株式会社ココリ 川口市 卸売業、小売業
00241 大恒建設株式会社 春日部市 建設業
00242 ツアン・システム有限会社 さいたま市 卸売業、小売業
00243 埼玉エコステージ研究会 さいたま市 サービス業（他に分類されない）
00244 株式会社　和孝 所沢市 建設業
00245 坂戸ライオンズクラブ 坂戸市 団体・ＮＰＯ等
00246 近代ビル管理株式会社 深谷市 サービス業（他に分類されない）
00247 彩ネット株式会社 川口市 情報通信業
00248 古郡ホーム　株式会社 深谷市 建設業
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00249 株式会社　宝製作所 入間市 製造業
00250 第一生命保険株式会社　川越支社 川越市 金融業、保険業
00251 有限会社プリド 草加市 サービス業（他に分類されない）
00252 斉藤商事株式会社 富士見市 製造業
00253 北日本物産(株)吉川営業所 吉川市 電気・ガス・熱供給・水道業
00254 医療法人社団愛友会伊奈病院 伊奈町 医療、福祉
00255 有限会社　フタバ 川口市 卸売業、小売業
00256 株式会社レボル 川口市 生活関連サービス業、娯楽業
00257 Clover５Service 川口市 サービス業（他に分類されない）
00258 株式会社こまむぐ 川口市 製造業
00259 株式会社コーセツコンサルタント関東支店 さいたま市 学術研究、専門・技術サービス業
00260 二幸産業株式会社関東支社 さいたま市 複合サービス事業
00261 株式会社日本エコジニア 川越市 建設業
00262 株式会社　住田工務店 日高市 建設業
00263 埼玉産業廃棄物処理センター 八潮市 その他
00264 株式会社　鴨下商店 狭山市 卸売業、小売業
00265 宗教法人　高応寺 三郷市 その他
00266 株式会社サンユウ ふじみ野市 製造業
00267 岩崎電気株式会社　埼玉製作所 行田市 製造業
00268 株式会社ふくしま 川越市 卸売業、小売業
00269 e-cube care株式会社 川越市 医療、福祉
00270 荏原実業株式会社　関東支社 さいたま市 建設業
00271 社会福祉法人独歩 さいたま市 団体・ＮＰＯ等
00272 山本食品工業株式会社 行田市 製造業
00273 イメディカ株式会社 川越市 サービス業（他に分類されない）
00274 コマニー株式会社　さいたま営業所 さいたま市 製造業
00275 社会福祉法人　グラン・ヘリオス会 鴻巣市 医療、福祉
00276 アート食品株式会社 さいたま市 卸売業、小売業
00277 イーグルトラベル株式会社 川越市 生活関連サービス業、娯楽業
00278 株式会社ユース 狭山市 卸売業、小売業
00279 大野建設株式会社 行田市 建設業
00280 e-cubeホームテクノ株式会社 川越市 建設業
00281 特定非営利活動法人　JIN愛育センター 川口市 団体・ＮＰＯ等
00282 五島工業株式会社 朝霞市 建設業
00283 株式会社オクヤマ・テクニカルセンター 松伏町 製造業
00284 天城屋株式会社 上里町 建設業
00285 株式会社ＴＳビルマネジメント 川口市 サービス業（他に分類されない）
00286 アトミクス株式会社 加須市 製造業
00287 株式会社ナオイ 蕨市 卸売業、小売業
00288 株式会社サインアーテック 飯能市 製造業
00289 株式会社コマキ 所沢市 サービス業（他に分類されない）
00290 八潮ライオンズクラブ 八潮市 団体・ＮＰＯ等
00291 日本薬科大学 伊奈町 学校・教育機関
00292 金子農機株式会社 羽生市 製造業
00293 株式会社　FALCON 川口市 卸売業、小売業
00294 株式会社　エクス・アドメディア さいたま市 サービス業（他に分類されない）
00295 株式会社TSビルシステム 戸田市 サービス業（他に分類されない）
00296 株式会社ヨネヤマ 越谷市 卸売業、小売業
00297 さいたま赤十字病院 さいたま市 医療、福祉
00298 株式会社三和 さいたま市 製造業
00299 ゴトーグループ 熊谷市 サービス業（他に分類されない）
00300 第一生命保険株式会社埼玉東部支社 越谷市 金融業、保険業
00301 サンクジャパン株式会社 戸田市 建設業
00302 株式会社H.A.S 川口市 運輸業、郵便業
00303 満田工業株式会社 吉川市 卸売業、小売業
00304 特定非営利活動法人　埼玉ハンノウ大学 飯能市 団体・ＮＰＯ等
00305 日清建設株式会社 さいたま市 建設業
00306 株式会社信栄 上尾市 卸売業、小売業
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00307 戸田中央医科グループ 戸田市 医療、福祉
00308 株式会社　山口組 秩父市 建設業
00309 株式会社LUXS 所沢市 建設業
00310 株式会社システムインテグレータ さいたま市 情報通信業
00311 髪宝社　髪ピュア 入間市 生活関連サービス業、娯楽業
00312 株式会社　ギャランティーサービス 戸田市 金融業、保険業
00313 (株)JTB熊谷支店 熊谷市 生活関連サービス業、娯楽業
00314 日本ファクター株式会社 越谷市 電気・ガス・熱供給・水道業
00315 第一生命保険会社所沢支社 所沢市  金融業、保険業


