
彩の国公害防止取組推進事象所名簿
平成２５年２月１日現在

No. 事業所名 事業所所在地
あ
1 株式会社アイチコーポレーション 上尾市領家１１５２
2 上尾メッキ工業団地協同組合 上尾市領家１１５２－３１
3 曙ブレーキ岩槻製造株式会社 さいたま市岩槻区大字鹿室１１９０
4 曙ブレーキ工業株式会社　Ａｉ－Ｃｉｔｙ本社 羽生市東５－４－７１
5 朝日工業株式会社 児玉郡神川町渡瀬２２２
6 朝日食品工業株式会社　行田工場 行田市持田２－１７－８
7 株式会社ＡＤＥＫＡ　久喜地区開発研究所 久喜市菖蒲町昭和沼２０
8 有限会社アベソルダー ふじみ野市亀久保４－８－３０
9 アルバック成膜株式会社 秩父市寺尾２８０４

い
10 イーグル工業株式会社　埼玉事業場 坂戸市片柳１５００
11 株式会社飯野製作所 さいたま市大宮区寿能町１－１３５
12 池上金型工業株式会社 加須市豊野台２－６６４－８
13 有限会社池沢鍍金工業所 草加市吉町４－１－２７
14 石井工業株式会社 草加市松江５－４－２５
15 石井産業株式会社 行田市大字下中条５０８－３
16 石福金属興業株式会社　草加第一工場 草加市青柳２－１２－３０
17 株式会社イトウ 三郷市鷹野２－１６０
18 株式会社猪俣産業 日高市原宿６５４
19 入江建築金物工業株式会社 川口市東領家４－１３－２４
20 入間川ゴム株式会社 狭山市入間川１－１５－４０

う
21 ヴェオリア・ウォーター・ジャパン株式会社 入間市鍵山３－５－５

22 上原ネームプレート工業株式会社 八潮市伊草５４５
え

23 エーザイ株式会社　本庄事業所 本庄市南２－３－１４

24 株式会社エコ計画　寄居エコスペース 大里郡寄居町三ケ山２６２

25 ＳＭＣ株式会社　草加第一工場 草加市稲荷６－１９－１
26 ＭＭＣスーパーアロイ株式会社 桶川市上日出谷１２３０

お
27 大宮生コン株式会社　栗橋工場 久喜市栗橋東六丁目１８番３６号

28
小川工業株式会社 前田道路株式会社 共同企業体
小川アスコン

熊谷市太井１８２７

29 小川地区衛生組合　池ノ入環境センター 比企郡嵐山町大字志賀１７１０
30 株式会社沖電気コミュニケーションシステムズ 所沢市上山口１番地
31 株式会社ＯＫＩプロサーブ　ＯＫＩシステムセンター 蕨市中央１－１６－８
32 押尾化学工業有限会社 秩父市みどりが丘１５０－１５

か
33 化研興業株式会社 東松山市野田９９０－１
34 加藤開発株式会社 大里郡寄居町大字西ノ入７１８
35 株式会社カナオカ　埼玉第二工場 鴻巣市笠原８５４－１
36 川口化学工業株式会社 川口市領家４－６－４２
37 川越生コン株式会社 狭山市新狭山１－１－４

き
38 キヤノン・コンポーネンツ株式会社 児玉郡上里町大字七本木３４６１－１
39 キヤノンファインテック株式会社 三郷市谷口７１７
40 株式会社協成 比企郡川島町中山２１３５
41 株式会社熊谷カーボン 熊谷市三ヶ尻４２３６

く
42 グローバル・コーティング株式会社 上尾市大字領家字山下１１７８番地３

け

　※ この名簿は同意いただいた事業所のみ掲載しています。（五十音順）



彩の国公害防止取組推進事象所名簿
平成２５年２月１日現在

No. 事業所名 事業所所在地
43 有限会社ケーエムケー 北足立郡伊奈町西小針７丁目１６番地

こ
44 株式会社高純度化学研究所 坂戸市千代田５丁目１番２８号
45 株式会社工進精工所 狭山市新狭山１－１－１２
46 株式会社コープクリーン 蕨市錦町１－１７－１８
47 国分プレス工業株式会社 幸手市木立流作１８３０－２６
48 越谷金属株式会社　菖蒲工場 久喜市菖蒲町昭和沼１５番地
49 越谷コミュニティプラザ 越谷市南越谷１－２８７６－１
50 越谷食肉荷受株式会社 越谷市増森１丁目１２番地
51 株式会社小島光学製作所 秩父郡東秩父村御堂７４０－１
52 コスモ石油株式会社　中央研究所 幸手市権現堂１１３４－２
53 株式会社小見山商事 狭山市広瀬台二丁目７番３号

さ
54 埼京生コン株式会社　戸田工場 戸田市早瀬１－１３－２４
55 社団法人埼玉県環境検査研究協会 さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１

56
公益財団法人埼玉県下水道公社
荒川右岸支社滝ノ下支所

川越市大仙波１２８７

57 埼玉工業株式会社 日高市原宿４７０
58 埼玉太平洋生コン株式会社　所沢第一工場 所沢市大字坂之下若水１－１
59 埼玉太平洋生コン株式会社　本庄工場 児玉郡上里町大字大御堂９５
60 埼玉りそな銀行　本店ビル さいたま市浦和区常盤7ー４－１
61 サンケン電気株式会社　川越工場 川越市下赤坂大野原６７７

し
62 ジオスター株式会社　東松山工場 東松山市岡字膳棚１８７１番地
63 シチズンマイクロ株式会社　吉見事業所 比企郡吉見町下細谷１００６
64 純正化学株式会社　埼玉工場 越谷市大間野町１－６
65 株式会社省栄プリント製作所 所沢市大字城６７３
66 城西大学 坂戸市けやき台１－１
67 株式会社城南製鋼所 川口市領家５－１３－３５
68 昭和インク工業株式会社 比企郡嵐山町花見台９
69 株式会社ショーモン さいたま市見沼区大字片柳１０４５番地１
70 有限会社新東洋製作所 川口市赤井２－１３－２２
71 新和総業株式会社 川口市新堀１０３６番地

す
72 末広印刷株式会社 川越市大字府川字東府川１３１１番２号
73 末𠮷工業株式会社 北足立郡伊奈町小室１０１５７番地
74 スノーデン株式会社　東京工場 さいたま市西区二ツ宮３８８－１
75 株式会社住田光学ガラス さいたま市浦和区針ヶ谷４－７－２５
76 隅田商事株式会社 川越市芳野台１－１０３－２４

せ
77 西武鉄道株式会社　武蔵丘車両検修場 日高市台４６２－１

そ
78 綜研化学株式会社　狭山事業所 狭山市広瀬東１－１３－１
79 ソニックシティビル さいたま市大宮区桜木町１－７－５

た
80 第一線材鋼業株式会社 幸手市大字上宇和田字流作５７２－１３
81 大協化成工業株式会社 羽生市小松台１－６０３－３０
82 大成ラミック株式会社 白岡市下大崎８７３－１
83 大日本パックス株式会社 狭山市柏原３３０
84 太平化学製品株式会社　川口工場 川口市領家４丁目５番１９号
85 太平化学製品株式会社　草加工場 草加市青柳１－２－１５
86 高崎ターミナルビル株式会社　アズ熊谷店 熊谷市筑波２－１１５
87 株式会社谷川電機製作所　上青木工場 川口市上青木２－３２－２８

　※ この名簿は同意いただいた事業所のみ掲載しています。（五十音順）
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88 株式会社田端工業 川越市小仙波町３－１６－３

ち
89 秩父鉱業株式会社　寄居鉱業所 大里郡寄居町大字西ノ入１４６５

90
秩父コンクリート工業株式会社
生産・技術本部熊谷工場

熊谷市月見町２－１－１

91 秩父太平洋セメント株式会社 秩父市大野原１８００
92 株式会社秩父富士　長若事業所 秩父郡小鹿野町般若８７４－１
93 株式会社秩父富士　小鹿野事業所 秩父郡小鹿野町小鹿野７５５－１
94 中央化学産業株式会社　本庄事業所 本庄市下野堂２１６

つ
95 株式会社塚田螺子製作所 新座市栄４－２－３２
96 津田工業株式会社 東松山市新郷８８－２４

て
97 株式会社ＴＲＩサイタマ 上尾市大谷本郷２５５番地
98 ＤＩＣ株式会社　埼玉工場 北足立郡伊奈町大字小室４４７２－１
99 株式会社 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 入間郡三芳町竹間沢２８３－１
100 株式会社電硝エンジニアリング 加須市鴻茎３２０２－１

と
101 東京化成工業株式会社　深谷工場 深谷市樫合７２５
102 東京精溜工業株式会社 八潮市新町２９－５
103 東京地下鉄株式会社　和光検車区 和光市本町３０－１
104 東光株式会社 鶴ヶ島市五味ヶ谷１８
105 東特塗料株式会社 本庄市栄３－９－３３
106 有限会社東武メッキ工業 蕨市北町５－８－２２
107 東洋水産株式会社　埼玉工場 日高市森戸新田３７－１
108 東洋製罐株式会社　埼玉工場 比企郡吉見町下細谷９５０－２
109 学校法人東洋大学　朝霞校舎 朝霞市岡４８－１
110 東陽理化学株式会社 戸田市本町３丁目６番１６号
111 DOWAハイテック株式会社 本庄市仁手１７８１
112 株式会社東和プロセス 川口市領家５－８－１８
113 トーテックス株式会社 上尾市上野７６５
114 株式会社徳力本店 久喜市菖蒲町昭和沼２番地
115 株式会社トッパン高機能プロダクツ　深谷工場 深谷市本田１１５８

116
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ
川口工場

川口市弥平４－３－１

117 トッパンコンテナー株式会社　埼玉工場 川口市八幡木２－３２－１
な

118 株式会社内外テクノス ふじみ野市亀久保１１５０番地
119 中島銅工株式会社 ふじみ野市丸山１０－１

に
120 日医工株式会社　埼玉工場 さいたま市西区三条町５１
121 日興化成株式会社 さいたま市桜区田島９－１８－１９
122 ニッコー株式会社 行田市藤原町１－２１－１
123 ニッコーシ株式会社 羽生市藤井下組１０９４
124 日産化学工業株式会社　埼玉工場 児玉郡上里町神保原町字西台２３５－１
125 日本貨物鉄道株式会社　大宮車両所 さいたま市大宮区錦町１０１７
126 日本環境クリアー株式会社　上尾事業所 上尾市東町三丁目２０２０－１
127 日本環境クリアー株式会社　行田事業所 行田市緑町１４番３０号
128 日本環境クリアー株式会社　桶川事業所 桶川市大字小針領家字堤内９３９
129 日本環境クリアー株式会社　加須馬内第一事業所 加須市馬内１７９０番地
130 日本伸管株式会社　本社工場 新座市中野１－１０－２２
131 日本製紙クレシア株式会社　東京工場 草加市松江４－２－１６
132 日本鋳鉄管株式会社　本社・工場 久喜市菖蒲町昭和沼１番地

　※ この名簿は同意いただいた事業所のみ掲載しています。（五十音順）
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133 日本電鍍工業株式会社 さいたま市北区日進町１－１３７
134 日本フエルト株式会社　埼玉工場 鴻巣市原馬室８８
135 株式会社日本マイカ製作所 児玉郡神川町渡瀬５９３
136 日本薬科大学 北足立郡伊奈町小室１０２８１

の
137 能美防災株式会社　メヌマ工場 熊谷市妻沼５０５８番地

ひ
138 日立インターメディックス株式会社　坂戸事業所 坂戸市千代田５－５－８
139 比留間運送株式会社　入間工場 入間市中神字中狭山７６４－１６
140 有限会社廣嶋建材店 鶴ヶ島市脚折町５丁目３番４３号

ふ
141 株式会社ファインシンター 川越市南台１－１０－３
142 福野段ボール工業株式会社 草加市栄町１－１－６
143 富士機工株式会社　本庄工場 本庄市いまい台２－７
144 藤伍精機株式会社 三郷市天神１丁目６８番地１
145 藤田建材工業株式会社 越谷市増林城ノ上５７７６
146 富士電機機器制御株式会社　吹上事業所 鴻巣市南１－５－４５
147 プリマ食品株式会社 比企郡吉見町長谷１９５１ 吉見長谷工業団地内

へ
148 株式会社ベネック さいたま市大宮区三橋１－１０３８
149 ヘンミ計算尺株式会社　東松山工場 比企郡滑川町都２５－２５

ほ
150 ホーユーテック株式会社 川越市芳野台２丁目８番地１１１
151 ポーライト株式会社 さいたま市北区日進町２－１２１
152 ポーライト株式会社　熊谷工場 熊谷市上江袋３５０
153 株式会社星マーク製作所 川口市川口２－１４－６

ま
154 株式会社マーレフィルターシステムズ　埼玉工場 川越市下赤坂５９１
155 前澤工業株式会社　埼玉製造所 幸手市高須賀５３７番地
156 株式会社丸栄 久喜市桜田５－１８－９
157 株式会社丸三電機　埼玉事業所 入間郡毛呂山町大字小田谷５８１－５

み

158
三井金属鉱業株式会社
触媒事業統括部上尾事業所

上尾市上尾下１０１３－１

159 三菱マテリアル株式会社　さいたま総合事務所 さいたま市大宮区北袋町１－２９７
160 三菱マテリアル株式会社　セラミックス工場 秩父郡横瀬町大字横瀬２２７０番地
161 光村印刷株式会社　草加工場 草加市松江５丁目２番３１号
162 株式会社美浜フーズ 北足立郡伊奈町西小針７丁目１番地
163 三芳合金工業株式会社 入間郡三芳町大字上富５０８番地

む
164 武蔵野光学株式会社 飯能市平松２７５番地

も
165 株式会社モード工芸 富士見市水谷東３丁目１番１号
166 株式会社モチダ製作所 比企郡小川町奈良梨３３７－２
167 株式会社桃屋　春日部工場 春日部市赤沼４１０

や
168 株式会社八木橋 熊谷市仲町７４
169 八洲コンクリート株式会社 八潮市大字浮塚５５７番地１
170 株式会社安川電機　入間事業所 入間市上藤沢４８０番地
171 有限会社安田工業 三郷市新和５－６０
172 柳河精機株式会社　狭山工場 狭山市新狭山１－３－５
173 株式会社大和伸管所 比企郡川島町下伊草３４０
174 山本食品工業株式会社 行田市大字埼玉４８６１－１

　※ この名簿は同意いただいた事業所のみ掲載しています。（五十音順）
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175 株式会社山本製作所　入間川事業所 狭山市富士見２－１５－２
176 株式会社山本製線所 越谷市南荻島２８２０

ゆ
177 株式会社ユーディケー　秩父工場　 秩父市荒川贄川１３

よ
178 吉野電化工業株式会社　化成品事業部 越谷市越ヶ谷３－６－１５

り
179 株式会社リード 熊谷市弥藤吾５７８
180 理工協産株式会社　川口工場 川口市緑町７－２２
181 利高工業株式会社　関東工場 幸手市上吉羽２１００－１１
182 株式会社リネス 比企郡滑川町大字都８７
183 菱光石灰工業株式会社　生川事業所生川工場 秩父郡横瀬町横瀬８３５４
184 レンゴー株式会社　東京工場 川口市領家５－１４－８

わ
185 若宮商事株式会社　熊谷リサイクル工場 熊谷市三ヶ尻３７４４
186 和光純薬工業株式会社　東京工場 川越市的場１６３３
187 ワタキューセイモア株式会社　東京支店東京工場 越谷市七左町３－１９２
188 蕨戸田衛生センター組合 戸田市大字美女木９７８番地

　※ この名簿は同意いただいた事業所のみ掲載しています。（五十音順）


