
彩の国公害防止取組推進事象所名簿
平成２６年３月３１日現在

No. 事業所名 事業所所在地
あ

1 株式会社青木メタル　埼玉工場 入間郡越生町堂山178
2 朝日航洋株式会社 川越市平塚字中割662-1
3 アサヒゴム株式会社 深谷市北根15
4 東工業株式会社妻沼事業所 熊谷市原井260
5 株式会社安藤化成 北葛飾郡松伏町下赤岩1219

い
6 株式会社出沢商店 所沢市小手指元町1-26-6

う
7 株式会社上田鉄工所 さいたま市岩槻区柏崎109
8 浦和商業開発株式会社 さいたま市浦和区高砂1-12-1

え
9 エイワイファーマ株式会社　埼玉工場 比企郡川島町八幡6-8

お
10 小川赤十字病院 比企郡小川町小川1525
11 有限会社小築鍍金工業所　加倉工場 さいたま市岩槻区上野6-11-8

か
12 カシュー株式会社 さいたま市北区吉野町1-407-1
13 有限会社カタノ精工 朝霞市膝折町4-12-62
14 川口オートレース場 川口市青木5-21-1
15 川口市役所　下水道部ポンプ場管理センター 川口市元郷2-3-10
16 川研ファインケミカル株式会社 川越市中台2-2-10
17 関東グリコ株式会社 北本市中丸9-55

き
18 株式会社協栄　所沢市役所営業所 所沢市並木1-1-1　所沢庁舎内

く
19 クマコン熊谷株式会社川越工場 狭山市新狭山１－１－４
20 グロリヤ電子工業株式会社 川越市芳野台1-103-60

け
21 県北食肉センター農業組合協業 熊谷市下増田173

こ
22 株式会社コスモフーズ 児玉郡神川町二ノ宮１０５
23 株式会社コミヤテクノ 戸田市美女木6丁目5－14
24 コヤマ工業株式会社　久喜工場 久喜市清久町３－３
25 済生会　川口総合病院 川口市川口5-11-5

さ

26
公益財団法人　埼玉県下水道公社
　荒川左岸北部支社 桶川市大字小針領家939

27 さいたま市西部環境センター さいたま市西区大字宝来52-1
28 彩の国　さいたま芸術劇場 さいたま市中央区上峰3-15-1
29 酒井重工業株式会社　東京工場 川越市中福849
30 株式会社鷺宮製作所　所沢事業所 所沢市青葉台1311
31 三協食品工業株式会社 さいたま市北区吉野町2-1-1
32 サンケン電気株式会社　本社 新座市北野3-6-3
33 三和トソー株式会社 吉川市旭8-1

し
34 志木市　大原浄水場 志木市本町4-17-19
35 志木市　宗岡浄水場 志木市中宗岡1-18-33
36 有限会社渋谷建材 川越市鴨田3440－1
37 有限会社島根建材店 加倉工場 さいたま市岩槻区加倉239-1
38 株式会社上武　本店 秩父郡皆野町大字大渕126-2
39 上陽レミコン株式会社　朝霞工場 朝霞市膝折町4-14-54
40 ショットモリテックス株式会社 さいたま市桜区田島9-21-4

　※ 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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41 白岡冶金株式会社 白岡市下大崎８６９－１
42 有限会社新栄工機　所沢工場 三芳町藤久保3940-11
43 新日本瓦斯株式会社 北本市古市場1-5
44 新日本無線株式会社 ふじみ野市福岡2-1-1

た
45 第一石産運輸株式会社 深谷市荒川35
46 TAIKYU  COAT株式会社 杉戸町椿512-2
47 太平洋セメント株式会社　埼玉工場 日高市大字原宿721
48 高田製薬株式会社 さいたま市西区宮前町203-1

て
49 株式会社デリカシェフ 上尾市原市324-1

と
50 株式会社東京軽合金製作所 行田市富士見町１－２１－１
51 東邦鋼機株式会社 上尾市大字畔吉1306-3
52 東洋エアゾール工業株式会社　川越工場 川越市南台1-2
53 東洋大学　川越キャンパス 川越市鯨井2100
54 東和産業株式会社　蕨リサイクルセンター 蕨市錦町1-10-8
55 トーチクハム株式会社 比企郡川島町戸守500
56 所沢市　所沢まちづくりセンター 所沢市元町27-5
57 所沢市民体育館 所沢市並木5-3
58 所沢市民文化センター 所沢市並木1-9-1
59 凸版印刷株式会社　朝霞工場 新座市野火止7－21－33
60 凸版印刷株式会社　坂戸工場 坂戸市にっさい花みず木8-1

61
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ
　嵐山工場 比企郡嵐山町花見台6-2
な

62 株式会社中村屋　埼玉工場 久喜市菖蒲町昭和沼17
に

63 仁科工業株式会社　メカシス工場 久喜市下早見1910-5
64 日油技研工業株式会社 川越市的場新町21－2
65 株式会社NIPPO　さいたま合材工場 さいたま市西区三橋6-70
66 日本郵便株式会社　川越西郵便局 川越市小室22-1
67 日本ワイパブレード株式会社 加須市下高柳311

は
68 株式会社バイカダイイングワークス 川越市岸町2-15-2
69 株式会社橋本製作所 川越市芳野台1-103-50

ひ
70 東日本旅客鉄道株式会社 さいたま市大宮区錦町1017
71 東松山市民病院 東松山市大字松山2392
72 光製薬株式会社　栗橋工場 加須市砂原2220－3
73 日高市　学校給食センター 日高市大字鹿山19
74 株式会社日立ドキュメントソリューションズ 坂戸市千代田5-5-8

ふ
75 ふじみ野市立大井学校給食センター ふじみ野市西鶴ヶ岡1769-1
76 株式会社不二家　埼玉工場 新座市野火止4-19-21
77 株式会社プラニクス 川越市大仙波338-1
78 プルトンチェン株式会社 川口市大字新掘629

ほ
79 本田技研工業株式会社　埼玉製作所　狭山工場 狭山市新狭山1-10-1

み
80 三郷市北部浄水場 三郷市茂田井200
81 三郷市北部第二配水場 三郷市茂田井244-1
82 三菱マテリアル株式会社　横瀬工場 秩父郡横瀬町大字横瀬2270
83 三友ブレーキ株式会社 比企郡小川町青山218－1
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84 みどり化学株式会社 ふじみ野市丸山1-10

む
85 株式会社向山工場　久喜工場 久喜市河原井町1
86 武蔵野音楽大学 入間市中神728
87 村上工業株式会社 草加市稲荷6-20-1

ゆ
88 株式会社UACJ深谷製造所 深谷市上野台1351
89 株式会社ユニマットライフ埼玉工場 本庄市児玉町秋山1860－2

よ
90 吉沢石灰工業株式会社　秩父工場 秩父郡横瀬町大字横瀬7898
91 有限会社吉田商店 鴻巣市吹上本町3－10－10
92 吉野電化工業株式会社　宮前工場 越谷市越ヶ谷2849

り
93 独立行政法人　理化学研究所 和光市広沢2-1
94 株式会社リョウケン　 川口市東領家3-30-22
95 株式会社リョーサン　行田工場 行田市富士見町1－12－13

れ
96 レンゴー株式会社　八潮工場 八潮市西袋330

　※ 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）


