
作成日：令和04年01月31日時点

110-100-000000000000001-00
口座名義人に係る情報

埼玉日清食品株式会社
口座管理者に係る情報

埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

法人番号

2030001032970

法人番号
羽生市

             

名称（個人氏名） 所在地（住所）

名称（個人氏名） 所在地（住所）

埼玉日清食品株式会社 羽生市上村君堤根２９４番地

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

法人番号

4030001000876

法人番号

             

名称（個人氏名） 所在地（住所）

名称（個人氏名） 所在地（住所）

浦和商業開発株式会社 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目１２番１号

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉日清食品株式会社 総務部 048-565-4730 048-565-4733 s_nissinfoods1150@ybb.ne.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000002-00
口座名義人に係る情報

コミュニティプラザ・コルソ
口座管理者に係る情報

さいたま市浦和区

光村印刷株式会社　川越工場
口座管理者に係る情報

川越市

東京都品川区大崎一丁目１５番９号

大阪府東大阪市柏田東町12-28

光村印刷株式会社 環境管理部 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

明和グラビア株式会社　行田工場
口座管理者に係る情報

行田市
法人番号

             

名称（個人氏名）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000003-00
口座名義人に係る情報

法人番号

8122001007426

名称（個人氏名） 所在地（住所）

所在地（住所）

明和グラビア株式会社

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000004-00
口座名義人に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

法人番号

4010701009442

法人番号

             

名称（個人氏名） 所在地（住所）

名称（個人氏名） 所在地（住所）

光村印刷株式会社



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000007-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000006-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社白興　三郷工場
株式会社白興 6011501008269 東京都荒川区荒川三丁目３３番１号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000008-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ニシカワ印刷　日高事業所
株式会社ニシカワ印刷 5030001029980 狭山市笹井６７１番地１

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社ニシカワ印刷　笹井事業所
株式会社ニシカワ印刷 5030001029980 狭山市笹井６７１番地１

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ロジスティクス・ネットワーク　杉
戸物流センター

株式会社ロジスティクス・ネットワーク 1010001108591 東京都中央区築地六丁目１９番２０号

口座管理者に係る情報

杉戸町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000013-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000014-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

曙ブレーキ工業株式会社　Ａｉ－Ｃｉｔｙ
（本社）

曙ブレーキ工業株式会社 8010001034724 東京都中央区日本橋小網町１９番５号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日本精工株式会社 埼玉工場　生産技術課 048-565-1115 非公表 非公表

日本精工株式会社　埼玉工場
日本精工株式会社 8010701007715 東京都品川区大崎1-6-3

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

曙ブレーキ工業株式会社 総務部　施設管理課 048-560-1500 048-560-2880 非公表

110-100-000000000000016-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新日本無線株式会社　川越製作所 施設管理部　管理課 049-278-1255 非公表 非公表

110-100-000000000000018-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ふじみ野市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000017-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日清紡マイクロデバイス株式会社　川越
事業所

日清紡マイクロデバイス株式会社 7010001045862 東京都中央区日本橋横山町3-10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

長谷川香料株式会社 深谷工場　施設保安部 048-571-5211 非公表 Kazuhiko_anbo@t-hasegawa.co.jp

長谷川香料株式会社　深谷事業所　深
谷工場

長谷川香料株式会社 2010001063068 東京都中央区日本橋本町4-4-14

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000020-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

蓮田白岡衛生組合
蓮田白岡衛生組合 8000020118087 白岡市篠津1279-5

口座管理者に係る情報

東洋水産株式会社　埼玉工場
東洋水産株式会社 2010401020321 東京都港区港南二丁目13番40号

口座管理者に係る情報

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

蓮田白岡衛生組合 リサイクル推進課 048-766-3738 非公表 非公表

110-100-000000000000021-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

白岡市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000022-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社銀座コージーコーナー　川口
工場

株式会社銀座コージーコーナー 7010001041093 東京都中央区銀座1-8-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社銀座コージーコーナー 管理本部　総務部　総務課 03-5228-5711 非公表 tomo_sato@cozycorner.co.jp

株式会社銀座コージーコーナー　埼玉
工場

株式会社銀座コージーコーナー 7010001041093 東京都中央区銀座1-8-1

口座管理者に係る情報

鶴ヶ島市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社銀座コージーコーナー 管理本部　総務部　総務課 03-5228-5711 非公表 tomo_sato@cozycorner.co.jp

110-100-000000000000023-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

ツネイシカムテックス埼玉株式会社 分析室 048-582-5503 非公表 非公表

110-100-000000000000025-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000024-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ツネイシカムテックス株式会社　埼玉工
場

ツネイシカムテックス株式会社 8240001029338 広島県福山市沼隈町常石1083番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000027-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

前澤化成工業株式会社　熊谷第二工場
前澤化成工業株式会社 3010001057580 東京都中央区日本橋本町2-7-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

キヤノン電子株式会社　美里事業所
キヤノン電子株式会社 7030001090700 秩父市下影森1248

口座管理者に係る情報

美里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

大成ラミック株式会社　本社・白岡第１工
場

大成ラミック株式会社 2030001031015 白岡市下大崎873-1

口座管理者に係る情報

白岡市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000028-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大成ラミック株式会社 設備・環境グループ 0480-97-0672 非公表 yamaya@lamick.co.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000029-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社すかいらーくホールディングス
東松山ＭＤセンター

株式会社すかいらーくホールディングス 2010001138365 東京都武蔵野市西久保1-25-8

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

JA全農青果センター株式会社 東京センター　東京品質管理室 048-424-1916 048-449-0160 非公表

ＪＡ全農青果センター株式会社　本社・東
京センター

ＪＡ全農青果センター株式会社 3030001022021 戸田市美女木1141

口座管理者に係る情報

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000031-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000033-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000032-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東工業株式会社　妻沼事業所
東工業株式会社 6011001001039 東京都渋谷区幡ヶ谷2-42-16

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社丸広百貨店　川越店
株式会社丸広百貨店 7030001055629 埼玉県川越市新富町二丁目6番1

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000034-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社丸広百貨店　入間店
株式会社丸広百貨店 7030001055629 埼玉県川越市新富町二丁目6番地1

口座管理者に係る情報

株式会社鷺宮製作所　狭山事業所
株式会社鷺宮製作所 6011201002019 東京都新宿区大久保三丁目８番２号新宿ガーデンタワー２２階

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000036-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

蓮田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000037-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

河野製紙株式会社　埼玉工場
河野製紙株式会社 9490001001015 高知県高知市下島町71

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ　本社
株式会社Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 5011401004245 入間郡三芳町大字竹間沢２８３番地１

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000039-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000041-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000040-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＫＹＢ株式会社　熊谷工場
ＫＹＢ株式会社 8010401007296 東京都港区浜松町二丁目４番１号世界貿易センタービル 南館

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000042-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社資生堂　久喜工場
株式会社資生堂 1010001034813 東京都中央区銀座七丁目５番５号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

川口化学工業株式会社　川口工場
川口化学工業株式会社 5010001008672 東京都千代田区内神田2丁目8番4号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

三菱ケミカル株式会社　平塚工場　羽生
製造所

三菱ケミカル株式会社 6010001146760 東京都千代田区丸の内一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社資生堂　久喜工場 設備管理グループ 0480-23-1301 非公表 非公表

110-100-000000000000045-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000046-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本フエルト株式会社　埼玉工場
日本フエルト株式会社 4011501003552 東京都北区赤羽西一丁目７番１号　パルロード３

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 049-258-2369 Sachiko_Goto@tkf.grp.kaneka.co.jp

株式会社東京カネカフード
株式会社東京カネカフード 3030001056399 入間郡三芳町竹間沢23

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000047-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000049-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000048-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

リンテック株式会社　熊谷工場
リンテック株式会社 7011401006867 東京都板橋区本町23-23

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

リンテック株式会社　研究開発本部　研
究所

リンテック株式会社 7011401006867 東京都板橋区本町23-23

口座管理者に係る情報

蕨市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000050-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

レンゴー株式会社　東京工場
レンゴー株式会社 1120001036880 大阪府大阪市福島区大開4-1-186

口座管理者に係る情報

レンゴー株式会社　八潮工場
レンゴー株式会社 1120001036880 大阪府大阪市福島区大開4-1-186

口座管理者に係る情報

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

レンゴー株式会社 総務部 048-922-1131 048-924-8639 非公表

110-100-000000000000051-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000052-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社明治　埼玉工場
株式会社明治 4010601028138 東京都中央区京橋2-2-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

レンゴー株式会社 総務部 048-922-1131 048-924-8639 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社明治　戸田工場
株式会社明治 4010601028138 東京都中央区京橋2-2-1

口座管理者に係る情報

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000053-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000055-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000054-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日立金属株式会社　熊谷事業所
日立金属株式会社 3010401038783 東京都港区港南一丁目２番７０号（品川シーズンテラス）

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000057-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社三越伊勢丹　伊勢丹浦和店
株式会社三越伊勢丹 4011101059648 東京都新宿区新宿三丁目１４番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

富双合成株式会社　久喜工場
富双合成株式会社 6011801011633 東京都足立区堀之内1-13-10

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社マーレフィルターシステムズ
埼玉工場

株式会社マーレフィルターシステムズ 8013301007523 東京都豊島区北大塚1-9-12

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社三越伊勢丹 伊勢丹浦和店　総務・業務ディビジョン 048-825-8701 非公表 非公表

110-100-000000000000058-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000059-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

パーカーアサヒ株式会社　本社工場
パーカーアサヒ株式会社 9010001035589 東京都中央区日本橋人形町二丁目２２番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

志木地区衛生組合 企画業務課 049-254-1125 049-254-5722 sikitiku@sweet.ocn.ne.jp

志木地区衛生組合　富士見環境セン
ター

志木地区衛生組合 2000020118150 富士見市勝瀬480

口座管理者に係る情報

富士見市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

パ－カ－アサヒ株式会社　本社工場 設備部 048-584-1114 048-584-4305 Kabashima-m@asahi-gomu.co.jp

110-100-000000000000061-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000063-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000062-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾中央総合病院
医療法人社団愛友会 4030005006218 上尾市柏座1-10-10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社埼玉オークラ
株式会社埼玉オークラ 8030001128978 埼玉県東松山市柏崎５８番地

口座管理者に係る情報

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000064-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉協同病院
医療生協さいたま生活協同組合 8030005012146 川口市木曽呂1317

口座管理者に係る情報

東武冶金株式会社　久喜工場
東武冶金株式会社 8030001006028 栃木県足利市樺崎町1950-5

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000065-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000067-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

竹田印刷株式会社　関東事業部越谷工
場

竹田印刷株式会社 5180001008739 名古屋市昭和区白金1-11-10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東武冶金株式会社 管理課 0480-23-0985 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ジーエーシー 設備技術部 0480-72-6510 非公表 非公表

株式会社ジーエーシー　本社・工場
株式会社ジーエーシー 9030001033137 加須市豊野台2-717-5

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000068-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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日本ワイパブレード株式会社 安全衛生環境部　安全衛生環境室　施設課 0480-67-1121 0480-67-1122 toru-araki@nwb.co.jp

110-100-000000000000070-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000069-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社デンソーワイパシステムズ　加
須工場

株式会社デンソーワイパシステムズ 2030001032632 静岡県湖西市梅田３９０番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000071-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

共同印刷株式会社　ビジネスメディア事
業部　製造本部　鶴ヶ島工場

共同印刷株式会社 8010001002136 東京都文京区小石川四丁目14番12号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社エフテック 久喜事業所　管理課 0480-85-5215 0480-85-5219 非公表

株式会社エフテック　本社、久喜事業所
第１・第３工場

株式会社エフテック 6030001031085 久喜市菖蒲町昭和沼１９番地

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

共同印刷株式会社　ビジネスメディア事
業部　製造本部　川島ソリューションセン
ター

共同印刷株式会社 8010001002136 東京都文京区小石川四丁目14番12号

口座管理者に係る情報

川島町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

共同印刷（株） ビジネスメディア事業部　製造本部　鶴ヶ島工場　 049-286-6074 049-286-6128 非公表

110-100-000000000000072-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

鶴ヶ島市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

共同印刷（株）　ビジネスメディア事業部　製造本部 鶴ヶ島工場　工場長席 049-286-6074 048-286-6128 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

伊奈町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000073-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＤＩＣ株式会社　埼玉工場
ＤＩＣ株式会社 7011401003807 東京都板橋区坂下3-35-58

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

学校法人東京電機大学 管財部 03-5284-5136 非公表 非公表

学校法人東京電機大学　埼玉鳩山キャ
ンパス

学校法人東京電機大学 3011805002185 東京都足立区千住旭町5

口座管理者に係る情報

鳩山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ＤＩＣ株式会社 安全環境グループ 048-721-3555 非公表 非公表

110-100-000000000000074-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

第一化成株式会社 品質保証部　環境保全・品質保証課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000076-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000075-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

第一化成株式会社　埼玉事業所
第一化成株式会社 8010101002135 東京都八王子市明神町3-20-6

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

冨士印刷株式会社 埼玉事業部 0480-72-6361 非公表 非公表

冨士印刷株式会社　埼玉事業部
冨士印刷株式会社 4010001121823 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル7階

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000077-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

信越ポリマー株式会社　東京工場
信越ポリマー株式会社 4010001034802 東京都千代田区神田須田町一丁目9番地

口座管理者に係る情報

高田製薬株式会社　大宮工場及び大宮
第二工場

高田製薬株式会社 3010501007399 さいたま市南区沼影1丁目11番1号

口座管理者に係る情報

さいたま市西区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000079-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000080-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

高田製薬株式会社　北埼玉工場
高田製薬株式会社 3010501007399 さいたま市南区沼影1丁目11番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

高田製薬株式会社 人事総務部　EHS推進課 048-782-7308 048-623-3065 kimura@takata-seiyaku.co.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東日本明星株式会社 製造部　メンテナンス課 0493-62-2121 0493-62-2362 非公表

東日本明星株式会社　埼玉工場
東日本明星株式会社 9030001071673 比企郡嵐山町大字川島２３６０番地

口座管理者に係る情報

嵐山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

高田製薬株式会社 人事総務部　CSR推進課 048-767-6658 048-816-4173 kimura@takata-seiyaku.co.jp

110-100-000000000000081-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000084-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000082-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル　熊谷
製造部

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 8010001091666 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号　新東京ビル 5F

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000085-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東京インキ株式会社　羽生工場
東京インキ株式会社 8011501003045 東京都北区王子1-12-4

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東京インキ株式会社　吉野原工場 品質保証・環境安全部 非公表 非公表 非公表

東京インキ株式会社　吉野原工場
東京インキ株式会社 8011501003045 東京都北区王子1-12-4

口座管理者に係る情報

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

沖電気工業株式会社　ＯＫＩシステムセ
ンター

沖電気工業株式会社 7010401006126 東京都港区虎ノ門1-7-12

口座管理者に係る情報

蕨市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

東京インキ株式会社　羽生工場 製造部工務課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000086-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

沖電気工業株式会社　ＯＫＩシステムセンター OKIﾌﾟﾛｻｰﾌﾞ  ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄ事業部 庶務ｻｰﾋﾞｽ部 蕨庶務ﾁｰﾑ 非公表 非公表 katou659@oki.com



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000087-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

沖電気工業株式会社　本庄工場
沖電気工業株式会社 7010401006126 東京都港区虎ノ門1-7-12

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

理研ビタミン株式会社　草加工場
理研ビタミン株式会社 3010001008815 東京都新宿区四谷一丁目６番１号

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

沖電気工業株式会社　本庄工場 生産技術部　設備管理課 非公表 非公表 yoneyama733@oki.com

110-100-000000000000090-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

サイデン化学株式会社 生産本部 048-861-9121 非公表 非公表

110-100-000000000000092-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市桜区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000091-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

サイデン化学株式会社　東京工場
サイデン化学株式会社 3010001044819 東京都中央区日本橋本町三丁目４番７号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

関東化学株式会社　草加工場
関東化学株式会社 6010001039923 東京都中央区日本橋本町3-2-8

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000093-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ダイニック株式会社　埼玉工場
ダイニック株式会社 1130001001198 京都府京都市右京区西京極大門町26

口座管理者に係る情報

株式会社マスセイ
株式会社マスセイ 5030001032720 埼玉県加須市古川一丁目1番地１

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ダイニック株式会社　埼玉工場 施設グループ 048-575-2137 048-571-9828 dn7130@dynic.co.jp

110-100-000000000000095-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000096-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

富士フイルム和光純薬株式会社　東京
工場

富士フイルム和光純薬株式会社 7120001077597 大阪府大阪市中央区道修町3-1-2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社マスセイ 生産部　設備管理課 0480-68-6651 0480-68-6598 nakazato@masusei.co.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

ニチバン株式会社　埼玉工場
ニチバン株式会社 5010001000010 東京都文京区関口2-3-3

口座管理者に係る情報

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000097-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000099-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市西区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000098-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社小山本家酒造　本社工場
株式会社小山本家酒造 5030001002954 さいたま市西区大字指扇1798番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000100-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

積水化学工業株式会社　武蔵工場
積水化学工業株式会社 1120001059650 大阪府大阪市北区西天満2-4-4

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

済生会川口総合病院
社会福祉法人　恩賜財団済生会　 3010405001696 東京都港区三田1-4-28

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

積水化学工業株式会社　東京工場
積水化学工業株式会社 1120001059650 大阪府大阪市北区西天満2-4-4

口座管理者に係る情報

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000101-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

蓮田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000102-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

石坂産業株式会社
石坂産業株式会社 4030001056274 入間郡三芳町大字上富緑1589番地2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

アルバック成膜株式会社
アルバック成膜株式会社 9030001090640 秩父市寺尾2804

口座管理者に係る情報

秩父市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000103-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000105-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000104-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本化学産業株式会社　埼玉工場
日本化学産業株式会社 8010501016239 東京都台東区下谷2-20-5

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

平岡織染株式会社 草加工場　総務課 048-931-5111 048-935-3981 非公表

平岡織染株式会社　草加事業所
平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪一丁目２１番7号

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000107-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三幾飼料工業株式会社　草加工場
三幾飼料工業株式会社 8011601002566 東京都練馬区東大泉3丁目5番14号

口座管理者に係る情報

株式会社エイチケイグラフィックス埼玉工
場

株式会社エイチケイグラフィックス 3011701016207 東京都江戸川区松江7-8-10

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000108-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000109-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

オリエンタルエンヂニアリング株式会社
川越工場

オリエンタルエンヂニアリング株式会社 4011501005904 東京都荒川区西日暮里2-25-1-902

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社特殊金属エクセル 保全G 非公表 非公表 k-horimoto@tokkin.co.jp

株式会社特殊金属エクセル
株式会社特殊金属エクセル 4013301025421 東京都豊島区目白1-4-25　

口座管理者に係る情報

ときがわ町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000110-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

国立大学法人埼玉大学 財務部施設管理課 非公表 048-858-3681 ymiya@mail.saitama-u.ac.jp

110-100-000000000000112-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市桜区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000111-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

国立大学法人埼玉大学　大久保１団地
国立大学法人埼玉大学 6030005001803 さいたま市桜区下大久保255

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000113-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ワカバウォーク
株式会社ヤオコー 4030001055722 川越市新宿町1丁目10番地1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

協栄流通株式会社　坂之下要冷集品セ
ンター

協栄流通株式会社 5030001027968 埼玉県所沢市大字城1番地の1

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

エイワイファーマ株式会社　埼玉工場
エイワイファーマ株式会社 3010001151490 東京都中央区日本橋浜町二丁目３１番１号

口座管理者に係る情報

川島町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ヤオコー ロジスティクス推進部　戦略調達 049-246-7548 非公表 非公表

110-100-000000000000115-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

鶴ヶ島市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
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入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000117-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ソーシン　本社・入間工場
株式会社ソーシン 3030001027053 入間市寺竹1115番地1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社ソーシン　玉川工場
株式会社ソーシン 3030001027053 入間市寺竹1115番地1

口座管理者に係る情報

ときがわ町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000118-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社不二家 埼玉工場　工務課 048-478-2121 非公表 hirao.takahiro@fujiya-co.com

110-100-000000000000120-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000119-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社不二家　埼玉工場
株式会社不二家 3010001034910 東京都文京区大塚2-15-6

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

北里大学メディカルセンター
学校法人北里研究所 6010405001652 東京都港区白金五丁目９番１号

口座管理者に係る情報

北本市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000121-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

第一三共バイオテック株式会社
第一三共バイオテック株式会社 3030001062959 北本市荒井6丁目111番地

口座管理者に係る情報

ＵＮＩＣＵＳ上里
株式会社ピーアンドディコンサルティング 6030001007069 さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル24階

口座管理者に係る情報

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000122-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

北本市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000123-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三井金属鉱業株式会社　機能材料事業
本部銅箔事業部上尾事業所

三井金属鉱業株式会社 7010701011370 東京都品川区大崎一丁目１１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社東ハト　関東工場
株式会社東ハト 9013301020310 東京都豊島区南池袋一丁目13番23号

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000124-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000126-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000125-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

西武本川越ステーションビル
西武鉄道株式会社 4013301006264 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000127-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

西武園
西武鉄道株式会社 4013301006264 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

西武飯能ステーションビル
西武鉄道株式会社 4013301006264 東京都豊島区南池袋一丁目１６番１５号

口座管理者に係る情報

飯能市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ルミネ大宮店
株式会社ルミネ 3011001029850 東京都渋谷区代々木2-2-2

口座管理者に係る情報

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東日本旅客鉄道株式会社 9011001029597 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000128-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ルミネ 開発企画部 03-5334-0567 非公表 k-aoki@lumine.co.jp
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さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000129-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

富士フイルム株式会社　大宮事業所
富士フイルム株式会社 2010401064789 東京都港区西麻布二丁目26番30号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

アコス株式会社 事業部　管理課 048-922-7000 非公表 非公表

アコス南館
アコス株式会社 6030001034617 草加市高砂二丁目7番1号

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

富士フイルム株式会社 光学・電子映像事業部事務グループ 048-668-2154 非公表 非公表

110-100-000000000000130-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

レンゴー・トッパンコンテナー株式会社 製造本部　技術部　技術課 048-282-1119 非公表 非公表

110-100-000000000000132-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000131-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

RGコンテナー株式会社　埼玉工場
RGコンテナー株式会社 7010501009565 埼玉県川口市八幡木二丁目３２番地の１

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

セッツカートン株式会社 新東京工場総務課 048-218-0111 048-218-0115 非公表

セッツカートン株式会社　東京工場
セッツカートン株式会社 3120001116986 兵庫県伊丹市東有岡5-33

口座管理者に係る情報

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000133-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ララガーデン春日部
フロンティア不動産投資法人 3010005015394 東京都中央区銀座六丁目８番７号

口座管理者に係る情報

本田技研工業株式会社　埼玉製作所
狭山完成車工場

本田技研工業株式会社 6010401027577 東京都港区南青山2-1-1

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000134-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

和光市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000135-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

本田技研工業株式会社　和光ビル
本田技研工業株式会社 6010401027577 東京都港区南青山2-1-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

本田技研工業株（株）　 和光ビル　地域人事部　総務課 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三協食品工業株式会社 工場管理課 049-231-1711 非公表 非公表

三協食品工業株式会社
三協食品工業株式会社 6030001054813 川越市的場754-4

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

本田技研工業株（株）　 和光ビル　地域人事部　総務課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000136-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000138-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

鶴ヶ島市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000137-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

田島ルーフィング株式会社　埼玉第二工
場

田島ルーフィング株式会社 2011801009680 東京都足立区小台一丁目3番1号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000139-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

朝霞市クリーンセンター
朝霞市 4000020112275 朝霞市本町1-1-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日本電波工業株式会社　狭山事業所 品質保証部 非公表 非公表 非公表

日本電波工業株式会社　狭山事業所
日本電波工業株式会社 1011001017865 東京都渋谷区笹塚1-47-1　メルクマール京王笹塚

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日産化学株式会社　埼玉工場
日産化学株式会社 1010001008734 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

口座管理者に係る情報

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

朝霞市 市民環境部　資源リサイクル課 048-456-1593 048-456-3655 sigen_risaikuru@city.asaka.saitama.jp

110-100-000000000000140-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日産化学株式会社 埼玉工場　環境安全室 0495-34-2811 0495-34-1334 toyamak@nissanchem.co.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000141-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東洋インキ株式会社　埼玉製造所
東洋インキ株式会社 9010001139175 東京都中央区京橋２丁目２番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

トーヨーケム株式会社　川越製造所
トーヨーケム株式会社 7010001139177 東京都中央区京橋2丁目2番1号

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000142-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ダイオープリンティング株式会社　 証印・出版事業部　製造部業務課 080-9175-6578 非公表 非公表

110-100-000000000000144-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000143-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ダイオープリンティング株式会社　商印・
出版事業部　川越工場

ダイオープリンティング株式会社 9030001092018 東京都豊島区北大塚1-13-4

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ダイオープリンティング株式会社　川越工場 取締役生産担当 049-226-3251 非公表 非公表

ダイオープリンティング株式会社　商印・
出版事業部　美里工場

ダイオープリンティング株式会社 9030001092018 東京都豊島区北大塚1-13-4

口座管理者に係る情報

美里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000145-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社かんぽ生命保険
株式会社かんぽ生命保険 6010001112696 東京都千代田区大手町二丁目3番1号　大手町プレイス　ウエストタワー

口座管理者に係る情報

田島ルーフィング株式会社　埼玉工場
田島ルーフィング株式会社 2011801009680 東京都千代田区岩本町3-11-13

口座管理者に係る情報

鶴ヶ島市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000146-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

和光市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000147-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社本田技術研究所（和光）
株式会社本田技術研究所 8030001046841 和光市中央1-4-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

本田技研工業株式会社　二輪事業本部
ものづくりセンター（朝霞）

本田技研工業株式会社 6010401027577 東京都港区南青山2-1-1

口座管理者に係る情報

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000148-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000150-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000149-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大正製薬株式会社　大宮工場
大正製薬株式会社 4013301006867 東京都豊島区高田三丁目24番1号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000151-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

国立障害者リハビリテーションセンター
国立障害者リハビリテーションセンター 所沢市並木4-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

大正製薬株式会社　羽生工場
大正製薬株式会社 4013301006867 東京都豊島区高田三丁目24番1号

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社湖池屋　関東工場
株式会社湖池屋 9011401005578 東京都板橋区成増五丁目９番７号

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

国立障害者リハビリテーションセンター 管理部会計課 04-2995-3100 非公表 非公表

110-100-000000000000152-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000153-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ノザワ　埼玉工場
株式会社ノザワ 9140001010083 兵庫県神戸市中央区浪花町15番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

秩父鉱業株式会社 業務課 0493-82-1311 0493-82-1596 kiyoshi_murooka@chichibu-mining.co.jp

秩父鉱業株式会社　御堂鉱業所
秩父鉱業株式会社 3011001014068 東京都新宿区新宿三丁目１番２４号

口座管理者に係る情報

東秩父村
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ノザワ  埼玉工場 生産部 0493-54-6411 非公表 非公表

110-100-000000000000154-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

奥村印刷株式会社 管理部 03-5390-6151 03-5390-6153 fujiij@okumurainsatsu.co.jp

110-100-000000000000158-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000155-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

奥村印刷株式会社　川越工場
奥村印刷株式会社 1011501000874 東京都北区栄町1番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

太陽生命浦和ビル
太陽生命保険株式会社 1010401063692 東京都中央区日本橋二丁目7番1号

口座管理者に係る情報

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000159-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市立病院
さいたま市 2000020111007 さいたま市浦和区常盤6-4-4

口座管理者に係る情報

日東電工株式会社　関東事業所
日東電工株式会社 2120901001628 大阪府茨木市下穂積一丁目１番２号

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

さいたま市 市立病院経営部庶務課 048-873-4248 048-873-5451 hsp-jimukyoku-shomu@city.saitama.lg.jp

110-100-000000000000161-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市緑区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000162-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東洋エアゾール工業株式会社　川越工
場

東洋エアゾール工業株式会社 2010701026159 東京都品川区東五反田2-18-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日東電工株式会社 関東事業所　環境安全部 048-574-8174 048-573-1043 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

山下ゴム株式会社 埼玉工場　品質保証センター　品質保証部　品質保証課 0495-35-1370 0495-35-1371 akiofuku@yamashita-rub.co.jp

山下ゴム株式会社　埼玉工場
山下ゴム株式会社 2030001056243 ふじみ野市亀久保1239

口座管理者に係る情報

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000163-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000165-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000164-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

小岩井乳業株式会社　東京工場
小岩井乳業株式会社 9010001015896 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000166-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＭＧＣフィルシート株式会社　所沢工場
ＭＧＣフィルシート株式会社 4030001025865 所沢市三ケ島四丁目２２４２番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

秩父エレクトロン株式会社 本社 技術グループ 0494-75-3333 非公表 非公表

秩父エレクトロン株式会社　本社
秩父エレクトロン株式会社 4030001091049 秩父郡小鹿野町下小鹿野1111

口座管理者に係る情報

小鹿野町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

西武酪農乳業株式会社
西武酪農乳業株式会社 7030001089759 日高市大字野々宮145番地

口座管理者に係る情報

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

MGCフィルシート株式会社 所沢工場　工務部 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000167-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

西武酪農乳業株式会社 市乳製造部 042-989-1331 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

横瀬町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000168-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

秩父石灰工業株式会社　武甲工場
秩父石灰工業株式会社 4010001050519 東京都中央区新川1-8-6

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社明治　坂戸工場
株式会社明治 4010601028138 東京都中央区京橋2-2-1

口座管理者に係る情報

坂戸市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

秩父石灰工業株式会社 製造部　選鉱課 0494-22-8384 0494-22-2573 c-lime.seizou@za.wakwak.com

110-100-000000000000169-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

紅屋オフセット株式会社 経営企画室 03-3815-5111 03-3815-5132 非公表

110-100-000000000000171-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000170-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

紅屋オフセット株式会社　深谷工場
紅屋オフセット株式会社 4010001146011 東京都文京区大塚3丁目20番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社リケン　熊谷事業所
株式会社リケン 3010001032014 東京都千代田区三番町8-1

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000172-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口オートレース場
川口市（市長部局） 2000020112038 川口市青木2-1-1

口座管理者に係る情報

サノフィ株式会社　川越事業所
サノフィ株式会社 7011101037279 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

川口市（市長部局） 経済部　公営競技事務所 048-251-4376 048-257-0200 hi.sakuma@city.kawaguchi.lg.jp

110-100-000000000000173-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000174-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ストリームビル
ストリームビル管理組合 さいたま市浦和区東高砂町11番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

太平洋セメント株式会社　熊谷工場
太平洋セメント株式会社 4010401082995 東京都文京区小石川１－１－１

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000175-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000178-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000176-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

太平洋セメント株式会社　埼玉工場
太平洋セメント株式会社 4010401082995 東京都文京区小石川１－１－１

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000181-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社東京軽合金製作所
株式会社東京軽合金製作所 1030001086984 行田市富士見町1-21-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社北川鉄工所　東京工場
株式会社北川鉄工所 4240001034184 広島県府中市元町77-1

口座管理者に係る情報

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ニコン　熊谷製作所
株式会社ニコン 5010001008763 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000182-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000183-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

パイオニア株式会社　川越事業所
パイオニア株式会社 1020001086473 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

キッコーマンソイフーズ株式会社　埼玉
工場

キッコーマンソイフーズ株式会社 5010001084458 東京都港区西新橋2-1-1興和西新橋ビル12階

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000184-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新電元工業株式会社　飯能工場 環境管理部 042-971-1118 非公表 非公表

110-100-000000000000186-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

飯能市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000185-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新電元工業株式会社　飯能工場
新電元工業株式会社 5010001008697 東京都千代田区大手町二丁目２番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

日本食材株式会社　妻沼工場
日本食材株式会社 2030001006454 さいたま市中央区本町西6-4-22

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000187-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大日カラー・コンポジット株式会社
大日カラー・コンポジット株式会社 7030001032504 加須市古川二丁目2番地1

口座管理者に係る情報

図書印刷株式会社　川越工場
図書印刷株式会社 4011501015399 東京都北区東十条3-10-36

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000188-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000189-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東洋製罐株式会社　久喜工場
東洋製罐株式会社 3010701026389 東京都品川区東五反田2-18-1（大崎フォレストビルディング）

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東洋製罐株式会社　久喜工場 製造課 0480-23-2817 非公表 非公表

東洋製罐株式会社　埼玉工場
東洋製罐株式会社 3010701026389 東京都品川区東五反田2-18-1（大崎フォレストビルディング）

口座管理者に係る情報

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

東洋製罐株式会社　久喜工場 製造課 0480-23-2817 非公表 非公表

110-100-000000000000190-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000192-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000191-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ダイナパック株式会社　川越事業所
ダイナパック株式会社 1180001037535 愛知県名古屋市中区栄三丁目１番１号　広小路本町ビルディング１０階

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000193-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

前田道路株式会社　北東京合材工場
前田道路株式会社 6010701009184 東京都品川区大崎一丁目１１番３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

前田道路株式会社　朝霞合材工場
前田道路株式会社 6010701009184 東京都品川区大崎一丁目１１番３号

口座管理者に係る情報

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

松田産業株式会社　武蔵工場
松田産業株式会社 2011101020140 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000194-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
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狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000195-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

八千代工業株式会社　柏原工場
八千代工業株式会社 2030001026675 狭山市柏原393

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

三井アウトレットパーク入間
フロンティア不動産投資法人 3010005015394 東京都中央区銀座六丁目８番７号

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

八千代工業株式会社 柏原工場管理ブロック 04-2954-3350 04-2954-5306 非公表

110-100-000000000000196-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日立金属株式会社 技術開発本部  環境戦略部 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000201-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000197-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日立金属株式会社　桶川工場
日立金属株式会社 3010401038783 東京都港区港南一丁目２番７０号（品川シーズンテラス）

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

武州製薬株式会社　川越工場
武州製薬株式会社 5030001055498 川越市竹野1

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000202-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＰＡＰＡ上尾ショッピングアヴェニュー　Ｂ
棟

紅和株式会社 1030001041452 上尾市緑丘3-4-9

口座管理者に係る情報

山崎製パン株式会社　埼玉工場埼玉第
一工場

山崎製パン株式会社 ,4010001008806              東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000203-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000204-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

富士電機機器制御株式会社　吹上事業
所

富士電機機器制御株式会社 6010001120740 埼玉県鴻巣市南一丁目５番４５号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

山崎製パン株式会社 施設本部　施設第一部　施設第一課 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

キヤノン・コンポーネンツ株式会社　上里
本社

キヤノン・コンポーネンツ株式会社 6030001060489 児玉郡上里町七本木3461-1

口座管理者に係る情報

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000205-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

日本山村硝子株式会社 環境室 06-4300-6064 非公表 ohnishi_ｙ2@yamamura.co.jp

110-100-000000000000207-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000206-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本山村硝子株式会社　埼玉工場
日本山村硝子株式会社 1140001054947 兵庫県尼崎市西向島町15番1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000208-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

木徳神糧株式会社　桶川工場
木徳神糧株式会社 4010001040882 東京都中央区銀座七丁目２番２２号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ＮＴＴドコモ CSR部　第一CSR担当 非公表 非公表 非公表

非公表
株式会社ＮＴＴドコモ 1010001067912 東京都千代田区永田町2-11-1

口座管理者に係る情報

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

アピタ吹上店
ユニー株式会社 4180001104506 愛知県稲沢市天池五反田町1

口座管理者に係る情報

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

木徳神糧株式会社　桶川工場 生産部門　桶川工場 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000209-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000211-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社武蔵野　埼玉麺工場
株式会社武蔵野 9030001045124 埼玉県朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

キャストフィルムジャパン株式会社　幸手工場 品質保証部 0480-48-1670 非公表 非公表

キャストフィルムジャパン株式会社　幸手
工場

キャストフィルムジャパン株式会社 9030001031917 幸手市上吉羽2100-28

口座管理者に係る情報

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000212-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

DOWAハイテック株式会社 環境安全部 0495-21-6111 非公表 非公表

110-100-000000000000214-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000213-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＤＯＷＡハイテック株式会社
ＤＯＷＡハイテック株式会社 2030001061136 本庄市仁手１７８１番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

伊藤製パン株式会社 経営企画部 048-798-2721 非公表 非公表

伊藤製パン株式会社　岩槻工場
伊藤製パン株式会社 3010601009799 さいたま市岩槻区末田2398-1

口座管理者に係る情報

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000215-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社エムアンドシーシステム　戸田
システムセンター

株式会社エムアンドシーシステム 8011201014136 東京都中野区中野四丁目３番２号

口座管理者に係る情報

さいたまスーパーアリーナ及びけやきひ
ろば

埼玉県 1000020110001 さいたま市浦和区高砂3-15-1

口座管理者に係る情報

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000216-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000217-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県庁舎
埼玉県 1000020110001 さいたま市浦和区高砂3-15-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県（知事部局） 環境部温暖化対策課 048-830-3037 048-830-4777 a3030-11@pref.saitama.lg.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 ＳＣ本部　ＳＣ戦略&組織開発統括部　環境管理部 非公表 非公表 shinichi.ohuchi@ccej.co.jp

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
埼玉工場

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 9020001043244 東京都港区赤坂九丁目７番１号ミッドタウン・タワー

口座管理者に係る情報

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県 環境部温暖化対策課 048-830-3037 048-830-4777 a3030-11@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000219-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 SC本部　SC戦略＆組織開発統括部　環境管理部 非公表 非公表 shinichi.ohuchi@ccej.co.jp

110-100-000000000000221-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000220-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
岩槻工場

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 9020001043244 東京都港区赤坂九丁目７番１号ミッドタウン・タワー

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000222-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

オリックス資源循環株式会社　寄居工場
オリックス資源循環株式会社 8030001087308 大里郡寄居町大字三ケ山313番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社コスモフーズ 埼玉神川工場　施設課 0495-77-2118 非公表 非公表

株式会社コスモフーズ　埼玉神川工場
株式会社コスモフーズ 1030001002900 さいたま市北区土呂町1-46-9

口座管理者に係る情報

神川町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社コーセー　狭山事業所
株式会社　コーセー 7010001043552 東京都中央区日本橋三丁目6-2

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

オリックス資源循環株式会社　 施設部 048-582-0971 非公表 非公表

110-100-000000000000224-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000225-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社リード　本社工場
株式会社リード 9030001085467 熊谷市弥藤吾５７８番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

柳河精機株式会社　狭山工場
柳河精機株式会社 2012401001755 東京都府中市宮西町一丁目１６番地の３　第一みよしビル３階

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000226-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000228-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000227-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ファインシンター　川越工場
株式会社ファインシンター 6180001078161 愛知県春日井市明知町西之洞1189-11

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

太平化学製品株式会社　草加工場
太平化学製品株式会社 2030001075813 川口市領家4-5-19

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000229-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本製紙株式会社　関東工場
日本製紙株式会社 ,8011501009422              東京都北区王子一丁目４番１号

口座管理者に係る情報

石福金属興業株式会社　草加工場
石福金属興業株式会社 1010001010624 東京都千代田区内神田3-20-7

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日本製紙株式会社 関東工場　安全環境管理室 048-931-9579 非公表 非公表

110-100-000000000000230-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000231-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社今里食品　八潮工場
株式会社今里食品 1140001081215 兵庫県宝塚市高司5丁目1番52号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

城西大学　坂戸キャンパス 営繕課 049-271-7720 049-271-7947 非公表

城西大学　坂戸キャンパス
学校法人城西大学 8010005002339 東京都千代田区紀尾井町3-26

口座管理者に係る情報

坂戸市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

中野食品株式会社 技術部 048-996-8211 非公表 非公表

110-100-000000000000232-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

学校法人　東洋大学　川越校舎 事務部総務課 049-239-1633 049-231-1722 非公表

110-100-000000000000234-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000233-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東洋大学川越校舎
学校法人東洋大学 4010005002375 東京都文京区白山5-28-20

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000235-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

荒川水循環センター
埼玉県下水道局 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

学校法人　立教学院 総務部　施設課 非公表 非公表 非公表

立教大学　新座キャンパス及び立教新
座中学校・高等学校

学校法人立教学院 1013305000423 東京都豊島区西池袋三丁目３４番１号

口座管理者に係る情報

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

新河岸川水循環センター
埼玉県下水道局 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

和光市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県下水道局 下水道事業課管理運営担当 048-830-5453 048-830-4884 a5448-01@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000236-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県下水道局 下水道事業課管理運営担当 048-830-5453 048-830-4884 a5448-01@pref.saitama.lg.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000237-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

中川水循環センター
埼玉県下水道局 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県下水道局 下水道事業課管理運営担当 048-830-5453 048-830-4884 a5448-01@pref.saitama.lg.jp

元荒川水循環センター
埼玉県下水道局 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県下水道局 下水道事業課管理運営担当 048-830-5453 048-830-4884 a5448-01@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000238-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県下水道局 下水道事業課管理運営担当 048-830-5453 048-830-4884 a5448-01@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000240-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000239-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

古利根川水循環センター
埼玉県下水道局 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社エルビー　蓮田工場
株式会社エルビー 4030001018340 蓮田市黒浜3469-1

口座管理者に係る情報

蓮田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000241-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

光製薬株式会社　栗橋工場
光製薬株式会社 3010501011145 東京都台東区今戸2-11-15

口座管理者に係る情報

ステラタウン　４街区
スバル興産株式会社 8011101010697 東京都渋谷区恵比寿1-20-8

口座管理者に係る情報

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000242-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

坂戸市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000243-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

凸版印刷株式会社　坂戸サイト
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

スバル興産株式会社 大宮事業部 048-652-5710 048-660-1980 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表

凸版印刷株式会社　川口サイト
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表

110-100-000000000000244-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表

110-100-000000000000246-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000245-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

凸版印刷株式会社　朝霞工場
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000247-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

凸版印刷株式会社　総合研究所
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表

凸版印刷株式会社　幸手工場
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

凸版印刷株式会社　嵐山工場
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

嵐山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表

110-100-000000000000248-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

杉戸町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000249-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま新都心地域冷暖房センター
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 2010401079028 東京都港区海岸一丁目２番３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社　椿本チエイン　埼玉工場 情報ｼｽﾃﾑ・総務担当　総務部　埼玉工場総務課 非公表 非公表 非公表

株式会社椿本チエイン　埼玉工場
株式会社椿本チエイン 2120001002188 大阪市北区中之島3-3-3　中之島三井ビルディング6階

口座管理者に係る情報

飯能市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 地域エネルギー事業部 03-6403-0518 03-6403-0529 非公表

110-100-000000000000250-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社陽栄 不動産企画部エネルギー管理企画室 03-3543-7884 03-5550-5289 非公表

110-100-000000000000252-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000251-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さくら浦和ビル
株式会社陽栄 9010001038542 東京都中央区銀座7-14-16

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

赤城乳業株式会社　深谷工場 技術部 048-571-4124 048-574-3206 Hidekazu.matsunaga@akagiice.co.jp

赤城乳業株式会社　深谷工場
赤城乳業株式会社 3030001086132 深谷市西島町二丁目１２番１号

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000253-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社武蔵野フーズ　カムス第２工場
株式会社武蔵野フーズ 4030001048412 埼玉県朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

株式会社武蔵野フーズ　カムス第１工場
株式会社武蔵野フーズ 4030001048412 埼玉県朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

嵐山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000254-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

嵐山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000255-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社武蔵野フーズ　東京麺工場
株式会社武蔵野フーズ 4030001048412 埼玉県朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社武蔵野フーズ　所沢工場
株式会社武蔵野フーズ 4030001048412 埼玉県朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000256-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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吉野石膏株式会社　草加工場 草加工場　製造課 048-922-9511 非公表 非公表

110-100-000000000000258-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000257-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

吉野石膏株式会社　草加工場
吉野石膏株式会社 9010001031687 東京都千代田区丸の内3-3-1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000259-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

グローバルコンポーネントテクノロジー株
式会社　鴻巣工場

グローバルコンポーネントテクノロジー株式会社 5160001010762 東京都品川区大崎一丁目15番9号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ＵＤトラックス株式会社 リアルエステート 070-1491-4249 048-612-5904 非公表

ＵＤトラックス株式会社　上尾工場
ＵＤトラックス株式会社 8030001043599 上尾市大字壱丁目１番地

口座管理者に係る情報

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

三菱ロジスネクスト株式会社羽生工場
三菱ロジスネクスト株式会社 3130001030352 京都府長岡京市東神足二丁目1番1号

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000260-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三菱ロジスネクスト株式会社 羽生ギア製造課　管理係 048-563-2360 048-563-4123 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000261-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日立Astemo株式会社　埼玉第一工場
日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社 7050001007842 茨城県ひたちなか市高場2520番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

タワーベーカリー株式会社　本社・越谷
工場

タワーベーカリー株式会社 3030001064328 越谷市大字西方２９８６番地２

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ショーワ 本社・埼玉工場　設備管理課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000262-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000264-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000263-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

合同会社西友　埼玉工場
合同会社西友 8011503002037 東京都北区赤羽二丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ヒノデメタル株式会社 総務グループ 049-264-2600 非公表 非公表

ヒノデメタル株式会社
ヒノデメタル株式会社 5030001057866 川越市大字下赤坂字大野原606番地

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000265-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ダイオープリンティング株式会社　商印・
出版事業部　幸手工場

ダイオープリンティング株式会社 9030001092018 東京都豊島区北大塚1-13-4

口座管理者に係る情報

太陽インキ製造株式会社　本社
太陽インキ製造株式会社 4030001072338 比企郡嵐山町平沢900

口座管理者に係る情報

嵐山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000266-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000267-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社中村屋　埼玉工場
株式会社中村屋 6011101015442 東京都新宿区新宿三丁目26番13号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

太陽インキ製造株式会社 管理本部管理部総務課 0493-61-2711 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

三菱電機ホーム機器株式会社　本社工
場

三菱電機ホーム機器株式会社 2030001086125 深谷市小前田1728-1

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社中村屋　東京事業所 総務・法務部　施設グループ 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000268-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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岩崎電気株式会社　埼玉製作所 品質・企画ISO推進課 048-554-1108 048-554-1109 非公表

110-100-000000000000270-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000269-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

岩崎電気株式会社　埼玉製作所
岩崎電気株式会社 1010001134761 東京都中央区東日本橋1-1-7　野村不動産東日本橋ビル

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000271-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

獨協大学
学校法人獨協学園 2030005005840 草加市学園町1番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

学校法人獨協医科大学 本部事務局　総務部 非公表 048-942-4312 ssoumu@gakuen.dokkyo.ac.jp

獨協医科大学埼玉医療センター
学校法人獨協学園 2030005005840 草加市学園町1番1号

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日本工業大学　宮代キャンパス
学校法人日本工業大学 3013205000182 東京都千代田区神田神保町2丁目5番地

口座管理者に係る情報

宮代町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

学校法人獨協学園 本部事務局　総務部 非公表 048-942-4312 ssoumu@gakuen.dokkyo.ac.jp

110-100-000000000000272-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日本工業大学　宮代キャンパス 総務部　施設環境管理課 0480-33-7506 0480-33-7526 haraw@nit.ac.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000273-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ソニックシティビル
大宮ソニックシティ株式会社 7030001001566 さいたま市大宮区桜木町1-7-5

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

所沢市役所 環境政策課 04-2998-9133 04-2994-9394 a9133@city.tokorozawa.ｌｇ.jp

所沢市東部クリーンセンター
所沢市 9000020112089 所沢市並木1-1-1

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000274-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市役所 環境政策課 04-2998-9133 04-2998-9394 a9133@city.tokorozawa.ｌｇ.jp

110-100-000000000000277-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000275-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市西部クリーンセンター
所沢市 9000020112089 所沢市並木1-1-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社ロッテ　浦和工場
株式会社ロッテ 1011101044248 東京都新宿区西新宿3-20-1

口座管理者に係る情報

さいたま市南区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000278-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ロッテ　狭山工場
株式会社ロッテ 1011101044248 東京都新宿区西新宿3-20-1

口座管理者に係る情報

藤倉コンポジット株式会社　岩槻工場
藤倉コンポジット株式会社 5010701008682 東京都江東区有明3-5-7　TOC有明イーストタワー10F

口座管理者に係る情報

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000279-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000280-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

マレリ株式会社　吉見工場
マレリ株式会社 8030001014831 さいたま市北区日進町2-1917

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

藤倉ゴム工業株式会社　岩槻工場 技術製造本部施設部岩槻チーム 048-794-2524 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

カルソニックカンセイ株式会社　児玉工場 技術チーム 0495-72-4321 非公表 非公表

マレリ株式会社　児玉工場
マレリ株式会社 8030001014831 さいたま市北区日進町2-1917

口座管理者に係る情報

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

カルソニックカンセイ株式会社　吉見工場 技術チーム 0493-54-2692 0493-54-2238 非公表

110-100-000000000000281-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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ｼﾁｽﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ株式会社 施設マネジメント室設備課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000283-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000282-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

シチズン所沢事業所
シチズン時計株式会社 5012701004744 東京都西東京市田無町6-1-12

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000284-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

明海大学歯学部
学校法人明海大学　 2030005010840 坂戸市けやき台1-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

日本製紙株式会社　ケミカル営業本部
東松山事業所

日本製紙株式会社 ,8011501009422              東京都北区王子一丁目４番１号

口座管理者に係る情報

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日清ヨーク株式会社　関東工場
日清ヨーク株式会社 2010001053507 東京都中央区東日本橋3-6-11

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

明海大学　歯学部 管理課 049-279-1163 049-286-0294 aiba@meikai.ac.jp

110-100-000000000000285-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

坂戸市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000286-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ＤＮＰテクノパック　狭山工場
株式会社ＤＮＰテクノパック 2011101026699 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社UACJ 生産本部深谷製造所　設備部　設備計画室 048-572-1317 非公表 非公表

株式会社ＵＡＣＪ　板事業本部　深谷製
造所

株式会社ＵＡＣＪ 9010001098116 東京都千代田区大手町1-7-2　東京サンケイビル

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000287-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ポーライト株式会社　熊谷工場 製造部　製造技術課 048-588-6182 非公表 非公表

110-100-000000000000289-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000288-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ポーライト株式会社　熊谷工場（第一工
場・第二工場・第三工場）

ポーライト株式会社 6030001007696 さいたま市北区日進町2-121

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

日本銀行戸田分館
日本銀行 3010005002599 東京都中央区日本橋本石町二丁目1番1号

口座管理者に係る情報

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000290-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社髙島屋　大宮店
株式会社髙島屋 5120001077467 大阪府大阪市中央区難波5-1-5

口座管理者に係る情報

八木橋百貨店
株式会社八木橋 2030001085291 埼玉県熊谷市仲町74番地

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社髙島屋　大宮店 髙島屋大宮店　総務担当 048-643-1111 非公表 非公表

110-100-000000000000291-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

坂戸市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000292-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社タムラ製作所　坂戸事業所
株式会社タムラ製作所 3011601004237 東京都練馬区東大泉一丁目１９番４３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社八木橋 総務部　管理課 048-523-1111 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

(株)タムラ製作所　入間事業所 電子化学事業本部　品質保証本部 04-2934-3029 非公表 非公表

株式会社タムラ製作所　入間事業所
株式会社タムラ製作所 3011601004237 東京都練馬区東大泉一丁目１９番４３号

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社タムラ製作所 CSR推進本部　CSR・環境G 03-3978-5293 非公表 非公表

110-100-000000000000293-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000295-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

美里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000294-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

武州製薬株式会社　美里工場
武州製薬株式会社 5030001055498 川越市竹野1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000296-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

町田印刷株式会社　熊谷工場
町田印刷株式会社 5010001057975 戸田市美女木東1-1-14

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

京セラケミカル株式会社 川口工場　川口業務課 048-225-8133 048-225-6926 hiromitsu.ito@kyocera-chemi.jp

京セラケミカル株式会社　本社・川口工
場

京セラケミカル株式会社 4030001078418 川口市領家五丁目１４番２５号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社日立ニコトランスミッション　大
宮事業所

株式会社日立ニコトランスミッション 9030001010086 さいたま市北区吉野町一丁目４０５番地の３

口座管理者に係る情報

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000297-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社日立ニコトランスミッション 品質・環境統括センタ 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000298-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東京都水道局朝霞浄水場
東京都水道局 8000020130001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東京都水道局 総務部企画調整課（環境・エネルギー施策担当） 03-5320-6410 03-5388-1678 S0810106@section.metro.tokyo.jp

東京都水道局三郷浄水場
東京都水道局 8000020130001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

口座管理者に係る情報

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

東京都水道局 総務部企画調整課（環境・エネルギー施策担当） 03-5320-6410 03-5388-1678 S0810106@section.metro.tokyo.jp

110-100-000000000000299-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000301-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000300-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

精工化学株式会社　川口工場
精工化学株式会社 3010001020712 東京都千代田区内神田二丁目3番6号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

三井精機工業株式会社　本社工場
三井精機工業株式会社 9010501031559 比企郡川島町八幡6-13

口座管理者に係る情報

川島町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000302-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三井住友金属鉱山伸銅株式会社　本社
上尾工場

三井住友金属鉱山伸銅株式会社 3030001044098 上尾市二ツ宮６５６番地１

口座管理者に係る情報

株式会社城南製鋼所　本社工場
株式会社城南製鋼所 6030001075446 川口市領家五丁目１３番３５号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000303-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000304-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

コスモ石油株式会社　中央研究所
コスモ石油株式会社 3010401010164 東京都港区芝浦一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社城南製鋼所 品質保証部 048-223-3116 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

日本無線硝子株式会社
日本無線硝子株式会社 6030001055992 ふじみ野市福岡2-1-8

口座管理者に係る情報

ふじみ野市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000305-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000308-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000306-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社向山工場　久喜工場
株式会社向山工場 3030001077445 川口市幸町3-9-1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000309-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオン新座店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イオン北浦和店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

イオン大井店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

ふじみ野市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000310-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000311-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオン大宮店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

雪印メグミルク株式会社　川越工場
雪印メグミルク株式会社 8430001041570 札幌市東区苗穂町6-1-1

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000312-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000314-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000313-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

キサイフーズ工業株式会社
キサイフーズ工業株式会社 7030001032990 加須市戸崎308-6

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日新工業株式会社　埼玉工場 環境管理課 048-754-4151 非公表 非公表

日新工業株式会社　埼玉工場
日新工業株式会社 2011801010969 東京都足立区千住東2-23-4

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000315-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ライフコーポレーション　栗橋プ
ロセスセンター

株式会社ライフコーポレーション 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

口座管理者に係る情報

株式会社徳田練磨工作所　本社・熊谷
工場

株式会社徳田練磨工作所 5030001088985 熊谷市御稜威ケ原１３８番地８

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000316-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000317-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

富安金属印刷株式会社　本社工場
富安金属印刷株式会社 7030001035366 草加市苗塚町577

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社リテラ 環境ISO事務局 0494-62-3125 非公表 ikuo_k@reterra.co.jp

株式会社リテラ　秩父第一工場
株式会社リテラ 1030001091299 埼玉県秩父市小鹿野町両神薄２７０３番地

口座管理者に係る情報

秩父市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000318-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

朝日工業株式会社 環境安全管理室 0274-52-2715 0274-52-4761 非公表

110-100-000000000000320-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

神川町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000319-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

朝日工業株式会社　埼玉事業所
朝日工業株式会社 2013301000418 埼玉県児玉郡神川町渡瀬222番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000322-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

アイリスオーヤマ株式会社　埼玉工場
アイリスオーヤマ株式会社 3370001006799 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三菱マテリアル株式会社 生産技術部　地球環境・エネルギー室 03-5252-5237 03-5252-5284 fukaya@mmc.co.jp

三菱マテリアル株式会社　横瀬工場
三菱マテリアル株式会社 6010001023786 東京都千代田区丸の内３丁目２番３号

口座管理者に係る情報

横瀬町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

サントリープロダクツ株式会社　羽生工場
サントリープロダクツ株式会社 4010401081171 東京都港区芝浦三丁目1番1号田町ステーションタワーN

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000323-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日本ペプシコーラ製造株式会社 羽生工場　工務課 048-565-3811(内線300) 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市西区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000325-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大宮アスコン株式会社
大宮アスコン株式会社 8030001116140 さいたま市西区三橋六丁目70番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ＮＩＰＰＯ　埼玉統括事業所 工務課 048-264-2810 非公表 非公表

戸田アスコン株式会社
戸田アスコン株式会社 1030001116139 戸田市川岸一丁目1番20号

口座管理者に係る情報

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ＮＩＰＰＯ　埼玉統括事業所 工務課 048-264-2810 非公表 非公表

110-100-000000000000326-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日清シスコ株式会社　東京工場 技術開発部 048-511-1862 非公表 非公表

110-100-000000000000328-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000327-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日清シスコ株式会社　東京工場
日清シスコ株式会社 5120101005286 大阪府堺市堺区石津北町80番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

新輝合成株式会社　埼玉工場 総務部 048-556-6161 非公表 非公表

新輝合成株式会社　埼玉工場
新輝合成株式会社 4010701028509 東京都品川区西五反田二丁目14番10号

口座管理者に係る情報

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000329-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

アトレ
川越都市開発株式会社 4030001054492 川越市脇田町105

口座管理者に係る情報

KAKUTAテックフォージング株式会社
三芳工場

KAKUTAテックフォージング株式会社 3011401004222 東京都板橋区常盤台2-12-10

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000330-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

毛呂山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000331-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

学校法人埼玉医科大学　毛呂山キャン
パス

学校法人埼玉医科大学 3030005011020 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

埼玉医科大学総合医療センター
学校法人埼玉医科大学 3030005011020 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000332-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000334-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000333-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

学校法人埼玉医科大学　日高キャンパ
ス

学校法人埼玉医科大学 3030005011020 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000335-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ボッシュ株式会社　むさし工場
ボッシュ株式会社 7011001012340 東京都渋谷区渋谷3-6-7

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

ボッシュ株式会社　東松山工場
ボッシュ株式会社 7011001012340 東京都渋谷区渋谷3-6-7

口座管理者に係る情報

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ボッシュ株式会社　寄居工場
ボッシュ株式会社 7011001012340 東京都渋谷区渋谷3-6-7

口座管理者に係る情報

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000336-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

滑川町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
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入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000337-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社安川電機　入間事業所モー
ションコントロール工場

株式会社安川電機 5290801010767 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

本田金属技術株式会社 管理部　環境安全ブロック 049-231-1521 049-233-1139 非公表

本田金属技術株式会社　本社・川越工
場

本田金属技術株式会社 9030001055560 川越市的場1620

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社　安川電機 生産技術課 04-2966-1316 非公表 非公表

110-100-000000000000338-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000340-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

秩父市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000339-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

昭和電工株式会社　秩父事業所
昭和電工株式会社 9010401014548 東京都港区芝大門1-13-9

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

米久かがやき株式会社 エンジニアリンググループ 048-753-3929 非公表 非公表

米久かがやき株式会社　華工場
米久かがやき株式会社 3030001052092 埼玉県春日部市小渕1263番地

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000341-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

住友理工株式会社　埼玉事業所
住友理工株式会社 6180001076207 愛知県小牧市東三丁目１番地

口座管理者に係る情報

秩父太平洋セメント株式会社　秩父工場
秩父太平洋セメント株式会社 4030001091313 秩父市大野原1800番地

口座管理者に係る情報

秩父市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

住友理工株式会社 埼玉事業所　安全環境・設備管理室 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000342-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000343-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社リーブルテック　埼玉工場
株式会社リーブルテック 6011501003105 東京都北区堀船一丁目２８番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

秩父太平洋セメント株式会社 秩父工場　製造部　製造課 0494-22-1303 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

竹野株式会社　久喜工場
竹野株式会社 9122001004397 大阪府東大阪市長田中2-3-18

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000344-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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学校法人早稲田大学 総務部総務課 03-3203-4333 非公表 ecofuture@list.waseda.jp

110-100-000000000000346-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000345-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

学校法人早稲田大学　所沢キャンパス
学校法人早稲田大学 5011105000953 東京都新宿区戸塚町一丁目１０４番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000347-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本鋳鉄管株式会社　久喜工場
日本鋳鉄管株式会社 3010001016859 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼１番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

日本製紙クレシア株式会社　東京工場
日本製紙クレシア株式会社 5010001124973 東京都千代田区神田駿河台4-6

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社パルコ　新所沢店
株式会社パルコ 6013301010215 東京都豊島区南池袋一丁目２８番２号

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日本鋳鉄管株式会社 業務部　安全・環境・健康室 0480-85-8794 0480-85-6645 非公表

110-100-000000000000348-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000349-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本ヒューム株式会社　熊谷工場
日本ヒューム株式会社 6010401023196 東京都港区新橋5-33-11

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

自治医科大学附属さいたま医療センター 管理課 048-648-5244 048-648-0960 非公表

自治医科大学附属さいたま医療セン
ター

学校法人自治医科大学 4010005002334 東京都千代田区平河町2-6-3

口座管理者に係る情報

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000351-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

曙ブレーキ岩槻製造株式会社 品質技術部　技術4課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000353-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000352-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

曙ブレーキ岩槻製造株式会社
曙ブレーキ岩槻製造株式会社 9030001018591 さいたま市岩槻区鹿室1190

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 管理本部　MS推進部 042-696-0501 042-696-0541 非公表

トッパン・フォームズ・セントラルプロダク
ツ株式会社　川本工場

トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 4010101010166 東京都八王子市戸吹町2103

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000354-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

越谷市立病院
越谷市 6000020112224 越谷市越ケ谷4-2-1

口座管理者に係る情報

丸和油脂株式会社　春日部工場
丸和油脂株式会社 4010701009351 東京都品川区西五反田3-9-23

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000355-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ふじみ野市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000356-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

オリコ本社別館
株式会社オリエントコーポレーション 9010001070784 東京都千代田区麹町五丁目２番地１

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

米久かがやき株式会社 エンジニアリンググループ 048-753-3929 非公表 非公表

米久かがやき株式会社　輝工場
米久かがやき株式会社 3030001052092 埼玉県春日部市小渕1263番地

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社オリエントコーポレーション 総務部 03-5877-5103 非公表 非公表

110-100-000000000000357-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000360-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000358-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

エースコック株式会社　東京工場
エースコック株式会社 5120901005626 大阪府吹田市江坂町1-12-40

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000361-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本ピグメント株式会社　埼玉川本工場
日本ピグメント株式会社 4010001008839 東京都千代田区神田錦町3-20　トラッドスクエア8階

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社山本製線所　越谷工場
株式会社山本製線所 2011401006541 東京都板橋区前野町6-37-18

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ヴァレオジャパン　江南工場
株式会社ヴァレオジャパン 3030001085497 熊谷市千代39

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000362-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本ピグメント株式会社              東京都千代田区神田錦町3-20　トラッドスクエア8階

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ヴァレオジャパン江南工場 人事部HSSEグループ 非公表 非公表 非公表
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越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000363-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東武新越谷駅ビル
東武鉄道株式会社 6010601014508 東京都墨田区押上一丁目1番２号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

片倉工業株式会社 人事総務部　総務課 非公表 非公表 非公表

片倉工業株式会社　コクーンシティ　コ
クーン１

片倉工業株式会社 9010001034764 東京都中央区明石町6-4

口座管理者に係る情報

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000364-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

片倉工業株式会社 人事総務部　総務課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000367-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000365-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

片倉工業株式会社　熊谷片倉フィラ
チャー

片倉工業株式会社 9010001034764 東京都中央区明石町6-4

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

深谷赤十字病院 施設課 048-571-1511 非公表 非公表

深谷赤十字病院
日本赤十字社 6010405002452 東京都港区芝大門1-1-3

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000368-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ＤＮＰファインオプトロニクス
上福岡工場

株式会社ＤＮＰファインオプトロニクス 4011101026672 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

川口市立医療センター
川口市（病院事業） 2000020112038 川口市西新井宿180

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000369-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ふじみ野市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

滑川町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000370-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ｸﾉｰﾙﾌﾞﾚﾑｾﾞｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ株式
会社

クノールブレムゼステアリングシステムジャパン株式会社 6030001129045 埼玉県比企郡滑川町都25番地10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

寿屋フロンテ株式会社　埼玉工場
寿屋フロンテ株式会社 8010401010309 東京都港区西新橋1-6-13 吉荒ビル9階

口座管理者に係る情報

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日立オートモティブシステムズ株式会社埼玉事業所 製造部 0493-56-4321 非公表 非公表

110-100-000000000000371-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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菱光石灰工業株式会社 管理本部総務部 0494-23-1464 0494-23-7488 h-ohtomo@ryokolime.co.jp

110-100-000000000000373-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

横瀬町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000372-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

菱光石灰工業株式会社　資源事業本部
宇根鉱山

菱光石灰工業株式会社 4010001089482 東京都千代田区神田富山町10-2

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000374-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大日本印刷株式会社　久喜工場
大日本印刷株式会社 5011101012069 東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

菱光石灰工業株式会社 管理本部総務部 0494-23-1464 0494-23-7488 m-nagashima@ryokolime.co.jp

菱光石灰工業株式会社　石灰事業本部
生川工場

菱光石灰工業株式会社 4010001089482 東京都千代田区神田富山町10-2

口座管理者に係る情報

横瀬町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社DNP生活空間　東京工場
株式会社ＤＮＰ生活空間 2030001056383 埼玉県入間郡三芳町竹間沢３１１番地

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000375-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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蕨市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000376-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ＤＮＰデータテクノ　蕨工場
株式会社ＤＮＰデータテクノ 1050001028118 蕨市錦町四丁目５番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

明治安田生命さいたま新都心ビル
明治安田生命保険相互会社／グローバル・ワン不動産投資法人 8010005007932/8010005006554 東京都千代田区丸の内2-1-1／東京都千代田区麹町4-1

口座管理者に係る情報

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部　第2技術本部蕨技術第1部 048-420-1349 非公表 非公表

110-100-000000000000377-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

リケンテクノス株式会社　埼玉工場 総務課 048-585-2531 非公表 非公表

110-100-000000000000379-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000378-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

リケンテクノス株式会社　埼玉工場
リケンテクノス株式会社 9010001034970 東京都千代田区淡路町二丁目１０１番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 shinji_ide@coopnet.or.jp

株式会社コープデリフーズ　桶川生鮮セ
ンター

株式会社コープデリフーズ 8030001043938 桶川市赤堀一丁目２番地

口座管理者に係る情報

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000380-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ヒガシヤデリカ　東松山工場
株式会社ヒガシヤデリカ 4011401005368 東京都板橋区宮本町38-8

口座管理者に係る情報

ＪＦＥ条鋼株式会社　東部製造所
ＪＦＥ条鋼株式会社 7010401061823 東京都港区新橋5-11-3

口座管理者に係る情報

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000381-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000382-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

合同会社西友　小手指店
合同会社西友 8011503002037 東京都北区赤羽二丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

JFE条鋼株式会社　 東部製造所　安全衛生環境防災室 048-952-2213 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

合同会社西友　川越流通センター
合同会社西友 8011503002037 東京都北区赤羽二丁目１番１号

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000384-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000387-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000385-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

合同会社西友　三郷センター
合同会社西友 8011503002037 東京都北区赤羽二丁目１番１号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000393-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イトーヨーカドー三郷店
株式会社イトーヨーカ堂 2010001098023 東京都千代田区二番町8番地8

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イトーヨーカドー久喜店
株式会社イトーヨーカ堂 2010001098023 東京都千代田区二番町8番地8

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

イトーヨーカドー　アリオ川口店
株式会社イトーヨーカ堂 2010001098023 東京都千代田区二番町8番地8

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000394-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000395-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンモール北戸田
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イオン大宮西店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

さいたま市西区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000396-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000398-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市緑区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000397-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンモール浦和美園
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イオンモール与野
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000399-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオン入間店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

吉澤石灰工業株式会社　秩父工場
吉澤石灰工業株式会社 8010001059936 栃木県佐野市宮下町7-10

口座管理者に係る情報

横瀬町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000400-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000401-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社デリフレッシュフーズ　埼玉工
場

株式会社デリフレッシュフーズ 7030001060331 本庄市新井600

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

吉澤石灰工業株式会社　秩父工場 生産係 0494-22-3322 0494-22-2648 k-itoh@yoshizawa.co.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

NTTコミュニケーションズ株式会社 ヒューマンリソース部　CSR・環境保護推進室 03-6700-4225 非公表 earth-protection-te@ntt.com

ＮＴＴコミュニケーションズ　埼玉ビル
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 7010001064648 東京都千代田区大手町二丁目３番１号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社デリフレッシュフーズ 管理部施設課 0495-22-4141 非公表 非公表

110-100-000000000000402-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000405-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000403-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社トーハン　桶川ＳＣＭセンター
株式会社トーハン 3011101014587 東京都新宿区東五軒町6-24

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000406-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県立がんセンター・精神医療セン
ター

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 9030005020338 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

帝都ゴム株式会社 管理部 04-2932-5800 非公表 非公表

鬼怒川ゴム工業株式会社　埼玉ホース
部品生産部

鬼怒川ゴム工業株式会社 7010001172987 千葉県千葉市稲毛区長沼町330番地

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県立循環器・呼吸器病センター
地方独立行政法人埼玉県立病院機構 9030005020338 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県病院局 経営管理課　県立病院施設計画担当 048-830-5966 048-830-4905 a5970-04@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000407-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

伊奈町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県病院局 経営管理課　県立病院施設計画担当 048-830-5966 048-830-4905 a5970-04@pref.saitama.lg.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000409-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
株式会社ＪＲ東日本クロスステーション
フーズカンパニー食品製造事業部戸田
工場

株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 3011101042662 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目３３－８

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

上尾都市開発株式会社 業務部管理課 048-775-8001 非公表 非公表

アリコベール上尾デパート館
上尾都市開発株式会社 5030001041110 上尾市宮本町2-1

口座管理者に係る情報

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000410-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000413-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000412-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社オーネックス　東松山工場
株式会社オーネックス 2021001019513 東京都町田市森野1-7-23

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イオン狭山店
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000414-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三共理化学株式会社　本社・桶川工場
三共理化学株式会社 8030001042023 桶川市泉2-2-18

口座管理者に係る情報

コミュニティプラザ
越谷市 6000020112224 越谷市越ケ谷4-2-1

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000415-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000417-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ビー・エム・エル　総合研究所
株式会社ビー・エム・エル 7011001019237 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社日本アクセス　埼玉支店
株式会社日本アクセス 1010701025541 東京都品川区西品川１－１－１住友不動産大崎ガーデンタワー

口座管理者に係る情報

伊奈町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000418-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000420-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000419-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

フジッコ株式会社　関東工場
フジッコ株式会社 9140001010604 神戸市中央区港島中町6-13-4

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000421-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ソマール株式会社　草加事業所
ソマール株式会社 9010001048632 東京都中央区銀座四丁目11番2号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大成ロテック(株)浦和合材工場 浦和アスコン 048-878-1235 048-878-4376 非公表

大成ロテック株式会社　浦和合材工場
大成ロテック株式会社 4010001034835 東京都新宿区西新宿8-17-1　住友不動産グランドタワー

口座管理者に係る情報

さいたま市緑区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

芝浦工業大学　大宮キャンパス
学校法人芝浦工業大学 5010605001676 東京都港区芝浦３丁目９番１４号

口座管理者に係る情報

さいたま市見沼区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ソマール株式会社　草加事業所 QAC部 048-931-1515 048-931-1514 非公表

110-100-000000000000422-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

学校法人　芝浦工業大学　大宮キャンパス 学事部　学事課（大宮） 048-687-5136 048-687-5119 ogakuji@ow.shibauar-it.ac.jp
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三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000423-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＭＥＧＡドン・キホーテ三郷店
株式会社長崎屋 9013201016185 東京都目黒区青葉台2-19-10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社DNP書籍ファクトリー 技術部 0480-93-5874 非公表 非公表

株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー　白岡工
場

株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー 2011101012071 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

口座管理者に係る情報

白岡市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社長崎屋 ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部　エネルギー事業課 03-5667-7594 03-5667-0145 satomiyu@donki.co.jp

110-100-000000000000424-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000428-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000425-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

北海製罐株式会社　岩槻工場
北海製罐株式会社 9430001051305 東京都千代田区丸の内2-2-2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

国立研究開発法人理化学研究所 施設部企画調整課 048-467-9969 048-462-4611 shinichi.takanashi@riken.jp

国立研究開発法人理化学研究所　和光
事業所

国立研究開発法人理化学研究所 1030005007111 和光市広沢2番1号

口座管理者に係る情報

和光市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000429-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イート川口
株式会社丸井 1011201012121 東京都中野区中野4-3-2

口座管理者に係る情報

ブリヂストンサイクル株式会社　本社／上
尾工場

ブリヂストンサイクル株式会社 9030001041957 上尾市中妻三丁目1番地の１

口座管理者に係る情報

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社エイムクリエイツ モディ営業部 03-5340-0323 03-5340-0194 sanae-mizuno@aim-create.co.jp

110-100-000000000000430-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000431-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社LIXILサンウエーブ製作所深谷
工場

株式会社LIXILサンウエーブ製作所 5030001106417 深谷市幡羅町1-10-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

鶴見製紙株式会社　本社工場
鶴見製紙株式会社 9030001073307 埼玉県川口市南鳩ヶ谷八丁目１番地１０号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000432-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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富士重工業株式会社埼玉製作所 製造部保全 048-593-7769 非公表 非公表

110-100-000000000000434-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

北本市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000433-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社SUBARU　埼玉物流センター
株式会社SUBARU 5011101019196 東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番８号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000435-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ラフレさいたま
株式会社Plan・Do・See 8010001139688 東京都千代田区丸の内2-1-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

武甲鉱業株式会社 武甲鉱業所　総務課 0494-23-2151 0494-23-5918 y-fujikake@buko-mining.co.jp

武甲鉱業株式会社　武甲鉱業所
武甲鉱業株式会社 6030001090197 日高市原宿721

口座管理者に係る情報

横瀬町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

前澤工業株式会社　埼玉製造所
前澤工業株式会社 5010001057579 東京都中央区新川1-5-17

口座管理者に係る情報

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000436-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000437-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本マタイ株式会社　埼玉工場
日本マタイ株式会社 1010501016237 東京都台東区元浅草二丁目６番７号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大日製罐株式会社 総務部　総務課 048-596-5525 048-596-5531 非公表

大日製罐株式会社　埼玉工場
大日製罐株式会社 8030001061782 鴻巣市箕田字吉右ェ門３１３２番地

口座管理者に係る情報

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000438-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

共立印刷株式会社 第1製造本部　工場総務課 0495-27-0351 0495-27-0352 非公表

110-100-000000000000440-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000439-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

共立印刷株式会社　本庄第１工場・本庄
第２工場・本庄第３工場

共立印刷株式会社 2011401001699 東京都板橋区清水町３６番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

デリカエース株式会社　生産本部・本社
デリカエース株式会社 9030001043053 埼玉県上尾市上尾村字吉田1345番地

口座管理者に係る情報

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000441-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社サンフレッセ　本社工場
株式会社サンフレッセ 3030001075226 北足立郡伊奈町西小針7-11

口座管理者に係る情報

株式会社東光高岳　蓮田事業所
株式会社東光高岳 5010601043417 東京都江東区豊洲5丁目6番36号豊洲プライムスクエア8階

口座管理者に係る情報

蓮田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社サンフレッセ 生産管理部工務課 048-729-1133 048-729-1137 非公表

110-100-000000000000442-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

伊奈町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000443-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社アサヒコ　行田工場
株式会社アサヒコ 5030001103315 行田市持田二丁目１７番８号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東光電気株式会社　埼玉事業所 生産企画部　生産計画・技術グループ 048-638-5855 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ジョイアス・フーズ 管理部　総務人事グループ 048-711-3901 非公表 非公表

株式会社ジョイアス・フーズ　児玉工場
株式会社ジョイアス・フーズ 9013301035738 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-3-10　日本生命浦和ビル4階

口座管理者に係る情報

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000444-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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東京化成工業株式会社　深谷工場 深谷総務部 048-571-1107 非公表 非公表

110-100-000000000000447-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000446-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東京化成工業株式会社　深谷工場
東京化成工業株式会社 3011501003066 東京都北区豊島6丁目15番9号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000448-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

パトリア桶川ショッピングセンター
株式会社新都市ライフホールディングス 8011101009021 東京都新宿区西新宿6-8-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

協同特殊鋼線株式会社 生産部 04-2934-6111 04-2934-4515 m.amano@kyoutoku.co.jp

協同特殊鋼線株式会社　本社工場
協同特殊鋼線株式会社 5030001026862 埼玉県入間市大字狭山ケ原11番地3

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

森乳業株式会社　本社工場
森乳業株式会社 5030001087129 埼玉県行田市富士見町一丁目3番地の2

口座管理者に係る情報

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社新都市ライフホールディングス 技術部　技術企画課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000449-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

森乳業株式会社 生産本部　工務部 048-554-4139 非公表 非公表
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川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000450-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社東洋クオリティワン　川越工場
株式会社東洋クオリティワン 3030001058882 川越市下小坂328-2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ＪＦＥ建材株式会社 熊谷工場　環境管理チーム 048-532-2111 非公表 非公表

ＪＦＥ建材株式会社　熊谷工場
ＪＦＥ建材株式会社 2010001101505 東京都港区港南一丁目２番７０号品川シーズンテラス１１階

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000451-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

昭産開発株式会社 総務部 048-776-1211 048-776-1251 非公表

110-100-000000000000453-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000452-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ショーサンプラザ
昭産開発株式会社 4030001041607 上尾市谷津二丁目1番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

ＭＳＤ株式会社　妻沼工場
ＭＳＤ株式会社 2010001135668 東京都千代田区九段北1-13-12　北の丸スクエア

口座管理者に係る情報

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000455-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ニットーモール
双日株式会社 5010401049977 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号

口座管理者に係る情報

ジェコー株式会社　本社工場
ジェコー株式会社 6030001086906 行田市富士見町1-4-1

口座管理者に係る情報

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000456-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000457-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

山本金属工業株式会社
山本金属工業株式会社 2030001089854 日高市大字田木483番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

中央化学株式会社　関東工場
中央化学株式会社 7030001061800 鴻巣市宮地三丁目５番１号

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

山本金属工業株式会社 総務課 042-989-1211 非公表 非公表

110-100-000000000000459-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000462-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000460-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

中央化学株式会社　騎西工場
中央化学株式会社 7030001061800 鴻巣市宮地三丁目５番１号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000463-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社光邦　新座工場
株式会社光邦 7010001016095 東京都千代田区飯田橋３丁目１１－１８

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ジョイフル本田 営業本部　開発部　開発課 029-828-5781 029-828-5782 kusano.hiroyuki@joyfulhonda.co.jp

ジョイフル本田幸手店
株式会社ジョイフル本田 6050001009303 茨城県土浦市富士崎1-16-2

口座管理者に係る情報

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社広済堂ネクスト　さいたま工場
株式会社広済堂ネクスト 5010401159454 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13階

口座管理者に係る情報

さいたま市桜区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000464-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000465-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三松堂印刷株式会社　埼玉工場
三松堂印刷株式会社 1010001129704 東京都千代田区西神田3-2-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

秀和総合病院
医療法人秀和会 4030005007447 春日部市谷原新田1200

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

三松堂印刷株式会社 埼玉工場　工務課 048-536-7525 非公表 非公表

110-100-000000000000466-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000468-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000467-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

共和ダイカスト株式会社　本社工場
共和ダイカスト株式会社 2030001109166 大里郡寄居町桜沢1560-17

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

エナジーウィズ株式会社　埼玉事業所
昭和電工マテリアルズ株式会社 5010001219988 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000469-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

旭化成パックス株式会社　上尾工場
旭化成パックス株式会社 1010001008916 東京都千代田区神田錦町1-19-1  神田橋パークビル9階

口座管理者に係る情報

株式会社松屋フーズ　嵐山工場
株式会社松屋フーズ 8012401033917 東京都武蔵野市中町１－１４－５

口座管理者に係る情報

嵐山町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000470-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000471-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＮＨＫ菖蒲久喜ラジオ放送所
日本放送協会 8011005000968 東京都渋谷区神南2-2-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社松屋フーズ エンジニアリンググループ 0493-61-1118 0493-62-0105 hirose.nobuhiko@matsuyafoods.co.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社サイゼリヤ　吉川工場
株式会社サイゼリヤ 8030001065552 埼玉県吉川市旭2番地5

口座管理者に係る情報

吉川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日本放送協会 技術局　送受信技術センター　送信部　菖蒲久喜ラジオ放送局 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000472-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000474-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

志木市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000473-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ダイエー　志木店
株式会社ダイエー 4140001005666 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目1番1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000475-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

昭和化成工業株式会社　羽生工場
昭和化成工業株式会社 3030001032838 羽生市小松台1-603-29

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イオン所沢店
イオンリテールストア株式会社 7040001090591 千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

エルミ鴻巣商業棟管理組合
エルミ鴻巣商業棟管理組合 埼玉県鴻巣市本町１丁目１番２号

口座管理者に係る情報

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000476-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
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さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000477-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

わらべや日洋食品株式会社　大宮工場
わらべや日洋株式会社 8011101095383 東京都新宿区富久町１３－１９

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

わらべや日洋株式会社 生産・技術管理部　技術課 042-345-3133 非公表 t-akatsuka@warabeya.co.jp

わらべや日洋食品株式会社　吉川工場
わらべや日洋株式会社 8011101095383 東京都新宿区富久町１３－１９

口座管理者に係る情報

吉川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

わらべや日洋株式会社 技術部 042-345-3133 非公表 s-nakamura@warabeya.co.jp

110-100-000000000000478-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東日本電信電話株式会社 総務人事部　サステナビリティ推進室 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000480-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000479-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
東日本電信電話株式会社 8011101028104 東京都新宿区西新宿3-19-2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東日本電信電話株式会社 総務人事部　サステナビリティ推進室 非公表 非公表 非公表

非公表
東日本電信電話株式会社 8011101028104 東京都新宿区西新宿3-19-2

口座管理者に係る情報

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000481-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2

口座管理者に係る情報

非公表
東日本電信電話株式会社 8011101028104 東京都新宿区西新宿3-19-2

口座管理者に係る情報

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 NTT東日本-関信越　総務部　CSR推進室　CSR担当 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000482-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000484-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大里広域市町村圏組合立熊谷衛生セン
ター

大里広域市町村圏組合 3000020118991 熊谷市曙町2-68

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

東日本電信電話株式会社 総務人事部　サステナビリティ推進室 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

大里広域市町村圏組合立深谷清掃セン
ター

大里広域市町村圏組合 3000020118991 熊谷市曙町2-68

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000485-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000487-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000486-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大里広域市町村圏組合立江南清掃セン
ター

大里広域市町村圏組合 3000020118991 熊谷市曙町2-68

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000488-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社積水化成品埼玉
株式会社積水化成品埼玉 6030001019444 蓮田市閏戸4100

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

シチズン時計マニュファクチャリング株式
会社　埼玉吉見工場

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 5030001098373 所沢市下富840

口座管理者に係る情報

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

陸上自衛隊朝霞駐屯地
防衛省 ,9000012120001              東京都新宿区市谷本村町5-1

口座管理者に係る情報

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社積水化成品埼玉 生産センター設備グループ 048-766-1433 非公表 非公表

110-100-000000000000489-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

蓮田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000490-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

陸上自衛隊大宮駐屯地
防衛省 ,9000012120001              東京都新宿区市谷本村町5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

航空自衛隊入間基地
防衛省 ,9000012120001              東京都新宿区市谷本村町5-1

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000491-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000493-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000492-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

航空自衛隊熊谷基地
防衛省 ,9000012120001              東京都新宿区市谷本村町5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

防衛省 大臣官房文書課環境対策室 03-3268-3111(内20904) 03-5229-2134 kenmotsuhis@mod.go.jp

防衛医科大学校
防衛省 ,9000012120001              東京都新宿区市谷本村町5-1

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000494-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市立病院
草加市 6000020112216 草加市草加2-21-1

口座管理者に係る情報

山陽化工株式会社　関東工場
山陽化工株式会社 9010001044664 東京都中央区日本橋室町四丁目3番5号

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000495-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000498-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

独立行政法人地域医療機能推進機構
埼玉メディカルセンター

独立行政法人地域医療機能推進機構 6040005003798 東京都港区高輪三丁目22番12号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

国税庁事務管理センター
財務省 8000012050001 東京都千代田区霞が関3-1-1

口座管理者に係る情報

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター 事務部総務企画課 048-832-4951 048-833-7527 main@saitama.jcho.go.jp

110-100-000000000000500-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000502-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000501-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

関東財務局（さいたま新都心合同庁舎１
号館）

財務省 8000012050001 東京都千代田区霞が関3-1-1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000503-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社草加デリカ
株式会社草加デリカ 9030001023988 東京都調布市仙川町２－５－７

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社グルメデリカ
株式会社グルメデリカ 7030001127642 所沢市大字下富７３９番地の１２

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社トーモク　岩槻工場
株式会社トーモク 7010001024692 東京都千代田区丸の内2-2-2

口座管理者に係る情報

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000504-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

和光市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000505-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

独立行政法人国立病院機構　埼玉病院
独立行政法人国立病院機構 ,1013205001281              東京都目黒区東が丘2-5-21

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社山本製作所　本庄事業所
株式会社山本製作所 1011401006542 東京都板橋区清水町4番4号

口座管理者に係る情報

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000506-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000508-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000507-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社山本製作所　所沢事業所
株式会社山本製作所 1011401006542 東京都板橋区清水町4番4号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大木伸銅工業株式会社 製造部　製棒課 048-477-1155 非公表 非公表

大木伸銅工業株式会社　新座工場
大木伸銅工業株式会社 1011401001080 東京都板橋区徳丸3-17-16

口座管理者に係る情報

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000509-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社カナオカグラビア　埼玉第二工
場

株式会社カナオカグラビア 5010501045587 東京都台東区台東一丁目32番6号

口座管理者に係る情報

株式会社カナオカグラビア　埼玉第三工
場

株式会社カナオカグラビア 5010501045587 東京都台東区台東一丁目32番6号

口座管理者に係る情報

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社カナオカ 埼玉第二工場　FSSC推進室 048-543-6211 048-543-5001 非公表

110-100-000000000000510-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000511-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

フジパン株式会社　武蔵工場
フジパン株式会社 7180001057841 愛知県名古屋市瑞穂区松園町1-50

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社カナオカ 埼玉第二工場　総務課 048-543-6211 048-543-5001 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

フジパン株式会社　東京工場
フジパン株式会社 7180001057841 愛知県名古屋市瑞穂区松園町1-50

口座管理者に係る情報

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000512-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

株式会社ポテトフーズ 保全課 0493-39-3831 非公表 非公表

110-100-000000000000514-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000513-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

士幌町農業協同組合　食品開発研究所
士幌町農業協同組合 8460105001245 北海道河東郡士幌町字士幌西二線１５９番地

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000515-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

当矢印刷株式会社　埼玉北工場
当矢印刷株式会社 8013301008595 東京都豊島区南池袋二丁目19番13号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

当矢印刷株式会社　埼玉工場
当矢印刷株式会社 8013301008595 東京都豊島区南池袋二丁目19番13号

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社木村屋總本店　三芳工場
株式会社木村屋總本店 4010001040899 東京都江東区有明一丁目６番１８号

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000516-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社木村屋総本店 三芳工場　設備課 049-258-1484 049-259-9821 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000517-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＮＴＴコムウェア株式会社　加須ビル
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 4010401032249 東京都港区港南1-9-1　品川ＴＷＩＮＳアネックスビル

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

フクレックス株式会社
フクレックス株式会社 4030001060805 児玉郡美里町小茂田621

口座管理者に係る情報

美里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 総務人事部CSR推進室 03-5463-5756 03-5479-9218 ems@nttcom.co.jp

110-100-000000000000518-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社北星社 寄居工場 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000520-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000519-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社北星社　寄居工場
株式会社北星社 7140001056104 兵庫県豊岡市上佐野１６２０

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社川口金属工業
株式会社川口金属工業 3030001083732 川口市宮町18-19

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000521-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま新都心合同庁舎２号館、検査棟
及び厚生棟

国土交通省 ,2000012100001              東京都千代田区霞が関2-1-3

口座管理者に係る情報

国土交通省　東京航空交通管制部
国土交通省 ,2000012100001              東京都千代田区霞が関2-1-3

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000522-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000523-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

第一屋製パン株式会社　金町工場
第一屋製パン株式会社 8012701009955 東京都小平市小川東町3-6-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

プリマ食品株式会社 製造部技術課 0493-54-5566 0493-54-5731 Makoto.Yamada@primaham.co.jp

プリマ食品株式会社
プリマ食品株式会社 4030001071174 比企郡吉見町大字長谷１９５１番地

口座管理者に係る情報

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

第一屋製パン株式会社　金町工場 工機グループ 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000524-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000526-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000525-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社神戸屋　東京事業所
株式会社神戸屋 7011101055058 大阪府大阪市東淀川区豊新2-16-14

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000527-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本郵便株式会社　関東支社
日本郵便株式会社 1010001112577 東京都千代田区大手町二丁目３番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

戸田競艇組合　 開催課　施設担当 048-441-7716 048-441-7719 takeshi-uchida@toda-kyotei.or.jp

戸田競艇企業団　戸田モーターボート競
走場

戸田競艇企業団 7000020118451 戸田市戸田公園8-22

口座管理者に係る情報

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

日本道路株式会社　埼玉アスファルト合
材センター

日本道路株式会社 9010401023409 東京都港区新橋1-6-5

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000528-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

日本道路株式会社　埼玉アスファルト合材センター 事務課 04-2944-0131 04-2945-0844 shou.kagaya@nipponroad.co.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市桜区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000530-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県大久保浄水場
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県企業局 総務課　総務・調整担当 048-830-7015 048-822-9609 a7070-02@pref.saitama.lg.jp

埼玉県庄和浄水場
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県企業局 総務課　総務・調整担当 048-830-7015 048-822-9609 a7010-02@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000531-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県企業局 水道管理課　水運用・省エネ担当 048-830-7071 048-834-5071 a7070@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000533-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000532-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県行田浄水場
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県企業局 総務課　総務・調整担当 048-830-7015 048-822-9609 a7010-02@pref.saitama.lg.jp

埼玉県新三郷浄水場
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000534-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県吉見浄水場
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

埼玉県柿木浄水場
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県企業局 総務課　総務・調整担当 048-830-7015 048-822-9609 a7010-02@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000535-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

吉見町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000536-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県企業局上赤坂中継ポンプ所
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県企業局 水道管理課　水運用・省エネ担当 048-830-7071 048-834-5071 a7070@pref.saitama.lg.jp

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社なとり　埼玉工場
株式会社なとり 9011501003449 東京都北区王子5-5-1

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県企業局 水道管理課　水運用・省エネ担当 048-830-7071 048-834-5071 a7070@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000537-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
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大陽工業株式会社　羽生事業所 環境推進羽生委員会 048-565-1121 048-565-1602 umekawa@taiyo-technology.jp

110-100-000000000000539-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000538-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大陽工業株式会社　羽生事業所
大陽工業株式会社 4010701005697 東京都品川区西五反田八丁目１１番２１号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000540-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

フォーシーズンズ志木
フォーシーズンズ志木管理組合 志木市本町5-26-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社深谷上柴ショッピングセンター
株式会社深谷上柴ショッピングセンター 2030001086562 埼玉県深谷市上柴町西四丁目２番地１４

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社万葉
株式会社万葉 8030001018205 さいたま市岩槻区笹久保1356

口座管理者に係る情報

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000541-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

志木市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000542-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

浦和センチュリーシティ
浦和センチュリーシティ管理組合 さいたま市浦和区仲町2-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ワルツ所沢 総務部管理課 非公表 非公表 umezawa@waltz3001.jp

ワルツビル
株式会社ワルツ所沢 5030001025360 所沢市日吉町12番1号

口座管理者に係る情報

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000543-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000546-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000545-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ワタキューセイモア株式会社　関東支店
ワタキューセイモア株式会社 7130001037872 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社栄喜堂
株式会社栄喜堂 入間郡三芳町北永井265-1

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000561-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社東基　日高工場
株式会社東基 3011601004674 東京都練馬区高野台一丁目１０番６号

口座管理者に係る情報

岩岡印刷工業株式会社　本社工場
岩岡印刷工業株式会社 1030001056285 埼玉県入間郡三芳町北永井宮前１５７番地３

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000562-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000563-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県江南中継ポンプ所
埼玉県（企業局） 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

岩岡印刷工業株式会社　本社工場 049-258-6111 049-258-6113 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社デリカシェフ 設備環境部 048-722-5011 048-721-8777 非公表

株式会社デリカシェフ　大宮工場
株式会社デリカシェフ 3030001041822 久喜市清久町49番地2

口座管理者に係る情報

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

埼玉県（企業局） 水道管理課　水運用・省エネ担当 048-830-7071 048-834-5071 a7070@pref.saitama.lg.jp

110-100-000000000000565-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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三井住建道路株式会社 関東支店　製品部 03-5368-1660 03-5368-1666 非公表

110-100-000000000000568-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000566-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三井住建道路株式会社　東松山合材工
場

三井住建道路株式会社 1011101036179 東京都新宿区西新宿６丁目２４番１号　西新宿三井ビル15F

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000569-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

コストコ入間倉庫店
コストコホールセールジャパン株式会社 3020001079681 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目１番４号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大和紙器株式会社　埼玉工場 埼玉工場　総務部 0495-72-5001 非公表 非公表

大和紙器株式会社　埼玉工場
大和紙器株式会社 4120901002236 大阪府茨木市西河原北町１番５号

口座管理者に係る情報

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

コストコ新三郷倉庫店
コストコホールセールジャパン株式会社 3020001079681 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目１番４号

口座管理者に係る情報

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

コストコホールセールジャパン株式会社 倉庫店開発部 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000570-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

コストコホールセールジャパン株式会社 倉庫店開発部 非公表 非公表 非公表
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鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000571-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

中本パックス株式会社　埼玉工場
中本パックス株式会社 8120001024730 大阪市天王寺区空堀町２番８号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

トオカツフーズ株式会社　狭山工場
トオカツフーズ株式会社 6020001031136 横浜市港北区日吉七丁目１５番１４号

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

中本パックス株式会社　埼玉工場 埼玉工場　設備管理グループ 048-569-2411 048-569-2415 非公表

110-100-000000000000572-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三井不動産株式会社 商業施設施設本部　商業施設運用部　資産管理・環境推進グループ 03-3246-3139 非公表 非公表

110-100-000000000000574-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000573-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ララガーデン川口
三井不動産株式会社 6010001034957 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社クリタエイムデリカ 総務部 048-960-5151 048-964-5720 iwayama@kurita-aim-delica.co.jp

株式会社クリタエイムデリカ
株式会社クリタエイムデリカ 1030001063868 越谷市大沢3271番地

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000575-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本結晶光学株式会社　上尾工場
日本結晶光学株式会社 2070001021937 群馬県館林市野辺町810-5

口座管理者に係る情報

凸版印刷株式会社　深谷工場
凸版印刷株式会社 7010501016231 東京都台東区台東1丁目5番1号

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000576-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000577-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ららぽーと新三郷
フロンティア不動産投資法人 3010005015394 東京都中央区銀座六丁目８番７号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

凸版印刷株式会社 製造統括本部　エコロジーセンター 03-3835-5549 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社大宮スカイプラザ 048-645-0188 非公表 非公表

株式会社大宮スカイプラザ
株式会社大宮スカイプラザ 2030001001554 さいたま市大宮区桜木町一丁目6番地

口座管理者に係る情報

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000578-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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学校法人大東文化学園 東松山事務部　東松山管理課 0493-31-1506 非公表 非公表

110-100-000000000000581-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000580-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大東文化大学東松山校舎
学校法人大東文化学園 4011405000200 東京都板橋区高島平1-9-1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000582-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ピオニウォーク東松山（アピタ東松山店）
ユニー株式会社 4180001104506 愛知県稲沢市天池五反田町1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

敷島製パン株式会社　パスコ埼玉工場
敷島製パン株式会社 1180001016877 名古屋市東区白壁五丁目３番地

口座管理者に係る情報

川島町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

本田技研工業株式会社　埼玉製作所
小川エンジン工場

本田技研工業株式会社 6010401027577 東京都港区南青山2-1-1

口座管理者に係る情報

小川町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000583-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

本田技研工業（株） 和光ビル　地域人事部　総務課 非公表 非公表 非公表
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松伏町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000584-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

佐川印刷株式会社　松伏工場
佐川印刷株式会社 130001030118 京都府向日市森本町戌亥5番地の3

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大日本パックス株式会社 総務部 04-2953-6257 非公表 非公表

大日本パックス株式会社 狭山事業部
大日本パックス株式会社 3030001026451 埼玉県狭山市柏原330番地

口座管理者に係る情報

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ジェイティービー印刷株式会社　越谷工場 管理課 048-989-4520 048-985-1125 非公表

110-100-000000000000585-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000587-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000586-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンレイクタウンｍｏｒｉ
イオンリテール株式会社 2040001000456 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社豊島製作所 ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｼｽﾃﾑ事業部　品質保証部 0493-24-6774 0493-24-6715 非公表

株式会社豊島製作所
株式会社豊島製作所 1030001070947 東松山市下野本1414

口座管理者に係る情報

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000588-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社SUBARU　桶川工場
株式会社SUBARU 5011101019196 東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番８号

口座管理者に係る情報

日本パッケージング株式会社　本社工場
日本パッケージング株式会社 7030001031506 埼玉県幸手市大字上吉羽字堤外2100番30

口座管理者に係る情報

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

富士重工業株式会社埼玉製作所 製造部保全 048-593-7769 非公表 非公表

110-100-000000000000589-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000590-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ティアラ２１
株式会社ティアラ２１ 1030001085755 熊谷市筑波三丁目２０２番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

高砂食品株式会社 総務部 048-585-2921 非公表 非公表

シマダヤ関東株式会社埼玉工場
シマダヤ関東株式会社 1012801004433 東京都昭島市武蔵野二丁目１番２２号

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社ティアラ２１ 048-526-7800 非公表 非公表

110-100-000000000000591-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
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株式会社ウエマツ 管理本部生産管理部 03-3953-1184 非公表 非公表

110-100-000000000000593-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000592-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ウエマツ　戸田工場
株式会社ウエマツ 2013301001275 東京都豊島区南長崎3-34-13

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000594-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

モラージュ菖蒲
マンゴスチン特定目的会社 4010405010283 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号　東京共同会計事務所内

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県厚生農業協同組合連合会　久喜総合病院 事務部　施設資材課 非公表 非公表 非公表

社会医療法人社団埼玉巨樹の会　新久
喜総合病院

社会医療法人社団埼玉巨樹の会 7030005018706 久喜市上早見４１８－１

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社エコスファクトリー　埼玉工場
株式会社エコスファクトリー 3030001061201 本庄市児玉町宮内字大谷838番地4

口座管理者に係る情報

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000595-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 0495-72-5232 0495-72-5289 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
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川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000596-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ミツマ化成株式会社　川越工場
ミツマ化成株式会社 9030001025191 埼玉県所沢市北原町867番地の2

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社上武 管理部 0494-62-1321 非公表 非公表

株式会社上武
株式会社上武 8030001091177 秩父郡皆野町大渕126-2

口座管理者に係る情報

皆野町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ミツマ化成株式会社 川越工場 049-223-3121 非公表 非公表

110-100-000000000000597-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

中央精版印刷株式会社 総務部 048-421-1611 非公表 非公表

110-100-000000000000599-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000598-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

中央精版印刷株式会社　２号館
中央精版印刷株式会社 1030001020480 戸田市美女木東1-1-11

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

亜細亜工業株式会社 久喜事業所 環境保安部 0480-23-0221 0480-23-2725 非公表

亜細亜工業株式会社　久喜事業所
亜細亜工業株式会社 3011501005269 東京都荒川区町屋6-32-1

口座管理者に係る情報

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000600-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市民医療センター
社会医療法人　さいたま市民医療センター 9030005002245 さいたま市西区島根299-1

口座管理者に係る情報

戸田フーズ株式会社　戸田総合セン
ター

戸田フーズ株式会社 3030001020784 埼玉県戸田市氷川町3丁目７－８

口座管理者に係る情報

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

社会医療法人さいたま市民医療センター 総務課 048-626-0011 048-799-5146 非公表

110-100-000000000000601-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市西区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000602-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

赤城乳業株式会社　本庄千本さくら『５
Ｓ』工場

赤城乳業株式会社 3030001086132 深谷市西島町二丁目１２番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社ファミリーマート CSR・コンプライアンス部 03-3989-7658 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

テクノメタル株式会社　北本工場
テクノメタル株式会社 7380001009500 福島県二本松市高田100番地

口座管理者に係る情報

北本市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

赤城乳業株式会社　本庄千本さくら『５S』工場 技術部 048-571-4124 048-574-3206 Hidekazu.matsunaga@akagiice.co.jp

110-100-000000000000603-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000605-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000604-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンタウン上里
イオンタウン株式会社 6040001060926 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000607-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社マスダック東京ばな奈ファクト
リー　本社・工場

株式会社マスダック東京ばな奈ファクトリー 3030001125633 埼玉県所沢市小手指元町１－２７－２０

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社細川洋行 生産事業部埼玉三芳工場　事務課 非公表 非公表 非公表

株式会社細川洋行　生産事業部埼玉三
芳工場

株式会社細川洋行 7010001029023 東京都千代田区二番町11-5

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

パラッツォ鳩ヶ谷店
株式会社パラッツォ鳩ヶ谷 3011101034643 東京都新宿区西新宿6-8-1

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社マスダック 事業管理部総務課 04-2948-0162 非公表 非公表

110-100-000000000000608-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

所沢市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
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熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000609-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

アァルピィ東プラ株式会社　さいたま工場
アァルピィ東プラ株式会社 7120901000014 大阪府吹田町坂江町一丁目２０番２２号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社フコク　本社・上尾工場
株式会社フコク 5030001044311 上尾市菅谷3-105

口座管理者に係る情報

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

アァルピィ東プラ株式会社 工務課 048-531-3310 048-530-4110 非公表

110-100-000000000000610-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000613-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000612-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンモール羽生
イオンモール株式会社 5040001000461 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イオンレイクタウンＫＡＺＥ
イオンモール株式会社 5040001000461 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000614-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンモール川口前川
イオンモール株式会社 5040001000461 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

イオンモール川口
イオンモール株式会社 5040001000461 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000615-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

滑川町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000616-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社アーレスティ　東松山工場
株式会社アーレスティ 7011201010490 愛知県豊橋市三弥町中原1番2号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

コーラゴーキン株式会社　本社工場
コーラゴーキン株式会社 5030001086295 深谷市中瀬550番地1

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社アーレスティ 東松山工場　業務管理課 0493-56-4421 非公表 非公表

110-100-000000000000617-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000619-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000618-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ハスクバーナ・ゼノア株式会社　川越工
場

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 6030001058228 川越市南台1-9

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000620-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＤＯＭショッピングセンター
大宮西口共同ビル株式会社 1030001001588 さいたま市大宮区桜木町2-3

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

川口駅東口第三工区再開発ビル
川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合 川口市栄町3-5-1

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

石井商事株式会社　八潮工場
石井商事株式会社 4011801000324 　東京都葛飾区堀切七丁目２５番１３号

口座管理者に係る情報

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000621-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

新座市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000623-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社平賀　埼玉工場
株式会社平賀 5011601005828 東京都練馬区豊玉北3-3-10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社シード　鴻巣研究所
株式会社シード 7010001003408 東京都文京区本郷2-40-2

口座管理者に係る情報

鴻巣市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000624-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000627-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000626-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

フレスポ八潮
大和リース株式会社 4120001077476 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目1番36号ピップビル

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社神明きっちん　東京工場
株式会社神明きっちん 1010001077218 神戸市中央区栄町通六丁目１番２１号

口座管理者に係る情報

川口市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
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110-100-000000000000628-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社神明きっちん　関東工場
株式会社神明きっちん 1010001077218 神戸市中央区栄町通六丁目１番２１号

口座管理者に係る情報

㈱ヒューテックノオリン関東中央支店・イ
ニシオフーズ㈱白岡工場

株式会社ヒューテックノオリン／イニシオフーズ株式会社 7010601014110/2010001087050 東京都新宿区若松町３３番８号／東京都千代田区神田錦町一丁目２５番地

口座管理者に係る情報

白岡市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000629-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

白岡市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000630-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日産化学株式会社　生物科学研究所
日産化学株式会社 1010001008734 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

埼玉県下水道局 下水道事業課管理運営担当 048-830-5453 048-830-4884 a5448-01@pref.saitama.lg.jp

富士見中継ポンプ場
埼玉県下水道局 1000020110001 さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

富士見市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000631-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000633-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000632-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イトーヨーカドー　アリオ鷲宮
株式会社イトーヨーカ堂 2010001098023 東京都千代田区二番町8番地8

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000634-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イオンレイクタウンアウトレット
イオンモール株式会社 5040001000461 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社吉野家ホールディングス　東京
工場

株式会社吉野家ホールディングス 2011501016151 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 リバーゲート18F

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社松屋フーズ　川島生産物流セ
ンター

株式会社松屋フーズ 8012401033917 東京都武蔵野市中町１－１４－５

口座管理者に係る情報

川島町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000635-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
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熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000637-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ゼリア新薬工業株式会社　埼玉工場
ゼリア新薬工業株式会社 7010001034790 東京都中央区日本橋小舟町10-11

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

イオンモール春日部
イオンモール株式会社 5040001000461 千葉市美浜区中瀬1-5-1

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000638-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000640-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000639-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ＹＫＫＡＰ株式会社　埼玉窓工場
ＹＫＫＡＰ株式会社 9010001032685 東京都千代田区神田和泉町1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表
東京電力ホールディングス株式会社 1010001008825 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号

口座管理者に係る情報

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）
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110-100-000000000000641-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ニプロファーマ株式会社　埼玉工場　第
１プラント・第２プラント

ニプロファーマ株式会社 3120001087781 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番７号

口座管理者に係る情報

大崎電気工業株式会社　埼玉事業所
大崎電気工業株式会社 6010701001918 東京都品川区東五反田２－１０－２　東五反田スクエア

口座管理者に係る情報

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000642-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000643-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ジーテクト　埼玉工場
株式会社ジーテクト 9030001023377 さいたま市大宮区桜木町1-11-20

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ザ・パック株式会社　東京工場
ザ・パック株式会社 5120001012382 大阪府大阪市東成区東小橋2-9-9

口座管理者に係る情報

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

110-100-000000000000645-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000647-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

北本市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000646-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

グリコマニュファクチャリングジャパン株式
会社　北本工場

グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 7120001228266 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6　5

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000648-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社島忠　ホームズ草加舎人店
株式会社島忠 1030001004269 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表
株式会社ＪＲ東日本情報システム 8011001009773 東京都新宿区大久保三丁目８番２号　新宿ガーデンタワー７階

口座管理者に係る情報

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東日本旅客鉄道株式会社 9011001029597 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

株式会社タムロン　本社
株式会社タムロン 5030001011204 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼１３８５番地

口座管理者に係る情報

さいたま市見沼区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社島忠 総務部 048-624-5861 非公表 非公表

110-100-000000000000649-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社タムロン 人事総務本部総務部総務課 048-684-9111 048-683-8289 ohgaki@tamron.co.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

熊谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000650-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

イニシオフーズ株式会社熊谷工場
イニシオフーズ株式会社 2010001087050 東京都千代田区神田錦町一丁目２５番地

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

イトーヨーカドー　アリオ上尾
株式会社イトーヨーカ堂 2010001098023 東京都千代田区二番町8番地8

口座管理者に係る情報

上尾市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000651-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

綜研化学株式会社　狭山事業所 狭山総務グループ 04-2954-3261 04-2954-4085 非公表

110-100-000000000000653-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

狭山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000652-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

綜研化学株式会社　狭山事業所
綜研化学 株式会社 8013301006500 東京都豊島区高田三丁目29番５号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

プレス工業株式会社　埼玉工場
プレス工業株式会社 5020001074318 神奈川県川崎市川崎区塩浜一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000654-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社デリカシェフ　久喜工場
株式会社デリカシェフ 3030001041822 久喜市清久町49番地2

口座管理者に係る情報

株式会社ビバホーム スーパービバホー
ムさいたま新都心店・本社

株式会社ビバホーム 2030001041872 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番地1号

口座管理者に係る情報

さいたま市浦和区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社デリカシェフ 設備環境部 0480-29-5020 0480-21-9800 非公表

110-100-000000000000655-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000656-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

片倉工業株式会社　コクーンシティ　コ
クーン2

片倉工業株式会社 9010001034764 東京都中央区明石町6-4

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

アイワイフーズ株式会社 施設管理部 0480-72-7310 0480-72-7312 t1-kuratu@iyf.7andi.co.jp

アイワイフーズ株式会社　本社工場
アイワイフーズ株式会社 8030001033063 加須市豊野台2-717-8

口座管理者に係る情報

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

片倉工業株式会社　コクーンシティ　コクーン２ 人事総務部　総務課 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000657-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

ソフトバンク株式会社 CSR統括部CSR部CSR2課 非公表 03-6889-6603 SBMGRP-energy@g.softbank.co.jp

110-100-000000000000660-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000658-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表
ソフトバンク株式会社 7010401110076 東京都港区海岸一丁目７番１号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000661-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社フジダン　岩槻工場
株式会社フジダン 3011801011504 東京都中央区日本橋大伝馬町1-8 日本橋大伝馬町プラザビル9階

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社フジダン　本庄工場
株式会社フジダン 3011801011504 東京都中央区日本橋大伝馬町1-8 日本橋大伝馬町プラザビル9階

口座管理者に係る情報

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社　白興　日高工場
株式会社白興 6011501008269 東京都荒川区荒川三丁目３３番１号

口座管理者に係る情報

日高市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000662-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社白興 本社経理・総務部 03-3807-0306 03-3891-8800 mhorii@hakkogroup.jp



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

幸手市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000663-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

高田製薬株式会社　幸手工場
高田製薬株式会社 3010501007399 さいたま市南区沼影1丁目11番1号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

本田技研工業株（株）　 和光ビル　地域人事部　総務課 048-452-0531 048-452-0860 Masayuki_Tadano@hm.honda.co.jp

本田技研工業株式会社　埼玉製作所
寄居完成車工場

本田技研工業株式会社 6010401027577 東京都港区南青山2-1-1

口座管理者に係る情報

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

高田製薬株式会社 人事総務部　EHS推進課 048-782-7308 048-623-3065 kimura@takata-seiyaku.co.jp

110-100-000000000000664-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三井不動産株式会社 商業施設本部　商業施設運用部　資産管理・環境推進グループ 03-3246-3139 03-3246-3284 t-hamano@mitsuifudosan.co.jp

110-100-000000000000666-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

富士見市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000665-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ららぽーと富士見
三井不動産株式会社 6010001034957 東京都中央区日本橋室町2-1-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

わらべや日洋株式会社 技術部　建築管理課 03-5363-7150 03-5363-7038 非公表

わらべや日洋食品株式会社　浦和工場
わらべや日洋株式会社 8011101095383 東京都新宿区富久町１３－１９

口座管理者に係る情報

さいたま市桜区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000667-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社
所沢工場

太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 3020001084871 東京都青梅市新町六丁目１６番地３号

口座管理者に係る情報

三共ラヂエーター株式会社　本社・入間
工場

三共ラヂエーター株式会社 1030001027930 埼玉県入間市狭山ケ原１０８－８

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000668-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三芳町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000669-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

パルシステム生活協同組合連合会　岩
槻センター

パルシステム生活協同組合連合会 8011105004984 新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社リテラ 環境ISO事務局 0494-62-3125 0494-62-5659 ikuo_k@reterra.co.jp

株式会社リテラ　両神工場
株式会社リテラ 1030001091299 秩父郡小鹿野町両神薄2703

口座管理者に係る情報

小鹿野町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000670-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000672-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市岩槻区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000671-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ヒューテックノオリン　埼玉支店
株式会社ヒューテックノオリン 7010601014110 東京都新宿区若松町３３番８号

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000673-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

桜環境センター
さいたま市 2000020111007 さいたま市浦和区常盤6-4-4

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

ＳＭＣ株式会社 製造草加 非公表 非公表 非公表

ＳＭＣ株式会社　草加第一工場
ＳＭＣ株式会社 3010001097635 東京都千代田区外神田4丁目14番1号

口座管理者に係る情報

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

テイ・エス テック株式会社　埼玉工場
テイ・エス テック株式会社 8030001044928 埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号

口座管理者に係る情報

行田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

さいたま市 環境局施設部環境施設管理課 048-829-1343 048-829-1991 kankyo-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp

110-100-000000000000674-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市桜区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

本庄市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000675-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社サトーラシ　児玉工場
株式会社サトーラシ 5010801004697 東京都大田区南六郷1-18-10

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

プロロジスパーク川島
日本プロロジスリート投資法人 1010005019769 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング21階

口座管理者に係る情報

川島町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000676-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本ビニル工業株式会社 鷲宮工場　管理部 非公表 非公表 gijutubu@nichivi.com

110-100-000000000000678-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

久喜市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000677-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日本ビニル工業株式会社　鷲宮工場
日本ビニル工業株式会社 8030001006317 さいたま市浦和区北浦和五丁目３番２０号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

ベニバナウォーク桶川（アピタ桶川店）
ユニー株式会社 4180001104506 愛知県稲沢市天池五反田町1

口座管理者に係る情報

桶川市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000679-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社ウエブプリンティング
株式会社ウエブプリンティング 6030001100427 埼玉県戸田市美女木4丁目27番18号

口座管理者に係る情報

彩の国東大宮メディカルセンター
医療法人社団　協友会 8030005010463 埼玉県吉川市大字平沼１１１

口座管理者に係る情報

さいたま市北区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

株式会社 ウエブプリンティング 代表取締役 048-421-7621 048-421-4713 非公表

110-100-000000000000680-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

戸田市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

草加市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000681-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東埼玉資源環境組合　第二工場
東埼玉資源環境組合 3000020118249 埼玉県越谷市増林三丁目2番地1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

エスビー食品株式会社 東松山工場　生産管理 0493-23-9211 0493-23-8067 shigeyuki_oono@sbfoods.co.jp

ヱスビー食品株式会社　東松山工場
ヱスビー食品株式会社 6010001034750 東京都中央区日本橋兜町18-6

口座管理者に係る情報

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

東埼玉資源環境組合 計画課 048-966-0617 048-965-6569 keikaku001@reuse.or.jp

110-100-000000000000682-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

河西工業株式会社 寄居工場　技術課 048-582-3355 048-582-3324 非公表

110-100-000000000000684-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

寄居町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000683-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

河西工業ジャパン株式会社　寄居工場
河西工業ジャパン株式会社 3320001008156 神奈川県高座郡寒川町宮山3316

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000685-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社アドバンテスト
株式会社アドバンテスト 1010001089873 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

巴協栄リネン株式会社　入間工場
巴協栄リネン株式会社 3100001013673 長野県松本市平田東2-7-1

口座管理者に係る情報

入間市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

三輪精機株式会社　本社工場
三輪精機株式会社 8030001003388 埼玉県川越市芳野台三丁目1番地1

口座管理者に係る情報

川越市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000686-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

加須市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三輪精機株式会社 本社工場　生産技術部 049-211-3007 049-211-3019 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

羽生市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000687-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三輪精機株式会社　羽生工場
三輪精機株式会社 8030001003388 埼玉県川越市芳野台三丁目1番地1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

大成ラミック株式会社 生産本部　設備・環境グループ 0480-97-0672 0480-97-0328 h.satake@lamick.co.jp

大成ラミック株式会社　　　白岡第２工場
大成ラミック株式会社 2030001031015 白岡市下大崎873-1

口座管理者に係る情報

白岡市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

三輪精機株式会社 羽生工場　総務部 048-565-1611 048-565-1651 非公表

110-100-000000000000688-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000690-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

和光市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000689-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東京北部郵便局
日本郵便株式会社 1010001112577 東京都千代田区大手町二丁目３番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

王子ホールディングス株式会社　八潮物
流センター

王子ホールディングス株式会社 5010001034743 東京都中央区銀座四丁目7番5号

口座管理者に係る情報

八潮市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000691-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

日世株式会社　東松山工場
日世株式会社 5120901013439 大阪府茨木市宇野辺1-1-47

口座管理者に係る情報

春日部市立医療センター
春日部市立医療センター 春日部市中央六丁目７番地１

口座管理者に係る情報

春日部市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 0493-77-0237 非公表 非公表

110-100-000000000000692-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

上里町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000693-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

ユニ・チャーム株式会社　PetCare生産
本部　埼玉工場

ユニ・チャーム株式会社 8500001014833 東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

協和電機化学株式会社
協和電機化学株式会社 4010101000992 埼玉県飯能市茜台２－５－１

口座管理者に係る情報

飯能市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

ユニ・チャーム株式会社 ＥＳＧ本部ＥＳＧ推進部 03-3451-5111 03-6722-1018 非公表

110-100-000000000000694-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

津田工業株式会社 東松山工場　管理部 0493-53-4101 0493-25-0046 funa@tsudaindustrial.co.jp

110-100-000000000000696-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000695-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

津田工業株式会社　東松山工場
津田工業株式会社 4030001071224 埼玉県比企郡滑川町大字都２５－３５

口座管理者に係る情報

110-100-000000000000697-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

国分・マルエツ　三郷流通センター
国分グループ本社株式会社／株式会社マルエツフレッシュフーズ 9010001043063/5013301028976 東京都中央区日本橋1-1-1／東京都豊島区東池袋5-51-12

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

株式会社武蔵野　埼玉工場
株式会社武蔵野 9030001045124 朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

南越谷ラクーン・南越谷ラクーン駐車場
株式会社浜友商事 5080402006541 浜松市中区砂山町331-21

口座管理者に係る情報

越谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000698-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

三郷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

さいたま市大宮区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000699-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

大宮ラクーン
株式会社浜友商事 5080402006541 浜松市中区砂山町331-21

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社イナベーカリー 経理課 048ｰ729-2212 048-729-2210 非公表

株式会社イナベーカリー
株式会社イナベーカリー 7030001042305 埼玉県北足立郡伊奈町西小針７－４－１

口座管理者に係る情報

伊奈町
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000700-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

110-100-000000000000703-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

朝霞市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000701-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社武蔵野　朝霞工場
株式会社武蔵野 9030001045124 朝霞市西原一丁目１番１号

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

さいたま赤十字病院 施設課 非公表 非公表 非公表

さいたま赤十字病院
日本赤十字社 6010405002452 東京都港区芝大門1-1-3

口座管理者に係る情報

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             



作成日：令和04年01月31日時点
埼玉県目標設定型排出量取引制度　削減量口座簿口座情報一覧　（指定管理口座）

110-100-000000000000704-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

埼玉県立小児医療センター
地方独立行政法人埼玉県立病院機構 9030005020338 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１３番３号

口座管理者に係る情報

三矢精工株式会社　本工場
三矢精工株式会社 深谷市上野台1400-10

口座管理者に係る情報

深谷市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

地方独立行政法人　埼玉県立病院機構 本部　施設整備担当 048-830-5979 048-830-4905 a5970-03@saitama-pho.jp

110-100-000000000000705-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

さいたま市中央区
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

株式会社王将フードサービス 営業サポート部環境問題対策課 075-592-1411 075-593-2059 h.misaki@ohsho.co.jp

東松山市
名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

             

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

110-100-000000000000706-00
口座名義人に係る情報

名称（個人氏名） 法人番号 所在地（住所）

株式会社王将フードサービス　東松山工
場

株式会社王将フードサービス 3130001012441 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1

口座管理者に係る情報

振替可能削減量等の管理を行う部署等の連絡先

会社名（個人氏名） 所属名 電話番号 ファックス番号 メールアドレス

三矢精工株式会社 管理課 048-573-3281 048-571-3881 h-sekiguchi@mitsuya-seiko.co.jp


