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（団地名）
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1 22.4
日本赤十字社埼玉県赤十字血液セ

ンター
さいたま市 東松山市 医薬品製造業 1.0

2 22.5 ㈱グレープストーン 東京都杉並区
桶川市

（桶川東部）
製菓業 0.7

3 22.5 ㈱舟越製作所 杉戸町
幸手市

（ひばりが丘）
シリコンゴム製品製造 0.2

4 22.5 三州製菓㈱ 春日部市 春日部市 菓子製造 0.6

5 22.6 ㈱鎌田機械製作所 朝霞市 日高市 製菓・製パン機械製造業 0.3

6 22.6 日本ラインファースト㈱ 東京都板橋区 加須市 パルプ・紙・紙加工品製造業 0.8

7 22.6 三洞製線㈱ 群馬県桐生市 吉川市 樹脂製品製造 0.2

8 22.6 ㈱喜多山製菓 さいたま市 さいたま市北区 菓子製造 0.2

9 22.7 ㈱トッカコーポレーション 草加市 越谷市 製袋製造業 0.4

10 22.8 ㈱サティス製薬 吉川市
吉川市

（小松川）
化粧品・医薬部外品製造 0.2

11 22.8 ㈱リクルートスタッフィングクラフツ 東京都中央区 春日部市 紙漉き紙販促物製造 0.1

12 22.8 ㈱ヨシケン 東京都板橋区
川越市

（川越芳野台）
金属製品製造 0.3

13 22.9 菊池プレス工業㈱ 東京都羽村市 さいたま市大宮区 自動車部品製造 0.1

14 22.9 大和物流㈱ 大阪府大阪市
久喜市

（菖蒲南部）
貨物自動車運送業 0.8

15 22.9 東京もち㈱ 三郷市 吉川市 食料品製造業 0.3

16 22.9 わらべや日洋㈱ 東京都小平市 吉川市 調理済食品製造 0.1

17 22.9 ㈱常陽産業 川口市 杉戸町 印刷加工業 0.1

18 22.10 正和製菓㈱ 三重県四日市市
川島町

（川島I.C.）
生菓子製造 0.9

19 22.10 ㈱ウェルディングアロイズ・ジャパン さいたま市
久喜市

（久喜菖蒲）
機械修理及び修理用部材製造 0.3

20 22.10 高田製薬㈱ 東京都台東区
幸手市

（幸手）
医療用医薬品等製造・販売 1.3

21 22.10 ユニ・チャーム㈱ 愛媛県四国中央市
上里町

（児玉工業団地）
生活用品製造 0.8

22 22.11 ㈱サンシャイン企画 鶴ヶ島市 日高市 ギフト商品卸売 0.4

23 22.11 ㈱ロッテ 東京都新宿区
狭山市

（川越・狭山）
菓子製造 -

24 22.11 ㈱ヤマイチ 熊谷市
加須市

（騎西城南）
流通加工業 2.0

25 22.11 オルガノフードテック㈱ 幸手市
幸手市

（幸手）
食品添加物製造 1.0

26 22.12 ㈱常磐 川越市
川越市

（川越芳野台）
輸送用機械器具製造業 0.3

27 22.12 三黒製菓㈱ 東京都足立区 八潮市 菓子製造 0.2

28 22.12 ㈱アダチ 蓮田市 蓮田市 自動車用貫通部品製造 0.5

29 23.1 埼玉キッコーマン㈱ 千葉県野田市
久喜市

（ネクストコア清久）
食料品製造業 6.6

30 23.1 ワタミ手づくりマーチャンダイジング㈱ 東京都大田区 滑川町 配達飲食サービス業 2.9

31 23.1 キョウワ㈱ さいたま市北区
久喜市

（清久）
薬品卸売業 0.5

32 23.1 信和工業㈱ 東京都台東区
幸手市

（幸手）
包装製造 0.4

33 23.1 ㈱ベンチャーウイスキー 秩父市
秩父市

（秩父みどりが丘）
酒類製造業 1.5
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34 23.2 ㈱金宮運輸 狭山市 飯能市 運輸業（流通加工） 0.2

35 23.2 ㈱あさひ 大阪府大阪市 久喜市 自転車製造・販売 3.4

36 23.2 昭和化成工業㈱ 羽生市
羽生市

（小松台）
コンパウンド製造 1.2

37 23.3 帆栄物流㈱ 東京都千代田区
川越市

（川越第二）
流通加工業 0.6

38 23.3 東京パック㈱ 東京都足立区 三郷市 ブラスチック真空成形 0.2

39 23.4 ㈱エコグリーン埼玉 吉見町
吉見町

（長谷）
菌床生産 2.1

40 23.4 ㈱ツウキ 本庄市 本庄市 ダクト・空調用器材製造 1.2

41 23.4 清興運輸㈱ 東京都墨田区 さいたま市見沼区 流通加工業 0.6

42 23.4 ㈱日本アクセス 東京都世田谷区 草加市 流通加工業 2.0

43 23.5 三輪精機㈱ さいたま市中央区
川越市

（川越第二）
自動車部品製造 0.6

44 23.5 （有）坂本登製作所 入間市 飯能市 各種精密部品加工等 0.1

45 23.6 みどり化学㈱ 東京都豊島区
秩父市

（秩父みどりが丘）
ファインケミカル製造販売 1.4

46 23.6 関東陸運㈱ 熊谷市
熊谷市

（妻沼西部）
流通加工業 1.0

47 23.7 ＴＩアサヒ㈱ 小川町
さいたま市岩槻区

（岩槻）
測量機器設計・組立 0.1

48 23.7 ケー・エム・エス㈱ さいたま市中央区
さいたま市岩槻区

（岩槻）
金型加工・販売 0.2

49 23.7 ＤＩＣプラスチック㈱ 東京都千代田区 さいたま市大宮区 プラスチック製品製造 -

50 23.7 大友運送㈱ 東京都江東区
加須市

（加須流通団地）
流通加工業 0.6

51 23.7 北都レスター㈱ 仙台市 川口市 印刷業 0.3

52 23.8 ㈱ベルク 寄居町 美里町 食料品小売業 1.1

53 23.9 藤倉ゴム工業㈱ 東京都品川区
加須市

（加須大利根）
ゴム製品製造 2.9

54 23.10 国分㈱ 東京都中央区 三郷市 食品・酒類卸 4.0

55 23.10 ㈱多賀製作所 さいたま市浦和区
上尾市

（領家）
自動車部品製造 0.4

56 23.10 米田運輸㈱ 東京都練馬区 行田市 運送業 0.7

57 23.10 ㈱彩 熊谷市 熊谷市 浄化槽販売 -

58 23.10 インテグレーションテクノロジー㈱ 和光市 和光市
ＩＴコンサルテーション・ソフトウェア開

発
-

59 23.10 ㈱モリタ東京製作所 さいたま市中央区 伊奈町 医療機器製造業 0.2

60 23.10 ㈱赤井製作所 飯能市
飯能市

（飯能大河原）
精密金属プレス加工 0.2

61 23.10 大森機械工業㈱ 越谷市 越谷市 全自動包装機設計・製造・販売 0.4

62 23.11 ㈱マミーマート さいたま市北区 川越市 小売業（食料品製造） 1.1

63 23.12 ㈱シバサキ製作所 寄居町 寄居町 輸送用機械器具 0.5

64 24.1 ㈱サンユー 飯能市
飯能市

（飯能大河原）
検査用機器卸・販売 0.3

65 24.1 総和産業㈱ 千葉県千葉市 加須市 金属製品製造 -

66 24.1 ㈱ピアンテック 東京都千代田区 さいたま市大宮区
駐車・交通システム総合エンジニアリン

グ
-
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67 24.2 大東倉庫㈱ 東京都千代田区 春日部市 倉庫業 0.1

68 24.2 ㈱梅林堂 熊谷市 熊谷市 食料品製造業 1.3

69 24.3 高田製薬㈱ 東京都台東区 さいたま市南区 医療用医薬品等製造・販売 -

70 24.3 三和精密工業㈱ さいたま市南区 ふじみ野市 光学レンズ精密研削用製品製造 0.2

71 24.3 ㈱ピア２１ 入間市
飯能市

（飯能大河原）
バルーン製造 0.4

72 24.3 ㈱グレープストーン 東京都杉並区
桶川市

（桶川東部）
製菓業 0.2

73 24.3 日建リース工業㈱ 東京都千代田区
飯能市

（飯能大河原）
建設用仮設資材等賃貸・販売 6.9

74 24.3 ㈱セブンネットショッピング 東京都千代田区
久喜市

（菖蒲北部）
総合ネット通販 4.5

75 24.3 熊谷木材工業㈱ 熊谷市 熊谷市 建築用木製組立材料 0.2

76 24.3 ㈱ちふれ化粧品 川越市
飯能市

（飯能大河原）
化粧品製造業 4.2

77 24.3 ㈱エイ・エス・エイ・ピイ さいたま市西区 さいたま市西区 半導体製造装置製造 0.1

78 24.4 ㈱ワールドツール 行田市
深谷市

（川本春日丘）
自動車整備工具販売 1.4

79 24.4 ㈱デコス 山口県下関市
飯能市

（飯能大河原）
断熱材製造 0.5

80 24.4 シモハナ物流㈱ 広島県安芸郡坂町 さいたま市緑区 一般貨物自動車運送業 1.8

81 24.4 コスモ工機㈱ 東京都港区
飯能市

（飯能大河原）

管路維持関連製品（水道、ガス等

機械器具）製造
2.9

82 24.4 ㈱朝陽会 東京都北区 草加市 印刷・出版業 0.1

83 24.4 新電元メカトロニクス㈱ 飯能市
飯能市

（飯能大河原）

アクチュエーター及び回路一体製品の

開発・製造・販売
0.5

84 24.5 エスケーロジ㈱ 大阪市浪速区
久喜市

（久喜菖蒲）
倉庫業 0.5

85 24.6 ㈱Paltac 大阪市中央区
白岡町

（白岡西部）

日用品・化粧品・一般用医薬品等

卸
8.3

86 24.6 ㈱日立物流 東京都江東区
久喜市

（菖蒲北部）
流通加工業 3.0

87 24.7 ㈱ヤオコー 川越市
東松山市

（東松山葛袋）
スーパーマーケット 3.3

88 24.7 ㈱しまむら さいたま市北区
東松山市

（東松山葛袋）
総合衣料品販売 4.1

89 24.7 ＳＧリアルティ㈱ 京都市南区
東松山市

（東松山葛袋）
総合物流 5.3

90 24.7 保線機器整備㈱ 八潮市 八潮市 鉄道車両製造業 0.1

91 24.7 ㈱リクルートスタッフィングクラフツ 東京都中央区 狭山市 手漉き紙販促物製造 0.1

92 24.8 セイワ化成工業㈱ 加須市 久喜市 塩ビ・ラテックス製品製造 0.8

93 24.9 ㈱ベステックスキョーエイ 三重県四日市市
寄居町

（資源循環工場）
自動車部品等製造 1.1

94 24.9 味の素物流㈱ 東京都中央区
久喜市

（ネクストコア清久）
流通加工業 2.5

95 24.9 日建リース工業㈱ 東京都千代田区
飯能市

（飯能大河原）
建設用仮設資材等賃貸・販売 7.3

96 24.10 （独）造幣局 大阪市北区 さいたま市大宮区 貨幣・勲章等製造 2.0

97 24.10 トーエイ物流㈱ 久喜市
白岡市

（白岡西部）
運送・倉庫・流通加工業 1.4

98 24.10 南日本運輸倉庫㈱ 東京都中野区 春日部市 流通加工業 0.5

99 24.10 ハイアールアジアインターナショナル㈱ 大阪市淀川区 熊谷市 電気機械器具製造業 1.3
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100 24.11 ㈱小野運送店 東京都品川区
白岡市

（白岡西部）
流通加工業 0.5

101 24.11 田中産業㈱ さいたま市中央区 さいたま市中央区 印刷・同関連業 0.1

102 24.11 ㈱タイセイ 東京都新宿区 加須市 建築資材製造販売 0.7

103 24.11 ㈱シティターミナル 吉見町 吉見町 流通加工業 0.6

104 24.11 キユーピータマゴ㈱ 東京都調布市
飯能市

（飯能大河原）
食料品製造業 1.9

105 24.11 ワタミ手づくりマーチャンダイジング㈱ 東京都大田区
白岡市

（白岡）
配達飲食サービス業 0.7

106 24.11 ㈱グラファイトデザイン 秩父市 秩父市 カーボン製品製造 0.3

107 24.11 ㈱王将フードサービス 京都市山科区 東松山市 中華レストランチェーン運営 1.5

108 24.11 ㈱ニッカネ 栃木県宇都宮市 さいたま市見沼区 食品卸 0.2

109 24.12 ㈱丸山製作所 東京都新宿区 東松山市 ポンプ製造 0.6

110 24.12 ㈱タムロン さいたま市見沼区 さいたま市見沼区 光学機械レンズ製造業 0.2

111 25.1 第一倉庫冷蔵㈱ 横浜市中区 さいたま市岩槻区 流通加工業 3.9

112 25.1 ㈱良品計画 東京都豊島区 鳩山町 衣料品生活雑貨製造・販売 16.8

113 25.1 日邦産業㈱ 大阪府吹田市 羽生市 自動車部品製造 0.1

114 25.1 川崎陸送㈱ 東京都港区
川越市

（富士見）
流通加工業 1.1

115 25.1 アスクル㈱ 東京都江東区 三芳町 事務用品等販売 5.5

116 25.1 ㈱エーエム製作所 新座市 ふじみ野市 非鉄金属加工業 0.2

117 25.1 ㈱栗山米菓 新潟市北区 さいたま市大宮区 米菓製造 -

118 25.1
㈱イチムラ

（三司馬物産㈱）
札幌市清田区 熊谷市 学校用具製造 0.6

119 25.1 コージンバイオ㈱ 坂戸市
坂戸市

（富士見）
培地製造 0.2

120 25.1 大木工業㈱ 鴻巣市 鴻巣市 工場関連機械製造 0.2

121 25.1 田中紙業㈱ 東京都葛飾区
本庄市

（児玉）
段ボール製品製造 0.3

122 25.2 ㈱カンダコアテクノ 東京都北区
久喜市

（ネクストコア清久）
流通加工業 3.3

立地企業数（H22.4～25.3合計） ２０１件

公表許諾 １２２件

非公表 ７９件


