
機密性１

No.  事業所名    所在地

1 株式会社　シェリエ 本庄市

2 永田紙業　株式会社 深谷市

3 明成物流　株式会社 深谷市

4 株式会社　埼玉三技協 上尾市

5 株式会社　チェリービー さいたま市浦和区

6 株式会社　シンミドウ さいたま市大宮区

7 株式会社　光英科学研究所 和光市

8 株式会社　米山メジャメント 越谷市

9 松本事務器　株式会社 川越市

10 医療法人社団　清幸会　行田中央総合病院 行田市

11 有限会社　フレッシュカーゴ 川口市

12 株式会社しんけん さいたま市見沼区

13 アイコスモ株式会社 さいたま市浦和区

14 株式会社トンボ楽器製作所 戸田市

15 社会福祉法人　杏樹会 入間市

16 本庄ガス株式会社 本庄市

17 株式会社ライフマスター 富士見市

18 テイ・エス　テック株式会社 朝霞市

19 株式会社東京すずらん 蕨市

20 株式会社　東海日動パートナーズＥＡＳＴ さいたま市大宮区

21 株式会社ｳｨｽﾞﾕｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ さいたま市北区

22 小林栢間土地改良区 久喜市
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23 日新工業株式会社 埼玉工場 春日部市

24 ＢＴコンサルティング株式会社 戸田市

25 テイ・エス　テック株式会社　埼玉工場 行田市

26 株式会社グラティアライフ 新座市

27 株式会社ニチリョー 越谷市

28 株式会社アイエヌジー 戸田市

29 埼京タクシー株式会社 川口市

30 株式会社埼玉クリーンサービス 川越市

31 ナルミナス・キャリア　株式会社 富士見市

32 株式会社アドニス本澤 春日部市

33 株式会社ギャランティーサービス 戸田市

34 株式会社　ハイビー 桶川市

35 株式会社　シックス　サービス 児玉郡上里町

36 石坂産業　株式会社 入間郡三芳町

37 社会福祉法人　埼玉聴覚障害者福祉会 入間郡毛呂山町

38 株式会社 UCHIDA 入間郡三芳町

39 エースライフ　株式会社 さいたま市大宮区

40 日産部品埼玉販売　株式会社 さいたま市中央区

41 有限会社　朝比奈設計事務所 越谷市

42 ワイズケー　株式会社 さいたま市南区

43 株式会社　日環サービス 川口市

44 株式会社　山本製作所 東松山市

45 株式会社　ブラウンワーク 東松山市

46 野口精機株式会社 東松山市
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47 株式会社　やさしい住まいを考える会川越 川越市

48 有限会社　河内 川口市

49 有限会社　一進堂 朝霞市

50 有限会社　浜製作所 三郷市

51 株式会社　ケイアイ 日高市

52 ジグテックプレシジョン　株式会社 入間市

53 首都圏物流事業協同組合 戸田市

54 マストミ電子　株式会社 川口市

55 株式会社　関東甲信クボタ さいたま市桜区

56 株式会社　ツカサ 三郷市

57 ヒューマネコンサルティング　株式会社 越谷市

58 ネクストワン不動産　株式会社 鴻巣市

59 株式会社　エーシートランスポート 戸田市

60 桶本興業　株式会社 さいたま市南区

61 株式会社　ピュアホームズ 川口市

62 株式会社　アジェクト 戸田市

63 三喜運輸　株式会社 羽生市

64 株式会社ヒタチ 富士見市

65 笛木醤油株式会社 比企郡川島町

66 環境クリエイト株式会社 戸田市

67 有限会社関根車輌 川口市

68 株式会社茂田工業所 北葛飾郡杉戸町

69 けやき道路工業株式会社 さいたま市桜区

70 株式会社キューブコンサルティング 久喜市
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71 株式会社ワイエス物流 越谷市

72 光和輸送株式会社 さいたま市中央区

73 株式会社エムエス物流 加須市

74 株式会社エムエスジャパン 加須市

75 株式会社保険室 三郷市

76 大野建設株式会社 行田市

77 株式会社ノットイコール さいたま市大宮区

78 株式会社栄進 熊谷市

79 菊名運輸株式会社 吉川市

80 株式会社信光物流 三郷市

81 埼九運輸株式会社 狭山市

82 イーストラインエクスプレス有限会社 坂戸市

83 株式会社トップサービス さいたま市中央区

84 税理士法人 小林合同会計 川口市

85 株式会社トーカイ 朝霞市

86 有限会社　新郷運輸 川口市

87 株式会社 アフラックス 富士見市

88 大石運輸 株式会社 さいたま市北区

89 医療法人　大宮シティクリニック さいたま市大宮区

90 京葉流通倉庫株式会社 戸田市

91 ライフサポートサービス株式会社 川口市

92 株式会社タイホー 川口市

93 株式会社　荒川瀧石 秩父市

94 戸田倉庫 株式会社 戸田市
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95 株式会社 アシスト 秩父市

96 エムケイ・コンサルティング　株式会社 北葛飾郡杉戸町

97 株式会社　リハビリホーム一歩 上尾市

98 コメット 株式会社 さいたま市南区

99 有限会社　アジア工研 比企郡吉見町

100 有限会社　テツ・オフィス 坂戸市

101 株式会社　バスク・モーゲージ 川口市

102 社会福祉法人　所沢市社会福祉協議会 所沢市

103 さいたま市南区

104 さいたま市南区

105 有限会社　福島保険事務所 鴻巣市

106 株式会社　トランスフォーマー 坂戸市

107 医療法人　くぼじまクリニック 熊谷市

108 埼玉県中小企業団体中央会 さいたま市大宮区

109 有限会社　ハッピーライフ 本庄市

110 医療法人　社団哺育会　白岡中央総合病院 白岡市

111 株式会社　白川製作所 戸田市

112 株式会社　アクセス さいたま市見沼区

113 大和屋　株式会社 熊谷市

114 株式会社　カークリニックアキヤマ 深谷市

115 株式会社　三津穂 富士見市

116 フオーク　株式会社 加須市

117 有限会社　東海保険企画 越谷市

118 株式会社　ナックプランニング 戸田市
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119 株式会社　大生興業 上尾市

120 株式会社　栗原辨天堂 熊谷市

121 株式会社　ほっとステーション さいたま市浦和区

122 神白工業　株式会社 蕨市

123 株式会社　環境テクノ 東松山市

124 株式会社　オキナヤ 熊谷市

125 川越商工会議所 川越市

126 株式会社シルバーデンタルラボラトリー さいたま市

127 社会福祉法人　美星会 さいたま市見沼区

128 医療法人社団　春日部さくら病院 春日部市

129 松坂屋建材　株式会社 熊谷市

130 大徳運輸　株式会社 草加市

131 株式会社　杉本土建工業 さいたま市中央区

132 株式会社　エコーステーション 川越市

133 株式会社　セラフ榎本 川口市

134 佐藤興産　株式会社 さいたま市大宮区

135 株式会社　エムケー・ロジテック 川口市

136 株式会社　アルファー運輸 さいたま市西区

137 有限会社　明日香交通 本庄市

138 中村電設工業　株式会社 さいたま市岩槻区

139 株式会社　山下工務店 越谷市

140 株式会社　マツモト さいたま市岩槻区

141 三共物流　有限会社 戸田市

142 クアビット　株式会社 川口市
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143 株式会社　マルニックス 越谷市

144 株式会社　クレオン 川口市

145 株式会社　浜屋 東松山市

146 サーマル化工　株式会社 戸田市

147 医療法人社団　白桜会 白岡市

148 ほけんザウルス　株式会社 川越市

149 マスコー運輸　有限会社 加須市

150 有限会社　増田総業 加須市

151 アースシグナル　株式会社 川越市

152 一般社団法人　熊谷市観光協会 熊谷市

153 梅田工業　株式会社 行田市

154 株式会社　ケーロッド 入間市

155 株式会社　クワバラ　パンぷキン さいたま市中央区

156 宮園電子　株式会社 ふじみ野市

157 株式会社　発送センター 戸田市

158 株式会社　アペレ 川口市

159 株式会社　浦和通信 さいたま市桜区

160 株式会社　箱田製作所 熊谷市

161 リーガルボード　株式会社 草加市

162 株式会社　ニチユカ 熊谷市

163 株式会社　鯉平 さいたま市見沼区

164 株式会社　ＫＳＰ さいたま市桜区

165 ラジエンスウエア　株式会社 児玉郡上里町

166 有限会社　ライフマネージメント ふじみ野市
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167 株式会社　五十嵐功業 東松山市

168 関東協和陸運　株式会社 越谷市

169 株式会社　タウンナーサリー(はちみつ保育園) さいたま市浦和区

170 株式会社　親和保険 さいたま市見沼区

171 新興電設株式会社 熊谷市

172 医療法人　五麟会 朝霞市

173 株式会社　プロネット 越谷市

174 大同機工　株式会社 戸田市

175 ベストセレクション　株式会社 所沢市

176 株式会社　サンライズクリエート 鶴ヶ島市

177 有限会社　野上運輸 熊谷市

178 イセ食品　株式会社 鴻巣市

179 株式会社　総合保険・富士 川口市

180 株式会社 CRS 埼玉 川越市

181 社会福祉法人　白岡白寿会 白岡市

182 株式会社　戸塚重量 川口市

183 新雪運輸　株式会社 川口市

184 新雪運輸　株式会社 川口市

185 新雪運輸　株式会社 川口市

186 株式会社　メリーナ 入間市

187 有限会社　アイホケンサービス さいたま市岩槻区

188 有限会社　ジェーシーエム 朝霞市

189 株式会社　吉田自動車 所沢市

190 共進運輸　株式会社 越谷市
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191 株式会社　ノザワ産業 所沢市

192 税理士法人　コンパス 蕨市

193 株式会社　広瀬工業 狭山市

194 有限会社　ウイングライフ 川越市

195 社会福祉法人誠心会　あおぞらウィンクルム保育園 さいたま市大宮区

196 株式会社　サイボウ さいたま市見沼区

197 サイボウサービス　株式会社 川口市

198 株式会社　リアン 入間郡三芳町

199 さいたま商工会議所 さいたま市浦和区

200 株式会社　エクサネット 戸田市

201 株式会社　川金ホールディングス 川口市

202 株式会社　ワークス 川越市

203 オリヤス　株式会社 所沢市

204 株式会社　ニューコム さいたま市浦和区

205 狭山ケーブルテレビ　株式会社 狭山市

206 株式会社　がくどう舎 所沢市

207 岡野運送株式会社 新座市

208 アークティック　株式会社 富士見市

209 株式会社　リアル 川越市

210 社会福祉法人　ささめ保育園 戸田市

211 快成建設　株式会社 所沢市

212 医療法人社団　紘智会　籠原病院 熊谷市

213 合同会社　ベールブラン 鴻巣市

214 有限会社　神山酒米店 所沢市
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215 株式会社　テスココンポ 行田市

216 株式会社　ボディショップアキヤマ 深谷市

217 株式会社　八潮 所沢市

218 株式会社　Ｄ－ＴＡＰ 白岡市

219 株式会社　国分商会 熊谷市

220 有限会社　オフィス・エイ・ジー 富士見市

221 社会福祉法人晃和会特別養護老人ホーム　清雅園 日高市

222 株式会社　村田運輸 秩父市

223 合同会社　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 上尾市

224 合同会社　希望舎 川越市

225 有限会社　アクト物流 比企郡川島町

226 株式会社　Ｍ’ｓ 羽生市

227 医療法人　いのクリニック 熊谷市

228 埼玉自動車　株式会社 朝霞市

229 東武バスウエスト　株式会社 さいたま市北区

230 宮坂米菓　株式会社 川越市

231 アーティクルキャリー　株式会社トーコー 比企郡川島町

232 社会福祉法人　愛弘会 東松山市

233 埼玉相和　株式会社 熊谷市

234 株式会社　ナカイ建設 加須市

235 三ツ和総合建設業協同組合 さいたま市北区

236 東朋建設　株式会社 さいたま市北区

237 株式会社　旭 所沢市

238 株式会社　八洲電業社 さいたま市北区
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239 株式会社　地区計画コンサルタンツ さいたま市大宮区

240 株式会社　スマートプラン 行田市

241 株式会社　ユーキ建工 川口市

242 株式会社　加藤物流 草加市

243 医療法人社団　大志会 八潮市

244 初雁木材　有限会社 朝霞市

245 中央税務会計事務所　　　中島由雅 さいたま市中央区

246 株式会社　タンデムサービス 熊谷市

247 株式会社　ＡＢＣエアコン 春日部市

248 株式会社　ウエルネスジャパン 熊谷市

249 社会福祉法人　彩光会 上尾市

250 株式会社　セキュリコ 蓮田市

251 武州瓦斯　株式会社 川越市

252 ユナイテッドインシュアランス　株式会社 さいたま市浦和区

253 トーエイ物流　株式会社 久喜市

254 株式会社　黒澤工務店 さいたま市南区

255 内藤保険サービス　株式会社 さいたま市南区

256 ナガヤス工業株式会社 草加市

257 株式会社　鈴木工務所 深谷市

258 川口レンタリース　合同会社 川口市

259 株式会社　木下商事 川口市

260 株式会社　小池勝次郎商店 深谷市

261 株式会社　フードタッチ ふじみ野市

262 有限会社　朝比奈設計事務所 越谷市
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263 有限会社　富張製作所 草加市

264 株式会社　すまいる 比企郡鳩山町

265 狭山商工会議所 狭山市

266 近藤建設　株式会社 ふじみ野市

267 有限会社　フレックス さいたま市北区

268 関東食糧　株式会社 桶川市

269 株式会社　ネクスト 鶴ヶ島市

270 株式会社　ＥＦＦＯＲＴ 越谷市

271 有限会社　サンタシティー さいたま市南区

272 株式会社　カネザワ 児玉郡神川町

273 さいたま市見沼区

274 有限会社　井上新聞店 行田市

275 株式会社　ビルメン さいたま市浦和区

276 医療法人財団　聖蹟会 桶川市

277 本庄市

278 株式会社　騎西運輸倉庫 加須市

279 ＨＲマネジメント　株式会社 さいたま市桜区

280 株式会社　サンワ環境開発 さいたま市見沼区

281 有限会社　スピニチ 富士見市

282 株式会社　三愛保険事務所 比企郡嵐山町

283 有限会社　ニシザワ電着 川口市

284 株式会社　恒電社 北足立郡伊奈町

285 株式会社　キノシタ 所沢市

286 パイン株式会社 さいたま市大宮区
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287 株式会社　シャイン・コーポレーション さいたま市大宮区

288 株式会社　東京チタニウム さいたま市岩槻区

289 株式会社　エコバンク 白岡市

290 有限会社　興和 本庄市

291 春日部商工会議所 春日部市

292 株式会社　リレース 越谷市

293 株式会社　アーク 草加市

294 ウチダオート　株式会社 川口市

295 さいたま市見沼区

296 みづほ倉庫　株式会社 さいたま市大宮区

297 株式会社　ニッケンホールディングス 戸田市

298 株式会社　あったかホーム 坂戸市

299 サンエスビルサービス　株式会社 川越市

300 越谷市

301 有限会社　小山商事 戸田市

302 株式会社アローズ 所沢市

303 ダイユウエンタープライズ株式会社 加須市

304 ホープ製薬株式会社 川口市

305 埼和興産株式会社 川口市

306 十条ステン工業株式会社 川口市

307 有限会社進和 所沢市

308 株式会社　MUSASHINO さいたま市見沼区

309 埼玉キッコーマン株式会社 久喜市

310 浦和自動車解体株式会社 さいたま市桜区
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311 有限会社　丸山塗装 川口市

312 株式会社　エイブルフソー 行田市

313 株式会社　鈴木 さいたま市南区

314 株式会社　東都ラバーインダストリー 川口市

315 伸建電設　株式会社 さいたま市桜区

316 一般財団法人　埼玉県交通教育協会 さいたま市北区

317 医療法人　藤慈会　至誠堂　冨田病院 さいたま市大宮区

318 株式会社　ANコーポレーション 志木市

319 株式会社　青木商事 新座市

320 英和株式会社 八潮市

321 協和工業株式会社 富士見市

322 新座市商工会 新座市

323 株式会社　マルモト さいたま市中央区

324 株式会社　ホンダカーズ埼玉北 熊谷市

325 株式会社　片岡運送 久喜市

326 株式会社　シックスサービス 児玉郡上里町

327 旭自動車ボデー　株式会社 草加市

328 株式会社　埼京エンジニアリング 加須市

329 有限会社　中央舞台サービス さいたま市中央区

330 株式会社　落合運送 入間市

331 株式会社　コマーム 川口市

332 株式会社　森田エンタープライズ さいたま市見沼区

333 アーリーフーズ　株式会社 八潮市

334 株式会社　Precious さいたま市中央区



機密性１

（令和4年12月31日現在）

335 一般社団法人　埼玉県指定自動車教習所協会 鴻巣市

336 細井自動車　株式会社 北葛飾郡杉戸町

337 社会福祉法人　行田市社会福祉協議会 行田市

338 公益社団法人　産業安全技術協会 狭山市

339 株式会社　サンエストライ 北足立郡伊奈町

340 和光紙器　株式会社 川口市

341 原田産業　株式会社 上尾市

342 株式会社　野上工業 さいたま市岩槻区

343 タイホー　株式会社 入間市

344 株式会社　金子商事 所沢市

345 医療法人　COSMOS大竹歯科クリニック さいたま市大宮区

346 株式会社　ホンダカーズ埼玉中 さいたま市大宮区

347 有限会社　たやか さいたま市大宮区

348 社会保険労務士法人　YELL 川口市

349 株式会社　日本ノベルティースタッフ さいたま市大宮区

350 本田眼科 さいたま市大宮区

351 野口自動車工業　株式会社 狭山市

352 株式会社　丸正サンキョー さいたま市緑区

353 株式会社　七越製菓 さいたま市中央区

354 ソニアキューブ　株式会社 さいたま市大宮区

355 星野総合商事　株式会社 川口市

356 ワックデータサービス　株式会社 富士見市

357 カンセイ工業　株式会社 さいたま市北区

358 株式会社　啓和運輸 入間市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

359 株式会社　大東 さいたま市見沼区

360 株式会社　吉田工務店 さいたま市西区

361 株式会社　エイデン 上尾市

362 浦和商業開発　株式会社 さいたま市浦和区

363 株式会社　ライフコミュニケーション 上尾市

364 日本環境クリアー　株式会社 さいたま市大宮区

365 株式会社　折原 さいたま市大宮区

366 武井運輸　株式会社 川口市

367 株式会社　OA市場 さいたま市大宮区

368 株式会社　リナティス さいたま市浦和区

369 福島商事　株式会社 鶴ヶ島市

370 合同会社　ドクターズプロ 上尾市

371 株式会社　クロスター さいたま市大宮区

372 合同会社　花みずき 鴻巣市

373 社会福祉法人　陽彩こころの会 川口市

374 株式会社　ＥＩＮＳ さいたま市大宮区

375 ライフサポート　株式会社 さいたま市大宮区

376 ヤマト興産　株式会社 児玉郡上里町

377 株式会社　プランギ　コンサルタンツ　インドネシア 志木市

378 ルーターズ　株式会社 さいたま市大宮区

379 株式会社　エヌトラスト さいたま市見沼区

380 株式会社　ウインカンパニー 川口市

381 ＪＧＳ　株式会社 さいたま市大宮区

382 株式会社　太陽サービス 上尾市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

383 有限会社　カクタス さいたま市緑区

384 株式会社　K-style 入間郡三芳町

385 株式会社　ナオイ 蕨市

386 株式会社　富士見グリーンガーデン 富士見市

387 株式会社　クマクラ 新座市

388 社会福祉法人　絆友会 さいたま市桜区

389 本庄商工会議所 本庄市

390 昭和管工　株式会社 久喜市

391 株式会社　英 さいたま市西区

392 株式会社　ウッディーコイケ 秩父市

393 白川舞台機構　株式会社 さいたま市桜区

394 ＧＳＲコンサルティング　株式会社 さいたま市大宮区

395 株式会社　さくら経営 さいたま市南区

396 税理士法人　さくら税務 さいたま市南区

397 丸越運輸倉庫　株式会社 越谷市

398 株式会社　Rise保険 草加市

399 興和光学　株式会社 草加市

400 テックス　株式会社 さいたま市北区

401 NPO法人　カローレ 鶴ヶ島市

402 社会福祉法人　櫻友会 越谷市

403 医療法人しらさき　しらさきクリニック 久喜市

404 有限会社　松本商事 さいたま市岩槻区

405 株式会社　新和測機 春日部市

406 ウェブプラ　合同会社 越谷市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

407 株式会社　田島板金 新座市

408 株式会社　Acseez さいたま市大宮区

409 株式会社　シンフォニア東武 春日部市

410 三和運送　株式会社 行田市

411 新興プラント工業　株式会社 所沢市

412 都市管理サービス　株式会社 さいたま市岩槻区

413 株式会社　共和エレック 川越市

414 共同工業株式会社 越谷市

415 芝測量建築設計　株式会社 川口市

416 ミカド電子株式会社 深谷市

417 株式会社　矢島　工務店 飯能市

418 有限会社　エス・エイチ・アイ 深谷市

419 有限会社　田口住設 さいたま市見沼区

420 東静工業　株式会社 新座市

421 株式会社　ハヤカワ 加須市

422 アドバンス関東　株式会社 加須市

423 株式会社　鈴木薬局 上尾市

424 株式会社　ギルド さいたま市西区

425 株式会社　ハーベス さいたま市浦和区

426 山形精研　株式会社 富士見市

427 株式会社　中村総業 さいたま市西区

428 株式会社　ＮＩＣ さいたま市西区

429 株式会社　ツカサ 加須市

430 株式会社　都ローラー工業 川口市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

431 もぎ豆腐店　株式会社 本庄市

432 新鋭産業株式会社 飯能市

433 株式会社　マサヤン さいたま市大宮区

434 社会福祉法人　東雄福祉会　まごやま保育園 鴻巣市

435 株式会社　ＳＬ Ｃｒｅａｔｉｏｎｓ埼玉 上尾市

436 株式会社　協同商事 川越市

437 大総プロミシング　株式会社 草加市

438 株式会社　サンエー緑化 越谷市

439 株式会社　深谷電気工事 深谷市

440 株式会社　アーキテクト 深谷市

441 社会保険労務士法人　ＣＷＭ総研 さいたま市大宮区

442 有限会社　ベルファミリー 狭山市

443 有限会社　ニシザワ電着 川口市

444 株式会社　新井精密 秩父市

445 株式会社　オカヤ 狭山市

446 飯能商工会議所 飯能市

447 株式会社　ティーエス・プロ さいたま市北区

448 株式会社　埼玉金周 ふじみ野市

449 医療法人社団紡世会　かわぐちレディースクリニック 川口市

450 有限会社　ピーシーリンク 日高市

451 株式会社　外村電気商会 川口市

452 マルタケ運輸株式会社 草加市

453 株式会社　時園製作所 川口市

454 株式会社　ヨシダ 春日部市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

455 アイテック　株式会社 川口市

456 株式会社　山井建設 さいたま市中央区

457 Assist・Medical　株式会社 富士見市

458 Goddard　株式会社 越谷市

459 有限会社　ビッグバード・トランスポートBB.T 草加市

460 株式会社　セイセイ処理興行 比企郡川島町

461 社会福祉法人　鴻巣市社会福祉協議会 鴻巣市

462 イー・テイー・エー株式会社 深谷市

463 丸建つばさ交通　株式会社 北足立郡伊奈町

464 埼京東和薬品　株式会社 さいたま市大宮区

465 BOND's　株式会社 さいたま市南区

466 株式会社　アヴェニエール 川口市

467 株式会社　おおとり・コーポレーション 鴻巣市

468 株式会社　テックライン さいたま市西区

469 モデリング　株式会社 さいたま市大宮区

470 株式会社　シバサキ 秩父市

471 Y's　EXPRESS　株式会社 戸田市

472 株式会社　松与志 さいたま市浦和区

473 株式会社　リファクト 川越市

474 株式会社　結びの糸 草加市

475 有限会社　双葉研磨工業所 戸田市

476 有限会社　富士梱包 戸田市

477 有限会社　協和アルマイト 戸田市

478 有限会社　アイ・モデリング さいたま市岩槻区



機密性１

（令和4年12月31日現在）

479 協同組合　ワールド育成 川口市

480 東武機械　株式会社 戸田市

481 コマツアートデザイン　株式会社 桶川市

482 社会福祉法人　悠々会　まーぶるゆうゆう保育園 さいたま市北区

483 創暎　合同会社 さいたま市岩槻区

484 株式会社　HONUA 和光市

485 中新商事　株式会社 川口市

486 株式会社　スマイルアップ 戸田市

487 有限会社　尾﨑プロパティ さいたま市桜区

488 有限会社　コンチネンタルリンク 狭山市

489 ラクナ油脂　株式会社 川越市

490 株式会社　小川商店 鴻巣市

491 株式会社　キハラ 鴻巣市

492 有限会社　フクシ 加須市

493 株式会社　SAMURAI　TRADING 桶川市

494 有限会社　扇ゴム工業 八潮市

495 ヘライ建設　株式会社 越谷市

496 東栄エンジニアリング　株式会社 さいたま市大宮区

497 株式会社　プライム・ワン 春日部市

498 安住環境整美　株式会社 さいたま市岩槻区

499 株式会社　COC さいたま市南区

500 株式会社　セキグチ 川口市

501 株式会社　むさしの 秩父市

502 株式会社　明治住設 春日部市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

503 埼玉西濃運輸　株式会社 北葛飾郡杉戸町

504 有限会社　天沼電気商会 桶川市

505 Well　Consultant 合同会社 熊谷市

506 株式会社　千葉工業 春日部市

507 東洋ハウス建材　株式会社 比企郡ときがわ町

508 ユーエスエンジニアリング　株式会社 本庄市

509 株式会社　ＯＬＩＯＬＩ 新座市

510 シルックス　株式会社 川口市

511 株式会社　清水アーネット 行田市

512 ティ-・ケ-・ジ-　株式会社 本庄市

513 株式会社　新藤組 所沢市

514 株式会社　スズキトラスト 狭山市

515 株式会社　礎 越谷市

516 株式会社　アムクス 越谷市

517 株式会社　ネクストキャンバス 越谷市

518 株式会社　リップル 越谷市

519 行田商工会議所 行田市

520 株式会社　コーエイサービス 八潮市

521 株式会社　来本化工 北本市

522 株式会社　トキワ さいたま市浦和区

523 ケミコステクノ　株式会社 越谷市

524 株式会社RICO・RICO 戸田市

525 株式会社　ｴｰﾋﾞｰｼｰﾎｰﾑ 川口市

526 全国警備保障　株式会社 新座市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

527 株式会社　ベストプラン 久喜市

528 株式会社　黒沢自動車 久喜市

529 株式会社　豊昇 鶴ヶ島市

530 株式会社　T＆K 上尾市

531 株式会社　シルバーデンタルラボラトリー さいたま市緑区

532 株式会社　オガワ総業 春日部市

533 株式会社　斎藤運輸 蓮田市

534 株式会社　ラ　ポール 上尾市

535 富士電気工業　株式会社 北本市

536 株式会社　城北流通 さいたま市岩槻区

537 株式会社　ライフライン 秩父市

538 株式会社　コーケン さいたま市南区

539 西海ゴム工業　株式会社 草加市

540 株式会社　サイカイ 草加市

541 西武商事　株式会社 狭山市

542 さくら観光バス　株式会社 久喜市

543 株式会社　エム・ゼット 越谷市

544 コーラルサービス　株式会社 川口市

545 株式会社　富士運輸倉庫 八潮市

546 株式会社　飛車 草加市

547 株式会社　W-D さいたま市中央区

548 社会福祉法人　あゆみ会今羽保育園 さいたま市北区

549 株式会社　A・S・T さいたま市北区

550 社会福祉法人　加須市社会福祉協議会 加須市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

551 社会福祉法人　むさし野たんぽぽ会 ふじみ野市

552 株式会社　テラハウス さいたま市見沼区

553 特定非営利活動法人　ハーモニー 鴻巣市

554 社会福祉法人　清幸会 行田市

555 社会福祉法人　児玉福祉会 本庄市

556 狭山貨物運輸　株式会社 狭山市

557 秩父電子　株式会社 秩父市

558 協栄紙工　株式会社 さいたま市岩槻区

559 株式会社　ホンダクリオ上尾 桶川市

560 有限会社　緑豊造園土木 さいたま市

561 特定非営利活動法人　ドリームワーク 行田市

562 熊谷商工会議所 熊谷市

563 株式会社　阿部紙業 八潮市

564 尾崎不動産　株式会社 久喜市

565 有限会社　平澤商店 久喜市

566 株式会社　アウル さいたま市浦和区

567 株式会社色武 志木市

568 株式会社　盛伸サービス さいたま市中央区

569 株式会社　トップライン さいたま市大宮区

570 イーグル事務機　株式会社 川口市

571 株式会社　前田製作所 八潮市

572 株式会社　トランス・グリップ 狭山市

573 NKT　株式会社 川口市

574 三栄管理興業　株式会社 さいたま市浦和区



機密性１

（令和4年12月31日現在）

575 毎日興業　株式会社 さいたま市大宮区

576 コスモ計測　株式会社 所沢市

577 株式会社　TOYOKEN さいたま市見沼区

578 株式会社　ケーアイ さいたま市北区

579 有限会社　小林建設 東松山市

580 つぎて建設　株式会社 さいたま市中央区

581 株式会社　加藤建設工業 飯能市

582 株式会社　住田工務店 日高市

583 株式会社萬年 児玉郡神川町

584 有限会社　弁天 狭山市

585 有限会社　サンライズ 春日部市

586 関東自動車　株式会社 さいたま市浦和区

587 有限会社　小梶運送 川口市

588 株式会社　東興業 川越市

589 株式会社　ケイズプラン 草加市

590 秩父エレクトロン　株式会社 秩父郡小鹿野町

591 伸明建設　株式会社 川口市

592 ウチヤマ建設　株式会社 さいたま市西区

593 株式会社上尾グリーンガーデン 上尾市

594 加藤商事　株式会社 所沢市

595 日本セルフメディカル　株式会社 川口市

596 株式会社　ペリカン 桶川市

597 株式会社　村上塗装工業所 川越市

598 所沢商工会議所 所沢市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

599 有限会社　寿 新座市

600 上尾商工会議所 上尾市

601 株式会社　北武蔵調査測量設計事務所 熊谷市

602 株式会社　マインズ 所沢市

603 クラウン紙工業　株式会社 草加市

604 株式会社　オールワン さいたま市見沼区

605 吉田石材工業　株式会社 さいたま市桜区

606 Count Lead 合同会社 川口市

607 株式会社　コウラ 熊谷市

608 合同会社　ネクストステージ 所沢市

609 有限会社　カントラ 上尾市

610 有限会社　まつや 上尾市

611 富士ダイカスト　株式会社 越谷市

612 日本環境マネジメント株式会社 さいたま市浦和区

613 アイシン産業　株式会社 川口市

614 松本興産　株式会社 秩父郡小鹿野町

615 株式会社　大昭和工業 さいたま市見沼区

616 有限会社　花たろう さいたま市桜区

617 株式会社　幸羽 北葛飾郡杉戸町

618 株式会社　早田工務店 上尾市

619 株式会社　グローバルジャパン さいたま市北区

620 合同会社　カルぺ・ディエム 三郷市

621 株式会社メデカルアシスト さいたま市浦和区

622 医療法人　天尽会　敬愛クリニック さいたま市浦和区



機密性１

（令和4年12月31日現在）

623 武蔵化成　株式会社 さいたま市南区

624 株式会社　エアワークス 久喜市

625 有限会社　新堀工業 熊谷市

626 株式会社　Ａ－ＹＯ商事 川口市

627 株式会社　ワンステップハウス さいたま市大宮区

628 株式会社　エーアンドアイ 北足立郡伊奈町

629 株式会社　アイベックス 三郷市

630 株式会社　東邦サービス 戸田市

631 株式会社　三和商研 熊谷市

632 株式会社　アドビュート 北本市

633 有限会社　エムケイ防災 桶川市

634 株式会社　ＦＯＣＵＳ 羽生市

635 株式会社　Ｇｒｏｖｅ 志木市

636 社会福祉法人誠心会　あおぞらウィンクルム保育園第２ さいたま市大宮区

637 株式会社　マツオメディカル さいたま市南区

638 株式会社　ＭＩＲＡＩ さいたま市南区

639 環境クリエイト　株式会社 さいたま市大宮区

640 ツカサコア　株式会社 蕨市

641 株式会社　サイカコーポレーション 上尾市

642 株式会社　一期一会コーポレーション さいたま市緑区

643 医療法人社団　弘象会　東和病院 さいたま市緑区

644 株式会社　島村工業 春日部市

645 株式会社　クォシス 鶴ヶ島市

646 株式会社　増木ホールディングス 新座市



機密性１

（令和4年12月31日現在）

647 株式会社　増木工務店 新座市

648 株式会社　増木 新座市

649 ハニーシート　株式会社 川越市

650 株式会社　ビシオス さいたま市大宮区

651 株式会社　ヒロマレ保険事務所 富士見市

652 中沢トータリア　株式会社 熊谷市

653 社会福祉法人　めぐみ会 入間郡三芳町

654 ビデオ２ブレイン・エキスパーツ　株式会社 さいたま市南区

655 株式会社　東亜酒造 羽生市

656 スリーエスライン流通  株式会社 加須市

657 株式会社　埼玉イエローハット 戸田市

658
特定非営利活動法人　健康支援ネットSAILINGLIFE訪問看護リ
ハビリステーション

さいたま市中央区

659 株式会社　コープデリフーズ 桶川市

660 トーエイ・パッケージ　株式会社 久喜市

661 蕨商工会議所 蕨市

662 埼玉朝陽運輸　株式会社 蓮田市

663 株式会社　協和テクニカ 熊谷市

664 株式会社　栗原工務店 さいたま市南区

665 有限会社　ティ辞書企画 蓮田市

666 株式会社　ハンズ さいたま市見沼区

667 株式会社　宝製作所 入間市

668 株式会社　ヨコミゾ さいたま市西区

669 株式会社　HARU 所沢市

670 株式会社　満葉 さいたま市南区



機密性１

（令和4年12月31日現在）

671 株式会社　エコロジーフォース さいたま市大宮区

672 株式会社　ニッケンコーポレーション 戸田市

673 石山商工　株式会社 熊谷市

674 株式会社　藤和プレス 行田市

675 社会福祉法人　三愛福祉会 羽生市

676 株式会社　テクノスタッフ 所沢市

677 株式会社　タテノ 朝霞市

678 有限会社　増田電機商会 川口市

679 社会福祉法人　シオンの会 川口市

680 有限会社　日の出精機製作所 さいたま市岩槻区

681 シグマベンディングサービス　株式会社 さいたま市大宮区

682 新飯塚土木　株式会社 坂戸市

683 株式会社　フカガワ本社 川口市

684 キューラック　株式会社 さいたま市岩槻区

685 有限会社　森工芸社 草加市

686 株式会社　ひなぎく 新座市


