
番号 商号又は名称 申請事業所 電話番号
1 株式会社ＢＳＮアイネット 本店 新潟県 新潟市 中央区米山2-5-1 025-243-0211

2 株式会社アクサス 本店 埼玉県 久喜市 吉羽1-10-10 0480-53-7772

3 株式会社アクト企画 本店 埼玉県 幸手市 神明内319番地 0480-48-2106

4 大和リース株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 南区文蔵1-19-17 048-836-0481

5 株式会社藤倉農機 本店 埼玉県 杉戸町 内田1-5-43 0480-32-1761

6 株式会社榎本緑化センター 本店 埼玉県 春日部市 増富622-2 048-761-9688

7 有限会社浅野報知機工業 本店 埼玉県 久喜市 上町3-1 0480-22-0244

8 株式会社エース 本社 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-62-1 048-645-7701

9 株式会社新明 本店 埼玉県 坂戸市 大字片柳2148-3 049-282-1586

10 みどり化学株式会社 埼玉営業所 埼玉県 ふじみ野市 丸山1番10号 049-261-3553

11 株式会社サンワックス 本店 埼玉県 熊谷市 問屋町2-5-13 048-520-3000

12 株式会社ジェービーエム事業本部 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区櫛引町1-251 048-779-8842

13 株式会社トヨタレンタリース埼玉 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町1-15-1 048-645-2346

14 株式会社ライズファクトリー 本店 東京都 千代田区 飯田橋二丁目1番4号日東九段ビル6階 03-3288-0099

15 ワタキューセイモア株式会社 関東支店 埼玉県 越谷市 新越谷2-192 048-988-1288

16 株式会社久永 関東支店 埼玉県 さいたま市 桜区西堀3-21-23 050-3820-8930

17 三和航測株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町3-154-201 048-643-1977

18 中山旗徽章 本店 埼玉県 越谷市 北越谷3-9-9 048-974-8719

19 井上ビニール株式会社 本店 群馬県 前橋市 三河町一丁目1版1-108 027-231-6999

20 全国農協食品株式会社 久喜事業所 埼玉県 久喜市 河原井町14 0480-22-5526

21 埼京東和薬品株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-56-1 048-654-1111

22 埼玉美装株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 048-647-3800

23 株式会社大起エンゼルヘルプ 本店 東京都 荒川区 東尾久1-1-4　5階 03-3892-1331

24 常陽メンテナンス株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-12-24小峰ビル５F 048-614-5775

25 文魁舎印刷所 文魁舎印刷所 埼玉県 杉戸町 杉戸3-6-2 0480-32-0063

26 日本調理機株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 北区土呂町2-73-1 048-653-8251

27 株式会社朝日エンジニアリング 本社 東京都 新宿区 下宮比町2番1号 03-5579-2101

28 東興産業株式会社 関越営業所 埼玉県 川越市 福田239 049-226-7911

29 株式会社農業経営研究所 本店 神奈川県 藤沢市 鵠沼花沢町13-11-1102 0466-53-8755

30 株式会社アールピーアイ栃木 本店 栃木県 宇都宮市 鶴田町1333‐1 028-647-3166

31 株式会社シンテン 埼玉支店 埼玉県 戸田市 氷川町2-12-7　3階 048-287-9642

32 株式会社リビングストン 本店 埼玉県 さいたま市 西区大字宝来1425番地の1 048‐625‐3151

申請事業所住所

令和3・4年度物品等入札参加資格者名簿
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33 株式会社内田洋行 営業統括グループ 東京都 江東区 東陽二丁目3番25号 03-5634-6634

34 株式会社武蔵臨床検査所 本店 埼玉県 入間市 上藤沢309-8 04-2964-2621

35 細井自動車株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 内田3-19-15 0480-34-5678

36 株式会社谷田楽器店 本店 埼玉県 熊谷市 本町1-165-1 048-521-5721

37 株式会社みつば総合鑑定所 本店 埼玉県 春日部市 中央4-9-41 048-761-5710

38 株式会社ウォーターエージェンシー 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 中央区鈴谷7-10-25 048-851-3310

39 株式会社ウチコン 本店 埼玉県 久喜市 小右衛門117 0480-52-0236

40 株式会社東武エコテック 本店 埼玉県 越谷市 東町3-61-3 048-988-2231

41 ＡＧＳ株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区針ヶ谷4-3-25 048-825-6023

42 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 公共第二ソリューション事業部 東京都 港区 三田1-4-28 03-5730-5122

43 Ｎｅｘｔ‐ｉ株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-306-6 048-667-8052

44 有限会社あすま商事 杉戸支店 埼玉県 杉戸町 堤根4512 0480-34-0322

45 株式会社アクアケア 本社 埼玉県 吉川市 保647 048-981-3068

46 株式会社アサヒメンテック 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町四丁目247番地 048-647-5651

47 アマノ株式会社 大宮支店 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-613 048-652-2461

48 エネサーブ株式会社 本社 滋賀県 大津市 月輪2-19-6 077-543-6330

49 グリーンフィル小坂株式会社 本店 秋田県 鹿角郡小坂町 小坂鉱山字尾樽部60番地1 0186-29-2924

50 グローリー株式会社 関東支店 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-660 048-654-8601

51 コーエィ株式会社 Ｅ・Ｃ事業部　さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 西区飯田新田244-1 048-620-2323

52 ジーエムいちはら工業株式会社 東京営業所 東京都 台東区 浅草橋5-4-2横山ビル 03-3862-6976

53 セントラルビルテック株式会社 春日部支店 埼玉県 春日部市 一ノ割1-4-6ｽｳｨｰﾄﾊｲﾑ201 048-884-9898

54 ダイヤモンド観光 本店 埼玉県 白岡市 荒井新田451-1 0480-53-7781

55 ダイヤモンド観光バス株式会社 本店 埼玉県 白岡市 荒井新田451-1 0480-53-7781

56 テスコ株式会社 埼玉支店 埼玉県 川口市 飯塚1-3-26 048-229-1922

57 株式会社フラワー企画 総合備品レンタルセンター 埼玉県 越谷市 神明町3-412 048-975-0111

58 ライン企画工業株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3-13-24 048-853-3005

59 ワールドウォーターバッグ株式会社 本店 大阪府 大阪市 東住吉区今川1-6-23 06-6713-7465

60 株式会社サクラプランニング 本店 埼玉県 幸手市 東4-13-13 0480-43-7082

61 株式会社両備システムズ 本店 岡山県 岡山市 南区豊成2-7-16 03-3769-7800

62 株式会社中野技術 本店 埼玉県 新座市 東北1-14-1 048-486-0271

63 株式会社伊藤公害調査研究所 埼玉支社 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋3-195-1 048-642-7575

64 株式会社武田エンジニヤリング 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区東岩槻4-6-8 048-756-4705
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65 株式会社Ｍ’ｓジャパン 本店 埼玉県 所沢市 大字山口373番地の9 04-2926-7437

66 （一社）埼玉県環境検査研究協会 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区上小町1450-11 048-649-1151

67 三和システムサービス株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町2-477　福島ビル３階 048-653-2211

68 三立通信株式会社 本店 東京都 千代田区 内神田3-4-13 03-5296-0511

69 三重中央開発株式会社 本店 三重県 伊賀市 予野字鉢屋4713 0595-20-1119

70 中央プリント株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 大字堤根3947-2 0480-32-0045

71 株式会社八州 北関東支社 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町1-82-1 048-640-5868

72 公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 本店 埼玉県 吉見町 江和井410-1 0493-81-6029

73 国際文化財株式会社 東日本支店 東京都 品川区 東五反田2-3-4 03-5447-8585

74 坂戸防災株式会社 本店 埼玉県 坂戸市 三光町36-1 049-281-5243

75 埼玉中央ビルメンテナンス協同組合 本店 埼玉県 さいたま市 北区奈良町95-5 048-654-0800

76 埼玉消防機械株式会社 中央支店 埼玉県 さいたま市 南区辻4-18-10 048-838-0299

77 大成エンジニアリング株式会社 本社 東京都 新宿区 馬場下町1番地1 03-5285-3151

78 大成起業株式会社 本社 埼玉県 越谷市 大成町7-203-1 048-971-7364

79 大栄環境株式会社 本店 大阪府 和泉市 ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ2-3-28 0725-54-3061

80 株式会社日本メディカ 本店 東京都 日野市 高幡507番地4-413 03-5388-9515

81 日本自動ドア株式会社 埼玉営業所 埼玉県 春日部市 南栄町8-6 048-761-6101

82 日本通信紙株式会社 埼玉出張所 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町3-134-1 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾙ大宮205 048-642-5532

83 日神電子株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3－515－2 048-652-1765

84 日興サービス株式会社 本店 埼玉県 戸田市 笹目北町14番地19 048-421-9431

85 旭ビル管理株式会社 久喜営業所 埼玉県 久喜市 野久喜751-3 0480-24-3738

86 株式会社東京黒板製作所 本社 東京都 板橋区 熊野町11-7 03-3959-1551

87 東日本総合計画株式会社 関東支店 埼玉県 川越市 新宿町5丁目3番地3 049-244-5600

88 東武デリバリー株式会社 浦和美園営業所 埼玉県 さいたま市 緑区大門2500 048-633-0951

89 東洋計器株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-2-20 048-613-1031

90 株式会社ほけんショップアイ 本店 埼玉県 羽生市 西2-14-22 048-563-2558

91 株式会社アサヒコミュニケーションズ 本店 埼玉県 鴻巣市 本町4-3-23 048-541-5152

92 株式会社ウインズ 本店 埼玉県 川越市 山田253-3 049-225-7535

93 株式会社エス・アイ・シー さいたま支店 埼玉県 さいたま市 大宮区東町1-16-2 045-620-2974

94 株式会社コスモリサーチ 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 桜区田島1-12-10-202 048-799-3521

95 株式会社ニックス 本店 埼玉県 狭山市 入間川4-25-3 04-2954-9910

96 株式会社ベイプランニング 本社 埼玉県 さいたま市 岩槻区古ヶ場2-2-1 048-797-5785
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97 株式会社ＩＥＭ 本店 神奈川県 川崎市 川崎区宮本町6-1 044-221-7155

98 株式会社ＵＲリンケージ 埼玉事務所 埼玉県 さいたま市 南区南本町1-5-6 048-872-3055

99 理想科学工業株式会社 理想さいたま支店 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町4-138 048-649-6223

100 白川舞台機構株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 桜区大字道場709－1 048-856-0865

101 立川ハウス工業株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-11-2　松栄浦和ビル 048-864-8841

102 第一環境株式会社 本社 東京都 港区 赤坂2-2-12 03-6277-7920

103 株式会社金聖堂情報システム 本店 埼玉県 日高市 大字梅原99-2 042-985-1511

104 鈴木電気工業株式会社 本店 埼玉県 久喜市 八甫五丁目73番地 0480-58-2446

105 関東文化財振興会株式会社 本店 茨城県 筑西市 布川1012 0296-28-7737

106 有限会社オフィス・エイ・ジー 本店 埼玉県 富士見市 水谷東2-25-5 048-476-0025

107 株式会社アミテン 本店 埼玉県 上尾市 小敷谷77-1-2-30-402 048-627-2256

108 株式会社ニッコクトラスト 本社 東京都 中央区 日本橋堀留町2-4-3 03-6861-4451

109 株式会社リッショー 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町4-2626-6 048-871-5752

110 株式会社環境管理センター 北関東技術センター 埼玉県 さいたま市 中央区本町東3-15-12 048-840-1100

111 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-9-6 048-648-3111

112 株式会社ＬＮＪ関東 本社 東京都 中央区 日本橋本町1-9-1 S-GATE日本橋本町10F 03-3527-9014

113 さいたま新生株式会社 さいたま新生㈱ 埼玉県 川口市 栄町3-3-3 048-250-0074

114 アセットガード株式会社 本店 埼玉県 越谷市 南越谷1-26-7-208 048-964-0099

115 ニッポンレンタカー北関東株式会社 本社 埼玉県 上尾市 緑丘2丁目6番3号 048-776-7111

116 ノダック株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 南区文蔵3-28-6 048-711-7332

117 株式会社ウォーターテック 東日本支店 東京都 港区 芝浦3-16-1 03-3456-0795

118 株式会社青木 本店 埼玉県 三芳町 上富1996-1 049-274-7755

119 三谷コンピュータ株式会社 本社 福井県 坂井市 丸岡町熊堂第3号7番地1-13 0776-67-8005

120 株式会社三郷興業 春日部支店 埼玉県 春日部市 中央1-53-7-308 048-734-6661

121 株式会社内藤ハウス 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町4-183-3 048-643-1714

122 小島商事株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区大戸1688-8 048-799-0512

123 新生ビルテクノ株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 緑区大字三室1344-5 048-875-2333

124 株式会社ソシアルサービス 本店 埼玉県 久喜市 菖蒲町三箇2878-1 0480-85-6015

125 株式会社大和速記情報センター 本社 東京都 港区 新橋5丁目13番1号 03-5776-1155

126 株式会社大洋画地 本店 埼玉県 川口市 青木4-7-3 048-257-1100

127 株式会社松下設計 本店 埼玉県 さいたま市 中央区上落合1-8-12 048-840-4118

128 株式会社流通研究所 本店 神奈川県 厚木市 寿町1-4-3-2 046-295-0831
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129 株式会社総合環境分析 埼玉営業所 埼玉県 羽生市 上新郷5995番地7 048-560-7770

130 青木清掃株式会社 本店 埼玉県 桶川市 南1-2-6 048-775-1551

131 株式会社スリーライク 東京支店 東京都 台東区 台東3-7-3 03-5812-6960

132 ＴＳＰ東日本株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 北区吉野町2-276-1 048-666-0070

133 株式会社サンワールド 本店 埼玉県 久喜市 除堀158-3 0480-22-5665

134 デュプロ株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-13 048-662-8671

135 株式会社ネイチャー 本店 栃木県 宇都宮市 江曽島町1365-1 028-659-0555

136 株式会社ムサシ 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-2 048-640-5895

137 新日本厨機株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区文蔵2－29－25 048-872-8881

138 日本電気株式会社 関東甲信越支社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 048-641-1411

139 株式会社水機テクノス 本店 東京都 世田谷区 桜丘5-48-16 03-3426-2600

140 株式会社清水合金製作所 東京営業所 東京都 新宿区 西新宿4-2-18三共西新宿ビル 03-3370-6586

141 株式会社あさひ総合システム 埼玉業務管理センター 埼玉県 八潮市 八潮5-8-13-102 048-998-5577

142 株式会社埼玉ひかりのくに 本店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町1-166-4 048-663-3070

143 エイバン商事株式会社 本店 東京都 豊島区 駒込1-14-9 03-5940-7066

144 株式会社エルコム 本社 東京都 大田区 千鳥2-10-16 03-5482-2141

145 株式会社クワバラ・パンぷキン 本店 埼玉県 さいたま市 中央区本町西4-11-10 048-852-7496

146 株式会社エコ計画 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町4-2-20エコ計画浦和ビル 048-862-5011

147 欠番
148 有限会社平澤興業 本店 埼玉県 越谷市 大間野町4丁目212番地3 048-987-0830

149 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 本店 東京都 港区 芝浦1-2-3 03-6858-9203

150 三国水材株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 中央区本町西5-4-22 048-852-7782

151 株式会社両毛システムズ 本社 群馬県 桐生市 広沢町3－4025 0277-53-3139

152 埼玉建築物総合管理協同組合 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂4-3-1-203 048-711-7865

153 埼玉田中電気株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 048-845-6511

154 大協和工業　株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 西区宝来1425-1 048-623-3711

155 大畑電研株式会社 本店 埼玉県 蓮田市 黒浜3111-2 048-769-1191

156 株式会社富士サンクリーンサービス 本店 埼玉県 杉戸町 深輪760-1 0480-38-2278

157 株式会社富士通ゼネラル 情報通信ネットワーク営業部 神奈川県 川崎市 高津区末長3-3-17 044-861-7786

158 新明和アクアテクサービス株式会社 北関東センター 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-43-20 048-651-9861

159 日本工営株式会社 北関東事務所 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町2-35 048-647-8411

160 日本無線株式会社 埼玉営業所 埼玉県 ふじみ野市 福岡2-1-12 049-257-6279
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161 日本電子計算株式会社 公共事業部 東京都 千代田区 九段南1-3-1 03-5210-0172

162 株式会社日水コン 埼玉事務所 埼玉県 さいたま市 南区白幡4-23-10 048-836-3301

163 株式会社日環サービス 本店 埼玉県 川口市 前川1-14-15 048-265-0695

164 有限会社中野薬局 本店 埼玉県 幸手市 中三丁目3番15号 0480-42-0904

165 株式会社東亜産業 本店 埼玉県 さいたま市 緑区中尾1523 048-873-3784

166 東日本電信電話株式会社 埼玉事業部 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 048-626-5249

167 株式会社東洋食品フードサービス 本店 東京都 台東区 東上野1丁目14番4号 03-3836-1285

168 東芝エレベータ株式会社 北関東支社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 048-645-6800

169 株式会社ＪＴＢ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-75 048-644-5313

170 株式会社ケント・コーポレーション 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区本太2-9-24 048-882-5735

171 株式会社シナジー 本社 沖縄県 宜野湾市 大山七丁目10番14号3階 098-988-0184

172 株式会社ジーシーシー 埼玉支社 埼玉県 熊谷市 筑波2-15大樹生命熊谷ビル4階 048-501-0370

173 株式会社スイカン 本店 埼玉県 鴻巣市 笠原1989-7 048-577-7822

174 株式会社データホライゾン 本社 広島県 広島市 西区草津新町1-21-35 082-279-5550

175 株式会社加藤商事 本店 埼玉県 さいたま市 西区内野本郷297-4 048-624-5335

176 株式会社日本インシーク 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町1-103 048-658-7373

177 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 048-626-5249

178 長田広告株式会社 本店 愛知県 津島市 東柳原町5-5-1 0567-26-5251

179 株式会社関東マツダ 法人営業本部 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-345 048-641-3657

180 株式会社ＲＣＳコーポレーション 本店 東京都 新宿区 大久保2-3-9ヴァリエ戸山1001号室 03-5155-6979

181 トヨタＬ＆Ｆ埼玉株式会社 久喜営業所 埼玉県 久喜市 八甫3-218 0480-57-0002

182 株式会社アイエスエス 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町二丁目7番6号3F 048-643-0055

183 株式会社マイオー 本社 埼玉県 春日部市 豊町5-7-23 048-761-1715

184 株式会社サーベイリサーチセンター 本店 東京都 荒川区 西日暮里二丁目40番10号 03-3802-6727

185 株式会社日立システムズ 関東甲信越支社　営業本部　第一営業部 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-75 048-644-7171

186 株式会社レンタルのニッケン 岩槻営業所 埼玉県 さいたま市 岩槻区大字浮谷1509-1 048-798-8170

187 有限会社文幸堂 本店 埼玉県 杉戸町 下野847-7 0480-34-3988

188 アサヒプリテック株式会社 北関東営業所 埼玉県 杉戸町 本郷東中616 0480-33-4393

189 カワナベ工業株式会社 埼玉営業所 埼玉県 熊谷市 曙町1-23-1曙町ﾊﾟﾚｽ1-A 048-501-8407

190 ネッツトヨタ東埼玉株式会社 本社 埼玉県 川口市 芝1-38-1 048-268-1414

191 リエスパワーネクスト株式会社 本店 東京都 豊島区 東池袋四丁目21番1号 03-5960-8130

192 株式会社セレスポ さいたま支店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-1大黒屋オフィスビル4階 048-825-3271
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193 株式会社日本レップス 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 見沼区東門前35-1ｺｽﾓｾﾌﾞﾝ7-101 048-687-7774

194 株式会社篠崎ポンプ機械製作所 本社 茨城県 古河市 横山町2-9-2 0280-32-0065

195 公共地研株式会社 本社 埼玉県 川口市 戸塚3-25-27 048-297-5751

196 （公財）埼玉りそな産業経済振興財団 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-9-15 048-824-1475

197 共栄建材工業株式会社 本店 埼玉県 三郷市 三郷1-14-13 048-953-1141

198 協栄興業株式会社 本社 埼玉県 春日部市 下柳1450-5 048-718-0311

199 双葉産業株式会社 本店 東京都 八王子市 本郷町8-12 042-625-3711

200 太平洋陸送株式会社 本店 埼玉県 熊谷市 三ヶ尻5378 048-531-3751

201 日本消防サービス株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 三室1206-3 048-875-0119

202 日本美装株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9-14-6 048-822-1341

203 日本通信ネットワーク株式会社 本社 東京都 千代田区 有楽町1-7-1 03-3201-2921

204 東京センチュリー株式会社 本店 東京都 千代田区 神田練塀町3番地 03-5209-5920

205 東京日野自動車株式会社 松伏支店 埼玉県 松伏町 田島東1-2 048-993-2111

206 株式会社三工社 本社 東京都 港区 芝大門1-10-11　芝大門センタービル 03-3433-2677

207 株式会社日本ブッカー 本店 東京都 調布市 深大寺北町2-43-6 042-483-2253

208 株式会社ビジネスランド 草加支店 埼玉県 草加市 金明町310 048-935-0200

209 株式会社フューチャーイン 東京支店 東京都 品川区 西五反田八丁目7番11号アクシス五反田ビル6F 03-5434-7761

210 株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都 新宿区 西新宿2丁目1番1号　新宿三井ビルディング 042-356-0127

211 株式会社東京航業研究所 本店 埼玉県 川越市 大字伊佐沼28番1 049-229-5771

212 長島鋳物株式会社 本社 埼玉県 川口市 仲町2-19 0480-58-2211

213 株式会社カンエイメンテナンス 本社 埼玉県 行田市 桜町1-6-10 048-554-9511

214 株式会社管材屋 本社 埼玉県 杉戸町 大字椿33-1 0480-38-2111

215 有限会社両森消防 本店 埼玉県 草加市 両新田東町101 0489-25-8895

216 株式会社サイオー 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-12-4 048-710-5588

217 りそな決済サービス株式会社 本店 東京都 江東区 木場1-5-25 03-6832-7400

218 アシスト株式会社 本社 愛知県 名古屋市 緑区滝ノ水5-1310 052-908-0020

219 ジェイフィルム株式会社 本社 東京都 千代田区 東神田2-5-15 03-3862-9330

220 トーテックアメニティ株式会社 東京事業所 東京都 新宿区 西新宿2-1-1 03-5657-3200

221 株式会社ハクトートータルサービス 本店 長野県 上伊那郡南箕輪村 8362-4 0265-78-8340

222 株式会社アクアテック 関東営業所 東京都 品川区 南品川4-4-17品川ｻｳｽﾀﾜｰ 03-6271-0168

223 株式会社アクティオ 春日部営業所 埼玉県 春日部市 小渕605-1 048-763-8281

224 株式会社ハートコーポレイション 本店 茨城県 水戸市 中央2-6-10 029-226-8010
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225 株式会社西日本水道センター 関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋2-801-2 048-783-7900

226 株式会社電算 本店 長野県 長野市 鶴賀七瀬中町276-6 026-224-6666

227 有限会社ナカヨシ 本店 埼玉県 宮代町 道佛3-26-1 0480-34-3311

228 （一財）日本環境衛生センター 本店 神奈川県 川崎市 川崎区四谷上町10番6号 044-288-4896

229 三菱電機クレジット 本店 東京都 品川区 大崎1-6-3 03-5496-9255

230 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関越支社 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町1-110 048-650-1005

231 井草仁商事株式会社 本店 埼玉県 春日部市 道順川戸4-3 048-754-1151

232 優良教材株式会社 本店 埼玉県 春日部市 南2-1-31 048-734-2851

233 太平ビル管理株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 杉戸2-6-3 0480-32-0381

234 彩ネット株式会社 本店 埼玉県 川口市 並木2-25-3 048-259-2366

235 日興通信株式会社 埼玉支社 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町1-75-1 048-644-6326

236 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京支店 東京都 港区 海岸1-14-22 048-826-6110

237 日本健保株式会社 本店 大阪府 門真市 柳田町4番17号 06-6903-2008

238 有限会社進和 本店 埼玉県 所沢市 下富1288-1 04-2990-5055

239 有限会社遠藤商事 杉戸支店 埼玉県 杉戸町 高野台東1-1-5 0480-31-0882

240 朝日印刷株式会社 朝日印刷株式会社 埼玉県 春日部市 一ノ割2-1-30 048-736-3901

241 東京体育機器株式会社 本店 東京都 墨田区 押上1-40-7 03-3625-6801

242 東伸エンジニアリング株式会社 本店 東京都 品川区 西五反田2-29-9 03-6420-3551

243 東海体育指導株式会社 埼玉支店 埼玉県 入間市 鍵山1-7-13 04-2962-2617

244 東金属株式会社 本社 埼玉県 久喜市 菖蒲町台422番地2 0480-85-0234

245 株式会社ウォ－ターサポート 本店 埼玉県 桶川市 坂田西3-54-4 048-782-7180

246 株式会社エムティーアイ 本店 東京都 新宿区 西新宿3-20-2 03-5333-6789

247 株式会社オンロード 本店 埼玉県 上尾市 大字向山31-10 048-781-2255

248 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 本店 京都府 京都市 右京区西京極西池田町9番地５　西京極駅前ビル6階 075-924-2603

249 株式会社ティーエムハンズ 関東支店 埼玉県 入間市 狭山台1-2-13 04-2934-6720

250 株式会社ナリコー 本社 千葉県 成田市 三里塚光ケ丘1番地1331 0476-35-5321

251 株式会社中央設計技術研究所 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 桜区西堀一丁目11番７号 048-845-6020

252 株式会社丸紅食器設備 本店 埼玉県 川越市 問屋町9-2 049-222-3017

253 株式会社地域総合計画 関東事業所 埼玉県 志木市 館1-6-15-204号 048-424-3268

254 株式会社埼玉ヤマト 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区西原台1-1-10 048-757-2200

255 株式会社東洋食品 本店 東京都 台東区 東上野1-14-4 03-3836-1291

256 株式会社話し方教育センター 本店 東京都 港区 新橋4-30-6 03-5777-1874
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257 株式会社ＪＥＣＣ 本店 東京都 千代田区 丸の内3-4-1 03-3216-3962

258 極東ビル管理株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 見沼区大和田町1-1843 048-686-8880

259 視聴覚システム株式会社 本店 埼玉県 春日部市 粕壁東2-10-14 048-754-2225

260 辻󠄀・本郷税理士法人 本社 東京都 新宿区 西新宿一丁目２５番１号新宿センタービル３１Ｆ 03-5323-3301

261 株式会社ワイエム 本店 埼玉県 川越市 大字砂683 049-241-0015

262 株式会社新東管理 本店 東京都 東大和市 蔵敷2-480-2 042-564-8425

263 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町一丁目10番地17 048-643-6491

264 ＯＡＧ税理士法人 本店 東京都 千代田区 五番町6番地2 03-3237-7500

265 株式会社総合鑑定調査 本店 愛知県 名古屋市 中区錦1－6－18　J･伊藤ﾋﾞﾙ4階 052-212-6800

266 株式会社リジオナル・プランニング・チーム 本店 東京都 新宿区 四谷2-11 03-5367-3590

267 みどり産業株式会社 本社 埼玉県 春日部市 樋堀138番地3 048-754-4621

268 アジア航測株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 南区南本町1-17-1　MMCビル 048-816-3511

269 アズビル金門株式会社 さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 中央区本町西4-18-1 048-762-7069

270 キハラ株式会社 本店 東京都 千代田区 神田駿河台3-5 03-3292-3301

271 クボタ機工株式会社 東京支店 東京都 中央区 日本橋本石町3-3-10 03-3245-3141

272 ジークライト株式会社 本社 山形県 米沢市 大字板谷315 0238-34-2111

273 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所 埼玉県 さいたま市 中央区新中里4-14-17 048-833-7676

274 株式会社ニッコク 東京支店 東京都 港区 六本木6-17-1 03-5410-0129

275 株式会社日本ウォーターテックス 本社 埼玉県 幸手市 緑台一丁目19番11号 0480-43-3601

276 城山産業株式会社 埼玉支店 埼玉県 越谷市 南越谷4-23-13 048-987-1081

277 埼玉協立オート・ドア株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-748 048-644-0541

278 埼葛ガス株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 杉戸3-1-7 0480-34-2503

279 太陽管財株式会社 久喜営業所 埼玉県 久喜市 久本寺29-1 0480-58-7000

280 日本船舶薬品株式会社 関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-515　岡部ﾋﾞﾙ3階 048-660-2271

281 有限会社安全工機 本店 埼玉県 春日部市 南中曽根641-2 048-761-0231

282 有限会社岡本商事 本店 埼玉県 久喜市 八甫4-663 0480-58-2520

283 東京ガスリース株式会社 本店 東京都 新宿区 西新宿3-7-1 03-5322-1125

284 東京電力エナジーパートナー株式会社 本社 東京都 千代田区 内幸町1-1-3 03-6373-1111

285 株式会社大和ビジネス 本店 埼玉県 越谷市 平方2827-1 048-976-2301

286 株式会社もっかいトラスト 春日部営業所 埼玉県 春日部市 南栄町15-9 048-754-6298

287 株式会社イマイ 本店 埼玉県 さいたま市 北区別所町63番7 048-665-2181

288 株式会社イーズ 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区古ヶ場2-2-1 048-876-9905
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289 株式会社イートラスト埼玉 本店 埼玉県 行田市 栄町8番12号 048-556-6101

290 株式会社ナブアシスト 本店 群馬県 前橋市 元総社町521-8 027-253-1633

291 株式会社リサーチアンドソリューション 東京支社 東京都 渋谷区 本町4-12-7泉西新宿ビル3階 03-6311-8356

292 株式会社三和堂 本店 東京都 渋谷区 恵比寿西2-17-21 03-5457-1731

293 株式会社島興 本店 埼玉県 久喜市 河原井町13 0480-26-5151

294 武蔵野環境整備株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9-5-8 048-831-9667

295 第一法規株式会社 本店 東京都 港区 南青山2-11-17 03-3404-2251

296 綜合警備保障株式会社 埼玉中央支社 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 048-647-1155

297 能美防災株式会社 北関東支社 埼玉県 さいたま市 北区本郷町272 048-669-2258

298 長野ポンプ株式会社 東京営業所 東京都 千代田区 外神田五丁目5－11小西ビル1階 03-5812-4021

299 株式会社まち研 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂4-4-1 050-3786-5411

300 安住環境整美株式会社 春日部支店 埼玉県 春日部市 中央7-1-15-301 048-736-7166

301 株式会社前澤エンジニアリングサービス 関東支店 埼玉県 川口市 仲町5-11 048-255-1223

302 株式会社グローブ 本店 埼玉県 春日部市 西金野井64-14 048-816-5926

303 株式会社ティー・アール・シー 本店 東京都 板橋区 高島平1-1-4 03-5922-0850

304 有限会社毛野考古学研究所 埼玉支所 埼玉県 比企郡吉見町 北吉見1440-1 0493-81-7878

305 アクリーグ株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区辻4-20-21 048-872-1500

306 オリジナル設計株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9丁目9番1号 048-815-5553

307 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 本店 東京都 調布市 調布ヶ丘3-6-3 03-6731-9111

308 リコーリース株式会社 関東支社 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町1-114-1 048-645-1023

309 株式会社三和文具 本店 埼玉県 春日部市 米崎105番地 048-746-0082

310 仁尾興産株式会社 東京営業所 東京都 新宿区 新宿4-3-17FORECAST新宿SOUTHビル6階 03-6867-1596

311 伏見屋石油株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 清池2-8-7 0480-32-4411

312 光伸株式会社 関東支店 千葉県 松戸市 横須賀1-1-6 047-342-9888

313 大倉工業株式会社 東京支店 東京都 豊島区 東池袋3-13-2 03-6912-5041

314 大塚消火器株式会社 本社 埼玉県 春日部市 八丁目429 048-761-3201

315 大新東株式会社 本店 東京都 調布市 調布ヶ丘3-6-3 03-6731-9110

316 株式会社富士電機ＩＴソリューション 本社 東京都 千代田区 外神田6-15-12 03-5817-5751

317 日之出水道機器株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町1-62 ﾏﾚｰS・Tﾋﾞﾙ5F 048-650-6188

318 日本情報システム株式会社 本店 埼玉県 狭山市 狭山台4-22-2 04-2958-2221

319 日産緑化株式会社 埼玉支店 埼玉県 加須市 南篠崎1-11-3 0480-67-3001

320 株式会社髙橋医科器械店 本店 埼玉県 熊谷市 箱田6-14-38 048-521-0552
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321 株式会社カナイ消防機材 さいたま市営業所 埼玉県 さいたま市 岩槻区西町2-2-4ｴｸｾﾚﾝﾄ岩槻101 048-812-4770

322 株式会社サイサン 埼玉支店 埼玉県 上尾市 平方領領家639 048-780-7530

323 株式会社サイボウ 本店 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 048-687-3131

324 株式会社高見沢分析化学研究所 本店 埼玉県 さいたま市 桜区西堀6-4-28 048-861-0288

325 武洲アローサービス株式会社 本店 埼玉県 上尾市 小泉六丁目11番地12 048-781-0862

326 西菱電機株式会社 東京支社 東京都 港区 芝大門一丁目1番30号 03-5777-3944

327 越健産業株式会社 本店 埼玉県 川越市 久保町2-1 049-224-1277

328 株式会社会議録センター 本店 埼玉県 鴻巣市 鎌塚1-4-12 048-549-0822

329 エーシーテクノサンヨー株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 北区日進町3-597-1 048-652-4449

330 小川ポンプ工業株式会社 東京事務所 東京都 千代田区
神田三崎町2-13-1
田辺ビル4F

03-6272-6083

331 株式会社キャンサースキャン 本店 東京都 品川区 西五反田1-3-8 03-6420-3390

332 ＯＫＩクロステック株式会社 第二支社 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3丁目10番5号 048-855-7580

333 株式会社アスカクリエート 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル21階 048-871-7291

334 株式会社トーケミ 東部支店 東京都 台東区 台東1-19-2 03-5817-2025

335 バイザー株式会社 本店 愛知県 名古屋市 中村区名駅南二丁目14番19号 052-485-7870

336 ユーロフィン日本総研株式会社 埼玉事業所 埼玉県 さいたま市 北区吉野町二丁目1491-1 048-669-2663

337 株式会社環境・グリーンエンジニア 埼玉事務所 埼玉県 鴻巣市 上谷2407-5 048-540-6341

338 有限会社鈴木商事 本店 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮1-17-12 048-686-7533

339 三谷不動産鑑定事務所 三谷不動産鑑定事務所 埼玉県 春日部市 米島820-100 090-4618-6437

340 中里建設株式会社 本店 栃木県 佐野市 栃本町1051 0283-62-0272

341 株式会社地域総合計画研究所 本社 東京都 港区 南青山5-1-25 03-3400-4952

342 有限会社埼玉幼保 本店 埼玉県 さいたま市 西区指扇1215-3 048-622-0009

343 株式会社パラレル 本店 埼玉県 久喜市 東大輪258 0480-59-5265

344 株式会社旭クリエイト 本店 埼玉県 久喜市 西大輪2088-1 0480-59-1112

345 渋沢電気管理事務所 本店 埼玉県 春日部市 西宝珠花217-1 048-748-1797

346 華陽印刷株式会社 本店 埼玉県 春日部市 浜川戸1-18-2 048-752-6095

347 株式会社日本フードキャスト 本店 東京都 豊島区 東池袋3-20-3 03-5928-5886

348 株式会社日本環境ビルテック 戸田営業所 埼玉県 戸田市 新曽969-1 048-431-1223

349 株式会社キューブコンサルティング 本店 埼玉県 久喜市 本町三丁目13-30 0480-24-6363

350 シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション担当 東京都 港区 芝浦1-2-3 03-5446-8352

351 セノー株式会社 関東信越支店 千葉県 松戸市 松飛台398 047-385-1110

352 ライフサポート株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町1-401-1 048-653-0111
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353 中央エレベーター工業株式会社 本店 東京都 台東区 上野3-4-9 03-5818-3444

354 公営事業株式会社 埼玉営業所 埼玉県 蓮田市 西新宿6-62 048-884-9803

355 扶桑電通株式会社 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 048-646-0631

356 日清医療食品株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 048-600-2615

357 株式会社カネエイ 本社 埼玉県 蓮田市 末広1-7-4 048-769-0129

358 株式会社トーニチ 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋2-402 048-644-7417

359 株式会社保健科学東日本 本店 埼玉県 鴻巣市 天神3-673 048-543-2130

360 株式会社東京法規出版 本店 東京都 文京区 本駒込2-29-22 03-5977-0300

361 株式会社東計電算 本店 神奈川県 川崎市 中原区市ノ坪150 044-430-1311

362 株式会社ＴＫＣ 本店 栃木県 宇都宮市 鶴田町1758番地 028-648-2111

363 株式会社江東微生物研究所 さいたま岩槻営業所 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町1-18-12 048-790-1381

364 野村興産株式会社 本社 東京都 中央区 日本橋堀留町2-1-3 03-5695-2530

365 有限会社杉戸クリーンサービス 本店 埼玉県 杉戸町 木津内519-2 0480-38-1051

366 株式会社日本サポートサービス 本店 東京都 千代田区 神田猿楽町2-2-10 03-3291-6943

367 株式会社日本環境工学設計事務所 埼玉事務所 埼玉県 さいたま市 大宮区中町3-154 048-658-7221

368 かぞヤクルト販売株式会社 本店 埼玉県 加須市 南町3－34 0480-61-8960

369 シンリュウ株式会社 本店 埼玉県 朝霞市 上内間木514-2 048-456-2123

370 トースイ株式会社 本店 東京都 千代田区 平河町1-7-7 03-5276-1101

371 ニッケン管理センター株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 杉戸449番地2 0480-53-3970

372 株式会社パステル社 本店 埼玉県 富士見市 水谷東2-2-1 048-473-1188

373 株式会社ワイイーシーソリューションズ 本店 神奈川県 横浜市 中区山下町22番地 045-662-3616

374 三ッ矢産業株式会社 騎西工場 埼玉県　　 加須市 下崎200 0480-47-0851

375 内外地図株式会社 本社 東京都 千代田区 神田小川町3-22 03-3291-0338

376 株式会社坪野谷紙業 春日部事業所 埼玉県 春日部市 金崎397番地4 048-746-7027

377 大崎データテック株式会社 本店 東京都 品川区 東五反田2-1-10 03-5447-2260

378 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 公共事業本部　首都圏支店 東京都 板橋区 坂下1-19-1 03-6454-5601

379 富士通リース株式会社 関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町一丁目11番地20 048-647-0385

380 岩田建設株式会社 本店 埼玉県 杉戸町 並塚268-1 0480-38-2670

381 日本環境クリアー株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町一丁目11番地9 048-658-0111

382 有限会社ニューマテリアル 本店 埼玉県 さいたま市 南区文蔵4-23-3-504 048-839-9603

383 東邦化研株式会社 本店 埼玉県 越谷市 流通団地3-3-8 048-961-6161

384 株式会社富士環境 本店 埼玉県 宮代町 須賀998-7 0480-34-9927
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385 株式会社アイ・ディー・エー 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町3-58-203 048-729-6621

386 株式会社エス・ケイ・エム 本社 埼玉県 春日部市 粕壁三丁目3番18号 048-752-9367

387 株式会社上智 埼玉支店 埼玉県 ふじみ野市 亀久保2-10-10-308 049-269-5880

388 株式会社雄飛堂 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区東町1-54 048-641-5050

389 森平舞台機構株式会社 本店 東京都 台東区 花川戸2-11-2 03-3842-1621

390 横河ソリューションサービス株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町1-311-1 048-664-0836

391 浜野ＡＶセンター 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区釣上新田1229-2 048-798-0445

392 有限会社田口白衣 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区美園東2-28-4 048-798-1275

393 荏原実業株式会社 関東支社 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-1-4 048-824-0351

394 郡リース株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-55 明邦下町ﾋﾞﾙNo.18 4F 048-645-2781

395 日本水道管路株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町3-134-1ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾙ大宮205号 048-783-4976

396 株式会社昭和楽器 本店 埼玉県 春日部市 中央1-44-10 048-737-0707

397 株式会社アクアプロダクト 埼玉ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 埼玉県 所沢市 西狭山ケ丘1丁目256-1-101 04-2937-7875

398 ハラエンジニアリング株式会社 本店 埼玉県 鴻巣市 松原3-6-48 048-540-6815

399 埼玉トヨタ自動車株式会社 杉戸店 埼玉県 杉戸町 杉戸2503 0480-37-3111

400 株式会社アイホー 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 吉野町2-1491-1 048-662-5222

401 アトラス情報サービス株式会社 本社 大阪府 大阪市 中央区北浜3-1-6 06-6231-0771

402 アンカルク株式会社 本店 埼玉県 宮代町 宮代台2-12-5 0480-31-7838

403 株式会社インタラック関東北 本店 千葉県 千葉市 中央区新町1番地17 043-244-7555

404 有限会社オフィス東武 春日部営業本部 埼玉県 春日部市 粕壁東1-3-5 048-752-2831

405 株式会社グラケン 本店 埼玉県 杉戸町 木津内385-7 0480-38-1930

406 ジャパンエレベーターサービス城西株式会社 本店 東京都 新宿区 新宿6-29-8 03-5155-7521

407 セコム株式会社 春日部支社 埼玉県 春日部市 中央1-51-1 048-734-4611

408 フジテコム株式会社 東京支店 東京都 千代田区 神田佐久間町2-20 03-3865-2960

409 フルテック株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 桜区栄和1-14-8 048-858-5037

410 ミドリ安全株式会社 草加支店 埼玉県 草加市 稲荷5‐27‐1 048-931-2551

411 株式会社ＴＳビルシステム 本店 埼玉県 戸田市 笹目6-12-1 048-421-5925

412 株式会社データベース 埼玉営業所 埼玉県 越谷市 谷中町1-45-8 0498-962-4180

413 三洋商事株式会社 本店 群馬県 前橋市 鳥羽町34-1 027-253-2215

414 中央開発株式会社 関東支店 埼玉県 川口市 西青木3-4-2 048-250-1416

415 株式会社四門 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 浦和区北浦和2-14-8　KSハイツ北浦和107 048-814-3221

416 墨東化成工業株式会社 群馬支店 群馬県 太田市 原宿町2900 0276-37-7211
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417 太平洋セメント株式会社 環境事業部 東京都 文京区 小石川一丁目１番１号 03-5801-0402

418 文進堂印刷株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 岩槻区仲町1-10-13 048-756-0311

419 朝日航洋株式会社 埼玉支店 埼玉県 川越市 南台三丁目14番地4 049-244-2225

420 東武商事株式会社 本店 埼玉県 松伏町 ゆめみ野東4-4-4 048-992-1039

421 株式会社丸菱行政地図 さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-83-7 048-776-9833

422 株式会社エコケミカルジャパン 本店 東京都 足立区 綾瀬4-23-9 03-6802-6873

423 株式会社テムス 本店 埼玉県 春日部市 中央5丁目2番地15 048-734-4863

424 株式会社ナカノアイシステム 東京支店 東京都 大田区 西蒲田7-44-7　西蒲田T・Oビル5階B号室 03-6715-7586

425 株式会社ナカムラ消防化学 東京営業所 東京都 葛飾区 西亀有2-36-1 03-5680-6823

426 株式会社新環境分析センター 本店 新潟県 新潟市 江南区祖父興野268-1 025-284-6505

427 株式会社ＧＩＳ関東 本店 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮4-74-6 048-664-3726

428 武田商工株式会社 本社 埼玉県 熊谷市 下川上1364-8 048-521-2645

429 水道テクニカルサービス株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区別所5-15-2 048-700-4012

430 沖電気工業株式会社 首都圏営業本部 東京都 港区 芝浦4-10-16 03-5445-6092

431 株式会社社会構想研究所 本店 東京都 港区 新橋5丁目8番6号 03-6430-9277

432 株式会社サンリーク さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 南区南浦和3-33-7-201 048-711-9841

433 有限会社青柳造園 本店 埼玉県 杉戸町 下野518 0480-34-1928

434 株式会社オークス 本店 東京都 渋谷区 代々木2-7-7 03-3320-4880

435 株式会社蕨環境公栄社 本社 埼玉県 蕨市 北町三丁目4番5号 048-444-8867

436 株式会社ウィズウェイストジャパン 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町2-224-1 048-668-1414

437 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町3-13-2 OMCビル 048-644-7111

438 株式会社エースステージ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 見沼区丸ケ崎1569-6 048-797-5375

439 日本機械工業株式会社 本社営業部 東京都 八王子市 中野上町2-31-1 042-622-8899

440 アクアテック株式会社 関東営業所 埼玉県 さいたま市 南区別所5-15-2 048-700-3246

441 小池株式会社 本店 茨城県 古河市 幸町1-45 0280-32-5322

442 ミザック株式会社 東京支店 東京都 千代田区 内幸町1-3-3　内幸町ダイビル803 03-6206-6900

443 ＤＯＷＡ通運株式会社 本店 岩手県 奥州市 水沢佐倉河字中田69番地1 0197-25-5353

444 株式会社ぎじろくセンター 東京営業所 東京都 中央区 日本橋小舟町9-3-505 03-6264-8781

445 アデコ株式会社 大宮支社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16ｼｰﾉ大宮ﾉｰｽｳｨﾝｸﾞ2F 050-2000-7150

446 株式会社オーエンス さいたま支店 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 048-645-2860

447 ビソー工業株式会社 春日部支店 埼玉県 春日部市 八丁目125－1－105号 048-753-4085

448 ミツイワ株式会社 関東営業部 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町2-4-1 048-824-5911
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449 ユーロフィン日本環境株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 北区吉野町2丁目1491番地1 048-669-2661

450 株式会社クリーン工房 本店 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2さいたま新都心ＬＡタワー30Ｆ 048-601-5450

451 株式会社グリーンかんきょうネット 本店 愛知県 名古屋市 千種区今池1-6-3 052-734-0307

452 株式会社パーソンアンドパーソンスタッフ 本社 埼玉県 川口市 本町4-2-3 048-240-5717

453 一冨士フードサービス株式会社 関東支社 東京都 千代田区 神田錦町3-20 03-5282-1086

454 三和シヤッター工業株式会社 埼玉メンテサービスセンター 埼玉県 さいたま市 北区宮原町2-78-15 048-655-3054

455 株式会社丸幾商会 埼玉営業所 埼玉県 草加市 花栗2-6-7 048-946-7490

456 企業組合労協センター事業団 埼玉事業本部 埼玉県 さいたま市 南区南本町2-5-15-201 048-844-0085

457 国際航業株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮5-3-2 048-686-1220

458 大日本コンサルタント株式会社 関東支社 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 048-600-6672

459 日本ヴァンガードシステム株式会社 本店 埼玉県 加須市 北下新井1069 0480-72-8061

460 株式会社昇寿堂 北関東出張所 埼玉県 春日部市 樋堀244-3 A-209 048-797-7492

461 株式会社春場製作所 本店 埼玉県 春日部市 中央1-45-1 048-735-5507

462 朝日テック株式会社 さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 中央区鈴谷2-794 048-857-0313

463 東陽工業株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区浅間町1-4-4 048-642-5771

464 株式会社中村製作所 関東営業所 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮4-21-2 048-667-7511

465 株式会社アポワテック 本店 埼玉県 八潮市 八潮5-8-13 048-954-7810

466 株式会社エステム 関東営業所 埼玉県 久喜市 西大輪3-21-4 0480-59-3877

467 株式会社サンアメニティ 埼玉支社 埼玉県 川口市 朝日2-23-4 048-299-9766

468 株式会社フレーベル館 埼玉支社 埼玉県 さいたま市 浦和区本太1-7-13 048-881-3951

469 株式会社埼玉ワンダー社 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂4-13-18 048-862-1455

470 株式会社東和エンジニアリング 関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-970-6 048-648-7701

471 株式会社松村電機製作所 東京支店 東京都 台東区 池之端2-7-17井門池之端ビル 03-3821-6161

472 株式会社ＭＳＫ 埼玉支社 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-40-3　第一大井ビル3階 048-762-9525

473 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 埼玉事業本部 埼玉県 さいたま市 南区南本町2-5-15-201 048-844-0085

474 環境計装株式会社 本店 埼玉県 川越市 大字今福1752-4 049-241-8121

475 石山商工株式会社 本店 埼玉県 熊谷市 問屋町4-2-7 048-524-5581

476 有限会社若林商会 本店 埼玉県 春日部市 樋堀188番地6 048-754-6911

477 荏原商事株式会社 関東支社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町四丁目247番地 048-650-0712

478 行政システム株式会社 東京支店 東京都 立川市 曙町2-22-20 042-521-4194

479 シダックスフードサービス株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町2-15-1小島MNビル6階 048-650-7782

480 愛知時計電機株式会社 大宮営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町1-101 048-668-0131
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481 空間情報サービス株式会社 本店 千葉県 千葉市 中央区中央三丁目10番6号 043-222-6694

482 株式会社ナショナル消防化学 本店 埼玉県 熊谷市 上之2919-1 048-526-0119

483 ＫＤＤＩ株式会社 パートナービジネス開発部 東京都 千代田区 飯田橋3-10-10 03-6678-1725

484 神鋼環境メンテナンス株式会社 本社 兵庫県 神戸市 中央区磯上通二丁目2番21号 078-261-7940

485 株式会社神鋼環境ソリューション 東京支社 東京都 品川区 西品川1丁目1番1号 03-5931-3721

486 株式会社アミューズ 本店 埼玉県 さいたま市 中央区鈴谷7-6-23 048-859-3441

487 日本カルミック株式会社 本社 東京都 千代田区 九段南一丁目5-10 03-3230-6753

488 コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー埼玉営業所 埼玉県 川越市 旭町1-15-7 0570-000765
489 ジャパンシステム株式会社 本店 東京都 渋谷区 代々木1-22-1 03-5309-0310

490 セイノースーパーエクスプレス株式会社 美術輸送センター 埼玉県 川越市 大字池辺25-1 049-265-5135

491 タカマツ株式会社 本店 埼玉県 北本市 石戸宿三丁目91番2号 048-592-0081

492 ネットワンシステムズ株式会社 ネットワンシステムズ㈱ 東京都 千代田区 丸の内2-7-2　ＪＰタワー 03-6433-1724

493 ハイドロテック株式会社 本店 埼玉県 蓮田市 駒崎1765番地10号 048-767-0088

494 ホシザキ北関東株式会社 久喜営業所 埼玉県 久喜市 野久喜631-2　小西ビル1Ｆ　 0480-24-1671

495 株式会社サンスイ 北関東支店 埼玉県 上尾市 平方4280番地1 048-783-0880

496 株式会社パスコ さいたま支店 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮4-74-6 OSｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 048-654-2761

497 株式会社モリタ 東京支店 東京都 港区 芝5-36-7三田ベルジュビル19階 03-6400-3482

498 三栄管理興業株式会社 久喜支店 埼玉県 久喜市 吉羽180番地4　サンシティカマタ103号室 0480-38-6853

499 不二薬品産業株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 桜区田島3-3-12 048-866-2311

500 医療法人クレモナ会 本店 埼玉県 熊谷市 三ヶ尻48 048-533-8858

501 地中エンジニアリング株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 桜区田島5-19-8 048-844-1031

502 堀川産業株式会社 直販本部 埼玉県 草加市 住吉一丁目13番10号 048-925-8991

503 大成機工株式会社 東京支店 東京都 中央区 日本橋1-2-5 03-5201-7771

504 日本通運株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 中央区下落合1079-1 048-822-0202

505 株式会社明日香 本店 神奈川県 横浜市 西区北幸1-4-1 045-316-5515

506 東京通信電設株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-586 048-662-3533

507 株式会社むさしビルクリーナー 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤3-3-9 048-833-8181

508 株式会社アイコンサルタント 本店 埼玉県 狭山市 大字北入曽1363-1 04-2933-8600

509 株式会社アイネス 首都圏営業第二部 東京都 中央区 晴海3-10-1 03-6864-9545

510 株式会社イーセル 本社 広島県 広島市 西区井口五丁目6番4号 082-270-0358

511 株式会社サイタマ・ユウセイ 本店 埼玉県 上尾市 愛宕3-11-1 048-774-6305

512 株式会社ハイクレー 本店 埼玉県 久喜市 南5-4-41 0480-23-3809
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513 株式会社メフォス 本店 東京都 港区 赤坂1-23-1 03-6234-7600

514 株式会社三幸コミュニティマネジメント 埼玉東部営業所 埼玉県 久喜市 鷲宮中央2-1-14 0480-57-2701

515 株式会社三津穗 本店 埼玉県 富士見市 大字水子3023 049-252-3481

516 株式会社会議録研究所 本店 東京都 新宿区 市谷八幡町16番 03-3267-6051

517 株式会社共生 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤10-2-3-301 048-831-1818

518 株式会社図書館流通センター 本店 東京都 文京区 大塚3-1-1 03-3943-2221

519 株式会社大塚商会 LA事業部北関東LA販売課 埼玉県 さいたま市 中央区上落合8-1-19 048-858-1171

520 株式会社帝国データバンク 株式会社帝国データバンク大宮支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 048-643-2080

521 株式会社日本ケアーシステム 本店 埼玉県 川口市 南鳩ヶ谷3-19-27 048-286-1188

522 株式会社昭和綜合サービス 本社 埼玉県 さいたま市 南区大字太田窪2745 048-887-8100

523 株式会社栗原医療器械店 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮6-3-3 048-687-5210

524 株式会社環境テクノ 本店 埼玉県 東松山市 大字大谷3068-70 0493-39-5181

525 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 本店 東京都 江東区 豊洲3-3-3 03-5546-8202

526 環境テクノサービス株式会社 本社 東京都 新宿区 左門町16-1 03-3355-0045

527 税理士法人ＴＭＳ 練馬事務所 東京都 練馬区 氷川台4-47-18 03-5399-9251

528 税理士法人エム・エム・アイ 本店 東京都 品川区 大井一丁目7番6号 03-3778-2311

529 高橋工業株式会社 埼玉支店 埼玉県 上尾市 浅間台3-16-48 048-778-1977

530 株式会社福山コンサルタント 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町3-11-3 048-729-6756

531 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 首都圏部門 東京都 中央区 銀座8-21-1 03-5148-5469

532 みずほ東芝リース株式会社 本店 東京都 港区 虎ノ門一丁目2番6号 03-5253-6760

533 アクアイースト株式会社 本店 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 048-475-1511

534 株式会社アラボー 本店 埼玉県 春日部市 道順川戸13番地 048-754-0013

535 株式会社アンフィニ 本店 茨城県 つくばみらい市 板橋1812-16 048-793-4012

536 クリーンシステム株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-2-18 048-831-4615

537 株式会社シティ・プランニング 埼玉事務所 埼玉県 川越市 鴨田592-3 049-299-4040

538 株式会社ショービ 本店 埼玉県 川越市 大字砂新田2571-31 049-247-5472

539 株式会社テレビ埼玉 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤6-36-4 048-824-3131

540 ナカバヤシ株式会社 東京本社 東京都 板橋区 東坂下二丁目5番1号 03-3558-1255

541 株式会社ビルメン 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区町4-3-1 048-822-9900

542 株式会社ピーシーテレコム 本店 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 048-857-2361

543 株式会社ミヤタ商事 本店 埼玉県 吉川市 高富一丁目22番地14 048-982-2755

544 ムサシ興発株式会社 本店 埼玉県 八潮市 木曽根506 048-997-2915
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545 ランドブレイン株式会社 本店 東京都 千代田区 平河町1-2-10 03-3263-3811

546 リコージャパン株式会社 販売事業本部 埼玉支社 公共文教営業部 埼玉県 さいたま市 北区宮原町2-45-1 048-664-4331

547 株式会社加藤商事 本店 埼玉県 さいたま市 西区中釘2228-5 048-624-1611

548 株式会社武蔵野コンピューターコンサルタント 本店 埼玉県 飯能市 八幡町3-14 042-974-2416

549 凸版印刷株式会社 大宮営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町1-114-1　ORE大宮ビル8階 048-778-8538

550 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 本店 大阪府 大阪市 淀川区十三本町三丁目6番35号 06-6306-2061

551 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 関越支社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-20 048-641-1747

552 富士食品商事株式会社 本店 埼玉県 ふじみ野市 上福岡2-6-10 049-267-7979

553 帝国器材株式会社 埼玉営業所 埼玉県 幸手市 上高野2131 0480-42-0837

554 株式会社建設技術研究所 関東事務所 埼玉県 さいたま市 浦和区上木崎1-14-6 048-835-3501

555 教育産業株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 見沼区南中野301-1 048-685-0855

556 文化シヤッター株式会社 越谷営業所 埼玉県 越谷市 赤山本町11-1 K1ビル2F 048-965-9111

557 新明和工業株式会社 特装車事業部　営業本部　関東支店 埼玉県 さいたま市 北区吉野町1-20-2 048-651-9741

558 日本環境マネジメント株式会社 春日部営業所 埼玉県 春日部市 大沼7-13 048-738-5581

559 日本貨物鉄道株式会社 鉄道ロジスティクス本部営業部 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷5-33-8 050-2017-4047

560 明成物流株式会社 本社 埼玉県 深谷市 長在家198 048-578-1221

561 昭和株式会社 埼玉支社 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町７丁目１番４号 048-831-4828

562 有限会社戸口工業 本店 埼玉県 ときがわ町 玉川4621 0493-65-0601

563 東洋印刷株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区大谷口5745 048-711-7495

564 株式会社工藤設計 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区別所2-37-7 048-863-0910

565 株式会社イビソク 東京本社 東京都 中央区 日本橋小舟町15-17 5階 03-3527-3510

566 株式会社イー・エス・ピー 本店 埼玉県 杉戸町 杉戸3133 0480-32-5454

567 株式会社フジマック さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 南区関1-7-3 048-864-6301

568 株式会社マルゼン 大宮支店 埼玉県 さいたま市 見沼区大和田町2-902 048-682-0171

569 株式会社ユーディケーサービス 本店 埼玉県 さいたま市 南区沼影1-8-15 048-839-8228

570 株式会社日立国際電気 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-16 048-645-2282

571 株式会社環境総合研究所 本社 埼玉県 川越市 鴨田592-3 049-225-7264

572 水道機工株式会社 東京支店 東京都 世田谷区 桜丘5-48-16 03-3426-8111

573 永田紙業株式会社 本社 埼玉県 深谷市 長在家198 048-583-2141

574 株式会社秀飯舎 本店 埼玉県 さいたま市 西区飯田70 048-624-1121

575 蛇の目ミシン工業株式会社 国内営業第一部 東京都 八王子市 狭間町1463 042-661-2893

576 ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 本社 東京都 港区 六本木1-4-5 ｱｰｸﾋﾙｽﾞｻｳｽﾀﾜｰ 03-6738-6114
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577 株式会社チヨダ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 西区佐知川1433-1 048-780-2470

578 株式会社情報技術 本店 茨城県 つくば市 花畑3-32-10 029-864-0010

579 株式会社藤江 本店 東京都 墨田区 両国1-10-7 03-5625-5817

580 さいたまプリロ株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 北区日進町3－8 048-747-3333

581 たつみ印刷株式会社 本店 埼玉県 深谷市 上敷免28－2 048-573-2711

582 有限会社なかよし製作所 本店 埼玉県 杉戸町 並塚1955-1 0480-38-1016

583 株式会社アイタック 本店 東京都 千代田区 神田須田町1-18 03-3255-3988

584 アテンサプライ株式会社 本店 京都府 宇治市 槙島町十八52-4 0774-25-2778

585 ウォータースタンド株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-463 048-647-3290

586 株式会社ウチダ 本社 埼玉県 幸手市 中4-16-39 0480-42-4121

587 株式会社オーチュー 埼玉支店 埼玉県 所沢市 泉町914-17-101 04-2903-7750

588 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 埼玉中央営業部 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 048-649-1215

589 トッパン・フォームズ株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂1-1-1 048-822-1141

590 ナブコシステム株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-25-2 048-661-1725

591 パーソルテンプスタッフ株式会社 新越谷ｵﾌｨｽ 埼玉県 越谷市 南越谷1-16-12　新越谷第一生命ビルディング4階 048-987-7444

592 メタウォーター株式会社 さいたま営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-38-1 048-615-0860

593 株式会社モリタテクノス 東日本営業部 千葉県 船橋市 小野田町1530番地 047-457-2191

594 （一財）関東電気保安協会 埼玉事業本部 埼玉県 さいたま市 中央区上落合4-10-6 048-856-3051

595 内藤環境管理株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 南区大字太田窪2051-2 048-887-2590

596 埼玉県害虫防除事業協同組合 本店 埼玉県 さいたま市 桜区神田609番地 048-854-4817

597 新井運送株式会社 本店 埼玉県 秩父市 上吉田2887 0494-62-0489

598 昱株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 048-649-7711

599 東京エコサービス株式会社 本社 東京都 港区 浜松町1-10-17 03-5402-5371

600 株式会社ＷＩＴＨＷＩＮ 本店 愛知県 安城市 東栄町3-816-7 0566-97-8569

601 株式会社イトーキ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 048-647-5501

602 株式会社インソース 浦和事業所 埼玉県 さいたま市 南区文蔵1-2-3岡田ビル2階 048-826-5717

603 株式会社ゼンリン 大宮営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-2 　JA共済埼玉ビル１F 048-642-4946

604 株式会社デジタルスキップステーション 本店 埼玉県 川口市 上青木3-12-63 048-264-7777

605 株式会社ニチイ学館 本店 東京都 千代田区 神田駿河台二丁目9番地 03-3291-2121

606 株式会社馬渕商事 本店 東京都 中央区 日本橋1-15-1パーカービル 03-3278-0010

607 水道総合プランニング株式会社 本店 埼玉県 和光市 本町22-1 048-458-6385

608 昇寿チャート株式会社 埼玉営業所 埼玉県 川口市 西川口1-26-4 048-252-1936
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609 星野総合商事株式会社 本店 埼玉県 川口市 本蓮1-1-9 048-283-3911

610 東京サラヤ株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 北区別所町1122-1 048-665-5115

611 東武トップツアーズ株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-2 048-642-3686

612 株式会社鹿島印刷所 本店 福島県 南相馬市 鹿島区鹿島字町159 0244-46-5555

613 株式会社協和コンサルタンツ 関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町4-262-6 048-645-4740

614 株式会社フォレスト 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区飯塚1242-3 048-796-8039

615 ＫＳＳ株式会社 本店 東京都 武蔵村山市 伊奈平1-70-2 042-560-2042

616 株式会社佐賀電算センター 本店 佐賀県 佐賀市 兵庫町大字藤木1427-7 0952-34-1500

617 アースサポート株式会社 本店 東京都 渋谷区 本町1丁目4-14 03-3377-1100

618 エヌエス環境株式会社 東京支社 埼玉県 さいたま市 西区宮前町1629-1 048-614-8970

619 オリックス資源循環株式会社 本店 埼玉県 寄居町 大字三ケ山313 048-582-0871

620 セイコービルシステム株式会社 業務本部 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-12-24 048-832-3999

621 テクノ矢崎株式会社 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 見沼区丸ケ崎1040-1 048-682-6710

622 テルウェル東日本株式会社 北関東信越支店 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-61 048-640-7880

623 株式会社トミス 本社 東京都 渋谷区 代々木2-15-5 03-3370-6104

624 ハガクレフード株式会社 本店 東京都 港区芝 四丁目13-3　PMO田町東10F 03-3457-3300

625 パナソニック産機システムズ株式会社 首都圏支店 東京都 墨田区 押上1-1-2 03-6361-0281

626 メルテック株式会社 本店 栃木県 小山市 大字梁2333-29 0285-49-1080

627 株式会社ユーディケー 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町5-7-11 048-829-2911

628 株式会社タナカ 東京支社 東京都 千代田区 神田東松下町17 03-3255-1740

629 株式会社ユウ・エイヴィシステム 本店 埼玉県 さいたま市 北区吉野町2-260-10 048-667-8883

630 株式会社リクチ漏水調査 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区南浦和3-44-16 048-813-3220

631 株式会社ワコーインターナショナル 埼玉支店 埼玉県 川口市 安行領家165-1 048-298-2101

632 株式会社不二産業 本社 埼玉県 春日部市 南栄町18-7 048-761-1131

633 中央航業株式会社 本店 埼玉県 上尾市 地頭方332-7 048-780-1088

634 北海道地図株式会社 東京支店 東京都 千代田区 平河町2-6-1　平河町ビル 03-5216-4833

635 大和化成株式会社 埼玉営業所 埼玉県 幸手市 大字上吉羽字堤外1870-17 0480-48-2518

636 富士ゼロックス埼玉株式会社 営業統括部 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 048-600-1523

637 応用地質株式会社 東京事務所 埼玉県 さいたま市 北区土呂町2丁目61番5 048-652-4933

638 日伸化学株式会社 本店 埼玉県 久喜市 清久町4-1 0480-26-5150

639 日本ドライケミカル株式会社 車輌営業部 東京都 北区 田端6-1-1 03-5815-5024

640 日本光電工業株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 南区根岸3-16-17 048-861-6971
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641 有限会社彩ビル管理 本店 埼玉県 さいたま市 西区佐知川614-1 048-625-6550

642 朝日自動車株式会社 管理本部 東京都 墨田区 押上一丁目1番2号 03-3625-5505

643 朝陽商会株式会社 本店 埼玉県 春日部市 南中曽根262-112 048-761-8551

644 東京法令出版株式会社 本店 長野県 長野市 南千歳町1005 026-224-5441

645 株式会社アベル 本店 埼玉県 所沢市 泉町914番地17 04-2968-3940

646 株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 本社寄居工場 埼玉県 寄居町 三ケ山330-1 048-577-1153

647 株式会社ジーエスエフ 本店 東京都 新宿区 西新宿三丁目20番2号 03-6276-3875

648 株式会社マルツ電波 関東支店 埼玉県 さいたま市 緑区東浦和5-9-1 048-762-7612

649 株式会社地域環境計画 埼玉事務所 埼玉県 戸田市 川岸1-10-21 048-420-7550

650 株式会社埼玉測機社 本店 埼玉県 さいたま市 桜区西堀5-9-39 048-861-2111

651 株式会社現代けんこう出版 本社 東京都 墨田区 両国1-12-8 03-3846-1088

652 株式会社稲垣組 本店 埼玉県 三郷市 駒形88-1 048-949-7033

653 葉隠勇進株式会社 本店 東京都 港区芝 四丁目13-3　PMO田町東10F 03-3457-3000

654 関東いすゞ自動車株式会社 春日部支店 埼玉県 春日部市 上柳196 048-746-4151

655 関西電力株式会社 本店 大阪府 大阪市 北区中之島3丁目6番16号 06-7501-0214

656 シンコースポーツ株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区大門町3-55 048-782-5320

657 ローレルバンクマシン株式会社 首都圏第二支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町1-677 048-667-3005

658 ヤマト運輸株式会社 埼玉主管支店 埼玉県 上尾市 大字瓦葺字坂下2947-1 048-721-6130

659 有限会社太盛 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区櫛引町1-381 048-663-0461

660 株式会社ネギシ楽器 本店 埼玉県 越谷市 中町3-10 048-963-1141

661 株式会社大輝 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町5-4-3 048-749-8185

662 株式会社第一テクノ 関東支店 埼玉県 さいたま市 桜区南元宿2-34-11 048-840-3611

663 特非　地域活性化センター 本店 埼玉県 越谷市 南越谷3-26-3 048-966-9335

664 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 本店 東京都 大田区 山王1-3-5 03-3773-2021

665 株式会社プライムプラン 本店 群馬県 前橋市 元総社町142-1 027-253-3373

666 ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 中央区上落合2-3-4 048-614-8801

667 さくら観光バス株式会社 本社 埼玉県 久喜市 菖蒲町三箇2470番地1 0480-48-7720

668 株式会社アスカ アスカ杉戸店 埼玉県 杉戸町 杉戸2404-1 048-511-4365

669 株式会社アビック 埼玉中央支店 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-335-309 048-663-0106

670 イフスコヘルスケア株式会社 東日本支社 東京都 文京区 後楽一丁目1番10号 03-3868-2687

671 株式会社エコクリエイト 本店 埼玉県 三芳町 大字竹間沢728-1 049-274-5678

672 株式会社ジーシーシー自治体サービス 本店 群馬県 前橋市 三俣町2-11-10 027-232-1100
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673 株式会社セントラル・アメニティ 本店 埼玉県 久喜市 久喜東3丁目7番10号 0480-44-3116

674 セントラルスポーツ株式会社 健康サポート部 東京都 中央区 新川1-21-2 03-5543-1888

675 タニコー株式会社 大宮営業所 埼玉県 さいたま市 西区西遊馬1270-1 048-871-8081

676 ニッソウ管理株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-10 048-661-2888

677 ハピネスケア株式会社 ハピネスケア株式会社 埼玉県 さいたま市 見沼区南中野57 048-685-5163

678 株式会社メディセオ 久喜支店 埼玉県 加須市 大桑1-9 0480-67-2623

679 株式会社マックファクトリー 本店 埼玉県 草加市 旭町3-1-3 048-954-5640

680 株式会社平成エンタープライズ 本店 埼玉県 志木市 本町5-22-26 048-487-7019

681 地域計画株式会社 埼玉営業所 埼玉県 熊谷市 上中条1007-3 048-577-8240

682 株式会社大三 杉戸支店 埼玉県 杉戸町 杉戸2-16-15 0480-37-2411

683 日本測地設計株式会社 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-31-3 048-648-9993

684 有限会社県南管理興業 本店 埼玉県 さいたま市 大成町3-513 048-651-2328

685 株式会社ＹＡＭＡＮＡＫＡ 騎西工場 埼玉県 加須市 鴻茎3204-4 0480-70-2241

686 株式会社チェリービー 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町1-3-9レインボービル302 048-762-7907

687 株式会社市川環境エンジニアリング 埼玉支店 埼玉県 狭山市 大字中新田字芝276番地4 04-2950-1050

688 株式会社日立ビルシステム 関東支社 千葉県 柏市 柏四丁目8番1号 04-7168-5180

689 油鉄印刷株式会社 本店 茨城県 古河市 長谷町28-32 0280-22-0433

690 税理士法人アミック＆パートナーズ 本店 栃木県 宇都宮市 西川田町928－1 028-908-4411

691 株式会社関東サービス工社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区大門町3-59-2 048-640-1372

692 有限会社竹山百貨 有限会社竹山百貨 埼玉県 杉戸町 目沼405-2 0480-38-0550

693 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 本店 東京都 港区 海岸3−20−20ヨコソーレインボータワー 03-6858-3300

694 株式会社弥生 株式会社　弥生 埼玉県 杉戸町 宮前391-83 0480-36-5091

695 有限会社イノウ印刷 本店 埼玉県 久喜市 本町2-2-21 0480-21-2925

696 東日本漏水調査株式会社 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 南区白幡6-8-25-201 048-661-6220

697 株式会社ぎょうせい 関東支社 東京都 江東区 新木場1-18-11 03-6892-6231

698 株式会社ホンダカーズ坂戸 新座店 埼玉県 新座市 新座市野火止7-4-6 048-482-7111

699 株式会社ケー・シー・エス 東京支社 東京都 文京区 小石川1-1-17 03-6240-0597

700 ＭＩＭＩ・インターナショナル㈱ 埼玉県 越谷市 赤山町3-210-1 048-940-8707

701 エコサービス株式会社 本店 埼玉県 深谷市 高島568-1 048-587-2681

702 キングラン・メディケア株式会社 埼玉支社 埼玉県 さいたま市 見沼区大和田町1-1340 048-680-4470

703 コマツカスタマーサポート株式会社 上尾支店 埼玉県 上尾市 二ツ宮1096-1 048-776-3351

704 株式会社システムハウスアールアンドシー 首都圏事業部 東京都 品川区 東大井2-13-8 03-5762-0934
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705 株式会社トレジャーボックス 本店 埼玉県 上尾市 大字上1722-6 048-782-6660

706 パスキン工業株式会社 本店 栃木県 宇都宮市 野沢町640-4 028-665-1201

707 株式会社ボーダーリンク 本社 埼玉県 さいたま市 大宮区下町 048-631-0230

708 株式会社エミタス 本店 埼玉県 深谷市 上柴町東5-18-9 048-551-8055

709 株式会社ハイグレード 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区上野5-1-11 048-795-1883

710 株式会社レパスト 本店 東京都 中央区 銀座7-13-8 03-3541-3161

711 三峰無線株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 048-685-6518

712 三精テクノロジーズ株式会社 東京支店 東京都 新宿区 新宿4-3-17 03-3356-5651

713 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部北関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町2-28-3 048-648-7471

714 大宮通運株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 北区大成町4-914-1 048-651-3101

715 川重冷熱工業株式会社 北関東支店 埼玉県 白岡市 新白岡7-14-13 0480-44-9340

716 情報通信システムエンジニアリング株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-586 048-662-3977

717 有限会社小山商店 本店 埼玉県 杉戸町 倉松709番地 0480-32-3560

718 有限会社杉戸清掃 本店 埼玉県 杉戸町 清地3-24-5 0480-32-4133

719 （公社）杉戸町シルバー人材センター 本店 埼玉県 杉戸町 大字堤根3831-1 0480-31-1855

720 東テク株式会社 本店 東京都 中央区 日本橋本町三丁目11番11号 03-6632-7000

721 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 本店 神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸5-3-25 0466-21-8550

722 株式会社浜屋 本店 埼玉県 東松山市 下唐子1594 0493-24-5345

723 株式会社コジマ ｺｼﾞﾏ×ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ春日部店 埼玉県 春日部市 梅田2-9-20 048-753-3700

724 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 埼玉県央局 埼玉県 久喜市 南5-1-7 0480-88-1177

725 株式会社ジャクエツ 越谷店 埼玉県 越谷市 谷中町2-302 048-940-3385

726 株式会社メディア・ソリューション・センター 本店 東京都 立川市 柴崎町二丁目7番6号 042-595-6665

727 株式会社リーテム 本店 東京都 千代田区 外神田3-6-10 03-3258-8586

728 株式会社ヴィアックス 本店 東京都 中野区 弥生町2ｰ8ｰ15 03-3299-6010

729 株式会社下倉楽器 大宮店 埼玉県 さいたま市 大宮区大門町2-92 048-643-6500

730 株式会社中西製作所 北関東支店 埼玉県 さいたま市 北区吉野町2-177-1 048-667-1081

731 株式会社新電気 本店 埼玉県 三郷市 早稲田4-7-9 048-958-2611

732 株式会社極東技工コンサルタント 埼玉事務所 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋1-462-9 048-783-2539

733 清水化学工業株式会社 本社 東京都 足立区 西新井6丁目25番13号 03-3856-1211

734 田中電気株式会社 本店 東京都 千代田区 外神田1-15-13 03-3253-2811

735 船山株式会社 東京本店 東京都 中央区 月島2-20-15 03-3532-3601

736 銅鉄商事株式会社 銅鉄商事株式会社 埼玉県 川口市 朝日4丁目21番38号 048-222-4568



番号 商号又は名称 申請事業所 電話番号申請事業所住所

令和3・4年度物品等入札参加資格者名簿

737 株式会社住宅保護センター 本店 埼玉県 春日部市 銚子口字三反田1201-9 048-738-7860

738 ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社 リース営業部 東京都 港区 芝5-34-6 0120-989-651

739 アイル・コーポレーション株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-2-18 048-832-2514

740 サンラット株式会社 本店 埼玉県 川越市 上戸95-1 049-232-2400

741 シーデーシー情報システム株式会社 本店 千葉県 千葉市 中央区本千葉町4-3 043-224-7181

742 セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区高鼻町１－５３－４ 048-647-7555

743 株式会社トヨタレンタリース新埼玉 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-206-1 048-643-8282

744 株式会社ハマナアーキテクツ 本店 埼玉県 杉戸町 北蓮沼147 0480-38-3089

745 フジ地中情報株式会社 東京支店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-1 048-615-0237

746 株式会社ヤマダデンキ 春日部営業所 埼玉県 春日部市 小渕字前田259-3 048-760-0147

747 株式会社日本漏防コンサルタント 関東営業所 埼玉県 和光市 中央2-6-6 048-464-6695

748 三陽自動車株式会社 埼玉事業所 埼玉県 川口市 芝中田1-12-15-303 048-424-8935

749 佐川急便株式会社 北関東支店 埼玉県 白岡市 篠津914-3 0480-93-3155

750 太三機工株式会社 大宮営業所 埼玉県 さいたま市大宮区 三橋1-1204-2 048-645-6521

751 平成理研株式会社 群馬営業所 群馬県 太田市 長下浜田町1085-40 0276-45-7252

752 日本給食設備株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 南区南浦和3-33-15 048-886-9855

753 有限会社ライフ・サポート 本社 埼玉県 伊奈町 本町2-314-101 048-723-9000

754 有限会社春光社印刷 本店 埼玉県 春日部市 備後東6-6-6 048-735-4004

755 東彩ガス株式会社 本社 埼玉県 越谷市 越ケ谷1-14-1 048-962-1382

756 株式会社セブンサービス企画装飾 本店 千葉県 浦安市 鉄鋼通り3-4-5 047-351-7777

757 株式会社トモノ 白岡事業所 埼玉県 白岡市 篠津955番地1 0480-90-4511

758 株式会社ハタノシステム 本店 東京都 目黒区 下目黒二丁目２３番１８号 03-5740-6261

759 正和工業株式会社 正和工業株式会社 埼玉県 春日部市 豊野町2-32-19 048-736-6111

760 海青管理株式会社 埼玉営業所 埼玉県 鴻巣市 小松1-4-21 090-4420-5903

761 環境衛生株式会社 本店 埼玉県 草加市 小山1-20-41 048-941-9300

762 直治薬品株式会社 本店 埼玉県 朝霞市 浜崎1-2-20 048-476-3511

763 管清工業株式会社 北関東営業所 埼玉県 さいたま市北区 宮原町4-95-6 048-652-7633

764 都市管理サービス株式会社 幸手支店 埼玉県 幸手市 大字神明内３１９ 0480-48-2711

765 株式会社春日部観光バス 本社 埼玉県 春日部市 大場991-1武蔵ﾋﾞﾙ5階 048-737-6639

766 アイリスオーヤマ株式会社 本店 宮城県 仙台市 青葉区五橋2-12-1 022-221-3400

767 株式会社協栄 上尾営業所 埼玉県 上尾市 富士見1-7-9 048-776-8481

768 株式会社ＮＴＴドコモ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-1　ドコモ埼玉ビル4階 048-600-5101
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769 株式会社地域計画連合 本店 東京都 豊島区 北大塚2-24-5-2Ｆ 03-5974-2021

770 株式会社埼玉第一興商 本店 埼玉県 さいたま市 北区櫛引町2-296 048-667-6767

771 有限会社オギ電気 本店 埼玉県 杉戸町 佐左エ門33 0480-38-1003

772 クマリフト株式会社 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区東町1-54　雄飛堂ﾋﾞﾙ4F 048-646-0515

773 シンレキ工業株式会社 熊谷事業所 埼玉県 熊谷市 佐谷田2976 048-523-6611

774 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社 東京本部 東京都 江東区 青海一丁目1番20号 03-5564-7053

775 株式会社フクシ・エンタープライズ 埼玉支店 埼玉県 鴻巣市 東1-10-8 048-541-8551

776 株式会社セフテック 本店 茨城県 古河市 大山977-1 0280-48-4417

777 三葉化工株式会社 本店 東京都 新宿区 高田馬場4-30-21 03-5389-3411

778 日本エンドレス株式会社 本店 東京都 板橋区 新河岸2-7-7 03-5383-6777

779 日本会計コンサルティング株式会社 コンサルティング部 東京都 港区 東新橋1-5-2 03-6686-8629

780 一般社団法人日本家族計画協会 一般社団法人　日本家族計画協会 東京都 新宿区 市谷田町1-10 03-3269-4041

781 有限会社新成田総合社 本店 千葉県 成田市 御所の内18-4 0476-24-1887

782 有限会社いわつき楽器 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区東岩槻１－９－１６ 048-794-7699

783 東芝インフラシステムズ株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町1-114-1 048-640-1133

784 株式会社エヌテックサービス 春日部営業所 埼玉県 春日部市 一ノ割1丁目29-52 048-738-5345

785 株式会社シバタ 幸手工場物流センター 埼玉県 幸手市 上吉羽2100-60 0480-48-0811

786 株式会社ビー・エム・エル 埼玉第三営業所 埼玉県 さいたま市 見沼区中川1138-5 03-6629-7386

787 株式会社関東エレベーターシステム 埼玉支店 埼玉県 熊谷市 妻沼1372-3サンフォルム101 048-594-7401

788 極東サービス株式会社 本店 千葉県 八千代市 上高野1823-1 047-482-1411

789 欠番
790 ＨＥＮＮＧＥ株式会社 本社 東京都 渋谷区 南平台町16-28 03-6415-3660

791 アコーダー・ビジネス・フォーム株式会社 東京工場 埼玉県 草加市 瀬崎6-1-23 048-924-3351

792 株式会社ロングライフ 本社 茨城県 水戸市 谷津町細田1-8 029-257-2345

793 （一財）日本気象協会 事業本部 東京都 豊島区 東池袋3-1-1 03-5958-8179

794 内藤不動産鑑定事務所 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-627-5 048-652-0417

795 埼玉ダイハツ販売株式会社 本社 埼玉県 さいたま市 南区根岸5-16-6 048-865-0116

796 大阿蘇水質管理株式会社 本店 埼玉県 越谷市 大字大林272番地1 048-974-8011

797 東電フュエル株式会社 火力原子力防災事業部 東京都 江東区 東陽三丁目7番13号 03-6371-2700

798 株式会社ウォーターリンクス 本店 兵庫県 姫路市 阿保甲878 079-281-7073

799 株式会社東京天竜 本店 東京都 文京区 本郷1-28-10 03-3813-3495

800 神田通信機株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区浅間町2-167 048-641-6068
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801 表示灯株式会社 東京支社 東京都 港区 南青山5-12-22 03-3797-4811

802 株式会社コア 本店 埼玉県 長瀞町 大字長瀞1505 0494-66-0107

803 株式会社ヤマキ 本店 埼玉県 熊谷市 三ヶ尻字新山3884 048-532-1740

804 リバーホルディングス株式会社 本店 東京都 千代田区 大手町1-7-2東京ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ15階 03-5204-1890

805 株式会社アスコム 本店 埼玉県 飯能市 征矢町9－18 042-975-6477

806 エス・イー・シーエレベーター株式会社 エス・イー・シーエレベーター株式会社　埼玉支社 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-12-7　大宮西口第二大栄ビル7F 048-650-3831

807 有限責任監査法人トーマツ 本店 東京都 千代田区 丸の内三丁目2番3号　丸の内二重橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6213-1000

808 ウィズペットボトルリサイクル株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町2-224-1 048-668-1414

809 ケミテック株式会社 本店 埼玉県 さいたま市 北区奈良町157-4 048-651-0767

810 株式会社コーエー 本店 茨城県 取手市 清水747 0297-83-2424

811 チャンピオン運動具店 春日部営業所 埼玉県 春日部市 備後東8-35-6 048-735-1048

812 株式会社トネガワ 本店 埼玉県 さいたま市 岩槻区仲町1-13-16 048-766-0762

813 株式会社ムトーセーフ 浦和支店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9-22-14 048-832-1541

814 一般社団法人日本経営協会 本店 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷3-11-8 03-3403-1847

815 三晃工業株式会社 本店 大阪府 大阪市 大正区鶴町2-15-26 06-6555-7052

816 中田商会株式会社 本社 埼玉県 幸手市 権現堂148-1 0480-42-6200

817 丸茂電機株式会社 本店 東京都 千代田区 神田須田町1-24 03-3252-0321

818 株式会社信栄興業 松伏支店 埼玉県 松伏町 大字下赤岩90-1 048-992-4440

819 国土地図株式会社 本店 東京都 新宿区 西落合2-12-4 03-3953-5879

820 太平ビルサービス株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-49-8 048-644-2135

821 株式会社小栗 本店 埼玉県 幸手市 北2-8-3 0480-43-1010

822 株式会社旅クラブジャパン 本社 埼玉県 越谷市 千間台西5-3-58 048-978-6066

823 明協電機株式会社 さいたま営業所 埼玉県 所沢市 東所沢和田2-38-2 04-2944-6182

824 有限会社下水管理興業 本店 埼玉県 上尾市 大字南422-86 048-775-8118

825 東京水道株式会社 本店 東京都 新宿区 西新宿六丁目5番1号 03-3343-4560

826 東京物産株式会社 埼玉営業所 埼玉県 川口市 本蓮2-8-10 048-291-8224

827 株式会社アイアールエス 本店 東京都 新宿区 四谷3-1-3 03-3357-7181

828 株式会社ジョイトーク 本店 栃木県 さくら市 氏家2371-12 028-682-0006

829 株式会社高島テクノロジーセンター 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 048-648-2905

830 燦クリーン株式会社 本店 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 04-2929-5611

831 有限会社美光 本店 埼玉県 上尾市 小敷谷589 048-726-6859

832 長谷川体育施設株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 桜区西堀6-1-20 048-861-3911
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833 電気興業株式会社 埼玉営業所 埼玉県 ふじみ野市 西鶴ヶ岡一丁目１番１号 049-261-1514

834 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-7 048-645-0248

835 ニチレキ株式会社 埼玉営業所 埼玉県 加須市 北大桑1197-1 0480-72-5926

836 スポーツエース 本店 埼玉県 杉戸町 大字北蓮沼41 0480-38-3335

837 株式会社三栄興業 本店 埼玉県 三郷市 戸ケ崎3-347 048-955-1632

838 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス サービス事業部サービス本部 東京都 小平市 御幸町32 050-3383-3669

839 株式会社国際開発コンサルタンツ 北関東営業所 埼玉県 さいたま市 見沼区堀崎町927-17 048-682-6601

840 マーソ株式会社 本店 東京都 港区 虎ノ門4-3-1城山トラストタワー17Ｆ 03-6435-6692

841 電通工業株式会社 関東支店 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-112-13 048-652-3030

842 株式会社セフティー 本社 埼玉県 春日部市 中央2丁目14番地1 048-761-6151

843 有限会社柏屋楽器 大宮店 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-68-5 048-642-2637

844 株式会社青木商店 本店 埼玉県 新座市 中野1-1-28 048-479-3451

845 株式会社青木商店 本店 埼玉県 幸手市 中4-15-20 0480-42-0120

846 株式会社モリタホールディングス 本店 大阪府 大阪市 中央区道修町3丁目6番1号　京阪神御堂筋ビル12階 06-6208-1910

847 株式会社鈴や商事 本社 埼玉県 さいたま市 緑区山崎1-10-20 048-873-2711

848 有限会社プラスワン保険事務所 本社 埼玉県 久喜市 本町5-5-18　ＭＫビル3階 0480-26-7100

849 不二シート軽工業株式会社 本店 埼玉県 春日部市 不動院野４５１番地２ 048-752-6341

850 協電工業株式会社 本店 埼玉県 春日部市 下大増新田４２１番地１ 048-735-3722

851 株式会社ｴｽﾋﾞｲﾃﾞｰ 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 中央区上落合2-3-2 048-859-6880

852 山王株式会社 関東営業所 埼玉県 熊谷市 三ヶ尻3072 048-594-9146

853 株式会社ﾃｰﾋﾞｰｹｲ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 南区南浦和2-39-2-301 048-612-4992

854 株式会社東京商工リサーチ 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-379-5 048-640-5200

855 熊谷通運株式会社 本店 埼玉県 熊谷市 筑波 3-193 048-522-5131

856 フジオックス株式会社 栗橋溶材営業所 埼玉県 久喜市 高柳1635番地4 0480-52-2331

857 株式会社宅配 本店 東京都 文京区 本郷四丁目11番5号 03-3815-9711

858 ＪＳＬ株式会社 本店 宮城県 仙台市 青葉区東勝山3-34-5 022-725-2233

859 トレンドデザイン株式会社 さいたま事務所 埼玉県 さいたま市 中央区上落合8-12-8-307 048-851-8181

860 東京ワックス株式会社 本社 埼玉県 深谷市 上野台2920 048-573-1121

861 株式会社明日葉 本店 東京都 港区 芝4-13-3　PMO田町東10F 03-3452-3350

862 株式会社みつばコミュニティ 本店 東京都 港区 芝4-13-3　PMO田町東10F 03-3457-1101

863 株式会社テクノスジャパン 関東支店 埼玉県 さいたま市 南区文蔵4-23-20-102 048-711-6453

864 株式会社イベント・コミュニケーションズ茨城 本店 茨城県 つくば市 谷田部3625-3 029-839-2831
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865 赤城工業株式会社 さいたま新都心営業所 埼玉県 さいたま市 浦和区領家7-5-16-101 048-835-1166

866 株式会社ディーソル 本店 東京都 中央区 日本橋人形町1-8-4 03-3668-4361

867 日本ビルシステム株式会社 上尾支店 埼玉県 上尾市 柏座2-10-8 048-782-5045

868 株式会社地域文化財研究所 本店 千葉県 印西市 大森2596-9 0476-42-7820

869 株式会社マック 本社 東京都 足立区 東伊興3-15-12 03-3857-1661

870 有限会社日本一安い罠の店 本店 大分県 由布市 挾間町来鉢２９９６－２ 097-583-6767

871 玉野総合コンサルタント株式会社 埼玉事務所 埼玉県 さいたま市 中央区新中里1-2-19 048-823-9637

872 株式会社アーラリンク 大阪支店 大阪府 大阪市 浪速区難波中1-12-5 03-6633-1556

873 ソフトバンク株式会社 本社 東京都 港区 海岸一丁目７番１号 03-6889-2699

874 新日本化成株式会社 久喜営業所 埼玉県 久喜市 菖蒲町菖蒲6001-18 0480-44-9111

875 株式会社ラクロ 本店 埼玉県 川越市 大中居95-3 049-293-7474

876 サンコーコンサルタント株式会社 北関東支店 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町2-81 048-648-4850

877 株式会社テスコム 大阪営業所 大阪府 大阪市 淀川区西中島６－３－２４ 06-6155-8926

878 日東工営株式会社 本店事業部 東京都 新宿区 西新宿7-7-30 03-3366-3361

879 株式会社LEOC 本店 東京都 千代田区 大手町1-1-3 03-5220-8573

880 株式会社名豊 本社 愛知県 名古屋市 中区松原2-2-33 052-322-0071

881 株式会社セラフ榎本 本店 埼玉県 川口市 芝中田二丁目34番16号 048-265-1883

882 有限会社富商 三郷営業所 埼玉県 三郷市 鷹野5-189 048-999-5188

883 株式会社ＳＯＢＩ 本店 埼玉県 越谷市 神明町3-412 048-975-0111

884 株式会社東洋設計 埼玉支店 埼玉県 さいたま市 見沼区東大宮5-3-2 048-681-7030

885 株式会社地域デザインラボさいたま 本店 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-4-1 048-633-4301

886 ピツニーボウズジャパン株式会社 本社 東京都 品川区 北品川4-7-35 03-5657-1200

887 寺岡オート・ドアシステム株式会社 埼玉営業所 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町1‐473‐2 048-657-8151

888 株式会社電気管理協会 埼玉営業所 埼玉県 加須市 久下5-14-2 0480-53-6321

889 名鉄観光サービス株式会社 さいたま支店 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町四丁目333番地13 048-641-5388

890 トランス・コスモス株式会社 本社 東京都 豊島区 東池袋3-1-1 050-1751-8981

891 株式会社あしたばマインド 本店 東京都 港区 芝4-13-3　PMO田町東10F 03-3453-3335

892 不二商会株式会社 本店 埼玉県 川口市 朝日2-10-5 048-223-1511


