
業種 団体の名称 市町村名 団体の名称 市町村名

埼玉県新聞販売組合 さいたま市 さいたまコープ さいたま市

埼玉ヤクルト販売(株) さいたま市 埼玉北部ヤクルト販売(株) 本庄市

埼玉東部ヤクルト販売(株) さいたま市 三国コカ・コーラボトリング(株) 桶川市

(株)メモリード 前橋市 かぞヤクルト販売株式会社 加須市

生活協同組合パルシステム埼玉 さいたま市 (株)博愛社 さいたま市

熊谷安心お助け隊 熊谷市 長瀞町シルバー人材センター 秩父郡長瀞町

医）社団卓愛会　いしまるクリニック さいたま市 セブンイレブン岩槻諏訪店 さいたま市

(有)関根商事 さいたま市 ミライフ(株)川口店 川口市

東京キリンビバレッジサービス（株）川越営業所 川越市 東京キリンビバレッジサービス（株）埼玉南営業所 さいたま市

東京キリンビバレッジサービス（株）埼玉営業所 さいたま市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱草加営業所 草加市

ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱所沢営業所 所沢市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱大宮営業所 さいたま市

ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱熊谷営業所 熊谷市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱川越営業所 川越市

ﾀﾞｲﾄﾞｰテイスコムﾋﾞﾚｯｼﾞ㈱ 加須市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会採光苑 春日部市

岩槻区北部圏域　地域包括支援ｾﾝﾀｰ松鶴園 さいたま市 やまわ さいたま市

一般財団法人　東京顕微鏡院 東京都千代田区 セブンイレブン川島伊草店 比企郡川島町

イオンリテール（株）イオン狭山店 狭山市 社会福祉法人名栗園ケアセンター岩槻名栗園 さいたま市

(株)ジェイコム埼玉・東日本　所沢局 所沢市 (株)ジェイコム埼玉・東日本　川越局 川越市

やまざき商事株式会社 さいたま市 イトーヨーカ堂　大宮店 さいたま市

株式会社コモディイイダ　東浦和店 さいたま市 イトーヨーカ堂　とくし丸 さいたま市

セブンイレブン　毛呂山埼医大南店 毛呂山町 セブンイレブン　日高下川崎店 日高市

就労継続支援Ｂ型事業所　こぱん・あらぐさ 上尾市 株式会社ベルク 日高市

大久保青果 久喜市 Vege　Table 幸手市

株式会社コモディイイダ 東京都北区 諸星様（農家） 所沢市

株式会社　イチカワ 所沢市市

吾妻工業(株) さいたま市 岩崎工業(株) 蓮田市

岩堀建設工業(株) 川越市 小沢工業(株) 行田市

川村建設(株) さいたま市 北本建設(株) 北本市

協同建設(株) 志木市 (株)栗原工務店 さいたま市

(株)島村工業 比企郡川島町 (株)シンエイ さいたま市

関中建設(株) 東松山市 大真建設(株) さいたま市

大和建設工業(株) 春日部市 高野建設(株) 志木市

(株)高橋組 秩父市 高元建設(株) 越谷市

竹並建設(株) 本庄市 (株)タナベ建設 鴻巣市

(株)谷口工務店 さいたま市 千代本興業(株) 上尾市

司産業株式会社 入間市 中里建設(株) 東松山市

中村建設(株) 南埼玉郡宮代町 (株)西村建設 川越市

初雁興業(株) 川越市 古郡建設(株) 深谷市

増田建設(株) 川越市 (株)山崎工務店 さいたま市

吉真建設(株) さいたま市 寄居建設(株) 大里郡寄居町

和光建設(株) さいたま市 賛京建設(株) さいたま市

(有)塩田住宅設備機器 さいたま市 高畑建設(株) さいたま市

(株)豊田工務店 越谷市 (有)長峯工務店 川越市

(株)水谷工務店 越谷市 (株)三井建設 さいたま市

(株)山一建設 さいたま市 八光建設（株） さいたま市

(有)中央建設 川口市 (株)新郷河合建設 川口市

建築施工COMPASS 川口市 (有)新長崎建設 川口市

丸信　佐藤建設工業（有） 川口市 (株)時田工務店 熊谷市

(株)鈴木工務所 深谷市 (株)井上工務店 白岡市

(株)マルヨ　ヨシダ工務店 所沢市 (株)オカヤマ 所沢市

モトユウ建設(株) 所沢市 向山装飾(株) 所沢市

川木建設（株） 川越市 増木工業（株） 新座市

(株)内田産業 川越市 小川工業（株） 行田市

（有）門倉工務店 行田市 (株）エフワンエヌ北関東支店 北足立群伊奈町

西澤工務店 行田市 (株)浦野建具 行田市

(有)イワハナ 入間郡越生町 (有)萩原工務店 行田市

(有)武井工務店 行田市 セラ・ハウス 行田市

(株)塚越建設 熊谷市 (株)久保田建設 加須市

(株)森田建設 東松山市 守屋八潮建設(株) 秩父市

柏木建設（株） さいたま市 (株)森島工務店 さいたま市

(株)本橋組 所沢市 ハイシマ工業(株) さいたま市

(株)渋谷造園土木 川越市 (株)鈴一技工 川越市

セイワ美装工業 入間市 （有）小島工務店 入間市

(株)荒井工業所 入間市 八生建設㈱ さいたま市

(株)八雲造園 さいたま市 (株)グリーン・アート さいたま市

株式会社森工務店 久喜市 リフォームのシンミ 春日部市

コンノセイサクショ 所沢市
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生活関連
47社

建築関連
　83社
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社団法人埼玉県空調衛生設備協会 さいたま市 (株)朝倉水道 川口市

(株)荒井興業 さいたま市 (株)飯沼工務店 さいたま市

(株)泉屋工務店 さいたま市 (株)今泉水道 草加市

入間空調(株) 入間市 (株)大クマ工業 さいたま市

大宮管工(株) さいたま市 (株)オキナヤ 熊谷市

(株)桶新設備 越谷市 (株)北田設備工業 飯能市

黒川設備工業(株) 久喜市 県南設備工業(株) さいたま市

埼玉設備工業(株) 川越市 昭和工業(株) 川越市

正和工業(株) 春日部市 (株)新研設備工業 さいたま市

(株)杉本設備 加須市 セイフル(株) 深谷市

関上工業(株) さいたま市 (株)ソーセツ 熊谷市

竹内セントラル(株)本店 草加市 積田冷熱工事(株) さいたま市

(株)トーヨー工業 さいたま市 栃木設備工業(株) さいたま市

長沼設備工業(株) 本庄市 (株)ナカノヤ 越谷市

(株)並木設備工業 熊谷市 日開設備工業(株) 川越市

(株)貫井産業 所沢市 (株)深井設備工事 さいたま市

不破設備工業(株) 入間市 (株)細田管工 志木市

(株)堀田設備工業 東松山市 協栄防災工業(株) さいたま市

(有)高橋設備 川越市 (株)ハッピークリーン 越谷市

藤岡防災設備(株) さいたま市 (有)吉野水道工業所 川越市

(株)同栄 さいたま市 (有)イッセイ工業 川口市

(有)ミフクホーム 川口市 シンセイ興業（株） 川口市

(有)磯田工務店 川口市 (株)吉澤工務所 川口市

(有)ヒカル建装 川口市 (有)エスピーエヌ 川口市

㈱所沢水質管理センター 所沢市 (株)松本設備 行田市

(株)カネミツ設備 秩父市 (株)カナイ設備 秩父市

温井住設(株） 本庄市 いしざか設備 深谷市

(有)川島機工設備 深谷市 (株)有明春日部営業所 春日部市

(株）協和設備 越谷市 (株)関東パイプ技研 さいたま市

㈱ダイキアクシス埼玉営業所 さいたま市 (株)富士エンジニアリング 東京都小金井市

ソーワテクニカ(株) さいたま市 (有)向上舎 狭山市

リビングエンジニアリング(株)埼玉支店 さいたま市 (株)糟谷設備工業所 所沢市

ノーリツ入間サービスショップ　（有）ホットスタッフ 入間市 富士管工株式会社 さいたま市

TAKEUCHIファシリティーズ（株） さいたま市

東京電力(株)埼玉支社 さいたま市 一般社団法人埼玉県電業協会 さいたま市

旭電気工業(株) さいたま市 飯島電器工事(株) 川越市

(株)市之瀨電設 志木市 内山電設(株) 川口市

(株)エコー 深谷市 (株)岡島電気商会 川越市

(株)おぎでん 川越市 小沢電気工事(株) 行田市

共和電機(株) 秩父市 島村電業(株) 上尾市

霜田電気(株) 秩父郡皆野町 太洋電設工業(株) 越谷市

高山電設工業(株) 川口市 竹内電気(株) さいたま市

中央防災設備(株) さいたま市 (株)積田電業社 さいたま市

(株)電成社 川越市 (株)東電工業社 熊谷市

(株)長井電機 熊谷市 (株)中村電気 新座市

那須電機工業(株) 川口市 (株)橋本電工 所沢市

(株)早川電工 行田市 深井電気(株) 北本市

(株)まつもと電機 和光市 (株)八洲電業社 さいたま市

(株)　大庭電気商会 川越市 (株)越阪部電器 所沢市

(有)所沢電設 所沢市 (株)新電気 三郷市

ムサシ電機工業（株） 行田市 (株)沼尻電気工事 深谷市

井野電気工事（株） 久喜市 (株)新井電機 飯能市

熊谷電機(株） 熊谷市 (株）大広電気 八潮市

(株)内田電気商会 久喜市 (株)三進電気工事 上尾市

野口電気工事㈱ 越谷市 フジヤ電気工事(株) 川越市

（有）大野電設 入間市 （株）クレ電機 入間市

一般財団法人　関東電機保安協会 さいたま市 埼玉電設株式会社 さいたま市

㈱高岡電気工業 北葛飾郡松伏町 中村電設工業株式会社 さいたま市

村川電気工業株式会社 越谷市

設備関連
　67社

電気関連
　49社
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東京ガスネットワーク㈱　埼玉支社 さいたま市 入間ガス(株) 入間市

(株)イングコーポレーション 鴻巣市 (株)サイサン 上尾市

栗橋ガス開発(株) 久喜市 埼葛ガス(株) 北葛飾郡杉戸町

埼玉ガス(株) 深谷市 埼玉県南液化瓦斯事業協同組合 川口市

坂戸ガス(株) 坂戸市 幸手都市ガス(株) 幸手市

松栄ガス(株) 東松山市 秩父液化石油ガス協同組合 秩父市

秩父ガス(株) 秩父市 東京器工(株)北支店 さいたま市

東彩ガス(株) 越谷市 西秩父液化石油ガス協同組合 秩父郡小鹿野町

本庄ガス(株) 本庄市 武蔵野瓦斯(株) 入間郡毛呂山町

鷲宮ガス(株) 北葛飾郡鷲宮町 (株)石田商店 さいたま市

中央ガス(株) さいたま市 武州瓦斯(株) 川越市

武州産業(株) 川越市 本庄児玉郡市液化石油ガス協同組合 本庄市

三愛ｵﾌﾞﾘｶﾞｽ東日本（株） 東京都中央区 ㈱埼玉コーヨー 所沢市

㈱ﾋﾞｰｼﾞｰｻｰﾋﾞｽ 坂戸市 永田商事（株） 群馬県

エネックス(株） 東松山市 東京ガスリノベーション（株） 東京都港区

ダイコー(株) 東京都港区 中央エレベーター工業(株) 東京都台東区

東芝エレベータ(株)北関東支社 さいたま市 日本オーチス・エレベータ(株)関東支店 さいたま市

三菱電機ビルテクノサービス(株)関越支社 さいたま市 フジテック(株)首都圏統括本部北関東支店 さいたま市

石川商事(株) 川越市 共栄メンテナンス(株) 越谷市

協和水処理サービス(株) 加須市 (有)後藤衛生コンサルタント 熊谷市

(有)昌栄興業 川口市 (有)正和清掃社 坂戸市

(株)ダイキアクシス関東営業所 さいたま市 大協和工業(株) さいたま市

(有)秩父環境総合 秩父市 (株)東環エンジニアリング 本庄市

(株)西原ネオ北関東営業所 さいたま市 日化メンテナンス(株)　埼玉営業所 さいたま市

ニッコー(株)住設環境機器事業部　埼玉工場 行田市 日本設備保全(株) 東京都練馬区

富士技建(株) さいたま市 藤吉工業(株)東京支社 東京都中央区

(株)マルカ商事 鴻巣市 毛呂山清掃(株) 入間郡毛呂山町

大阿蘇水質管理（株） 越谷市 富士コントロール（株） 久喜市

フジクリーン工業（株）東京支店 東京都千代田区 (有)サンパイサービス 川越市

(株)ＴＳビルシステム 戸田市 アイル・コーポレーション(株) さいたま市

(株)アイデックサービス さいたま市 (株)テルミ さいたま市

都市管理サービス株式会社 さいたま市 株式会社協和清掃運輸 さいたま市

310 社

ガス関連
 　30社

エレベーター
6社

浄化槽関連
22社

清掃関連
6社


