
令和３年度さいたま市ＳＤＧｓ認証企業一覧

株式会社警備ログ さいたま市南区太田窪 分類不能の産業

株式会社アクアデザイン さいたま市浦和区常盤 その他の製造業

NHS株式会社 さいたま市桜区下大久保 機械器具卸売業

株式会社　健央 さいたま市大宮区吉敷町 輸送用機械器具製造業

株式会社エクス・アドメディア さいたま市南区内谷 その他のサービス業

SATOSHIP合同会社 さいたま市北区日進町 その他の卸売業

サイエンス株式会社 さいたま市北区宮原町 電気機械器具製造業

株式会社田中工務店 さいたま市浦和区常盤 総合工事業

株式会社学研スタディエ さいたま市見沼区東大宮 その他の教育、学習支援業

オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目 機械器具卸売業

株式会社積田電業社 さいたま市浦和区針ヶ谷 設備工事業

株式会社埼玉りそな銀行 さいたま市浦和区常盤 銀行業

埼玉縣信用金庫 熊谷市本町 銀行業

株式会社八雲造園 さいたま市見沼区染谷 総合工事業

株式会社カタヤマ さいたま市桜区西堀 総合工事業

株式会社八洲電業社 さいたま市北区日進町 設備工事業

望月印刷株式会社 さいたま市中央区円阿弥 印刷・同関連業

荏原実業株式会社 東京都中央区銀座 設備工事業

ウォータースタンド株式会社 さいたま市大宮区桜木町 物品賃貸業

ＡＧＳ株式会社 さいたま市浦和区針ヶ谷 情報サービス業

ＳＭＣ株式会社 東京都千代田区外神田 生産用機械器具製造業

株式会社飯沼工務店 さいたま市北区宮原町 設備工事業

リコージャパン株式会社 東京都大田区中馬込 各種商品小売業

シン建工業株式会社 さいたま市南区鹿手袋 総合工事業

株式会社クワバラ・パンぷキン さいたま市中央区本町西 職別工事業

株式会社タウ さいたま市中央区新都心 その他の卸売業

鈴や商事 さいたま市緑区山崎 その他の小売業

モパック株式会社 さいたま市浦和区北浦和 その他の卸売業

藤田セロファン産業株式会社 さいたま市桜区田島 その他の製造業

アールエイト さいたま市中央区上落合 その他の卸売業

株式会社日さく さいたま市大宮区桜木町 設備工事業

武蔵野銀行 さいたま市大宮区桜木町 銀行業

業種企業名 本店所在地



令和３年度さいたま市ＳＤＧｓ認証企業一覧

業種企業名 本店所在地

株式会社ウチヤマ建物管理 さいたま市大宮区桜木町 総合工事業

清香株式会社 さいたま市浦和区仲町 洗濯・理容・美容・浴場業

塩川設計測量株式会社 さいたま市南区南本町 技術サービス業

ユニオントレーディング株式会社 さいたま市大宮区桜木町 繊維・衣服等卸売業

ベストプランナー合同会社 さいたま市岩槻区東岩槻 機械器具小売業

三倭観光株式会社 さいたま市岩槻区上野 道路旅客運送業

株式会社三和 さいたま市南区沼影 プラスチック製品製造業

株式会社サンキョウ さいたま市桜区栄和 設備工事業

大宮通運株式会社 さいたま市北区大成町 道路貨物運送業

株式会社七越製菓 さいたま市中央区上峰 食料品製造業

株式会社中央測地 さいたま市南区太田窪 技術サービス業

株式会社システムインテグレータ さいたま市中央区新都心 情報サービス業

株式会社渡邉組 さいたま市桜区下大久保 総合工事業

株式会社金子製作所 さいたま市岩槻区古ケ場 金属製品製造業

株式会社ハーベス さいたま市浦和区常盤 化学工業

株式会社ボイスクリエーションシュクル さいたま市浦和区仲町 その他のサービス業

アミュード株式会社 さいたま市緑区東浦和 食料品製造業

株式会社東京理工舎 さいたま市桜区栄和 電気機械器具製造業

株式会社銀虎 さいたま市見沼区堀崎町 その他の製造業

株式会社内田緑化興業 さいたま市緑区東浦和 職別工事業

ウチヤマ建設株式会社 さいたま市西区指扇 総合工事業

オレンジ法律事務所 さいたま市大宮区宮町 専門サービス業

株式会社デサン さいたま市北区大成町 その他の製造業

埼玉コンサルタント株式会社 さいたま市浦和区仲町 技術サービス業

協和精工株式会社 さいたま市岩槻区諏訪 プラスチック製品製造業

株式会社藤榮商事 さいたま市緑区大字中尾 総合工事業

毎日興業株式会社 さいたま市大宮区浅間町 その他の事業サービス業

株式会社第一金属製作所 さいたま市西区指扇 金属製品製造業

株式会社東京エーワン さいたま市南区鹿手袋 各種商品卸売業

株式会社メフォス 東京都港区赤坂 その他のサービス業

株式会社東京チタニウム さいたま市岩槻区古ケ場 非鉄金属製造業

中央税務会計事務所 さいたま市中央区大戸 専門サービス業
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業種企業名 本店所在地

株式会社松永建設 さいたま市岩槻区城南 総合工事業

株式会社テレワークサービス さいたま市北区宮原町 その他のサービス業

株式会社コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 技術サービス業

株式会社ランドカレージ さいたま市浦和区北浦和 広告業

株式会社アズマカラー さいたま市岩槻区古ケ場 印刷・同関連業

有限会社八鍬重機 さいたま市岩槻区平林寺 総合工事業

株式会社ホスピタリティアルファ さいたま市西区指扇 その他のサービス業

株式会社テクノ さいたま市見沼区南中丸 職別工事業

コマニー株式会社 石川県小松市工業団地 その他の製造業

株式会社喜多山製菓 さいたま市西区内野本郷 食料品製造業

八生建設株式会社 さいたま市中央区下落合 総合工事業

大宮自動車有限会社 さいたま市北区東大成町 道路旅客運送業

積田冷熱工事株式会社 さいたま市緑区大門 設備工事業

有限会社Happy Spring さいたま市中央区上落合 洗濯・理容・美容・浴場業

株式会社Kアソシエイツ さいたま市岩槻区南平野 その他のサービス業

モデリング株式会社 さいたま市大宮区高鼻町 機械器具小売業

株式会社インバックス さいたま市見沼区春岡 技術サービス業

ソイルテクノロジー株式会社 さいたま市見沼区春岡 技術サービス業

株式会社ハママツ さいたま市西区水判土 生産用機械器具製造業

株式会社シンミドウ さいたま市大宮区桜木町 その他のサービス業

株式会社埼玉丸山工務所 さいたま市大宮区大成町 総合工事業

サントリーロジスティクス株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜 運輸に附帯するサービス業

株式会社ニイガタ精密 さいたま市岩槻区裏慈恩寺 金属製品製造業

和光建設株式会社 さいたま市浦和区北浦和 総合工事業

株式会社フォレストファミリー さいたま市南区内谷 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社ケント・コーポレーション さいたま市浦和区本太 その他のサービス業

有限会社福祉ネットワークさくら さいたま市浦和区上木崎 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社三井開発 さいたま市見沼区東大宮 不動産取引業

二幸産業株式会社 東京都新宿区西新宿 その他の事業サービス業

株式会社渡辺製作所 さいたま市桜区道場 情報通信機械器具製造業

株式会社ジャパンビバレッジエコロジー さいたま市北区吉野町 非鉄金属製造業

株式会社ノースコーポレーション さいたま市浦和区仲町 飲食店

有限会社さいたま造園 さいたま市見沼区大字片柳 職別工事業
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業種企業名 本店所在地

株式会社サイボウ さいたま市見沼区卸町 設備工事業

有限会社友親製作所 さいたま市岩槻区馬込 金属製品製造業

株式会社アステック さいたま市桜区道場字拾石田 設備工事業

株式会社オカモト さいたま市桜区西堀 プラスチック製品製造業

株式会社タキザワ製薬 さいたま市大宮区堀の内町 食料品製造業

株式会社イシクラ さいたま市岩槻区古ヶ場 印刷・同関連業

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中 総合工事業

株式会社エルテックコーポレーション さいたま市見沼区蓮沼 設備工事業

株式会社ワイヱス工業所 さいたま市岩槻区上野 その他の製造業

株式会社KMA さいたま市北区日進町 その他の生活関連サービス業

有限会社稲荷屋商店 さいたま市南区根岸 飲食料品小売業

首都圏環境サービス株式会社 さいたま市中央区上落合 その他の事業サービス業

日本製罐株式会社 さいたま市北区吉野町 金属製品製造業

株式会社ジオファイブ さいたま市北区宮原町 機械器具小売業

安住環境整美株式会社 さいたま市岩槻区高曽根 廃棄物処理業

株式会社クレス さいたま市見沼区東大宮 印刷・同関連業

株式会社博愛社 さいたま市浦和区高砂 その他のサービス業

株式会社アライ設計 さいたま市大宮区桜木町 技術サービス業

JR東日本スポーツ株式会社 東京都豊島区南大塚 その他のサービス業

アズサ防災システム株式会社 さいたま市見沼区南中丸 技術サービス業

株式会社サイオー さいたま市浦和区岸町 その他の事業サービス業

株式会社アップル さいたま市大宮区大成町 不動産賃貸業・管理業

三光ソフラン株式会社 さいたま市大宮区大成町 不動産取引業

合同会社ままのえん さいたま市西区三橋 専門サービス業

有限会社サイワ塗装工業 さいたま市西区三橋 職別工事業

株式会社ユーディケー さいたま市浦和区岸町 総合工事業

花王グループカスタマーマーケティング株式会社 東京都中央区日本橋小網町 各種商品小売業

有限会社小築鍍金工業所 さいたま市岩槻区上野 金属製品製造業

有限会社花たろう さいたま市桜区栄和 その他の小売業

株式会社秀飯舎 さいたま市西区飯田 印刷・同関連業

株式会社ウィズユーコーポレーション さいたま市北区宮原町 その他の教育、学習支援業

東亜電子株式会社 さいたま市南区曲本 電気機械器具製造業

斎藤工業株式会社 さいたま市浦和区北浦和 総合工事業
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業種企業名 本店所在地

千代田工営株式会社 さいたま市大宮区上小町 職別工事業

株式会社加藤商事 さいたま市西区大字内野本郷 廃棄物処理業

株式会社インター・アート・コミッティーズ さいたま市浦和区仲町 その他の事業サービス業

株式会社デジタルベリー さいたま市中央区新都心 インターネット附随サービス業

株式会社セゾンハウス さいたま市見沼区東大宮 不動産取引業



令和４年度さいたま市ＳＤＧｓ認証企業一覧

吾妻工業株式会社 さいたま市大宮区浅間町 総合工事業

株式会社ニッケンホールディングス 埼玉県戸田市新曽 不動産賃貸業・管理業

株式会社TOYOKEN さいたま市見沼区春岡 総合工事業

浦和測量設計株式会社 さいたま市浦和区皇山町 総合工事業

株式会社オリエント さいたま市桜区新開 食料品製造業

ウエスト興業株式会社 さいたま市緑区美園 総合工事業

株式会社ネクサスバンク さいたま市大宮区吉敷町 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関

東和アークス株式会社 さいたま市大宮区桜木町 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

日本自動機工株式会社 さいたま市浦和区岸町 設備工事業

令和防炎 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺 その他事業サービス業

株式会社関東サービス工社 さいたま市大宮区大門町 分類不能の産業

日産レンタリース埼玉株式会社 さいたま市西区中釘 物品賃貸業

株式会社シグマスタッフ 東京都品川区上大崎 職業紹介・労働者派遣業

株式会社佐伯工務店 さいたま市北区日進町 総合工事業

株式会社アイオプト さいたま市北区日進町 その他の小売業

株式会社クラウンクラウン さいたま市岩槻区岩槻 設備工事業

株式会社吉田工務店 さいたま市西区三橋 総合工事業

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門 総合工事業

有限会社大橋シャーリング さいたま市岩槻区真福寺 金属製品製造業

新和建設株式会社 さいたま市見沼区深作 総合工事業

株式会社ＭＩＲＡＩ さいたま市南区別所 総合工事業

株式会社ベイプランニング さいたま市岩槻区古ケ場 その他の事業サービス業

コンゴーテクノロジー株式会社 さいたま市西区三橋 その他の製造業

株式会社コニシホーム さいたま市浦和区東高砂町 不動産賃貸業・管理業

環境クリエイト株式会社 さいたま市大宮区大成町 総合工事業

株式会社ロイヤルコーポレーション さいたま市浦和区仲町 不動産取引業

株式会社ロイヤルエンターテインメント さいたま市浦和区仲町 飲食店

株式会社縁とユカリ さいたま市南区南本町 専門サービス業（他に分類されないもの）

みづほ倉庫株式会社 さいたま市大宮区北袋町 道路貨物運送業

株式会社サクシード 栃木県宇都宮市平松本町 専門サービス業（他に分類されないもの）

株式会社オールワン さいたま市見沼区片柳 設備工事業

株式会社忍電工 さいたま市西区中野林 設備工事業

業種企業名 本店所在地
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業種企業名 本店所在地

株式会社秀建 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間 職別工事業(設備工事業を除く)

太陽管財株式会社 さいたま市北区日進町 その他のサービス業

友弘紙工業株式会社 さいたま市岩槻区城南 パルプ・紙・紙加工品製造業

今井商運株式会社 さいたま市岩槻区大森 道路貨物運送業

小島商事株式会社 さいたま市岩槻区大戸 その他の卸売業

株式会社黒澤工務店 さいたま市南区根岸 総合工事業

ＮＥテクノ株式会社 さいたま市南区南本町 技術サービス業（他に分類されないもの）

株式会社リガーレ さいたま市西区指扇 設備工事業

株式会社大宮自動車教習所 さいたま市見沼区新右ェ門新田 その他の教育，学習支援業

有限会社エムテック さいたま市岩槻区上野 金属製品製造業

金辰左官工業株式会社 さいたま市岩槻区末田 職別工事業(設備工事業を除く)

株式会社でんきち さいたま市中央区上落合 その他の小売業

株式会社秀和建設 さいたま市岩槻区本町 総合工事業

武蔵コーポレーション株式会社 さいたま市大宮区桜木町 不動産取引業

株式会社舟和本店 東京都台東区駒形 食料品製造業

日清建設株式会社 さいたま市浦和区本太 総合工事業

ハイシマ工業株式会社 さいたま市西区水判土 総合工事業

エコドライブ研究所 さいたま市浦和区常盤 専門サービス業（他に分類されないもの）

株式会社浦和ロイヤルパインズ さいたま市浦和区仲町 宿泊業

株式会社シンエイ さいたま市北区本郷町 設備工事業

株式会社ＣＫＫ さいたま市北区吉野町 設備工事業

株式会社杉本土建工業 さいたま市中央区八王子 総合工事業

開道建設業協同組合 さいたま市桜区神田 総合工事業

株式会社チェリービー さいたま市浦和区仲町 映像・音声・文字情報制作業

株式会社Ｓ．Ｅ．Ｃ さいたま市北区日進町 総合工事業

株式会社栗原工務店 さいたま市南区南浦和 総合工事業

株式会社泉製作所 さいたま市岩槻区城南 金属製品製造業

株式会社エスディー企画 さいたま市中央区八王子 総合工事業

株式会社ＩＣＳＴ さいたま市中央区上落合 その他の卸売業


