
令和３年度第３回さいたま市ＳＤＧｓ認証企業一覧

1 株式会社喜多山製菓 さいたま市西区内野本郷 片岡　誠一 食料品製造業

2 八生建設株式会社 さいたま市中央区下落合 首藤　和彦 総合工事業

3 大宮自動車有限会社 さいたま市北区東大成町 小谷　彰治 道路旅客運送業

4 積田冷熱工事株式会社 さいたま市緑区大門 積田　鉄也 設備工事業

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

6 株式会社Kアソシエイツ さいたま市岩槻区南平野 菅野　修一 その他のサービス業

7 モデリング株式会社 さいたま市大宮区高鼻町 玉貫　洋一郎 機械器具小売業

8 株式会社インバックス さいたま市見沼区春岡 秋山　祥克 技術サービス業

9 ソイルテクノロジー株式会社 さいたま市見沼区春岡 秋山　祥克 技術サービス業

10 株式会社ハママツ さいたま市西区水判土 濱松　幹子 生産用機械器具製造業

11 株式会社シンミドウ さいたま市大宮区桜木町 笹田　知弘 その他のサービス業

12 株式会社埼玉丸山工務所 さいたま市大宮区大成町 本多　広 総合工事業

13 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 武藤　多賀志 運輸に附帯するサービス業

14 株式会社ニイガタ精密 さいたま市岩槻区裏慈恩寺 本田　敦弘 金属製品製造業

15 和光建設株式会社 さいたま市浦和区北浦和 岩浪　郁雄 総合工事業

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

17 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 森谷　行雄 その他のサービス業

18 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 横山　由紀子 社会保険・社会福祉・介護事業

19 株式会社三井開発 さいたま市見沼区東大宮 三井　明 不動産取引業

20 二幸産業株式会社 東京都新宿区西新宿 小河原　豊 その他の事業サービス業

21 株式会社渡辺製作所 さいたま市桜区道場 渡辺　伸治 情報通信機械器具製造業

22 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 渡辺　正朗 非鉄金属製造業

23 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 北　康信 飲食店

24 有限会社さいたま造園 さいたま市見沼区片柳 小沢　孝 職別工事業

25 株式会社サイボウ さいたま市見沼区卸町 結城　剛 設備工事業

26 有限会社友親製作所 さいたま市岩槻区馬込 斉藤　友男 金属製品製造業

27 株式会社アステック さいたま市桜区道場 佐藤　公則 設備工事業

28 株式会社オカモト さいたま市桜区西堀 岡本　知典 プラスチック製品製造業

29 株式会社タキザワ製薬 さいたま市大宮区堀の内町 瀧沢　努 食料品製造業

30 株式会社イシクラ さいたま市岩槻区古ヶ場 石倉　博幸 印刷・同関連業

31 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中 仲井　嘉浩 総合工事業

32 株式会社平和観光 さいたま市桜区五関 北見　圭一 道路旅客運送業

33 株式会社ハスヌマ電気 さいたま市見沼区蓮沼 佐藤　隆行 設備工事業

34 株式会社ワイヱス工業所 さいたま市岩槻区上野 渋谷　敬一 その他の製造業

35 株式会社KMA さいたま市浦和区常盤 清水　泰治 その他の生活関連サービス業

36 有限会社稲荷屋商店 さいたま市南区根岸 老川　統 飲食料品小売業

37 首都圏環境サービス株式会社 さいたま市中央区上落合 大澤　英山 その他の事業サービス業

38 日本製罐株式会社 さいたま市北区吉野町 松田　豊彦 金属製品製造業

39 株式会社ジオファイブ さいたま市北区宮原町 五江渕　通 機械器具小売業

40 安住環境整美株式会社 さいたま市岩槻区高曽根 大澤　佑介 廃棄物処理業

41 株式会社クレス さいたま市見沼区東大宮 原田　竜一郎 印刷・同関連業

42 株式会社博愛社 さいたま市浦和区高砂 村上　武白 その他のサービス業
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43 株式会社アライ設計 さいたま市大宮区桜木町 荒井　理人 技術サービス業

44 JR東日本スポーツ株式会社 東京都豊島区南大塚 江藤　尚志 その他のサービス業

45 アズサ防災システム株式会社 さいたま市見沼区南中丸 杉本　尊志 技術サービス業

46 株式会社サイオー さいたま市浦和区岸町 橋本　一憲 その他の事業サービス業

47 株式会社アップル さいたま市大宮区大成町 高橋　誠一 不動産賃貸業・管理業

48 三光ソフラン株式会社 さいたま市大宮区大成町 胡　平 不動産取引業

49 合同会社ままのえん さいたま市西区三橋 小林　あゆみ 専門サービス業

50 有限会社サイワ塗装工業 さいたま市西区三橋 澤田　直樹 職別工事業

51 株式会社ユーディケー さいたま市浦和区岸町 関根　信次 総合工事業

52 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 中山　淳史 各種商品小売業

53 有限会社小築鍍金工業所 さいたま市岩槻区上野 小築　良三 金属製品製造業

54 有限会社花たろう さいたま市桜区栄和 井原　光太郎 その他の小売業

55 株式会社秀飯舎 さいたま市西区飯田 渋木　理俊 印刷・同関連業

56 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 山岸　祐子 その他の教育、学習支援業

57 東亜電子株式会社 さいたま市南区曲本 竹内　弘道 電気機械器具製造業

58 斎藤工業株式会社 さいたま市浦和区北浦和 斎藤　恵介 総合工事業

59 千代田工営株式会社 さいたま市大宮区上小町 吉田　耕之 職別工事業

60 株式会社加藤商事 さいたま市西区内野本郷 加藤　隆 廃棄物処理業

61 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 皆川　充 その他の事業サービス業

62 株式会社デジタルベリー さいたま市浦和区高砂 赤羽根　康男 インターネット附随サービス業

63 株式会社セゾンハウス さいたま市見沼区東大宮 山市　祐太 不動産取引業

※Noについては申請順


