
平成２７年１１月５日現在

初認証
年度

企業名 所在地 代表者名 業種

Ｈ２４ 株式会社リックネットワークス 中央区上落合2 松野真治
インターネット付随
サービス業

Ｈ２４ 望月印刷株式会社 中央区円阿弥5 望月諭 印刷業

Ｈ２４ 株式会社ユーディケー 浦和区岸町5 関根信次 総合建設業

Ｈ２４ 株式会社ハーベス 浦和区常盤9 前田知憲 化学工業

Ｈ２４ 日本自動機工株式会社 浦和区岸町7 古屋久昭 総合建設業

Ｈ２４ 和光建設株式会社 浦和区北浦和5 岩浪郁雄 総合建設業

Ｈ２４ 株式会社第一金属製作所 西区指扇 福田敏明 金属製品製造業

Ｈ２４ 株式会社デジタルベリー 浦和区高砂2 赤羽根康男
インターネット付随
サービス業

Ｈ２４ 株式会社渡辺製作所 桜区道場 渡辺伸治
情報通信機械器具製
造業

Ｈ２４ 有限会社氷川工作所 南区関1 岡崎克敏 金属製品製造業

Ｈ２４ 株式会社アイピーオー 中央区上落合2 内田保雄 専門サービス業

Ｈ２４ 株式会社シューピッド 浦和区北浦和3 吉田圭 医療業

Ｈ２４ 株式会社アグリクラスター 中央区上落合2 福宮健司 技術サービス業

Ｈ２５ 有限会社福祉ネットワークさくら 浦和区上木崎6 横山由紀子 介護サービス事業

Ｈ２５ 株式会社ハママツ 岩槻区上野4 濱松克嘉 印刷関連機械の製造

Ｈ２５ 新日本ビルサービス株式会社 見沼区東大宮4 関根一成
ビルメンテナンス、
清掃、警備

Ｈ２５ 株式会社東京チタニウム 岩槻区古ヶ場2 小澤日出行
産業用各種チタン部
品の製造

Ｈ２５ 株式会社三井開発 見沼区東大宮4 三井明 戸建分譲住宅の販売

Ｈ２５ 株式会社サイホー 中央区下落合4 平沼昭子
レストラン経営、省
エネ設備の販売

Ｈ２６ 株式会社明成 浦和区上木崎6 山田裕貴
フランス・イタリア・ハラ
ル・和食各料理店の
運営

Ｈ２６ 株式会社中央測地 南区太田窪2 渡邉英樹 測量・設計・環境調査

Ｈ２６ 株式会社イシクラ 岩槻区古ケ場1 石倉博幸
卒業アルバム・企画・
制作・各種商業印刷

Ｈ２６ 株式会社ハッピースマイル 西区指扇 佐藤堅一
インターネット写真代
行販売
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Ｈ２６ 関東図書株式会社 南区別所3 岩渕均 印刷・出版業

Ｈ２６ 株式会社ジオファイブ 緑区原山1 五江渕通
地質調査機器販売、
設計製作・計測

Ｈ２６ 有限会社さいたま造園 見沼区片柳 小沢孝 造園・緑化緑地管理

Ｈ２６ 株式会社ケント・コーポレーション 浦和区本太2 森谷吉男 施設管理

Ｈ２６ 株式会社金久保製作所 岩槻区大字掛 武野谷富之

空圧機器の切削加工
による部品加工、医療
機器・燃焼ノズル等の
制作

Ｈ２６ 株式会社ノースコーポレーション 浦和区仲町1 北康信 イタリア料理店

Ｈ２６ 株式会社マルチメディアシステム 見沼区深作3 駒井秀雄
電力高圧化・光ネット
ワーク・省エネ創エネ

Ｈ２６ 株式会社デサン 北区大成町4 藤池一誠
看板・広告、車輛塗
装、各種マーキング

Ｈ２６ ツルゲン情報株式会社 北区大成町4 兼杉文子
オフィス家具ＯＡ機器
販売

Ｈ２６ 株式会社フォレストファミリー 南区内谷2 渡邉香 通所介護

Ｈ２６ 株式会社サイボウ 見沼区卸町2 結城剛
消防防災用設備点
検・工事、同用品販売

Ｈ２６ 株式会社ＩＣＳＴ 中央区上落合5 横井博之

医療健康機器の輸出
入・開発設計、選任製
造販売業・薬事申請
サポート

Ｈ２６ 株式会社コッコト 中央区上落合3 宮本直美

「女性が自然体で働け
る社会づくり」をテーマ
に人材サービスを企
業向けに展開

Ｈ２６ 株式会社秀飯舎 西区飯田 渋木理俊 印刷業

Ｈ２６ 株式会社泉製作所 岩槻区城南4 高橋勤事
金属部品加工（トラッ
ク輸送車・建機・空圧
機器・ネジ等）

Ｈ２７ 株式会社鈴や商事 緑区山崎1 秋葉勇夫 飲食料品小売業

Ｈ２７ 有限会社二木屋 中央区大戸4 小林邦夫 飲食店

Ｈ２７ 株式会社Birth&Rebirth 浦和区東仲町 真崎健 複合サービス業

Ｈ２７ 田中産業株式会社 中央区本町西4 田中裕 印刷・同関連業

Ｈ２７ 株式会社ワイヱス工業所 岩槻区上野3 渋谷敬一 金属製品製造業

Ｈ２７ 合同会社ままのえん 西区三橋6 小林あゆみ 広告業

Ｈ２７ 株式会社三幸製作所 西区中釘 宇賀神正俊
その他製造業
（医療機器製造業）

Ｈ２７ 三国水材株式会社 中央区本町西5 三富タミエ
建築資材、鉱物・金
属材料等卸売業

Ｈ２７ 第三交通株式会社 岩槻区西町4 清水学 運輸業・郵便業
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Ｈ２７ 北上産業株式会社 岩槻区古ケ場2 阿部進 印刷・同関連業

Ｈ２７ ハイシマ工業株式会社 西区水判土 蓜島一弘 総合建設業

Ｈ２７ 株式会社ＳＰＤアラーム 浦和区常盤5 田中勇一
その他の事業サービ
ス業

Ｈ２７ 株式会社和幸製作所 浦和区木崎1 小川逸郎
情報通信機械器具製
造業

Ｈ２７ 株式会社オープンコミュニティ 南区南浦和1 生出仁 情報サービス業

Ｈ２７ 株式会社インター・アート・コミッティーズ 浦和区仲町1 皆川充
その他の事業サービ
ス業

Ｈ２７ 株式会社三和 南区沼影1 細淵雅邦
プラスチック製品製
造業

Ｈ２７ 株式会社アップル 大宮区大成町2 高橋誠一 不動産業

Ｈ２７ 株式会社シンエイ 北区本郷町 新井清太 設備工事業

Ｈ２７ 株式会社ビップトップ 見沼区東新井 久野浩司
プラスチック製品製
造業

Ｈ２７ 株式会社ニイガタ精密 岩槻区裏慈恩寺 本田敦弘 金属製品製造業

Ｈ２７ 株式会社松永建設 岩槻区城南5 松永大祐 総合建設業

Ｈ２７ 株式会社フラクタル 大宮区宮町1 富所伸一 飲食料品小売業

Ｈ２７ 有限会社ダンテプロゲット 南区根岸3 國武建明
その他の小売業
（洋菓子の製造販売小
売業）

Ｈ２７ 株式会社チェリービー 緑区原山3 山口正人
映像・音声・文字情報
制作業

Ｈ２７ 株式会社オカモト 桜区西堀5 岡本知典 電気機械器具製造業

Ｈ２７ 株式会社カタヤマ 桜区西堀8 片山雄一郎 総合建設業

Ｈ２７ 株式会社タイネツ 桜区大字道場 山﨑智生 金属製品製造業

Ｈ２７ 株式会社クレス 見沼区東大宮5 原田竜一郎 印刷・同関連業

Ｈ２７ 株式会社木下製餡 大宮区桜木町4 木下信次 食料品製造業

平成２４年度認証企業は平成２７年４月に再認証を受けています。
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