
令和３・４年度　羽生市物品売買等競争入札参加資格者名簿 その他業務

受付番号 商号かな 商号漢字 住所 業種

501942 あーすさぽーと アースサポート(株) 東京都渋谷区本町1-4-14 その他

502039 あーるけーけーしーえす (株)ＲＫＫＣＳ 熊本県熊本市中央区九品寺1-5-11 その他

100881 あーるしーえすこーぽれーしょん (株)ＲＣＳコーポレーション 東京都新宿区大久保2-3-9　ヴァリエ戸山1001号室 その他

501908 あーるぴーあいとちぎ (株)アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町1333-1 その他

501062 あいあーるえす (株)アイアールエス 東京都新宿区四谷3-1-3 その他

502152 あいいーえむ (株)ＩＥＭ 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 運転・点検・検査・その他

501162 あいえいちあいげんどうき (株)ＩＨＩ原動機 東京都千代田区外神田2-14-5 点検・検査

502321 あいこんさるたんと (株)アイコンサルタント 狭山市大字北入曽1363-1 その他

502754 あいしーあーる (株)アイ・シー・アール 愛知県名古屋市東区東桜2-10-1 その他

502023 あいたっく (株)アイタック 東京都千代田区神田須田町1-18 点検・検査

501060 あいちとけいでんき 愛知時計電機(株)大宮営業所 さいたま市大宮区大成町1-101　斉藤ビル その他

501776 あいでぃーえー (株)アイ・ディー・エー埼玉営業所 さいたま市大宮区仲町3-58-203 その他

502242 あいてぃふぉー (株)アイティフォー 東京都千代田区一番町21番地 点検・検査

100620 あいでっくさーびす (株)アイデックサービス さいたま市桜区田島4-15-15 清掃・運転・点検・検査

500094 あいねす (株)アイネス　東日本営業部 東京都中央区晴海3-10-1 その他

502714 あいねっとさぽーと (株)アイネットサポート 東京都豊島区南大塚3-30-3 その他

500083 あいほー (株)アイホー　埼玉営業所 さいたま市北区吉野町2-1491-1 点検・検査

100101 あいるこーぽれーしょん アイル・コーポレーション(株) さいたま市浦和区常盤5-2-18 清掃・運転・点検・検査・その他

502658 あおいかんきょう アオイ環境(株) 東京都港区三田2-17-29 その他

502608 あかぎこうゆ 赤城鉱油(株) 群馬県みどり市大間々町大間々1688 その他

500163 あきら 昱(株)北関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-11-9 運転・点検・検査

100383 あくあいーすと アクアイースト(株) 志木市上宗岡2-20-31 清掃・運転・点検・検査・その他
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502314 あくあてっく アクアテック(株)関東営業所 さいたま市南区別所5-15-2 その他

502525 あくあてっく (株)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 清掃・点検・検査・その他

502708 あくあぷろだくと (株)アクアプロダクト 所沢市西狭山ケ丘1-256-1-101 その他

502724 あくあらいふ アクアライフ(株) 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町7-8-203 その他

502726 あくせすぷろぐれす (株)アクセスプログレス 東京都渋谷区渋谷2-15-1　渋谷クロスタワー24F その他

501770 あくてぃお (株)アクティオ久喜営業所 埼玉県久喜市清久町2-4 その他

501299 あくりーぐ アクリーグ(株)埼玉営業所 さいたま市南区辻4-20-21 その他

502092 あさのほうちきこうぎょう (有)浅野報知機工業 久喜市上町3-1 点検・検査

100032 あさひくりえいと (株)旭クリエイト 久喜市西大輪2088-1 運転・点検・検査

500118 あさひこうよう 朝日航洋(株)埼玉支店 川越市南台3-14-4 その他

500302 あさひじどうしゃ 朝日自動車(株) 東京都墨田区押上１－１－２ その他

100072 あさひびるかんり 旭ビル管理(株)久喜営業所 久喜市野久喜751-3 清掃・運転・点検・検査・その他

502217 あさひぷりてっく アサヒプリテック(株)北関東営業所 杉戸町本郷東中616 その他

100157 あさひめんてっく (株)アサヒメンテック さいたま市大宮区桜木町4-247 点検・検査

500212 あじあこうそく アジア航測(株) さいたま市南区南本町1-17-1ＭＭＣビル その他

501799 あしすと アシスト(株) 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 その他

502730 あしたば (株)明日葉 東京都港区芝4-13-3　PMO田町東10F その他

502246 あすか (株)アスカ　熊谷店 熊谷市肥塚1200-4 点検・検査・その他

502465 あすか (株)明日香 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1　天理ビル9階 その他

502514 あすかくりえーと (株)アスカクリエート 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 その他

101185 あすこむ (株)アスコム 飯能市征矢町9-18 その他

100300 あすてっく (株)アステック さいたま市桜区道場字拾石田709-1 点検・検査
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500025 あずびるきんもん アズビル金門(株)さいたま営業所 さいたま市中央区本町西4-18-1 その他

502661 あすぷれす アスプレス(株) 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5 その他

502635 あずまかけん 東化研(株) 福島県福島市田沢字桜台23-2 清掃・その他

100597 あずみかんきょうせいび 安住環境整美(株) さいたま市岩槻区高曽根1037 点検・検査・その他

100084 あたるかいはつ (株)アタル開発　北埼支店 羽生市南1-11-31 その他

501702 あでこ アデコ(株)大宮支社 さいたま市大宮区桜木町1-10-16 点検・検査

502686 あてんさぷらい アテンサプライ(株) 京都府京都市伏見区中島中道町133 その他

502294 あとみくす アトミクス(株) 東京都板橋区舟渡3-9-6 点検・検査

502279 あとらすじょうほうさーびす アトラス情報サービス(株) 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6　 その他

502500 あびっく (株)アビック　埼玉中央支店 さいたま市大宮区大成町3-335 清掃・運転・点検・検査・その他

502570 あべる (株)アベル 所沢市泉町914-17 清掃・運転・点検・検査

500217 あまの アマノ(株)大宮支店 さいたま市北区東大成町2-613 点検・検査

502626 あみてん (株)アミテン 上尾市大字小敷谷77-1西上尾第二団地2-30-402 その他

100009 あみゅーず (株)アミューズ さいたま市中央区上峰3-13-24 点検・検査・その他

100151 あらいうんそう 新井運送(株) 秩父市上吉田2887 その他

100236 あらいせいそう (有)新井清掃 行田市大字下忍221-3 清掃・運転・点検・検査・その他

502610 あるかでぃあ (株)アルカディア 大阪府箕面市箕面6-3-1 その他

502522 あるけーりさーち (有)アルケーリサーチ 東京都板橋区中台1-47-3 その他

500994 あるそっくあんしんけあさぽーと ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株) 東京都大田区山王1-3-5 その他

101222 あるそっくさいたま ＡＬＳＯＫ埼玉(株) さいたま市中央区上落合2-3-4 清掃

502692 あんしんさぽーと (株)あんしんサポート 福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 その他

502650 あんふぃに (株)アンフィニ その他
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502712 いーとらすと (株)イートラスト 新潟県長岡市北陽1-53-54 点検・検査

502343 いーわいしんにほんゆうげんせきにんかんさほうじん ＥＹ新日本有限責任監査法人　第４事業部 東京都千代田区有楽町1-1-2 その他

501125 いおんでぃらいと イオンディライト(株)関東支社　埼玉西支店 さいたま市浦和区常盤9-20-3 清掃・運転・点検・検査・その他

500105 いしがきめんてなんす 石垣メンテナンス(株)営業本部 東京都千代田区丸の内1-6-5 その他

502527 いしかわこんぴゅーたせんたー (株)石川コンピュータ・センター　東京支社 東京都港区芝1-10-11　コスモ金杉橋ビル その他

501929 いしん (株)和心　埼玉支店 所沢市宮本町2-2-1 清掃・運転・点検・検査

501710 いちかわかんきょうえんじにありんぐ (株)市川環境エンジニアリング　埼玉支店 狭山市大字中新田字芝276-4 運転・その他

502208 いちふじふーどさーびす 一冨士フードサービス(株)関東支社 東京都千代田区神田錦町3-20 その他

502750 いっぱんしゃだんほうじんぐんまけんやくざいしかい 一般社団法人群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町5-18-36 点検・検査・その他

501779 いとうこうがいちょうさけんきゅうしょ (株)伊藤公害調査研究所 さいたま市大宮区三橋3-195-1 清掃・その他

501855 いびそく (株)イビソク　東京本社 東京都中央区日本橋小舟町15-17-5 その他

501812 いふすこへるすけあ イフスコヘルスケア(株)東日本支社 東京都文京区後楽1-1-10 その他

502734 いべんと・こみゅにけーしょんずいばらき
(株)イベント・コミュニケーションズ
茨城

茨城県つくば市谷田部3625-3 その他

502389 いまじん (株)ＩＭＡＧＩＮＥ その他

502706 いわさきそうごうかんてい 岩崎総合鑑定(株) さいたま市北区東大成町1-434 その他

502567 いんそーす (株)インソース　浦和事業所 さいたま市南区文蔵1-2-3　岡田ビル２階 その他

502629 いんてっく (株)インテック　公公共ソリューション営業部 東京都江東区豊洲2-2-1　豊洲ベイサイドクロスタワー その他

500147 いんふぉまてぃくす (株)インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 その他

501915 ゔぃあっくす (株)ヴィアックス 東京都中野区弥生町2-8-15 その他

100203 うぃずうぇいすとじゃぱん (株)ウィズウェイストジャパン さいたま市大宮区大成町2-224-1 運転・その他

502488 うぃずぺっとぼとるりさいくる ウィズペットボトルリサイクル(株) さいたま市大宮区大成町2-224-1 その他

501791 ゔぇおりあじぇねっつ ヴェオリア・ジェネッツ(株) 東京都港区海岸3-20-20　ヨコソーレインボータワー 運転・点検・検査・その他
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502026 うえすとろーじゃぱん ウエストロー・ジャパン(株) 東京都港区西新橋3-16-11 その他

55 うえたけしょうてん (有)植竹商店 羽生市藤井下組943 その他

502402 うぇるくる (株)ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6　サン北浜ビル4階 その他

500680 うぉーたーえーじぇんしー (株)ウォーターエージェンシー　埼玉営業所 さいたま市中央区鈴谷7-10-25 運転・点検・検査・その他

101224 うぉーたーさぽーと (株)ウォーターサポート 桶川市坂田西3-54-4 その他

100337 うぉーたーすたんど ウォータースタンド(株) さいたま市大宮区桜木町4-463 その他

501794 うぉーたーてっく (株)ウォーターテック東日本支店 東京都港区芝浦3-16-1 点検・検査

502689 うぉーたーりんくす (株)ウォーターリンクス 兵庫県姫路市阿保甲878 その他

501083 うちだようこう (株)内田洋行 東京都江東区東陽2-3-25 その他

502407 えいちわいえすえんじにありんぐさーびす (株)ＨＹＳエンジニアリングサービス 東京都小平市御幸町32 点検・検査・その他

501688 えいとにほんぎじゅつかいはつ (株)エイト日本技術開発　北関東支店 さいたま市浦和区岸町4-26-15 その他

500010 えいばんしょうじ エイバン商事(株) 東京都豊島区駒込1-14-9 その他

502392 えーえすろかす ＡＳロカス(株) 千葉県千葉市中央区中央港1-22-7 その他

100001 えーじーえす ＡＧＳ(株) さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 その他

101167 えーじーえすぷろさーびす ＡＧＳプロサービス(株) さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 その他

101191 えーす (株)エース さいたま市大宮区土手町1-62-1 清掃・その他

502755 えーすけいび (株)エース警備 熊谷市銀座7-174 清掃

501741 えーすすてーじ (株)エースステージ　埼玉支店 さいたま市見沼区丸ケ崎1569-6 その他

501831 えーてぃーえるしすてむず (株)エーティーエルシステムズ 山梨県甲府市相生1-4-23 その他

502093 えくすあどめでぃあ (株)エクス・アドメディア さいたま市南区内谷4-11-26 その他

502683 えこくりえいと (株)エコクリエイト 入間郡三芳町大字竹間沢728-1 その他

100553 えこけいかく (株)エコ計画 さいたま市浦和区仲町4-2-20　エコ計画浦和ビル その他
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502095 えこさーびす エコサービス(株) 深谷市高島568-1 清掃・点検・検査

501602 えこしてぃさーびす (株)エコシティサービス 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33　サウスコア205号室 その他

501840 えこゆにっと エコユニット(株) 東京都江戸川区中央1-18-12-603 その他

502079 えすあいしー (株)エス・アイ・シー　さいたま支店 さいたま市大宮区東町1-16-2 点検・検査

501698 えすいーしーえれべーたー エス・イー・シーエレベーター(株) さいたま市大宮区桜木町1-12-7　大宮西口第二大栄ビル7階 点検・検査

501828 えすえぬかんきょうてくのろじー エスエヌ環境テクノロジー(株)東京支店 東京都品川区南大井6-26-3 運転・点検・検査

502316 えすけいえむ (株)エス・ケイ・エム 春日部市粕壁3-3-18 清掃・運転・点検・検査

100845 えすてっく (有)エステック 入間郡毛呂山町前久保南3-15-3 点検・検査・その他

502676 えすぴーけん (株)エスピー研 東京都千代田区飯田橋3-11-20 その他

502348 えすびいでー (株)エスビイデー　埼玉営業所 さいたま市中央区上落合2-3-2 点検・検査・その他

502270 えぬいーしーそりゅーしょんいのべーた ＮＥＣソリューションイノベータ(株)営業統括本部 東京都江東区新木場1-18-7 その他

500944 えぬいーしーねくさそりゅーしょんず ＮＥＣネクサソリューションズ(株) 東京都港区三田1-4-28 その他

500725 えぬいーしーねっつえすあい ＮＥＣネッツエスアイ(株)関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 点検・検査

500324 えぬえすかんきょう エヌエス環境(株)東京支社 さいたま市西区宮前町1629-1 清掃・その他

502623 えぬじぇいえす (株)ＮＪＳ 関東事務所 さいたま市浦和区常磐4-1-1 その他

502590 えぬてぃてぃたうんぺーじ NTTタウンページ(株) 東京都港区虎ノ門3-8-8 その他

502267 えぬてぃてぃでーた (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 その他

502181 えぬてぃてぃどこも (株)ＮＴＴドコモ　埼玉支店 さいたま市中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 点検・検査・その他

100191 えぬてぃてぃひがしにほんかんしんえつ (株)ＮＴＴ東日本‐関信越 さいたま市浦和区常盤5-8-17 点検・検査・その他

100228 えぬてっくさーびす (株)エヌテックサービス さいたま市北区別所町38-2 清掃・運転・点検・検査

500194 えばらじつぎょう 荏原実業(株)関東支社 さいたま市浦和区岸町7-1-4 点検・検査・その他

500155 えばらしょうじ 荏原商事(株)関東支社 さいたま市大宮区桜木町4-247 運転・点検・検査
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502361 えみたす (株)エミタス 深谷市上柴町東5-18-9 清掃・その他

502449 えむえいちあい (株)エム・エイチ・アイ 東京都新宿区高田馬場4-39-7 その他

502019 えむえすけい (株)ＭＳＫ　埼玉支社 さいたま市南区南浦和2-40-3　第一大井ビル3階 清掃

502512 えむえむあい 税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井1-7-6 その他

502298 えむじぇいしー (株)ＭＪＣ　減災事業部 東京都港区浜松町1-24-8　オリックス浜松町ビル8階 その他

502345 えむずじゃぱん (株)Ｍ'ｓジャパン 所沢市大字山口373-9 その他

502537 えむてぃーあい (株)エムティーアイ 東京都新宿区西新宿3-20-2 その他

100789 えむわい (株)エムワイ　レントオール熊谷 熊谷市広瀬542-5 その他

502090 おうめしょうこうかいぎしょ 青梅商工会議所 東京都青梅市上町373-1 その他

501978 おうようちしつ 応用地質(株) さいたま市北区土呂町2-61-5 点検・検査・その他

502094 おーえーじーぜいりしほうじん ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町6-2 その他

101042 おーえんす (株)オーエンス　さいたま支店 さいたま市大宮区錦町682-2 清掃・運転・点検・検査・その他

502024 おーくす (株)オークス 東京都渋谷区代々木2-4-9 その他

501894 おおくらこうぎょう 大倉工業(株)東京支店 東京都豊島区東池袋3-13-2 その他

502630 おおさかがすせきゅりてぃさーびす 大阪ガスセキュリティサービス(株) 大阪市淀川区十三本町3-6-35 清掃・その他

502158 おおさきでーたてっく 大崎データテック(株) 東京都品川区東五反田2-1-10 その他

502722 おおすみ (株)オオスミ 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町20-17 清掃・点検・検査・その他

502414 おおぜきかんこうばす (株)大堰観光バス 行田市大字須加2972－2 その他

501951 おーちゅー (株)オーチュー　埼玉支店 所沢市泉町914-17-101 清掃・運転・点検・検査・その他

502510 おーてっく (株)オーテック　環境システム事業部北関東支店 群馬県高崎市貝沢町478 点検・検査

100049 おおみやつううん 大宮通運(株) さいたま市北区大成町4-914-1 その他

502717 おきくろすてっく OKIクロステック(株)第二支社 さいたま市中央区上峰3-10-5 運転・点検・検査
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500213 おきでんきこうぎょう 沖電気工業(株)首都圏営業本部 東京都港区虎ノ門1-7-12 点検・検査

100100 おきなや (株)オキナヤ 熊谷市江南中央2-17-1 点検・検査

500038 おりえんたるこんさるたんつ (株)オリエンタルコンサルタンツ埼玉事務所 さいたま市中央区新中里4-14-17 その他

500018 おりじなるせっけい オリジナル設計(株) さいたま市浦和区常盤9-9-1 その他

100898 おりっくすしげんじゅんかん オリックス資源循環(株) 寄居町大字三ケ山313 その他

502555 おんろーど (株)オンロード 上尾市大字向山31-10 清掃・運転・点検・検査

500055 かいぎろくけんきゅうしょ (株)会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16 その他

100120 かいぎろくせんたー (株)会議録センター 鴻巣市鎌塚1-4-12 その他

501905 かしまいんさつしょ (株)鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町159 その他

502580 かずまっと (株)CUZMAT　埼玉営業所長 富士見市西みずほ台1-4-5　ベルトピアみずほ台302 清掃・その他

501444 かつた (株)カツタ 茨城県ひたちなか市高野1968-2 その他

501686 かつたかんきょう 勝田環境(株) 茨城県ひたちなか市津田2554-2 清掃・点検・検査・その他

502519 かとうしょうじ 加藤商事(株) 所沢市けやき台2-31-2 清掃・運転・点検・検査・その他

502601 かとうしょうじ (株)加藤商事 さいたま市西区内野本郷297-4 点検・検査・その他

502716 かとうしょうじ (株)加藤商事 さいたま市西区大字中釘2228-5 清掃・点検・検査・その他

501866 かどくらてくの 門倉テクノ(株)関東支店 さいたま市浦和区元町1-24-25 点検・検査・その他

101100 かねえい (株)カネエイ 蓮田市末広1-7-4 清掃

502647 かねこ (株)兼子　埼玉戸田工場 戸田市美女木1060 その他

500265 かわじゅうれいねつこうぎょう 川重冷熱工業(株)　北関東支店 白岡市新白岡7-14-13 点検・検査・その他

500044 かわなべこうぎょう カワナベ工業(株)埼玉営業所 熊谷市曙町1-23-1曙町パレス1-A 清掃・点検・検査・その他

502142 かわもとぎけんこうぎょう 川本技研工業(株) 深谷市荒川86 点検・検査・その他

100015 かんえいめんてなんす (株)カンエイメンテナンス 行田市桜町1-6-10 清掃・運転・点検・検査・その他
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500112 かんきょうかんりせんたー (株)環境管理センター　北関東技術センター さいたま市中央区本町東3-15-12 清掃・その他

501523 かんきょうぎけん (株)環境技研 群馬県高崎市金古町1709-1 清掃

502001 かんきょうぎけん (株)環境技研行田営業所 行田市門井町1-7-7サンハイツ野口C-102号室 清掃・運転・点検・検査・その他

502118 かんきょうぐりーんえんじにあ (株)環境・グリーンエンジニア　埼玉事務所 鴻巣市上谷2407-5 その他

501423 かんきょうしすてむ 環境システム(株) 群馬県前橋市荻窪町785-6 運転・点検・検査

100026 かんきょうそうごうけんきゅうしょ (株)環境総合研究所 川越市鴨田592-3 その他

100211 かんきょうてくの (株)環境テクノ 東松山市大字大谷3068-70 点検・検査・その他

501592 かんきょうほぜんせんたー (株)環境保全センター 群馬県高崎市下大島町626 点検・検査

501835 かんきょうらぼ (株)環境ラボ 栃木県佐野市宮下町7-10 その他

500061 かんだつうしんき 神田通信機(株)北関東支店 さいたま市大宮区浅間町2-167 点検・検査

500020 かんとうえれべーたーしすてむ (株)関東エレベーターシステム　埼玉支店 熊谷市妻沼1372-3　サンフォルム101 点検・検査

115 かんとうかんきょうかがく (株)関東環境科学 羽生市上新郷5995-7 清掃

502003 かんとうこうぎょう 関東港業(株)文化財保存対策事業部 東京都港区芝浦4-17-11 清掃・その他

100837 かんとうさーびすこうしゃ (株)関東サービス工社 さいたま市大宮区大門町3-59-2 運転・点検・検査・その他

500152 かんとうでんきほあんきょうかい 一般財団法人関東電気保安協会 さいたま市中央区上落合4-10-6 点検・検査

502332 かんとうぶんかざいしんこうかい 関東文化財振興会(株) 茨城県筑西市布川1012 その他

502565 かんとうほーちき 関東ホーチキ(株)さいたま支社 さいたま市北区宮原町3-547 点検・検査

502616 きぎょうくみあいろうきょうせんたーじぎょうだん 企業組合労協センター事業団　埼玉事業本部 さいたま市南区南本町2-5-15-201 清掃・その他

500069 ぎけんこんさる 技研コンサル(株) 群馬県前橋市下小出町1-15-3 その他

501708 ぎじろくせんたー (株)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　日本橋相互ビル505 その他

501809 きはら キハラ(株) 東京都千代田区神田駿河台3-5 その他

501111 きやのんしすてむあんどさぽーと キヤノンシステムアンドサポート(株)埼玉中央営業部熊谷営業所 熊谷市筑波3-195 点検・検査
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502504 きゃんさーすきゃん (株)キャンサースキャン 東京都品川区西五反田1-3-8 その他

502070 きょうえい (株)協栄　上尾営業所 上尾市大字戸崎489 清掃・運転・点検・検査・その他

500260 きょうえいしょうどく (有)協栄消毒　埼玉支店 桶川市西1-3-9-107 清掃

502163 きょうせい (株)共生 さいたま市浦和区常盤10-2-3-301 清掃・運転・点検・検査・その他

501349 ぎょうせい (株)ぎょうせい　関東支社 東京都江東区新木場1-18-11 その他

502558 ぎょうせいしすてむ 行政システム(株)東京支店 東京都立川市曙町2-22-20 その他

502737 きょうでんこうぎょう 協電工業(株) 春日部市下大増新田421-1 点検・検査

100685 きょうどうばす (株)協同バス 行田市佐間1-20-36 その他

502732 きょうわけいびほしょう 協和警備保障(株)浦和営業所 さいたま市浦和区元町2-18-13 清掃

500277 きょうわこんさるたんつ (株)協和コンサルタンツ　関東営業所 さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 その他

30 きょうわぼいらこうぎょう 協和ボイラ工業(株) 羽生市大字尾崎570 運転・点検・検査

501668 きょくとうかいはつこうぎょう 極東開発工業(株) 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 運転・点検・検査

502248 きょくとうぎこうこんさるたんと (株)極東技工コンサルタント さいたま市大宮区三橋1-462-9 点検・検査・その他

500299 きょくとうさーびす 極東サービス(株) 千葉県八千代市上高野1823-1 その他

502607 きょくとうさーびすえんじにありんぐ 極東サービスエンジニアリング(株) 東京都品川区東品川3-15-10 運転

100457 きょくとうびるかんり 極東ビル管理(株)熊谷営業所 熊谷市箱田5-3-12 清掃・運転・点検・検査

502089 きんぐらんめでぃけあ キングラン・メディケア(株)埼玉支社 さいたま市見沼区大和田町1-1340 清掃・その他

502111 きんせいどうじょうほうしすてむ (株)金聖堂情報システム 日高市大字梅原99-2 その他

500168 きんでん (株)きんでん さいたま市大宮区土手町1-49-8 運転・点検・検査

502446 くうかんじょうほうさーびす 空間情報サービス(株) 千葉県千葉市中央区中央3-10-6 その他

501490 くどうせっけい (株)工藤設計　埼玉営業所 さいたま市南区別所2-37-7 その他

501075 くぼたきこう クボタ機工(株)東京支店 東京都中央区京橋2-1-3 運転・点検・検査・その他
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101242 くまがやつううん 熊谷通運(株) 熊谷市筑波3-193 清掃・その他

502002 ぐりーんえこ (株)グリーンエコ東京事務所 東京都北区田端新町3-14-4NOZAKIビル201 その他

100136 ぐりーんきかくしゃ (株)グリーン企画社 さいたま市浦和区針ヶ谷3-5-5 その他

100241 くりーんこうぼう (株)クリーン工房 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 清掃・運転・点検・検査・その他

100248 くりーんしすてむ クリーンシステム(株) さいたま市浦和区常磐5-2-18 その他

502667 くりばられんとげん 栗原レントゲン(株)埼玉営業所 熊谷市宮前町2-182　矢島ビル1F 点検・検査

101142 くれもなかい 医療法人クレモナ会 熊谷市三ヶ尻48 その他

501225 ぐろーりー グローリー(株) さいたま市北区東大成町2-660 その他

502704 くろがねこうさくしょ (株)くろがね工作所　東京営業所 東京都港区芝1-10-13 その他

100259 くわばらぱんぷきん (株)クワバラ・パンぷキン さいたま市中央区本町西4-11-10 その他

502420 ぐんとうえころ 群桐エコロ(株) 群馬県太田市新田大町600-26 その他

502384 ぐんまきかい (株)群馬機械 群馬県前橋市端気町417-1 清掃・運転・点検・検査・その他

502700 ぐんまでんしけいさんせんたー (株)群馬電子計算センター 群馬県前橋市天川大島町1180　プロセシングセンター4階 その他

501824 ぐんまぶんせきせんたー (株)群馬分析センター 群馬県高崎市下大島町625 清掃

502472 けいえすえす ＫＳＳ(株) 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2 その他

500001 けいそくさーびす 計測サービス(株)さいたま事業所 さいたま市南区鹿手袋4-12-10 その他

502229 けいみっくす (株)ケイミックス　埼玉支店 八潮市八潮4-21-6 清掃・運転・点検・検査

501608 けーでーしー (株)ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門4-2-12 運転・その他

101210 けーわん (株)ケーワン 川口市青木1-22-2 清掃・運転・点検・検査

100453 げすいかんりこうぎょう (有)下水管理興業 上尾市大字南422-86 清掃・点検・検査・その他

501814 けのこうこがくけんきゅうじょ (有)毛野考古学研究所　埼玉支所 比企郡吉見町北吉見1440-1 その他

501761 けんせつぎじゅつけんきゅうじょ (株)建設技術研究所　関東事務所 さいたま市浦和区上木崎1-14-6 その他
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501784 げんそう (株)元創 東京都杉並区高円寺南3-24-31 運転・点検・検査・その他

500191 げんだいけんこうしゅっぱん (株)現代けんこう出版 東京都墨田区両国1-12-8 その他

502735 けんちくぎょうせいじょうほうせんたー 一般財団法人建築行政情報センター 東京都新宿区神楽坂1-15 その他

100220 けんとこーぽれーしょん (株)ケント・コーポレーション さいたま市浦和区本太2-9-24 清掃・運転・点検・検査・その他

124 けんほくじどうしゃばす (有)県北自動車バス 羽生市大字上岩瀬699-3 運転

100785 こあ (株)コア その他

501393 こうえいじぎょう 公営事業(株)埼玉営業所 蓮田市西新宿6-62 運転・点検・検査

100098 こうきょうちけん 公共地研(株) 川口市戸塚3-25-27 その他

502101 こうしん 光伸(株)関東支店 千葉県松戸市横須賀1-1-6 点検・検査

501886 こうとうびせいぶつけんきゅうしょ (株)江東微生物研究所　さいたま岩槻営業所 さいたま市岩槻区本町1-18-12 その他

502185 こうのいけめでぃかる 鴻池メディカル(株)埼玉営業所 戸田市新曽南3-5-24 その他

502432 こーえい コーエィ(株)Ｅ・Ｃ事業部　さいたま営業所 さいたま市西区飯田新田244-1 その他

501001 こーえー (株)コーエー 茨城県取手市清水747 その他

502434 こーけん (株)コーケン 長野県岡谷市2398-1 点検・検査

502697 こーゆーれんてぃあ コーユーレンティア(株) さいたま市浦和区北浦和4-5-5　北浦和大栄ビル7F その他

500007 こくさいこうぎょう 国際航業(株)埼玉支店 さいたま市見沼区東大宮5-3-2 その他

502188 こくさいぶんかざい 国際文化財(株) 東京都品川区東五反田2-3-4 その他

501317 こくどじょうほうかいはつ 国土情報開発(株) 東京都世田谷区池尻2-7-3 その他

500255 こくどちず 国土地図(株) 新宿区西落合2-12-4 その他

502688 こくどりさーち (株)コクドリサーチ 埼玉支社 三郷市早稲田6-13-19 その他

500749 こすもりさーち (株)コスモリサーチ埼玉営業所 さいたま市桜区田島1-12-10-202 その他

500160 ことぶき (株)コトブキ　埼玉支店 さいたま市南区南浦和2-44-9 その他
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100963 こまつかすたまーさぽーと コマツカスタマーサポート(株)北本支店 北本市宮内6-1 点検・検査

502487 こみゅにてぃーぷらんなーず (株)コミュニティー・プランナーズ 東京都港区東新橋2-10-7　中銀第二新橋マンシオン805号 その他

500313 こやま 小山(株)埼玉営業所 所沢市大字中富254-2 その他

502659 こやま (株)コヤマ　埼玉営業所 鴻巣市ひばり野1-25-30 その他

500515 こやましょうかい (株)小山商会 北関東営業所 上尾市中妻3-4-4 その他

501288 こんごうさんぎょう 金剛産業(株) 東京都中央区晴海1-8-12 点検・検査

501694 さーべいりさーちせんたー (株)サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里2-40-10 その他

100807 さいおー (株)サイオー さいたま市浦和区岸町7-12-4 清掃・運転・点検・検査・その他

502682 さいしんさーびす サイシンサービス(株) 久喜市久本寺29-1 清掃

502311 さいたまくうちょうめんてなんす (株)埼玉空調メンテナンス さいたま市西区西大宮2-27-4 点検・検査

100249 さいたまけんがいちゅうぼうじょきょうどうくみあい 埼玉県害虫防除事業協同組合 さいたま市桜区大字神田609 清掃・その他

100305 さいたまけんかんきょうけんさけんきゅうきょうかい 一般社団法人　埼玉県環境検査研究協会 さいたま市大宮区上小町1450-11 清掃・その他

502723 さいたまけんげすいどうこうしゃ 公益財団法人埼玉県下水道公社 さいたま市桜区田島7-2-23 その他

100875 さいたまけんけんこうづくりじぎょだん 公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 比企郡吉見町江和井410-１ その他

108 さいたまけんさいせいしげんじぎょうきょうどうくみあいはにゅうしぶ 埼玉県再生資源事業協同組合　羽生支部 羽生市大字藤井下組943 その他

501926 さいたまちゅうおうびるめんてなんすきょうどうくみあい 埼玉中央ビルメンテナンス協同組合 さいたま市北区奈良町95-5 清掃・運転・点検・検査

100465 さいたまびそう 埼玉美装(株) さいたま市大宮区桜木町1-7-5 清掃・運転・点検・検査

101058 さいたまぷりろ さいたまプリロ(株) さいたま市北区日進町3-8 清掃・運転・点検・検査・その他

100828 さいたまやまと (株)埼玉ヤマト さいたま市岩槻区西原台1-1-10 点検・検査

502566 さいたまゆうせい (株)サイタマ・ユウセイ 上尾市愛宕3-11-1 清掃・点検・検査・その他

101092 さいたまりそなさんぎょうけいざいこうしんざいだん 公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団 さいたま市浦和区高砂2-9-15 その他

502259 さいねっくす (株)サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15 その他

13 / 38 ページ



令和３・４年度　羽生市物品売買等競争入札参加資格者名簿 その他業務

受付番号 商号かな 商号漢字 住所 業種

502440 さいのくにこどもわかものしえんねっとわーく 一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク さいたま市浦和区高砂3-7-2 その他

502288 さいびるかんり (有)彩ビル管理 さいたま市西区大字佐知川614-1 清掃・運転・点検・検査

100346 さいぼう (株)サイボウ さいたま市見沼区卸町2-6-15 点検・検査

502437 さがでんさんせんたー (株)佐賀電算センター 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427-7 その他

100385 さかどぼうさい 坂戸防災(株) 坂戸市三光町36-1 点検・検査

502141 さがわきゅうびん 佐川急便(株)北関東支店 白岡市篠津914-3 清掃・運転・点検・検査・その他

502295 さくらかんこうばす さくら観光バス(株) 久喜市菖蒲町三箇2470-1 その他

501002 さみえる (株)サミエル 栃木県足利市葉鹿町1-30-1 その他

100159 さんあい (株)サンアイ 熊谷市佐谷田1245-2 清掃

500371 さんあめにてぃ (株)サンアメニティ　埼玉支社 川口市朝日2-23-4 清掃・運転・点検・検査

100560 さんえいかんりこうぎょう 三栄管理興業(株)加須支店 加須市久下2-22-18ハイツダイゴＤ棟105号室 点検・検査・その他

101196 さんえいこうぎょう (株)三栄興業 三郷市戸ヶ崎3-347 清掃・その他

502451 さんえすびるさーびす サンエスビルサービス(株) 川越市小仙波町4-17-1 清掃・運転・点検・検査

502639 さんきょうびるかんり (有)三協ビル管理 上尾市原新町26-9 清掃・運転・点検・検査

100369 さんくりーん 燦クリーン(株) 所沢市小手指町1-42-24 清掃・その他

100803 さんこうかがく 山光化学(株) 熊谷市押切795-1 点検・検査

502593 さんこうこうぎょう 三晃工業(株) 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 点検・検査

101049 さんこうこみゅにてぃまねじめんと (株)三幸コミュニティマネジメント　埼玉東部営業所 久喜市鷲宮中央2-1-14 清掃・運転・点検・検査

502677 さんこうしゃ (株)三工社 東京都港区芝大門1-10-11　芝大門センタービル その他

500771 さんしんでんき 三信電気(株)ソリューション営業本部 東京都港区芝4-4-12 点検・検査

501512 さんすい (株)サンスイ 上尾市大字平方4280-1 その他

100802 さんすいかがくこうぎょう 三水化学工業(株) 熊谷市石原1-99 点検・検査
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502133 さんてっく (有)サンテック 静岡県富士宮市大中里1274-6 その他

502415 さんでんしすてむえんじにありんぐ サンデンシステムエンジニアリング(株) 群馬県伊勢崎市宮子町3450-8 その他

502268 さんびーむ (株)サンビーム 東京都千代田区三崎町3-2-8グランバレー三崎町2階 その他

501822 さんぽう (株)三豊 愛知県豊橋市西山町字西山328 その他

502739 さんめんてなんす (株)サンメンテナンス 大阪府大阪市中央区和泉町1-1-14 清掃・運転・点検・検査

502576 さんようじどうしゃ 三陽自動車(株)埼玉事業所 川口市芝中田1-12-15-303 運転・その他

100335 さんらっと サンラット(株) 川越市上戸95-1 清掃・運転・点検・検査

501819 さんりつつうしん 三立通信(株) 東京都千代田区内神田3-4-13 点検・検査

100546 さんりょこうせんたー (株)サン旅行センター 加須市北下新井334-3 その他

101135 さんわーるど (株)サンワールド 久喜市徐堀158-3 その他

500338 さんわこうそく 三和航測(株)埼玉事務所 さいたま市大宮区仲町3-154-201 その他

501515 さんわしやったーこうぎよう 三和シヤッター工業(株)埼玉メンテサービスセンター さいたま市北区宮原町2-78-15 その他

100532 さんわっくす (株)サンワックス 熊谷市問屋町2-5-13 清掃・運転・点検・検査・その他

502190 じーあいえすかんとう (株)ＧＩＳ関東 さいたま市見沼区東大宮4-74-6 その他

502503 じーえすえふ (株)ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿3-20-2 その他

500357 じーしーしー (株)ジーシーシー　埼玉支社 熊谷市筑波2-15　大樹生命熊谷ビル4階 その他

502277 じーしーしーじちたいさーびす (株)ジーシーシー自治体サービス 群馬県前橋市三俣町2-11-10 その他

501902 しーでーしーじょうほうしすてむ シーデーシー情報システム(株) 千葉県千葉市中央区本千葉町4-3 その他

500491 じぇいえすきゅーぶ (株)ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲1-7-12 点検・検査・その他

501136 じぇいえふいーかんきょうてくのろじー ＪＦＥ環境テクノロジー(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 運転・点検・検査

502595 じぇいてぃーびー (株)ＪＴＢ　熊谷支店 熊谷市筑波1-207-3 清掃・その他

501896 じぇいれっく (株)ジェイレック　埼玉支店 所沢市西新井町19-10 清掃・運転・点検・検査・その他
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101157 じぇーびーえむじぎょうほんぶ (株)ジェービーエム事業本部 さいたま市大宮区櫛引町1-251 清掃・点検・検査・その他

500947 じぇっく (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 その他

502736 じおぷらんなむてっく (株)ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町5-4 その他

502671 しぐますたっふ (株)シグマスタッフ 東京都品川区上大崎2-25-2　新目黒東急ビル6階 運転・その他

502693 しすてむえんじにありんぐ (株)システムエンジニアリング 東京都台東区柳橋1-13-3 点検・検査

502721 しすてむでぃ (株)システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町603 その他

500714 しだっくすだいしんとうひゅーまんさーびす シダックス大新東ヒューマンサービス(株)北関東支店 さいたま市大宮区土手町2-15-1　小島ＭＮビル6Ｆ 清掃・その他

502632 してぃ・ぷらんにんぐ (株)シティ・プランニング 　埼玉事務所 川越市鴨田592-3 その他

502619 しなじー (株)シナジー 沖縄県宜野湾市大山7-10-14-3階 その他

502297 しまづめでぃかるしすてむず 島津メディカルシステムズ(株) さいたま市南区内谷5-3-2 その他

100277 しみずあーねっと (株)清水アーネット 行田市忍2-19-1 点検・検査

500481 しもん (株)四門　埼玉支店 さいたま市浦和区北浦和2-14-8　ＫＳハイツ北浦和107 その他

502523 しゃーぷまーけてぃんぐじゃぱん シャープマーケティングジャパン(株) 東京都港区芝浦1-2-3 その他

500428 しゃかいこうそうけんきゅうじょ (株)社会構想研究所 東京都港区新橋5-8-6 その他

500521 じゃぱんいんたーなしょなるそうごうけんき (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5　西京極駅前ビル6階 その他

501880 じゃぱんえれべーたーさーびすじょうさい ジャパンエレベーターサービス城西(株) 東京都新宿区新宿6-29-8 点検・検査

500937 じゃぱんしすてむ ジャパンシステム(株) 東京都渋谷区代々木1-22-1 その他

502743 じゃふろ (株)ジャフロ 千葉県東金市山田1165-23 点検・検査

101217 じゅうたくほごせんたー (株)住宅保護センター 春日部市銚子口字三反田1201-9 清掃

100889 しゅとけんさんぎょう 首都圏産業(株) 川口市本町4-3-6 その他

501635 じょいとーく (株)ジョイトーク 栃木県さくら市氏家2371-12 その他

502335 じょうち (株)上智　埼玉支店 ふじみ野市亀久保2-10-10-308 その他
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502127 じょうほうぎじゅつ (株)情報技術 茨城県つくば市花畑3-32-10 その他

501764 じょうほうつうしんしすてむえんじにありんぐ 情報通信システムエンジニアリング(株)埼玉営業所 さいたま市北区宮原町3-586 点検・検査

502592 しょうやほーるでぃんぐす (株)SHOW-YA　Holdings 東京都渋谷区宇田川町2-1 点検・検査・その他

501239 じょうようめんてなんす 常陽メンテナンス(株)さいたま支店 さいたま市浦和区仲町2-5-1　ロイヤルパインズホテル浦和Ｂ1Ｆ 清掃・運転・点検・検査・その他

100229 しょうわそうごうさーびす (株)昭和綜合サービス さいたま市南区大字太田窪2745 繊維･寝具

101039 しょーび (株)ショービ 川越市大字砂新田2571-31 清掃・運転・点検・検査

502283 しよーもん (株)シヨーモン さいたま市見沼区片柳1045-1 その他

502161 しらかわぶたいきこう 白川舞台機構(株) さいたま市桜区大字道場709-1 その他

101103 しろやまさんぎょう 城山産業(株)埼玉支店 越谷市南越谷4-23-13 清掃・運転・点検・検査・その他

501678 しんかんきょうぶんせきせんたー (株)新環境分析センター 新潟県新潟市江南区祖父興野２６８-１ 点検・検査・その他

501981 しんぎじゆつこんさる (株)シン技術コンサル北関東支店 群馬県佐波郡玉村町板井311-1 その他

501656 しんく (株)シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル その他

502363 しんこうあともす 新晃アトモス(株) 東京都江東区新大橋1-11-4 点検・検査

500988 しんこうかんきょうそりゅーしょん (株)神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町１－４－７８ 運転

101007 しんこーすぽーつ　 シンコースポーツ(株)埼玉支店 さいたま市大宮区大門町3-55 清掃・その他

78 しんせいこうさん (有)新生興産 羽生市大字砂山366-2 清掃・その他

502445 しんてん (株)シンテン　埼玉支店 戸田市氷川町2-12-7　3階 清掃・点検・検査・その他

502572 しんでんき (株)新電気 三郷市早稲田4-7-9 運転・点検・検査

502027 しんとうかんり (株)新東管理　川越支店 川越市並木西町19-15 清掃・運転・点検・検査

502702 しんなりたそうごうしゃ (有)新成田総合社 千葉県成田市御所の内18-4 その他

500274 しんふぉにあえんじにありんぐ シンフォニアエンジニアリング(株)東京本社 東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル 点検・検査

100905 しんめい (株)新明 坂戸市大字片柳2148-3 清掃・運転・点検・検査・その他
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501571 しんめいわあくあてくさーびす 新明和アクアテクサービス(株)北関東センター さいたま市北区宮原町4-43-20 点検・検査

501885 しんわてっく 進和テック(株)埼玉支店 川口市上青木西1-8-33 点検・検査

502273 すいかん (株)スイカン 鴻巣市笠原1989-7 点検・検査

502757 すいしつけんきゅうしょ (株)水質研究所　埼玉営業所 さいたま市見沼区大字中川335-7 運転

101221 すいどうそうごうぷらんにんぐ 水道総合プランニング(株) 和光市本町22-1 点検・検査

501693 すいどうてくにかるさーびす 水道テクニカルサービス(株)埼玉営業所 さいたま市南区別所5-15-2 その他

502591 すいんぐえーえむ 水ｉｎｇＡＭ(株)北関東支店 さいたま市大宮区桜木町4-252ユニオンビル その他

500093 すいんぐえんじにありんぐ 水ｉｎｇエンジニアリング(株)北関東支店 さいたま市大宮区桜木町4-252ユニオンビル その他

502744 すかい Ｓｋｙ(株) 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30　ニッセイ新大阪ビル その他

502284 すずしょうこんさるたんつ (株)鈴正コンサルタンツ 群馬県前橋市西片貝町5-18-20 その他

502640 すたー (株)スター 三重県亀山市関ヶ丘521-117 運転

502691 すたっふさーびす (株)スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町85 その他

101248 すてら (有)ステラ 神川町大字小浜291 その他

501998 すながさんぎょう (有)砂賀産業 羽生市大字藤井下組298-2 その他

502286 すまーとばりゅー (株)スマートバリュー 大阪府大阪市中央区道修町3-6-1　京阪神御堂筋ビル14階 その他

501593 すりーえむぎけん スリーエム技研(株) 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町481-1 その他

502444 せいかんけんさせんたー (株)静環検査センター　埼玉営業所 さいたま市浦和区常盤1-3-9-307 点検・検査

502254 せいこーそりゅーしょんず セイコーソリューションズ(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 その他

100494 せいこーびるしすてむ セイコービルシステム(株) さいたま市浦和区高砂3-12-24 清掃・運転・点検・検査・その他

502489 せいのーすーぱーえくすぷれす セイノースーパーエクスプレス(株)美術輸送センター 川越市池辺25-1 その他

502396 せいぶつううん 西武通運(株) 狭山市入間川1-1-54 運転・その他

502574 ぜいりしほうじんあみっくあんどぱーとなーず 税理士法人アミック＆パートナーズ 栃木県宇都宮市西川田町928-1 その他
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502399 ぜいりしほうじんてぃーえむえす 税理士法人ＴＭＳ 東京都豊島区南池袋2-17-11 その他

501802 せいりょうでんき 西菱電機(株)東京支社 東京都港区芝大門1-1-30 点検・検査

502636 せいりょうでんきふぃーるでぃんぐ 西菱電機フィールディング(株) 神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 運転・点検・検査・その他

500643 せこむ セコム(株) 東京都渋谷区神宮前1-5-1 清掃・点検・検査

501516 せのー セノー(株)関東信越支店 千葉県松戸市松飛台398 運転・点検・検査

501719 せふてっく (株)セフテック 清掃・運転・点検・検査

501833 せぶんさーびすきかくそうしょく (株)セブンサービス企画装飾 千葉県浦安市鉄鋼通り3-4-6 その他

502751 せらふえのもと (株)セラフ榎本 川口市芝中田2-34-16 その他

502114 せるこ (株)セルコ 東京都渋谷区渋谷2-5-2 その他

500365 せれすぽ (株)セレスポ　さいたま支店 さいたま市浦和区常盤7-1-1　大黒屋オフィス4階 その他

502010 ぜんこくのうきょうしょくひん 全国農協食品(株) 久喜市河原井町14 その他

501768 せんつう (株)宣通 愛知県名古屋市東区東桜2-16-27 その他

501433 せんとらるこんさるたんと セントラルコンサルタント(株)北関東営業所 さいたま市大宮区高鼻町1-53-4 その他

502484 せんとらるすぽーつ セントラルスポーツ(株) 東京都中央区新川1-21-2 その他

502458 せんとらるびるてっく セントラルビルテック(株)久喜営業所 久喜市久喜東2-20-5　ベルピア久喜第2-2-102 清掃・運転・点検・検査

501338 ぜんりん (株)ゼンリン大宮営業所 さいたま市大宮区土手町1-2 その他

501997 そうごうかんきょうけいかく (株)総合環境計画　北関東事務所 さいたま市北区土呂町2-44-13 清掃・点検・検査・その他

501780 そうごうかんきょうぶんせき (株)総合環境分析　埼玉営業所 羽生市上新郷5995-7 点検・検査・その他

502583 そうごうかんていちょうさ (株)総合鑑定調査 愛知県名古屋市中区錦1-6-18　J・伊藤ビル4階 その他

89 そうごうかんりせんたー (有)総合管理センター 羽生市大字北袋５１８－１ 点検・検査・その他

500424 そうごうけいびほしょう 綜合警備保障(株)埼玉北支社 熊谷市筑波2-15 清掃・運転・点検・検査・その他

501652 そうわ (株)創和 東京都江戸川区篠崎町3-33-8 その他
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100573 そしあるさーびす (株)ソシアルサービス 久喜市菖蒲町三箇2878-1 清掃・運転・点検・検査・その他

502707 そしおふーどさーびす ソシオフードサービス(株) 東京都港区芝4-13-3　PMO田町東10F その他

502506 そふとばんく ソフトバンク(株) 東京都港区海岸1-7-1 運転・点検・検査・その他

502573 そりまち (株)ソリマチ 新潟県長岡市表町1-4-24 その他

501558 だいいちかんきょう 第一環境(株) 東京都港区赤坂2-2-12 その他

100732 だいいちこうぎょう 第一航業(株)さいたま営業所 さいたま市見沼区春野1-9-2-803 その他

500467 だいいちてくの (株)第一テクノ　関東支店 さいたま市桜区南元宿2-34-11 点検・検査・その他

500632 だいいちほうき 第一法規(株) 東京都港区南青山2-11-17 その他

502561 だいえいかんきょう 大栄環境(株) 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28 運転・点検・検査・その他

500913 たいき (株)大輝　埼玉支店 さいたま市岩槻区本町5-4-3 その他

500459 だいしょう (株)ダイショウ 東京都中央区八丁堀2-21-2 その他

501933 だいしんとう 大新東(株) 東京都調布市調布ヶ丘3-6-3 その他

502668 たいせいえんじにありんぐ 大成エンジニアリング(株) 東京都新宿区馬場下町1-1 その他

500362 だいなっくすとしかんきょうけんきゅうじょ (株)ダイナックス都市環境研究所 東京都港区西新橋3-15-12 その他

500386 だいにっぽんこんさるたんと 大日本コンサルタント(株)関東支社 さいたま市中央区新都心11-2 その他

100285 たいへいびるかんり 太平ビル管理(株) 杉戸町杉戸2-6-3 清掃・運転・点検・検査・その他

500404 たいへいびるさーびす 太平ビルサービス(株)さいたま支店 さいたま市大宮区土手町1-49-8 清掃・運転・点検・検査

501676 たいへいようせめんと 太平洋セメント(株) 東京都文京区小石川1-1-1 その他

100873 たいへいようりくそう 太平洋陸送(株) 熊谷市三ヶ尻5378番地 その他

100237 たいようかくち (株)大洋画地 川口市青木4-7-3 その他

100496 たいようかんざい 太陽管財(株) さいたま市北区日進町3-8 清掃・運転・点検・検査・その他

502539 たかしまてくのろじーせんたー (株)高島テクノロジーセンター　埼玉営業所 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 その他
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100434 たかはしいかきかいてん (株)高橋医科器械店 熊谷市箱田6-14-38 その他

500426 たかはしこうぎょう 高橋工業(株)埼玉支店 上尾市浅間台3-16-48 清掃・運転・点検・検査・その他

100568 たかまつ タカマツ(株) 北本市石戸宿3-91-2 点検・検査・その他

100333 たかみざわぶんせきかがくけんきゅうじょ (株)高見沢分析化学研究所 さいたま市桜区西堀6-4-28 清掃・その他

101212 たかやま (株)タカヤマ 所沢市南永井37-9 清掃・点検・検査・その他

501397 たからびるめん タカラビルメン(株) 茨城県龍ヶ崎市中根台4-10-1 清掃・運転・点検・検査・その他

46 たぐちしょうじ (有)田口商事 羽生市大字本川俣1213-3 その他

500511 たくはい (株)宅配 東京都文京区本郷4-11-5 その他

100481 たけだえんじにやりんぐ (株)武田エンジニヤリング さいたま市岩槻区東岩槻4-6-8 清掃・運転・点検・検査・その他

502386 たけみこーぽれーしょん (株)タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田2-191-1 清掃・その他

502381 たてやまかがくこうぎょう 立山科学工業㈱ 富山県富山市大泉1583 その他

501248 たなか (株)タナカ　東京支社 東京都千代田区神田東松下町17 点検・検査

502299 たなかでんき 田中電気(株) 東京都千代田区外神田1-15-13 点検・検査

500469 たにこー タニコー(株)熊谷営業所 熊谷市新堀902-5 点検・検査

101199 たびくらぶじゃぱん (株)旅クラブジャパン 越谷市千間台西5-3-58 その他

114 たふてくにかる タフテクニカル(株) 羽生市大字稲子664-4 点検・検査

501760 たまのそうごうこんさるたんと 玉野総合コンサルタント(株)埼玉事務所 さいたま市中央区新中里1-2-19 その他

501314 たむら (株)タムラ 東京都江戸川区西一之江4-9-28 その他

502709 ちいきかんきょうけいかく (株)地域環境計画 戸田市川岸1-10-21 その他

501493 ちいきけいかく 地域計画(株)埼玉営業所 熊谷市上中条1007-3 その他

502346 ちいきけいかくけんちくけんきゅうじょ (株)地域計画建築研究所 東京都千代田区神田1-15-7　ユニゾン内神田一丁目ビル その他

501953 ちいきけいかくせんたー (株)地域計画センター 長野県長野市大字北長池字上河原1924-2 その他
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502134 ちいきけいかくれんごう (株)地域計画連合 東京都豊島区北大塚2-24-5ステーションフロントタワー2F その他

500183 ちいきそうごうけいかくけんきゅうしょ (株)地域総合計画研究所 東京都港区南青山5-1-25 その他

501871 ちいきぶんかざいけんきゅうしょ (株)地域文化財研究所 千葉県印西市大森2596-9 その他

502597 ちぇりーびー (株)チェリービー さいたま市浦和区仲町1-3-9レインボービル302 その他

100531 ちちぶかんこうこうぎょう 秩父観光興業(株)行田営業所 行田市長野1788 その他

502211 ちちぶげんりゅうすい (株)秩父源流水 秩父市大滝4559 その他

101211 ちちぶてつどうかんこうばす 秩父鉄道観光バス(株) 熊谷市曙町1-1 その他

100575 ちちゅうえんじにありんぐ 地中エンジニアリング(株) さいたま市桜区田島5-19-8 その他

500439 ちゅうおうかいはつ 中央開発(株) 川口市西青木3-4-2 その他

501982 ちゅうおうこうぎょう 中央航業(株) 上尾市地頭方332-7 その他

500267 ちゅうおうじおまちっくす (株)中央ジオマチックス　さいたま営業所 さいたま市見沼区小深作603-12 その他

502673 ちゅうおうせっけいぎじゅつけんきゅうしょ (株)中央設計技術研究所　埼玉事務所 さいたま市桜区西堀1-11-7 その他

502053 ちゅうおうでんきこうぎょう 中央電気工業(株)本社 茨城県鹿嶋市大字光4 その他

502033 ちゅうがいてくのす 中外テクノス(株)埼玉営業所 さいたま市大宮区桜木町1-9-18　大宮三貴ビル その他

502526 ちゅうこう (株)中広 岐阜県岐阜市東興町２７ その他

502052 ちゅうでんこうさん 中電興産(株) 茨城県鹿嶋市大字光4 その他

500231 ちょうだい (株)長大　北関東支店 さいたま市大宮区桜木町2-324-1 その他

501940 ちよだ (株)チヨダ　埼玉支店 さいたま市西区佐知川1433-1 その他

501622 つづきでんき 都築電気(株) さいたま市大宮区桜木町4-240 点検・検査

101020 つねいしかむてっくす ツネイシカムテックス(株) 広島県福山市沼隈町大字常石1083 その他

502347 てぃーあいえす ＴＩＳ(株) 東京都新宿区西新宿8-17-1 その他

500752 てぃーえすぴーひがしにほん TSP東日本(株)北関東支店 さいたま市北区吉野町2-276-1 その他
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502146 てぃーえむはんず (株)ティーエムハンズ　関東支店 入間市狭山台1-2-13 清掃・その他

501695 てぃえすじー (株)ティエスジー北関東支店 さいたま市大宮区宮町1-114-1 運転・点検・検査

101239 てぃえすびるしすてむ (株)ＴＳビルシステム 戸田市笹目6-12-1 清掃・運転・点検・検査

501049 てぃえるぴい (株)ＴＬＰ 東京都板橋区板橋1-53-2 その他

100068 ていく (株)テイク さいたま市大宮区天沼町1-518 その他

500559 ていけいしい (株)ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758 その他

502078 ていけいとれーど テイケイトレード(株) 東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 その他

501350 ていこくでーたばんく (株)帝国データバンク　熊谷支店　 熊谷市筑波2-48-1　大栄日生熊谷ビル5階 その他

101166 でいぶれいく (有)デイブレイク 熊谷市箱田6-1-11 運転・その他

500974 でーたべーす (株)データベース 埼玉営業所 越谷市谷中町1-45-8 運転・点検・検査

502218 でーたほらいぞん (株)データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1-21-35 その他

502356 てくのすじゃぱん (株)テクノスジャパン関東支店 さいたま市南区文蔵4-23-20-102 その他

502184 てくのやざき テクノ矢崎(株) さいたま市見沼区大字丸ヶ崎1040-1 その他

101113 でさん (株)デサン さいたま市北区大成町4-140 その他

502679 でじたるすきっぷすてーしょん (株)デジタルスキップステーション 川口市上青木3-12-63 その他

501253 てすこ テスコ(株)埼玉支店 川口市飯塚1-3-26 清掃・運転・点検・検査・その他

502532 てむす (株)テムス 春日部市中央5-2-15 点検・検査

501131 てらおかおーとどあしすてむ 寺岡オート・ドアシステム(株)埼玉営業所 さいたま市大宮区大成町1-473-2-1Ｆ 点検・検査・その他

502302 てるうぇるひがしにほん テルウェル東日本(株)北関東信越支店 さいたま市大宮区下町2-61 清掃・運転・点検・検査・その他

502304 てれびさいたま (株)テレビ埼玉 さいたま市浦和区常盤6-36-4 その他

502280 てれわーく (株)テレワーク 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6 その他

502546 でんきかんりきょうかい (株)電気管理協会 加須市久下5-14-2 点検・検査
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500522 でんさん (株)電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6 その他

502410 でんさんしすてむ (株)電算システム　ECソリューション事業本部 岐阜県岐阜市日置江1-58 その他

101240 でんそん (株)デンソン 深谷市原郷212-7 点検・検査

501994 とうかいたいいくしどう 東海体育指導(株)埼玉支店 入間市鍵山1-7-13 運転・点検・検査・その他

500355 とうきょうけんせつこんさるたんと (株)東京建設コンサルタント　埼玉事務所 さいたま市大宮区東町1-36-1 その他

501983 とうきようこうぎようけんきゆうしよ (株)東京航業研究所 川越市伊佐沼28-1 その他

502715 とうきょうしょうこうりさーち (株)東京商工リサーチ　熊谷支店 熊谷市本町2-48 その他

501680 とうきょうたいいくきき 東京体育機器(株) 東京都墨田区押上1-40-7 その他

502074 とうきょうつうしんでんせつ 東京通信電設(株)埼玉支店 さいたま市北区宮原町3-586 点検・検査

502162 とうきょうてんりゅう (株)東京天竜 東京都文京区本郷2-27-20 その他

502091 とうきょうぶっさん 東京物産(株)埼玉営業所 川口市本蓮2-8-10 点検・検査

500930 とうきょうほうきしゅっぱん (株)東京法規出版 東京都文京区本駒込2-29-22 その他

501636 とうきょうほうれいしゅっぱん 東京法令出版(株) 長野県長野市南千歳町1005 その他

100397 とうきょうわっくす 東京ワックス(株) 深谷市上野台2920 清掃・運転・点検・検査・その他

501477 とうけいでんさん (株)東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150 その他

500587 とうしばいんふらしすてむず 東芝インフラシステムズ(株)北関東支店 さいたま市大宮区宮町1-114-1 清掃・運転・点検・検査・その他

500579 とうしばえれべーた 東芝エレベータ(株) さいたま市大宮区桜木町1-7-5 点検・検査

502464 とうじょうつううん 東上通運(株) 川越市脇田本町15-13 その他

501829 とうしんえんじにありんぐ 東伸エンジニアリング(株) 東京都品川区西五反田2-29-9 運転・その他

502498 とうせん (株)東宣　埼玉支社 さいたま市浦和区針ヶ谷3-15-3 その他

501675 とうてく 東テク(株) 東京都中央区日本橋本町3-11-11 点検・検査

502745 とうでんようち 東電用地(株)埼玉支社 上尾市宮本町2-1 その他
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100403 とうぶしょうじ 東武商事(株) 清掃・点検・検査・その他

502266 とうぶでりばりー 東武デリバリー(株) さいたま市緑区大門2500 運転・その他

502529 とうぶとっぷつあーず 東武トップツアーズ(株)さいたま支店 さいたま市大宮区土手町1-2　JA共済埼玉ビル8F その他

500602 とうぶびるまねじめんと 東武ビルマネジメント(株) 東京都墨田区押上2-12-7 清掃・運転・点検・検査

501289 とうほくろうすい (株)東北漏水　さいたま営業所 さいたま市大宮区桜木町2-446-216 その他

501627 とうもうたんくさーびす (有)東毛タンクサービス 群馬県館林市苗木町1751-1 点検・検査

502471 とうよういんさつ 東洋印刷(株)埼玉営業所 さいたま市南区大字大谷口5745 その他

501074 とうようこうぎよう 東陽工業(株)北関東支店 さいたま市大宮区浅間町1-4-4 点検・検査

500449 とうようしょくひん (株)東洋食品 東京都台東区東上野1-14-4 その他

502207 とうようしょくひんふーどさーびす (株)東洋食品フードサービス 東京都台東区東上野1-14-4 その他

502758 とうようせっけい (株)東洋設計　埼玉支店 さいたま市見沼区東大宮5-3-2 その他

501870 とーけみ (株)トーケミ　東部支店 東京都台東区台東1-19-2 その他

502129 とーすい トースイ(株) 東京都千代田区平河町1-7-7 点検・検査

502306 とーたるめでぃあかいはつけんきゅうじょ (株)トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3-23 その他

502018 とーてっくあめにてぃ トーテックアメニティ(株)東京事業所 東京都新宿区西新宿2-1-1 点検・検査

101108 とーにち (株)トーニチ さいたま市大宮区三橋2-402 運転・点検・検査

502603 とーふう (株)トーフウ さいたま市浦和区常磐1-3-9ロイヤルプラザ常磐405 清掃・運転・点検・検査・その他

501759 とーもーりーてっく (有)トーモーリーテック 群馬県館林市入ヶ谷町甲1612 点検・検査

502633 どーん (株)ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21　三宮グランドビル5Ｆ その他

100439 とぐちこうぎょう (有)戸口工業 比企郡ときがわ町大字玉川4621 清掃・運転・点検・検査

500991 としかんきょうけいかくけんきゅうしょ (株)都市環境計画研究所 東京都千代田区岩本町3-2-1 その他

501643 としかんきょうせいび 都市環境整美(株)さいたま営業所 熊谷市弥生2-44 運転・その他
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500374 としょかんりゅうつうせんたー (株)図書館流通センター 東京都文京区大塚3-1-1 その他

502359 とっぱんいんさつ 凸版印刷(株) さいたま市大宮区桜木町2-287　大宮西口ビル4階 その他

502599 とよたえるあんどえふさいたま トヨタＬ＆Ｆ埼玉(株) 鴻巣市箕田3378-1 点検・検査

501857 とらんすこすもす トランス・コスモス(株) 東京都渋谷区東1-2-20 その他

101198 とれじゃーぼっくす (株)トレジャーボックス 上尾市大字上1722-6 点検・検査・その他

500772 ないがいちず 内外地図(株) 東京都千代田区神田小川町3-22 その他

100646 ないとうかんきょうかんり 内藤環境管理(株) さいたま市南区大字太田窪2051-2 清掃

501690 なかざとけんせつ 中里建設(株) 栃木県佐野市栃本町1051 清掃・点検・検査・その他

501957 ながたこうこく 長田広告(株) 愛知県津島市東柳原町5-5-1 その他

100679 ながたしぎょう 永田紙業(株) 深谷市長在家198 運転・その他

500906 なかにしせいさくしょ (株)中西製作所　北関東支店 さいたま市北区吉野町2-177-1 点検・検査

501580 なかのあいしすてむ (株)ナカノアイシステム東京支店 東京都大田区西蒲田７丁目４４番７号西蒲田T・Oビル５階B号室 その他

501984 なかのぎじゆつ (株)中野技術 埼玉県新座市東北1-14-1 その他

500792 なかばやし ナカバヤシ(株)東京本社 東京都板橋区東坂下2-5-1 その他

83 ながみねせつび (有)長峯設備 羽生市羽生430-6 運転・点検・検査

501346 なかむらしょうぼうかがく (株)ナカムラ消防化学東京営業所 点検・検査

501651 なかむらせいさくしょ (株)中村製作所　関東営業所 さいたま市見沼区東大宮4-21-2 点検・検査

100878 なしょなるしょうぼうかがく (株)ナショナル消防化学 熊谷市上之2919-1 点検・検査

502547 なぶあしすと (株)ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町521-8 その他

500839 なぶこしすてむ ナブコシステム(株)熊谷営業所 熊谷市中西2-5-6 点検・検査

502543 なれっじ・まねじめんと・けあけんきゅうじょ (株)ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 東京都中央区日本橋富沢町9-19 その他

501879 にしにほんすいどうせんたー (株)西日本水道センター　関東支店 さいたま市大宮区三橋2-801-2 その他
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500696 にしはらかんきょう (株)西原環境　北関東営業所 さいたま市浦和区常盤7-1-1 運転・点検・検査

500850 にちいがっかん (株)ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 その他

100691 にっかんさーびす (株)日環サービス 川口市前川1-14-15 清掃・運転・点検・検査

502483 にっくす (株)ニックス 狭山市入間川4-25-3 その他

100608 にっこうさーびす 日興サービス(株) 戸田市笹目北町14-19 その他

501407 にっこくとらすと (株)ニッコクトラスト 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 その他

501842 にっしんいりょうしょくひん 日清医療食品(株)北関東支店 さいたま市中央区新都心11-2 その他

501740 にっしんでんし 日神電子(株)北関東支店 さいたま市北区宮原町3-515-2 点検・検査

500757 にっすいこん (株)日水コン　埼玉事務所 さいたま市南区白幡4-23-10　アクアビル その他

502524 にっそうかんり ニッソウ管理(株)北本支店 北本市本町1-116-202 清掃・運転・点検・検査・その他

502423 にっちゅうかんり 日駐管理(株) 東京都中央区日本橋掘留町1-5-11 清掃・その他

500679 にってん (株)日展　東京支店 東京都台東区東上野6-21-6 その他

100868 にっとくかがくこうぎょう 日特化学工業(有) 深谷市下手計1298-10 清掃

500732 にっとさんぎょう 日都産業(株)北関東営業所 さいたま市北区宮原町3-306-1 点検・検査・その他

501466 にっぽんかもつてつどう 日本貨物鉄道(株)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 その他

500747 にっぽんかるみっく 日本カルミック(株) 東京都千代田区九段南1-5-10 点検・検査

500745 にっぽんじむき 日本事務器(株)関東信越支社 さいたま市大宮区仲町3-13-1 点検・検査

500400 にっぽんつううん 日本通運(株)深谷支店 深谷市上柴町東3-12-1 その他

500840 にっぽんでんき 日本電気(株) さいたま市大宮区桜木町1-10-17 点検・検査・その他

502684 にっぽんでんつう 日本電通(株) 大阪府大阪市港区磯路2-21-1 その他

502042 にほんいんしーく (株)日本インシーク　埼玉支店 さいたま市大宮区吉敷町1-103 清掃・点検・検査・その他

100640 にほんうぉーたーてっくす (株)日本ウォーターテックス 幸手市緑台1-19-11 その他
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502589 にほんかいけいこんさるてぃんぐ 日本会計コンサルティング(株) 東京都港区東新橋1-5-2 その他

501104 にほんかんきょうえいせいせんたー 一般財団法人　日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 点検・検査・その他

100639 にほんかんきょうくりあー 日本環境クリアー(株) さいたま市大宮区桜木町1-11-9 清掃・運転・点検・検査・その他

501345 にほんかんきょうびるてっく (株)日本環境ビルテック　埼玉本社 川越市六軒町2-16-5 清掃・運転・点検・検査・その他

100353 にほんかんきょうまねじめんと 日本環境マネジメント(株) さいたま市浦和区仲町1-12-1 清掃・運転・点検・検査・その他

502582 にほんかんざい 日本管財(株)埼玉支店 さいたま市大宮区宮町2-35 清掃・運転・点検・検査

502276 にほんけんぽ 日本健保(株) 大阪府門真市柳田町4-17 その他

502179 にほんこうえい 日本工営(株)北関東事業所 さいたま市大宮区宮町2-35 その他

502307 にほんこくみんしょく 日本国民食(株) 東京都中央区日本橋掘留町2-4-3 その他

500813 にほんさぽーとさーびす (株)日本サポートサービス 東京都千代田区神田駿河台2-9　駿河台フジヴュービル その他

502430 にほんさんさいくる 日本サンサイクル(株) 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 その他

100658 にほんじょうほうしすてむ 日本情報システム(株) 狭山市狭山台4-22-2 その他

500829 にほんすいえいしんこうかい (株)日本水泳振興会 川越市今成1-14-4 警備、その他

501419 にほんすいどうかんろ 日本水道管路(株)埼玉営業所 さいたま市大宮区土手町3-134-1　パークサイドヒル大宮205 その他

100738 にほんせいこうじょ (株)日本製衡所 児玉郡美里町小茂田560-1 点検・検査・その他

500791 にほんちょうりき 日本調理機(株) さいたま市北区土呂町2-73-1 点検・検査

502670 にほんでーたーさーびす 日本データーサービス(株)さいたま事務所 さいたま市浦和区本太2-29-6　クレイル浦和202号室 その他

500914 にほんでんぎ 日本電技(株)東京本店 東京都墨田区両国2-10-14 点検・検査

500819 にほんでんしけいさん 日本電子計算(株) 東京都千代田区九段南1-31-1 点検・検査

502354 にほんとしぎじゅつ 日本都市技術(株)埼玉事業所 さいたま市浦和区上木崎1-14-6 その他

100128 にほんとしぼうさいこうぎょう (有)日本都市防災工業 加須市大門町3-8 点検・検査

500233 にほんのうりつきょうかいそうごうけんきゅうじょ (株)日本能率協会総合研究所 港区芝公園3-1-22 その他
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500090 にほんはいうえいさーびす 日本ハイウエイ・サービス(株)埼玉営業所 さいたま市岩槻区大字平林寺西366-1 清掃

502122 にほんびじねすでーたーぷろせしんぐせんたー (株)日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町119 その他

100492 にほんびそう 日本美装(株) さいたま市浦和区常盤9-14-6 清掃・運転・点検・検査

502749 にほんびるしすてむ 日本ビルシステム(株)上尾支店 上尾市柏座2-10-8 清掃・運転・点検・検査・その他

502685 にほんふーどきゃすと (株)日本フードキャスト 東京都豊島区東池袋3-20-3 清掃・運転・点検・検査・その他

501231 にほんぶっかー (株)日本ブッカー 東京都調布市深大寺北町2-43-6 その他

501597 にほんむせん 日本無線(株)埼玉営業所 ふじみ野市福岡2-1-12 点検・検査

501744 にほんめでぃか (株)日本メディカ 東京都日野市高幡507-4-413 その他

501864 にほんゆにしす 日本ユニシス(株) 東京都江東区豊洲1-1-1 その他

500676 にほんれっぷす (株)日本レップスさいたま営業所 さいたま市見沼区東門前35-1　コスモセブン7-101 その他

501478 にほんろうぼうこんさるたんと (株)日本漏防コンサルタント　関東営業所 和光市中央2-6-6 その他

502425 ぬくいじどうしゃこうぎょう 温井自動車工業(株) 群馬県高崎市矢中町821 点検・検査

502622 ねお・なちゅーる (株)ネオ・ナチュール 栃木県栃木市昭和町9-21 その他

501882 ねくすと－あい Ｎｅｘｔ－ｉ(株)さいたま支店 さいたま市北区宮原町3-306-6 その他

502438 ねっとわんしすてむず ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2　ＪＰタワー その他

100899 のうぎょうけいえいけんきゅうじょ (株)農業経営研究所 その他

100960 のうみぼうさい 能美防災(株)北関東支社 さいたま市北区本郷町272 点検・検査

501995 のがみ (株)ノガミ　関東支店 千葉県成田市並木町221 その他

502400 のだっく ノダック(株) さいたま市南区文蔵3-28-6 点検・検査・その他

502760 のむらこうげいしゃ (株)乃村工藝社 東京都港区台場2-3-4 点検・検査・その他

502641 ぱーそるてんぷすたっふ パーソルテンプスタッフ(株)熊谷オフィス 熊谷市筑波3-4　熊谷朝日八十二ビル4階 その他

502264 ぱーそんあんどぱーそん (株)パーソンアンドパーソンスタッフ 川口市本町4-2-3 運転・その他
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501308 はーとこーぽれいしょん (株)ハートコーポレイション 茨城県水戸市中央2-6-10 その他

76 はいうえい (有)ハイウエイ 羽生市上村君1012-1 点検・検査

501888 ばいざー バイザー(株) 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 その他

502728 ばいとれ (株)バイトレ 東京都豊島区南池袋1-25-1 その他

502404 はがくれゆうしん 葉隠勇進(株) 東京都港区芝4-13-3　ＰＭＯ田町東10Ｆ その他

12 はがわこうぎょう (株)羽川工業 羽生市大字上岩瀬880 その他

502380 はくとーとーたるさーびす (株)ハクトートータルサービス 長野県上伊那郡南箕輪村8362-4 清掃・運転・点検・検査・その他

501294 ぱしふぃっくこんさるたんつ パシフィックコンサルタンツ(株)埼玉事務所 さいたま市大宮区吉敷町1-23-1 その他

502202 ぱすきんこうぎょう パスキン工業(株) 栃木県宇都宮市野沢町640-4 点検・検査・その他

502322 はせがわでんきかんりじむしょ 長谷川電気管理事務所 羽生市南8-14-3 点検・検査

501581 はたのしすてむ (株)ハタノシステム 東京都目黒区下目黒2-23-18 点検・検査

61 はとり (株)ハトリ 羽生市南7-2-2 運転・点検・検査

500141 ぱなそにっくえるえすえんじにありんぐ パナソニックＬＳエンジニアリング(株)東京本部 東京都港区東新橋1-5-1 点検・検査

502140 ぱなそにっくさんきしすてむず パナソニック産機システムズ(株)空調事業本部 東京都墨田区押上1-1-2 点検・検査

501747 ぱなそにっくしすてむそりゅーしょんずじゃぱん パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)首都圏部門 東京都中央区銀座8-21-1 運転・点検・検査

502713 はなわせいさくしょ (株)塙製作所 群馬県太田市原宿町2884-1 点検・検査

87 はにゅうししょうかきぎょうくみあい 羽生市消火器業組合 羽生市西１－８－２２ 点検・検査

80 はにゅうでんきしょうかい (有)羽生電機商会 羽生市大字秀安436 点検・検査・その他

101197 はまや (株)浜屋 東松山市大字下唐子1594 その他

101038 はらえんじにありんぐ ハラエンジニアリング(株) 鴻巣市松原3-6-48 点検・検査

502077 びーえすえぬあいねっと (株)ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山2-5-1 その他

501596 びーえむえる (株)ビー・エム・エル　埼玉第三営業所 さいたま市見沼区中川1138-5 点検・検査
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502350 びーこんらーにんぐさーびす (株)ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町2-2-1 その他

101136 ぴーしーてれこむ (株)ピーシーテレコム さいたま市中央区八王子2-2-16 点検・検査

500323 ひがしにっぽんでんしんでんわ 東日本電信電話(株)埼玉事業部 さいたま市浦和区常盤5-8-17 点検・検査・その他

502642 ひがしにほんそうごうけいかく 東日本総合計画(株) 川越市新宿町5-3-3 その他

501517 ひがしにほんろうすいちょうさ 東日本漏水調査(株)北関東営業所 さいたま市南区白幡6-8-25-201 その他

502518 びこう (有)美光 上尾市大字平方3074 その他

100914 びそーこうぎょう ビソー工業(株)熊谷支店 熊谷市肥塚715-3 清掃・運転・点検・検査・その他

100908 ひたちしすてむず (株)日立システムズ　関東甲信越支社　営業本部第一営業部 さいたま市大宮区仲町2-75 その他

500961 ひたちしゃかいじょうほうさーびす (株)日立社会情報サービス　公共営業第2部 東京都品川区南大井6-26-3 その他

500790 ひたちびるしすてむ (株)日立ビルシステム　関東支社 千葉県柏市柏4-8-1 点検・検査・その他

502569 ひたちぶつりゅうかんとう (株)日立物流関東　機工営業部 さいたま市大宮区桜木町1-12-7 その他

502560 びっぐわーるど (株)ビッグワールド 東京都中野区東中野1-45-5　日の出ビル302 その他

502028 ひっつかんきょうさーびす Ｈｉｔｚ環境サービス(株) 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 清掃・運転

502258 ひとわふーどさーびす HITOWAフードサービス(株) 東京都港区六本木1-4-5 その他

502643 ひの (株)日野 東京都世田谷区大原1-36-14 その他

502107 ひびのすぺーすてっく ヒビノスペーステック(株) 東京都港区海岸2-7-70 点検・検査

501810 ひゅーまんりそしあ ヒューマンリソシア(株) 東京都新宿区西新宿7-5-25 運転・その他

502699 ひょうじとう 表示灯(株)東京支社 東京都港区南青山5-12-22 その他

500137 ふくしえんたーぷらいず (株)フクシ・エンタープライズ　埼玉支店 鴻巣市東1-10-8 清掃・その他

502452 ふくだでんしにしかんとうはんばい フクダ電子西関東販売(株) さいたま市南区鹿手袋4-5-10 点検・検査

502165 ふくやまこんさるたんと (株)福山コンサルタント　埼玉営業所 さいたま市大宮区宮町3-11-3 その他

49 ふじいこうぎょう (有)藤井工業 羽生市大字藤井上組692 その他
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502694 ふじかんきょう (株)富士環境 南埼玉郡宮代町大字須賀998-7 その他

502344 ふじかんこうばす 富士観光バス(株)埼玉営業所 加須市柏戸900-2 その他

100633 ふじこんとろーる 富士コントロール(株) 久喜市栗橋東2-14-14 清掃・点検・検査

101244 ふじしょくひんしょうじ 富士食品商事(株) ふじみ野市上福岡2-6-10 その他

500844 ふじたえんじにありんぐ 藤田エンジニアリング(株)埼玉支店 熊谷市美土里町1-140 運転・点検・検査・その他

501064 ふじたてくの 藤田テクノ(株)埼玉支店 鶴ヶ島市上広谷799-48 清掃・運転・点検・検査

500831 ふじちちゅうじょうほう フジ地中情報(株)東京支店 さいたま市浦和区常盤7-1-1 その他

500742 ふじつうじゃぱん 富士通Ｊａｐａｎ(株)埼玉支社 さいたま市大宮区桜木町1-11-20 点検・検査

502718 ふじてこむ フジテコム(株)東京支店 東京都千代田区神田佐久間町2-20 点検・検査・その他

502738 ふじてっく フジテック(株) さいたま市大宮区吉備町1-75-1 点検・検査

501321 ふじでんきあいてぃそりゅーしょん 富士電機ＩＴソリューション(株) 東京都千代田区外神田6-15-12 その他

502466 ふじのえ (株)藤江 東京都墨田区両国1-10-7 その他

501598 ふじふいるむしすてむさーびす 富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部首都圏支店 東京都板橋区坂下1-19-1 その他

100511 ふそうこうぎょう 扶桑工業(株) さいたま市岩槻区西原台2-1-143 その他

101094 ふそうでんつう 扶桑電通(株)北関東営業所 さいたま市大宮区錦町682-2 点検・検査

502581 ぶつりゅうかがくけんきゅうじょ (株)物流科学研究所 さいたま市浦和区本太2-2-36 その他

501795 ふゅーちゃーいん (株)フューチャーイン　東京支店 東京都品川区西五反田8-7-11アクシス五反田ビル6F その他

501955 ぶようどう (株)武揚堂 東京都中央区日本橋3-8-16 その他

101184 ふらわーきかく (株)フラワー企画 越谷市大字南荻島380-1 その他

500486 ふるてっく フルテック(株)熊谷営業所 熊谷市上奈良字並木883-1 点検・検査

502662 ぶろーどりんく (株)ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町4-3-18 その他

500662 ぶんかこうぼう (株)文化工房 東京都港区六本木5-10-31 その他
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500956 ぶんかしゃったー 文化シヤッター(株)熊谷営業所 熊谷市石原1377-3 点検・検査

100666 へいせいえんたーぷらいず (株)平成エンタープライズ 志木市本町5-22-26 その他

500925 へいせいりけん 平成理研(株)群馬営業所 群馬県太田市下浜田町1085-40 清掃・点検・検査

502666 べいぷらんにんぐ (株)ベイプランニング さいたま市岩槻区古ケ場2-2-1 その他

502621 べすとあんさーず ベストアンサーズ(株) 栃木県小山市犬塚2-3-21 その他

502462 べねっせこーぽれーしょん (株)ベネッセコーポレーション営業本部 岡山県岡山市北区南方3-7-17 その他

502173 べねふぃっとわん (株)ベネフィット・ワン 東京都千代田区大手町2-6-2 その他

502557 へんげ ＨＥＮＮＧＥ(株) 東京都渋谷区南平台町16-28 その他

502741 べんごしほうじんらいずそうごうほうりつじむしょ 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 さいたま市大宮区大門町1-1　ミナトビル5Ｆ その他

101044 ぼーだーりんく (株)ボーダーリンク さいたま市大宮区下町2-16-1　ACROSS8階 その他

502340 ほーぷ (株)ホープ 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5　ＭＧ薬院ビル7階 その他

502756 ほーめっくす ホーメックス(株)東京支店 東京都港区西新橋1-6-13　柏谷ビル6階 清掃・運転・点検・検査・その他

100693 ほくしんえいぞう 北辰映像(株) さいたま市緑区三室2190-2 点検・検査

101246 ほけんかがくひがしにほん (株)保健科学東日本 鴻巣市天神3-673 点検・検査

101052 ほしざききたかんとう ホシザキ北関東(株)久喜営業所 久喜市野久喜631-2　小西ビル1F 清掃・点検・検査・その他

500748 ほっかいどうちず 北海道地図(株)東京支店 東京都千代田区平河町2-6-1 その他

502710 まーそ マーソ(株) 東京都港区虎ノ門4-3-1　城山トラストタワー17階 その他

502022 まいくろふぃっしゅ (株)マイクロフィッシュ　東京営業所 東京都千代田区神田三崎町1-1-1　HLCビル その他

502467 まいしすてむ (株)マイシステム 新潟県新潟市中央区笹口2-12-10 その他

502249 まいたうんさーびす マイタウンサービス(株)埼玉事業所 鴻巣市逆川1-13-14　アネシスＡ201 その他

100669 まいにちこうぎょう 毎日興業(株) さいたま市大宮区浅間町2-244-1 清掃・運転・点検・検査・その他

502680 ましも (株)マシモ　川越支店 川越市通町5-4　第一YAMADAビル4F その他
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100992 まちけん (株)まち研 さいたま市浦和区高砂4-4-1 その他

502336 まちだせいそうしゃ (株)町田清掃社 東京都町田市木曽東2-6-18 清掃・運転・点検・検査・その他

100665 まつしたせっけい (株)松下設計 さいたま市中央区上落合1-8-12 その他

501246 まつむらでんきせいさくしょ (株)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 点検・検査

502059 まぶちしょうじ (株)馬渕商事 東京都中央区日本橋1-15-1　パーカービル その他

502549 まるさんせいやくばいおてっく 丸三製薬バイオテック(株) 長野県長野市小島田町1814-1 清掃・点検・検査

502585 まるつでんぱ (株)マルツ電波　関東支店 さいたま市緑区東浦和5-9-1 点検・検査

500104 まるびしぎょうせいちず (株)丸菱行政地図　さいたま営業所 さいたま市北区宮原町4-83-7 その他

500750 まるもでんき 丸茂電機(株) 東京都千代田区神田須田町1-24 その他

502562 みえちゅうおうかいはつ 三重中央開発(株) 三重県伊賀市予野字鉢屋4713 運転・その他

502189 みざっく ミザック㈱ 東京都千代田区内幸町1-3-3 点検・検査・その他

100702 みさとこうぎょう (株)三郷興業 三郷市半田484-1 清掃・点検・検査・その他

101213 みずほ (株)三津穗 富士見市大字水子3023 点検・検査・その他

501514 みたにこんぴゅーた 三谷コンピュータ(株) 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13 その他

500832 みついきょうどうけんせつこんさるたんと 三井共同建設コンサルタント(株) さいたま市大宮区仲町2-28-3 その他

500885 みついわ ミツイワ(株)関東営業部 さいたま市浦和区仲町2-4-1 運転・点検・検査・その他

501337 みつびしでんきびるてくのさーびす 三菱電機ビルテクノサービス(株)関越支社 さいたま市大宮区仲町1-110 清掃・点検・検査

502143 みつびしでんきぷらんとえんじにありんぐ 三菱電機プラントエンジニアリング(株)東日本本部北関東営業所 さいたま市大宮区仲町2-28-3 点検・検査

501441 みつびしぷれしじょん 三菱プレシジョン(株)営業本部 東京都江東区有明3-5-7 その他

500911 みつみねむせん 三峰無線(株) さいたま市見沼区春岡3-5-13 点検・検査・その他

502424 みやしたびるさーびす (株)宮下ビルサービス 川口市南前川2-23-8 清掃・点検・検査

502628 むげんあっぷ (株)ＭＵＧＥＮＵＰ 東京都新宿区新小川町4-1ＫＤＸ飯田橋スクエア3階 その他
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501017 むさし (株)ムサシ 北関東支店 さいたま市大宮区土手町1-2 点検・検査

101050 むさしこうはつ ムサシ興発(株) 八潮市大字木曽根506 その他

100618 むさしさんぎょうきかい ムサシ産業機械(株) 熊谷市見晴町206番地 点検・検査

100948 むさしのかんきょうせいび 武蔵野環境整備(株) さいたま市浦和区常盤9-5-8 点検・検査

502469 むさしのきんぞく 武蔵野金属(株) 越谷市南越谷2-2817 その他

101219 むさしのこんぴゅーたこんさるたんと (株)武蔵野コンピューターコンサルタント 飯能市八幡町3-14 その他

100654 むさしびるくりーなー (株)むさしビルクリーナー さいたま市浦和区常盤3-3-9 清掃・運転・点検・検査・その他

502112 むさしりんしょうけんさじょ (株)武蔵臨床検査所 入間市大字上藤沢309-8 その他

500592 めいきょうでんき 明協電機(株)さいたま営業所 所沢市東所沢和田2-38-2 運転・点検・検査

101122 めいせいぶつりゅう 明成物流(株) 深谷市長在家198 運転・その他

502651 めいてつかんこうさーびす 名鉄観光サービス(株)さいたま支店 さいたま市大宮区桜木町4-333-13　ＯＬＳビル13階 その他

500919 めいでんしゃ (株)明電舎　北関東支店 さいたま市浦和区常盤9-21-14 運転

502727 めいほう (株)名豊 愛知県名古屋市中区松原2-2-33 その他

501603 めたうぉーたー メタウォーター(株)さいたま営業所 さいたま市大宮区土手町1-38-1 運転・点検・検査・その他

502477 めでぃぶれーん (株)メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14 その他

500812 めふぉす (株)メフォス 東京都港区赤坂二丁目23番1号 その他

502470 めるってくいわき メルテックいわき(株) 福島県いわき市四倉町字芳ノ沢1-75 その他

502447 めるてっく メルテック(株) 栃木県小山市大字梁2333-29 その他

100155 もちづきいんさつ 望月印刷(株) さいたま市中央区円阿弥5-8-36 その他

501890 もりたてくのす (株)モリタテクノス東日本営業部 千葉県船橋市小野田町1530 点検・検査

500955 もりへいぶたいきこう 森平舞台機構(株) 東京都台東区花川戸2-11-2 その他

502197 やちほ (株)ヤチホ　埼玉支店 所沢市荒幡277-8 その他
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501861 やましたこうぎょう 山下工業(株) 群馬県前橋市鼻毛石町207-8 その他

500738 やまときかく (株)ヤマト企画 東京都豊島区南池袋3-18-43 その他

502072 やまとそっきじょうほうせんたー (株)大和速記情報センター 東京都港区新橋5-13-1 その他

501711 やまもと (株)ヤマモト 静岡県富士宮市山宮2344 その他

501181 ゆーあーるりんけーじ (株)ＵＲリンケージ さいたま市南区本町1-5-6 その他

501931 ゆうげんせきにんかんさほうじんとーまつ 有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビルディング その他

101225 ゆうりんこうぎょう 有隣興業(株) 秩父市上宮地町22-25 その他

502705 ゆーろふぃんにほんそうけん ユーロフィン日本総研(株) さいたま市北区吉野町2-1491-1 その他

502753 ようこーほっとすたっふ (株)ヨウコーほっとスタッフ 東京都板橋区板橋1-10-14 その他

502151 よこがわそりゅーしょんさーびす 横河ソリューションサービス(株)さいたま支店 さいたま市北区宮原町1-311-1 点検・検査

70 よこたしょうじ (株)横田商事 羽生市東４丁目８番１１号 その他

502166 よしかわすいどうさーびす 吉川水道サービス(株) 栃木県宇都宮市東峰町3079-2 点検・検査

501585 よしかわゆし (株)吉川油脂 栃木県佐野市飛駒町3845-3 その他

101029 よりいこんぽすと よりいコンポスト(株) 大里郡寄居町大字三ケ山字大谷352 その他

502390 らいふさぽーと (有)ライフ・サポート 鴻巣市原馬室733 清掃・運転・点検・検査・その他

502681 らいふさぽーと ライフサポート(株) さいたま市大宮区大成町1-401-1 その他

502665 らくろ (株)ラクロ 川越市大字大中居95-3 その他

500888 らんどぶれいん ランドブレイン(株)埼玉事務所 所沢市上新井3-67-21 その他

502175 りーてむ (株)リーテム 東京都千代田区外神田3-6-10 その他

502657 りえすぱわーねくすと リエスパワーネクスト(株) 東京都豊島区東池袋4-21-1 その他

500309 りくちろうすいちょうさ (株)リクチ漏水調査　埼玉営業所 さいたま市南区南浦和3-44-16 その他

502696 りくるーと (株)リクルート 東京都千代田区丸の内1-9-2 その他
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100489 りこーじゃぱん リコージャパン(株)埼玉支社公共文教営業部 さいたま市北区宮原町2-45-1 その他

502364 りさーちあんどそりゅーしょん (株)リサーチアンドソリューション 東京都渋谷区本町4-12-7　泉西新宿ビル5階 その他

100870 りさいくるじぎょうだん (株)リサイクル事業団 吉川市大字加藤629-1 その他

501459 りじおなるぷらんにんぐちーむ (株)リジオナル・プランニング・チーム 東京都新宿区四谷2-11 その他

101214 りすてむ (株)リステム 狭山市富士見1-18-3 その他

501724 りそなけっさいさーびす りそな決済サービス(株) 東京都江東区木場1-5-25 その他

500125 りそなそうごうけんきゅうしょ りそな総合研究所(株)埼玉本社 さいたま市浦和区北浦和4-5-5 その他

100996 りっしょー (株)リッショー さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 その他

502011 りばー リバー(株) 東京都墨田区緑1-4-19 その他

502274 りばーほーるでぃんぐす リバーホールディングス(株) 東京都千代田区大手町1-7-2　東京サンケイビル15階 点検・検査・その他

502290 りびんぐすとん (株)リビングストン さいたま市西区大字宝来1425-1 点検・検査

502663 りぶねっと (株)リブネット 三重県伊勢市楠部町乙135 その他

501895 りゅうつうけんきゅうしょ (株)流通研究所 神奈川県厚木市寿町1-4-3-2 その他

501185 りょうびしすてむず (株)両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成2-7-16 その他

500175 りょうもうしすてむず (株)両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町3-4025 その他

500901 りょうもうびじねすさぽーと (株)両毛ビジネスサポート 群馬県桐生市広沢町2-2961 保安用品

501974 りらいあこみゅにけーしょんず りらいあコミュニケーションズ(株) 東京都渋谷区代々木2-6-5 運転・その他

502331 るねさんす (株)ルネサンス 東京都墨田区両国2-10-14 その他

501901 れおっく (株)ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町1-1-3 その他

500743 れくとん (株)レクトン 東京都中央区新川1-17-25 その他

501372 れぱすと (株)レパスト 東京都港区東新橋1-9-1 その他

100834 れんたるのにっけん (株)レンタルのニッケン 加須市豊野台2-563-11 その他
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502232 わーかーずこーぷ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ埼玉事業本部 さいたま市南区南本町2-5-15-201 清掃・その他

100623 わいえむ (株)ワイエム 川越市大字砂683 清掃・点検・検査

502698 わいずぎけん (株)ワイズ技研 東京都渋谷区西原3-20-3 運転・点検・検査・その他

501417 わこーいんたーなしょなる (株)ワコーインターナショナル　埼玉支店 川口市安行領家165-1 清掃・その他

502260 わこーしょうじ (株)ワコー商事 神奈川県藤沢市善行7-3-5 その他

501736 わたきゅーせいもあ ワタキューセイモア(株)関東支店 越谷市新越谷2-192 清掃・その他

100488 わらびかんきょうこうえいしゃ (株)蕨環境公栄社 蕨市北町3-4-5 清掃・運転
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