
令和元年７月１日時点

番号 会社名 代表者名 所在地
1 (株)ISI・ビルド 石井　栄三郎 埼玉県幸手市大字幸手２６１９番地

2 (株)アイビック 代表取締役　加藤　勝弘 群馬県富岡市下高瀬３５４番地

3 青木清掃(株) 青木　勝美 埼玉県桶川市南１－２－６

4 浅見工業(株) 浅見　勲 埼玉県桶川市下日出谷８－４

5 (株)東興業 代表取締役　遠藤　武 埼玉県川越市大字鯨井１０８６

6 新井工業(株) 代表取締役　新井　秀武 埼玉県北葛飾郡杉戸町３－８－９

7 荒木建設工業(株) 代表取締役　荒木　隆憲 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－４７６－２

8 (株)飯塚建設 代表取締役　飯塚　豊 埼玉県久喜市小右衛門６２９

9 (株)イートラスト埼玉 代表取締役　山本　和利 埼玉県行田市栄町８番１２号

10 (有)イガラシ工業 五十嵐　隆志 埼玉県狭山市水野３２１－２３

11 (株)池嶋 代表取締役　池嶋　誠 千葉県柏市十余二２３０番８

12 (株)池田組 代表取締役　池田　正史 東京都練馬区西大泉３丁目２６番２７号

13 池中建設(株) 代表取締役　中島　美三郎 埼玉県越谷市東越谷７－１４１

14 石井建設(株) 代表取締役　石井　典男 埼玉県熊谷市銀座７丁目１２番地

15 (株)石川建設 石川　和正 埼玉県鴻巣市吹上本町３－８－６

16 出雲工業(株) 代表取締役　影山　省治 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野７０８番地１

17 伊田テクノス(株) 代表取締役　伊田　登喜三郎 埼玉県東松山市松本町２－１－１

18 猪鼻工業(株) 猪鼻　博之 埼玉県川越市大字山田１７１２－３

19 岩崎工業(株) 代表取締役　池田　太司 埼玉県蓮田市東３丁目１０番１３号

20 岩堀建設工業(株) 代表取締役　岩堀　和久 埼玉県川越市六軒町１丁目３番１０

21 NECネッツエスアイ(株) 支店長　渡邊　浩行 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１０番地７

22 大澤建設(株) 大澤　時江 埼玉県行田市大字須加４４２１

23 大野建設(株) 代表取締役　大野　幸司 埼玉県行田市持田３丁目４－３

24 (株)岡村電気 代表取締役　岡村　一巳 埼玉県さいたま市緑区原山４丁目７番２号

25 小川工業(株) 代表取締役　小川　貢三郎 埼玉県行田市桜町１丁目５番１６号

26 小沢道路(株) 代表取締役　吉田　美江 埼玉県久喜市久喜東２丁目３６番２９号

27 梶山工業(株) 梶山　喜美夫 埼玉県鴻巣市郷地４３１番地

28 (株)カタヤマ 代表取締役　片山　雄一郎 埼玉県さいたま市桜区西堀８丁目２１番３５号

29 門井建設(株) 代表取締役　門井　正利 埼玉県加須市前大桑３６２７

30 (株)加藤建設工業 代表取締役　高野　修 埼玉県飯能市大字飯能３９９番地１

31 加藤建設工業(株) 加藤　栄 埼玉県北本市北本３－６５

32 金杉建設(株) 吉川　一郎 埼玉県春日部市南１－６－９

33 金子建設(株) 代表取締役　金子　繁子 埼玉県南埼玉郡宮代町字東１０７

34 川越コンクリート工業(株) 代表取締役　関根　章次 埼玉県川越市通町１２番地９

35 カワナベ工業(株)　埼玉営業所 所長　石井　和夫 埼玉県熊谷市曙町１－２３－１　曙町パレス１－A

36 川村建設(株) 川村　郁夫 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－６

37 川村建設(株) 代表取締役　川村　昇 埼玉県幸手市大字西関宿３３０番地６

38 (株)川村建設工業 川村　和久 埼玉県北本市北本４－２７３

39 関東化工建設(株) 代表取締役　長尾　輝久 埼玉県さいたま市北区宮原町１－５０１－１

40 関東建設(株) 新井　優幹 埼玉県大里郡寄居町鉢形１７５７－１

41 (株)関東建設 代表取締役　栗田　喜行 埼玉県川越市大字上寺山１７１番地１

42 キハラ(株) 木原　清次郎 埼玉県鴻巣市宮地４－８－２０

43 (株)久喜組 代表取締役　小河原　敏雄 埼玉県久喜市上町１番１２号

44 (株)栗原建設工業 栗原　偉憲 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸８５１

45 (有)ケイ･オー工業 代表取締役　海保　剛 埼玉県入間郡三芳町藤久保１５－２６

46 (株)ケイワールド日清 代表取締役　猪股　和則 埼玉県さいたま市浦和区本太１丁目９番５号

47 (株)ケージーエム 小林　正裕 埼玉県熊谷市村岡３０６－１

48 (株)鴻池組 代表取締役　蔦田　守弘 大阪市中央区北久宝町３－６－１

49 (株)河野組 河野　敦 埼玉県鴻巣市鴻巣１１７９－１１

50 (株)幸和 代表取締役　小川　勝之 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松２丁目３番３３号

51 こぐれ建設(株) 木暮　一男 埼玉県加須市土手二丁目５番４１号

52 五島工業(株) 水久保　幸之助 埼玉県朝霞市岡１－１－１

53 (株)小林建設 代表取締役　小林　照央 埼玉県久喜市菖蒲町小林１７８２

54 小林建設(株) 代表取締役　小林　英一 埼玉県久喜市北広島６７３番地

55 駒井建設(株) 代表取締役　駒井　克男 埼玉県日高市大字鹿山４２６番地ロ号

56 サイカン工業(株) 清水　龍男 埼玉県行田市栄町５－３

57 埼玉建興(株) 代表取締役　武井　美親 埼玉県川口市青木２－５－１０

58 一般社団法人　埼玉県左官業協会 会長　五十嵐　正志 埼玉県鴻巣市大字寺谷７１－１

59 埼玉電設(株) 代表取締役　川合　昭 埼玉県さいたま市中央区上落合８丁目10番２号

60 埼玉ニチレキ(株) 江原　学 埼玉県加須市北大桑１１９７－１

61 (株)彩電業社 代表取締役　田中　利和 埼玉県川口市並木町３丁目２７番１５号

62 (株)斎藤組 齋藤　公志郎 埼玉県秩父市下影森１６３番地

63 斉藤建設工業(株) 代表取締役　荒川　和義 埼玉県さいたま市見沼区大字中川１００８番地１

64 サイレキ建設工業(株) 代表取締役　野中　信孝 埼玉県加須市志多見１３６１－１

65 (有)坂本建材 代表取締役　坂本　昇男 埼玉県本庄市今井３１３番地１号

66 佐藤工業(株)　東京支店 執行役員支店長　川端　一知 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９

67 佐藤興業(株) 佐藤　周平 東京都千代田区神田駿河台２－１０

68 (株)J ・クリエイト 代表取締役　佐藤　敏 東京都中央区東日本橋３－７－１９

69 塩野建設工業(株) 代表取締役　塩野　重光 埼玉県入間郷三芳町大字北永井８３６－８

70 島田建設(株) 代表取締役　島田　敏郎 埼玉県富士見市大字東大久保３０９

71 島田建設工業(株) 代表取締役　島田　賢一 埼玉県川口市大字道合３０５番地

72 (株)島村工業 代表取締役　島村　健 埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸４８９

73 (株)清水建材工業 清水　茂明 埼玉県桶川市西２－９－３９

74 昭石化工(株) 営業部長　陶山　敦 東京都港区台場２丁目３番２号

75 シン建工業(株) 代表取締役　北　清太郎 埼玉県さいたま市南区市鹿手袋３－２３－３０

「社会保険加入促進宣言企業」
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番号 会社名 代表者名 所在地
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76 瑞伸建設工業(株) 代表取締役　田村　芳人 埼玉県ふじみ野市中福岡２９３番地１

77 須合建設(株) 代表取締役　須合　巌 埼玉県三郷市三郷一丁目２３番地８号

78 (株)鈴木工務店 代表取締役　鈴木　宏侍 埼玉県久喜市除堀１３０２番地

79 (株)清香園 代表取締役　阪上　清之介 埼玉県本庄市朝日町３－２２－４

80 西武建設(株) 中村　仁 埼玉県所沢市くすのき台１－１１－２

81 (株)セイワ 代表取締役　斉藤　一英 埼玉県本庄市早稲田の杜５－４－１

82 関口工業(株) 代表取締役　星野　博之 埼玉県志木市中宗岡１－３－３４

83 (株)早田工務店 早田　幸雄　 埼玉県上尾市向山２－２０－１５

84 (株)大昭和工業 代表取締役　田中　秋弘 埼玉県さいたま市見沼区深作３丁目15番地の６

85 大末建設(株)　東京本店 代表取締役本店長　郷右近　英弘 東京都江東区新砂一丁目7番２７号

86 大成ロテック(株)　さいたま事業所 事業所長　三森　敏彦 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎２－３－１１

87 大成ロテック(株)　川越事業所 事業所長　千葉　潔 埼玉県川越市藤倉２－１０－１

88 大成ロテック(株)　北関東支社 支社長　植　貢 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎２－３－１１

89 大同機工(株) 代表取締役　德永　光昭 埼玉県戸田市新曽３３６番地

90 高島屋スペースクリエイツ(株) 代表取締役社長　明比　実也 東京都中央区日本橋茅場町２－１２－７　髙栄茅場町ビル

91 (株)高橋土建 代表取締役　高橋　薫 埼玉県川越市大字小ヶ谷１１８番地１

92 (株)滝口興業 代表取締役　瀧口　幸子 埼玉県川口市前川１丁目２６番２２号

93 滝瀬建設工業(株) 滝瀬　勝一 埼玉県北本市高尾４－５６

94 (株)武井組 武井　達雄 埼玉県久喜市古久喜２４３

95 (株)田中工業 代表取締役　田中　亮圭 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼４４７

96 (株)田中工務店 代表取締役　田中　一成 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１６－２３

97 (株)タナベ建設 田邊　治 埼玉県鴻巣市鴻巣１１８８－１

98 田部井建設(株) 代表取締役　田部井　俊一 埼玉県熊谷市上根１０２番地

99 (株)田村工業所 代表取締役　田村　裕 埼玉県川越市大字的場１５１

100 千代本興業(株) 千代　達也 埼玉県上尾市原市中１－７－８

101 (株)電成社 代表取締役　山口　裕 埼玉県川越市三久保町８番地４

102 (株)東栄 東　健太 埼玉県北足立郡伊奈町大字大針３２０

103 ドーピー建設工業(株)　東京支店 支店長　小倉　史也 東京都台東区東上野２－１－１１

104 (株)とだか建設 代表取締役　富田　俊介 埼玉県さいたま市南区別所７－９－９

105 戸田建設(株)　関東支店 執行役員支店長　縣　俊明 埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目６番５号

106 戸邊建設(株) 代表取締役　戸邊　克己 千葉県野田市中野台３９７

107 (株)中里組 代表取締役　中里　健寿 埼玉県川越市神明町１３番地８

108 中原建設(株) 中原　誠 埼玉県川口市柳崎５－２－３３

109 中村建設(株) 代表取締役　中村　英基 埼玉県南埼玉郡宮代町百間２－１－１５

110 永山建設(株) 代表取締役　永山　利夫 埼玉県さいたま市緑区松木２－２－１

111 名倉建設(株) 代表取締役　名倉　泰史 埼玉県吉川市栄町１４３２番地２

112 ナショナル金属(株)　東京営業所　 代表取締役　岡本　健太郎 東京都墨田区大平３丁目３－１２　アドバンス喜月ビル６０２

113 那須建設(株) 那須　敬明 埼玉県上尾市中妻１－８－２

114 西松建設(株)　関東土木支社 支社長　森本　裕朗 東京都港区虎ノ門１丁目１番１８号

115 日栄建設(株) 代表取締役　日向　貴一 埼玉県所沢市喜多町１４番１３号

116 (株)日建 梅澤　熊治 埼玉県鴻巣市広田３５２４－２８

117 (株)日さく 代表取締役社長　若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３

118 (株)日本グリーン企画 代表取締役　武藏　憲二 埼玉県深谷市人見４７９番４

119 日本電気(株)　スマートインフラ事業部 事業部長　渡邊　一雄 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３

120 日本電設工業（株）　北関東支店 支店長　蓑毛　正英 埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９９－５

121 (株)野口建設 代表取締役　中島　勘寿 埼玉県南埼玉郡宮代町字姫宮３５５

122 初雁興業(株) 代表取締役　関根　勇治 埼玉県川越市大字鯨井１７０５番地２

123 八生建設(株) 代表取締役　首藤　和彦 埼玉県さいたま市中央区下落合７丁目３番６号

124 羽生工業(株) 代表取締役　小林　道明 埼玉県羽生市東４－６－１１

125 日暮工業(株) 代表取締役　日暮　誠太郎 埼玉県北本市北中丸１丁目５番地

126 平岩建設(株) 代表取締役　平岩　敏和 埼玉県所沢市南住吉８番１９号

127 (株)フジナガ　関東支店 支店長　高橋　祐介 東京都足立区加平３－６－１７

128 (株)双葉資材 代表取締役　山口　昌弘 東京都世田谷区玉川２－１０－１５

129 古郡建設(株) 代表取締役　古郡　栄一 埼玉県深谷市稲荷町二丁目10番６号

130 (株)星野組 星野　守男 埼玉県久喜市鷲宮２－１０－８

131 (株)益子鉄筋工業 代表取締役　益子　藤男 茨城県那珂市瓜連１７５５－１
132 真下建設(株) 代表取締役　真下　敏明 埼玉県本庄市日の出１－５－７
133 松坂屋建材(株) 大澤　孝至 埼玉県熊谷市広瀬１６５
134 (株)松本興業 代表取締役　松本　修一 埼玉県川越市宮元町１番地１
135 (株)丸電 代表取締役　丸山　正 埼玉県さいたま市西区三橋５－１８３４－１
136 丸和工業(株) 矢部　利人 埼玉県北本市宮内５－３５１
137 (株)三澤屋建設 代表取締役　三澤　紀夫 埼玉県川越市月吉町３０番３
138 三菱電機ビルテクノサービス(株) 村上　健司 東京都千代田区丸の内１－４－１ 丸の内永楽ビル１７F
139 (株)宮崎土建工業所 代表取締役　宮崎　正文 埼玉県入間市牛沢町５番１号
140 向井建設(株) 向井　敏雄　 東京都千代田区神田須田町２－８－１
141 ムサシ産業機械(株) 代表取締役　江原　幸弘 埼玉県熊谷市見晴町２０６番地
142 (株)八州電業社 代表取締役　吉村　光司 埼玉県さいたま市北区日進町３丁目３７番地１
143 (株)山中土建工業 山中　清 埼玉県桶川市川田谷２２９０－１
144 (株)友建 代表取締役　酒井　政友 埼玉県朝霞市西原２丁目９番２０号
145 (株)ユーディケー 代表取締役　関根　信次 埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１
146 洋光建設(株) 代表取締役　吉川　敏夫 埼玉県所沢市東所沢和田３丁目１３番の２３
147 寄居建設(株) 代表取締役　髙田　徹 埼玉県大里郡寄居町大字寄居２６６番地１
148 ライン企画工業(株) 代表取締役　阿野　雅樹 埼玉県さいたま市中央区上峰３丁目１３－２４
149 ワタナベ工業(株) 渡邊　貞夫　 埼玉県熊谷市桜町１－４－３
150 (株)渡辺工務店 代表取締役　渡辺　全一 埼玉県羽生市上新郷５５６７

※会社名は五十音順です。


