
シニア活躍推進宣言企業認定一覧

No. 企業等名 業　種 郵便番号 住所
生涯現役実践企業

(３つ星企業）

1 東浜工業株式会社 製造業 346-0028 久喜市河原井町１３

2 株式会社関東マテリアル 卸売業・小売業 340-0811 八潮市二丁目４１２番地

3 有限会社青柳時計店 卸売業・小売業 330-0074 さいたま市浦和区北浦和１－９－５

4 長栄商事株式会社 運輸業・郵便業 340-0822 八潮市大瀬４－１４－８

5 株式会社エランド 情報通信業 330-0062 さいたま市浦和区仲町２－１７－１３

6 有限会社葵運輸 運輸業・郵便業 339-0042 さいたま市岩槻区府内４－１－１７

7 株式会社大生興業 建設業 362-0059 上尾市平方１５４７－２ ☆☆☆

8 株式会社ＫＫＣ 運輸業・郵便業 350-0202 坂戸市小沼１８５０　白金工業内１９号棟

9 株式会社サイニチホールディングス サービス業 338-8525 さいたま市中央区上落合９－３－６

10 誠光産業有限会社 サービス業 350-0238 坂戸市浅羽１５４２－１

11 株式会社ユニパック 建設業 332-0021 川口市西川口２−７−１

12 東洋建材工業株式会社 建設業 349-0115 蓮田市蓮田１－９２

13 株式会社アドバンスアス 生活関連サービス業・娯楽業 339-0067 さいたま市岩槻区西町１－１－２６－１７０４

14 有限会社ホワイト急便大宮 生活関連サービス業・娯楽業 331-0046 さいたま市西区宮前町６８４

15 株式会社ユウリンク 生活関連サービス業・娯楽業 337-0006 さいたま市見沼区島町３９３　Ｂ棟２０５

16 株式会社ハートクリーナーズ 生活関連サービス業・娯楽業 337-0012 さいたま市見沼区東宮下２－９９

17 栄和化工株式会社 製造業 341-0044 三郷市戸ヶ崎４－３１

18 東京鋲螺工機株式会社 製造業 352-0011 新座市野火止７－１３－３

19 有限会社かかや 卸売業・小売業 344-0038 春日部市大沼２－６２－２６

20 有限会社山田建具 建設業 337-0043 さいたま市見沼区中川３２１番地

21 株式会社高柳組 建設業 332-0021 川口市西川口２－１８－２

22 株式会社埼越 製造業 350-0405 越生町津久根１５－１ ☆☆☆

23 株式会社エムアイジー 製造業 349-0114 蓮田市馬込１－２４８

24 株式会社三堀アレスダンク 卸売業・小売業 349-0137 蓮田市高虫１２４７－６

25 学校法人聖学院 教育・学習支援業 362-8585 上尾市戸崎１－１

26 東成工業株式会社 製造業 365-0062 鴻巣市箕田１７２７－１

27 株式会社千鳥自動車興行 製造業 336-0024 さいたま市南区根岸５－１１－４

28 合名会社藤倉商店 卸売業・小売業 330-0061 さいたま市浦和区常盤２－１１－２２

29 小林ゴム工業株式会社 製造業 351-0001 朝霞市上内間木３７６－９

30 丸井木工株式会社 製造業 355-0364 ときがわ町西平２２３６－３ ☆☆☆

31 有限会社吉倉設備工業 建設業 350-0435 毛呂山町下川原８８２－１３ ☆☆☆

32 保線機器整備株式会社 製造業 340-0813 八潮市木曽根１２６２－１

33 株式会社山上商事運輸 運輸業・郵便業 344-0064 春日部市南５－１－１６

34 千代田工営株式会社 建設業 330-0855 さいたま市大宮区上小町９４０番地

35 株式会社二和 学術研究・専門技術サービス業 362-0008 上尾市上平中央２－３６－１５

36 株式会社ビースト 製造業 355-0204 嵐山町花見台１１－１

37 株式会社見澤食品 製造業 359-0004 所沢市北原町８６６－１８

38 株式会社ＭＩＲＡＩ 卸売業・小売業 350-0463 毛呂山町前久保南３－３５－１３

39 関東自動車工業株式会社 サービス業 355-0215 嵐山町平沢３３８

40 司測量設計調査株式会社 学術研究・専門技術サービス業 350-1101 川越市的場１２８１－２１

41 株式会社天和. サービス業 331-0061 さいたま市西区西遊馬１３８２－１

42 株式会社ＯＢＳ 医療・福祉 345-0045 杉戸町高野台西５－１２－６
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43 株式会社アオキ商事 運輸業・郵便業 340-0002 草加市青柳６－７－１１

44 英泉ケミカル株式会社 製造業 355-0204 嵐山町花見台１０－４

45 株式会社京葉 製造業 355-0204 嵐山町花見台７－７

46 株式会社彩の国不動産センター 不動産業・物品賃貸業 350-1122 川越市脇田町１０５　アトレ１階 ☆☆☆

47 株式会社千葉工業 建設業 355-0227 嵐山町千手堂４４９－５

48 前田食品株式会社 製造業 340-0156 幸手市南１－７－２５

49 株式会社ニワナショナル 農林業 362-0015 上尾市緑丘１－１－４６

50 建陶社 生活環境設計株式会社 建設業 350-1175 川越市笠幡１２９７－１

51 有限会社酒井仮設工業 建設業 350-1162 川越市南大塚１－８－１

52 日南機械株式会社 製造業 350-1101 川越市的場１－１４－１　

53 株式会社飯能エンジニアリング サービス業 350-1204 日高市新堀新田１４－１

54 株式会社クイックホーム 建設業 331-0821 さいたま市北区別所町６４－１５

55 株式会社サンユウテクニカル サービス業 331-0821 さいたま市北区別所町６４－１５

56 株式会社セイフティ輸送 運輸業・郵便業 331-0821 さいたま市北区別所町６４－１５

57 株式会社マルミヤ 運輸業・郵便業 331-0821 さいたま市北区別所町６４－１５

58 株式会社マルワイ倉庫運輸 運輸業・郵便業 331-0821 さいたま市北区別所町６４－１５

59 関田運送有限会社 運輸業・郵便業 344-0122 春日部市下柳１２６０－１２

60 株式会社紅葉堂 製造業 355-0215 嵐山町平沢１８３

61 株式会社富士屋 富士あられ本舗 製造業 340-0004 草加市弁天４－２４－２２ ☆☆☆

62 株式会社ウイングスター 卸売業・小売業 359-0003 所沢市中富南２－２７－４

63 ウイングスター株式会社 卸売業・小売業 351-0014 朝霞市膝折町１－３－３２

64 オンダ自動車株式会社 サービス業 340-0822 八潮市大瀬５丁目６－６

65 オンダ商事株式会社 卸売業・小売業 340-0822 八潮市大瀬５丁目６－６


