
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 パイン株式会社 不動産業・物品賃貸業 330-0854 さいたま市大宮区桜木町４－８０－１　ＡＳビル６Ｆ

2 有限会社ケーズ・コーポレーション 運輸業・郵便業 359-0011 所沢市南永井３３５

3 シムラ技術株式会社 建設業 357-0021 飯能市双柳９５０番地１

4 有限会社宮原水道工業所 建設業 331-0812 さいたま市北区宮原町４丁目４番地３０

5 有限会社小名木自動車 サービス業 350-1166 川越市藤倉１－５－２０

6 双葉紙器有限会社 製造業 350-1168 川越市大袋５５４

7 ナガシマ工芸株式会社 製造業 344-0113 春日部市新宿新田２７０

8 興亜産業株式会社 製造業 350-1101 川越市的場９７５－２

9 株式会社根本建設 建設業 350-0219 坂戸市片柳１８０－１ ☆☆☆

10 つばさ観光株式会社 運輸業・郵便業 349-0135 蓮田市井沼４７８－１

11 株式会社マトバ 生活関連サービス業・娯楽業 350-1101 川越市的場２６２２

12 株式会社丸越 建設業 350-0206 坂戸市中小坂７３６

13 株式会社落合運送 運輸業・郵便業 358-0014 入間市宮寺４１７８－３ ☆☆☆

14 社会福祉法人邑元会　しびらき 医療・福祉 338-0834 さいたま市桜区新開３－３－１７

15 株式会社浅川商店 卸売業・小売業 330-0062 さいたま市浦和区仲町４－５－１０

16 社会福祉法人清寿会 医療・福祉 344-0051 春日部市内牧２０７２

17 東大コーポレーション有限会社 運輸業・郵便業 369-1105 深谷市本田９７８－２

18 ＳＯＭＰＯケア株式会社そんぽの家大宮 医療・福祉 330-0856 さいたま市大宮区三橋２丁目５６１－１

19 株式会社エムケーロジテック 運輸業・郵便業 333-0816 川口市差間２－６－３５

20 社会福祉法人東雄福祉会　まごやま保育園 医療・福祉 365-0055 鴻巣市栄町７－２４

21 株式会社あったかい手 医療・福祉 340-0101 幸手市外国府間６９７

22 合同会社ラボリ 医療・福祉 350-0215 坂戸市関間４－４－７

23 武蔵野環境整備株式会社 建設業 330-0061 さいたま市浦和区常盤９丁目５−８

24 ユニオンテック株式会社 運輸業・郵便業 339-0075 さいたま市岩槻区大字金重２２８−７

25 有限会社小山製茶園 卸売業・小売業 349-0222 白岡市爪田ヶ谷９６０－１

26 東宝舞台株式会社 製造業 339-0025 さいたま市岩槻区大字釣上新田１０４８−１

27 矢野ステンレス工業株式会社 製造業 340-0802 八潮市鶴ケ曽根４１７－１

28 旭パーカライジング株式会社 製造業 340-0811 八潮市大字二丁目字下１０７８ ☆☆☆

29 株式会社青木商店 製造業 352-0005 新座市中野１－１－２８

30 株式会社鈴や商事 卸売業・小売業 336-0903 さいたま市緑区山崎１－１０－２０

31 社会福祉法人瑞泉 医療・福祉 337-0026 さいたま市見沼区染谷３－４３０－１

32 日本ミクロ工業株式会社 製造業 362-0066 上尾市大字領家１１５２－５８ ☆☆☆

33 株式会社Ａ．Ｋ．Ａ 教育・学習支援業 355-0028 東松山市箭弓町２－２－１１

34 有限会社ＴＫフード 宿泊業・飲食サービス業 344-0067 春日部市中央７－１０－２０　ＫＩビル１０１ ☆☆☆

35 株式会社コウラ 製造業 360-0031 熊谷市末広４－１４－１

36 東武電設株式会社 建設業 340-0004 草加市弁天５－３４－１３

37 株式会社ミカミ・アイエヌジー 学術研究・専門技術サービス業 350-0034 川越市仙波町３－１３－２

38 丸山酒造株式会社 製造業 366-0009 深谷市横瀬１３２３

39 国際スプリング株式会社 製造業 369-0201 深谷市岡１５９５－１

40 有限会社タカキュー 卸売業・小売業 360-0015 熊谷市肥塚１３６７－１

41 株式会社新藤 卸売業・小売業 350-1124 川越市新宿町５－１０－４

42 有限会社キャンロット 製造業 340-0834 八潮市大曽根４１６－５

43 マツコンストラクション協同組合 建設業 340-0034 草加市氷川町２１７９－１２
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44 株式会社住研川越管理 不動産業・物品賃貸業 350-0034 川越市仙波町３－１６－１３ウェルズ２１川越Ａ－３

45 合同会社共歩ケアパートナーうちだ 医療・福祉 345-0036 杉戸町杉戸２８２８－６７ ☆☆☆

46 株式会社寿々喜 医療・福祉 342-0005 吉川市川藤３２７０－１ ☆☆☆

47 有限会社杉の里福祉サービス 医療・福祉 345-0045 杉戸町高野台西６－１－２ ☆☆☆

48 学校法人三井学園 教育・学習支援業 336-0031 さいたま市南区鹿手袋４丁目１４番地７号

49 有限会社窪田新聞店 卸売業・小売業 350-1335 狭山市柏原３１１６－１７－７

50 高橋精機株式会社 製造業 355-0071 東松山市新郷８８番地２０号

51 有限会社秩父ワイン 製造業 368-0201 小鹿野町両神薄４１

52 東武冶金株式会社久喜工場 製造業 346-0028 久喜市河原井町４８番地

53 日栄運輸株式会社 運輸業・郵便業 366-0829 深谷市西大沼２３９ ☆☆☆

54 株式会社シャイン・コーポレーション 不動産業・物品賃貸業 330-0852 さいたま市大宮区大成町２－１８１

55 株式会社加藤鉄工 製造業 346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲２９８

56 ｅ・ライフサポート株式会社 医療・福祉 331-0811 さいたま市北区吉野町２－２８１－５ ☆☆☆

57 株式会社Ｒｅ－ｓｔｙｌｅ 建設業 362-0002 上尾市南９７－１３ ☆☆☆

58 アイティーアイ株式会社埼玉支社 卸売業・小売業 362-0016 上尾市原新町８－１２

59 株式会社セイコーセキュリティコスモス サービス業 362-0014 上尾市本町３－７－３岡村ビル２Ｆ

60 マルタケ運輸株式会社 運輸業・郵便業 340-0001 草加市柿木町１０９７－４

61 株式会社野上工業 建設業 339-0037 さいたま市岩槻区浮谷２３６２

62 株式会社クワバラ・パンぷキン 建設業 338-0004 さいたま市中央区本町西４－１１－１０

63 昭和技研株式会社 卸売業・小売業 336-0015 さいたま市南区太田窪２－６－８

64 株式会社モトキ 製造業 359-1143 所沢市宮本町２－５－８

65 株式会社埼玉園芸市場 卸売業・小売業 347-0005 加須市下樋遣川６０００

66 株式会社森林公園ゴルフ倶楽部 生活関連サービス業・娯楽業 369-1215 寄居町牟礼１１３２

67 株式会社ワールドサービス サービス業 330-0052 さいたま市浦和区本太１－９－５－３０３ ☆☆☆

68 社会福祉法人春栄会 医療・福祉 344-0036 春日部市下大増新田７８－１


