
３３１-８５８５ 大宮アルディージャ クラブハウス,埼玉県,さいたま市西区,西大宮,４-２５-３

３３１-８５１１ (株) 島忠,埼玉県,さいたま市西区,三橋,５-１５５５

３３１-８５８０ 埼玉県自動車税事務所,埼玉県,さいたま市西区,大字中釘,２１５２

３３１-８５８８ 高田製薬 (株),埼玉県,さいたま市西区,宮前町,２０３－１

３３１-８５８７ 西区役所,埼玉県,さいたま市西区,大字指扇,３７４３

３３１-８５３３ 安田 (株) 埼玉支店,埼玉県,さいたま市西区,大字西遊馬,３４５－１

３３１-９５５０ (株) しまむら,埼玉県,さいたま市北区,宮原町,２-１９－４

３３１-８６５８ (株) スズキ自販埼玉,埼玉県,さいたま市北区,吉野町,２-２２２-１０

３３１-８５８６ 北区役所,埼玉県,さいたま市北区,宮原町,１-９－１３

３３１-９５１０ 信越ポリマー (株),埼玉県,さいたま市北区,吉野町,１-４０６－１

３３１-９５２０ 大正製薬 (株) 大宮工場,埼玉県,さいたま市北区,吉野町,１-４０３

３３１-９５３０ 大正製薬 (株) 総合研究所,埼玉県,さいたま市北区,吉野町,１-４０３

３３１-８６８７ パナソニックＳＳマーケティング (株) 関越社,埼玉県,さいたま市北区,宮原町,４-２７－１

３３１-９６２４ フジノン (株),埼玉県,さいたま市北区,植竹町,１-３２４

３３１-８５６０ 岩谷産業 (株) 関東支社,埼玉県,さいたま市北区,大成町,４-４００

３３１-８６８８ 応用地質 (株),埼玉県,さいたま市北区,土呂町,２-６１-５号

３３１-８５６７ 大宮中央総合病院付属 大宮中央クリニック,埼玉県,さいたま市北区,東大成町,１-５００

３３１-９５７７ 大宮年金事務所,埼玉県,さいたま市北区,宮原町,４－１９－９

３３１-８６３３ カシュー (株),埼玉県,さいたま市北区,吉野町,１－４０７－１

３３１-８５５２ (株) カネゲン,埼玉県,さいたま市北区,宮原町,４-８４-

３３１-８６８６ (株) 埼玉新聞社,埼玉県,さいたま市北区,吉野町,２-２８２-３

３３１-８５０１ カルソニックカンセイ (株),埼玉県,さいたま市北区,日進町,２-１９１７-

３３１-８７０１ キヤノンメディカルシステムズ (株) 関東支社,埼玉県,さいたま市北区,土呂町,１-４５番１０

３３１-８５７７ 彩の国 東大宮 メディカルセンター,埼玉県,さいたま市北区,土呂町,１５２２

３３１-８５１３ ＪＲ東日本 研究開発センター,埼玉県,さいたま市北区,日進町,２-０-

３３１-８５３７ 生物系特定産業技術研究支援センター,埼玉県,さいたま市北区,日進町,１-４０－２

３３１-８５２０ ツルゲン情報 (株),埼玉県,さいたま市北区,大成町,４-８３

３３１-８６２５ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 さいたま北部医療センター,

３３１-８６２５ 埼玉県,さいたま市北区,宮原町,一-８５１番

３３１-８５３２ 明治乳業 (株) 東京支社 東関東支店,埼玉県,さいたま市北区,大成町,４-８３３

３３１-８５４０ ユアサ商事 (株) 北関東支社,埼玉県,さいたま市北区,宮原町,２００４/７/５

３３１-８５５０ 陸上自衛隊 大宮駐屯地,埼玉県,さいたま市北区,日進町,１-４０－７

３３０-８６８８ アクサ損害保険 (株),埼玉県,さいたま市大宮区,土手町,１-２Ｊ

３３０-８５０５ ＮＴＴ 大宮支店,埼玉県,さいたま市大宮区,下町,２-６１

３３０-８５８９ 大宮ラクーン,埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,１－６０

３３０-９５５９ 片倉工業 (株) コクーンシティ,埼玉県,さいたま市大宮区,吉敷町,４－２６３－１

３３０-８５７９ (株) ＦＭＮＡＣＫ５,埼玉県,さいたま市大宮区,錦町,６８２－２ＪＡＣＫ大宮１１Ｆ

３３０-８５６４ (株) 関電工 北関東・北信越営業本部,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１－９－６

３３０-８５１１ (株) 高島屋 大宮店,埼玉県,さいたま市大宮区,大門町,１-３２

３３０-８５４７ (株) 日本政策金融公庫 さいたま支店 国民生活事業,

３３０-８５４７ 埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,１-１０９－１

３３０-９５０３ (株) 富士通マーケティング,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１１－２０

３３０-８５８１ (株) 富士薬品,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,２-２９２－１

３３０-９６２１ (株) ロフト 大宮ロフト,埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,１-６０

３３０-９５４４ キヤノンマーケティングジャパン (株) さいたま営業所,

３３０-９５４４ 埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１０－１７

３３０-９５２５ クレディ・スイス生命保険 (株) 大宮支社,埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,１-１１４番１号

３３０-８５０１ さいたま市 大宮区役所,埼玉県,さいたま市大宮区,吉敷町,１-１２４－１

３３０-８６０３ さいたま市財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係,

３３０-８６０３ 埼玉県,さいたま市大宮区,吉敷町,１-１２４-１

３３０-８５５０ サンケイリビング新聞社 埼玉本部,埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,１-３８－１

３３０-９５３５ 三光ソフラン (株),埼玉県,さいたま市大宮区,大成町,１-２４６

３３０-８５０６ 社団法人 埼玉県トラック協会,埼玉県,さいたま市大宮区,北袋町,１-２９９－３

３３０-８５０３ 自治医科大学附属さいたま医療センター,埼玉県,さいたま市大宮区,天沼町,１－８４７

３３０-８６８６ 全国健康保険協会 埼玉支部,埼玉県,さいたま市大宮区,錦町,６８２－２

３３０-８６６９ ソニックシティビル,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５

３３０-９５０９ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,２-２８５－２

３３０-９０１１ 大平ビルサービス (株) さいたま支店,埼玉県,さいたま市大宮区,土手町,１-４９－８

３３０-８６０１ 大和証券 (株) 大宮支店,埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,１-８９

３３０-９５４８ 東京新聞ショッパー社,埼玉県,さいたま市大宮区,吉敷町,１-１３５

３３０-９５７７ 東日本旅客鉄道 (株） 大宮工場,埼玉県,さいたま市大宮区,錦町,１０１７

３３０-９５５５ 東日本旅客鉄道 (株） 大宮支社,埼玉県,さいたま市大宮区,錦町,４３４－３

３３０-９５４５ 富士レビオ (株) 北関東支店,埼玉県,さいたま市大宮区,宮町,２-８１

３３０-８５０８ 三菱マテリアル (株),埼玉県,さいたま市大宮区,北袋町,１-２９７

３３０-８６３４ むさし証券 (株),埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,４-３３３-１３

３３０-９５５１ リズム時計工業 (株),埼玉県,さいたま市大宮区,北袋町,１-２９９－１２

３３０-９６２２ (株） ＪＴＢトラベランド 関越事業部,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５

３３０-９５８２ エヌ・エス債権回収 (株) 大宮支店,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１１－９

３３０-９６２６ 大宮商工会議所,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５ソニックシティビル８Ｆ

３３０-９５５３ (株) ウィズウェイストジャパン,埼玉県,さいたま市大宮区,大成町,２-２２４－１

３３０-９５４３ (株) 埼玉マツダ,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,４-３４５

３３０-９６９６ (株) ジャックス 大宮支店,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１０－１６

３３０-９６３０ (株) ティー・ピー・エス テプコソニック,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５

３３０-９５８３ (株) 日本ビジネスリース さいたま支店,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１１－９

３３０-９５０８ (株) 富士薬品,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,４-３８３

３３０-９５０１ (株) 丸井 大宮店,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,２-３

３３０-９５６６ (株) マルフク,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,４-２０９

３３０-９５１２ 学校法人 佐藤栄学園,埼玉県,さいたま市大宮区,上小町,４７６

３３０-９６０８ 埼玉県信用保証協会,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５

３３０-９５６５ 埼玉県自動車販売整備健康保険組合,埼玉県,さいたま市大宮区,三橋,２-６２５－６

３３０-９５７５ 埼玉県自動車販売整備厚生年金基金,埼玉県,さいたま市大宮区,三橋,２-６２５－６

３３０-９５６４ 昌和貿易 (株),埼玉県,さいたま市大宮区,三橋,３-１３３－２

３３０-９５５８ 大和ハウス工業 (株) 埼玉支店,埼玉県,さいたま市大宮区,大成町,３-２６１－２

３３０-９５３１ 東芝エレベータ (株) 北関東支社,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５

３３０-９５８１ 日本信販 (株) 大宮支店,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１１－９

３３０-９５８０ 日本信販 (株) 関東第２エリア営業開発グループ,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１１－

３-３-０９６０１ 日本生命保険 相互会社 埼玉総支社,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-７－５

３３０-９５０２ ネッツ埼玉 (株),埼玉県,さいたま市大宮区,大成町,３-５２７
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３３０-９５４０ 山善 北関東支社,埼玉県,さいたま市大宮区,桜木町,１-１０－２ＧＩＮＺＡＹＡＭＡＴＯ３

３３７-８５７０ 芝浦工業大学,埼玉県,さいたま市見沼区,大字深作,３０７

３３７-８５０７ 新日本法規出版 (株） 関東支社,埼玉県,さいたま市見沼区,大字南中野,２４４－１

３３７-８５３２ トキタ種苗 (株),埼玉県,さいたま市見沼区,大字中川,１０６９

３３７-８５８６ 見沼区役所,埼玉県,さいたま市見沼区,堀崎町,１２－３６（大宮郵便局私書箱第２０号）

３３７-８５５６ (株) タムロン,埼玉県,さいたま市見沼区,蓮沼,１３８５番

３３７-８５０２ (株) 日立国際八木ソリューションズ,埼玉県,さいたま市見沼区,蓮沼,１４０６

３３７-８５０１ 埼玉県大宮東警察署,埼玉県,さいたま市見沼区,風渡野,３５-１

３３０-９５９０ 浦和税務署,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１-１さいたま新都心合同庁舎１号館

３３０-９５３６ (株) ドコモＣＳ 埼玉支店,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１１－１

３３０-９７９７ (株) ゆうちょ銀行 さいたま支店,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３-１

３３０-９７９７ (株) かんぽ生命 さいたま支店,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３-１

３３０-９１１１ (株) さいたまアリーナ,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,８

３３０-９１０９ (株) ミュージアム・タイセイ,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,８

３３０-９７２０ 環境省関東地方環境事務所,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１－１－６Ｆ

３３０-９７１５ 関東経済産業局,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１-１

３３０-９７１３ 関東信越厚生局,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１－１

３３０-９７２７ 関東信越厚生局 指導監査課,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,２１

３３０-９７１０ 関東信越厚生局 年金審査課,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,２－１

３３０-９７３９ 国土交通省関東地方整備局 建政部建設産業第一課,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,２－

３-３-０９７９６ 埼玉監査室,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３－３０

３３０-８７７７ 埼玉県立小児医療センター,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１番２

３３０-８５５３ さいたま赤十字病院,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１-５

３３０-９７１７ 総務省 関東管区行政評価局,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,１－１

３３０-９７３１ 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,２-１

３３０-９７９２ 日本郵政共済組合 共済センター,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３-１

３３０-９７９３ 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３-１

３３０-９７９７ 日本郵便 (株) 関東支社,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３-１

３３０-８５１０ 郵便局ビジネスサポート (株) 関東地方運用センター,埼玉県,さいたま市中央区,新都心,３－

３３８-８５０６ (財） 埼玉県芸術文化振興財団 彩の国さいたま芸術劇場,

３３８-８５０６ 埼玉県,さいたま市中央区,上峰,３-１５－１

３３８-８５５７ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),埼玉県,さいたま市中央区,上落合,一-１２番１６号

３３８-８５１５ (株) 大塚商会 埼玉営業部,埼玉県,さいたま市中央区,上落合,８-１番１９号

３３８-８５１１ (株) 島忠,埼玉県,さいたま市中央区,上落合,８－３－３２

３３８-８５３８ (株) モリタ 東京製作所,埼玉県,さいたま市中央区,上落合,２-１－２４

３３８-８５６７ (株) 与野フードセンター,埼玉県,さいたま市中央区,大字下落合,１０２７

３３８-８６３０ さいたま市郵送請求処理センター,埼玉県,さいたま市中央区,下落合,２００５/７/１０

３３８-８５５５ 埼玉スバル自動車 (株),埼玉県,さいたま市中央区,上落合,８-４－１１

３３８-８５７７ 埼玉精神神経センター,埼玉県,さいたま市中央区,本町東,６-１１－１

３３８-８５１３ さいたま地方法務局,埼玉県,さいたま市中央区,下落合,五-１２番１号

３３８-８５０８ 埼玉トヨペット (株),埼玉県,さいたま市中央区,上落合,２-２－１

３３８-８５２５ 埼玉日産自動車 (株),埼玉県,さいたま市中央区,上落合,９-３－６

３３８-８５４１ 三輪精機 (株),埼玉県,さいたま市中央区,新中里,３-２０－３０

３３８-８５３１ 社団法人 日本自動車連盟 埼玉支部,埼玉県,さいたま市中央区,下落合,４-１－１

３３８-８５０４ 全労済 埼玉県本部,埼玉県,さいたま市中央区,大字下落合,１０５０－１

３３８-８６８６ 中央区役所,埼玉県,さいたま市中央区,下落合,５-７－１０

３３８-８５８０ 東京電力 (株) さいたま支社,埼玉県,さいたま市中央区,本町西,４-１７－１０

３３８-８５８５ トヨタカローラ新埼玉 (株),埼玉県,さいたま市中央区,円阿弥,３-３－２０

３３８-８５６６ ドイト (株),埼玉県,さいたま市中央区,桜丘,２-８－２０

３３８-８５４０ ドイト (株) 通販部,埼玉県,さいたま市中央区,桜丘,２-８－２０

３３８-８５２３ 日産プリンス埼玉販売 (株),埼玉県,さいたま市中央区,下落合,４-２４－１５

３３８-８５１２ 日本通運 (株) 埼玉支店,埼玉県,さいたま市中央区,大字下落合,１０７９－１

３３８-８５０５ 日本ピストンリング (株) Ｒ＆Ｄセンター,埼玉県,さいたま市中央区,本町西,２００５/２/６

３３８-８５０３ 日本ピストンリング (株) 本社,埼玉県,さいたま市中央区,本町東,５-１２－１０

３３８-８５１０ ミサワホーム西関東 (株）,埼玉県,さいたま市中央区,円阿弥,７-７－８

３３８-８５５８ ＵＦＪニコス (株) 北関東管理部,埼玉県,さいたま市中央区,上落合,２-４－１

１７４-８７４３ (株） ディーエムエス,埼玉県,さいたま市桜区,田島,８-３－２９

１７４-８７４１ (株） ディーエムエス,埼玉県,さいたま市桜区,田島,８-３－２９

３３８-８５５１ 浦和中央青果市場 (株),埼玉県,さいたま市桜区,桜田,３-３－１

３３８-８５７５ (株) カバサワ,埼玉県,さいたま市桜区,桜田,３-９－２５

３３８-８５２４ コニシ (株) 浦和工場,埼玉県,さいたま市桜区,西堀,５-３－３５

３３８-８５７０ 埼玉大学,埼玉県,さいたま市桜区,大字下大久保,２５５

３３８-８５７１ 埼玉大学 国際交流会館,埼玉県,さいたま市桜区,大字下大久保,６４５

３３８-８５８６ 桜区役所,埼玉県,さいたま市桜区,道場,４-３－１

３３０-８７１０ 一般(財) 郵政福祉 関東地方本部,埼玉県,さいたま市浦和区,東岸町,９－２０

３３０-８５８０ 浦和年金事務所,埼玉県,さいたま市浦和区,北浦和,２００５/５/１

３３０-８６４７ 浦和レッドダイヤモンズ (株),埼玉県,さいたま市浦和区,大原,３－４

３３０-９０４５ ＮＴＴ東日本料金サービスセンター,埼玉県,さいたま市浦和区,針ヶ谷,４-２－２０

３３０-９３０３ (株) 三越伊勢丹 伊勢丹浦和店,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,１-１５－１

３３０-８６７１ (株) ＬＩＸＩＬビバ,埼玉県,さいたま市浦和区,上木崎,１-１３番１号

３３０-８５６２ 全国農業協同組合連合会 埼玉県本部,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,三-１２番９号

３３０-８５７１ 全労済 埼玉県本部,埼玉県,さいたま市浦和区,岸町,７-１１－６

３３０-８５５２ 中央労働金庫 さいたま支店,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,２００４/４/１７

３３０-９３１０ 日本放送協会 さいたま放送局,埼玉県,さいたま市浦和区,常盤,６-１－２１

３３０-９５０７ 日本年金機構 北関東信越ブロック本部,埼玉県,さいたま市浦和区,北浦和,２００５/５/１

３３０-９５５０ 毎日新聞 さいたま支局,埼玉県,さいたま市浦和区,仲町,３-１２番６号

３３０-９６１１ (株） エフエム浦和,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,２-１－１９

３３０-８５１９ 朝日生命保険 相互会社 浦和支社,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,１-１－１

３３０-９５８６ 浦和区役所,埼玉県,さいたま市浦和区,常盤,６-４－４

３３０-８５７２ 浦和地方検察庁,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,３-１６－５８

３３０-８５３８ (株) テレビ埼玉,埼玉県,さいたま市浦和区,常盤,６-３６－４

３３０-８５８５ (株) ユーディケー,埼玉県,さいたま市浦和区,岸町,５-７－１１

３３０-９３７７ 埼玉ＳＲ経営労務センター,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,４-３－１５

３３０-８５１８ 埼玉会館,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,３-１－４

３３０-９３０１ 埼玉県,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,３-１５－１

３３０-８５３３ 埼玉県警察本部,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,３-１５－１

３３０-９５１１ 埼玉県社会保険診療報酬支払基金,埼玉県,さいたま市浦和区,領家,３-１８－１

３３０-９３３０ 埼玉県立 浦和高等学校,埼玉県,さいたま市浦和区,領家,５-３－３



３３０-９５８８ さいたま市役所,埼玉県,さいたま市浦和区,常盤,６-４－４

３３０-９６８８ (財) 新藤花道学院,埼玉県,さいたま市浦和区,高砂,１-２１

３３０-８５６６ 新洋信販 (株),埼玉県,さいたま市浦和区,仲町,１-１－１３

３３０-８５５１ 読売新聞社 浦和支局,埼玉県,さいたま市浦和区,常盤,５-８－４１

３３０-８５６５ (株) 住田光学ガラス,埼玉県,さいたま市浦和区,針ケ谷,４-７－２５

３３０-８５２９ 埼玉県社会福祉協議会,埼玉県,さいたま市浦和区,針ケ谷,４-２－６５

３３０-８５２２ 埼玉県社会福祉事業団 障害者交流センター,埼玉県,さいたま市浦和区,大原,３-１０－１

３３０-８５３２ さいたま市水道局,埼玉県,さいたま市浦和区,常盤,６-１４番１６号

３３０-９８５０ 太陽生命保険 相互会社,埼玉県,さいたま市浦和区,針ヶ谷,４-２－１８）

３３０-９３１１ 日新火災海上保険 (株),埼玉県,さいたま市浦和区,上木崎,２-７－５

３３０-９６６６ りそな決済サービス (株) 集金代行部,埼玉県,さいたま市浦和区,針ヶ谷,４-２－１１

３３６-８５６４ (株) 関電工 埼玉支店,埼玉県,さいたま市南区,根岸,３-２２－１５

３３６-８６３６ (株) コーケン,埼玉県,さいたま市南区,南本町,１-８－９

３３６-８５２６ コープデリ生活協同組合連合会,埼玉県,さいたま市南区,根岸,１-４－１３

３３６-８５８６ さいたま市南区役所,埼玉県,さいたま市南区,別所,７-２０番１号

３３６-８５１２ 埼玉土建一般労働組合,埼玉県,さいたま市南区,鹿手袋,６-１８－１２

３３６-８５４０ 埼玉三菱ふそう自動車販売 (株),埼玉県,さいたま市南区,根岸,５-２３－１５

３３６-８５１５ 社団法人 埼玉建設産業団体連合会,埼玉県,さいたま市南区,鹿手袋,４-１－７

３３６-８５２３ 生活共同組合 コープみらい,埼玉県,さいたま市南区,根岸,１-５番５号

３３６-８５０８ 全国生活協同組合連合会,埼玉県,さいたま市南区,沼影,１-１０－１

３３６-８６６６ 高田製薬 (株),埼玉県,さいたま市南区,沼影,２００１/１１/１

３３６-８５６１ 日特エンジニアリング (株),埼玉県,さいたま市南区,白幡,５-１１番２０号

３３６-８５２１ 日本オート・フォート (株),埼玉県,さいたま市南区,内谷,４-１０－６

３３６-８７６０ イオンモール 浦和美園,埼玉県,さいたま市緑区,美園,五-５０-１

３３６-８５０５ 浦和レッドダイヤモンズ (株),埼玉県,さいたま市緑区,美園,二-１

３３６-８５５８ (株) 長崎屋 浦和店,埼玉県,さいたま市緑区,原山,４-３－３

３３６-８５５５ 埼玉県立 南教育センター,埼玉県,さいたま市緑区,大字三室,１３０５－１

３３６-８５２２ さいたま市立病院,埼玉県,さいたま市緑区,三室,２４６０

３３６-８６５５ 日本電信電話 (株),埼玉県,さいたま市緑区,太田窪,１-２６－２０

３３６-８５８７ 緑区役所,埼玉県,さいたま市緑区,大字中尾,９７５－１

３３９-８６０１ 曙ブレーキ岩槻製造 (株),埼玉県,さいたま市岩槻区,大字鹿室,１１９０

３３９-８５６６ (株) トーモク岩槻工場,埼玉県,さいたま市岩槻区,大字鹿室,８３９－１

３３９-８５５８ (株) プラコー,埼玉県,さいたま市岩槻区,大字笹久保新田,５５０

３３９-８５５１ 埼玉県立 小児医療センター,埼玉県,さいたま市岩槻区,大字馬込,２１００

３３９-８５８５ さいたま市 岩槻区役所,埼玉県,さいたま市岩槻区,本町,３-２番５号

３３９-８５３９ 人間総合科学大学,埼玉県,さいたま市岩槻区,大字馬込,１２８８

３３９-８６８６ 花菱縫製 (株),埼玉県,さいたま市岩槻区,大字笹久保,２０５９-）

３３９-８５１０ 藤倉ゴム工業 (株) 岩槻工場,埼玉県,さいたま市岩槻区,上野,６-１２－８

３３９-８５１１ 北海製罐 (株） 岩槻工場,埼玉県,さいたま市岩槻区,大字鹿室,７７０－１

３３９-８５２１ 丸山記念総合病院,埼玉県,さいたま市岩槻区,本町,２-１０－５

３３９-８５０１ 目白大学,埼玉県,さいたま市岩槻区,大字浮谷,３２０

３５０-８５８８ 医療法人 康正会病院,埼玉県,川越市,大字山田,西町３７５－１

３５０-８５１１ (株) 丸広百貨店,埼玉県,川越市,新富町,２-６－１

３５０-８６０１ 川越市役所,埼玉県,川越市,元町,１-３-１

３５０-８５１０ 川越商工会議所,埼玉県,川越市,仲町,１-１２

３５０-８６６６ 川越税務署,埼玉県,川越市,大字並木,４５２－２

３５０-８５０１ 川越プリンスホテル,埼玉県,川越市,新富町,１-２２

３５０-８５８５ 学校法人 東洋大学,埼玉県,川越市,大字鯨井,中野台２１００

３５０-８５５０ 埼玉医科大学総合医療センター,埼玉県,川越市,大字鴨田,字辻道町１９８１

３５０-８５３１ さいたま地方裁判所 川越支部,埼玉県,川越市,宮下町,２-１－３

３５０-８５５５ パイオニア (株) 川越事業所,埼玉県,川越市,山田,１－２５

３５０-１１８２ アマゾン 川越ＦＣ 入庫係,埼玉県,川越市,南台,２００１/１０/１５

３５０-１１９４ アマゾン川越ＦＣ 返品係,埼玉県,川越市,南台,２００３/５/１

３５０-１１８１ (株) アイエムエス,埼玉県,川越市,大字野田,１０５０－１

１００-８６３９ (株) メールハウス,埼玉県,川越市,大字今福,８２５－３

３５０-１１９６ 川越年金事務所,埼玉県,川越市,脇田本町,８－１Ｕ＿ＰＬＡＣＥ５階

３５０-１１９８ 学校法人 金子教育団 東京国際大学 (第二キャンパス）,埼玉県,川越市,的場,１-２５０９

３５０-１１９７ 学校法人 金子教育団 東京国際大学（第一キャンパス）,埼玉県,川越市,的場北,１-１３－１

３５０-１１９２ 小松ゼノア (株),埼玉県,川越市,南台,１-９番

３５０-１１８３ 埼玉県信用保証協会 川越支店,埼玉県,川越市,新宿町,１-１７-１７

３５０-１１８８ 武州瓦斯 (株),埼玉県,川越市,田町,３２-１２

３６０-８５４３ (株） アーレスティ 熊谷工場,埼玉県,熊谷市,御稜威ケ原,２８４－１１

３６０-８５２１ (株) 清水アーネット,埼玉県,熊谷市,問屋町,４-３番２号

３６０-８５５９ (株） ニコン 熊谷製作所,埼玉県,熊谷市,御稜威ケ原,２０１－９

３６０-８５０２ (株） 八木橋,埼玉県,熊谷市,仲町,７４

３６０-８５６７ 医療法人 熊谷総合病院,埼玉県,熊谷市,中西,４-５番１号

３６０-８５５５ ＮＴＴ東日本－埼玉,埼玉県,熊谷市,末広,１-１３

３６０-８５２０ 関東国分 (株),埼玉県,熊谷市,問屋町,１-１番８号

３６０-８６０１ 熊谷市役所,埼玉県,熊谷市,宮町,２-４７－１

３６０-８６２０ 熊谷税務署,埼玉県,熊谷市,仲町,４１

３６０-８５８５ 熊谷年金事務所,埼玉県,熊谷市,桜木町,１－９３

３６０-８５８０ 航空自衛隊 熊谷基地,埼玉県,熊谷市,大字拾六間,８３９

３６０-８５０１ 埼玉県 熊谷県税事務所,埼玉県,熊谷市,末広,３-９－１

３６０-８５１５ シスコム (株),埼玉県,熊谷市,箱田,４-１０－１

３６０-８５２３ (株） 徳田練磨工作所,埼玉県,熊谷市,大字御稜威ケ原,１３８－８

３６０-８５３２ 日東都市開発 (株),埼玉県,熊谷市,銀座,２-２４５

３６０-８５１２ 日東富士製粉 (株) 埼玉工場,埼玉県,熊谷市,御稜威ケ原,６１１－１１

３６０-８５５８ 日本山村硝子 (株) 埼玉工場,埼玉県,熊谷市,御稜威ケ原,下林６１１－１０

３６０-８５７７ 日立金属 (株） 熊谷工場,埼玉県,熊谷市,大字三ケ尻,５２００

３６０-８５２２ リケン 熊谷事業所,埼玉県,熊谷市,末広,４-１４－１

３６０-０１９５ 大里行政センター,埼玉県,熊谷市,中曽根,６５４－１

３６０-０１９６ (株) オキナヤ,埼玉県,熊谷市,江南中央,２-１７-１

３６０-０１９３ (株) ゼクセルヴァレオ クライメートコントロール江南工場,埼玉県,熊谷市,千代,東原３９

３６０-０１９２ 江南行政センター,埼玉県,熊谷市,江南中央,１-１-

３６０-０１９７ 埼玉県立 循環器・呼吸器病センター,埼玉県,熊谷市,板井,１６９６

３６０-０１９４ 立正大学 熊谷校舎,埼玉県,熊谷市,万吉,１７００

３６０-８６１１ 埼玉縣信用金庫,埼玉県,熊谷市,久下,４-１４１（熊谷郵便局私書箱第１１号）

３６０-８６０８ 埼玉県信用保証協会 熊谷支店,埼玉県,熊谷市,筑波,２-４８-１



３３２-８５０３ アマゾン川口ＦＣ,埼玉県,川口市,領家,５－１４－３５

３３２-８５４８ ＮＴＴ東日本－埼玉 埼玉南営業支店,埼玉県,川口市,本町,１-１８－５

３３２-８５２１ カシオテクノ (株),埼玉県,川口市,栄町,２００３/１/８

３３２-８５５５ (株) 深川製作所 (株) フカガワ 深川機械販売 (株),埼玉県,川口市,西青木,２-９－５

３３２-８５０２ 川口金属工業 (株),埼玉県,川口市,宮町,１８－１９

３３２-８６０１ 川口市役所,埼玉県,川口市,青木,２-１－１

３３２-８６８６ 川口信用金庫,埼玉県,川口市,栄町,３-９－３

３３２-８５０１ 川口水道局,埼玉県,川口市,青木,５-１３－１

３３２-８６６６ 川口税務署,埼玉県,川口市,青木,２-２－１７

３３２-８５３３ 京セラケミカル (株),埼玉県,川口市,領家,五-１４番２５号

３３２-８５８５ クロゼン,埼玉県,川口市,本町,３-６－２５

３３２-８５５８ 済生会川口総合病院,埼玉県,川口市,西川口,５-１１－５

３３２-８５１１ そごう 川口店,埼玉県,川口市,栄町,３-５－１

３３２-８５１２ 田中徳兵衛商店,埼玉県,川口市,末広,１-１１－２

３３２-８５７７ 中興電機 (株),埼玉県,川口市,栄町,２-６－１６

３３２-８６５４ 西川口税務署,埼玉県,川口市,西川口,４-６－１８）

３３２-８５５６ 前沢工業,埼玉県,川口市,仲町,５－１１

３３３-８６０１ (株) 改良園,埼玉県,川口市,大字神戸,１２３

３３３-８６１１ (株) 日本花卉,埼玉県,川口市,大字石神,１８４

３３４-８５０１ 協和ゴム工業 (株),埼玉県,川口市,南鳩ヶ谷,３-２１－４

１２１-８７２９ シーエル商事 (株）,埼玉県,川口市,東本郷,１-１－７

３６１-８６０３ 足利銀行 行田支店,埼玉県,行田市,行田,２１－２０

３６１-８５０５ 岩崎電気,埼玉県,行田市,壱里山町,１－１

３６１-８６０４ ＳＥＩオプティフロンティア (株) 埼玉事業所,埼玉県,行田市,埼玉,４１２５

３６１-８５０７ (株) ショーワ 埼玉工場,埼玉県,行田市,藤原町,１-１４－１

３６１-８５０８ (株) ショーワ 生産技術本部,埼玉県,行田市,藤原町,１-１４－１

３６１-８５０６ (株) ショーワ 本社 開発本部,埼玉県,行田市,藤原町,１-１４-１

３６１-８６０１ 行田市役所,埼玉県,行田市,本丸,２－５

３６１-８６０２ 行田税務署,埼玉県,行田市,栄町,１７－１５

３６１-８５０４ 行田労働基準監督署,埼玉県,行田市,桜町,２-６－１４

３６１-８５５５ 寿屋フロンテ 埼玉工場,埼玉県,行田市,藤原町,１-２０－１

３６１-８５０３ 埼玉県行田県税事務所,埼玉県,行田市,本丸,２－２０

３６１-８５１１ ジェコー,埼玉県,行田市,富士見町,１-４－１

３６１-８５１３ 電元オートメーション,埼玉県,行田市,富士見町,１-１４

３６１-８５１０ 東京軽合金製作所,埼玉県,行田市,富士見町,１-２１－１

３６１-８５８５ ニッコー,埼玉県,行田市,藤原町,１-２１－１

３６１-８５３９ 森乳業,埼玉県,行田市,富士見町,１-３－２

３６８-８６８０ (株) 矢尾百貨店,埼玉県,秩父市,上町,１-５－９

３６８-８６８６ 秩父市役所,埼玉県,秩父市,熊木町,８－１５

３６８-８６６６ 秩父税務署,埼玉県,秩父市,日野田町,１－２－４１

３６９-１５９６ (株) 善山ＪＡＰＡＮ ユニオンエースゴルフクラブ,埼玉県,秩父市,下吉田,3-７１

３６９-１５９６ (株) 善山ＪＡＰＡＮ ホテルユニオンヴェール,埼玉県,秩父市,下吉田,3-７１

３６９-１５９３ (株) タイセー,埼玉県,秩父市,下吉田,６９７２

３６９-１５９２ 秩父市役所 吉田総合支所,埼玉県,秩父市,下吉田,2-８５

３６９-１８９５ (株) ウッディーコイケ,埼玉県,秩父市,下影森,１８１

３６９-１８９２ キヤノン電子 (株) 本社影森工場,埼玉県,秩父市,下影森,１２４８

３６９-１８９３ 昭和電工 (株) 秩父工場,埼玉県,秩父市,下影森,１５０５

３６９-１８９４ 秩父市役所 荒川総合支所,埼玉県,秩父市,荒川上田野,１７３４－６

３６９-１９９８ 秩父市役所 大滝総合支所,埼玉県,秩父市,大滝,９８５

３５９-８５１０ (株） 西武ホールディングス,埼玉県,所沢市,くすのき台,１-１１－１

３５９-８５３３ ＮＴＴ 所沢支店,埼玉県,所沢市,並木,１-４

３５９-８５１１ (株) シチズン時計,埼玉県,所沢市,大字下富,８４０

３５９-１１８９ (株) 西武ライオンズ,埼玉県,所沢市,大字上山口,２１３５

３５９-８６８６ (株) タマス 所沢事業所,埼玉県,所沢市,大字神米金,４７６

３５９-８６４８ (株） 東京新聞ショッパー社,埼玉県,所沢市,松葉町,１１－１

３５９-８５０７ (株) バンガードシステムズ,埼玉県,所沢市,東所沢,１-２７－２３

３５９-８５５５ 国立障害者リハビリテーションセンター,埼玉県,所沢市,並木,４-１-

３５９-８５８５ 埼玉県 所沢県税事務所,埼玉県,所沢市,並木,１-８－１

３５９-１１９５ 埼玉りそな銀行 所沢支店,埼玉県,所沢市,御幸町,１－１６

３５９-８５６０ 西武運輸 (株),埼玉県,所沢市,くすのき台,１-１１－２

３５９-８５５０ 西武建設 (株),埼玉県,所沢市,くすのき台,１-１１－２

３５９-８５２０ 西武鉄道 (株),埼玉県,所沢市,くすのき台,１-１１－１

３５９-８５７０ 西武バス (株) 本社,埼玉県,所沢市,くすのき台,１-１１－２

３５９-１１９６ 西武ライオンズ球場,埼玉県,所沢市,大字上山口,２１３５

３５９-１１９３ 大和証券 (株) 所沢支店,埼玉県,所沢市,東町,１２－１２

３５９-８５４２ 東京電力 志木支社 所沢営業所センター,埼玉県,所沢市,並木,３-４

３５９-８５０１ 所沢市役所,埼玉県,所沢市,並木,１-１-の１

３５９-８６０１ 所沢税務署,埼玉県,所沢市,並木,１-７

３５９-８５０５ 所沢年金事務所,埼玉県,所沢市,上安松,１１５２－１

３５９-８５８０ 日本光電工業 (株),埼玉県,所沢市,くすのき台,１-１１－２

３５９-８５１３ 防衛医大,埼玉県,所沢市,並木,３-２

３５９-８５５８ 読売センター 東所沢,埼玉県,所沢市,東所沢,２-１－７

３５９-１１９２ 早稲田大学,埼玉県,所沢市,三ケ島,２-５７９－１５

３５９-１１８０ 西武バス (株),埼玉県,所沢市,久米,５４６－１

３５９-１１８８ 平岩建設 (株),埼玉県,所沢市,南住吉,８番１９号

３５７-８５１０ (株) 椿本チエイン,埼玉県,飯能市,大字新光,２０

３５７-８５８５ 新電元工業 (株),埼玉県,飯能市,南町,１０－１３

３５７-８５５０ 自由の森学園,埼玉県,飯能市,大字小岩井,６１３

３５７-８５５５ 駿河台大学,埼玉県,飯能市,大字阿須,６９８

３５７-８５２７ 大鵬薬品工業 (株),埼玉県,飯能市,美杉台,１-２７

３５７-８５８８ 飯能ケーブルテレビ (株),埼玉県,飯能市,大字小久保,１-１９

３５７-８５０１ 飯能市役所,埼玉県,飯能市,大字双柳,１－１

３５７-８５５８ 飯能信用金庫,埼玉県,飯能市,栄町,２４-９

３５７-８５７０ マミヤ・オーピー・ネクオス (株),埼玉県,飯能市,新光,１-１

３４７-８５５５ アトミクス (株),埼玉県,加須市,南篠崎,１-１２－１

３４７-８５０１ 加須市役所,埼玉県,加須市,大字下三俣,２９０

３４７-８５１３ 県立不動岡高校,埼玉県,加須市,不動岡,１-７－４５

３４７-８５０３ 埼玉短期大学,埼玉県,加須市,大字花崎,江橋５１９－５



３４７-８５１０ 社会福祉法人 愛の泉,埼玉県,加須市,土手,２-１５－５７

３４７-８５６７ 大昭和紙工産業 (株) 加須工場,埼玉県,加須市,南篠崎,１-１１－１

３４７-８５８５ 日本ワイパブレード (株),埼玉県,加須市,大字下高柳,３１１

３４７-８５０２ 花咲徳栄高校,埼玉県,加須市,大字花崎,５１９

３４７-８５５０ ブリヂストンＢＲＭ (株),埼玉県,加須市,南篠崎,１-２-３

３４７-８５０４ 平成国際大学,埼玉県,加須市,大字水深,字大立野２０００

３４７-０１９２ 加須市 騎西総合支所,埼玉県,加須市,騎西,３６-１

３４７-０１９５ キサイフーズ工業 (株),埼玉県,加須市,戸崎,３０８－６

３４９-１１９３ 加須市 大利根総合支所,埼玉県,加須市,北下新井,１６７９-１

３４９-１２９２ 加須市 北川辺総合支所,埼玉県,加須市,麦倉,１４８１－１

３６７-８６８６ 沖電気工業 (株),埼玉県,本庄市,小島南,４-１－１

３６７-８５０１ 本庄市役所,埼玉県,本庄市,本庄,３-５－３

３６７-０２９８ 本庄市 児玉総合支所,埼玉県,本庄市,児玉町八幡山,３６８

３５５-８６０８ (株) ＬＩＸＩＬビバ 東松山物流センター,埼玉県,東松山市,仲田町,２

３５５-８５０１ 大東文化大学,埼玉県,東松山市,大字岩殿,５６０－１

３５５-８６０１ 東松山市役所,埼玉県,東松山市,松葉町,１-１－５８

３５５-８６０４ 東松山税務署,埼玉県,東松山市,箭弓町,１-８－１４

３５５-８６０３ ボッシュ (株),埼玉県,東松山市,箭弓町,３-１３－２６

３５５-８６０５ ユニー (株) アピタ東松山店,埼玉県,東松山市,あずま町,４-３-

３５５-８６０６ ユニー (株) ピオニウォーク東松山,埼玉県,東松山市,あずま町,４-３-

３４４-８５３５ 春日部警察署,埼玉県,春日部市,大沼,１-８２

３４４-８５７８ 春日部市 市民活動センター,埼玉県,春日部市,南,一-１-７

３４４-８５７７ 春日部市役所,埼玉県,春日部市,中央,６-２

３４４-８５８５ 春日部商工会議所,埼玉県,春日部市,粕壁東,１－２０－２８

３４４-８５８８ 春日部市立医療センター,埼玉県,春日部市,中央,６-７-１

３４４-８５２１ 春日部女子高等学校,埼玉県,春日部市,粕壁東,６-１－１

３４４-８６８６ 春日部税務署,埼玉県,春日部市,大沼,２-１２－１

３４４-８５０６ 春日部労働基準監督署,埼玉県,春日部市,南,３-１０－１３

３４４-８５４０ (株) Ｇ．Ｒ．Ｓ．,埼玉県,春日部市,樋籠,５８６－８

３４４-８５１１ (株) 高橋監理,埼玉県,春日部市,豊野町,２-３２－１

３４４-８５６６ (株) マルヤ,埼玉県,春日部市,大字小渕,２４３

３４４-８５２２ (株) 桃屋 春日部工場,埼玉県,春日部市,大字赤沼,４１０

３４４-８５５５ 埼玉県春日部県税事務所,埼玉県,春日部市,大沼,１-７６

３４４-８５０８ 埼玉県信用保証協会 春日部支店,埼玉県,春日部市,南,１-１番７号

３４４-８５３３ 西武 春日部店,埼玉県,春日部市,粕壁東,２-５番１号

３５０-１３８５ 阿部興業 (株),埼玉県,狭山市,新狭山,２００１/１/１１

３５０-１３９５ アマゾン 狭山ＦＣ 入庫係,埼玉県,狭山市,青柳,９１５

３５０-１３８０ 狭山市役所,埼玉県,狭山市,入間川,１-２３－５

３５０-１３８８ 東亜ディーケーケー (株) 狭山テクニカルセンター,埼玉県,狭山市,北入曽,６１３

３５０-１３９８ 東京家政大学 狭山校舎,埼玉県,狭山市,稲荷山,２-１５－１

３５０-１３９２ 本田技研工業 (株) 埼玉製作所,埼玉県,狭山市,新狭山,１-１０－１

３４８-８５０８ 曙ブレーキ工業 (株),埼玉県,羽生市,東,５－４－７１

３４８-８５０１ 曙ブレーキ工業 (株) 関東営業所,埼玉県,羽生市,東,５－４－７１

３４８-８５１２ エーダイニット (株),埼玉県,羽生市,北,１-１２－３３

３４８-８５０３ 金子農機 (株),埼玉県,羽生市,小松台,１-５１６－１０

３４８-８５５５ (株) ダイチュー テクノロジーズ,埼玉県,羽生市,大字弥勒,７０４－４

３４８-８５０７ 関東三洋セミコンダクターズ (株) 羽生工場,埼玉県,羽生市,大字秀安,４７６

３４８-８５３０ 共愛会,埼玉県,羽生市,大字砂山,２１０

３４８-８５０５ 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院,埼玉県,羽生市,大字下岩瀬,４４６-

３４８-８５０２ 埼玉県立羽生実業高等学校,埼玉県,羽生市,大字羽生,３２３

３４８-８５８５ 昭和化成工業 (株),埼玉県,羽生市,小松台,１-６０３-２９

３４８-８５４０ 大正製薬 (株) 羽生工場,埼玉県,羽生市,小松台,１-６０３－２７

３４８-８５２５ 田中鉄鋼販売 (株),埼玉県,羽生市,大字下川崎,１５０

３４８-８５４９ 日清ヨーク (株) 関東工場,埼玉県,羽生市,大字上村君,堤根２７２

３４８-８５０６ 日本精工 (株),埼玉県,羽生市,大沼,１-１

３４８-８６０１ 羽生市役所,埼玉県,羽生市,東,６-１５-

３４８-８５１３ ほくさい農業協同組合,埼玉県,羽生市,東,７-１５－３

３６５-８５０３ (株） イングコーポレーション,埼玉県,鴻巣市,逆川,１-１－２９

３６５-８５１４ (株） 広田屋,埼玉県,鴻巣市,人形,１-６－１８

３６５-８５０８ アサヒ紙工 (株),埼玉県,鴻巣市,箕田,４０７０

３６５-８５５５ イセ食品 (株),埼玉県,鴻巣市,箕田,３４４０

３６５-８５０５ イセデリカ (株) 鴻巣工場,埼玉県,鴻巣市,箕田,３４４０

３６５-８５０１ 運転免許センター,埼玉県,鴻巣市,大字鴻巣,４０５－４

３６５-８５８５ (株) 保健科学 東日本,埼玉県,鴻巣市,天神,３－６７３

３６５-８５０２ 鴻巣市 川里支所,埼玉県,鴻巣市,広田, 1-４１

３６５-８６０１ 鴻巣市役所,埼玉県,鴻巣市,中央,１－１

３６５-８５１２ 済生会鴻巣病院,埼玉県,鴻巣市,大字八幡田,８４９

３６５-８６０３ 中央化学 (株),埼玉県,鴻巣市,宮地,３-５－１

３６５-８５０６ 野崎印刷紙業 (株) 関東工場,埼玉県,鴻巣市,箕田,３２３０

３６９-０１９５ 鴻巣市 吹上支所,埼玉県,鴻巣市,吹上富士見,１-１番１号

３６９-０１９８ 富士電機 (株) 生産技術センター 埼玉地区,埼玉県,鴻巣市,前砂,１６０－１

３６９-０１９２ 富士電機機器制御 (株) 吹上事業所,埼玉県,鴻巣市,南,１-５番４５号

３６６-８５０２ 赤城乳業 (株),埼玉県,深谷市,上柴町東,２-２７－１

３６６-８５６７ (株) セキネ,埼玉県,深谷市,田所町,１－１５

３６６-８５１０ (株) 東芝 深谷工場,埼玉県,深谷市,幡羅町,１-９－２

３６６-８５１１ (株) ＵＡＣＪ 深谷製造所,埼玉県,深谷市,上野台,１３５１

３６６-８５１５ 埼玉県立 深谷高等学校,埼玉県,深谷市,大字宿根,３１５

３６６-８５０１ 深谷市役所,埼玉県,深谷市,仲町,１１－１

３６６-８５８１ 三矢精工 (株),埼玉県,深谷市,大字上野台,割塚１４００－１０

３６９-０２９３ 埼玉工業大学,埼玉県,深谷市,普済寺,１６９０

３６９-０２９７ 日立化成 (株) 埼玉事業所,埼玉県,深谷市,岡,２２００

３６９-０２９２ 深谷市 岡部総合支所,埼玉県,深谷市,岡, 1-８１

３６９-０２９５ リケンテクノス (株),埼玉県,深谷市,岡,２０５８

３６９-１１９３ ＫＹＢ (株) 熊谷工場,埼玉県,深谷市,長在家,２０５０

３６９-１１９２ 深谷市 川本総合支所,埼玉県,深谷市,田中,１９７

３６９-１１９５ 米久デリカ (株),埼玉県,深谷市,白草台,１５６５－１５

３６９-１２９３ 深谷市 花園総合支所,埼玉県,深谷市,小前田,２３４５

３６９-１２９５ 三菱電機ホーム機器 (株）,埼玉県,深谷市,小前田,１７２８－１



３６２-８５０１ 上尾市役所,埼玉県,上尾市,本町,３-１－１

３６２-８５０４ 上尾税務署,埼玉県,上尾市,大字西門前,５７７

３６２-８５０８ アマゾン上尾ＦＣ,埼玉県,上尾市,大字堤崎,字前谷８５-

３６２-８５８８ 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院,埼玉県,上尾市,柏座,１-１０－１０

３６２-８５５０ (株) アイチコーポレーション 上尾事業所,埼玉県,上尾市,大字領家,字山下１１５２－１０

３６２-８５３１ (株) サイサン,埼玉県,上尾市,大字平方領領家,６３９

３６２-８５６７ 埼玉県総合リハビリテーションセンター,埼玉県,上尾市,大字西貝塚,１４８－１

３６２-８５１１ 昭産開発 (株),埼玉県,上尾市,谷津,２-１－１

３６２-８５８５ 聖学院大学,埼玉県,上尾市,大字戸崎,１－１

３６２-８５１０ 東京電力 (株) さいたま支社 上尾営業センター,

３６２-８５１０ 埼玉県,上尾市,大字上尾村,字二ツ宮前９４７

３６２-８５５５ トステムビバ (株),埼玉県,上尾市,大字上,２９８－１

３６２-８５２０ ブリヂストンサイクル (株）,埼玉県,上尾市,中妻,３-１－１

３６２-８５２１ ブリヂストンサイクル東日本販売 (株）,埼玉県,上尾市,中妻,３-１－１

３６２-８５２３ ＵＤトラックス (株),埼玉県,上尾市,大字壱-,１

３６２-８６８８ (株) ベルーナ,埼玉県,上尾市,柏座,４-６－７

３４０-８５１１ 旭鋼管工業 (株),埼玉県,草加市,谷塚上町,５６５

３４０-８６１０ 天田印刷加工 (株),埼玉県,草加市,稲荷,１-１１－１

３４０-８６５９ ＳＭＣ (株),埼玉県,草加市,稲荷,６-１９－１

３４０-８５６８ (株) 川島製作所,埼玉県,草加市,谷塚上町,４３４

３４０-８６１１ (株) クレシア 東京工場,埼玉県,草加市,松江,４-２－６

３４０-８５０１ (株) ティ・アンド・ケイ・パッケージ,埼玉県,草加市,北谷,３-４０－７

３４０-８５３３ (株) 流通サービス,埼玉県,草加市,遊馬町,８６２－１

３４０-８５２４ 埼玉県立草加西高等学校,埼玉県,草加市,原町,２-７－１

３４０-８５０９ 草加公共職業安定所,埼玉県,草加市,弁天,４-１０－７

３４０-８５５５ 草加市 水道部,埼玉県,草加市,吉町,４-１０－４５

３４０-８５５０ 草加市役所,埼玉県,草加市,高砂,１-１－１

３４０-８５６０ 草加市立病院,埼玉県,草加市,草加,２-２１－１

３４０-８６８６ ソマール (株),埼玉県,草加市,稲荷,５-１９－１

３４０-８５６７ タカギ冷機 (株),埼玉県,草加市,谷塚,１－１８－１３

３４０-８５１０ 富安金属印刷 (株),埼玉県,草加市,苗塚町,５７７

３４０-８５８５ 獨協大学 入試部,埼玉県,草加市,学園町,１－１

３４０-８５７７ 東日本電信電話 (株) 草加ビル,埼玉県,草加市,高砂,１-７－３６

３４０-８５５１ 堀川産業 (株),埼玉県,草加市,住吉,１-１３－１０

３４３-８５５８ イオンレイクタウンｋａｚｅ,埼玉県,越谷市,レイクタウン,４-２-２

３４３-８５５４ (株) ウエノ,埼玉県,越谷市,七左町,５-６－１

３４３-８５０１ 越谷市役所,埼玉県,越谷市,越ケ谷,４-２番１号

３４３-８６０１ 越谷税務署,埼玉県,越谷市,赤山町,５-７－４７

３４３-８５８５ 越谷年金事務所,埼玉県,越谷市,南越谷,１－２８７６－１

３４３-８５４０ 埼玉県立大学,埼玉県,越谷市,大字三野宮,８２０

３４３-８５５５ 独協医科大学 越谷病院,埼玉県,越谷市,南越谷,２-１－５０

３４３-８５０２ 林恒 (株),埼玉県,越谷市,流通団地,３-１－１９

３４３-８５１１ 文教大学,埼玉県,越谷市,大字南荻島,３３３７

３３５-８５１０ 沖電気工業 (株),埼玉県,蕨市,中央,１-１６－８

３３５-８５３３ 蕨警察署,埼玉県,蕨市,錦町,１-１２－２１

３３５-８５０１ 蕨市役所,埼玉県,蕨市,中央,５-１４－１５

３３５-８６５５ (株) 埼玉りそな銀行 蕨支店,埼玉県,蕨市,中央,３-１８－３

３３５-８６６６ (株) 埼玉りそな銀行 戸田支店,埼玉県,戸田市,本町,１-４－１

３３５-８５８５ (株) ＪＯＭＯテクニカルリサーチセンター,

３３５-８５８５ 埼玉県,戸田市,新曽南,３-１７－３５

３３５-８５２２ (株) 日教販,埼玉県,戸田市,上戸田,４-２－３３

３３５-８５５８ ＪＡ全農ミートフーズ (株) 東日本営業本部,

３３５-８５５８ 埼玉県,戸田市,早瀬,１-１２番７号

３３５-８５０２ ＪＸ日鉱日石エネルギー (株),埼玉県,戸田市,新曽南,３－１７－３５

３３５-８５８８ 戸田市役所,埼玉県,戸田市,上戸田,１-１８－１

３３５-８５５５ 戸田中央総合病院,埼玉県,戸田市,本町,１-１９－３

３５８-８５１５ 入間アウトレットパークＯＰＣ,埼玉県,入間市,宮寺, 1-６９

３５８-８５１１ 入間市役所,埼玉県,入間市,豊岡,１-１６－１

３５８-８５８８ 大妻女子大学 狭山台校,埼玉県,入間市,大字狭山台,２３４

３５８-８５０１ (株) タムラ製作所,埼玉県,入間市,大字狭山ケ原,２－１６

３５８-８５５５ (株) 安川電機,埼玉県,入間市,大字上藤沢,４８０

３５８-８５１０ ティアック (株) ＥＭＣセンター,埼玉県,入間市,大字小谷田,８５８

３５８-８５５８ 東野高等学校,埼玉県,入間市,大字二本木,１１２－１

３５８-８５８５ プラス工業 (株),埼玉県,入間市,大字狭山ケ原,１０８－９

３５８-８５２１ 武蔵野音楽学園,埼玉県,入間市,大字中神,７２８

３５１-８５６０ 朝霞市社会福祉協議会,埼玉県,朝霞市,大字浜崎,５１-の１

３５１-８５０１ 朝霞市役所,埼玉県,朝霞市,本町,１-１－１

３５１-８６０１ 朝霞税務署,埼玉県,朝霞市,本町,１-１番４６号

３５１-８５８６ (株) Ｍ―ＴＥＣ,埼玉県,朝霞市,膝折町,２-１５－１１

３５１-８５０８ (株) 東京印書館,埼玉県,朝霞市,北原,２-１４番１２号

３５１-８５５５ (株) 本田技術研究所 二輪Ｒ＆Ｄセンター,埼玉県,朝霞市,泉水,３－１５－１

３５１-８５０３ 新電元工業 (株) 朝霞事業所,埼玉県,朝霞市,幸町,３-１４番１号

３５１-８５２０ すまいるエフエム (株),埼玉県,朝霞市,西原,１-３－３

３５１-８５１１ 積水化学工業 (株) 東京工場,埼玉県,朝霞市,根岸台,３-１５－１

３５１-８５１０ 東洋大学 朝霞校舎,埼玉県,朝霞市,岡, 1-４８

３５１-８５８５ 富士写真フィルム (株) 朝霞技術開発センター,

３５１-８５８５ 埼玉県,朝霞市,泉水,３-１１－４６

３５３-８５０１ 志木市役所,埼玉県,志木市,中宗岡,１-１－１

３５３-８５５５ 東京電力 (株) 埼玉支店 志木支社,埼玉県,志木市,幸町,１-８番５０号

３５１-０１９８ 国立研究開発法人 理化学研究所,埼玉県,和光市,広沢,２番１号

３５１-０１９７ 国立保健医療科学院,埼玉県,和光市,南,２-３－６

３５１-０１９６ 裁判所職員総合研修所,埼玉県,和光市,南,２-３番５号

３５１-０１９４ 司法研修所,埼玉県,和光市,南,２-３－８

３５１-０１８８ 本田技研工業 (株) 和光ビル,埼玉県,和光市,本町,８－１

３５１-０１９３ 本田技術研究所,埼玉県,和光市,中央,１-４－１

３５１-０１９２ 和光市役所,埼玉県,和光市,広沢,１－５

３５２-８５０１ 跡見学園女子大学,埼玉県,新座市,中野,１-９－６

１００-８６２０ (株) トッパンコミュニケーションプロダクツ,埼玉県,新座市,野火止,７-２１番３３号



３５２-８５８９ (株) ホンダアクセス,埼玉県,新座市,野火止,８-１８－４

３５２-８５７２ (株) ボッシュオートモーティブシステム 志木事務所,埼玉県,新座市,北野,３-４－１

３５２-８５７７ (株) マイカル新座サテイ,埼玉県,新座市,東北,２-３２－１２

３５２-８６６６ サンケン電気 (株) 本社,埼玉県,新座市,北野,３-６－３

３５２-８５１０ 十文字学園女子大学・十文字学園女子大学 短期大学部,

３５２-８５１０ 埼玉県,新座市,菅沢,２-１－２８

３５２-８５８８ 東京カネカ食品販売 (株),埼玉県,新座市,野火止,８-１４－３１

３５２-８６２３ 新座市役所,埼玉県,新座市,野火止,１-１－１

３５２-８５５５ 法台寺,埼玉県,新座市,道場,１-１０－１３

３５２-８５５８ 立教大学 新座キャンパス,埼玉県,新座市,北野,１-２－２６

３５２-８５４９ 立教大学 野球部,埼玉県,新座市,北野,１-２－３５

３５２-８５２３ 立教新座中学校・高等学校,埼玉県,新座市,北野,１-２－２５

３６３-８５０１ 桶川市役所,埼玉県,桶川市,泉,１-３－２８

３６３-８５５８ ザイロ (株) 関東物流センター,埼玉県,桶川市,赤堀,２－６

３６３-８５０９ マルキュー (株),埼玉県,桶川市,赤堀,２-４

３６３-８６０１ 三国・コカコーラボトリング (株),埼玉県,桶川市,大字加納,１８０

３６３-８５１０ 三菱マテリアル (株) 桶川製作所,埼玉県,桶川市,大字上日出谷,１２３０-

３６３-８５５５ ユニー (株) ベニバナウォーク桶川・アピタ桶川店,埼玉県,桶川市,,桶川都市

３６３-８５５５ 計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地内４２街区１画地

３４０-０２９５ 久喜市 鷲宮総合支所,埼玉県,久喜市,鷲宮,６-１番１号

３４６-８５１１ アマゾン久喜ＦＣ,埼玉県,久喜市,上清久,字桟敷１０００番１

３４６-８５１６ イトーヨーカ堂 久喜ＩＤＣ（ＴＣ）,埼玉県,久喜市,清久町,１－１０

３４６-８５０１ 久喜市役所,埼玉県,久喜市,大字下早見,3-８５

３４６-８５３０ 埼玉県厚生農業協同組合連合会 久喜総合病院,埼玉県,久喜市,上早見,４１８-１

３４６-８５０６ 埼玉県立久喜図書館,埼玉県,久喜市,大字下早見,5-８５

３４６-８５２４ 日本信号 (株）,埼玉県,久喜市,大字江面,１８３６-１号

３４６-８６８５ ベネッセコーポレーション,埼玉県,久喜市,河原井町,７

３４６-８５４０ ベネッセコーポレーション (株）,埼玉県,久喜市,河原井町,７

３４６-０１９８ (株) ＮＳＫマシナリー,埼玉県,久喜市,菖蒲町昭和沼,５

３４６-０１９４ (株) エフテック,埼玉県,久喜市,菖蒲町昭和沼,１９

３４６-０１８１ (株) 日伝 東部物流センター,埼玉県,久喜市,菖蒲町三箇,新堀向５番５

３４６-０１９２ 久喜市 菖蒲総合支所,埼玉県,久喜市,菖蒲町新堀,３８-

３４６-０１９３ 日本鋳鉄管 (株),埼玉県,久喜市,菖蒲町昭和沼,１

３４６-０１９６ 日本マタイ (株) 埼玉工場,埼玉県,久喜市,菖蒲町昭和沼,２２

３４６-０１９５ モラージュ菖蒲,埼玉県,久喜市,菖蒲町菖蒲,字伊勢浦３５５５-

３４６-０１８３ ユニーグループ関東北物流センター,埼玉県,久喜市,菖蒲町三箇,字金芳面６２０１－３

３４６-８６８６ ベネッセコーポレーション,埼玉県,久喜市,河原井町,１７

３４９-１１９２ 久喜市 栗橋総合支所,埼玉県,久喜市,間鎌,２５１の１

３６４-８５８５ (株) エーアンド・デイ,埼玉県,北本市,朝日,１-２４３

３６４-８５０１ 北里研究所 メディカルセンター病院,埼玉県,北本市,荒井,６-１００

３６４-８６３３ 北本市役所,埼玉県,北本市,本町,１-１１１

３６４-８５５５ コマツ埼玉 (株),埼玉県,北本市,宮内,６-１

３６４-８５１１ 富士重工業 (株) 埼玉製作所,埼玉県,北本市,朝日,４-４１０

３４０-８５２０ (株) イー・ロジット 埼玉フルフィルメントセンター,埼玉県,八潮市,南後谷,９９

３４０-８５８８ 八潮市役所,埼玉県,八潮市,中央,１-２－１

３５４-８５１１ 富士見市役所,埼玉県,富士見市,大字鶴馬,１８００－１

３５４-８５６０ ららぽーと富士見,埼玉県,富士見市,山室,一-１３１３番

３４１-８５２６ 医療法人社団 愛友会 三郷中央総合病院,埼玉県,三郷市,中央,４-５-１

３４１-８５５８ (株) 七虹,埼玉県,三郷市,高州,２-１９８

３４１-８５２７ キヤノンファインテック (株),埼玉県,三郷市,谷口,７１７

３４１-８５５５ みさと健和病院,埼玉県,三郷市,鷹野,４-４９４－１

３４１-８５０１ 三郷市役所,埼玉県,三郷市,花和田,６４８－１

３４１-８５５０ ららぽーと新三郷,埼玉県,三郷市,新三郷ららシティ,２００３/１/１

３４９-０１９２ (株) 東光高岳,埼玉県,蓮田市,黒浜,４００８-

３４９-０１９８ 積水化学工業 (株) 武蔵工場,埼玉県,蓮田市,大字黒浜,３５３５

３４９-０１９５ 東京セキスイ工業 (株),埼玉県,蓮田市,大字黒浜,３５３５

３４９-０１９６ 独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院,埼玉県,蓮田市,大字黒浜,４１４７

３４９-０１９３ 蓮田市役所,埼玉県,蓮田市,大字黒浜, 1-９９

３５０-０２８２ アマゾン坂戸ＦＣ,埼玉県,坂戸市,西インター,１-２－１

３５０-０２８５ イーグル工業,埼玉県,坂戸市,大字片柳,１５００

３５０-０２８４ (株) 高純度化学研究所,埼玉県,坂戸市,千代田,５-１－２８

３５０-０２８０ (株) 日東,埼玉県,坂戸市,千代田,５-７番２４号

３５０-０２８６ (株) パイオニアＦＡ,埼玉県,坂戸市,千代田,５-７番１

３５０-０２９２ 坂戸市役所,埼玉県,坂戸市,千代田,１-１－１

３５０-０２９５ 城西大学,埼玉県,坂戸市,けやき台,１－１

３５０-０２８８ 女子栄養大学,埼玉県,坂戸市,千代田,３-９－２１

３５０-０２８７ パイオニアファインテック (株),埼玉県,坂戸市,千代田,５-７－４

３５０-０２８３ 明海大学,埼玉県,坂戸市,けやき台,１－１

３５０-０２８９ 明治製菓,埼玉県,坂戸市,千代田,５-３－１

３４０-０１９３ コスモ石油 (株） 中央研究所,埼玉県,幸手市,大字権現堂,１１３４－２

３４０-０１９２ 幸手市役所,埼玉県,幸手市,東,４-６－８

３４０-０１９４ トラスコ中山 (株) プラネット埼玉,埼玉県,幸手市,神明内赤木,９８８番７

３５０-２２９２ 鶴ヶ島市役所,埼玉県,鶴ヶ島市,大字三ツ木,１－１６

３５０-２２８１ 東光 (株） 埼玉事業所,埼玉県,鶴ヶ島市,大字五味ヶ谷,１８

３５０-２２８８ オムロン プレシジョンテクノロジー (株),埼玉県,鶴ヶ島市,富士見,６-１番１号

３５０-２２８７ (株) ネオシス,埼玉県,鶴ヶ島市,富士見,２００６/２/２

３５０-２２８２ (株) ベルク,埼玉県,鶴ヶ島市,脚折,１６４６

３５０-２２８０ 東洋電装 (株),埼玉県,鶴ヶ島市,大字太田ヶ谷,１０５３

３５０-１２９５ ＮＥＣネットワーク・センサ (株),埼玉県,日高市,大字原宿,４０１-

３５０-１２９８ 埼玉医科大学国際医療センター,埼玉県,日高市,大字山根,１３９７－１

３５０-１２９７ シグマ光機 (株),埼玉県,日高市,大字下高萩新田,２－１７

３５０-１２９６ 太平洋セメント (株) 埼玉工場,埼玉県,日高市,大字原宿,７２１

３５０-１２９２ 日高市役所,埼玉県,日高市,大字南平沢,１０２０

３４２-８６０１ (株) アサヒ情報,埼玉県,吉川市,高富,１-３１-４

３４２-８５０２ (株) オーム電機,埼玉県,吉川市,旭,３－８

３４２-８５０５ (株) 丸和運輸機関,埼玉県,吉川市,旭,７－１

３４２-８５０１ 吉川市役所,埼玉県,吉川市,きよみ野,一-１

３５６-８５１１ (株） 日清製粉グループ本社,埼玉県,ふじみ野市,鶴ケ岡,５-３－１



３５６-８５２５ イオンタウンふじみ野,埼玉県,ふじみ野市,福岡,２-１番６号

３５６-８５０２ (株) ＫＤＤＩ研究所,埼玉県,ふじみ野市,大原,２-１－１５

３５６-８５５０ (株) 内外テクノス,埼玉県,ふじみ野市,亀久保,１１５０

３５６-８５６７ 学校法人 ホンダ学園 ホンダテクニカルカレッジ関東,

３５６-８５６７ 埼玉県,ふじみ 野市,鶴ケ岡,５-２－２

３５６-８５８５ 近藤建設 (株),埼玉県,ふじみ野市,上福岡,１-１４－７

３５６-８５１０ 新日本無線 (株) 川越製作所,埼玉県,ふじみ野市,福岡,２-１－１

３５６-８５０７ 大日本印刷 (株) 上福岡工場,埼玉県,ふじみ野市,福岡,２-２－１

３５６-８５８０ 日本無線 (株) 川越事業所,埼玉県,ふじみ野市,福岡,二-１番１２号

３５６-８５０１ ふじみ野市役所,埼玉県,ふじみ野市,福岡,１-１－１

３５６-８５３３ 文京学院大学,埼玉県,ふじみ野市,亀久保,１１９６

３５６-８５５６ 山下ゴム (株),埼玉県,ふじみ野市,亀久保,１２３９

３５６-８５５５ ふじみ野市 大井総合支所,埼玉県,ふじみ野市,大井中央,１-１番１号

３４９-０２９５ 医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院,埼玉県,白岡市,小久喜,９３８－１２

３４９-０２９６ 白岡市生涯学習センター［こもれびの森］,埼玉県,白岡市,千駄野,４３２-

３４９-０２９２ 白岡市役所,埼玉県,白岡市,千駄野,４３２-

３４９-０２９３ 大成ラミック (株),埼玉県,白岡市,下大崎,８７３

３４９-０２９４ 日産化学工業 (株),埼玉県,白岡市,白岡,１４７０

３６２-８５１７ 伊奈町役場,埼玉県,北足立郡伊奈町,大字小室,９４９３

３６２-８５３９ (株) サイサン,埼玉県,北足立郡伊奈町,大字小室,字道上１０３６０

３６２-８５５３ (株) 日本アクセス 伊奈チルド物流センター,埼玉県,北足立郡伊奈町,

３６２-８５５３ 埼玉県,北足立郡伊奈町,大字小針新宿,字梶川８４７-

３６２-８５４２ (株) 日本アクセス 埼玉支店,埼玉県,北足立郡伊奈町,大字小針新宿,字梶川８３３-

３６２-８５７７ 大日本インキ化学工業 (株) 埼玉工場,埼玉県,北足立郡伊奈町,大字小室, 1-７２

３５４-８５６５ ＡＳＫＵＬ Ｌｏｇｉ ＰＡＲＫ 首都圏,埼玉県,入間郡三芳町,上富,１１６３

３５４-８５０１ 大崎電気 (株) 埼玉事業所,埼玉県,入間郡三芳町,大字藤久保,１１３１

３５４-８５０４ (株） 学研ロジスティクス,埼玉県,入間郡三芳町,大字上富,２７９－１

３５４-８５０５ (株) 主婦の友社,埼玉県,入間郡三芳町,みよし台,１０－１３

３５４-８５７７ (株) Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ,埼玉県,入間郡三芳町,大字竹間沢,２８３－１

３５４-８５３３ (株)主婦の友社 通販事業部,埼玉県,入間郡三芳町,竹間沢東,７-５

３５４-８５１０ 淑徳大学 国際コミュニケーション学部,埼玉県,入間郡三芳町,大字藤久保,１１５０－１

３５４-８５５８ 大日本印刷 (株),埼玉県,入間郡三芳町,大字竹間沢,３１１

３５４-８５８５ 日酸ＴＡＮＡＫＡ (株),埼玉県,入間郡三芳町,大字竹間沢,１１

３５４-８５８０ 日本シイエムケイ (株) ＳＥセンター,埼玉県,入間郡三芳町,大字藤久保,１１０６

３５４-８５５５ 三芳町役場,埼玉県,入間郡三芳町,大字藤久保,１１００－１

３５０-０４９６ 学校法人 埼玉医科大学 保健医療学部 川角キャンパス,

３５０-０４９６ 埼玉県,入間郡毛呂山町,大字川角,峰畑９８１

３５０-０４９５ 埼玉医科大学,埼玉県,入間郡毛呂山町,大字毛呂本郷,３８

３５０-０４９３ 毛呂山町役場,埼玉県,入間郡毛呂山町,中央,２-１-

３５０-０４９４ 越生町役場,埼玉県,入間郡越生町,大字越生,９００－２

３５５-８５８５ 滑川町役場,埼玉県,比企郡滑川町,大字福田,７５０－１

３５５-０２９２ 独立行政法人 国立女性教育会館,埼玉県,比企郡嵐山町,大字菅谷,７２８

３５５-０３９２ 小川町役場,埼玉県,比企郡小川町,大字大塚,５５

３５５-０３８０ Ｊ－Ｍｕｐｓ売上票保管センター,埼玉県,比企郡小川町,高見,５６８

３５０-０１９５ アマゾン 川島ＦＣ 入庫係,埼玉県,比企郡川島町,かわじま,２００２/１/１

３５０-０１９７ イーデーエム (株) テクノセンター,埼玉県,比企郡川島町,大字戸守,３９２－１１

３５０-０１９２ 川島町役場,埼玉県,比企郡川島町,大字下八ツ林,８７０-１

３５０-０１９３ 三井精機工業 (株) 川島工場,埼玉県,比企郡川島町,八幡,６-１３

３５０-１１９５ アマゾンかわじまＦＣ 返品係,埼玉県,比企郡川島町,かわじま,２-１－５０

３５５-０１９４ Ａｍａｚｏｎ ＴＰＦ２,埼玉県,比企郡吉見町,西吉見,４８０ＧＬＰ吉見日本ロジテム内

３５５-０１９３ 東洋製罐 (株) 埼玉工場,埼玉県,比企郡吉見町,大字下細谷,９５０－２

３５５-０１９５ プリマ食品 (株),埼玉県,比企郡吉見町,大字長谷,１９５１

３５５-０１９２ 吉見町役場,埼玉県,比企郡吉見町,大字下細谷,４１１

３５０-０３９５ (株) 日立製作所 基礎研究所,埼玉県,比企郡鳩山町,大字赤沼,２５２０

３５０-０３９４ 東京電機大学 理工学部,埼玉県,比企郡鳩山町,大字石坂,Ｆ

３５０-０３９３ 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 地球観測センター,

３５０-０３９３ 埼玉県,比企郡鳩山町,大字大橋,１４０１

３５０-０３９２ 鳩山町役場,埼玉県,比企郡鳩山町,大字大豆戸,１８４－１６

３５０-０３９６ 山村学園短期大学,埼玉県,比企郡鳩山町,大字石坂,６０４

３５５-０３９５ ときがわ町役場,埼玉県,比企郡ときがわ町,大字玉川,２４９０-

３６８-８５０２ 三菱マテリアル (株) セラミックス工場,埼玉県,秩父郡横瀬町,大字横瀬,２２７０

３６８-８５０１ 三菱マテリアル (株) 横瀬工場,埼玉県,秩父郡横瀬町,大字横瀬,２２７０

３６８-８５０５ 菱光石灰工業 (株) 生川事業所,埼玉県,秩父郡横瀬町,大字横瀬,２２７０-

３６９-１４９２ 皆野町役場,埼玉県,秩父郡皆野町,大字皆野,１４２０－１

３６９-１３９２ 長瀞町役場,埼玉県,秩父郡長瀞町,大字本野上,１０３５－１

３６８-０１９２ 小鹿野町役場,埼玉県,秩父郡小鹿野町,大字小鹿野,８９

３６８-０１９３ (株) 秩父富士,埼玉県,秩父郡小鹿野町,大字小鹿野,７５５－１

３６８-０１９５ (株) 秩父富士 長若工場,埼玉県,秩父郡小鹿野町,大字般若,８７４－１

３６８-０２９２ 小鹿野町役場 両神庁舎,埼玉県,秩父郡小鹿野町,両神薄,２９０６

３６７-０１９８ エーザイ (株) 美里工場,埼玉県,児玉郡美里町,大字広木,９５０

３６７-０１９２ キヤノン電子 (株) 美里工場,埼玉県,児玉郡美里町,大字甘粕,１６１１

３６７-０１９８ 武州製薬 (株) 美里工場,埼玉県,児玉郡美里町,大字広木,９５０

３６７-０１９４ 美里町役場,埼玉県,児玉郡美里町,大字木部,３２３－１

３６７-０２９２ 神川町役場,埼玉県,児玉郡神川町,大字植竹,９０９

３６７-０２９７ 埼玉日本電気 (株),埼玉県,児玉郡神川町,大字元原,３００－１８

３６７-０２９６ 大鵬薬品工業 (株) 児玉倉庫,埼玉県,児玉郡神川町,大字元原,２００－２２

３６９-０３９５ (株) 日立ハイテクファインシステムズ,埼玉県,児玉郡上里町,嘉美,１６００-

３６９-０３９２ 上里町役場,埼玉県,児玉郡上里町,大字七本木,９８２

３６９-０３９３ キヤノン・コンポーネンツ (株),埼玉県,児玉郡上里町,大字七本木, 1-６１

３６９-１２９８ (株) ベルク,埼玉県,大里郡寄居町,大字用土,５４５６

３６９-１２９２ 寄居町役場,埼玉県,大里郡寄居町,大字寄居,１１８０－１

３４５-８５０１ 日本工業大学,埼玉県,南埼玉郡宮代町,学園台,４-１

３４５-８５０４ 宮代町役場,埼玉県,南埼玉郡宮代町,笠原,１-４－１

３４５-８５０２ 杉戸町役場,埼玉県,北葛飾郡杉戸町,清地,２-９番２９号

３４５-８５０８ 凸版印刷 (株),埼玉県,北葛飾郡杉戸町,高野台南,４-２－３

３４３-０１９３ 大正大学 埼玉校舎,埼玉県,北葛飾郡松伏町,大字築比地,

３４３-０１９２ 松伏町役場,埼玉県,北葛飾郡松伏町,大字松伏,２４２４




