
組織名 初回登録日 登録範囲の関連事業所等（市内） 所在地

1 トーヨーケム 株式会社 1997年2月21日 技術本部 中福

2 トーヨーケム 株式会社 1997年2月21日 トーヨーカラー 株式会社 技術本部 中福

3 トーヨーケム 株式会社 1997年2月21日 ロジコネット 株式会社 川越事業所 中福

4 住友林業 株式会社 1997年8月25日 住宅・建築事業本部 埼玉西支店 脇田本町

5 住友林業 株式会社 1997年8月25日 住宅緑化事業部 東日本営業部 埼玉西営業所 脇田本町

6 住友林業 株式会社 1997年8月25日 埼玉西支店 脇田本町

7 株式会社 大林組 1998年9月20日 東日本ロボティクスセンター 南台

8 サンケン電気 株式会社 1999年6月4日 サンケン電気 株式会社 川越工場 下赤坂

9 サンケン電気 株式会社 1999年6月4日 サンケン電設 株式会社 下赤坂

10 パイオニア 株式会社 1999年6月5日 川越事業所 山田

11 入江工研 株式会社 1999年8月1日 テクニカルセンター 下赤坂

12 スタンレー電気 株式会社 1999年10月22日 狭山営業所 かし野台

13 富士フイルム和光純薬 株式会社 2000年1月11日 東京工場 的場

14 ダイナパック 株式会社 2000年2月4日 川越事業所 南台

15 株式会社 ダスキン 2000年3月3日 埼玉西工場:(株)ユーコム 芳野台

ISO 14001の認証を登録範囲の関連事業所（営業所・支店等）として取得している川越市内の事業所

（令和2年11月24日現在）　
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16 三光産業株式会社 2000年9月13日 川越工場 由野台

17 日泉化学 株式会社 2001年2月27日 埼玉工場 中台南

18 東洋インキ 株式会社 2001年5月24日 ロジコネット 株式会社 埼玉事業所 栄

19 株式会社 クリエイト エス・ディー 2001年12月20日 川越霞ヶ関店 霞ヶ関東

20 株式会社 クリエイト エス・ディー 2001年12月20日 川越上野田店 上野田町

21 株式会社 デンコー 2001年12月21日 電気興業 株式会社 川越工場 由野台

22 関東ヘキサケミカル 株式会社 2002年7月22日 宮崎運送 有限会社 川越配送所 芳野台

23 株式会社 植木組 2002年8月9日 埼玉営業所 新宿町

24 株式会社 ミライト・テクノロジーズ 2003年3月20日 所沢技術センタ 下松原

25 日本ウエスト 株式会社 2003年4月4日 関東営業所 平塚新田

26 日本ウエスト 株式会社 2003年4月4日 川越テック 株式会社 平塚新田

27 東洋エアゾール工業 株式会社 2003年12月12日 研究開発部 南台

28 東洋エアゾール工業 株式会社 2003年12月12日 川越工場 南台

29 株式会社 ジップ 2004年1月28日 川越第1センター 問屋町

30 株式会社 ジップ 2004年1月28日 川越芳野台センター 芳野台

31 株式会社 ハマダテクノス 2004年1月30日 第二工場 下赤坂
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32 株式会社 合通 2004年10月7日 カネカ食品東日本配送センター 芳野台

33 株式会社 合通 2004年10月7日 東日本合通 埼玉事業所 芳野台

34 株式会社 クマクラ 2004年11月19日 川越車庫 中福

35 日興化成 株式会社 2005年2月9日 川越工場 芳野台

36 オリエンタルエンヂニアリング 株式会社 2005年8月26日 川越工場 芳野台

37 関東いすゞ自動車 株式会社 2005年12月8日 川越支店 南台

38 奥村印刷 株式会社 2006年1月27日 オクムラ製本紙器 株式会社 芳野台

39 株式会社 ユウガ 2006年6月22日 川越PRセンター 南台

40 株式会社 ユウガ 2006年6月22日 川越倉庫 南大塚

41 三ツ和総合建設業協同組合 2006年7月7日 埼玉西支店 富士見町

42 大和産業 株式会社 2006年9月6日 関東営業所 問屋町

43 ナラサキ産業 株式会社 2007年11月30日 西関東営業所 脇田本町

44 株式会社 アサヒセキュリティ 2008年12月1日 埼玉オフィス 南大塚

45 株式会社 エージェンシーアシスト 2009年2月2日 埼玉営業所 東田町

46 株式会社 東栄住宅 2011年3月11日 川越営業所(施工管理2部、品質管理部) 新宿町

47 保全工業株式会社 2012年3月27日 埼玉営業所 脇田本町
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48 パーカー加工 株式会社 2012年9月28日 川越工場 芳野台

49 大成ユーレック 株式会社 2015年1月27日 川越工場 中福

50 株式会社 伊藤園 2016年12月15日 川越支店 新宿町

51 株式会社 中原工業 及び 株式会社 ARI 2018年3月30日 機材・資材置場 古谷本郷

52 東京冷機工業 株式会社 2019年11月11日 埼玉事業所川越営業所 新宿町

53 SBSリコーロジスティクス 株式会社 2019年12月20日 SBS三愛ロジスティクス 株式会社 関東支社　川越営業所 芳野台

54 株式会社 今井 2020年4月24日 川越営業所 小仙波
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