
番号 事業所名 所在地 産業分類

1 株式会社　アキモト 上南畑3022 建設業

2 株式会社　アクトプランニング 鶴瀬東1-10-34 建設業

3 株式会社　エイチプロス 勝瀬693-5 建設業

4 髙橋塗装店 下南畑2080-5 建設業

5 （有）日の出建築店 上沢2-10-48 建設業

6 株式会社　富士見工務店 ふじみ野西4-10-1 建設業

7 有限会社　山城工務店 鶴瀬東2-17-34 建設業

8 伊勢屋 鶴瀬西2-4-21 製造業

9 伊勢屋 水谷1-2-22 製造業

10 こんがり亭 東みずほ台2-9-12 製造業

11 三軒屋豆腐店 鶴瀬西3-3-25 製造業

12 （有）　島村人形店 鶴瀬東2-20-5 製造業

13 （有）　十字ベーカリー 水谷東2-29-10 製造業

14 （有）　御菓子司　千草 貝塚2-15-4 製造業

15 株式会社　ジェイコム埼玉・東日本　東上局 東みずほ台2-8-3　ジエイコム東上ビル 情報通信業

16 株式会社　ＫＲＦ 貝塚1-31-14 運輸、郵便業

17 魚関 鶴瀬東1-9-33 卸売業、小売業

18 有限会社　魚利水産 東みずほ台2-6-8　みずほ台駅前市場 卸売業、小売業

19 おおの商店 鶴瀬西3-3-29 卸売業、小売業

20 コンビニエンス岡田屋 鶴瀬西2-6-6 卸売業、小売業

21 （有）押田呉服店 鶴瀬東1-9-32 卸売業、小売業

22 学校制服スクールベン鶴瀬店 鶴馬3485-1　ダイエープリズムビル 卸売業、小売業

23 家具のシック 鶴瀬東2-19-47 卸売業、小売業

24 菓子問屋　クニヨシ 貝塚1-29-5 卸売業、小売業

25 栗原靴店 鶴瀬西3-10-33 卸売業、小売業

26 コープみらい　コープみずほ台店 東みずほ台3-24 卸売業、小売業

27 株式会社　小寺商事 鶴瀬東1-10-35 卸売業、小売業

28 サイクルショップ　リングジャパン西みずほ台店 西みずほ台3-11-3 卸売業、小売業

29 （有）　斉藤商店 鶴瀬東1-10-2 卸売業、小売業

30 シャトレーゼ　富士見店 羽沢1-２８-１４ 卸売業、小売業

31 セブンイレブン富士見勝瀬原公園前店 ふじみ野東1-25-3 卸売業、小売業

32 セブンイレブン富士見南畑店 下南畑348-1 卸売業、小売業

33 セブンイレブン富士見羽沢１丁目店 羽沢1-31-3 卸売業、小売業

34 セブンイレブンみずほ台店 西みずほ台3-3-12 卸売業、小売業
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35 セブンイレブンみずほ台駅東口店 東みずほ台2-1-14 卸売業、小売業

36 有限会社　田中青果 東みずほ台2-6-8 卸売業、小売業

37 鶴瀬駅前市場　田中青果 鶴瀬東1-10-11 卸売業、小売業

38 デイリーヤマザキ鶴瀬店（金子屋酒店） 鶴瀬東2-20-6 卸売業、小売業

39 ノムラサイクル 鶴瀬東1-10-13 卸売業、小売業

40 （有）　花幸生花店 水谷東2-56-14 卸売業、小売業

41 パナハートヤマザキ 水谷東2-57-6 卸売業、小売業

42 （有）馬場植物園 鶴瀬西2-6-20 卸売業、小売業

43 有限会社　福島屋 鶴瀬西3-11-3 卸売業、小売業

44 ブックオフ　ふじみ野苗間店 ふじみ野市苗間439-5 卸売業、小売業

45 フードショップ イシカワ 貝塚2-16-16 卸売業、小売業

46 有限会社　マエダデンキ 西みずほ台2-3-7 卸売業、小売業

47 株式会社　増田屋 鶴瀬東1-10-13 卸売業、小売業

48 有限会社　三河屋酒店 水谷東2-56-12 卸売業、小売業

49 水谷ペット 水谷東2-56-16 卸売業、小売業

50 （有）　皆川青果 水谷東2-57-11 卸売業、小売業

51 ミニストップ富士見鶴瀬西店 鶴瀬西2-8-31 卸売業、小売業

52 めっけもん工房 水谷東2-47-9 卸売業、小売業

53 Ramb's　ear 鶴馬3468 卸売業、小売業

54 ローソン　富士見鶴馬店 鶴馬2005-2 卸売業、小売業

55 ワコールショップＲＯＣＯ 鶴瀬西2-4-19 卸売業、小売業

56 埼玉縣信用金庫鶴瀬支店 鶴瀬東2-15-17 金融業、保険業

57 株式会社埼玉りそな銀行　鶴瀬支店 鶴馬2５９７-２ 金融業、保険業

58 株式会社埼玉りそな銀行　ふじみ野支店 ふじみ野西1-2-1 金融業、保険業

59 株式会社埼玉りそな銀行　みずほ台支店 東みずほ台1-1-5 金融業、保険業

60 株式会社　みずほ銀行鶴瀬支店 鶴瀬東1-7-37 金融業、保険業

61 石井自転車預り所 鶴瀬東1-10-44 不動産業、物品賃貸業

62 押田自転車預り所 鶴瀬東1-9-13 不動産業、物品賃貸業

63 有限会社　車田不動産 鶴馬2524-1 不動産業、物品賃貸業

64 （有）幸仁産業 鶴馬3469-5 不動産業、物品賃貸業

65 有限会社　産光 鶴瀬東１-２-５ 不動産業、物品賃貸業

66 有限会社　住まいる51 鶴馬2615-20 不動産業、物品賃貸業

67 有限会社　住替情報館ヤドカリ 鶴馬2643-11 不動産業、物品賃貸業

68 SORAKEN株式会社 東みずほ台3-6-11 不動産業、物品賃貸業

69 ファミリーホーム株式会社 鶴瀬東2-2-8　１階 不動産業、物品賃貸業

70 ホシノ　（株） 鶴馬2612-7 不動産業、物品賃貸業

71 株式会社　隈川写真館 鶴瀬東1-8-20 学術研究、専門・技術サービス業

72 税理士法人　K.A.O. 水子4651 学術研究、専門・技術サービス業



73 鈴木弘基税理士事務所 鶴瀬西3-3-1 学術研究、専門・技術サービス業

74 居酒屋　稲穂 鶴馬2615 宿泊業、飲食サービス業

75 和食処　伊予っ子 鶴瀬西3-1-1 宿泊業、飲食サービス業

76 沖縄家庭料理　ゆんたく亭 諏訪1-2-1 宿泊業、飲食サービス業

77 おっ鳥家 東みずほ台1-1-9 宿泊業、飲食サービス業

78 キッチンＡｍｉｎｏ 水谷東2-47-10 宿泊業、飲食サービス業

79 株式会社　ぎょうざの満州 東みずほ台１-３-１ 宿泊業、飲食サービス業

80 こうらく 水子4999-9 宿泊業、飲食サービス業

81 ステーキガスト　鶴瀬店 羽沢2-1-41 宿泊業、飲食サービス業

82 たからや 鶴瀬西3-1-2 宿泊業、飲食サービス業

83 鳥肉専門やきとり　鳥竹 水谷東2-56-14 宿泊業、飲食サービス業

84 ひで蔵 鶴瀬東1-9-32 宿泊業、飲食サービス業

85 ViVi 鶴瀬東2-17-40 宿泊業、飲食サービス業

86 焼肉　明洞 鶴瀬東2-17-56 宿泊業、飲食サービス業

87 鰻・活魚　やな川 水子4370-4 宿泊業、飲食サービス業

88 （有）　山喜 鶴瀬東1-9-27 宿泊業、飲食サービス業

89 アスカハウス 鶴瀬西3-3-4 生活関連サービス業、娯楽業

90 美容室アッシュ 鶴瀬東2-19-2-101 生活関連サービス業、娯楽業

91 ヘアーサロン桜 鶴瀬東2-17-59 生活関連サービス業、娯楽業

92 シズカ美容室 鶴瀬西3-3-29 生活関連サービス業、娯楽業

93 理容　ジョージ 貝塚2-2-15 生活関連サービス業、娯楽業

94 ヘアーサロンたかはし 上沢1-18-14 生活関連サービス業、娯楽業

95 （有）　田中観光 水子5119-2 生活関連サービス業、娯楽業

96 東京スピードクリーニング 水谷東2-46-11 生活関連サービス業、娯楽業

97 ビューティサロンカトレア 鶴瀬西3-9-6 生活関連サービス業、娯楽業

98 ビューティジュバンスさとう 鶴瀬東1-10-34 生活関連サービス業、娯楽業

99 FUJIHAIR 水谷東2-46-8 生活関連サービス業、娯楽業

100 ヤング理容室 鶴瀬西3-9-5 生活関連サービス業、娯楽業

101 ヘアーサロン　ハッピー 羽沢1-26-2 生活関連サービス業、娯楽業

102 頴明学院進学スクール　みずほ台校舎 西みずほ台3-11-7 教育、学習支援業

103 頴明学院進学スクール　鶴瀬校舎 鶴馬3466-1 教育、学習支援業

104 学習舎　ＥＳ＆ｂｅ 鶴瀬西3-3-7 教育、学習支援業

105 啓佑塾 針ヶ谷1-45-2 教育、学習支援業

106 個別指導塾　クレア　鶴瀬校 鶴馬2629-3 教育、学習支援業

107 個別指導塾　クレア　ふじみ野校 ふじみ野東1-12-14 教育、学習支援業

108 進学塾　クレア　鶴瀬校 鶴馬2629-3 教育、学習支援業

109 進学塾　クレア　ふじみ野西口校 ふじみ野西4-11-2 教育、学習支援業

110 進学塾　クレア　ふじみ野東口校 ふじみ野東1-12-1 教育、学習支援業



111 進学塾　クレア　みずほ台校 東みずほ台1-4-7 教育、学習支援業

112 山手学院ふじみ野校 ふじみ野西1-21-3 教育、学習支援業

113 あかつき鍼灸接骨院 東みずほ台2-2-11　パールヴィラ1-Ａ 医療、福祉

114 あさくら鍼灸接骨院 鶴瀬西2-5-4　依田ビル１Ｆ 医療、福祉

115 あらい接骨院 ふじみ野東3-1-6　オーサふじみ野１階 医療、福祉

116 新井接骨院 東大久保2124-1 医療、福祉

117 医療法人財団明理会　イムス富士見総合病院 鶴馬1967-1 医療、福祉

118 医療法人社団聡真会　巖歯科クリニック 東みずほ台1-6-22 医療、福祉

119 医療法人社団　大渡歯科 西みずほ台1-20-4-201 医療、福祉

120 門井整骨院 鶴瀬東2-27-24 医療、福祉

121 きひら指圧整體治療院 針ヶ谷1-8-26 医療、福祉

122 医療法人社団　萌草会　草野整形外科 ふじみ野西１－１－１アイムプラザ２F 医療、福祉

123 黒田歯科医院 針ヶ谷1-5-7 医療、福祉

124 げんき堂整骨院　ららぽーと富士見 山室1-1313　ららぽーと富士見１F 医療、福祉

125 四條接骨院 西みずほ台1-1-3-113 医療、福祉

126 医療法人　一樹会　篠田中央クリニック 鶴瀬東1-8-19 医療、福祉

127 清水治療院 鶴馬2615-22 医療、福祉

128 十全堂鍼灸整骨院 鶴馬1-20-7 医療、福祉

129 すえはら接骨院 西みずほ台2-2-9　阿部ビル１Ｆ 医療、福祉

130 杉田歯科医院 ふじみ野東1-21-1　ラ・ガールふじみ野201 医療、福祉

131 すずき歯科医院 ふじみ野東4-16-7 医療、福祉

132 つるせ鍼灸整骨院 鶴瀬東1-11-22 医療、福祉

133 鶴瀬毎日接骨院 鶴馬3468-1 医療、福祉

134 はしもと歯科医院 ふじみ野東2-1-1　グリーンテラスふじみ野office Ｃ 医療、福祉

135 はせがわ歯科医院 ふじみ野西１－２１－５　ケイアイふじみ野ビル２F 医療、福祉

136 花谷接骨院 鶴瀬東2-19-2 医療、福祉

137 はまだ内科クリニック 東みずほ台3-24-6 医療、福祉

138 ひまわり歯科 鶴瀬西2-8-2-104 医療、福祉

139 平澤歯科医院 鶴馬2613-10 医療、福祉

140 藤川鍼灸整骨院 西みずほ台2-12-21-101 医療、福祉

141 富士見井上眼科 山室1-1313　ららぽーと富士見１階　メデイカルモール富士見 医療、福祉

142 医療法人社団　希翔会　ふじみ野アイル歯科クリニック ふじみ野東1-1-1　ふじみ野ナーレ　４Ｆ 医療、福祉

143 （有）まごめ治療院 東みずほ台2-27-13 医療、福祉

144 増田接骨院 水子2002-1 医療、福祉

145 水野歯科医院 鶴馬1-13-25 医療、福祉

146 特定医療法人橘会　みずほ台病院 西みずほ台2-9-5 医療、福祉

147 宮沢クリニック 西みずほ台1-20-4-203 医療、福祉

148 やましろ接骨院・鍼灸院　みずほ台院 西みずほ台2-7-16
第2ノーブルシャトー1号室 医療、福祉



149 いるま野農業協同組合　東部富士見支店 上南畑2904-3 複合サービス事業

150 富士見勝瀬郵便局 勝瀬728-1 複合サービス事業

151 富士見鶴瀬西郵便局 鶴瀬西2-23-29 複合サービス事業

152 富士見鶴瀬東郵便局 鶴瀬東2-15-14 複合サービス事業

153 富士見南畑郵便局 上南畑330-1 複合サービス事業

154 富士見羽沢郵便局 羽沢1-31-3 複合サービス事業

155 富士見東台郵便局 水子4463-1 複合サービス事業

156 富士見水谷東郵便局 水谷東2-12-18 複合サービス事業

157 富士見みずほ台郵便局 西みずほ台1-12-1 複合サービス事業


