
法人会員

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

観　光 入間第一ホテル 入間市豊岡 https://www.iruma001.com/

株式会社ＪＴＢ関東法人営業川越支店 川越市脇田本町 https://www.jtbbwt.com/

西武鉄道株式会社運輸部
スマイル&スマイル室

所沢市くすのき台 https://www.seiburailway.jp/

西武ハイヤー株式会社入間営業所 入間市小谷田 http://www.seibuhire.co.jp/index.html

豊岡丸大タクシー有限会社 入間市扇町屋 https://www.bigcircle.jp/

丸大観光株式会社 入間市扇町屋 https://www.bigcircle.jp/

丸大トラベルサービス株式会社 入間市扇町屋 https://www.bigcircle.jp/

株式会社武蔵カントリー倶楽部 入間市小谷田 https://www.musashi-cc.co.jp/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

お　茶 あさみ製茶株式会社 入間市中神 http://www.ochanohanasaki.com

有限会社池乃屋園 入間市西三ツ木 http://ikenoyaen.com/

有限会社老茶樹園 入間市二本木

株式会社かねもり森田園 入間市中神 http://www.oishii-ocha.jp/index.html

有限会社高野園 入間市小谷田 http://takanoen.lala.jp/

株式会社田代園 入間市高倉 http://www6.plala.or.jp/tashiroen/

西沢園 入間市扇町屋 https://nishizawaen.com/

有限会社にしの園 入間市新久

株式会社増田園本店 入間市豊岡 http://masudaen-honten.co.jp/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

寺　社 東愛宕神社 入間市豊岡

宗教法人愛宕神社 入間市豊岡

宗教法人　円照寺 入間市野田

宗教法人　長泉寺 入間市豊岡

長福寺 入間市二本木

宗教法人豊泉寺 入間市中神

宗教法人　不動院 入間市下藤沢

宗教法人　蓮花院 入間市春日町 http://www.iruma-rengein.jp/

入間市観光協会会員
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カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

飲食店 有限会社魚一（料亭　魚いち） 入間市豊岡 http://uoichi.hxjapan.com/

有限会社定（北海道らーめん月形） 入間市豊岡 https://hkd-tsukigata.com/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

商　業 五十嵐酒造株式会社 飯能市川寺 https://www.snw.co.jp/~iga_s/

株式会社かにや 入間市豊岡 https://www.kaniya.co.jp/

有限会社関根（関根洋品店） 入間市鍵山 http://www.f-sekine.com/index.html

有限会社豊岡書房 入間市豊岡

繁田醤油株式会社 入間市宮前町

株式会社マイハンズコダマ 入間市扇町屋

株式会社丸広百貨店入間店 入間市豊岡 https://www.maruhiro.co.jp/shops/top/iruma

三井不動産商業マネジメント株式会社
三井アウトレットパーク入間

入間市宮寺 https://mitsui-shopping-park.com/mop/iruma/

株式会社山岸宇吉商店 入間市黒須 https://yamagishiukichi.com/

株式会社ヤマトウ 入間市豊岡 http://yamatou.biz/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

印刷・
デザイン業

株式会社アイティーエフ 入間市豊岡 http://notebaseweb.com/

株式会社高山印刷 入間市河原町

株式会社ブラウズ 飯能市柳町 http://www.browse-net.jp/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

病院・福祉 澤田医院 入間市下藤沢 https://www.sawadaiin.jp/

社会福祉法人茶の花福祉会大樹作業所 入間市新久 https://www.chanohana-fukushi.or.jp/

社会医療法人東明会原田病院 入間市豊岡 http://www.harada.or.jp/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

マスメディア 入間ケーブルテレビ株式会社 入間市高倉 http://ictv.jp/

株式会社エフエム茶笛 入間市高倉 http://fmchappy.jp/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

金融機関
いるま野農業協同組合
　第二事業本部　入間地域担当

入間市小谷田 https://www.ja-irumano.or.jp/

株式会社埼玉りそな銀行入間支店 入間市向陽台 https://resona-map.jp/

飯能信用金庫入間支店 入間市豊岡 http://www.hanno-shinkin.jp/index.shtml

株式会社武蔵野銀行入間支店 入間市河原町 http://www.musashinobank.co.jp/
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カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

工業・建設業
・運送業

株式会社荒井工業所 入間市豊岡

株式会社入曽精密 入間市狭山台 http://www.iriso-seimitsu.co.jp/

入間ガス株式会社 入間市扇台 http://www.irumagas.co.jp/

カネパッケージ株式会社 入間市南峯 https://www.kanepa.co.jp/

木下電機株式会社 入間市東町

株式会社クレ電機 入間市豊岡

株式会社五輪パッキング 入間市野田 http://www.gorinpki.co.jp/

有限会社佐藤コンクリート工業 入間市木蓮寺

株式会社スズキガス 入間市扇町屋 http://suzkigas.co.jp/

株式会社瀧産業 入間市宮寺

株式会社田中工業所 入間市野田

司産業株式会社 入間市野田 http://www.tsukasa.co.jp/

土屋興業株式会社 入間市南峯 https://www.tsuchiya-group.com/

有限会社野村商事 入間市南峯 https://www.nomuraunso.jp/

株式会社野村運送 入間市南峯 https://www.nomuraunso.jp/

松田産業株式会社 入間市狭山ケ原 https://www.matsuda-sangyo.co.jp/index.html

三ケ島製材株式会社 入間市宮寺 http://www.mikajima.co.jp/index.html

有限会社もとじめ 入間市扇町屋 http://www.motojime.com/

株式会社山本製作所入間川事業所 狭山市富士見 http://www.yiruma.jp/

吉沢建設株式会社 入間市東町 http://www.y-com.co.jp/

カテゴリー 会社名 住　所 公式サイト

その他
株式会社磯野商会
(不動産業・ジョンソンタウン管理）

入間市東町 https://johnson-town.com/

一般社団法人入間市シルバー人材センター 入間市宮寺 http://www.iruma-sjc.or.jp/

株式会社いわさき（葬祭業） 入間市豊岡 https://www.iruma-kazokusou.jp/

株式会社カワムラ（クリーニング） 入間市高倉 https://kawamura-navi.com/index.html

有限会社昇永（ＩＴ） 入間市上藤沢 http://www.nakabayashi.biz/

株式会社豊岡大黒屋（企画・運営、コンサル
タント業務、出版事業）

入間市扇町屋 https://www.bigcircle.jp/

一般社団法人日本自動車連盟埼玉支部 さいたま市中央区下落合 https://jaf.or.jp/

株式会社パレスビルサービスダスキン入間 入間市春日町

株式会社富士（娯楽） 入間市小谷田

株式会社巻田保険サービス 入間市豊岡 http://iruma.jp/mis/info.php?SID=20&ST=&PID=194

有限会社山根 入間市仏子

読売センター入間市中央 入間市豊岡
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