
業 者 名 簿
市内本店

頁1

申 請 区 分

（物品）

物品業者の種類又は営業種目

商号又は名称

ＣＡＤソフトウエア

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0101

法人番号

           

           埼玉県狭山市大字北入曽１３６３－１
代表取締役

〒
04-2950-6006

303000102611304-2933-8600小川　正幸〒350-1315（株）アイコンサルタント

           

           埼玉県狭山市富士見１－３－１１
代表取締役

〒
04-2950-0072

203000102759004-2950-0071若松　隆〒350-1306（株）ティー・エス・イー

           

           埼玉県狭山市南入曽４６５
代表取締役

〒
04-2958-1727

303000203380204-2957-0121指田　直紀〒350-1316（有）昇電社

           

           埼玉県狭山市東三ツ木２－１１
代表取締役

〒
04-2954-8780

103000102649404-2954-7121寺澤　英治〒350-1302（株）テラサワ



業 者 名 簿
県内本店

頁2

申 請 区 分

（物品）

物品業者の種類又は営業種目

商号又は名称

ＣＡＤソフトウエア

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0101

法人番号

           

           埼玉県川越市広栄町２１－１０
代表取締役

〒
049-246-6155

7030001054746049-246-6151仲　俊和〒350-1117埼玉マシン（株）

           

           埼玉県川越市脇田本町１－３
代表取締役

〒
049-246-7826

8030001057574049-246-5588松本　信一〒350-1123（株）タカインフォテクノ

           

           埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
代表取締役

〒
048-475-2337

3030001045204048-475-1511大村　相基〒353-0001アクアイースト（株）

           

           埼玉県さいたま市桜区西堀５－９－
３９ 代表取締役
〒

048-861-2110

1030001003320048-861-2111國光　勝三〒338-0832（株）埼玉測機社



業 者 名 簿
県内支店

頁3

申 請 区 分

（物品）

物品業者の種類又は営業種目

商号又は名称

ＣＡＤソフトウエア

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0101

法人番号

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１７　シーノ大宮サウスイング８階

           東京都港区芝５－７－１

支社長

代表取締役執行
役員社長

日本電気（株）関東甲信越支社
048-642-2822
048-641-1411田口　卓〒330-0854

701040102291603-3454-1111森田　隆之〒108-8001日本電気（株）

           埼玉県さいたま市北区宮原町２－４５
－１

           東京都港区芝３－８－２

部長

代表取締役
リコージャパン（株）マーケティング
本部　埼玉支社　公共文教営業部 048-661-8256

048-664-4331細沼　克弘〒331-0812
03-6673-4546

101000111082903-6837-8800木村　和広〒105-8503リコージャパン（株）

           埼玉県さいたま市緑区東浦和５－９－
１

           福井県福井市豊島２－６－７

支店長

代表取締役
（株）マルツ電波　関東支店

048-762-7614
048-762-7612齋藤　篤史〒336-0926
0776-27-0210

82100010039720776-27-3302土谷　高歳〒910-0857（株）マルツ電波

           埼玉県さいたま市浦和区仲町２－４－
１

           東京都渋谷区渋谷３－１５－６

関東営業部長

代表取締役
ミツイワ（株）関東営業部

048-824-6936
048-824-5911猪俣　元〒330-0062
03-3407-2180

901100102257703-3407-2181羅本　礼二〒150-0002ミツイワ（株）

           埼玉県熊谷市筑波３－１９５

           東京都港区港南２－１６－６

部長

代表取締役
キャノンシステムアンドサポート（株
）埼玉中央営業部熊谷営業所 048-520-5801

048-520-5800新井　孝彦〒360-0037
03-6719-7001

501070100275103-6719-7111平賀　剛〒108-8225キヤノンシステムアンドサポート（株
）

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－２０

           神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－
１５

支店長

代表取締役
富士通コワーコ（株）関越支店

048-642-5004
048-643-4080馬場　博行〒330-0854
045-479-0112

7020001063194045-479-0111中森　伸一〒222-0033富士通コワーコ（株）

           埼玉県所沢市牛沼２８３３－５

           栃木県宇都宮市星が丘２－１－８

店長

代表取締役
（株）コジマ　コジマ×ビックカメラ
所沢店 04-2991-0223

04-2991-0222卯花　典雅〒359-0026
028-621-0002

2060001001667028-621-0001中澤　裕二〒320-0038（株）コジマ

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－２０

           東京都港区東新橋１－５－２

支社長

代表取締役社長
富士通Ｊａｐａｎ（株）埼玉支社

048-640-1000
048-648-4675大久保　尚〒330-0854
03-6712-3595

501000100676703-6712-3111砂田　敬之〒105-0021富士通Ｊａｐａｎ（株）

           埼玉県さいたま市岩槻区本町５－４－
３

           東京都府中市武蔵台３－７－８

支店長

代表取締役
（株）大輝　埼玉支店

048-749-8186
048-749-8185早川　博文〒339-0057
042-574-2412

8012401000925042-574-2911岡野　一德〒183-0042（株）大輝

           埼玉県さいたま市桜区西堀３－２１－
２３

           鹿児島県鹿児島市東開町５－１１

関東支店長

代表取締役
株）久永　関東支店

048-711-1735
050-3820-893堀家　淳哉〒338-0832
099-210-0501

6340001003598099-210-0555久永　修平〒891-0115（株）久永

           埼玉県入間市東藤沢２－１７－１

           群馬県高崎市栄町１－１

所長

代表取締役
(株)ヤマダデンキ　入間営業所

04-2966-5085
04-2901-7008古曽根　洋徳〒358-0012
027-345-8825

2070001036729027-345-8857小林　辰夫〒370-0841（株）ヤマダデンキ

           埼玉県さいたま市中央区上落合８－１
－１９

           東京都千代田区飯田橋２－１８－４

課長

代表取締役社長
（株）大塚商会　ＬＡ事業部北関東Ｌ
Ａ販売課 048-858-1177

048-858-1171小玉　浩二郎〒338-8515
03-3514-7112

101000101298303-3264-7111大塚　裕司〒102-8573（株）大塚商会



業 者 名 簿
県外

頁4

申 請 区 分

（物品）

物品業者の種類又は営業種目

商号又は名称

ＣＡＤソフトウエア

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0101

法人番号

           東京都文京区湯島３－２４－１１　湯
島北東ビル

           東京都文京区湯島３－２４－１１

部長

代表取締役
コムコ（株）ソリューション営業部

03-3834-5377
03-3837-4871井川　健一〒113-0034
03-3836-2979

201000101667803-3837-4871橋本　有史〒113-0034コムコ（株）

           

           東京都千代田区神田小川町３－１－
３　オプティクスビル６Ｆ 代表取締役
〒

03-6273-7336

201000101153003-6273-7335冨永　幸宏〒101-0052（株）ウェーブ

           東京都中央区京橋２－１－３

           兵庫県尼崎市浜１－１－１

東京支店長

代表取締役社長
（株）管総研　東京支店

03-5205-1994
03-5205-1990榊原　浩二〒104-8307
06-4960-4560

814000105443706-6470-6300川久保　知一〒661-8567（株）管総研

           

           東京都港区虎ノ門４－２－１２
代表取締役

〒
03-5733-0585

301040109768003-5733-5111髙栁　公康〒105-0001（株）ケー・デー・シー

           東京都港区虎ノ門４－１－１

           東京都港区虎ノ門４－１－１

部長

代表取締役
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東日本営業第２部 03-3459-6750

03-6403-6432渡邉　一史〒105-6950

201000101078803-6403-6000柘植　一郎〒105-6950伊藤忠テクノソリューションズ（株）

           

           群馬県前橋市元総社町５２１－８
代表取締役

〒
027-253-1589

1070001002376027-253-1633望月　明夫〒371-0846（株）ナブアシスト

           東京都渋谷区本町４－１２－７　泉西
新宿ビル３階

           福岡県福岡市博多区上呉服町１２－
３３

支社長

代表取締役
（株）リサーチアンドソリューション
　東京支社 03-6311-8359

03-6311-8356児玉　真一〒151-0071
092-281-5744

1290001017278092-281-5729清見　光生〒812-0036（株）リサーチアンドソリューション

           

           千葉県千葉市中央区中央３－１０－６
代表取締役

〒
043-225-7958

2040001000522043-222-6694古里　弘〒260-0013空間情報サービス（株）

           東京都江東区豊洲２－２－１　豊洲ベ
イサイドクロスタワー

           富山県富山市牛島新町５－５

部長

代表取締役
（株）インテック　公共ソリューショ
ン営業部 03-6685-4099

050-1702-052浜崎　純宏〒135-0061
076-444-1161

2230001000255076-444-1111北岡　隆之〒930-8577（株）インテック

           

           東京都品川区大崎３－５－２
代表取締役

〒
03-3493-3833

801070100215403-3493-8800森田　宏樹〒141-0032（株）オプティマ

           

           大阪府大阪市淀川区宮原３－４－
３０　ニッセイ新大阪ビル 代表取締役
〒

06-4807-6375

612000105614806-4807-6371大浦　淳司〒532-0003Ｓｋｙ（株）

           

           神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０
代表取締役

〒
044-520-0845

3010401131679044-520-0850齊藤　大地〒212-0014（株）インフォマティクス


