
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

印刷用消耗品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0202

法人番号

           

           埼玉県狭山市新狭山１－１３
代表取締役

〒
04-2953-6904

203000102670004-2953-2187石田　友克〒350-1331（株）ユース

           

           埼玉県狭山市南入曽４５９－９
代表取締役

〒
04-2957-7912

903000203405104-2959-3036土金　英利〒350-1316（有）土金

           

           埼玉県狭山市狭山台４－２２－２
代表取締役

〒
04-2958-2236

703000102653904-2958-2221肥沼　佑樹〒350-1304日本情報システム（株）



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

印刷用消耗品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0202

法人番号

           

           埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷
１０７３ 代表取締役
〒

049-294-5617

8030002094063049-294-0039小林　一成〒350-0451（有）小林誠文堂

           

           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

           

           埼玉県さいたま市大宮区東町１－５４
代表取締役

〒
048-644-0531

2030001008715048-641-5050中田　弘明〒330-0841（株）雄飛堂

           

           埼玉県川越市問屋町８－１
代表取締役

〒
049-226-3010

6030001055472049-226-3001小谷野　和統〒350-0856（株）フカワビジネス

           

           埼玉県入間市豊岡４－７－１０
代表取締役

〒
04-2962-1276

103000102736004-2962-1275山畑　雅浩〒358-0003（株）ヤマトウ

           

           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）



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

印刷用消耗品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0202

法人番号

           埼玉県さいたま市中央区新都心１１－
２　ランド・アクシス・タワー２８階

           東京都江東区豊洲２－２－１

埼玉支社長

代表取締役
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（株）埼玉支社 048-601-1661

048-600-1523野崎　寛之〒330-6028

503000100344903-6630-8000旗生　泰一〒135-0061富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（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
）

           埼玉県さいたま市北区宮原町４-２６-
１３

           東京都千代田区神田紺屋町７
代表取締役

デュプロ（株）埼玉支店
048-662-8672
048-662-8671小川　秀和〒331-0812
03-5952-0911

601330101358003-5952-6111塚崎　昌則〒101-0035デュプロ（株）

           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

           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）

           埼玉県川越市脇田本町１５－１３　東
上パールビル５Ｆ

           東京都品川区東品川２－３－１１

支店長

代表取締役
（株）ＪＴＢ　川越支店

049-241-3492
049-246-5813納代　信也〒350-1123
03-5796-5845

801070101286303-5796-5822山北　栄二郎〒140-8602（株）ＪＴＢ

           埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－
１

           東京都港区東新橋１－７－３

所長

代表取締役社長
トッパン・フォームズ（株）埼玉営業
所 048-822-1144

048-822-1141富山　淳一〒330-0063
03-6253-5787

401040105034103-6253-5600坂田　甲一〒105-8311トッパン・フォームズ（株）

           埼玉県さいたま市大宮区宮町４－
１３８　金周ビル１・２Ｆ

           東京都港区芝５－３４－７

さいたま営業所
長

代表取締役社長
理想科学工業（株）さいたま営業所

048-649-4350
048-649-6223山田　祥久〒330-0802
03-5441-6612

901040103145203-5441-6611羽山　明〒108-8385理想科学工業（株）

           埼玉県さいたま市北区宮原町２－８５
－５

           東京都港区三田１－４－２８

埼玉支店長

代表取締役
ＮＥＣフィールディング（株）埼玉支
店 050-3146-373

050-3146-373坂入　亜蘭〒331-0812
03-5440-7813

301040102297703-3457-7101鈴木　浩〒108-0073ＮＥＣフィールディング（株）

           埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０
－５

           東京都中央区晴海１－８－１１

支社長

代表取締役
ＯＫＩクロステック（株）第二支社 048-855-7580佐藤　真央〒338-0014

601070100199103-6381-2400竹内　敏尚〒104-6126ＯＫＩクロステック（株）

           埼玉県さいたま市大宮区下町２－６１

           東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１４－９

取締役北関東信
越支店長

代表取締役社長
テルウェル東日本（株）北関東信越支
店 048-640-7890

048-640-7880池田　清之〒330-0844
03-3341-3001

901100103634603-3350-7121谷　誠〒151-0051テルウェル東日本（株）

           埼玉県さいたま市大宮区上小町４６８

           東京都台東区浅草橋５－２０－８

支店長

代表取締役
（株）ＳＨＩＮＫＯ　さいたま支店

048-645-7054
048-645-1869松平　清志〒330-0855
03-5822-7610

701050103663403-5822-7600福留　泰蔵〒111-0053（株）ＳＨＩＮＫＯ

           埼玉県さいたま市浦和区本太１－７－
１３

           東京都文京区本駒込６－１４－９

支社長

代表取締役
（株）フレーベル館　埼玉支社

048-881-3952
048-881-3951大橋　徹〒330-0052
03-5395-6621

801000100700303-5395-6600吉川　隆樹〒113-8611（株）フレーベル館

           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

           埼玉県熊谷市宮町２－１４６　飯島ビ
ル３階

           山梨県甲府市太田町９－７

事業部長

代表取締役

048-520-2213
048-520-2212濱口　孔真〒360-0041
055-220-6458

7090001006840055-220-6456佐藤　公紀〒400-0865（株）エーティーエルシステムズ

           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）



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

印刷用消耗品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0202

法人番号

           東京都港区芝浦１－２－３

           大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２
号

取締役

代表取締役
シャープマーケティングジャパン（株
）ビジネスソリューション担当 03-5446-8354

03-5446-8352美甘　將雄〒105-0023
06-6796-1540

104000100890506-6796-1542中山　藤一〒581-8585シャープマーケティングジャパン（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

           

           東京都足立区東伊興３－１５－１２
代表取締役

〒
03-3857-1625

401180101202203-3857-1661加藤　和也〒121-0801（株）マック

           東京都江東区東雲１－７－１２

           東京都江東区東雲１－７－１２

本部長

代表取締役社長
（株）ジェイエスキューブ　営業本部

03-6219-1302
03-5859-0498竹森　裕二〒135-0062
03-6219-1302

801040106720903-5859-0170松田　真人〒135-0062（株）ジェイエスキューブ

           東京都板橋区東坂下２－５－１

           大阪府大阪市中央区北浜東１－２０

本社長

代表取締役
ナカバヤシ（株）東京本社

03-3968-1222
03-3558-1255淡路　克浩〒174-8602
06-6943-5996

412000108602306-6943-5555湯本　秀昭〒540-0031ナカバヤシ（株）

           

           千葉県千葉市中央区都町２－１９－３
代表取締役

〒
043-232-1732

8040001004699043-231-2351中村　卓見〒260-8567（株）千葉測器

           東京都港区芝１－１０－１１　コスモ
金杉橋ビル

           石川県金沢市無量寺町ハ６－１

支社長

代表取締役社長
（株）石川コンピュータ・センター　
東京支社 03-5441-2561

03-5441-2560山澤　德純〒105-0014
076-268-5442

3220001000949076-268-8311山浦　伯之〒920-0398（株）石川コンピュータ・センター

           

           神奈川県横浜市神奈川区金港町５－
３２　ベイフロント横浜 代表取締役
〒

045-441-1530

9020001015631045-441-1251五十嵐　孝雄〒221-0056日本ソフトウエアマネジメント（株）

           

           東京都中央区日本橋人形町１－８－４
代表取締役

〒
03-3668-1420

201000104924903-3668-4361今村　勇雄〒103-0013（株）ディーソル

           

           東京都千代田区神田須田町１－１８
代表取締役

〒
03-3255-3980

101000100942703-3255-3988髙島　敏直〒101-0041（株）アイタック

           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）

           

           東京都新宿区揚場町１－１８
代表取締役社長

〒
03-6280-7860

201110105635803-6280-7800青木　弘之〒162-0824（株）ＮＴＴデータ・アイ

           

           東京都品川区北品川４－７－３５　御
殿山トラストタワー

代表取締役
〒

03-3280-8900

701070100833403-5657-1200スティーブン・
ダラコット

〒140-0001ピツニーボウズジャパン（株）


