
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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0205

法人番号

           

           埼玉県狭山市新狭山２－１６－１７
代表取締役

〒
04-2952-1592

603000102873404-2954-6338平場　幾弘〒350-1331（株）ヒラバ堂

           

           埼玉県狭山市入間川３－３－２
代表取締役

〒
04-2954-6665

803000102637204-2952-2513篠塚　功〒350-1305（株）しのづか

           

           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



業 者 名 簿
市内支店

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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
0205

法人番号

           埼玉県狭山市広瀬３－３５－２７

           埼玉県入間市仏子９１５－１

営業所長

代表取締役
（有）狭山至誠堂　広瀬営業所

04-2954-3840
04-2954-7278清水　豊〒350-1319
04-2932-0963

703000203527404-2932-0950平岡　正至〒358-0053（有）狭山至誠堂



業 者 名 簿
県内本店

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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0205

法人番号

           

           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

           埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２２
－１４

           埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２２
－１４

専務取締役支店
長

代表取締役
（株）ムトーセーフ　浦和支店

048-833-4085
048-832-1541熊本　正宣〒330-0061
048-833-4085

3030001085266048-711-2121櫻下　誠二〒330-0061（株）ムトーセーフ

           

           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

           

           埼玉県所沢市泉町１８５６－１
代表取締役社長

〒
04-2924-8193

303000102599804-2923-0271小山　浩〒359-1112（株）小山日進堂

           

           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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0205

法人番号

           埼玉県越谷市新越谷２－１９２

           京都府綴喜郡井出町大字多賀小字茶臼
塚１２－２

支店長

代表取締役
ワタキューセイモア（株）関東支店

048-988-5510
048-988-1288外山　浩樹〒343-0857
0774-82-4831

71300010378720774-82-5101村田　清和〒610-0396ワタキューセイモア（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）

           埼玉県さいたま市北区東大成町２－
６６０

           兵庫県姫路市下手野１－３－１

支店長

代表取締役
グローリー（株）関東支店

048-654-8607
048-654-8601池本　清隆〒331-0814
079-294-6233

5140001058614079-297-3131三和　元純〒670-8567グローリー（株）

           埼玉県所沢市大字中富２５４－２

           奈良県奈良市大森町４７－３

所長

代表取締役
小山（株）埼玉営業所

04-2990-1518
04-2990-1515玉置　雅之〒359-0002
0742-22-4340

11500010008180742-22-4321小山　智士〒630-8131小山（株）

           埼玉県さいたま市北区東大成町２－
６１３

           神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５

支店長

代表取締役
アマノ（株）大宮支店

048-660-1037
048-652-2461木村　吉秀〒331-0814
045-439-1150

3020001019365045-401-1441津田　博之〒222-8558アマノ（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

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－
２８７　大宮西口大栄ビル４階

           東京都台東区台東１－５－１

所長

代表取締役
凸版印刷（株）大宮営業所

048-778-8539
048-778-8538刑部　吉輝〒330-0854

701050101623103-3835-5111麿　秀晴〒110-8560凸版印刷（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）

           埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－
１５－１６　常盤１０丁目ビル５Ｆ

           東京都中央区日本橋本町１－１０－３

支店長

代表取締役
(株)クマヒラ　さいたま支店

048-832-7501
048-832-1616新井　哲也〒330-0061
03-3270-4340

101000110887203-3270-4381渡邉　秀隆〒103-0023（株）クマヒラ

           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土手町１－２

           東京都中央区銀座８－２０－３６

支店長

代表取締役
（株）ムサシ　北関東支店

048-640-5793
048-640-5795池田　哲郎〒330-0801
03-3546-7832

601000105866703-3546-7711羽鳥　雅孝〒104-0061（株）ムサシ

           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



業 者 名 簿
県内支店

頁5

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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0205

法人番号

           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

           埼玉県所沢市松郷２３３－１

           群馬県北群馬郡吉岡町大久保５８２

支店長代理

代表取締役
東洋ケアサービス（株）さいたま西支
店 0429-41-3196

0429-41-3186狩野　政則〒359-0027
0279-30-5207

10700010180500279-30-5205細野　烈〒370-3602東洋ケアサービス（株）

           埼玉県桶川市下日出谷２７－６

           千葉県千葉市緑区誉田町１－３７１－
５

所長

代表取締役
（株）こどものとも　北関東支店埼玉
営業所 048-783-2340

048-782-9595牛久保　之伸〒363-0025
043-293-1902

8040001008403043-293-1901井上　悟〒266-0005（株）こどものとも

           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6

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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0205

法人番号

           

           東京都新宿区箪笥町４－３
代表取締役

〒
03-3269-4387

101110100728703-3260-5931森松　久惠〒162-0833（株）国際マイクロ写真工業社

           

           東京都千代田区飯田橋３－１－１
代表取締役

〒
03-5212-6002

501000101943903-5212-6001橋本　貴史〒102-0072（株）ジェイ・アイ・エム

           東京都千代田区神田鍛冶町3-7-4

           福岡県大野城市川久保３－１－２３

支店長

代表取締役
（株）ニック　東京支店

03-5296-0678
03-5296-0677竹原　達也〒101-0045
092-504-2900

6290001041026092-504-2489松浦　豊喜〒816-0905（株）ニック

           

           東京都江戸川区中葛西４－１９－１４
代表取締役

〒
03-5659-1150

501000100619703-6808-3170廣岡　潤〒134-0083（株）ニチマイ

           

           長野県上田市下塩尻２３６－４
代表取締役

〒
0268-25-3209

91000010299780268-22-6001龍野　伸樹〒386-0043（株）タツノ

           

           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

           

           東京都文京区小石川５－３６－５
代表取締役

〒
03-3868-0721

501330102868703-6628-8850執行　健太郎〒112-0002（株）アイ・ステーション

           

           新潟県新潟市中央区笹口２－１２－
１０ 代表取締役
〒

025-240-8710

8110001006275025-240-8700伊田　博〒950-0911（株）マイシステム

           

           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）

           

           愛媛県松山市三番町４－９－５
代表取締役社長

〒
089-903-8085

5010001225540089-968-2075別府　幹雄〒790-0003（株）ガバメイツ

           

           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

           東京都中央区日本橋茅場町１－１－
３　ニッセイビル茅場町ビル

           大阪府大阪市港区磯路２－２１－１

取締役常務執行
役員東京支社長

代表取締役社長
日本電通（株）東京支社

03-3666-2441
03-3666-1500高野　三省〒103-0025
06-6577-4145

412000103013806-6577-4121戸谷　典嗣〒552-0003日本電通（株）

           

           東京都調布市深大寺北町２－４３－６
代表取締役

〒
042-483-2708

8010001062460042-483-2253倉田　聡〒182-0011（株）日本ブッカー

           

           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）



業 者 名 簿
県外

頁7

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

事務用機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0205

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）

           

           東京都文京区大塚３－１－１
代表取締役

〒
03-3943-8441

301000100555603-3943-2221谷一　文子〒112-8632（株）図書館流通センター

           東京都江東区東陽２－３－２５

           東京都中央区新川２－４－７

取締役上席執行
役員　営業統括
グループ　統括

代表取締役
（株）内田洋行　営業統括グループ

03-3615-6412
03-5634-6634小柳　諭司〒135-0016
03-3555-4622

101000103473003-3555-4064大久保　昇〒104-0033（株）内田洋行


