
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

文房具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0208

法人番号

           

           埼玉県狭山市入間川４－２２－８
代表取締役

〒
04-2954-1773

803000203445704-2954-0778高橋　正男〒350-1305ミヨシグループ（有）

           

           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

           

           埼玉県狭山市柏原１６０５
取締役

〒
04-2952-7991

103000203440604-2952-2057小谷野　章〒350-1335（有）正木屋商店

           

           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

文房具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
0208

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

文房具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0208

法人番号

           

           埼玉県深谷市長在家１９８
代表取締役

〒
048-583-2145

1030001086043048-583-2141永田　耕太郎〒369-1101永田紙業（株）

           

           埼玉県秩父市下影森４０５７－１１
代表取締役

〒
0494-24-3982

80300021213950494-24-3995岸本　穗〒369-1871（有）サイシン広告

           

           埼玉県深谷市長在家１９８
代表取締役

〒
048-583-2145

3030001086058048-578-1221永田　耕太郎〒369-1101明成物流（株）

           

           埼玉県春日部市道順川戸４－３
代表取締役

〒
048-755-1598

2030001050808048-754-1151井草　仁〒344-0047井草仁商事（株）

           

           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

           

           埼玉県入間市春日町１－１０－１４
代表取締役

〒
04-2966-4192

603000102721604-2966-4189柳原　政道〒358-0006（株）バンセイ

           

           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

           

           埼玉県日高市大字新堀８５８
代表取締役

〒
042-985-4475

1030001089806042-989-6600野村　成良〒350-1243（株）ノア

           

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－
４６３ 代表取締役
〒

048-644-4865

5030001004348048-647-3290本多　均〒330-0854ウォータースタンド（株）

           

           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



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

文房具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0208

法人番号

           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）



業 者 名 簿
県外

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

文房具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0208

法人番号

           東京都港区虎ノ門４－１－２８

           東京都港区虎ノ門４－１－２８

官公庁営業部長

代表取締役
（株）ＮＸワンビシアーカイブズ　官
公庁営業部 03-5425-5045

03-5425-5300高橋　豊〒105-0001
03-5425-5045

401040106576003-5425-5300林田　直也〒105-0001（株）ＮＸワンビシアーカイブズ

           

           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

           

           東京都武蔵村山市神明１－９３－９
代表取締役

〒
042-516-8206

9012801002990042-516-8201志々田　浩太郎〒208-0002（株）桃源堂

           

           三重県伊勢市楠部町乙１３５
代表取締役

〒
0596-27-6557

61900010074820596-25-7903荒井　宏幸〒516-0014（株）リブネット

           

           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

           

           東京都千代田区神田駿河台３－５
代表取締役

〒
03-3291-5198

401000101482903-3292-3301木原　一雄〒101-0062キハラ（株）

           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）

           

           大阪府松原市田井城１－６－２２、５
Ｆ－Ａ 代表社員
〒

072-294-6453

9120103002807072-294-6450項　帥〒580-0044ヴィレップス（同）

           

           大阪府大阪市城東区中央２－１５－
２０ 代表取締役
〒

06-6933-1291

601050102947306-6933-1290髙嶋　照仁〒536-0005ゼネラル（株）


