
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

木製家具類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0402

法人番号

           

           埼玉県狭山市入間川２－１５－４
代表取締役

〒
04-2953-6218

203000203328204-2953-2525加藤　尚男〒350-1305（有）エース商会

           

           埼玉県狭山市入間川１４９２－１
代表取締役

〒
04-2958-3296

703000203658604-2958-2106西田　謙治〒350-1305（株）関東総建

           

           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

木製家具類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
0402

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

木製家具類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0402

法人番号

           

           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

           

           埼玉県入間市宮寺６１１
代表取締役

〒
04-2934-1813

503000203476504-2934-1848大木　規男〒358-0014（有）入間堂

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市南区内谷４－１１－
２６ 代表取締役
〒

048-838-3445

1030001014086048-837-5460中村　俊宏〒336-0034（株）エクス・アドメディア

           

           埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１３
－１８ 代表取締役
〒

048-862-1467

7030001003050048-862-1455田中　寛明〒330-0063（株）埼玉ワンダー社

           

           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

           

           埼玉県富士見市水谷東２－２－１
代表取締役

〒
048-473-1192

4030001048619048-473-1188長谷川　四郎〒354-0013（株）パステル社

           

           埼玉県深谷市上柴町東５－１８－９
代表取締役

〒
048-551-8057

7030001107330048-551-8055古郡　晃〒366-0051（株）エミタス

           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

           

           埼玉県さいたま市北区吉野町２－
２６０－１０ 代表取締役
〒

048-652-6701

3030001008697048-667-8883中田　義和〒331-0811（株）ユウ・エイウ゛ィシステム

           

           埼玉県熊谷市問屋町４－２－７
代表取締役

〒
048-524-0102

7030001084446048-524-5581石山　洋一〒360-0024石山商工（株）

           

           埼玉県川越市旭町３－２１－７
代表取締役社長

〒
049-245-8279

3030001055558049-242-4315細村　範生〒350-1126（株）細村

           

           埼玉県深谷市上野台２９２０
代表取締役

〒
048-571-3386

5030001086460048-573-1121古郡　公恵〒366-0801東京ワックス（株）

           

           埼玉県さいたま市緑区中尾１５０７－
１ 代表取締役
〒

048-873-3335

5030001003028048-873-3333若宮　政子〒336-0932埼玉保育教販（株）

           

           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



業 者 名 簿
県内本店

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

木製家具類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0402

法人番号

           

           埼玉県飯能市大字虎秀４５
代表社員

〒
042-980-7746

7030003011794042-980-7745浅見　有二〒357-0204西川バウム（同）

           

           埼玉県川越市元町２－１－１
代表取締役

〒
049-223-0204

4030001055045049-223-0258町田　忠男〒350-0062（株）創美



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

木製家具類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0402

法人番号

           埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－
１３４０

           東京都千代田区神田須田町１－１０

取締役執行社長

代表取締役
キングラン・メディケア（株）埼玉支
社 048-680-4554

048-680-4470森長　英司〒337-0053
03-5296-3336

201000108323103-5296-5505松原　達也〒101-0041キングラン・メディケア（株）

           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

           埼玉県幸手市上高野２１３１

           東京都足立区江北２－４－２７

所長

代表取締役
帝国器材（株）埼玉営業所

0480-42-0838
0480-42-0837中澤　義明〒340-0155
03-3856-1925

901180100991403-3890-2194大原　和子〒123-0872帝国器材（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）

           埼玉県さいたま市南区南浦和２－４４
－９　榎本第三ビル４Ｆ

           東京都港区浜松町１－１４－５

支店長

代表取締役
（株）コトブキ　埼玉支店

048-886-5664
048-871-1030大川　泰志〒336-0017
03-5733-6675

401000101660203-6328-3093深澤　幸郎〒105-0013（株）コトブキ

           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
）

           埼玉県所沢市北秋津１４０－１

           東京都立川市高松町１－１７－２６

所長

代表取締役
（株）コイヌマ　所沢営業所

04-2923-0245
04-2923-1321肥沼　直明〒359-0038
042-528-0785

6012801000469042-524-3737肥沼　俊男〒190-0011（株）コイヌマ



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

木製家具類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0402

法人番号

           

           東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２
代表取締役

〒
042-560-2273

3012801004191042-560-2042深澤　重幸〒208-0023ＫＳＳ（株）

           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）

           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

           東京都台東区東上野６－２１－６

           大阪府大阪市北区万歳町３－７

支店長

代表取締役
（株）日展　東京支店

03-3843-4120
03-3847-2060福岡　功〒110-0015
06-6362-6030

612000106860606-6362-2210田加井　徹〒530-0028（株）日展

           

           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）

           

           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


