
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

学校用家具（木製類）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0405

法人番号

           

           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



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

学校用家具（木製類）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
0405

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

学校用家具（木製類）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0405

法人番号

           

           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

           

           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

           

           埼玉県所沢市山口２７８５－１
代表社員

〒
04-2922-5167

403000300145104-2922-5168高橋　伸一〒359-1145（資）アィテム

           

           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



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

学校用家具（木製類）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0405

法人番号

           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）

           埼玉県新座市野火止2－7－16

           大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－
１４

所長

代表取締役
ひかりのくに（株）西埼玉営業所

048-480-1001
048-481-1700飯塚　義人〒352-0011
06-6768-7115

512000102498906-6768-1151岡本　功〒543-0001ひかりのくに（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

           埼玉県川越市田町３３－２７

           東京都練馬区豊玉北４－２２－８

所長

代表取締役
新東京エンジニアリング（株）埼玉事
業所 049-242-1090

049-247-4664島内　友弘〒350-1113
03-3993-9116

201160100545003-3993-9531志鷹　秀俊〒176-0012新東京エンジニアリング（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

学校用家具（木製類）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0405

法人番号

           

           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

           

           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


