
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

ブラインド・スクリーン

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0503

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

           

           埼玉県狭山市入間川３－２９－１
代表取締役

〒
04-2954-3469

603000102662204-2954-3432斉藤　安雄〒350-1305（株）丸安商店

           

           埼玉県狭山市入間川３１７４－５
代表取締役

〒
04-2959-3863

903000102875604-2956-1145浅野　光司〒350-1305（株）東光

           

           埼玉県狭山市広瀬２－３７－５
代表取締役

〒
04-2954-5382

203000203445404-2954-5488吉澤　純〒350-1319（有）ミチルインテリアサービス



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

ブラインド・スクリーン

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0503

法人番号

           

           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）

           

           埼玉県川越市石原町１－８－５
代表取締役

〒
049-224-2480

4030001055400049-224-2089後藤　裕介〒350-0824初雁装飾工業（株）

           

           埼玉県川越市新宿町４－４－７１
代表取締役

〒
049-243-7438

5030001054335049-244-2048八木　將夫〒350-1124（株）市毛インテリアサービス

           

           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

           

           埼玉県比企郡川島町伊草２８４－４
代表取締役

〒
049-297-0793

5030001056554049-297-2168相原　良將〒350-0158（株）スチール工業

           

           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

           

           埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９
－１ 代表取締役
〒

048-856-0868

7030001004040048-856-0865白川　裕司〒338-0835白川舞台機構（株）

           

           埼玉県さいたま市北区吉野町１－
３９６ 代表取締役
〒

048-653-2421

1010001010854048-663-4968藤倉　秀夫〒331-0811マルカミ藤倉（株）

           

           埼玉県春日部市豊野町２－３２－１９
代表取締役

〒
048-734-9890

4030001051119048-736-6111横田　生樹〒344-0014正和工業（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

           

           埼玉県入間市下藤沢３７９
代表取締役

〒
04-2962-1993

103000203553604-2962-1926雙木　芳夫〒358-0011ＴＡＶ（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

ブラインド・スクリーン

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0503

法人番号

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－２　ＧＩＮＺＡＹＡＭＡＴＯ３　６Ｆ

           東京都千代田区丸の内１－４－１

所長

代表取締役
（株）ナガワ　埼玉営業所

048-644-6015
048-644-6010人見　泰宣〒330-0854
03-5288-8680

743000105629703-5288-8666髙橋　修〒100-0005（株）ナガワ

           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）

           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）

           埼玉県上尾市二ツ宮１０９６－１

           宮城県仙台市青葉区花京院２－２－
７５

所長

代表取締役
（株）小山商会　北関東営業所

048-773-0956
048-775-7311大谷　正彦〒362-0017
022-265-7615

8370001008114022-265-9701小山　喜雄〒980-0013（株）小山商会

           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）



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

ブラインド・スクリーン

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0503

法人番号

           神奈川県相模原市中央区宮下２－１５
－５

           神奈川県相模原市中央区宮下２－１５
－５

所長

代表取締役
（株）成玉舎　第一営業所

042-779-0505
042-773-5858井出　貴生〒252-0212
042-779-0505

6021001012737042-773-5858山田　正〒252-0212（株）成玉舎

           

           東京都渋谷区本町１－４－１４
代表取締役

〒
03-3377-1772

201100102778003-3377-1100森山　典明〒151-0071アースサポート（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


