
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

調理台

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
0612

法人番号

           

           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



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

調理台

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
0612

法人番号

           

           埼玉県久喜市河原井町１３
代表取締役

〒
0480-24-5799

90300010339870480-26-5151小林　勉〒346-0028（株）島興

           埼玉県入間市豊岡５－１－２　Ｔ・Ｍ
第一ビル４０１

           埼玉県さいたま市北区宮原町３－３６

所長

代表取締役
ホシザキ北関東（株）入間営業所

04-2966-2015
04-2966-0013山谷　純一〒358-0003
048-654-0555

6030001007713048-660-2311遠藤　厚〒331-0812ホシザキ北関東（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）

           

           埼玉県川越市中台南3－2－1
代表取締役

〒
049-244-6684

4030001055499049-243-0108小田切　武久〒350-1150武州産業（株）

           

           埼玉県川越市問屋町９－２
代表取締役

〒
049-225-5372

3030001055624049-222-3017和田　卓也〒350-0856（株）丸紅食器設備

           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

           

           埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－
２６２－６ 代表取締役
〒

048-871-5753

9030001037930048-871-5752立田　要〒330-0843（株）リッショー

           

           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

           

           埼玉県さいたま市西区西大宮２丁目
２７番地４ 代表取締役
〒

048-625-1141

1030001003403048-624-1521千葉　輝美〒331-0078（株）埼玉空調メンテナンス

           

           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



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

調理台

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
0612

法人番号

           埼玉県鶴ヶ島市富士見６－２－２

           東京都港区南麻布１－７－２３

次長

代表取締役
（株）フジマック　北関東事業部北関
東営業部 049-279-6238

049-286-2221田島　徹二〒350-2201
03-5439-2320

301040102694503-4235-2200熊谷　光治〒106-0047（株）フジマック

           埼玉県さいたま市北区吉野町２－
１７７－１

           大阪府大阪市生野区巽南５－４－１４

支店長

代表取締役
（株）中西製作所　北関東支店

048-663-4046
048-667-1081清水　建至〒331-0811
06-6793-5151

312000101834906-6791-1111中西　一真〒544-0015（株）中西製作所

           埼玉県さいたま市北区土呂町２－７３
－１

           東京都大田区東六郷３－１５－８

営業所長

代表取締役
日本調理機（株）埼玉営業所

048-653-6990
048-653-8251小澤　真一〒331-0804
03-3734-3150

801080100904103-3738-8259齋藤　有史〒144-8513日本調理機（株）

           埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－
９０２

           東京都台東区根岸２－１９－１８

支店長

代表取締役
（株）マルゼン　大宮支店

048-682-0177
048-682-0171石垣　祐敏〒337-0053
03-5603-7738

301050101452803-5603-7111渡辺　恵一〒110-0003（株）マルゼン

           埼玉県さいたま市北区吉野町２－
１４９１－１

           愛知県豊川市白鳥町防入６０

所長

代表取締役
（株）アイホー　埼玉営業所

048-662-5150
048-662-5222井ノ上　貴博〒331-0811
0533-88-4510

11803010096960533-88-5111寺部　良洋〒442-8580（株）アイホー

           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）

           埼玉県川口市坂下町４－１９－１９

           東京都世田谷区成城８－３０－１０

所長

代表取締役
日本給食設備（株）埼玉営業所

048-446-9782
048-446-9781渡辺　佳嗣〒334-0003
03-3482-2389

901090100899003-3482-2211鈴木　雅治〒157-0066日本給食設備（株）

           埼玉県さいたま市南区文蔵２－２９－
２５

           東京都大田区蒲田本町１－４－１

営業所長

代表取締役
新日本厨機（株）埼玉営業所

048-872-8882
048-872-8881岩﨑　洋平〒336-0025
03-3734-0401

501080100543103-3734-8171清重　雄〒144-0053新日本厨機（株）

           埼玉県さいたま市西区西遊馬１２７０
‐１

           東京都品川区戸越１－７－２０

所長

代表取締役
タニコー（株）大宮営業所

048-871-8082
048-871-8081橋本　和彦〒331-0061
03-5498-7928

201070100589703-5498-7111谷口　秀一〒142-0041タニコー（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

           埼玉県さいたま市北区宮原町２－９９
－５

           東京都渋谷区東２－２３－１０

支店長

代表取締役
北沢産業（株）大宮支店

048-337-7844
048-667-7891石鍋　謙二〒331-0812
03-5485-5145

301100100610703-5485-5111北川　正樹〒150-0011北沢産業（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

調理台

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
0612

法人番号

           東京都葛飾区立石８－３３－１０　イ
ルヴィアーレ青砥１階

           大阪府大阪市東成区神路４－３－１８

支店長

代表取締役
旭（株）東京支店

03-5671-2781
03-5671-2780光山　卓也〒124-0012
06-6976-1376

512000101159906-6972-8866光山　卓也〒537-0003旭（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


