
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

消防車両（ポンプ車・救助工作車・救急車他）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
1007

法人番号

           

           埼玉県狭山市上奥富１５７
代表取締役

〒
04-2954-3830

803000203313704-2954-3829大野　浩司〒350-1333（有）旭自動車整備工場

           

           埼玉県狭山市狭山１９－４
代表取締役

〒
04-2953-0426

503000102621004-2952-3125粕谷　充史〒350-1334（株）粕谷自動車

           

           埼玉県狭山市祇園２０－２１
代表取締役

〒
04-2957-9559

603000203394804-2957-4368髙橋　健治〒350-1307（有）高橋自動車整備工場

           

           埼玉県狭山市入間川４－１－１０
代表取締役

〒
04-2954-2274

303000203370304-2954-2273大野　隆義〒350-1305（有）三愛自動車販売

           

           埼玉県狭山市入間川３１４５－４
代表取締役

〒
04-2959-6234

703000102656304-2957-7108野口　功祐〒350-1305野口自動車工業（株）

           

           埼玉県狭山市大字下奥富１４１７－４
代表取締役

〒
04-2954-3040

303000203342204-2954-6381渡邉　孝〒350-1332（有）オートサービス・ワタナベ

           

           埼玉県狭山市入間川２－２８－２０
代表取締役

〒
04-2954-7442

903000102614004-2952-7201菅　浩悦〒350-1305内山自動車工業（株）



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

消防車両（ポンプ車・救助工作車・救急車他）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
1007

法人番号

           埼玉県狭山市大字上奥富２０７－１

           埼玉県さいたま市中央区下落合６－１
－１８

店長

代表取締役
埼玉トヨタ自動車（株）狭山店

04-2954-8330
04-2954-8411辻田　直樹〒350-1333
048-824-7838

8030001003330048-833-2111嶋田　光剛〒338-0002埼玉トヨタ自動車（株）

           埼玉県狭山市新狭山１－５－１８

           東京都港区新橋５－１８－１

支店長

代表取締役
南関東日野自動車（株）新狭山支店

04-2930-2058
04-2930-2053高山　光生〒350-1331
03-3578-3950

501040109206003-3578-3939毛利　悟〒105-0004南関東日野自動車（株）



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

消防車両（ポンプ車・救助工作車・救急車他）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
1007

法人番号

           

           埼玉県秩父市東町７－５
代表取締役

〒
0494-22-0748

30300010907370494-23-0111落合　正雄〒368-0042埼玉消防機械（株）

           

           埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－
１５ 代表取締役
〒

048-687-2001

3030001003582048-687-3131結城　剛〒337-0004（株）サイボウ

           

           埼玉県さいたま市中央区上落合２－３
－４ 代表取締役
〒

048-614-8821

2030001002998048-614-8801牧野　考二郎〒338-0001ＡＬＳＯＫ埼玉（株）



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

消防車両（ポンプ車・救助工作車・救急車他）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
1007

法人番号

           埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－
１　ロイヤルパインズホテル浦和Ｂ１階

           東京都港区港南１－２－７０

営業所長

代表取締役
帝商（株）埼玉営業所

048-711-1929
048-814-1258伊藤　昌弘〒330-0062
03-3472-8661

501000105074003-6810-4842中野　誠〒108-0075帝商（株）

           埼玉県川口市本蓮２－８－１０

           東京都千代田区丸の内３－４－１　８
階

所長

代表取締役
東京物産（株）埼玉営業所

048-291-8232
048-291-8224根本　達司〒334-0076
03-3212-2660

901000103439203-3212-0601平野　武大〒100-0005東京物産（株）

           埼玉県日高市鹿山５２８－１

           東京都中央区銀座６－１２－１０

統括部長

代表取締役
日東自動車（株）　日高事業所

042-985-9281
042-989-0231浅見　武雄〒350-1231
03-3573-2091

501000105355303-3573-2011吉田　憲弘〒104-0061日東自動車（株）

           埼玉県川越市南台１－４－３

           群馬県高崎市宮原町１－２１

支店長

代表取締役
関東いすゞ自動車（株）川越支店

049-240-5110
049-240-1221渡辺　一幸〒350-1165
027-347-0231

6070001006447027-346-1111田中　隆夫〒370-1202関東いすゞ自動車（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

消防車両（ポンプ車・救助工作車・救急車他）

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
1007

法人番号

           東京都葛飾区小菅４－２１－７　吉田
第２ビル１０４

           長崎県大村市平町１９３３

所長

代表取締役
（株）ナカムラ消防化学　東京営業所

03-5680-6665
03-5680-6823家元　昭〒124-0001
0957-52-1623

63100010088560957-52-1617中村　康祐〒856-0042（株）ナカムラ消防化学

           東京都台東区浅草橋５－４－２　横山
ビル

           栃木県鹿沼市樅山町上原２６７

所長

代表取締役
ジーエムいちはら工業（株）東京営業
所 03-3863-4831

03-3862-6976真舘　知誉〒111-0053
0289-64-1514

80600010104480289-64-1511光野　幸子〒322-0046ジーエムいちはら工業（株）

           東京都北区田端６－１－１

           東京都北区田端６－１－１

部長

代表取締役
日本ドライケミカル（株）車輌営業部

03-3822-9770
03-5815-5024青山　有雄〒114-0014
03-3822-9770

201070100786003-5815-5050遠山　榮一〒114-0014日本ドライケミカル（株）

           東京都八王子市中野上町２－３１－１

           東京都八王子市中野上町２－３１－１

部長

代表取締役
日本機械工業（株）本社営業部

042-622-7284
042-622-8899山下　康弘〒192-0041
042-622-7448

7010001061950042-622-7281古田　良夫〒192-0041日本機械工業（株）

           東京都大田区大森東５－３４－９　ウ
ィステリア大森東２０１

           大阪府大阪市住吉区万代東１－５－
２２

所長

代表取締役
小川ポンプ工業（株）東京事務所

03-5753-5062
03-5753-5061猶原　浩司〒143-0012
06-6693-1224

612000103229706-6693-1221小河　元〒558-0056小川ポンプ工業（株）

           東京都港区芝５－３６－７　三田ベル
ジュビル１９階

           兵庫県三田市テクノパーク１－５

支店長

代表取締役社長
執行役員

（株）モリタ　東京支店
03-6400-4551
03-6400-3482山北　忠司〒108-0014

079-568-7953

3140001067146079-568-7865加藤　雅義〒669-1339（株）モリタ

           

           東京都墨田区菊川１－１３－１４
代表取締役

〒
03-3633-2410

501060101412003-3633-2321野口　和秀〒130-0024（株）野口ポンプ製作所

           

           東京都東大和市立野４－５００
代表取締役

〒
042-562-6058

3012801003318042-562-3225松橋　文雄〒207-0021共立建機サービス(株)

           東京都千代田区外神田５－５－１１　
小西ビル１階

           石川県金沢市浅野本町口１４５

所長

代表取締役
長野ポンプ（株）東京営業所

03-5812-4022
03-5812-4021藤井　利男〒101-0021
076-252-4335

2220001004793076-252-4336長野　幸浩〒920-0841長野ポンプ（株）

           

           栃木県宇都宮市江曽島町１３６５－１
代表取締役

〒
028-659-7070

7060001003411028-659-0555山本　努〒321-0102（株）ネイチャー


