
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

車椅子

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
1501

法人番号

           

           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

           

           埼玉県狭山市広瀬３－３０－１０
代表取締役

〒
04-2954-9230

403000102664004-2953-5780松平　義継〒350-1319（株）マコト

           

           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
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

車椅子

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
1501

法人番号

           埼玉県狭山市入間川１４３０－
１４０　エクセレント９２　１Ｆ１０１号

           埼玉県戸田市本町１－２１－２

店長

代表取締役
（株）ふれあい広場　入間・狭山店

04-2956-6543
04-2950-5556三木　健史〒350-1305
048-441-0761

7030001046124048-441-0322関口　浅次〒335-0023（株）ふれあい広場



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

車椅子

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
1501

法人番号

           

           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

           

           埼玉県熊谷市箱田６－１４－３８
代表取締役社長

〒
048-521-0958

4030001084977048-521-0552髙橋　靖子〒360-0014（株）髙橋医科器械店

           

           埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２７
代表取締役

〒
048-284-5310

8030001073191048-286-1188笹澤　義明〒334-0013（株）日本ケアーシステム

           

           埼玉県川越市岸町２－２－２
代表取締役

〒
049-242-6781

5030001057965049-244-1121小松　茂〒350-1131（株）小松医療商会

           

           埼玉県川越市的場９８０－７
代表取締役

〒
049-233-2658

6030001055134049-233-0151田村　隆〒350-1101タムラ医療機器販売（株）

           

           埼玉県さいたま市南区曲本２－１１－
２５ 代表取締役
〒

048-866-8661

9030001007784048-862-0401松尾　公裕〒336-0033（株）マツオメディカル

           

           埼玉県所沢市弥生町２９９２－３
代表取締役社長

〒
04-2995-5516

103000102499304-2995-0555粕谷　時夫〒359-0043（株）ヘルス

           

           埼玉県さいたま市中央区上落合５－２
－２９ 代表取締役
〒

048-853-1416

8030001002778048-853-1415篠葉　隆洋〒338-0001（株）江北商会



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

車椅子

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
1501

法人番号

           埼玉県所沢市小手指町３－３２－２３

           北海道札幌市北区北１１条西４－１－
１５

支店長

代表取締役
（株）ムトウ　所沢支店

04-2947-5188
04-2947-6100森 新〒359-1141
011-717-0547

2430001016743011-746-5111田尾　延幸〒001-0011（株）ムトウ

           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）

           埼玉県川越市脇田本町１５－１３　東
上パールビル５Ｆ

           東京都品川区東品川２－３－１１

支店長

代表取締役
（株）ＪＴＢ　川越支店

049-241-3492
049-246-5813納代　信也〒350-1123
03-5796-5845

801070101286303-5796-5822山北　栄二郎〒140-8602（株）ＪＴＢ

           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）

           埼玉県川越市大塚新町４３－１

           群馬県太田市清原町４－６

支店長

代表取締役
（株）栗原医療器械店　川越支店

049-246-3888
049-249-0400佐藤　真人〒350-1178
0276-37-8557

40700010226690276-37-8192栗原　勝〒373-8557（株）栗原医療器械店

           埼玉県所沢市北原町８６６－２６

           東京都千代田区神田美土代町７

支店長

代表取締役
アルフレッサ（株）所沢支店

04-2993-0374
04-2994-1131星野　寛明〒359-0004
03-3292-3339

301000102788003-3292-3331福神　雄介〒101-8512アルフレッサ（株）

           埼玉県入間市下藤沢７３７－１

           東京都三鷹市下連雀９－３－１５

入間店店長

代表取締役
（株）サカイ・ヘルスケアー　入間店

04-2965-2011
04-2965-2010村田　陽平〒358-0011
0422-49-2036

90124010124810422-42-6801酒井　強志〒181-0013（株）サカイ・ヘルスケアー

           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）

           埼玉県さいたま市北区土呂町２－４４
－１３

           東京都文京区本郷３－１４－３

所長

代表取締役
（株）六濤　埼玉営業所

048-651-9812
048-651-9811髙田　徹〒331-0804
03-3813-7014

601000100854803-3813-7045髙久　勝敬〒113-0033（株）六濤

           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）

           埼玉県所沢市緑町４－２０－３２

           東京都中央区八重洲２－７－１５

支店長

代表取締役社長
（株）メディセオ　所沢支店

04-2922-0975
04-2922-6216中嶋　正樹〒359-1111
03-3517-5011

501000108723803-3517-5050今川　国明〒104-8464（株）メディセオ

           埼玉県所沢市くすのき台１－１１－
２　西武第２ビル７階

           東京都港区元赤坂１－６－６

支社長

代表取締役
綜合警備保障（株）埼玉西支社

04-2926-4797
04-2926-4791野村　美珠江〒359-0037
03-3470-2626

301040101607003-3470-6811柑木　伊久二〒107-8511綜合警備保障（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

車椅子

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
1501

法人番号

           

           東京都中央区佃２－２－７
代表取締役

〒
03-3536-8329

101000104867203-3536-8328髙村　知宏〒104-0051（株）蘇穣メディカルグループ

           

           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）

           

           東京都千代田区神田駿河台４－６
代表取締役

〒
03-3253-3127

301000102586803-5834-5100森　信介〒101-0062（株）ニチイ学館

           東京都中央区月島２－２０－１５

           新潟県長岡市稲保４－７１３－２

取締役本店長

代表取締役
船山（株）東京本店

03-3532-1119
03-3532-3601多田　奈美〒104-0052
0258-25-2805

91100010233930258-25-2780秋山　政信〒940-8577船山（株）

           

           東京都渋谷区恵比寿西２－１７－２１
代表取締役

〒
03-5457-1735

101100103087603-5457-1731井上　裕義〒150-0021（株）三和堂


