
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

遠隔監視カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
1802

法人番号

           

           埼玉県狭山市新狭山１－１３
代表取締役

〒
04-2953-6904

203000102670004-2953-2187石田　友克〒350-1331（株）ユース

           

           埼玉県狭山市水野１２９５
代表取締役

〒
04-2957-7099

503000102667204-2957-7030奈良　直樹〒350-1317ムサシノ電機（株）

           

           埼玉県狭山市南入曽４６５
代表取締役

〒
04-2958-1727

303000203380204-2957-0121指田　直紀〒350-1316（有）昇電社

           

           埼玉県狭山市富士見２－１－１１
代表取締役

〒
04-2958-3187

403000102623604-2959-2188熊田　武民〒350-1306クマタ（株）



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

遠隔監視カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
1802

法人番号

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市北区吉野町２－
２６０－１０ 代表取締役
〒

048-652-6701

3030001008697048-667-8883中田　義和〒331-0811（株）ユウ・エイウ゛ィシステム

           

           埼玉県さいたま市中央区八王子２－２
－１６ 代表取締役
〒

048-857-2362

3030001010273048-857-2361小川　幸夫〒338-0006（株）ピーシーテレコム

           

           埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
代表取締役

〒
048-475-2337

3030001045204048-475-1511大村　相基〒353-0001アクアイースト（株）

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－
１７ 代表取締役
〒

048-815-4928

2030001010159048-626-5242石川　達〒330-0061（株）ＮＴＴ東日本－関信越



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

遠隔監視カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
1802

法人番号

           埼玉県さいたま市緑区東浦和５－９－
１

           福井県福井市豊島２－６－７

支店長

代表取締役
（株）マルツ電波　関東支店

048-762-7614
048-762-7612齋藤　篤史〒336-0926
0776-27-0210

82100010039720776-27-3302土谷　高歳〒910-0857（株）マルツ電波

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１６

           東京都港区西新橋２－１５－１２

所長

代表取締役
（株）日立国際電気　北関東営業所

048-645-2283
048-645-2282我妻　智行〒330-0854
03-3502-2502

201000109806403-5510-5931佐久間　嘉一郎〒105-8039（株）日立国際電気

           埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１－１－１

           東京都千代田区丸の内３－３－１

営業所長

代表取締役社長
電気興業（株）埼玉営業所

049-278-1048
049-261-1514藤澤　保〒356-0044
03-3216-1669

401000100872303-3216-1671近藤　忠登史〒100-0005電気興業（株）

           埼玉県戸田市川岸１－１０－２１

           東京都世田谷区桜新町２－２２－３　
ＮＤＳビル

取締役埼玉事務
所長

代表取締役
（株）地域環境計画　埼玉事務所

048-420-7551
048-420-7550宮畑　貴之〒335-0015
03-5450-3701

601090100740103-5450-3700髙塚　敏〒154-0015（株）地域環境計画

           埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８
－３

           東京都台東区東上野５-２４－８

所長

代表取締役
三菱電機プラントエンジニアリング（
株）東日本本部北関東営業所 048-648-2755

048-648-7471井澤　美典〒330-0845
03-5827-6310

501050102025103-5827-6480市川　誠〒110-0015三菱電機プラントエンジニアリング（
株）

           埼玉県さいたま市中央区新都心１１－
１　ドコモ埼玉ビル４階

           東京都千代田区永田町２－１１－１

支店長

代表取締役
（株）ＮＴＴドコモ　埼玉支店 048-600-5101角　誠司〒330-9536

101000106791203-5156-1111井伊　基之〒100-6150（株）ＮＴＴドコモ

           埼玉県熊谷市筑波３－１９５

           東京都港区港南２－１６－６

部長

代表取締役
キャノンシステムアンドサポート（株
）埼玉中央営業部熊谷営業所 048-520-5801

048-520-5800新井　孝彦〒360-0037
03-6719-7001

501070100275103-6719-7111平賀　剛〒108-8225キヤノンシステムアンドサポート（株
）

           埼玉県さいたま市大宮区宮町１－
１１４－１

           神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

統括責任者

代表取締役社長
東芝インフラシステムズ（株）北関東
支店 048-640-1193

048-640-1133齋藤　秀二〒330-0802
044-548-9542

2011101014084044-576-6587今野　貴之〒212-8585東芝インフラシステムズ（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）

           埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－
１７

           東京都新宿区西新宿３－１９－２

執行役員　埼玉
事業部長

代表取締役
東日本電信電話（株）埼玉事業部

048-815-4928
048-626-5242市川　泰吾〒330-0061
03-5359-1221

801110102810403-5359-5111澁谷　直樹〒163-8019東日本電信電話（株）

           埼玉県さいたま市北区植竹町１－
７５２－３

           東京都千代田区東神田１－１０－６　
幸保第２ビル

所長

代表取締役
英工電機（株）北関東営業所

048-664-8535
048-664-8531長沢　俊信〒331-0813
03-5821-1910

601000101163403-5821-1911井上　剛毅〒101-0031英工電機（株）

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－９

           東京都中央区東日本橋３－３－１１

支店長

代表取締役
昱（株）北関東支店

048-649-7811
048-649-7711山本　克弥〒330-0854
03-3664-5547

701000103656403-3663-2281中川　崇〒103-0004昱（株）

           埼玉県さいたま市北区宮原町３－
５１５－２

           東京都文京区本郷３－４－１７

支店長

代表取締役
北関東支店

048-652-1974
048-652-1765斉藤　慶治〒331-0812
03-3812-3079

601000100616303-3816-4565杉岡　久紀〒113-0033日神電子（株）

           埼玉県さいたま市大宮区宮町１－
１１４－１

           東京都港区浜松町２－７－１６

支店長

代表取締役
（株）ティエスジー　北関東支店

048-779-8674
048-779-8672前澤　昌昭〒330-0802
03-3459-6422

201040105504503-3459-6451田尻　澄夫〒105-0013（株）ティエスジー

           埼玉県さいたま市北区宮原町３－
５８６

           東京都港区新橋５－３５－１０

所長

代表取締役
情報通信システムエンジニアリング（
株）埼玉営業所 048-660-5270

048-662-3977気仙　国男〒331-0812
03-3434-5195

101040101393703-3434-1041内田　剛〒105-0004情報通信システムエンジニアリング（
株）

           埼玉県さいたま市大宮区土手町１－
２　ＪＡ共済埼玉ビル７階

           神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－
１２

支店長

代表取締役
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業シ
ステム　関東支店 048-644-1730

048-644-1737池戸　卓己〒330-0801
045-443-3163

3020001113291045-443-3270上原　輝久〒221-0022（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業シ
ステム



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

遠隔監視カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
1802

法人番号

           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

           埼玉県さいたま市北区宮原町１－
６７７

           東京都港区虎ノ門１－１－２

支店長

代表取締役
ローレルバンクマシン（株）首都圏支
店 048-667-3031

048-667-3005坂本　敏郎〒331-0812
03-3502-3599

901040103206203-3502-3311池邉　孟〒105-8414ローレルバンクマシン（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

遠隔監視カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
1802

法人番号

           東京都港区芝大門１－１－３０

           兵庫県伊丹市藤ノ木３－５－３３

支社長

代表取締役
西菱電機（株）　東京支社

03-3434-8117
03-5777-3944早川　裕治〒105-0012
072-771-3830

1140001078509072-771-3811西井　希伊〒664-0847西菱電機（株）

           東京都千代田区麹町２－４

           愛知県名古屋市昭和区阿由知通１－５
－３

支店長

代表取締役
ＨＡＲＶＥＹ（株）東京支店

050-6875-686
050-5491-446山田　光〒102-0083
050-6875-686

1180001123913050-5433-309平林　貴〒466-0027ＨＡＲＶＥＹ（株）

           

           愛媛県松山市三番町４－９－５
代表取締役社長

〒
089-903-8085

5010001225540089-968-2075別府　幹雄〒790-0003（株）ガバメイツ

           

           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

           

           東京都台東区柳橋１－１３－３
代表取締役

〒
03-3899-9857

701050101630603-3866-3261田口　純〒111-0052（株）システムエンジニアリング

           東京都千代田区神田須田町１－２５

           東京都千代田区神田須田町１－２５

部長

代表取締役
メタウォーターサービス（株）事業推
進本部　東日本営業部 03-6853-8765

03-6853-7265程島　信一〒101-0041
03-6853-8765

901040109615703-6853-7265石川　俊之〒101-0041メタウォーターサービス（株）

           東京都中央区銀座８－２１－１

           東京都中央区銀座８－２１－１

首都圏部門長

代表取締役社長
パナソニックコネクト（株）現場ソリ
ューションカンパニー首都圏部門 03-5148-5128

03-5148-5390高嶋　靖彦〒104-0061
03-5148-5128

301000112921503-5148-5390樋口　泰行〒104-0061パナソニックコネクト（株）

           

           東京都渋谷区神宮前１－５－１
代表取締役

〒
03-5775-8921

601100103592003-5775-8475尾関　一郎〒150-0001セコム（株）

           東京都江東区東雲１－７－１２

           東京都江東区東雲１－７－１２

本部長

代表取締役社長
（株）ジェイエスキューブ　営業本部

03-6219-1302
03-5859-0498竹森　裕二〒135-0062
03-6219-1302

801040106720903-5859-0170松田　真人〒135-0062（株）ジェイエスキューブ

           東京都品川区北品川５－１２－４　リ
ードシー御殿山ビル６階

           兵庫県姫路市飾東町豊国２８９－１

本部長

代表取締役
(株)城山　東京営業本部

03-5793-7138
03-5793-7110吉田　寛〒141-0001
079-251-2011

3140001114798079-253-7110安藤　和正〒671-0219（株）城山

           東京都小平市御幸町３２

           東京都小平市御幸町３２

取締役本部長

代表取締役
（株）ＨＹＳエンジニアリングサービ
ス　フィールドサービス本部 042-325-3121

050-3383-366高橋 剛三〒187-8512
042-320-5700

7012701009163042-320-5931飯田　一郎〒187-8512（株）ＨＹＳエンジニアリングサービ
ス


