
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

その他空調冷暖房機器

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
1913

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

           

           埼玉県狭山市南入曽２５１－７
代表取締役

〒
04-2957-2910

203000102639404-2957-1409鈴木　雅和〒350-1316（株）スズキ電機

           

           埼玉県狭山市上奥富新堀９７
代表取締役

〒
04-2952-7295

603000102622604-2954-6321黒木　竜太〒350-1333（株）協同エンジニアリング

           

           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

           

           埼玉県狭山市入間川３－３－１８
代表取締役

〒
04-2968-5614

103000203338204-2952-2301鈴木　健彦〒350-1305（有）岡野電気商会

           

           埼玉県狭山市上奥富新堀97
代表取締役

〒
04-2936-9241

403000110182304-2936-9251黒木　竜太〒350-1333協同カインドサービス（株）

           

           埼玉県狭山市東三ツ木２－１１
代表取締役

〒
04-2954-8780

103000102649404-2954-7121寺澤　英治〒350-1302（株）テラサワ



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

その他空調冷暖房機器

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
1913

法人番号

           埼玉県狭山市笹井１－１７－１８

           東京都杉並区成田東５－３５－１０

営業所所長

代表取締役
コ－ザイ（株）　埼玉営業所

04-2953-7375
04-2954-2345嶋田　哲治〒350-1327
03-3393-3063

701130100232203-3393-2160貝沼　信和〒166-0015コーザイ（株）

           埼玉県狭山市大字水野字月見野４５８
－８４

           埼玉県草加市住吉１－１３－１０

営業所長

代表取締役
堀川産業（株）エネクル狭山支店

04-2958-4402
04-2958-4401大野　尚登〒350-1317
048-924-9072

1030001035561048-925-8991堀川　雅治〒340-0014堀川産業（株）

           埼玉県狭山市富士見２－６－１８

           埼玉県さいたま市北区植竹町１－７３

所長

代表取締役
（株）松本商会　狭山営業所

04-2959-5185
04-2959-5181清水　勝之〒350-1306
048-665-1415

1030001007949048-662-1007松本　充弘〒331-0813（株）松本商会



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

その他空調冷暖房機器

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
1913

法人番号

           

           埼玉県川越市南大塚２－１０－６
代表取締役

〒
049-241-6615

3030001055426049-241-6611新井　勉〒350-1162（株）ビージーサービス

           

           埼玉県さいたま市北区日進町３－
５９７－１ 代表取締役
〒

048-652-4414

6030001001229048-652-4449岩元　孝〒331-0823エーシーテクノサンヨー（株）

           埼玉県日高市高富６１－１

           埼玉県鴻巣市箕田３３７８－１

所長

代表取締役
トヨタＬ＆Ｆ埼玉（株）狭山日高営業
所 042-984-2070

042-984-1200中澤　勉〒350-1223
048-596-2845

9030001061815048-596-1231渡邉　高伸〒365-0062トヨタＬ＆Ｆ埼玉（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）

           

           埼玉県三郷市早稲田４－７－９
代表取締役

〒
048-958-3777

4030001036755048-958-2611西藤　新〒341-0018（株）新電気

           

           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）



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

その他空調冷暖房機器

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
1913

法人番号

           埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－
４

           東京都中央区銀座７－１４－１

支社長

代表取締役
荏原実業（株）関東支社

048-824-0670
048-824-0351柳本　将道〒330-0064
03-5565-2894

501000103902403-5565-2881吉田　俊範〒104-8174荏原実業（株）

           埼玉県さいたま市大宮区仲町２－６５
－２　Ｖスクエア大宮

           東京都渋谷区笹塚１－５０－１

支店長

代表取締役
ジョンソンコントロールズ（株）北関
東支店 048-640-1794

0120-506-255鹿又　隆〒330-0845
03-5738-6298

80110010460810121-506-255吉田　浩〒151-0073ジョンソンコントロールズ（株）

           埼玉県さいたま市中央区新都心１１－
２

           東京都千代田区丸の内２－７－３

支店長

代表取締役
アズビル（株）ビルシステムカンパニ
ー北関東支店 048-601-2255

048-600-6071西村　和彦〒330-6012
03-5220-7270

901000109636703-6810-1000山本　清博〒100-6419アズビル（株）

           埼玉県白岡市新白岡７－１４－１３

           滋賀県草津市青地町１０００

支店長

代表取締役
川重冷熱工業（株）北関東支店

0480-91-3500
0480-44-9340多辺田　勉〒349-0211
077-563-1120

3160001012736077-563-1111森　宏之〒525-8558川重冷熱工業（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

           埼玉県入間市東藤沢２－１７－１

           群馬県高崎市栄町１－１

所長

代表取締役
(株)ヤマダデンキ　入間営業所

04-2966-5085
04-2901-7008古曽根　洋徳〒358-0012
027-345-8825

2070001036729027-345-8857小林　辰夫〒370-0841（株）ヤマダデンキ



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

その他空調冷暖房機器

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
1913

法人番号

           

           奈良県橿原市北八木町１－６－１６
代表取締役

〒
0744-25-8155

41500010106980744-22-2043和田　英徳〒634-0005大和中央製薬（株）

           東京都港区東新橋１－５－１

           大阪府大阪市中央区城見２－１－６１

取締役本部長

代表取締役
パナソ二ックＥＷエンジニアリング（
株）東京本部 03-3575-7047

03-3575-7043秋月　伸也〒105-0021
06-6910-0130

312000108978606-6910-0131藤井　和夫〒540-0001パナソニックＥＷエンジニアリング（
株）

           東京都墨田区両国２－１０－１４

           東京都墨田区両国２－１０－１４

東京本店長

代表取締役
日本電技（株）東京本店

03-5624-1029
03-5624-1000岡崎　功〒130-8556
03-5624-1109

101060102148303-5624-1100島田　良介〒130-8556日本電技（株）

           

           東京都中央区日本橋本町３－１１－
１１ 代表取締役
〒

03-6632-7755

201000105147703-6632-7000長尾　克己〒103-0023東テク（株）

           東京都中央区日本橋兜町８－４

           千葉県市川市本北方１－３５－５

支店長

代表取締役
第一セントラル設備（株）東京支店

03-3662-3252
03-3662-3650池田　紀雄〒103-0026
047-333-7928

2040001026699047-332-5206深山　浩一〒272-0816第一セントラル設備（株）


