
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

照明器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2002

法人番号

           

           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

           

           埼玉県狭山市入間川３１７４－５
代表取締役

〒
04-2959-3863

903000102875604-2956-1145浅野　光司〒350-1305（株）東光

           

           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２－１５－４
代表取締役

〒
04-2953-6218

203000203328204-2953-2525加藤　尚男〒350-1305（有）エース商会

           

           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）

           

           埼玉県狭山市新狭山２－１０－２２
代表取締役

〒
04-2954-2110

403000203356104-2953-3333西澤　長次〒350-1331（有）クリエイト



業 者 名 簿
市内支店
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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

照明器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
2002

法人番号

           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

照明器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2002

法人番号

           

           埼玉県川口市東川口６－７－３
代表取締役

〒
048-297-2306

5030001083251048-297-2300濱名　良介〒333-0801（株）サンゲート

           

           埼玉県熊谷市江南中央２－１７－１
代表取締役

〒
048-539-3344

3030001084532048-539-3333藤間　太郎〒360-0114（株）オキナヤ

           

           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）

           埼玉県川越市大字天沼新田２６９－
６　ルーミーアサダ１階１０１

           埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１３
－１８　埼佛会館３階Ｂ

川越支店長

代表取締役
三栄管理興業（株）川越支店

049-239-7116
049-239-7115立石　武史〒350-0806
048-711-7561

5030001062008048-711-7560髙松　六男〒330-0063三栄管理興業（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

           

           埼玉県所沢市北岩岡２６２－８
代表取締役

〒
04-2942-9544

503000102484104-2942-9551橋本　幹男〒359-0007（株）橋本電工

           

           埼玉県さいたま市南区辻１－３－１８
代表取締役

〒
048-845-6515

3030001003021048-845-6511田中　栄三〒336-0026埼玉田中電気（株）

           

           埼玉県越谷市赤山町３－２１０－１
代表取締役

〒
048-940-8708

2030001097551048-940-8707平野　達彦〒343-0807ＭＩＭＩ・インターナショナル（株）

           

           埼玉県入間市下藤沢７９７－１
代表取締役社長

〒
04-2963-7171

703000102541704-2963-1171吉沼　昭夫〒358-0011昭和電子産業（株）

           

           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

           

           埼玉県川越市かし野台１－１３－４６
代表取締役

〒
049-291-7781

6030001104849049-291-7780源　直樹〒350-1179（株）スペシャリスト

           

           埼玉県坂戸市大字戸宮４８２－２
代表取締役

〒
049-290-6434

4030001136076049-290-6434上野　陽香〒350-0208アイギス（株）

           

           埼玉県所沢市山口２７８５－１
代表社員

〒
04-2922-5167

403000300145104-2922-5168高橋　伸一〒359-1145（資）アィテム

           

           埼玉県飯能市落合４８２－１
代表取締役

〒
042-972-6699

4030001089514042-971-0280椙田　智章〒357-0047日商ロードテクノス（株）

           

           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



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

照明器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2002

法人番号

           埼玉県さいたま市中央区上落合８－１
－１９

           東京都千代田区飯田橋２－１８－４

課長

代表取締役社長
（株）大塚商会　ＬＡ事業部北関東Ｌ
Ａ販売課 048-858-1177

048-858-1171小玉　浩二郎〒338-8515
03-3514-7112

101000101298303-3264-7111大塚　裕司〒102-8573（株）大塚商会

           埼玉県所沢市牛沼２８３３－５

           栃木県宇都宮市星が丘２－１－８

店長

代表取締役
（株）コジマ　コジマ×ビックカメラ
所沢店 04-2991-0223

04-2991-0222卯花　典雅〒359-0026
028-621-0002

2060001001667028-621-0001中澤　裕二〒320-0038（株）コジマ

           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）

           埼玉県さいたま市北区日進町３－
６１６－５　大宮ビル４階

           宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－１

所長代理

代表取締役
アイリスオーヤマ（株）関東支店さい
たま営業所 048-663-7701

048-669-5175吉田　健助〒331-0823
022-217-3787

3370001006799022-221-3400大山　晃弘〒980-8510アイリスオーヤマ（株）

           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

           埼玉県さいたま北区宮原町４－１１２
－１３

           東京都品川区東大井５－１１－２

支店長

代表取締役
電通工業（株）関東支店

048-652-3040
048-652-3030荒井　英樹〒331-0812
03-5479-3701

701040101874903-5479-3711有若　信雄〒104-0011電通工業（株）

           埼玉県さいたま市中央区本町東３－
１５－１２

           東京都八王子市散田町３－７－２３

センター長

代表取締役
（株）環境管理センター　北関東技術
センター 048-840-1101

048-840-1100宮原　慎一〒338-0003
042-667-6789

7013401000164042-673-0500水落　憲吾〒193-0832（株）環境管理センター



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

照明器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2002

法人番号

           

           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

           東京都港区芝浦１－２－３

           大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２
号

取締役

代表取締役
シャープマーケティングジャパン（株
）ビジネスソリューション担当 03-5446-8354

03-5446-8352美甘　將雄〒105-0023
06-6796-1540

104000100890506-6796-1542中山　藤一〒581-8585シャープマーケティングジャパン（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

           

           千葉県千葉市中央区都町６－２１－５
代表取締役

〒
043-231-8166

5040001003497043-231-8231平野　恒次〒260-0001スイス通信システム（株）


