
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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2103

法人番号

           

           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
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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2103

法人番号

           

           埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－
５１８ 代表取締役
〒

048-649-7079

8030001010731048-649-7078米澤　明男〒330-0834（株）テイク

           

           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

           

           埼玉県入間郡毛呂山町前久保南３－
１５－３ 代表取締役
〒

049-295-6247

6030002094008049-295-6251霜崎　健生〒350-0463（有）エステック

           

           埼玉県鴻巣市松原３－６－４８
代表取締役

〒
048-540-6816

1030001062523048-540-6815杉原　正文〒365-0042ハラエンジニアリング（株）

           

           埼玉県入間市宮寺６１１
代表取締役

〒
04-2934-1813

503000203476504-2934-1848大木　規男〒358-0014（有）入間堂

           

           埼玉県入間郡毛呂山町中央３－３２－
３ 代表取締役
〒

049-298-5793

6030001007630049-298-5792樋口　一雄〒350-0461北辰映像（株）

           

           埼玉県川越市問屋町８－１
代表取締役

〒
049-226-3010

6030001055472049-226-3001小谷野　和統〒350-0856（株）フカワビジネス

           

           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

           

           埼玉県川越市脇田本町１－３
代表取締役

〒
049-246-7826

8030001057574049-246-5588松本　信一〒350-1123（株）タカインフォテクノ

           

           埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２
代表取締役

〒
048-548-9400

8030001062153048-549-0822加藤　剛也〒369-0112（株）会議録センター



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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2103

法人番号

           

           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

           

           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）



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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2103

法人番号

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－
９７０－６

           東京都千代田区東神田１－７－８

支店長

代表取締役
（株）東和エンジニアリング　関東支
店 048-648-7732

048-648-7701本部　将司〒330-0854
03-5833-8301

801050102264103-5833-8300新倉　恵里子〒101-8631（株）東和エンジニアリング

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－２０

           東京都港区東新橋１－５－２

支社長

代表取締役社長
富士通Ｊａｐａｎ（株）埼玉支社

048-640-1000
048-648-4675大久保　尚〒330-0854
03-6712-3595

501000100676703-6712-3111砂田　敬之〒105-0021富士通Ｊａｐａｎ（株）

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１７　シーノ大宮サウスイング８階

           東京都港区芝５－７－１

支社長

代表取締役執行
役員社長

日本電気（株）関東甲信越支社
048-642-2822
048-641-1411田口　卓〒330-0854

701040102291603-3454-1111森田　隆之〒108-8001日本電気（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桜木町２－
２８７　大宮西口大栄ビル４階

           東京都台東区台東１－５－１

所長

代表取締役
凸版印刷（株）大宮営業所

048-778-8539
048-778-8538刑部　吉輝〒330-0854

701050101623103-3835-5111麿　秀晴〒110-8560凸版印刷（株）

           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

           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

支店長

代表取締役
東京通信電設（株）埼玉支店

048-660-5270
048-662-3533岡本　悟〒331-0812
03-3436-5655

401040102081503-3434-5101内田　剛〒105-0004東京通信電設（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）

           埼玉県さいたま市北区奈良町４８－３

           東京都品川区上大崎２－１０－４３

支社長

代表取締役社長
執行役員

ホーチキ（株）北関東支社
048-666-8778
048-665-2057木田　学〒331-0822

03-3444-6090

301070100897303-3444-4111山形　明夫〒141-8660ホーチキ（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）



業 者 名 簿
県内支店

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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2103

法人番号

           埼玉県さいたま市中央区新都心１１－
２　ランド・アクシス・タワー２８階

           東京都江東区豊洲２－２－１

埼玉支社長

代表取締役
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（株）埼玉支社 048-601-1661

048-600-1523野崎　寛之〒330-6028

503000100344903-6630-8000旗生　泰一〒135-0061富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン（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
県外

頁6

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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2103

法人番号

           

           石川県金沢市米泉町１０－１－１５３
代表取締役社長

〒
076-240-8002

6220001006423076-240-2211森　泰夫〒921-8044北陸電話工事（株）

           

           大阪府大阪市淀川区十三本町３－６－
３５ 代表取締役社長
〒

06-6306-5055

412000109278906-6306-2061遠山　雅夫〒532-0024大阪ガスセキュリティサービス（株）

           埼玉県北本市中央２－６１

           東京都新宿区市谷砂土原町１－２－
３４

所長

代表取締役
（株）会議録研究所　埼玉営業所

048-592-2030
048-592-1500増岡　政道〒364-0031
03-3267-8199

601110100437003-3267-6051小池　好子〒162-0842（株）会議録研究所

           

           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）

           東京都中央区日本橋小舟町９－３　日
本橋相互ビル５０５号室

           山口県宇部市大字西岐波１５４０－
１２

取締役兼東京営
業所長

代表取締役
（株）ぎじろくセンター　東京営業所

03-6264-8782
03-6264-8781濱野　尚子〒103-0024
0836-54-0001

42500010031470836-51-6191白井　義美〒755-0192（株）ぎじろくセンター

           

           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）

           東京都江東区東陽２－３－２５

           東京都中央区新川２－４－７

取締役上席執行
役員　営業統括
グループ　統括

代表取締役
（株）内田洋行　営業統括グループ

03-3615-6412
03-5634-6634小柳　諭司〒135-0016
03-3555-4622

101000103473003-3555-4064大久保　昇〒104-0033（株）内田洋行

           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）

           

           東京都千代田区外神田６－１５－１２
代表取締役

〒
03-5817-5758

901000108724203-5817-5751及川　弘〒101-0021富士電機ＩＴソリューション（株）

           東京都中央区日本橋茅場町１－１－
３　ニッセイビル茅場町ビル

           大阪府大阪市港区磯路２－２１－１

取締役常務執行
役員東京支社長

代表取締役社長
日本電通（株）東京支社

03-3666-2441
03-3666-1500高野　三省〒103-0025
06-6577-4145

412000103013806-6577-4121戸谷　典嗣〒552-0003日本電通（株）

           

           大阪府大阪市淀川区宮原３－４－
３０　ニッセイ新大阪ビル 代表取締役
〒

06-4807-6375

612000105614806-4807-6371大浦　淳司〒532-0003Ｓｋｙ（株）

           東京都文京区湯島３－２４－１１　湯
島北東ビル

           東京都文京区湯島３－２４－１１

部長

代表取締役
コムコ（株）ソリューション営業部

03-3834-5377
03-3837-4871井川　健一〒113-0034
03-3836-2979

201000101667803-3837-4871橋本　有史〒113-0034コムコ（株）

           

           東京都府中市東芝町１
代表取締役社長

〒
042-340-8120

1120001085374042-333-6901近藤　浩太郎〒183-8511東芝通信インフラシステムズ（株）

           東京都江東区豊洲２－２－１　豊洲ベ
イサイドクロスタワー

           富山県富山市牛島新町５－５

部長

代表取締役
（株）インテック　公共ソリューショ
ン営業部 03-6685-4099

050-1702-052浜崎　純宏〒135-0061
076-444-1161

2230001000255076-444-1111北岡　隆之〒930-8577（株）インテック



業 者 名 簿
県外

頁7

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

視聴覚機器類

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2103

法人番号

           

           東京都台東区浅草橋１－２２－１６
代表取締役

〒
03-5822-0566

401000111534603-5822-0603大江　愼一〒111-0053エイチ・シー・ネットワークス（株）

           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
）


