
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

水中ポンプ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2517

法人番号

           

           埼玉県狭山市青柳４７８－１
代表取締役

〒
04-2952-0772

103000203344904-2952-2614粕谷　孝一〒350-1301（有）カスヤ

           

           埼玉県狭山市富士見２－２２－３５
代表取締役

〒
04-2958-1133

603000102606904-2958-1131井花　伸浩〒350-1306（株）浅田屋

           

           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



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

水中ポンプ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
2517

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）

           埼玉県狭山市上赤坂６０７－３

           東京都中央区日本橋３－１２－２

所長

代表取締役
（株）アクティオ　所沢営業所

04-2957-5176
04-2957-5171内藤　健二〒350-1313
03-3276-3221

601000103449403-6854-1411小沼　直人〒103-0027（株）アクティオ

           埼玉県狭山市柏原４１２－１

           群馬県太田市東矢島町２０２

所長

代表取締役社長
（株）カネコ・コーポレーション　狭
山営業所 04-2955-0132

04-2955-0131時﨑　大輔〒350-1335
0276-46-1112

30700010189980276-46-1111金子　善行〒373-0816（株）カネコ・コーポレーション

           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

水中ポンプ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2517

法人番号

           

           埼玉県所沢市下富１２８８－１
代表取締役

〒
04-2990-5066

203000202975104-2990-5055坪田　泉〒359-0001（有）進和

           

           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

           

           埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－
１５ 代表取締役
〒

048-687-2001

3030001003582048-687-3131結城　剛〒337-0004（株）サイボウ

           

           埼玉県川越市大字今福１７５２－４
代表取締役

〒
049-241-8914

7030001054564049-241-8121達　信也〒350-1151環境計装（株）

           

           埼玉県さいたま市大宮区三橋２－
４０２ 代表取締役
〒

048-644-7418

4030001006007048-644-7417澤田　明〒330-0856（株）トーニチ

           

           埼玉県比企郡川島町伊草２８４－４
代表取締役

〒
049-297-0793

5030001056554049-297-2168相原　良將〒350-0158（株）スチール工業

           

           埼玉県所沢市小手指町１－４２－２４
代表取締役

〒
04-2929-5610

403000102417304-2929-5611小肥　博〒359-1141燦クリーン（株）

           

           埼玉県川口市本町３－７－１
代表取締役

〒
048-224-3314

1030001077579048-224-3311梅津　泰久〒332-0012矢澤フェロマイト（株）

           

           埼玉県富士見市南畑新田２０２
代表取締役

〒
049-254-1314

8030001046552049-251-3421谷澤　誠〒354-0003（株）谷澤商会



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

水中ポンプ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2517

法人番号

           埼玉県さいたま市北区吉野町１－２０
－２

           兵庫県宝塚市新明和町１－１

支店長

代表取締役
新明和工業（株）特装車事業部　営業
本部　関東支店 048-651-9237

048-651-9741板村　彰〒331-0811
0798-56-5001

71400010823230798-56-5000五十川　龍之〒665-8550新明和工業（株）

           埼玉県川越市大字今福字走水９７３－
３

           東京都千代田区永田町２－１４－２

所長

代表取締役
（株）レンタルのニッケン　川越営業
所 049-246-5182

049-246-1641山本　朗〒350-1151
03-5512-7548

401000103236803-5512-7311南岡　正剛〒100-0014（株）レンタルのニッケン

           埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－
１

           東京都港区海岸３－２０－２０

所長

代表取締役
（株）西原環境　北関東営業所

048-814-2751
048-814-2750前田　真〒330-0061
03-3455-4465

501040102343703-3455-4441西原　幸志〒108-0022（株）西原環境

           埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４
－１１

           東京都品川区南大井６－１３－１０

関東支店長

代表取締役
（株）第一テクノ　関東支店

048-840-3614
048-840-3611田中　直康〒338-0831
03-5762-8014

801070100541303-5762-8007向井　善彦〒140-0013（株）第一テクノ

           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）

           埼玉県川口市飯塚１－３－２６

           東京都千代田区西神田１－４－５

支店長

代表取締役
テスコ(株)埼玉支店

048-254-7080
048-229-1922古内　康〒332-0023
03-5244-5661

501110101187103-5244-5311髙橋　久治〒101-0065テスコ（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）

           埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－
１　ロイヤルパインズホテル浦和Ｂ１階

           東京都港区港南１－２－７０

営業所長

代表取締役
帝商（株）埼玉営業所

048-711-1929
048-814-1258伊藤　昌弘〒330-0062
03-3472-8661

501000105074003-6810-4842中野　誠〒108-0075帝商（株）

           埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３
－２０

           兵庫県神戸市東灘区本山南町８－６－
２６

所長

代表取締役
新明和アクアテクサービス（株）北関
東センター 048-651-9862

048-651-9861木田　博喜〒331-0812
078-436-0761

9140001029181078-436-0760石川　貞仁〒658-0015新明和アクアテクサービス（株）

           埼玉県越谷市南越谷４－２３－１３

           東京都渋谷区西原２－１－４　白倉ビ
ル

支店長

代表取締役
城山産業（株）埼玉支店

048-987-1080
048-987-1081渡邊　浩二〒343-0845
03-3460-2619

401100101132003-3460-2625山田　純久〒151-0066城山産業（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

水中ポンプ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2517

法人番号

           

           東京都東大和市立野４－５００
代表取締役

〒
042-562-6058

3012801003318042-562-3225松橋　文雄〒207-0021共立建機サービス(株)

           東京都港区芝浦３－９－１

           兵庫県尼崎市金楽寺町２－２－３３

支社長

代表取締役社長
（株）タクマ　東京支社

03-5730-9255
03-5730-9200丸田　元太〒108-0023
06-6483-2751

414000105351706-6483-2609南條　博昭〒660-0806（株）タクマ

           東京都中央区京橋２－１－３

           大阪府枚方市中宮大池１－１－１

支店長

代表取締役社長
クボタ機工（株）東京支店

03-3245-3145
03-3245-3141市川　篤〒104-8307
072-890-2790

3120001149458072-840-5727前田　勝弘〒573-0004クボタ機工（株）

           

           東京都品川区西五反田２－２９－９
代表取締役

〒
03-6420-3552

301070102144803-6420-3551江﨑　大輔〒141-0031東伸エンジニアリング（株）


