
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

発電機

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2520

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

           

           埼玉県狭山市入間川１－２－３
代表理事

〒
04-2952-6616

403000500388304-2952-2038岸　和則〒350-1305狭山液化石油ガス（協）

           

           埼玉県狭山市入間川１－２－３
代表取締役

〒
04-2952-6616

203000203350604-2952-2038岸　和則〒350-1305（有）岸石炭店

           

           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
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

発電機

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
2520

法人番号

           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

           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）



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

発電機

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2520

法人番号

           

           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

           

           埼玉県秩父市東町７－５
代表取締役

〒
0494-22-0748

30300010907370494-23-0111落合　正雄〒368-0042埼玉消防機械（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

           

           埼玉県さいたま市緑区三室１２０６－
３ 代表取締役
〒

048-874-1199

8030001006300048-875-0119冨田　裕史〒336-0911日本消防サービス（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

           

           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



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

発電機

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2520

法人番号

           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）

           埼玉県さいたま市大宮区東町１－１６
－２

           千葉県千葉市中央区問屋町１－３５

支店長

代表取締役
（株）エス・アイ・シー　さいたま支
店 048-729-4065

048-729-4064渡邉　健一〒330-0841
043-301-8839

4040001011311043-301-8822古谷　孝誠〒260-0025（株）エス・アイ・シー

           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

           埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－
２６２－６

           東京都渋谷区笹塚１－６２－１１

所長

代表取締役
（株）協和コンサルタンツ　関東営業
所 048-645-4727

048-645-4740発知　雅史〒330-0843
03-3377-7721

201100100655303-3376-3172山本　満〒151-0073（株）協和コンサルタンツ

           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土手町１－
３８－１

           東京都千代田区神田須田町１－２５

所長

代表取締役
メタウォーター（株）さいたま営業所

048-615-0862
048-615-0860加藤　裕宗〒330-0801
03-6853-8718

801040107529303-6853-7300山口　賢二〒101-0041メタウォーター（株）

           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

           埼玉県所沢市くすのき台１－１１－
２　西武第２ビル７階

           東京都港区元赤坂１－６－６

支社長

代表取締役
綜合警備保障（株）埼玉西支社

04-2926-4797
04-2926-4791野村　美珠江〒359-0037
03-3470-2626

301040101607003-3470-6811柑木　伊久二〒107-8511綜合警備保障（株）

           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）

           埼玉県さいたま市浦和区元町１－２４
－２５

           群馬県前橋市上小出町３－１－５

支店長

代表取締役
門倉テクノ（株）関東支店

048-871-1006
048-871-1005門倉　拓也〒330-0073
027-237-5007

9070001004654027-210-1022門倉　達朗〒371-0037門倉テクノ（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

発電機

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2520

法人番号

           

           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）

           

           東京都千代田区外神田６－１５－９
代表取締役

〒
03-5807-5366

501000103428903-3837-3246塩谷　智彦〒101-0021東京電機機器サービス（株）

           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）

           

           東京都新宿区左門町２０－７
代表取締役

〒
03-6386-3521

201110102990003-6386-3501庄子　勝弘〒160-0017三興メイビス（株）

           東京都中央区月島２－２０－１５

           新潟県長岡市稲保４－７１３－２

取締役本店長

代表取締役
船山（株）東京本店

03-3532-1119
03-3532-3601多田　奈美〒104-0052
0258-25-2805

91100010233930258-25-2780秋山　政信〒940-8577船山（株）

           

           東京都港区芝浦３－４－１
代表取締役

〒
03-5444-0244

301040100500803-5444-5725松原　和彦〒108-0023（株）ＮＴＴファシリティーズ

           

           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）


