
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

その他機械器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2523

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

           

           埼玉県狭山市鵜ノ木１９－３
代表取締役

〒
04-2953-6522

503000102670604-2954-2141吉松　賢司〒350-1323吉松建設工業（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

その他機械器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
2523

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）

           埼玉県狭山市大字中新田字芝２７６－
４

           千葉県市川市田尻２－１１－２５

支店長

代表取締役
（株）市川環境エンジニアリング　埼
玉支店 04-2959-1044

04-2950-1050瀬川　順也〒350-1311
047-370-3749

7040001025515047-376-1711岩楯　保〒272-0014（株）市川環境エンジニアリング

           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



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

その他機械器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2523

法人番号

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－
７４８ 代表取締役
〒

048-644-0548

7030001003422048-644-0541水谷　貞次〒330-0854埼玉協立オート・ドア（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

           

           埼玉県さいたま市岩槻区大戸１６８８
－８ 代表取締役
〒

048-799-1056

8030001017875048-799-0512小島　哲夫〒339-0014小島商事（株）

           

           埼玉県川口市芝下１－１－３
代表取締役

〒
048-424-2799

1120901030611048-424-2800三門　克彰〒333-0848（株）テクノアーツ

           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）

           

           埼玉県行田市桜町１－６－１０
代表取締役

〒
048-554-9450

1030001086761048-554-9511山田　正巳〒361-0022（株）カンエイメンテナンス

           

           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

           

           埼玉県さいたま市北区櫛引町２－
２９６ 代表取締役
〒

048-666-8935

9030001002208048-667-6767松井　章〒331-0825（株）埼玉第一興商

           

           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



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

その他機械器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2523

法人番号

           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）

           埼玉県さいたま市北区東大成町２－
２９９－１

           兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５

所長

代表取締役
極東開発工業（株）埼玉営業所

048-668-7715
048-668-7712富樫　正範〒331-0814
0798-66-8156

71400010685120798-66-1000布原　達也〒663-8545極東開発工業（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

           埼玉県北本市宮内６－１

           東京都港区白金１－１７－３

支店長

代表取締役
コマツカスタマーサポート（株）北本
支店 048-591-5222

050-3486-712高澤　裕〒364-8555
03-3473-8128

7021001015409050-3486-412粟井　淳〒108-0072コマツカスタマーサポート（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）

           埼玉県さいたま市北区東大成町２－
６１３

           神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５

支店長

代表取締役
アマノ（株）大宮支店

048-660-1037
048-652-2461木村　吉秀〒331-0814
045-439-1150

3020001019365045-401-1441津田　博之〒222-8558アマノ（株）

           埼玉県さいたま市北区奈良町１４－３

           東京都大田区羽田旭町１１－１

支社長

代表執行役社長
（株）荏原製作所　北関東支社

048-666-6112
048-646-7129吉田　英吾〒331-0822
03-5736-3104

101080100174803-3743-6111浅見　正男〒144-8510（株）荏原製作所

           埼玉県さいたま市浦和区領家４－５－
４

           東京都大田区大森北４－８－１

所長

代表取締役
（株）ジーエス・ユアサフィールディ
ングス　北関東営業所 048-813-7411

048-813-7440飯島　哲男〒330-0072
03-5753-1550

401080101225503-5753-1500東　大道〒143-0016（株）ジーエス・ユアサフィールディ
ングス

           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）

           埼玉県さいたま市南区南浦和３－４４
－１６

           東京都新宿区中落合３－２１－２

埼玉営業所長

代表取締役
（株）リクチ漏水調査　埼玉営業所

048-813-3240
048-813-3220佐野　克俊〒336-0017
03-3954-9158

201110102260803-3954-9225天野　智〒161-0032（株）リクチ漏水調査

           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４－
２５２　ユニオンビル

           東京都港区東新橋１－９－２

支店長

代表取締役
水ingエンジニアリング（株）北関東
支店 048-643-8181

048-643-7716川端　謙二〒330-0854
03-3572-1208

501040113701403-4346-0620池口　学〒105-0021水ingエンジニアリング（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

その他機械器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2523

法人番号

           

           東京都足立区東伊興３－１５－１２
代表取締役

〒
03-3857-1625

401180101202203-3857-1661加藤　和也〒121-0801（株）マック

           

           東京都文京区小石川５－３６－５
代表取締役

〒
03-3868-0721

501330102868703-6628-8850執行　健太郎〒112-0002（株）アイ・ステーション

           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）

           

           東京都大田区千鳥２－１０－１６
代表取締役

〒
03-5482-2144

901080100185603-5482-2141塩見　泰成〒146-0083（株）エルコム

           

           東京都品川区東五反田２－１－１０
代表取締役

〒
03-5447-0217

301070102260303-5447-2260石本　裕章〒141-0022大崎データテック（株）

           東京都港区芝浦３－１６－１

           東京都港区芝浦３－１６－１

支店長

代表取締役
（株）ウォーターテック　東日本支店

03-3456-0646
03-3456-0795大隅　昌平〒108-0023
03-3769-0714

601040102147203-3456-0785早坂　克浩〒108-0023（株）ウォーターテック

           

           東京都品川区西五反田２－２０－４
代表取締役

〒
03-6747-8125

401000113727403-6747-8124西川　光一〒141-0031タイムズ２４（株）

           東京都大田区大森北１－５－１

           福島県福島市三河北町９－８０

所長

代表取締役
（株）福島製作所　東京営業所

03-5767-6550
03-5767-6540難波　毅〒143-0016
024-533-8318

9380001001430024-534-3146百田　昭洋〒960-8054（株）福島製作所

           

           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）

           

           東京都千代田区神田須田町１－１８
代表取締役

〒
03-3255-3980

101000100942703-3255-3988髙島　敏直〒101-0041（株）アイタック

           

           東京都江戸川区鹿骨１－６－８
代表取締役

〒
03-3677-5703

601170100974403-3679-0086山口　精一〒133-0073（株）ワーク衡業

           東京都台東区台東３－７－３

           茨城県龍ヶ崎市出し山町４７

支店長

代表取締役
（株）スリーライク　東京支店

03-5812-6961
03-5812-6960橋本　欣吾〒110-0016
0297-60-7112

90500010259330297-60-7110三好　進〒301-0839（株）スリーライク

           

           千葉県佐倉市上志津１３４１－７
代表取締役

〒
043-489-4606

6040002063944043-460-4686川原　健司〒285-0846東亜テック（有）

           静岡県伊豆市柏久保６２７－３

           広島県呉市広多賀谷３－４－９

所長

代表取締役
（株）キムラ　伊豆営業所

0558-72-4525
0558-72-4498勝又　啓之〒410-2407
0823-74-6522

12400010267790823-74-3009木村　秀樹〒737-0134（株）キムラ

           

           東京都中央区日本橋小伝馬町１－３
代表取締役社長

〒
03-5962-3243

701000101423103-5962-3244小川　尚〒103-0001（株）カンツール



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

その他機械器具

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2523

法人番号

           

           群馬県伊勢崎市宮子町３４５０－８
代表取締役

〒
0270-21-5757

90700010133900270-21-5599鈴木　誠〒372-0801サンデンシステムエンジニアリング（
株）

           

           東京都文京区大塚３－１－１
代表取締役

〒
03-3943-8441

301000100555603-3943-2221谷一　文子〒112-8632（株）図書館流通センター

           東京都小金井市前原町５－６－１２

           東京都小金井市前原町５－６－１２

支店長

代表取締役
シチズンＴＩＣ（株）東京支店

042-386-2222
042-386-2293日下部　鋭一〒184-0013
042-386-2235

8012401005081042-386-2379細萱　直人〒184-0013シチズンＴＩＣ（株）

           東京都江東区有明３－５－７

           東京都江東区有明３－５－７

部長

代表取締役
三菱プレシジョン（株）営業本部　社
会・交通システム事業部駐車場システ
ム営業部

03-5531-8142
03-5531-8077舘　和嘉〒135-0063
03-5531-8142

801060103248203-5531-8060藤本　聖二〒135-0063三菱プレシジョン（株）

           東京都中央区日本橋１－１４－７　明
治安田生命江戸橋ビル

           香川県高松市牟礼町牟礼２２４６

支店長

代表取締役
鎌長製衡（株）　東京支店

03-3243-2081
03-3243-2080寺井　公一〒103-0027
087-845-7442

6470001000095087-845-1111鎌田　長明〒761-0196鎌長製衡（株）

           東京都品川区西五反田４－３２－１

           東京都品川区西五反田４－３２－１

パーキングシス
テム事業部長

代表取締役
日本コンピュータ・ダイナミクス（株
）パーキングシステム事業部 03-5437-1032

03-5437-1031中根　純一〒141-0031
03-5437-1022

201070100786903-5437-1021下条　治〒141-0031日本コンピュータ・ダイナミクス（株
）

           

           千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
代表取締役

〒
043-351-9179

2010001144314043-351-9163﨑山　芳行〒261-7130ＪＦＥ環境テクノロジー（株）

           

           千葉県八千代市上高野１８２３－１
代表取締役

〒
047-485-1627

3040001020651047-482-1411島田　直弥〒276-0022極東サービス（株）

           

           東京都中央区日本橋小網町７－２
代表取締役

〒
03-3667-9638

401000104539403-3667-4975森井　清〒103-0016サイカパーキング（株）

           

           大分県由布市挾間町来鉢２９９６－２
代表取締役

〒
097-583-6969

8320002008646097-583-6767三重野　丈一〒879-5512（有）日本一安い罠の店

           群馬県高崎市貝沢町４７８

           東京都江東区東陽２－４－２

支店長

代表取締役
（株）オーテック　環境システム事業
部　北関東支店 027-362-2489

027-362-2321野村　浩久〒370-0042
03-3699-0416

801060100127203-3699-0411市原　伸一〒135-0016（株）オーテック

           

           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

           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

           東京都世田谷区桜丘５－４８－１６

           東京都世田谷区桜丘５－４８－１６

支店長

代表取締役
（株）水機テクノス　関東支店

03-3426-2714
03-3426-2620水口　博史〒156-0054
03-3426-2714

601090101162603-3426-2600原　毅〒156-0054（株）水機テクノス
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           東京都港区海岸１－７－１
代表取締役

〒
03-4288-2613

901040105246503-6889-2699今井　康之〒105-7529ソフトバンク（株）


