
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

簡易トイレ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2913

法人番号

           

           埼玉県狭山市東三ツ木２８８－１７
代表取締役

〒
04-2954-0626

603000102618404-2954-2376吉森　睦〒350-1302オリエント防災工業（株）

           

           埼玉県狭山市柏原字円光寺窪３３７－
２５ 代表取締役
〒

04-2954-4565

403000102650904-2954-4561針ヶ谷　眞仁〒350-1335東洋防災（株）

           

           埼玉県狭山市入間川３－３５－１４
代表取締役

〒
04-2954-7416

803000102619904-2952-2279小俣　正行〒350-1305（株）オマタ



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

簡易トイレ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
2913

法人番号

           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



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

簡易トイレ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2913

法人番号

           

           埼玉県川越市大字下松原６３９－４
代表取締役

〒
049-243-1908

8030001056824049-242-5327金井　隆男〒350-1153（株）カナイ消防機材

           

           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

           

           埼玉県上尾市大字上１７２２－６
代表取締役

〒
048-782-6661

2030001062654048-782-6660木本　忠将〒362-0001（株）トレジャーボックス

           

           埼玉県所沢市小手指元町２－６－２２
代表取締役

〒
04-2938-5526

303000102844804-2938-5525佐藤　博一〒359-1147ミドリ安全所沢（株）

           

           埼玉県川越市脇田町１２－３－２０６
代表取締役

〒
049-280-1312

3030001055698049-280-1311伊藤　陸奥雄〒350-1122（株）ムツミ

           

           埼玉県所沢市上山口１４７３
代表取締役

〒
04-2922-6273

903000202804504-2922-6211中西　一晃〒359-1153（有）朝日防災設備

           

           埼玉県熊谷市上之２９１９－１
代表取締役

〒
048-522-7400

4030001085083048-526-0119山口　寿人〒360-0012（株）ナショナル消防化学

           

           埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２７
代表取締役

〒
048-284-5310

8030001073191048-286-1188笹澤　義明〒334-0013（株）日本ケアーシステム

           

           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

           

           埼玉県坂戸市三光町３６－１
代表取締役

〒
049-282-2085

4030001068781049-281-5243梅澤　將明〒350-0235坂戸防災（株）

           

           埼玉県川口市本蓮１－１－９
代表取締役

〒
048-282-1999

1030001077158048-283-3911星野　晃一郎〒334-0076星野総合商事（株）

           

           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）

           

           埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
代表取締役

〒
048-475-2337

3030001045204048-475-1511大村　相基〒353-0001アクアイースト（株）

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市中央区上落合２－３
－４ 代表取締役
〒

048-614-8821

2030001002998048-614-8801牧野　考二郎〒338-0001ＡＬＳＯＫ埼玉（株）

           

           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



業 者 名 簿
県内本店

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

簡易トイレ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2913

法人番号

           

           埼玉県川口市仲町２－１９
代表取締役

〒
0480-58-2218

20300010764480480-58-2211長島　博高〒332-0022長島鋳物（株）

           

           埼玉県所沢市大字下富５９８－４
代表取締役

〒
04-2943-1025

703000102535004-2943-1022小野　哲夫〒359-0001（株）早稲田技研防災



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

簡易トイレ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2913

法人番号

           埼玉県さいたま市大宮区下町２－６１

           東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１４－９

取締役北関東信
越支店長

代表取締役社長
テルウェル東日本（株）北関東信越支
店 048-640-7890

048-640-7880池田　清之〒330-0844
03-3341-3001

901100103634603-3350-7121谷　誠〒151-0051テルウェル東日本（株）

           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）

           埼玉県さいたま市西区飯田新田244-1

           群馬県前橋市上小出町１－９－１２

部長

代表取締役
コーエィ（株）Ｅ・Ｃ事業部　さいた
ま営業所 048-625-2461

048-620-2323加藤　満〒331-0068
027-233-3030

2070001001170027-233-0522関口　典明〒371-0037コーエィ（株）

           埼玉県さいたま市浦和区領家７－５－
１６－１０１

           東京都江東区北砂１－１３－４

営業統括本部長

代表取締役
赤城工業（株）さいたま新都心営業所

048-835-1165
048-835-1166大場　正広〒330-0072
03-3649-6967

401060100041003-3649-6966須永　照重〒136-0073赤城工業（株）

           埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１１
－２　松栄浦和ビル

           東京都立川市曙町２－２０－５

所長

代表取締役
立川ハウス工業（株）埼玉営業所

048-864-8862
048-864-8841竹下　正宏〒330-0064
042-525-5207

8012801000847042-525-5221栗原　徹也〒190-0012立川ハウス工業（株）

           埼玉県所沢市大字中富２５４－２

           奈良県奈良市大森町４７－３

所長

代表取締役
小山（株）埼玉営業所

04-2990-1518
04-2990-1515玉置　雅之〒359-0002
0742-22-4340

11500010008180742-22-4321小山　智士〒630-8131小山（株）

           埼玉県川越市脇田本町１５－１３　東
上パールビル５Ｆ

           東京都品川区東品川２－３－１１

支店長

代表取締役
（株）ＪＴＢ　川越支店

049-241-3492
049-246-5813納代　信也〒350-1123
03-5796-5845

801070101286303-5796-5822山北　栄二郎〒140-8602（株）ＪＴＢ

           埼玉県さいたま市北区吉野町２－
２７６－１

           東京都目黒区東山１－１７－１６

所長

代表取締役社長
ＴＳＰ太陽（株）さいたま営業所

048-666-6761
048-666-6760山下　明〒331-0811
03-3791-0953

101320100370303-3719-3721池澤　嘉悟〒153-0043ＴＳＰ太陽（株）

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－２　ＧＩＮＺＡＹＡＭＡＴＯ３　６Ｆ

           東京都千代田区丸の内１－４－１

所長

代表取締役
（株）ナガワ　埼玉営業所

048-644-6015
048-644-6010人見　泰宣〒330-0854
03-5288-8680

743000105629703-5288-8666髙橋　修〒100-0005（株）ナガワ

           埼玉県さいたま市大宮区三橋２－
６８０－１

           千葉県柏市新十余二５

支店長

代表取締役社長
三協フロンテア（株）さいたま支店

048-622-3577
048-621-1388浅利　茂樹〒330-0856
04-7131-3289

804000106564204-7133-6666長妻　貴嗣〒277-8539三協フロンテア（株）

           埼玉県川口市本蓮２－８－１０

           東京都千代田区丸の内３－４－１　８
階

所長

代表取締役
東京物産（株）埼玉営業所

048-291-8232
048-291-8224根本　達司〒334-0076
03-3212-2660

901000103439203-3212-0601平野　武大〒100-0005東京物産（株）



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

簡易トイレ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2913

法人番号

           東京都江東区東陽３－７－１３

           東京都江東区東陽３－７－１３

執行役員火力原
子力防災事業部
長

代表取締役
東電フュエル（株）火力原子力防災事
業部 03-5677-2241

03-6371-2700山﨑　賢一〒135-0016
03-5677-2240

801040102128003-6371-2600西山　和幸〒135-0016東電フュエル（株）

           

           東京都中央区佃２－２－７
代表取締役

〒
03-3536-8329

101000104867203-3536-8328髙村　知宏〒104-0051（株）蘇穣メディカルグループ

           

           奈良県橿原市北八木町１－６－１６
代表取締役

〒
0744-25-8155

41500010106980744-22-2043和田　英徳〒634-0005大和中央製薬（株）

           

           大阪府松原市田井城１－６－２２、５
Ｆ－Ａ 代表社員
〒

072-294-6453

9120103002807072-294-6450項　帥〒580-0044ヴィレップス（同）

           東京都葛飾区小菅４－２１－７　吉田
第２ビル１０４

           長崎県大村市平町１９３３

所長

代表取締役
（株）ナカムラ消防化学　東京営業所

03-5680-6665
03-5680-6823家元　昭〒124-0001
0957-52-1623

63100010088560957-52-1617中村　康祐〒856-0042（株）ナカムラ消防化学

           

           東京都武蔵村山市神明１－９３－９
代表取締役

〒
042-516-8206

9012801002990042-516-8201志々田　浩太郎〒208-0002（株）桃源堂

           

           東京都足立区西新井６－２５－１３
代表取締役

〒
03-3856-1215

601180100857103-3856-1211清水　充〒123-0841清水化学工業（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）

           

           東京都豊島区高田３－２３－１２
代表取締役社長

〒
03-5950-6253

901330101834603-3981-7255國米　正裕〒171-0033白十字販売（株）

           

           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）

           

           東京都世田谷区池尻１－１１－１０　
サンヴィレッジ３２－１階 代表取締役
〒

03-6802-6874

112000117402903-6802-6873中村　祐哉〒154-0001（株）リンク

           

           東京都渋谷区本町１－４－１４
代表取締役

〒
03-3377-1772

201100102778003-3377-1100森山　典明〒151-0071アースサポート（株）


