
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

防犯カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2929

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２－４－５
代表取締役

〒
04-2958-0566

503000102628404-2956-1118清水　信之〒350-1306狭山ケーブルテレビ（株）



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

防犯カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2929

法人番号

           

           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

           

           埼玉県川口市西青木２－４－２０
代表取締役

〒
048-240-5801

8030001074223048-240-5800髙栁　恵造〒332-0035川口管財（株）

           

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－
４７７　福島ビル３階 代表取締役
〒

048-788-2381

7030001003760048-653-2211田口　哲也〒330-0854三和システムサービス（株）

           

           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

           

           埼玉県川口市西青木２－３－１１
代表取締役

〒
048-229-0639

8030001082052048-229-0600髙栁　太輔〒332-0035（株）フェニックス

           

           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

           

           埼玉県さいたま市桜区西堀５－９－
３９ 代表取締役
〒

048-861-2110

1030001003320048-861-2111國光　勝三〒338-0832（株）埼玉測機社

           

           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）

           

           埼玉県ふじみ野市上福岡３－１１－
２０ 代表取締役
〒

049-261-4064

4030001055870049-261-4053大室　昭浩〒356-0004大室防災（株）

           

           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）

           

           埼玉県深谷市上野台２９２０
代表取締役

〒
048-571-3386

5030001086460048-573-1121古郡　公恵〒366-0801東京ワックス（株）

           埼玉県坂戸市八幡２－９－３０

           埼玉県秩父市上野町２９－２３

支店長

代表取締役
丸京商事（株）坂戸支店

049-281-2528
049-281-2525南　健治〒350-0223
0494-25-0252

60300010910630494-25-2525笠原　稔史〒368-0031丸京商事（株）



業 者 名 簿
県内支店

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

防犯カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2929

法人番号

           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）

           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）

           埼玉県さいたま市見沼区春岡３－５－
１３

           神奈川県横浜市中区尾上町６－８６－
１

支店長

代表取締役
三峰無線（株）北関東支店

048-685-6553
048-685-6518山川　一郎〒337-0008
045-225-8983

9010001017216045-225-8930中島　芳明〒231-0015三峰無線（株）

           埼玉県さいたま市浦和区本太１－７－
１３

           東京都文京区本駒込６－１４－９

支社長

代表取締役
（株）フレーベル館　埼玉支社

048-881-3952
048-881-3951大橋　徹〒330-0052
03-5395-6621

801000100700303-5395-6600吉川　隆樹〒113-8611（株）フレーベル館

           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

           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）

           埼玉県さいたま市北区宮原町３－
５１５－２

           東京都文京区本郷３－４－１７

支店長

代表取締役
北関東支店

048-652-1974
048-652-1765斉藤　慶治〒331-0812
03-3812-3079

601000100616303-3816-4565杉岡　久紀〒113-0033日神電子（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

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）

           埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－
１５－１６　常盤１０丁目ビル５Ｆ

           東京都中央区日本橋本町１－１０－３

支店長

代表取締役
(株)クマヒラ　さいたま支店

048-832-7501
048-832-1616新井　哲也〒330-0061
03-3270-4340

101000110887203-3270-4381渡邉　秀隆〒103-0023（株）クマヒラ

           埼玉県さいたま市浦和区仲町２－４－
１

           東京都渋谷区渋谷３－１５－６

関東営業部長

代表取締役
ミツイワ（株）関東営業部

048-824-6936
048-824-5911猪俣　元〒330-0062
03-3407-2180

901100102257703-3407-2181羅本　礼二〒150-0002ミツイワ（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

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１６

           東京都港区西新橋２－１５－１２

所長

代表取締役
（株）日立国際電気　北関東営業所

048-645-2283
048-645-2282我妻　智行〒330-0854
03-3502-2502

201000109806403-5510-5931佐久間　嘉一郎〒105-8039（株）日立国際電気

           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）



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

防犯カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2929

法人番号

           埼玉県さいたま市中央区上落合２－
１１－３２　アーバン・Ｖ北与野ビル１階

           東京都新宿区西新宿２－４－１　新宿
ＮＳビル

支社長

代表取締役
セントラル警備保障（株）埼玉支社

048-615-3715
048-615-3700三郷　真樹〒338-0001
03-3342-4692

901110101121603-3344-1711澤本　尚志〒163-0831セントラル警備保障（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

防犯カメラ

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2929

法人番号

           東京都品川区北品川５－１２－４　リ
ードシー御殿山ビル６階

           兵庫県姫路市飾東町豊国２８９－１

本部長

代表取締役
(株)城山　東京営業本部

03-5793-7138
03-5793-7110吉田　寛〒141-0001
079-251-2011

3140001114798079-253-7110安藤　和正〒671-0219（株）城山

           東京都港区芝大門１－１－３０

           兵庫県伊丹市藤ノ木３－５－３３

支社長

代表取締役
西菱電機（株）　東京支社

03-3434-8117
03-5777-3944早川　裕治〒105-0012
072-771-3830

1140001078509072-771-3811西井　希伊〒664-0847西菱電機（株）

           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
）

           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

           東京都千代田区麹町２－４

           愛知県名古屋市昭和区阿由知通１－５
－３

支店長

代表取締役
ＨＡＲＶＥＹ（株）東京支店

050-6875-686
050-5491-446山田　光〒102-0083
050-6875-686

1180001123913050-5433-309平林　貴〒466-0027ＨＡＲＶＥＹ（株）


