
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

その他消防・防災用品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
2932

法人番号

           

           埼玉県狭山市入間川３１７４－５
代表取締役

〒
04-2959-3863

903000102875604-2956-1145浅野　光司〒350-1305（株）東光

           

           埼玉県狭山市入間川３－３－２
代表取締役

〒
04-2954-6665

803000102637204-2952-2513篠塚　功〒350-1305（株）しのづか

           

           埼玉県狭山市広瀬３－３０－１０
代表取締役

〒
04-2954-9230

403000102664004-2953-5780松平　義継〒350-1319（株）マコト

           

           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）



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

その他消防・防災用品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
2932

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



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

その他消防・防災用品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2932

法人番号

           

           埼玉県入間市下藤沢７９７－１
代表取締役社長

〒
04-2963-7171

703000102541704-2963-1171吉沼　昭夫〒358-0011昭和電子産業（株）

           

           埼玉県飯能市前ケ貫１８１－２
代表取締役

〒
042-973-4651

1030001089269042-973-4616山岸　康範〒357-0043旭ダイヤモンド産業（株）

           

           埼玉県新座市北野２－１７－１２
代表取締役

〒
048-477-3498

6030001045647048-478-5569小林　辰郎〒352-0003三栄産業（株）

           

           埼玉県さいたま市浦和区本太２－９－
２４ 代表取締役
〒

048-882-5613

3030001002535048-882-5735森谷　行雄〒330-0052（株）ケント・コーポレーション

           

           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

           

           埼玉県久喜市除堀１５８－３
代表取締役

〒
0480-22-5271

20300010307510480-22-5665藤田　俊一〒346-0027（株）サンワールド

           

           埼玉県さいたま市桜区田島３－３－
１２ 代表取締役
〒

048-866-2313

9030001007272048-866-2311長田　茂〒338-0837不二薬品産業（株）

           

           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

           

           埼玉県鴻巣市松原３－６－４８
代表取締役

〒
048-540-6816

1030001062523048-540-6815杉原　正文〒365-0042ハラエンジニアリング（株）

           埼玉県入間市仏子１６８５－２－Ｂ
５０８

           埼玉県北足立郡伊奈町本町２－
３１４　ハイツレジーナ１０１

支店長

代表取締役
（有）ライフ・サポート　入間支店

048-723-9001
048-793-6400長谷川　孝一〒358-0053
048-723-9001

9030002057804048-723-9000湊　洋久〒362-0804（有）ライフ・サポート

           

           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）



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

その他消防・防災用品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
2932

法人番号

           

           埼玉県川越市田町３２－１２
代表取締役

〒
049-242-0778

7030001055496049-241-9000原　敏成〒350-1188武州瓦斯（株）

           

           埼玉県入間市狭山ケ原１１－７
代表取締役

〒
04-2934-1415

403000102727504-2934-6021横溝　誠司〒358-0032ムサシ王子コンテナー（株）

           

           埼玉県さいたま市北区大成町４－
１４０ 代表取締役
〒

048-664-7276

5030001005627048-651-1881藤池　一誠〒331-0815（株）デサン

           

           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

           

           埼玉県さいたま市中央区上峰３－１３
－２４ 代表取締役社長
〒

048-853-0439

7030001008909048-853-3005杉本　利孝〒338-0014ライン企画工業（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）

           

           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

           

           埼玉県東松山市大字野田９９０－１
代表取締役

〒
0493-24-4564

20300010707800493-24-4555中里　宗光〒355-0007化研興業（株）

           

           埼玉県川越市久保町２－１
代表取締役

〒
049-225-1821

5030001054401049-224-1277丸田　謙三〒350-0055越健産業（株）

           

           埼玉県鴻巣市鎌塚１０４７
代表取締役

〒
048-598-8713

8030001087084048-598-8712居木　哲也〒369-0112ユアサマクロス（株）



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

その他消防・防災用品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
2932

法人番号

           埼玉県さいたま市南区別所３－１－５

           東京都渋谷区笹塚１－５４－５

支社長

代表取締役社長
ニッタン（株）北関東支社

048-799-2494
048-799-2492佐藤　謙成〒336-0021
03-5333-8636

301100101723603-5333-8602沖　昌徳〒151-8535ニッタン（株）

           埼玉県所沢市牛沼２８３３－５

           栃木県宇都宮市星が丘２－１－８

店長

代表取締役
（株）コジマ　コジマ×ビックカメラ
所沢店 04-2991-0223

04-2991-0222卯花　典雅〒359-0026
028-621-0002

2060001001667028-621-0001中澤　裕二〒320-0038（株）コジマ

           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桜木町２－
２８７　大宮西口大栄ビル４階

           東京都台東区台東１－５－１

所長

代表取締役
凸版印刷（株）大宮営業所

048-778-8539
048-778-8538刑部　吉輝〒330-0854

701050101623103-3835-5111麿　秀晴〒110-8560凸版印刷（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）

           埼玉県加須市下崎２００

           東京都千代田区内神田２－９－６

工場長

代表取締役
三ツ矢産業（株）騎西工場

0480-47-0852
0480-47-0851榎本　武久〒347-0123
03-3256-8635

101000105806003-3256-8644橋本　昌憲〒101-0047三ツ矢産業（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）

           埼玉県さいたま市北区宮原町３－
５４７

           群馬県高崎市東町１７２－１６

支社長

代表取締役
関東ホーチキ（株）さいたま支社

048-667-8526
048-667-8521本間　裕栄〒331-0812
027-320-6091

7070001000523027-320-6090久保塚　洋一〒370-0045関東ホーチキ（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）

           埼玉県朝霞市本町２－１２－
２４　OneStopELAN201

           静岡県藤枝市下当間６２１－１

支店長

代表取締役
（株）コンツナ　埼玉支店

03-6871-9559
080-4208-936山田　敦基〒351-0011
054-643-6659

9080001016401054-641-0939山田　賀昭〒426-0003（株）コンツナ

           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）

           埼玉県所沢市下富４００

           東京都板橋区上板橋２－３８－１１　
タカマンビル３Ｆ 代表取締役

（株）出羽紙器製作所　新所沢工場
04-2943-3314
04-2943-3311赤岩　政俊〒359-0001
03-6906-7105

301140100436203-6906-7104小林　正臣〒174-0076（株）出羽紙器製作所

           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）

           埼玉県富士見市西みずほ台１－４－
５　ベルトピアみずほ台３０２

           神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台４１
－３５

所長

代表取締役
（株）ＣＵＺＭＡＴ　埼玉営業所

049-293-7226
049-293-7225志田　卓磨〒354-0018
045-332-3114

7020001061082045-332-3115松下　和彦〒240-0067（株）ＣＵＺＭＡＴ



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

その他消防・防災用品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
2932

法人番号

           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

           

           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

           

           大阪府大阪市東住吉区今川１－６－
２３ 代表取締役
〒

06-6713-7615

212000101064506-6713-7465中村　俊夫〒546-0003ワールドウォーターバッグ（株）

           

           神奈川県相模原市中央区清新８－９－
１７ 代表取締役
〒

042-758-5544

7021001013313042-758-5580緒方　哲也〒252-0216（株）東洋アクアテック

           

           東京都千代田区丸の内２－４－１　丸
の内ビルディング９階 代表取締役
〒

03-5252-3979

801000106378903-5220-3177川﨑　信明〒100-6309川﨑機工（株）

           

           京都府京都市下京区松原通堺町東入杉
屋町２８７ 代表取締役
〒

075-361-5091

7130001016513075-351-0361市川　誠〒600-8078市川甚商事（株）

           東京都千代田区外神田５－５－１１　
小西ビル１階

           石川県金沢市浅野本町口１４５

所長

代表取締役
長野ポンプ（株）東京営業所

03-5812-4022
03-5812-4021藤井　利男〒101-0021
076-252-4335

2220001004793076-252-4336長野　幸浩〒920-0841長野ポンプ（株）

           

           東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿
アイランドタワー９階 代表取締役
〒

03-5908-1081

201010101377303-5908-2389川村　卓也〒163-1309（株）木下抗菌サービス

           

           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）

           

           岡山県倉敷市福田町古新田１２１４－
１７ 代表取締役
〒

086-454-0228

4260001015265086-454-0208井上　泰裕〒712-8046（株）健康日本総合研究所

           東京都港区芝５－３６－７　三田ベル
ジュビル１９階

           兵庫県三田市テクノパーク１－５

支店長

代表取締役社長
執行役員

（株）モリタ　東京支店
03-6400-4551
03-6400-3482山北　忠司〒108-0014

079-568-7953

3140001067146079-568-7865加藤　雅義〒669-1339（株）モリタ

           

           神奈川県横浜市都筑区川向町７６
代表取締役

〒
045-473-7859

9020001008544045-473-7855兵頭　渉三〒224-0044ゴコウ（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）

           

           東京都文京区本駒込２－２９－２２
代表取締役

〒
03-5977-0311

101000100528503-5977-0300菅　国典〒113-0021（株）東京法規出版

           

           福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９
代表取締役

〒
0244-46-5558

83800010158600244-46-5555川又　啓蔵〒979-2335（株）鹿島印刷所

           

           東京都中央区日本橋富沢町４－１　み
ずほビル３階 代表取締役社長
〒

03-3661-9454

201000105738303-3662-2361澤田　庸介〒103-0006丸由工材（株）
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ＦＡＸ番号役職

05
2932

法人番号

           神奈川県相模原市中央区宮下２－１５
－５

           神奈川県相模原市中央区宮下２－１５
－５

所長

代表取締役
（株）成玉舎　第一営業所

042-779-0505
042-773-5858井出　貴生〒252-0212
042-779-0505

6021001012737042-773-5858山田　正〒252-0212（株）成玉舎

           

           東京都新宿区市谷田町１－１０　保健
会館新館 理事長
〒

03-3267-2658

801110500533003-3269-4727北村　邦夫〒162-0843（一社）日本家族計画協会

           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）

           

           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）

           

           大阪府大阪市天王寺区上本町５－３－
１５ 代表取締役
〒

06-6766-3349

112000107972306-6766-3363村田　吉優〒543-0001（株）サイネックス

           東京都港区虎ノ門１－７－１２

           東京都港区虎ノ門１－７－１２

本部長

代表取締役
沖電気工業（株）首都圏営業本部

03-5445-6234
03-5445-6092池西　利勝〒105-8460
03-3501-3914

701040100612603-3501-3111森　孝廣〒105-8460沖電気工業（株）

           東京都港区南青山５－１２－２２

           愛知県名古屋市中村区名駅４－２－
１１

執行役員東京支
社長

代表取締役
表示灯（株）東京支社

03-3797-4820
03-3797-4711佐合　克典〒107-0062
052-307-6635

7180001040070052-307-6633德毛　孝裕〒450-0002表示灯（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）

           

           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


