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01
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法人番号

           

           埼玉県狭山市入間川３－２０－８
代表取締役

〒
04-2952-1308

703000203399604-2953-8835島﨑　克之〒350-1305（有）タカラ堂

           

           埼玉県狭山市大字水野４８６－３
代表取締役

〒
04-2956-4405

503000203406304-2957-2732上園　正和〒350-1317（有）デンダ工芸

           

           埼玉県狭山市狭山１２－１９
代表取締役

〒
04-2952-1379

703000203670204-2952-2701五十子　浩基〒350-1334（有）ミネ五十子印刷

           

           埼玉県狭山市中央１－４７－７－Ａ
代表

〒
04-2936-7320
04-2936-7240髙木　真理子〒350-1308中央企画

           

           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
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           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

           

           埼玉県さいたま市南区内谷４－１１－
２６ 代表取締役
〒

048-838-3445

1030001014086048-837-5460中村　俊宏〒336-0034（株）エクス・アドメディア

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－
５１８ 代表取締役
〒

048-649-7079

8030001010731048-649-7078米澤　明男〒330-0834（株）テイク

           

           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）

           埼玉県坂戸市花影町８－５４－２０１

           埼玉県上尾市西宮下２－１３４－１

所長

代表取締役
（株）サンロード　西部営業所

048-773-8250
049-215-1577梅澤　久芳〒350-0236
048-773-8250

5030001041366048-773-8230榎本　隆司〒362-0043（株）サンロード

           

           埼玉県川越市元町２－１－１
代表取締役

〒
049-223-0204

4030001055045049-223-0258町田　忠男〒350-0062（株）創美

           

           埼玉県飯能市落合４８２－１
代表取締役

〒
042-972-6699

4030001089514042-971-0280椙田　智章〒357-0047日商ロードテクノス（株）

           

           埼玉県日高市大字新堀８５８
代表取締役

〒
042-985-4475

1030001089806042-989-6600野村　成良〒350-1243（株）ノア

           

           埼玉県上尾市平方３０７４
代表取締役

〒
048-726-7726

7030002057748048-726-6859宮﨑　美子〒362-0059（有）美光

           

           埼玉県さいたま市南区文蔵４－２３－
３－５０４ 代表取締役
〒

048-839-9605

4030002010370048-839-9603加藤　祥司〒336-0025（有）ニューマテリアル

           

           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

           埼玉県所沢市東所沢３－９－３－
１０３

           埼玉県さいたま市南区文蔵１－６－７

所長

代表取締役
交通産業（株）西部営業所

04-2946-5015
04-2946-5121渡邉　昌典〒359-0021
048-838-3863

5030001002649048-861-5881有馬　憲太郎〒336-0025交通産業（株）

           

           埼玉県秩父市大野原２２２７
代表取締役

〒
0494-23-3813

60300010907670494-23-4141栗原　創〒368-0005昭和工業（株）

           埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２２
－１４

           埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２２
－１４

専務取締役支店
長

代表取締役
（株）ムトーセーフ　浦和支店

048-833-4085
048-832-1541熊本　正宣〒330-0061
048-833-4085

3030001085266048-711-2121櫻下　誠二〒330-0061（株）ムトーセーフ
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           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

           

           埼玉県深谷市上敷免２８－２
代表取締役

〒
048-571-1220

5030001086411048-573-2711新　道行〒366-0029たつみ印刷（株）

           

           埼玉県さいたま市中央区円阿弥５－８
－３６ 代表取締役
〒

048-840-2121

7030001008446048-840-2111望月　諭〒338-0007望月印刷（株）

           

           埼玉県さいたま市緑区中尾１５２３
代表取締役

〒
048-874-1946

5030001014966048-873-3784若菜　正孝〒336-0932（株）東亜産業
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           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）

           埼玉県加須市北大桑１１９７－１

           東京都千代田区九段北４－３－２９

所長

代表取締役
ニチレキ（株）埼玉営業所

0480-72-5960
0480-72-5926秋葉　真喜雄〒349-1147
03-3265-1510

701000100873703-3265-1511小幡　学〒102-8222ニチレキ（株）

           埼玉県さいたま市北区吉野町２－
２７６－１

           神奈川県横浜市都筑区大熊町８１２－
１

北関東支店長

代表取締役
ＴＳＰ東日本（株）北関東支店

048-666-0025
048-666-0070池田　道雄〒331-0811
045-478-0247

9020001052204045-478-0246水澤　秋雄〒224-0042ＴＳＰ東日本（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）

           埼玉県さいたま市北区宮原町４－８３
－７

           東京都台東区池之端２－５－４１

所長

代表取締役
（株）丸菱行政地図　さいたま営業所

048-776-4834
048-776-9833森永　泰治〒331-0812
03-5815-4832

901050102643503-5815-4832吉冨　明〒110-0008（株）丸菱行政地図

           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）

           埼玉県川越市田町３３－２７

           東京都練馬区豊玉北４－２２－８

所長

代表取締役
新東京エンジニアリング（株）埼玉事
業所 049-242-1090

049-247-4664島内　友弘〒350-1113
03-3993-9116

201160100545003-3993-9531志鷹　秀俊〒176-0012新東京エンジニアリング（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

           埼玉県川口市坂下町４－１９－１９

           東京都世田谷区成城８－３０－１０

所長

代表取締役
日本給食設備（株）埼玉営業所

048-446-9782
048-446-9781渡辺　佳嗣〒334-0003
03-3482-2389

901090100899003-3482-2211鈴木　雅治〒157-0066日本給食設備（株）

           埼玉県さいたま市岩槻区本町５－４－
３

           東京都府中市武蔵台３－７－８

支店長

代表取締役
（株）大輝　埼玉支店

048-749-8186
048-749-8185早川　博文〒339-0057
042-574-2412

8012401000925042-574-2911岡野　一德〒183-0042（株）大輝

           埼玉県さいたま市南区南浦和２－４４
－９　榎本第三ビル４Ｆ

           東京都港区浜松町１－１４－５

支店長

代表取締役
（株）コトブキ　埼玉支店

048-886-5664
048-871-1030大川　泰志〒336-0017
03-5733-6675

401000101660203-6328-3093深澤　幸郎〒105-0013（株）コトブキ

           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）
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           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）

           

           栃木県那須塩原市石林３１８－１
代表取締役

〒
0287-36-0767

70600010119590287-36-0245小林　弘幸〒329-2711（株）川合ネームプレート製作所

           

           神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４８１
－１ 代表取締役
〒

045-864-3434

7020001000230045-864-3434中田　拓馬〒244-0816スリーエム技研（株）

           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

           

           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）

           

           千葉県市川市北国分１－２－１９
代表取締役

〒
047-300-7036

4040002043799047-300-7035丸茂　雅弘〒272-0836（有）Ｐ＆Ｔ

           

           東京都中野区新井１－３８－８
代表取締役

〒
03-5380-5404

701000102496503-5380-5401木村　和夫〒165-0026（株）塔文社

           

           東京都中央区日本橋３－８－１６
代表取締役

〒
03-5704-6685

601000105573903-5704-7561小島　武也〒103-0027（株）武揚堂

           

           東京都調布市深大寺北町２－４３－６
代表取締役

〒
042-483-2708

8010001062460042-483-2253倉田　聡〒182-0011（株）日本ブッカー

           

           東京都豊島区高松１－１１－１５　モ
リタビル西池袋 代表取締役
〒

03-5948-3781

101160100448603-5948-3780東風　美佐〒171-0042東京企画装飾（株）

           

           岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１
代表取締役

〒
0574-25-0430

72000010172800574-25-2755金指　忠久〒505-0021（株）マーク

           

           茨城県取手市清水７４７

〒
0297-83-6464

80500010278890297-83-2424菅谷　和雄〒300-1535（株）コーエー

           

           宮城県仙台市宮城野区大梶１０－１５
代表取締役

〒
022-299-7145

1370001004540022-297-2021鎌田　雅之〒983-0835葵工業（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）

           

           愛知県津島市東柳原町５－５－１
代表取締役

〒
0567-26-6099

51800010972940567-26-5251長田　一郎〒496-0045長田広告（株）
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           東京都台東区東上野６－２１－６

           大阪府大阪市北区万歳町３－７

支店長

代表取締役
（株）日展　東京支店

03-3843-4120
03-3847-2060福岡　功〒110-0015
06-6362-6030

612000106860606-6362-2210田加井　徹〒530-0028（株）日展

           

           東京都港区台場２－３－４
代表取締役　社
長執行役員

〒

03-3570-2397

401040102365203-5962-1171榎本　修次〒135-8622（株）乃村工藝社

           

           山梨県甲府市宮原町６０８－１
代表取締役

〒
055-241-1220

4090001000945055-241-1111野口　英二〒400-0058（株）サンニチ印刷

           

           茨城県つくば市谷田部３６２５－３
代表取締役

〒
029-839-2834

5050001016408029-839-2831太田　一哉〒305-0861（株）イベント・コミュニケーション
ズ茨城

           東京都千代田区平河町２－６－１　平
河町ビル

           北海道旭川市台場一条２－１－６

支店長

代表取締役
北海道地図（株）東京支店

03-5216-4830
03-5216-4833周藤　利通〒102-0093
0166-61-3300

44500010028880166-61-5531小林　毅一〒070-8071北海道地図（株）


