
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

その他工業用薬品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
3821

法人番号

           

           埼玉県狭山市狭山台１－５－２９
代表取締役

〒
04-2957-5830

303000102643504-2958-1529山室　博美〒350-1304大栄化学（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

その他工業用薬品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
3821

法人番号

           

           埼玉県さいたま市浦和区高砂４－３－
１－２０３ 代表理事
〒

048-711-7866

8030005000794048-711-7865関根　晃〒330-0063埼玉建築物総合管理（同）

           

           埼玉県さいたま市北区奈良町１５７－
４ 代表取締役
〒

048-653-0217

1030001002603048-651-0767松島　昭仁〒331-0822ケミテック（株）

           

           埼玉県川口市朝日２－１０－５
代表取締役

〒
048-223-1511

3030001077016048-223-1511澤村　隆〒332-0001不二商会（株）

           

           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）

           

           埼玉県朝霞市浜崎１－２－２０
代表取締役

〒
048-487-2829

3030001047340048-476-3511金子　光男〒351-0033直治薬品（株）

           

           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

           

           埼玉県飯能市仲町３－８
代表取締役

〒
042-973-7143

9030001089575042-972-7141前島　宏之〒357-0038（株）前島商店

           

           埼玉県さいたま市大宮区三橋２－
４０２ 代表取締役
〒

048-644-7418

4030001006007048-644-7417澤田　明〒330-0856（株）トーニチ

           

           埼玉県川越市大字今福１７５２－４
代表取締役

〒
049-241-8914

7030001054564049-241-8121達　信也〒350-1151環境計装（株）

           

           埼玉県さいたま市浦和区常盤９－５－
８ 代表取締役
〒

048-822-7510

7030001008248048-831-9667小山　昇〒330-0061武蔵野環境整備（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）

           埼玉県足立郡伊奈町大字小室字道上
１０３６０

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－５

執行役員産業ガ
ス部部長

代表取締役社長
（株）サイサン　産業ガス部

048-722-9006
048-722-9011小嶋　正義〒362-8531
048-645-8305

9030001003544048-641-8211川本　武彦〒330-0854（株）サイサン

           

           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）



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

その他工業用薬品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
3821

法人番号

           埼玉県越谷市南越谷４－２３－１３

           東京都渋谷区西原２－１－４　白倉ビ
ル

支店長

代表取締役
城山産業（株）埼玉支店

048-987-1080
048-987-1081渡邊　浩二〒343-0845
03-3460-2619

401100101132003-3460-2625山田　純久〒151-0066城山産業（株）

           埼玉県ふじみ野市丸山１－１０

           東京都新宿区西落合２－９－１６

埼玉営業所長

代表取締役
みどり化学（株）埼玉営業所

049-262-3451
049-261-3553坂田　淳〒356-0035
049-278-1315

9011101020621049-266-5246堀江　晴夫〒161-0031みどり化学（株）

           埼玉県越谷市蒲生西町２－１２－５

           東京都荒川区西日暮里１－１９－９

所長

代表取締役
フジオックス（株）越谷営業所

048-986-2524
048-986-2155立野　一宏〒343-0835
03-3807-7410

701150100849003-3891-6291藤本　孝雄〒116-0013フジオックス（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

           埼玉県白岡市新白岡７－１４－１３

           滋賀県草津市青地町１０００

支店長

代表取締役
川重冷熱工業（株）北関東支店

0480-91-3500
0480-44-9340多辺田　勉〒349-0211
077-563-1120

3160001012736077-563-1111森　宏之〒525-8558川重冷熱工業（株）

           埼玉県幸手市大字上吉羽字堤外
１８７０－１７

           東京都中央区日本橋馬喰町２－６－
１０　東京大和化成ビル

所長

代表取締役
大和化成（株）埼玉営業所

0480-48-2519
0480-48-2518田中　正月〒340-0121
03-5640-6502

401000112654103-5847-0713平田　融作〒103-0002大和化成（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）

           埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－１０
－２５

           東京都新宿区東五軒町３－２５

センター長

代表取締役社長
（株）ウォーターエージェンシー　埼
玉オペレーションセンター 048-851-3314

048-851-3310高瀬　裕良〒338-0013
03-3267-5421

501110101676303-3267-4001榊原　秀明〒162-0813（株）ウォーターエージェンシー



業 者 名 簿
県外

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

その他工業用薬品

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
3821

法人番号

           東京都新宿区新宿４－３－
１７FORECAST新宿SOUTHビル６階

           香川県三豊市仁尾町仁尾辛１

所長代理

代表取締役
仁尾興産（株）東京営業所

03-6866-9983
03-6867-1596亀山　修〒160-0022
0875-82-5271

64700010104660875-82-5021塩田　健一〒769-1406仁尾興産（株）

           

           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）

           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）

           

           東京都港区芝浦３－９－１
代表取締役社長

〒
03-5439-5514

501000104969103-5439-4171辻　一徳〒108-0023（株）タクマテクノス

           

           東京都町田市木曽東１－３４－６
代表取締役社長

〒
042-727-6743

2012301000980042-726-2647赤石　賢治〒194-0036（株）三凌商事

           

           東京都八王子市本郷町８－１２
代表取締役

〒
042-624-5288

4010101003500042-625-3711本間　尚幸〒192-8533双葉産業（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）


