
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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

01
6005

法人番号

           

           埼玉県狭山市入間川３－３－３
代表取締役

〒
04-2952-6995

803000102625704-2952-2358五十子　寿彦〒350-1305光版社印刷（株）

           

           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

           

           埼玉県狭山市入間川４－１１－１２
代表取締役

〒
04-2952-3798

903000102612404-2952-3788五十子　喜徳〒350-1305五十子印刷（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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

02
6005

法人番号

           埼玉県狭山市入間川１－１４－２２

           埼玉県飯能市双柳６６３－１

取締役支店長

代表取締役
赤沢測量設計（株）狭山支店

04-2952-2413
04-2952-5622長野　陽太郎〒350-1305
042-952-2413

5030001089281042-972-6466赤沢　正晃〒357-0021赤沢測量設計（株）



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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
6005

法人番号

           

           埼玉県鶴ケ島市脚折町１－１９－４０
代表取締役

〒
049-285-4613

3030002093482049-285-4611木内　武〒350-2211（有）東京工芸社

           

           埼玉県川越市元町２－４－５
代表取締役

〒
049-225-0149

4030001054815049-222-0935櫻井　理恵〒350-0062（株）櫻井印刷所

           

           埼玉県飯能市柳町１２－１０
代表取締役

〒
042-974-3379

8030001809907042-973-2525佐藤　智子〒357-0035（株）ブラウズ

           

           埼玉県所沢市松郷１５２－５（所沢松
郷工業団地内） 代表取締役
〒

04-2944-7279

203000102524804-2944-9544梶山　虎雄〒359-0027（株）ユー企画印刷

           

           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

           

           埼玉県ふじみ野市福岡５６２
代表取締役

〒
049-268-1500

7030001056049049-253-4985山本　直〒356-0011（株）吉岡

           

           埼玉県新座市東北１－１４－１
代表取締役

〒
048-486-0272

2030001011685048-486-0271菅原　広志〒352-0001（株）中野技術

           

           埼玉県越谷市大字平方２８２７－１
代表取締役

〒
048-976-1836

3030001064360048-976-2301富岡　国洋〒343-0002（株）大和ビジネス

           

           埼玉県戸田市笹目南町５－１３
代表取締役

〒
048-449-1070

4030001020420048-421-6521熊丸　正憲〒335-0035第一ビジネス・フォーム（株）

           

           埼玉県鴻巣市本町４－３－２３
代表取締役

〒
048-542-6954

2030001061623048-541-5142新井　貴之〒365-0038（株）アサヒコミュニケーションズ

           

           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

           

           埼玉県さいたま市南区別所３－１－
１０ 代表取締役
〒

048-862-2908

6030001001757048-862-2901岩渕　均〒336-0021関東図書（株）

           

           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）

           

           埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷４－３
－２５ 代表取締役
〒

048-825-6058

2030001000011048-825-6023原　俊樹〒330-0075ＡＧＳ（株）

           

           埼玉県さいたま市西区飯田７０
代表取締役

〒
048-624-1125

1030001004319048-624-1121渋木　理俊〒331-0058（株）秀飯舎



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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

03
6005

法人番号

           

           埼玉県所沢市中富１４６１－５
代表取締役

〒
04-2942-2064

603000102446904-2942-7656須澤　一男〒359-0002（株）第一印刷



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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
6005

法人番号

           埼玉県川越市南台３－１４－４

           東京都江東区新木場４－７－４１

支店長

代表取締役社長
朝日航洋（株）埼玉支店

049-244-4844
049-244-2225古川　竜次〒350-1165
03-3522-7162

701060104141903-3522-7161加藤　浩士〒136-0082朝日航洋（株）

           埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
３６６－９

           静岡県浜松市中区元城町２１６－１９

所長

代表取締役
（株）フジヤマ　埼玉営業所

048-700-4849
048-700-4851小杉　泰裕〒330-0854
053-455-4619

8080401004709053-454-5892藤山　義修〒430-0946（株）フジヤマ

           埼玉県さいたま市大宮区下町１－４２
－２

           愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５

部長

代表取締役
小林クリエイト（株）東日本営業部

048-645-7963
048-642-0030山本　祥二〒330-0844
0566-26-5308

51803010139590566-26-5310小林　友也〒448-8656小林クリエイト（株）

           埼玉県さいたま市浦和区岸町７-１-４

           東京都千代田区平河町１－７－２１

支社長

代表取締役
昭和（株）埼玉支社

048-831-4867
048-831-4828西澤　清仁〒330-0064
03-5276-8787

601150100220603-5276-8777本島　哲也〒102-0093昭和（株）

           埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３
－２

           東京都新宿区北新宿２－２１－１

支店長

代表取締役社長
国際航業（株）埼玉支店

048-686-8387
048-686-1220米田　敏秀〒337-0051
03-5656-8691

901000100866903-6362-5931土方　聡〒169-0074国際航業（株）

           埼玉県川越市南台１－１－１

           東京都品川区大崎１－１５－９

事業部長

代表取締役
光村印刷（株）川越工場

049-246-2163
049-242-4025北條　文雄〒350-1165
03-3492-4990

401070100944203-3492-1181嶋山　芳夫〒141-8567光村印刷（株）

           埼玉県さいたま市南区南本町１－１０
－２

           東京都八王子市東浅川町５５３

所長

代表取締役
光ビジネスフォーム（株）さいたま営
業所 048-866-4522

048-866-4521福田　秀治〒336-0018
042-666-7657

5010101003318042-663-1635松本　康宏〒193-0834光ビジネスフォーム（株）

           埼玉県さいたま市南区南本町１－１７
－１　ＭＭＣビル

           東京都新宿区西新宿６－１４－１　新
宿グリーンタワービル

支店長

代表取締役
アジア航測（株）埼玉支店

048-862-2200
048-816-3511木村　元太郎〒336-0018
03-3348-2248

601110100070003-5909-4181畠山　仁〒160-0023アジア航測（株）

           埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－
１

           東京都港区東新橋１－７－３

所長

代表取締役社長
トッパン・フォームズ（株）埼玉営業
所 048-822-1144

048-822-1141富山　淳一〒330-0063
03-6253-5787

401040105034103-6253-5600坂田　甲一〒105-8311トッパン・フォームズ（株）

           埼玉県さいたま市中央区新都心７－
２　大宮サウスゲート９Ｆ

           福岡県北九州市戸畑区中原新町３－１

所長

代表取締役
（株）ゼンリン　大宮営業所

048-767-5768
048-767-5758松田　直樹〒330-0081
093-882-9100

5290801002046093-882-9050髙山　善司〒804-0003（株）ゼンリン

           埼玉県川口市西青木３－４－２

           東京都新宿区西早稲田３－１３－５

支店長

代表取締役
中央開発（株）　関東支店

048-250-1410
048-250-1416粕谷　剛〒332-0035
03-3208-3127

501110101299303-3208-3111田中　誠〒169-8612中央開発（株）

           埼玉県さいたま市北区東大成町２－
６１３

           神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５

支店長

代表取締役
アマノ（株）大宮支店

048-660-1037
048-652-2461木村　吉秀〒331-0814
045-439-1150

3020001019365045-401-1441津田　博之〒222-8558アマノ（株）

           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）

           埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－
７４－６　ＯＳセンタービル

           東京都目黒区下目黒１－７－１

支店長

代表取締役
（株）パスコ　さいたま支店

048-654-2766
048-654-2761伊賀　辰夫〒337-0051
03-5435-3563

501320100465603-5435-3562島村　秀樹〒153-0064（株）パスコ

           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



業 者 名 簿
県内支店

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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

04
6005

法人番号

           埼玉県春日部市樋堀２４４－３　ラミ
アール春日部Ａ-２０９

           東京都中央区新富１－８－６

所長

代表取締役
（株）昇寿堂　北関東出張所

048-797-7493
048-797-7492田名網　大輔〒344-0005
03-3551-8291

601000104731503-3552-3631村松　孝義〒104-0041（株）昇寿堂

           埼玉県さいたま市南区大谷口５７４５

           京都府京都市伏見区中島中道町１３３

所長

代表取締役
東洋印刷（株）埼玉営業所

048-711-7496
048-711-7495白田　大〒336-0042
075-604-6262

3130001021789075-604-2006土谷　潤一郎〒612-8456東洋印刷（株）

           埼玉県さいたま市見沼区小深作６０３
－１２

           東京都板橋区舟渡３－１５－２２

所長

代表取締役
（株）中央ジオマチックス　さいたま
営業所 048-686-7700

048-686-7700荻野　典幸〒337-0005
03-3967-1503

501140100413803-3967-1781田中　尚行〒174-0041（株）中央ジオマチックス

           埼玉県さいたま市南区辻４－２０－
２１

           栃木県小山市大字外城８１－９

所長

代表取締役
アクリーグ（株）埼玉営業所

048-872-1501
048-872-1500斎藤　静吾〒336-0026
0285-22-8224

60600010139800285-24-3933磯山　貴志〒323-0042アクリーグ（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

           埼玉県さいたま市南区南本町２－１８
－５

           北海道札幌市西区二十四軒２条６－１
－８

営業所長

代表取締役社長
（株）須田製版　埼玉営業所 011-866-3767塚田　大樹〒336-0018

011-621-1500

8430001008470011-621-1000須田　守〒063-8603（株）須田製版



業 者 名 簿
県外

頁7

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

その他の印刷

営業所所在地
代表者名 電話番号

ＦＡＸ番号役職

05
6005

法人番号

           

           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

           

           東京都墨田区両国１－１２－８
代表取締役

〒
03-3846-1189

201060101065003-3846-1088中野　茂季〒130-0026（株）現代けんこう出版

           

           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）

           

           東京都港区虎ノ門５－３－２０－
４１５ 代表取締役
〒

03-6659-5678

301040101701103-6450-1011牧野　正明〒105-0001高千穂商事（株）

           

           東京都新宿区西落合２－１２－４
代表取締役

〒
03-3953-5963

301110100685703-3953-5879稲垣　秀夫〒161-0031国土地図（株）

           

           東京都渋谷区渋谷２－５－２
代表取締役

〒
03-3406-1595

501100101259803-3406-1724赤澤　豊〒150-0002（株）セルコ

           

           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

           

           東京都千代田区神田小川町３－２２
代表取締役

〒
03-3291-7986

201000102515903-3291-0338五本木　秀昭〒101-0052内外地図（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

           東京都中央区銀座７－１６－１４　銀
座イーストビル４階

           大阪府大阪市中央区今橋２－４－
１０　ＥＤＧＥ淀屋橋

取締役営業部長

代表取締役
カワセコンピュータサプライ（株）東
京本社 03-5550-5295

03-3541-2281吉村　泰明〒104-0061
06-6222-7483

212000107713106-6222-7474川瀬　啓輔〒541-0042カワセコンピュータサプライ（株）

           

           東京都港区芝浦１－２－３　シーバン
スＳ館１３階 代表取締役
〒

03-5484-8812

501040115945403-5484-8811若松　秀明〒105-0023（株）広済堂ネクスト

           

           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

           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）

           

           東京都千代田区飯田橋３－１－１
代表取締役

〒
03-5212-6002

501000101943903-5212-6001橋本　貴史〒102-0072（株）ジェイ・アイ・エム

           

           神奈川県横浜市神奈川区金港町５－
３２　ベイフロント横浜 代表取締役
〒

045-441-1530

9020001015631045-441-1251五十嵐　孝雄〒221-0056日本ソフトウエアマネジメント（株）
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           東京都新宿区新宿１－１４－１２

           京都府京都市伏見区中島中道町１３３

所長

代表取締役
アテンサプライ（株）東京営業所

03-6273-1016
03-6273-1015小宮　久果〒160-0022
075-585-3161

1130001065061075-585-3136貴能　加代子〒612-8456アテンサプライ（株）

           東京都板橋区東坂下２－５－１

           大阪府大阪市中央区北浜東１－２０

本社長

代表取締役
ナカバヤシ（株）東京本社

03-3968-1222
03-3558-1255淡路　克浩〒174-8602
06-6943-5996

412000108602306-6943-5555湯本　秀昭〒540-0031ナカバヤシ（株）

           東京都大田区西蒲田７－４４－７　西
蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室

           新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２

支店長

代表取締役社長
（株）ナカノアイシステム　東京支店

03-6715-7587
03-6715-7586真壁　智〒144-0051
025-284-3600

5110001004348025-284-2100坂井　浩〒950-0951（株）ナカノアイシステム

           

           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

           東京都渋谷区本町４－１２－７

           東京都渋谷区本町４－１２－７

支社長

代表取締役
（株）エイテック　東日本支社

03-6311-8155
03-6311-8151吉本　智彦〒151-0071
03-6311-8155

401100105925203-6311-8151橘　義規〒151-0071（株）エイテック

           

           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

           

           広島県広島市西区草津新町１－２１－
３５　広島ミクシス・ビル 代表取締役
〒

082-501-2276

9240001012318082-279-5550内海　良夫〒733-0834（株）データホライゾン

           

           東京都中央区日本橋人形町１－８－４
代表取締役

〒
03-3668-1420

201000104924903-3668-4361今村　勇雄〒103-0013（株）ディーソル


