業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

01
0111

商号又は名称

（株）ティー・エス・イー

（物品）

1 頁

市内本店
汎用コンピュータ
営業所所在地

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見１－３－１１

代表者名
役職
若松 隆
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
04-2950-0071
04-2950-0072

寺澤 英治
代表取締役

04-2954-7121
04-2954-8780

法人番号
2030001027590

〒
（株）テラサワ

〒350-1302 埼玉県狭山市東三ツ木２－１１
〒

1030001026494

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

03
0111

商号又は名称

（物品）

県内本店
汎用コンピュータ
営業所所在地

ＡＧＳビジネスコンピューター（株） 〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－
２９９－１２
〒
（株）細村

2 頁

〒350-1126 埼玉県川越市旭町３－２１－７

代表者名
役職
小原 孝幸
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
048-677-6020
048-677-6026

法人番号
6030001003828

細村 範生
049-242-4315
代表取締役社長 049-245-8279

3030001055558

松本 信一
代表取締役

049-246-5588
049-246-7826

8030001057574

仲 俊和
代表取締役

049-246-6151
049-246-6155

7030001054746

柿澤 哲也
代表取締役

049-220-0855
049-220-0856

3030001057620

〒
（株）タカインフォテクノ

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町１－３
〒

埼玉マシン（株）

〒350-1117 埼玉県川越市広栄町２１－１０
〒

（株）ケイネットコミュニケーション 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町２－１５－１７
ズ
〒

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目
商号又は名称

04
0111

（物品）

県内支店
汎用コンピュータ
営業所所在地

富士通Ｊａｐａｎ（株）

〒105-0021 東京都港区東新橋１－５－２

富士通Ｊａｐａｎ（株）埼玉支社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－２０

テルウェル東日本（株）

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１４－９

テルウェル東日本（株）北関東信越支 〒330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町２－６１
店
日本電気（株）

〒108-8001 東京都港区芝５－７－１

日本電気（株）関東甲信越支社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１７ シーノ大宮サウスイング８階

メタウォーター（株）

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１－２５

メタウォーター（株）さいたま営業所 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－
３８－１
朝日航洋（株）

〒136-0082 東京都江東区新木場４－７－４１

朝日航洋（株）埼玉支店

〒350-1165 埼玉県川越市南台３－１４－４

ミツイワ（株）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３－１５－６

ミツイワ（株）関東営業部

〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－４－
１

富士通コワーコ（株）

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－
１５
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１１－２０

富士通コワーコ（株）関越支店

キヤノンシステムアンドサポート（株 〒108-8225 東京都港区港南２－１６－６
）
キャノンシステムアンドサポート（株 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波３－１９５
）埼玉中央営業部熊谷営業所
日本データーサービス（株）

〒065-0016 北海道札幌市東区北十六条東１９－１
－１４
日本データーサービス（株）さいたま 〒330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太２－２９
事務所
－６ クレイル浦和２０２号室
扶桑電通（株）

〒104-0045 東京都中央区築地５－４－１８

扶桑電通（株）北関東営業所

〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－
２

（株）ＮＴＴドコモ

〒100-6150 東京都千代田区永田町２－１１－１

（株）ＮＴＴドコモ

埼玉支店

3 頁

〒330-9536 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

代表者名
役職
砂田 敬之
代表取締役社長
大久保 尚
支社長
谷 誠
代表取締役社長
伊東 健一
取締役北関東信
越支店長
森田 隆之
代表取締役執行
役員社長
田口 卓
支社長
山口 賢二
代表取締役
加藤 裕宗
所長
尾暮 敏範
代表取締役社長
古川 竜次
支店長
羅本 礼二
代表取締役
猪俣 元
関東営業部長
中森 伸一
代表取締役
馬場 博行
支店長
平賀 剛
代表取締役
新井 孝彦
部長
石原 知樹
代表取締役
松山 正弘
所長
有冨 英治
代表取締役
田中 修
所長
井伊 基之
代表取締役
角 誠司
支店長

電話番号
ＦＡＸ番号
03-6712-3111
03-6712-3595
048-648-4675
048-640-1000
03-3350-7121
03-3341-3001
048-640-7880
048-640-7890
03-3454-1111
048-641-1411
048-642-2822
03-6853-7300
03-6853-8718
048-615-0860
048-615-0862
03-3522-7161
03-3522-7162
049-244-2225
049-244-4844
03-3407-2181
03-3407-2180
048-824-5911
048-824-6936
045-479-0111
045-479-0112
048-643-4080
048-642-5004
03-6719-7111
03-6719-7001
048-520-5800
048-520-5801
011-780-1111
011-780-1123
048-762-6137
048-762-6142
03-3544-7211
03-3544-7210
048-646-0631
048-646-0639
03-5156-1111
048-600-5101

法人番号
5010001006767

9011001036346

7010401022916

8010401075293

7010601041419

9011001022577

7020001063194

5010701002751

9430001020986

6010001055706

1010001067912

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
0111

商号又は名称

（物品）

県外
汎用コンピュータ
営業所所在地

（株）ＮＴＴデータ・アイ

4 頁

〒162-0824 東京都新宿区揚場町１－１８

代表者名
電話番号
役職
ＦＡＸ番号
青木 弘之
03-6280-7800
代表取締役社長 03-6280-7860

法人番号
2011101056358

〒
ＴＩＳ（株）

〒160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１

桑野 徹
03-5337-7070
代表取締役社長 03-5337-7555

2010001134133

齊藤 大地
代表取締役

044-520-0850
044-520-0845

3010401131679

今井 康之
代表取締役

03-6889-2699
03-4288-2613

9010401052465

井上 あまね
代表取締役
松尾 浩一郎
支店長
大久保 昇
代表取締役
小柳 諭司
取締役上席執行
役員 営業統括
グループ 統括
松田 敏之
代表取締役

03-5994-2600
03-5994-2601
03-6454-5601
03-6454-5605
03-3555-4064
03-3555-4622
03-5634-6634
03-3615-6412

2011401007325

086-264-0113
086-264-1159

8260001007077

清見 光生
代表取締役
児玉 真一
支社長
佐々木 康宏
代表取締役

092-281-5729
092-281-5744
03-6311-8356
03-6311-8359
055-220-6456
055-220-6458

1290001017278

〒466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１－５ 平林 貴
－３
代表取締役
〒102-0083 東京都千代田区麹町２－４
山田 光
支店長
〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口２－１２－
伊田 博
１０
代表取締役
〒

050-5433-309
050-6875-686
050-5491-446
050-6875-686
025-240-8700
025-240-8710

1180001123913

（株）ウェーブ

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町３－１－
３ オプティクスビル６Ｆ
〒

冨永 幸宏
代表取締役

03-6273-7335
03-6273-7336

2010001011530

（株）ジェイエスキューブ

〒135-0062 東京都江東区東雲１－７－１２
営業本部 〒135-0062 東京都江東区東雲１－７－１２

03-5859-0170
03-6219-1302
03-5859-0498
03-6219-1302
096-312-5140
096-312-5200

8010401067209

（株）ジェイエスキューブ

内田 聡
代表取締役社長
竹森 裕二
本部長
金子 篤
代表取締役

佐藤 恒徳
代表取締役

03-5275-7841
03-5275-7835

3010001022865

片倉 達夫
代表取締役社長
奥村 康彦
執行役員副社長

03-5148-5469
03-5148-5128
03-5148-5469
03-5148-5128

3010001129215

〒
（株）インフォマティクス

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０
〒

ソフトバンク（株）

〒105-7529 東京都港区海岸１－７－１
〒

富士フイルムシステムサービス（株） 〒174-0043 東京都板橋区坂下１－１９－１
富士フイルムシステムサービス（株） 〒174-0043 東京都板橋区坂下１－１９－１
公共事業本部首都圏支店
（株）内田洋行
（株）内田洋行

〒104-0033 東京都中央区新川２－４－７
営業統括グループ

（株）両備システムズ

〒135-0016 東京都江東区東陽２－３－２５

〒700-8504 岡山県岡山市南区豊成２－７－１６

1010001034730

〒
（株）リサーチアンドソリューション 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町１２－
３３
（株）リサーチアンドソリューション 〒151-0071 東京都渋谷区本町４－１２－７ 泉西
東京支社
新宿ビル３階
（株）エーティーエルシステムズ

〒400-0858 山梨県甲府市相生１－４－２３

7090001006840

〒
ＨＡＲＶＥＹ（株）
ＨＡＲＶＥＹ（株）東京支店
（株）マイシステム

（株）ＲＫＫＣＳ

〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺１－５－
１１
〒

（株）アイティフォー

〒102-0082 東京都千代田区一番町２１

8110001006275

2330001000063

〒
パナソニックシステムソリューション 〒104-0061 東京都中央区銀座８－２１－１
ズジャパン（株）
パナソニックシステムソリューション 〒104-0061 東京都中央区銀座８－２１－１
ズジャパン（株）首都圏部門

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
0111

（物品）

5 頁

県外
汎用コンピュータ

代表者名
役職
（株）石川コンピュータ・センター
〒920-0398 石川県金沢市無量寺町ハ６－１
山浦 伯之
代表取締役社長
（株）石川コンピュータ・センター
〒105-0014 東京都港区芝１－１０－１１ コスモ 山澤 德純
東京支社
金杉橋ビル
支社長
トーテックアメニティ（株）
〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅２－２７－８ 坂井 幸治
代表取締役
トーテックアメニティ（株）東京事業 〒163-0417 東京都新宿区西新宿２－１－１
田中 良典
所
事業所長
沖電気工業（株）
〒105-8460 東京都港区虎ノ門１－７－１２
鎌上 信也
代表取締役
沖電気工業（株）首都圏営業本部
〒105-8460 東京都港区虎ノ門１－７－１２
池西 利勝
本部長
（株）ディーソル
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－８－４ 今村 勇雄
代表取締役
〒

電話番号
ＦＡＸ番号
076-268-8311
076-268-5442
03-5441-2560
03-5441-2561
052-533-6900
052-533-6930
03-5657-3200
03-5909-8800
03-3501-3111
03-3501-3914
03-5445-6092
03-5445-6234
03-3668-4361
03-3668-1420

（株）ナブアシスト

027-253-1633
027-253-1589

1070001002376

橋本 有史
代表取締役
コムコ（株）ソリューション営業部
〒113-0034 東京都文京区湯島３－２４－１１ 湯 齋藤 竜也
島北東ビル
部長
京セラコミュニケーションシステム（ 〒612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
黒瀬 善仁
株）
代表取締役社長
〒

03-3837-4871
03-3836-2979
03-3837-4871
03-3834-5377
075-623-0311
075-623-0600

2010001016678

（株）日立産業制御ソリューションズ 〒319-1221 茨城県日立市大みか町５－１－２６

0294-53-6115
0294-53-1014
029-221-2770
029-221-2710

6050001023774

03-5210-0131
03-5210-0215
03-5210-0172
03-5210-0227

2010601038584

03-5730-5000
03-5730-5037
03-5730-5122
03-5730-5128
076-444-1111
076-444-1161
050-1702-052
03-6685-4099
03-6403-6000

7010401022924

商号又は名称

営業所所在地

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町５２１－８

望月 明夫
代表取締役

法人番号
3220001000949

7180001038759

7010401006126

2010001049249

〒
コムコ（株）

〒113-0034 東京都文京区湯島３－２４－１１

（株）日立産業制御ソリューションズ 〒310-0011 茨城県水戸市三の丸１－４－７３
営業統括本部 産業営業本部 茨城 戸京成ビル
支店
日本電子計算（株）
〒102-8235 東京都千代田区九段南１－３－１

日本電子計算（株）

ＮＥＣネクサソリューションズ（株）
ＮＥＣネクサソリューションズ（株）
公共第二ソリューション事業部
（株）インテック
（株）インテック
ン営業部

公共ソリューショ

伊藤忠テクノソリューションズ（株）
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東日本営業第２部
ネットワンシステムズ（株）
ネットワンシステムズ（株）

ＮＥＣソリューションイノベータ（株
）
ＮＥＣソリューションイノベータ（株
） 営業統括本部
行政システム（株）
行政システム（株）東京支店

木村 亨
代表取締役
水 矢代 公治
支店長

松永 恒
代表取締役社長
〒102-8235 東京都千代田区九段南１－３－１
野上 裕司
執行役員公共事
業部長
〒108-8338 東京都港区三田１－４－２８
木下 孝彦
代表取締役
〒108-8338 東京都港区三田１－４－２８
羽鳥 敦
事業部長
〒930-8577 富山県富山市牛島新町５－５
北岡 隆之
代表取締役
〒135-0061 東京都江東区豊洲２－２－１ 豊洲ベ 浜崎 純宏
イサイドクロスタワー
部長
〒105-6950 東京都港区虎ノ門４－１－１
柘植 一郎
代表取締役
〒105-6950 東京都港区虎ノ門４－１－１
渡邉 一史
部長
〒100-7024 東京都千代田区丸の内２－７－２ Ｊ 竹下 隆史
Ｐタワー
代表取締役
〒100-7024 東京都千代田区丸の内２－７－２ Ｊ 辻 晃治
Ｐタワー
執行役員東日本
第１事業本部長
〒136-8627 東京都江東区新木場１－１８－７
杉山 清
代表取締役 執
行役員社長
〒136-8627 東京都江東区新木場１－１８－７
神田 健治郎
本部長
〒190-0012 東京都立川市曙町２－２２－２０
出口 智眞
代表取締役
〒190-0012 東京都立川市曙町２－２２－２０
中西 英喜
東京支店長

03-6403-6432
03-3459-6750
03-6433-1724
03-6433-1709
03-6433-1724
03-6433-1709

03-5534-2222
03-5534-2625
03-5534-2559
042-521-4192
042-521-4193
042-521-4194
042-521-4193

6130001012562

2230001000255

2010001010788

7010701007922

7010601022674

1012801000382

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
0111

商号又は名称

キッズコネクト（株）

（物品）

6 頁

県外
汎用コンピュータ
営業所所在地

〒106-0032 東京都港区六本木１－４－５

代表者名
役職
髙石 尚和
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
03-6634-1322
03-5562-7752

大浦 淳司
代表取締役

06-4807-6371
06-4807-6375

法人番号
3010401148442

〒
Ｓｋｙ（株）

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３－４－
３０ ニッセイ新大阪ビル
〒

6120001056148

