業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

01
1767

商号又は名称

大栄化学（株）

（物品）

1 頁

市内本店
その他分析・計量・測定・試験機器
営業所所在地

〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台１－５－２９

代表者名
役職
山室 博美
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
04-2958-1529
04-2957-5830

浅野 光司
代表取締役

04-2956-1145
04-2959-3863

法人番号
3030001026435

〒
（株）東光

〒350-1305 埼玉県狭山市入間川３１７４－５
〒

9030001028756

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

03
1767

商号又は名称

矢澤フェロマイト（株）

（物品）

2 頁

県内本店
その他分析・計量・測定・試験機器
営業所所在地

〒332-0012 埼玉県川口市本町３－７－１

代表者名
役職
矢澤 龍児
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
048-224-3311
048-224-3314

法人番号
1030001077579

〒
（株）日本製衡所

〒367-0101 埼玉県児玉郡美里町大字小茂田５６０ 岩淵 智宏
－１
代表取締役
〒

0495-76-1231
0495-76-2209

2030001060798

川口薬品化学（株）

〒332-0015 埼玉県川口市川口５－１２－３４

柿本 章宏
代表取締役

048-252-2149
048-252-2141

9030001074305

達 信也
代表取締役

049-241-8121
049-241-8914

7030001054564

藤田 俊一
代表取締役

0480-22-5665
0480-22-5271

2030001030751

燦クリーン（株）

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町１－４２－２４ 小肥 博
代表取締役
〒

04-2929-5611
04-2929-5610

4030001024173

（株）セフティー

〒344-0067 埼玉県春日部市中央２－１４－１

048-761-6151
048-754-5866

2030001051145

〒
環境計装（株）

〒350-1151 埼玉県川越市大字今福１７５２－４
〒

（株）サンワールド

〒346-0027 埼玉県久喜市除堀１５８－３
〒

〒

小林 孝
代表取締役

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
1767

（物品）

県内支店
その他分析・計量・測定・試験機器
営業所所在地

中外テクノス（株）

〒733-0013 広島県広島市西区横川新町９－１２

中外テクノス（株）埼玉営業所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９
－１８ 大宮三貴ビル

（株）西原環境

〒108-0022 東京都港区海岸３－２０－２０

（株）西原環境

北関東営業所

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－
１

応用地質（株）

〒101-8486 東京都千代田区神田美土代町７

応用地質（株）東京事務所

〒331-8688 埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１
－５

竹田理化工業（株）

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５

竹田理化工業（株）埼玉支店

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－
６２－１ ワコーレ大宮ビルⅡ９階

三菱電機プラントエンジニアリング（ 〒110-0015 東京都台東区東上野５-２４－８
株）
三菱電機プラントエンジニアリング（ 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８
株）東日本本部北関東営業所
－３
横河ソリューションサービス（株）

〒180-8750 東京都武蔵野市中町２－９－３２

横河ソリューションサービス（株）さ 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－
いたま支店
３１１－１
メタウォーター（株）

3 頁

〒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
計測サ－ビス（株）

〒114-0023 東京都北区滝野川６－７５－１４

計測サ－ビス（株）さいたま事業所

〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１２
－１０

みどり化学（株）

〒161-0031 東京都新宿区西落合２－９－１６

みどり化学（株）埼玉営業所

〒356-0035 埼玉県ふじみ野市丸山１－１０

城山産業（株）
城山産業（株）埼玉支店

〒151-0066 東京都渋谷区西原２－１－４ 白倉ビ
ル
〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷４－２３－１３

アイリスオーヤマ（株）

〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－１

アイリスオーヤマ（株）関東支店さい 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町３－
たま営業所
６１６－５ 大宮ビル４階

代表者名
役職
福馬 聡之
代表取締役
佐藤 英樹
所長
西原 幸志
代表取締役
前田 真
所長
成田 賢
代表取締役
児玉 貴司
事務所長
竹田 拓人
代表取締役社長
森山 和茂
支店長
畑辺 健
代表取締役
井澤 美典
所長
八橋 弘昌
代表取締役
星野 靖生
支店長
山口 賢二
代表取締役
加藤 裕宗
所長
今吉 雅之
代表取締役
今吉 雅之
事業所長
堀江 晴夫
代表取締役
坂田 淳
埼玉営業所長
山田 純久
代表取締役
渡邊 浩二
支店長
大山 晃弘
代表取締役
吉田 健助
所長代理

電話番号
ＦＡＸ番号
082-295-2222
082-292-1129
048-642-6407
048-642-6408
03-3455-4441
03-3455-4465
048-814-2750
048-814-2751
03-5577-4501
03-5577-4939
048-652-4933
048-652-3969
03-5489-8511
03-5489-8501
048-729-6937
048-729-6938
03-5827-6480
03-5827-6310
048-648-7471
048-648-2755
0422-52-0439
0422-52-6698
048-664-0836
048-664-0837
03-6853-7300
03-6853-8718
048-615-0860
048-615-0862
03-3576-1581
03-3576-3461
048-767-4402
048-767-4412
049-266-5246
049-278-1315
049-261-3553
049-262-3451
03-3460-2625
03-3460-2619
048-987-1081
048-987-1080
022-221-3400
022-217-3787
048-669-5175
048-663-7701

法人番号
5240001006942

5010401023437

2010001034531

9011001013618

5010501020251

2012401013379

8010401075293

4011501001374

9011101020621

4011001011320

3370001006799

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
1767

（物品）

4 頁

県外
その他分析・計量・測定・試験機器
代表者名
役職
執行 健太郎
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
03-6628-8850
03-3868-0721

山口 精一
代表取締役

03-3679-0086
03-3677-5703

6011701009744

第一合成（株）

〒192-0051 東京都八王子市元本郷町１－２５－５ 河野 良子
代表取締役
〒

042-628-1100
042-622-1884

2010101009631

（株）三工社

〒105-0012 東京都港区芝大門１－１０－１１
大門センタービル
〒

芝 井上 晃仁
代表取締役

03-3433-2677
03-3433-3886

6010401012050

平和衡機（株）

〒370-0006 群馬県高崎市問屋町３－５－５

横田 裕正
代表取締役

027-362-3351
027-361-3412

2070001008298

小川 尚
03-5962-3244
代表取締役社長 03-5962-3243

7010001014231

商号又は名称

（株）アイ・ステーション

営業所所在地

〒112-0002 東京都文京区小石川５－３６－５

法人番号
5013301028687

〒
（株）ワーク衡業

〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨１－６－８
〒

〒
（株）カンツール

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１－３
〒

フジテコム（株）

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 森山 慎一
代表取締役
フジテコム（株）東京支店
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 山本 裕司
支店長
（株）ウォーターテック
〒108-0023 東京都港区芝浦３－１６－１
早坂 克浩
代表取締役
（株）ウォーターテック 東日本支店 〒108-0023 東京都港区芝浦３－１６－１
大隅 昌平
支店長
（株）ウェルクル
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜３－１－６
田中 学
サン北浜ビル４Ｆ
代表取締役
（株）ウェルクル 東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-6 喜助内 田中 学
神田ビル３Ｆ
東京支店長
（株）タクマ
〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町２－２－３３
南條 博昭
代表取締役社長
（株）タクマ 東京支社
〒108-0023 東京都港区芝浦３－９－１
丸田 元太
支社長
ソフトバンク（株）
〒105-7529 東京都港区海岸１－７－１
今井 康之
代表取締役
〒
（株）タクマテクノス

〒108-0023 東京都港区芝浦３－９－１

03-3862-3196
03-3866-1979
03-3865-2960
03-3865-2964
03-3456-0785
03-3769-0714
03-3456-0795
03-3456-0646
06-6484-7321
06-6484-7657
03-5207-2695
03-5207-2696
06-6483-2609
06-6483-2751
03-5730-9200
03-5730-9255
03-6889-2699
03-4288-2613

4010001028242

辻 一徳
03-5439-4171
代表取締役社長 03-5439-5514

5010001049691

藤井 健太郎
代表取締役
塚田 健介
支店長
藤本 聖二
代表取締役
舘 和嘉
部長

076-429-0303
076-429-7203
026-285-7603
026-285-7623
03-5531-8060
03-5531-8142
03-5531-8077
03-5531-8142

7230001003096

橘 義規
代表取締役
吉本 智彦
支社長
野澤 裕
代表取締役

03-6311-8151
03-6311-8155
03-6311-8151
03-6311-8155
03-5768-8251
03-5768-8261

4011001059252

6010401021472

7140001053407

4140001053517

9010401052465

〒
丸三製薬バイオテック（株）

〒939-8232 富山県富山市南央町３－３７

丸三製薬バイオテック（株）長野支店 〒381-2212 長野県長野市小島田町１８１４－１
三菱プレシジョン（株）

〒135-0063 東京都江東区有明３－５－７

三菱プレシジョン（株）営業本部 社 〒135-0063 東京都江東区有明３－５－７
会・交通システム事業部駐車場システ
ム営業部
（株）エイテック
〒151-0071 東京都渋谷区本町４－１２－７
（株）エイテック
ＡＮＥＯＳ（株）

東日本支社

〒151-0071 東京都渋谷区本町４－１２－７
〒152-0001 東京都目黒区中央町１－５－１２
〒

8010601032482

5013201006743

