業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

01
2201

商号又は名称

狭山ケーブルテレビ（株）

（物品）

1 頁

市内本店
通信機器類
営業所所在地

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見２－４－５

代表者名
役職
清水 信之
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
04-2956-1118
04-2958-0566

法人番号

寺澤 英治
代表取締役

04-2954-7121
04-2954-8780

1030001026494

肥沼 佑樹
代表取締役

04-2958-2221
04-2958-2236

7030001026539

熊田 武民
代表取締役

04-2959-2188
04-2958-3187

4030001026236

石田 友克
代表取締役

04-2953-2187
04-2953-6904

2030001026700

指田 直紀
代表取締役

04-2957-0121
04-2958-1727

3030002033802

吉松 賢司
代表取締役

04-2954-2141
04-2953-6522

5030001026706

5030001026284

〒
（株）テラサワ

〒350-1302 埼玉県狭山市東三ツ木２－１１
〒

日本情報システム（株）

〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台４－２２－２
〒

熊田電気工事（株）

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見２－１－１１
〒

（株）ユース

〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山１－１３
〒

（有）昇電社

〒350-1316 埼玉県狭山市南入曽４６５
〒

吉松建設工業（株）

〒350-1323 埼玉県狭山市鵜ノ木１９－３
〒

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

（株）アクティオ
（株）アクティオ

02
2201

（物品）

市内支店
通信機器類
営業所所在地

〒103-0027 東京都中央区日本橋３－１２－２
所沢営業所

2 頁

〒350-1313 埼玉県狭山市上赤坂６０７－３

代表者名
役職
小沼 直人
代表取締役
内藤 健二
所長

電話番号
ＦＡＸ番号
03-6854-1411
03-3276-3221
04-2957-5171
04-2957-5176

法人番号
6010001034494

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

03
2201

商号又は名称

（物品）

3 頁

県内本店
通信機器類
営業所所在地

代表者名
役職
田口 哲也
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
048-653-2211
048-788-2381

法人番号

三和システムサービス（株）

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－
４７７ 福島ビル３階
〒

（株）ユウ・エイウ゛ィシステム

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町２－
２６０－１０
〒

中田 義和
代表取締役

048-667-8883
048-652-6701

3030001008697

ＴＡＶ（株）

〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢３７９

雙木 芳夫
代表取締役

04-2962-1926
04-2962-1993

1030002035536

（株）ピーシーテレコム

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子２－２ 小川 幸夫
－１６
代表取締役
〒

048-857-2361
048-857-2362

3030001010273

埼玉田中電気（株）

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻１－３－１８ 田中 栄三
代表取締役
〒

048-845-6511
048-845-6515

3030001003021

（株）橋本電工

〒359-0007 埼玉県所沢市北岩岡２６２－８

橋本 幹男
代表取締役

04-2942-9551
04-2942-9544

5030001024841

松本 信一
代表取締役

049-246-5588
049-246-7826

8030001057574

（株）ＮＴＴ東日本－関信越

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－ 石川 達
１７
代表取締役
〒

048-626-5242
048-815-4928

2030001010159

（株）新電気

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田４－７－９

西藤 新
代表取締役

048-958-2611
048-958-3777

4030001036755

金子 美昭
代表取締役
桑田 秀昭
取締役社長

048-793-6637
048-766-6172
048-793-6637
048-766-6172

6030001131050

7030001003760

〒

〒
（株）タカインフォテクノ

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町１－３
〒

〒
（株）ＪＮＣＳ

〒349-0133 埼玉県蓮田市閏戸４０２６－８

（株）ＪＮＣＳ

〒349-0133 埼玉県蓮田市閏戸４０２６－８

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

04
2201

商号又は名称

〒320-0038 栃木県宇都宮市星が丘２－１－８
コジマ×ビックカメラ 〒359-0026 埼玉県所沢市牛沼２８３３－５

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

神田通信機（株）

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町２４

神田通信機（株）北関東支店

〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－
１６７

東芝インフラシステムズ（株）

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

東芝インフラシステムズ（株）北関東 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－
支店
１１４－１
電通工業（株）

〒104-0011 東京都品川区東大井５－１１－２

電通工業（株）関東支店

〒331-0812 埼玉県さいたま北区宮原町４－１１２
－１３

（株）大塚商会

〒102-8573 東京都千代田区飯田橋２－１８－４

（株）大塚商会
Ａ販売課

ＬＡ事業部北関東Ｌ 〒338-8515 埼玉県さいたま市中央区上落合８－１
－１９

（株）第一テクノ
（株）第一テクノ

〒140-0013 東京都品川区南大井６－１３－１０
関東支店

〒338-0831 埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４
－１１

（株）クマヒラ
(株)クマヒラ

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町１－１０－３
さいたま支店

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－
１５－１６ 常盤１０丁目ビル５Ｆ

東日本電信電話（株）

〒163-8019 東京都新宿区西新宿３－１９－２

東日本電信電話（株）埼玉事業部

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－
１７

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

ＮＥＣネッツエスアイ（株）

〒112-8560 東京都文京区後楽２－６－１

ＮＥＣネッツエスアイ（株）関東支店 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１７
ＯＫＩクロステック（株）

〒104-6126 東京都中央区晴海１－８－１１

ＯＫＩクロステック（株）第二支社

〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０
－５

電気興業（株）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内３－３－１

電気興業（株）埼玉営業所

〒356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１－１－１

（株）マルツ電波

〒910-0857 福井県福井市豊島２－６－７

（株）マルツ電波

関東支店

リコージャパン（株）
リコージャパン（株）埼玉支社
文教営業部

4 頁

県内支店
通信機器類
営業所所在地

（株）コジマ
（株）コジマ
所沢店

（物品）

〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和５－９－
１
〒105-8503 東京都港区芝３－８－２
公共 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２－４５
－１

富士フイルムビジネスイノベーション 〒135-0061 東京都江東区豊洲２－２－１
ジャパン（株）
富士フイルムビジネスイノベーション 〒330-6028 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－
ジャパン（株）埼玉支社
２ ランド・アクシス・タワー２８階

代表者名
役職
中澤 裕二
代表取締役
安藝 貴史
店長
有冨 英治
代表取締役
田中 修
所長
神部 雅人
代表取締役
落合 宏行
支店長
今野 貴之
代表取締役社長
齋藤 秀二
統括責任者
有若 信雄
代表取締役
荒井 英樹
支店長
大塚 裕司
代表取締役社長
小堀 保夫
課長
向井 善彦
代表取締役
田中 直康
関東支店長
渡邉 秀隆
代表取締役
新井 哲也
支店長
井上 福造
代表取締役
石川 達
執行役員 埼玉
事業部長
砂田 敬之
代表取締役社長
大久保 尚
支社長
牛島 祐之
代表取締役
大茂 博和
支店長
竹内 敏尚
代表取締役
佐藤 真央
支社長
近藤 忠登史
代表取締役社長
藤澤 保
営業所長
土谷 高歳
代表取締役
南 英俊
支店長
坂主 智弘
代表取締役
高田 利行
部長
阪本 雅司
代表取締役
野崎 寛之
埼玉支社長

電話番号
ＦＡＸ番号
028-621-0001
028-621-0002
04-2991-0222
04-2991-0223
03-3544-7211
03-3544-7210
048-646-0631
048-646-0639
03-3252-7731
03-3252-9253
048-641-6068
048-642-5127
044-331-0880
044-548-9542
048-640-1133
048-640-1193
03-5479-3711
03-5479-3701
048-652-3030
048-652-3040
03-3264-7111
03-3514-7112
048-858-1171
048-858-1177
03-5762-8007
03-5762-8014
048-840-3611
048-840-3614
03-3270-4381
03-3270-4340
048-832-1616
048-832-7501
03-5359-5111
03-5359-1221
048-626-5242
048-815-4928
03-6712-3111
03-6712-3595
048-648-4675
048-640-1000
03-6699-7000
03-6699-7414
048-645-0248
048-647-1103
03-6381-2400

法人番号
2060001001667

6010001055706

6010001013597

2011101014084

7010401018749

1010001012983

8010701005413

1010001108872

8011101028104

5010001006767

6010001135680

6010701001991

048-855-7580
03-3216-1671
03-3216-1669
049-261-1514
049-278-1048
0776-27-3302
0776-27-0210
048-762-7612
048-762-7614
03-6837-8800
03-6673-4546
048-664-4331
048-661-8256
03-6630-8000
048-600-1523
048-601-1661

4010001008723

8210001003972

1010001110829

5030001003449

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

04
2201

商号又は名称

（物品）

県内支店
通信機器類
営業所所在地

日興通信（株）

〒156-0054 東京都世田谷区桜丘１－２－２２

日興通信（株）埼玉支社

〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－
７５－１

（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

〒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

都築電気（株）

〒105-8665 東京都港区新橋６－１９－１５

都築電気（株）北関東営業所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－
２４０

東陽工業（株）

〒105-0003 東京都港区西新橋２－３９－９

東陽工業（株）北関東支店

〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－４
－４

（株）日立国際電気

〒105-8039 東京都港区西新橋２－１５－１２

（株）日立国際電気

北関東営業所

英工電機（株）
英工電機（株）北関東営業所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－
１０－１６
〒101-0031 東京都千代田区東神田１－１０－６
幸保第２ビル
〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町１－
７５２－３

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
三峰無線（株）
三峰無線（株）北関東支店

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町６－８６－
１
〒337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡３－５－
１３

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

（株）ヤマダデンキ

〒370-0841 群馬県高崎市栄町１－１

(株)ヤマダデンキ

入間営業所

テルウェル東日本（株）

〒358-0012 埼玉県入間市東藤沢２－１７－１

〒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
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業シ
ステム
（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業シ
ステム 関東支店

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－
１２
〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－
２ ＪＡ共済埼玉ビル７階

情報通信システムエンジニアリング（ 〒105-0004 東京都港区新橋５－３５－１０
株）
情報通信システムエンジニアリング（ 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－
株）埼玉営業所
５８６
（株）ティエスジー
（株）ティエスジー

〒105-0013 東京都港区浜松町２－７－１６
北関東支店

5 頁

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－
１１４－１

日神電子（株）

〒113-0033 東京都文京区本郷３－４－１７

北関東支店

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－
５１５－２

水ingエンジニアリング（株）

〒108-0075 東京都港区港南１－７－１８

水ingエンジニアリング（株）北関東
支店

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－
２５２ ユニオンビル

代表者名
役職
鈴木 範夫
代表取締役
杉山 秀知
支社長
井伊 基之
代表取締役
角 誠司
支店長
江森 勲
代表取締役
飯田 真章
所長
宮坂 秀雄
代表取締役
廣瀬 正樹
支店長
佐久間 嘉一郎
代表取締役
板生 文宏
所長
井上 剛毅
代表取締役
長沢 俊信
所長
畑辺 健
代表取締役
井澤 美典
所長
中島 芳明
代表取締役
山川 一郎
支店長
森田 隆之
代表取締役執行
役員社長
田口 卓
支社長
小林 辰夫
代表取締役
古曽根 洋徳
所長
谷 誠
代表取締役社長
伊東 健一
取締役北関東信
越支店長
上原 輝久
代表取締役
池戸 卓己
支店長
内田 剛
代表取締役
気仙 国男
所長
田尻 澄夫
代表取締役
前澤 昌昭
支店長
杉岡 久紀
代表取締役
斉藤 慶治
支店長
池口 学
代表取締役
川端 謙二
支店長

電話番号
ＦＡＸ番号
03-5451-1717
03-5451-1712
048-644-6326
048-642-0082
03-5156-1111

法人番号
9010901015459

1010001067912

048-600-5101
03-6833-7777
03-6833-7802
048-644-3581
048-644-3585
03-3431-2801
03-5472-4850
048-642-5771
048-642-5880
03-5510-5931
03-3502-2502
048-645-2282
048-645-2283
03-5821-1911
03-5821-1910
048-664-8531
048-664-8535
03-5827-6480
03-5827-6310
048-648-7471
048-648-2755
045-225-8930
045-225-8983
048-685-6518
048-685-6553
03-3454-1111
048-641-1411
048-642-2822
027-345-8857
027-345-8825
04-2901-7008
04-2966-5085
03-3350-7121
03-3341-3001
048-640-7880
048-640-7890
045-443-3270
045-443-3163
048-644-1737
048-644-1730
03-3434-1041
03-3434-5195
048-662-3977
048-660-5270
03-3459-6451
03-3459-6422
048-779-8672
048-779-8674
03-3816-4565
03-3812-3079
048-652-1765
048-652-1974
03-6830-9055
03-5479-8592
048-643-7716
048-643-8181

9010401054908

7010401020291

2010001098064

6010001011634

5010501020251

9010001017216

7010401022916

2070001036729

9011001036346

3020001113291

1010401013937

2010401055045

6010001006163

5010401137014

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

04
2201

（物品）

6 頁

県内支店
通信機器類

商号又は名称

代表者名
役職
東京都港区新橋５－３５－１０
内田 剛
代表取締役
埼玉県さいたま市北区宮原町３－
岡本 悟
支店長
千葉県千葉市中央区問屋町１－３５
古谷 孝誠
代表取締役
埼玉県さいたま市大宮区東町１－１６ 渡邉 健一
支店長
営業所所在地

東京通信電設（株）

〒105-0004

東京通信電設（株）埼玉支店

〒331-0812
５８６

（株）エス・アイ・シー

〒260-0025

（株）エス・アイ・シー
店

さいたま支 〒330-0841
－２

電話番号
ＦＡＸ番号
03-3434-5101
03-3436-5655
048-662-3533
048-660-5270
043-301-8822
043-301-8839
048-729-4064
048-729-4065

法人番号
4010401020815

4040001011311

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
2201

商号又は名称

（株）エーティーエルシステムズ

（物品）

7 頁

県外
通信機器類
営業所所在地

〒400-0858 山梨県甲府市相生１－４－２３

代表者名
役職
佐々木 康宏
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
055-220-6456
055-220-6458

法人番号

田口 純
代表取締役

03-3866-3261
03-3899-9857

7010501016306

山名 昌衛
代表執行役社長
兼ＣＥＯ
別府 幹雄
部長
戸谷 典嗣
代表取締役社長
高野 三省
取締役常務執行
役員東京支社長
石本 裕章
代表取締役

03-6250-2111
03-3218-1374

5010001084367

7090001006840

〒
（株）システムエンジニアリング

〒111-0052 東京都台東区柳橋１－１３－３
〒

コニカミノルタ（株）

〒100-7015 東京都千代田区丸の内２－７－２

コニカミノルタ（株）デジタルワーク 〒100-7015 東京都千代田区丸の内２－７－２
プレイス事業本部自治体ＤＸ推進部
日本電通（株）

〒552-0003 大阪府大阪市港区磯路２－２１－１

日本電通（株）東京支社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－１－
３ ニッセイビル茅場町ビル

大崎データテック（株）

〒141-0022 東京都品川区東五反田２－１－１０

070-7415-996
03-3218-1374
06-6577-4121
06-6577-4145
03-3666-1500
03-3666-2441

4120001030138

03-5447-2260
03-5447-0217

3010701022603

043-231-8231
043-231-8166

5040001003497

03-5913-2302

6011101032933

〒
スイス通信システム（株）

〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町６－２１－５ 平野 恒次
代表取締役
〒

ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（ 〒164-8545 東京都中野区中野４－１０－２
株）
セントラルパークサウス６Ｆ
ＨＯＹＡデジタルソリューションズ（ 〒164-8545 東京都中野区中野４－１０－２
株）アドミニストレーションサポート セントラルパークサウス６Ｆ
グループ
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株 〒143-0023 東京都大田区山王１－３－５
）
〒

中野 シバリ・フェル
ナンド
代表取締役
中野 渡辺 徹
取締役兼経理担
当長
尻無濱 秀治
代表取締役

03-3228-3119
03-5913-2302
03-3228-3119
03-3773-2021
03-3773-7912

3010801000426

（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）シナジー

〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山７－１０－１４－ 下地 勝也
３
代表取締役
〒

098-988-0184
098-988-0374

5360001011831

飯田 一郎
代表取締役
森 謙一
本部長
〒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
〒102-0082 東京都千代田区一番町２１
佐藤 恒徳
代表取締役
〒

042-320-5931
042-320-5700
050-3383-366
042-325-3121
050-5433-309
050-6875-686
050-5491-446
050-6875-686
03-5275-7841
03-5275-7835

7012701009163

（株）あんしんサポート

〒814-0134 福岡県福岡市城南区飯倉１－６－２５ 古賀 功一
代表取締役
〒

092-843-1881
092-845-8322

9290001077876

（株）城山

〒671-0219 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９－１

079-253-7110
079-251-2011
03-5793-7110
03-5793-7138

3140001114798

（株）ＨＹＳエンジニアリングサービ 〒187-8512 東京都小平市御幸町３２
ス
（株）ＨＹＳエンジニアリングサービ 〒187-8512 東京都小平市御幸町３２
ス サービス事業部サービス本部
ＨＡＲＶＥＹ（株）
ＨＡＲＶＥＹ（株）東京支店
（株）アイティフォー

(株)城山

東京営業本部

〒141-0001 東京都品川区北品川５－１２－４
ードシー御殿山ビル６階

安藤 和正
代表取締役
リ 吉田 寛
本部長

1180001123913

3010001022865

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
2201

商号又は名称

（物品）

県外
通信機器類
営業所所在地

（株）イベント・コミュニケーション 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部３６２５－３
ズ茨城
〒
（株）マイシステム

〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口２－１２－
１０
〒

日本無線（株）

〒164-8570 東京都中野区中野４－１０－１

日本無線（株）埼玉営業所
沖電気工業（株）
沖電気工業（株）首都圏営業本部
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
（株）インテック
（株）インテック
ン営業部

公共ソリューショ

（株）インターネットイニシアティブ

東芝通信インフラシステムズ（株）

8 頁

代表者名
役職
太田 一哉
代表取締役

電話番号
ＦＡＸ番号
029-839-2831
029-839-2834

伊田 博
代表取締役

025-240-8700
025-240-8710

8110001006275

03-6832-1721
03-6832-0436
049-257-6279
049-257-6203
03-3501-3111
03-3501-3914
03-5445-6092
03-5445-6234
03-5534-2222

3012401012867

小洗 健
代表取締役社長
〒356-0011 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－１２
恩田 和哉
所長
〒105-8460 東京都港区虎ノ門１－７－１２
鎌上 信也
代表取締役
〒105-8460 東京都港区虎ノ門１－７－１２
池西 利勝
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
〒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
〒102-0071 東京都千代田区富士見２－１０－２
勝 栄二郎
代表取締役
〒
〒183-8511 東京都府中市東芝町１

03-5534-2625
03-5534-2559
076-444-1111
076-444-1161
050-1702-052
03-6685-4099
03-5205-6320
03-5205-6325

棟方 公輝
042-333-6901
代表取締役社長 042-340-8120

法人番号
5050001016408

7010401006126

7010601022674

2230001000255

6010001011147

1120001085374

〒
シャープマーケティングジャパン（株 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２
）
号
シャープマーケティングジャパン（株 〒105-0023 東京都港区芝浦１－２－３
）ビジネスソリューション担当

中山 藤一
代表取締役
美甘 將雄
取締役
西菱電機（株）
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木３－５－３３
西井 希伊
代表取締役
西菱電機（株） 東京支社
〒105-0012 東京都港区芝大門１－１－３０
早川 裕治
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
（株）富士通ゼネラル
〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長３－３－
斎藤 悦郎
１７
代表取締役
（株）富士通ゼネラル 情報通信ネッ 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長３－３－
新田 洋司
トワーク営業部
１７
部長
日本通信ネットワーク（株）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町１－７－１
高部 文宏
代表取締役
〒

06-6796-1542
06-6796-1540
03-5446-8352
03-5446-8354
072-771-3811
072-771-3830
03-5777-3944
03-3434-8117
052-533-6900
052-533-6930
03-5657-3200
03-5909-8800
044-866-1111
044-861-7860
044-861-7786
044-861-7864
03-3201-2921
03-3201-0878

1040001008905

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

片倉 達夫
代表取締役社長
奥村 康彦
執行役員副社長
髙石 尚和
代表取締役

03-5148-5469
03-5148-5128
03-5148-5469
03-5148-5128
03-6634-1322
03-5562-7752

3010001129215

藤井 和夫
代表取締役
秋月 伸也
取締役本部長

06-6910-0131
06-6910-0130
03-3575-7043
03-3575-7047

3120001089786

キッズコネクト（株）

〒106-0032 東京都港区六本木１－４－５

1140001078509

7180001038759

6020001066941

3010001033417

3010401148442

〒
パナソニックＬＳエンジニアリング（ 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１
株）
パナソ二ックＬＳエンジニアリング（ 〒105-0021 東京都港区東新橋１－５－１
株）東京本部

業 者 名 簿
申 請 区 分
物品業者の種類又は営業種目

05
2201

（物品）

9 頁

県外
通信機器類

北陸電話工事（株）

代表者名
電話番号
役職
ＦＡＸ番号
〒921-8044 石川県金沢市米泉町１０－１－１５３ 森 泰夫
076-240-2211
代表取締役社長 076-240-8002
〒

6220001006423

ソフトバンク（株）

〒105-7529 東京都港区海岸１－７－１

商号又は名称

営業所所在地

法人番号

今井 康之
代表取締役

03-6889-2699
03-4288-2613

9010401052465

橋本 有史
代表取締役
湯 齋藤 竜也
部長

03-3837-4871
03-3836-2979
03-3837-4871
03-3834-5377

2010001016678

〒
コムコ（株）

〒113-0034 東京都文京区湯島３－２４－１１

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
島北東ビル

