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2030014アークス

(株)ARKUS ARKUS物流センター
075-312-4654物流センター長 阿部富士男

京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 西１１号棟１号中央砂糖㈱
内

日用品 表示・装飾 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7501･7504 ･7801･7802･7804･7806 ･7902･7903 ･8501･8502･8503･8504･8505 ･8602･8604･8605･8607･86994380001024320

2030839アースサポート

アースサポート(株)
03-3377-1100代表取締役 森山典明

東京都渋谷区本町１－４－１４
繊維品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7601･7602･7603 ･7704･7705 ･7801･7803 ･8503 ･8701･8703･8704･8705･8708･87992011001027780

2030200アートインテリアタムラ

(株)アートインテリアタムラ
048-982-5000代表取締役 田村智之

埼玉県吉川市川藤３９７８
表示・装飾物品等

･7803･78063030001065425

2040041アーラリンク

(株)アーラリンク 大阪支店
03-6633-1556大阪支店長 楠森ありか

大阪府大阪市浪速区難波中１－１２－５ 難波室町ビル５階
賃貸業務物品等

･87078013301033288

2030127アールケーケーシーエス

(株)RKKCS
096-364-5121代表取締役 金子篤

熊本県熊本市中央区九品寺１－５－１１
事務用品・什器物品等

･7305･73062330001000063

2040030アイエイチアイ

(株)ＩＨＩ 社会基盤・海洋事業領域
03-6204-7315事業領域長 川上剛司

東京都江東区豊洲３－１－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7306 ･8705･87994010601031604

2030001アイエイチアイゲンドウキ

(株)ＩＨＩ原動機
03-4366-1200代表取締役 赤松真生

東京都千代田区外神田２－１４－５
物品等その他物品等

･99999010001081674

2030059アイコンサルタント

(株)アイコンサルタント
04-2933-8600代表取締役 小川正幸

埼玉県狭山市北入曽１３６３－１
印刷 事務用品・什器 精密機械 賃貸業務物品等

･7103 ･7305･7306 ･8005 ･87053030001026113

2030191アイゼンシヨウカイ

(株)愛善商会 東京支店
03-3853-2727支店長 鈴木竜之

東京都足立区西新井４－４２－６
機械・工具 資材物品等

･8202･8205･8206 ･8602･8606･8607･86996120001073291

2030193アイタツク

(株)アイタック
03-3255-3988代表取締役 髙島敏直

東京都千代田区神田須田町１－１８
事務用品・什器 機械・工具 賃貸業務物品等

･7301･7303･7305･7306 ･8205 ･8705･87991010001009427

2030629アイチトケイデンキ

愛知時計電機(株) 大宮営業所
048-668-0131所長 小川雄平

埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０１ 斎藤ビル
精密機械物品等

･80053180001021396

2030065アイデイーエー

(株)アイ・ディー・エー 埼玉営業所
048-729-6621所長 都丸光男

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－５８－２０３
印刷物品等

･7101･71038070001006008

2030606アイテイフオー

(株)アイティフォー
03-5275-7841代表取締役 佐藤恒徳

東京都千代田区一番町２１
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･7903 ･8705･87073010001022865

2040034アイテツクス

(株)アイテックス
03-5436-6770代表取締役 片山満

東京都品川区西五反田８－１－３
医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7705 ･7804 ･8102 ･8501･8502･85039010001134837

2030154アイネス

(株)アイネス 東日本営業部
048-990-5900部長 熊谷一毅

埼玉県越谷市南越谷１－１９－６ 太陽生命越谷ビル
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101･7102 ･7305･7306 ･87052020001030067

2030158アイホー

(株)アイホー 埼玉営業所
048-662-5222所長 井ノ上貴博

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１
学校・保育用品物品等

･74051180301009696
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2030850アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ(株) さいたま営業所
048-669-5175所長代理 吉田健助

埼玉県さいたま市北区日新町３－６１６－５ 大宮ビル４階
日用品 電気・住宅機器 精密機械 農林・水産 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501 ･7901･7902･7904 ･8005 ･8403･8405 ･85033370001006799

2030756アオキ

(株)アオキ
048-975-1831代表取締役 青木伸翁

埼玉県越谷市下間久里５９５－１
資材物品等

･86058030001063449

2030142アカイデンキコウジ

(有)赤井電気工事
048-952-0303取締役 赤井孝志

埼玉県三郷市戸ケ崎１－５９５－９
電気・住宅機器物品等

･7901･7902･7903･79047030002048169

2030117アカギコウギヨウ

赤城工業(株) さいたま新都心営業所
048-835-1166営業統括本部長 大場正広

埼玉県さいたま市浦和区領家７－５－１６－１０１
日用品 繊維品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501･7504 ･7601･7602･7603 ･8501･8502･85034010601000410

2030033アカシアカイ

(医財)アカシア会
048-950-7270理事長 大場敏明

埼玉県三郷市早稲田３－２６－３
日用品 物品等その他物品等

･7505 ･99992030005005931

2030174アキラ

昱(株) 北関東支店
048-649-7711支店長 山本克弥

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９
事務用品・什器 電気・住宅機器 精密機械 機械・工具物品等

･7305･7306 ･7902･7904 ･8005 ･82057010001036564

2030060アクアイースト

アクアイースト(株)
048-475-1511代表取締役 大村相基

埼玉県志木市上宗岡２－２０－３１
事務用品・什器 精密機械 農林・水産 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･8005 ･8403 ･8501･8502･8503 ･87993030001045204

2030103アクアインテツク

アクアインテック(株) 東京営業所
03-3256-8321所長 清水壱浩

東京都千代田区神田駿河台４－２－５ 御茶ノ水ＮＫビル
資材物品等

･8605･86075080401015361

2030023アクアプロダクト

(株)アクアプロダクト 埼玉ビジネスセンター
04-2937-7875センター長 大橋賢治

埼玉県所沢市西狭山ケ丘１－２５６－１－１０１
消防・防災・交通安全対策物品等

･85035010001137307

2030147アクテイオ

(株)アクティオ 三郷営業所
048-912-1461所長 原田周

埼玉県三郷市インター南２－７－３
電気・住宅機器 精密機械 輸送機器及び付属品 機械・工具 賃貸業務物品等

･7901･7902･7903･7904･7906 ･8001･8005 ･8101･8102 ･8201･8202･8205 ･8704･8706･8707･8708･87996010001034494

2030095アクモス

アクモス(株)
03-5217-3121代表取締役 清川明宏

東京都千代田区神田小川町３－２６－８
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7305･7306 ･79038010001009651

2030096アクリーグ

(株)アクリーグ 埼玉営業所
048-872-1500所長 蜂須嘉一郎

埼玉県さいたま市南区辻４－２０－２１
印刷 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7103 ･7802 ･87056060001013980

2030881アサヒ

旭(株) 東京支店
03-5671-2780支店長 光山卓也

東京都葛飾区立石８－３３－１０ イルヴィアーレ青砥１階
学校・保育用品 日用品物品等

･7405 ･7501･7503･75045120001011599

2030175アサヒコウヨウ

朝日航洋(株) 埼玉支店
049-244-2225支店長 古川竜次

埼玉県川越市南台３－１４－４
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7103･7105 ･7303･7305 ･87057010601041419

2030188アサヒコミユニケーシヨンズ

(株)アサヒコミュニケーションズ
048-541-5152代表取締役 新井貴之

埼玉県鴻巣市本町４－３－２３
印刷物品等

･7101･7102･7103･7104･7105･71062030001061623

2030171アサヒメンテツク

(株)アサヒメンテック
048-647-5651代表取締役 酒井康雄

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
電気・住宅機器 物品等その他物品等

･7902･7903 ･99992030001009911
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2030006アサヒヤシヨテン

(株)旭屋書店
048-982-0018代表取締役 鈴木昭

埼玉県吉川市平沼１６９－１
図書・地図 学校・保育用品物品等

･7201 ･74014030001065440

2030012アジアコウソク

アジア航測(株) 埼玉支店
048-816-3511支店長 木村元太郎

埼玉県さいたま市南区南本町１－１７－１ ＭＭＣビル
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7103･7105･7106 ･7306 ･87056011101000700

2030018アシスト

アシスト(株)
052-908-0020代表取締役 西村竹松

愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０
印刷物品等

･71011180001049514

2030010アスカ

(株)アスカ アスカ杉戸店
048-511-4365事業部部長 鈴木聡

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２４０４－１
学校・保育用品 日用品物品等

･7402･7403 ･75012030001089103

2030201アスク

(株)アスク
048-225-6111代表取締役 牧田英三

埼玉県川口市東領家２－３４－２２
賃貸業務物品等

･8706･87991030001074618

2030866アズコムデータセキユリテイ

(株)アズコムデータセキュリティ
0494-63-1313代表取締役 飯塚雅之

埼玉県秩父市みどりが丘３５
事務用品・什器物品等

･73016030001066131

2030166アズビル

アズビル(株) ビルシステムカンパニー北関東支店
048-600-6071支店長 内田睦

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
電気・住宅機器物品等

･79049010001096367

2030333アズビルキンモン

アズビル金門(株) さいたま営業所
048-762-7069所長 石川智司

埼玉県さいたま市中央区本町西４－１８－１
精密機械 物品等その他物品等

･8005 ･99992013301030885

2030110アズマキンゾク

東金属(株)
0480-85-0234代表取締役 東海林茂

埼玉県久喜市菖蒲町台４２２－２
資材 物品等その他物品等

･8606 ･99994030001031079

2030879アセント

(株)アセント
03-5419-6022代表取締役 木越健二

東京都港区芝浦４－１６－２３
学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 資材 賃貸業務物品等

･7404 ･7806 ･7901･7902･7903 ･8603 ･8707･87993120001073443

2030203アヅマシヨウカイ

(株)吾妻商会 原燃料部
048-441-2015部長 高坂聡

埼玉県戸田市喜沢南１－５－４７
燃料・油脂物品等

･8301･8302･83037010001036449

2030109アテンサプライ

アテンサプライ(株)
03-6273-1015所長 小宮久果

東京都新宿区新宿１－１４－１２
印刷物品等

･7101･7102･7104･71061130001065061

2030122アトラスジヨウホウサービス

アトラス情報サービス(株)
06-6231-0771代表取締役 八瀬誠

大阪府大阪市中央区北浜３－１－６
事務用品・什器物品等

･7305･73067120001073852

2030818アポワテツク

(株)アポワテック
048-954-7810代表取締役 関隆弘

埼玉県八潮市八潮５－８－１３
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7401･7402 ･7704･7705 ･8701･87024030001040666

2030427アマノ

アマノ(株) 大宮支店
048-652-2461支店長 木村吉秀

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６１３
印刷 事務用品・什器 機械・工具物品等

･7104 ･7302･7303･7305 ･82053020001019365

2030101アミテン

(株)アミテン
048-627-2256代表取締役 網代将登

埼玉県上尾市小敷谷７７－１ 西上尾第二団地２－３０－４０２
学校・保育用品物品等

･74015030001098084
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2030707アミユーズ

(株)アミューズ
048-859-3441代表取締役 吉田優

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－６－２３
学校・保育用品 表示・装飾物品等

･7402 ･78013030001000299

2030008アリクラシヨウテン

(株)有倉商店 市川支社
047-370-0831取締役社長 市原達朗

千葉県市川市鬼高４－５－１ 市川地方卸売市場内
農林・水産物品等

･84059010601022219

2030151アルカデイア

(株)アルカディア
050-5830-0750代表取締役 天白成一

大阪府箕面市箕面６－３－１
事務用品・什器 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7902･7903 ･8503 ･87057120901020160

2030183アルソツクアンシンケアサポート

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株)
03-3773-2021代表取締役 尻無濱秀治

東京都大田区山王１－３－５
電気・住宅機器物品等

･79033010801000426

2030214アルソツクカントウデリバリー

ＡＬＳＯＫ関東デリバリー(株)
03-3870-8683代表取締役 長澤政則

東京都足立区千住東１-３１-１０
医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7704･7705 ･7901･7902 ･8001 ･8501･8503･8504 ･99992011801033177

2030167アルソツクサイタマ

ＡＬＳＯＫ埼玉(株)
048-614-8801代表取締役 牧野考二郎

埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－４ アルーサＡ館１階
医療・医薬・福祉用具 輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7705 ･8102 ･8501･8502 ･99992030001002998

2040024アルフレツサ

アルフレッサ(株) 越谷支店
048-988-5211支店長 立花壮大

埼玉県越谷市西方２７８２
医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7701･7704･7705 ･8502･85033010001027880

2030791アンゼンコウキ

(有)安全工機
048-761-0231代表取締役 村尾仁

埼玉県春日部市南中曽根６４１－２
日用品 精密機械 機械・工具 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7501･7502･7504 ･8005 ･8205･8206 ･8502･8503･8504･8505 ･8602･8604･8605･8606･86074030002067741

2030032アンデス

(株)アンデス
03-3924-2102代表取締役 石渡栄三

東京都練馬区大泉町５－１１－８
農林・水産物品等

･84055011601000358

2030135イシガキメンテナンス

石垣メンテナンス(株) 営業本部
03-6848-7853営業本部長 川北義彰

東京都千代田区丸の内１－６－５
医療・医薬・福祉用具 機械・工具 物品等その他物品等

･7702 ･8205 ･99995010001036665

2030100イシカワコンピユータセンター

(株)石川コンピュータ・センター 東京支社
03-5441-2560支社長 山澤徳純

東京都港区芝１－１０－１１ コスモ金杉橋ビル
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87053220001000949

2030837イシヤマシヨウコウ

石山商工(株)
048-524-5581代表取締役 石山洋一

埼玉県熊谷市問屋町４－２－７
事務用品・什器 学校・保育用品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7307･7308 ･7403 ･7801･7802･7803･7805･7806 ･85037030001084446

2030869イソベコウギヨウ

(株)磯部工業
048-955-4905代表取締役 磯部賢一

埼玉県三郷市東町４６
学校・保育用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7405 ･7904･7905 ･8501 ･86076030001036530

2030009イチカワカンキヨウエンジニアリング

(株)市川環境エンジニアリング 埼玉支店
04-2950-1050支店長 瀬川順也

埼玉県狭山市中新田芝２７６－４
資材物品等

･86027040001025515

2030896イチカワジンシヨウジ

市川甚商事(株)
075-351-0361代表取締役 市川誠

京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７
日用品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501 ･85037130001016513

2030397イチカワセキユ

市川石油(株)
048-952-7777代表取締役 市川大五

埼玉県三郷市番匠免１－５５
電気・住宅機器 輸送機器及び付属品 燃料・油脂 賃貸業務物品等

･7905･7906 ･8101 ･8301･8302･8303 ･87063030001036525
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2030752イトウチユウテクノソリユーシヨンズ

伊藤忠テクノソリューションズ(株) 東日本営業第
２部 03-6403-6432部長 渡邉一史

東京都港区虎ノ門４－１－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87052010001010788

2030780イトーヨーカドー

(株)イトーヨーカ堂 三郷店
048-954-1111店長 柳田亨

埼玉県三郷市ピアラシティ１－１－１
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 農林・水産物品等

･7201 ･7302 ･7403 ･7501 ･84052010001098023

2040036イノメデイツクス

(株)イノメディックス
03-3814-3645代表取締役 二之宮義泰

東京都文京区小石川４－１７－１５
医療・医薬・福祉用具物品等

･7704･77052010001004773

2030204イビソク

(株)イビソク 東京本社
03-3527-3510社長 古市俊幸

東京都中央区日本橋小舟町１５－１７ ５階
賃貸業務物品等

･87999200001013229

2030137イベンタス

イベンタス(株)
03-5638-6400代表取締役 飯塚秋夫

東京都江東区新大橋２－１３－１１
表示・装飾物品等

･7801･78022010601031481

2040012イベントコミユニケーシヨンズイバラキ

(株)イベント・コミュニケーションズ茨城
029-839-2831代表取締役 太田一哉

茨城県つくば市谷田部３６２５－３
印刷 繊維品 表示・装飾 賃貸業務 物品等その他物品等

･7101 ･7603 ･7801･7802･7803･7804･7805･7806 ･8701･8703･8704･8705･8707･8708･8799 ･99995050001016408

2030403イマイシヨウカイ

(株)今井商会
048-958-8820代表取締役 今井誠太郎

埼玉県三郷市半田字七反田３５８－３
医療・医薬・福祉用具 機械・工具 燃料・油脂 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7702 ･8205･8206 ･8301･8302 ･8503･8506 ･86062030001036534

2030028イワタジドウシヤコウギヨウ

岩田自動車工業(株)
048-953-2421代表取締役 岩田耕一

埼玉県三郷市番匠免１－１５
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8104･81054030001038611

2030322イワムラハウス

イワムラハウス(株)
0289-77-7568代表取締役 岩村昌尚

栃木県鹿沼市蓬莱町１３７０－２
賃貸業務物品等

･87046060001021892

2030180インザイベジフル

(株)インザイベジフル 柏店第２事業部
04-7133-8888取締役 高倉陽子

千葉県柏市若柴６９－１
農林・水産物品等

･84051040001034827

2030116インテツク

(株)インテック 公共ソリューション営業部
050-1702-0520部長 浜崎純宏

東京都江東区豊洲２－２－１ 豊洲ベイサイドクロスタワー
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87052230001000255

2030423インフオマテイクス

(株)インフォマティクス
044-520-0850代表取締役 齊藤大地

神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87053010401131679

2030039ウイズウエイストジヤパン

(株)ウィズウェイストジャパン
048-668-1414代表取締役 山田耕

埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１
日用品物品等

･75018030001000971

2030021ウインズ

(株)ウインズ
049-225-7535代表取締役 山本毅彦

埼玉県川越市山田２５３－３
精密機械物品等

･80024030001054360

2030219ウエサカテイ－イ－

(株)ウエサカティー・イー
03-3622-8171代表取締役 上坂忠正

東京都墨田区本所４－２８－８
学校・保育用品 賃貸業務 物品等その他物品等

･7402 ･8799 ･99991010601023950

2040018ウエブチツプス

(株)ウェブチップス
088-678-6619代表取締役 野原直一

徳島県徳島市南末広町４－５３ エコービル４階
賃貸業務物品等

･87056480001008682
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2030828ウエルクル

(株)ウェルクル
06-6484-7321代表取締役 田中学

大阪府大阪市中央区北浜３－１－６ サン北浜ビル４Ｆ
図書・地図 事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7201 ･7306 ･7705 ･8702･8705･87997140001053407

2030088ウオーターエージエンシー

(株)ウォーターエージェンシー 埼玉営業所
048-851-3310営業所長 高瀬裕良

埼玉県さいたま市中央区鈴谷７－１０－２５
物品等その他物品等

･99995011101016763

2030105ウオータースタンド

ウォータースタンド(株)
048-647-3290代表取締役 本多均

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－４６３
事務用品・什器 日用品 賃貸業務物品等

･7302･7305 ･7501 ･8703･87995030001004348

2030099ウオーターテツク

(株)ウォーターテック 東日本支店
03-3456-0795支店長 大隅昌平

東京都港区芝浦３－１６－１
医療・医薬・福祉用具 精密機械 物品等その他物品等

･7702 ･8005 ･99996010401021472

2030886ウオーターリンクス

(株)ウォーターリンクス
079-281-7073代表取締役 谷口貴俊

兵庫県姫路市阿保甲８７８
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87058140001114884

2030034ウダガワシヨウテン

宇田川商店
048-952-1052代表者 宇田川嘉光

埼玉県三郷市上彦名１１８-１
農林・水産物品等

･8405

2030045ウチコン

(株)ウチコン
0480-52-0236代表取締役 内海裕幸

埼玉県久喜市小右衛門１１７
資材物品等

･86058030001033749

2030047ウチダヨウコウ

(株)内田洋行 営業統括グループ
03-5634-6634取締役上席執行役員営業統括グループ

統括 小柳諭司

東京都江東区東陽２－３－２５
図書・地図 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7201 ･7303･7305･7306･7307･7308 ･87051010001034730

2030063ウツノミヤデンシ

宇都宮電子(株) つくば営業所
0297-47-1022常務取締役所長 笹森信行

茨城県守谷市松前台３－２２－７
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7303･7305 ･7404 ･7902･7903 ･80052060001000669

2030182ウルノシヨウジ

ウルノ商事(株) 埼玉支店
0480-78-1321支店長 大内伸夫

埼玉県加須市北平野７７０－１
農林・水産物品等

･84054050001000494

2030874エイチシーネツトワークス

エイチ・シー・ネットワークス(株)
03-5822-0603代表取締役 大江愼一

東京都台東区浅草橋１－２２－１６ ヒューリック浅草橋ビル４階
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306･7307 ･87054010001115346

2030486エイチワイエスエンジニアリングサービス

(株)ＨＹＳエンジニアリングサービス サービス事
業部サービス本部 050-3383-3669本部長 森謙一

東京都小平市御幸町３２
電気・住宅機器物品等

･7902･79037012701009163

2030810エイテツク

(株)エイテック 東日本支社
03-6311-8151支社長 吉本智彦

東京都渋谷区本町４－１２－７
印刷 精密機械 賃貸業務物品等

･7103 ･8005 ･87054011001059252

2030118エイトレント

エイトレント(株) 東京支店
03-6893-1880管理部部長 齊藤武志

東京都品川区大崎１－６－１
消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･8503 ･8703･8704･8705･8707･8708･87996120001061197

2040046エイハンジヤパン

エイハン・ジャパン(株)
03-5765-6841代表取締役 佐久間正

東京都港区芝浦３－１５－２ 山本ビル３階
物品等その他物品等

･99991010401114173

2030066エイバンシヨウジ

エイバン商事(株)
03-5940-7066代表取締役 武内淳一

東京都豊島区駒込１－１４－９
医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7701･7705 ･85011013301002010
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2030037エイブルハラ

(有)エイブル原
048-949-2221代表取締役 原洋一

埼玉県三郷市彦倉１－５４－１
事務用品・什器 表示・装飾 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7303･7305 ･7801･7806 ･7902･7904 ･85048030002050504

2030144エーエイチエス

(有)エー・エイチ・エス
049-253-0061代表取締役 佐藤千晶

埼玉県富士見市東みずほ台１ー５－１－２０３
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8502･8503･85062030002062876

2030294エーエスロカス

ＡＳロカス(株)
043-203-5301代表取締役社長 谷勝博

千葉県千葉市中央区中央港１－２２－７
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7103 ･7305･7306 ･87051010001022850

2030043エージーエス

ＡＧＳ(株)
048-825-6023代表取締役 原俊樹

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－３－２５
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7102 ･7305･7306 ･87052030001000011

2030726エーシーテクノサンヨー

エーシーテクノサンヨー(株)
048-652-4449代表取締役 岩元孝

埼玉県さいたま市北区日進町３－５９７－１
電気・住宅機器物品等

･79046030001001229

2030732エースステージ

(株)エースステージ 埼玉支店
048-797-5375支店長 大山裕也

埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎１５６９－６
表示・装飾物品等

･7801･78061060001006997

2030159エクスアドメデイア

(株)エクス・アドメディア
048-837-5460代表取締役 中村俊宏

埼玉県さいたま市南区内谷４－１１－２６
事務用品・什器 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7308 ･7801･7804･7806 ･8704･87991030001014086

2030049エコケミカルジヤパン

(株)エコケミカルジャパン
03-5431-3775代表取締役 中村祐哉

東京都世田谷区池尻１－１１－１０ サンヴィレッジ３２－１階
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8502･8503･85061120001174029

2040038エコプラン

(株)エコ・プラン
03-3366-1100代表取締役 三ッ廣修

東京都新宿区西新宿７－２０－１
電気・住宅機器物品等

･7902･7904･79054011101034254

2030113エスアイシー

(株)エス・アイ・シー さいたま支店
048-729-4064支店長 渡邉健一

埼玉県さいたま市大宮区東町１－１６－２
電気・住宅機器 精密機械物品等

･7902･7903 ･80054040001011311

2030222エステツク

(有)エステック
049-295-6251代表取締役 霜﨑健生

埼玉県入間郡毛呂山町前久保南３－１５－３
学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7404 ･87996030002094008

2030115エチケンサンギヨウ

越健産業(株)
049-224-1277代表取締役 丸田謙三

埼玉県川越市久保町２－１
日用品 資材物品等

･7501･7504 ･8602･86055030001054401

2030170エデユケーシヨナルネツトワーク

(株)エデュケーショナルネットワーク
03-5275-2101代表取締役 二瓶嘉男

東京都千代田区富士見２－１１－１１
学校・保育用品物品等

･74015010001082973

2030093エヌイーシーキヤピタルソリユーシヨン

ＮＥＣキャピタルソリューション(株) 関東支店
048-643-6491関東支店長 星野和隆

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8707･8708･87998010401021784

2030058エヌイーシーソリユーシヨンイノベータ

ＮＥＣソリューションイノベータ(株) 営業統括本
部 03-5534-2625本部長 神田健治郎

東京都江東区新木場１－１８－７
事務用品・什器物品等

･7305･73067010601022674

2030163エヌイーシーネクサソリユーシヨンズ

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 03-5730-5122事業部長 羽鳥敦

東京都港区三田１－４－２８
事務用品・什器物品等

･7305･73067010401022924
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2030185エヌイーシーネツツエスアイ

ＮＥＣネッツエスアイ(株) 関東支店
048-645-0248支店長 大重博和

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7305･7306 ･79036010001135680

2030094エヌイーシーフイールデイング

ＮＥＣフィールディング(株) 埼玉支店
050-3146-3730埼玉支店長 坂入亜蘭

埼玉県さいたま市北区宮原町２－８５－５
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7301･7302･7303･7305･7306 ･79023010401022977

2030690エヌエックスショウジ

NX商事(株) 埼玉営業センター
048-824-2266所長 町田剛

埼玉県さいたま市中央区下落合１０７９－１
燃料・油脂物品等

･8301･83031010001025515

2030112エヌテイテイエイテイエムタツク

ＮＴＴ－ＡＴエムタック(株)
03-3350-5171代表取締役 深澤友雄

東京都新宿区新宿２－１３－１２
事務用品・什器物品等

･7305･73063011101003581

2030123エヌテイテイテイシーリース

ＮＴＴ・ＴＣリース(株) 関東支店
048-648-3111支店長 森山仁

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－６
賃貸業務物品等
･8701･8702･8703･8705･8707･8708･87
993010401151289

2030186エヌテイテイデータアイ

(株)ＮＴＴデータ・アイ
03-6280-7800代表取締役社長 青木弘之

東京都新宿区揚場町１－１８
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87052011101056358

2030225エヌテイテイデータエムシーエス

(株)ＮＴＴデータ・エム・シー・エス
047-365-4821代表取締役社長 飯塚浩

千葉県松戸市松戸２０５９
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87051040001036848

2030685エヌテイテイドコモ

(株)ＮＴＴドコモ 埼玉支店
048-600-5101支店長 角誠司

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
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7401･7404 ･7902･7903 ･8001･8005 ･87051010001067912

2030344エヌテイテイヒガシニホンカンシンエツ

(株)ＮＴＴ東日本－関信越
0120-414-942代表取締役 石川達

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7903 ･8705･87072030001010159

2030121エネサーブ

エネサーブ(株)
077-543-6330代表取締役 井上博司

滋賀県大津市月輪２－１９－６
電力物品等

･88012160001003901

2030150エネツト

(株)エネット
03-5733-2233代表取締役 谷口直行

東京都港区芝公園２－６－３
電力物品等

･88019010401041641

2030229エバラジツギヨウ

荏原実業(株) 関東支社
048-824-0351支社長 原川和之

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－４
電気・住宅機器 精密機械 機械・工具物品等

･7902 ･8005 ･82055010001039024

2030459エバラシヨウジ

荏原商事(株) 関東支社
048-650-0712支社長 伊藤基之

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７
電気・住宅機器 精密機械 機械・工具 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7902 ･8005 ･8205 ･8501 ･86072010001062813

2030017エバラセイサクシヨ

(株)荏原製作所 北関東支社
048-646-7129支社長 吉田英吾

埼玉県さいたま市北区奈良町１４－３
輸送機器及び付属品 機械・工具物品等

･8102 ･82051010801001748

2030120エビス

(株)エビス 川口支店
048-265-3611代表取締役 野川健

埼玉県川口市柳崎２－１５－３
印刷 表示・装飾物品等

･7101･7102･7104･7105･7106 ･78014030001001131

2030077エフアール

(株)エフアール
048-229-3085代表取締役 金子重行

埼玉県戸田市新曽南４－４－２７
日用品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7501 ･7705 ･7803 ･7901 ･87024030001083211
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2030842エフコムマーケテイング

(株)エフコムマーケティング
03-3865-7710代表取締役 木村清孝

東京都千代田区岩本町２-３-３
事務用品・什器 学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7404 ･87052010001137128

2030073エフパワー

(株)Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
03-5544-8672管財人 富永浩明

東京都港区芝浦３－１－２１
電力物品等

･88012010701022133

2030813エムシーピー

ＭＣＰ(株) 東京営業所
03-3839-8421取締役　営業本部長 太田圭司

東京都台東区東上野１－２７－１２ 箱義ビル３階
印刷 事務用品・什器物品等

･7101･7102･7104 ･7301･73054030001037035

2040052エムジーマリーン

エム・ジー・マリーン(株)
047-370-1501代表取締役社長 齊藤紀幸

千葉県市川市大和田２－１９－６
消防・防災・交通安全対策物品等

･85011040001025801

2030349エルコム

(株)エルコム
03-5482-2141代表取締役 塩見泰成

東京都大田区千鳥２－１０－１６
印刷 事務用品・什器 機械・工具 賃貸業務物品等

･7104 ･7301 ･8205 ･87999010801001856

2030042オウメシヨウコウカイギシヨ

公益経済団体青梅商工会議所
0428-23-0111会頭 小澤順一郎

東京都青梅市上町３７３－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87053013105001132

2030763オウヨウチシツ

応用地質(株) 東京事務所
048-652-4933事務所長 児玉貴司

埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１－５
精密機械物品等

･80052010001034531

2030124オーエージー

ＯＡＧ税理士法人
03-3237-7500代表社員 太田隆介

東京都千代田区五番町６－２
事務用品・什器物品等

･73068011105003318

2030523オオクラコウギヨウ

大倉工業(株) 東京支店
03-6912-5041支店長 和氣宅哉

東京都豊島区東池袋３－１３－２
日用品物品等

･75012470001007268

2030736オオサカガスセキユリテイサービス

大阪ガスセキュリティサービス(株)
06-6306-2061代表取締役 遠山雅夫

大阪府大阪市淀川区十三本町３－６－３５
学校・保育用品物品等

･74044120001092789

2030701オオサカヤシヨテン

(有)大坂屋書店
048-925-6662代表取締役 武内徹

埼玉県草加市住吉１－１１－６５
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 表示・装飾 物品等その他物品等

･7201 ･7302･7303･7305･7306･7307･7308 ･7401･7402･7403･7404 ･7803･7806 ･99994030002043577

2030658オオサキデータテツク

大崎データテック(株)
03-5447-2260代表取締役 石本裕章

東京都品川区東五反田２－１－１０ 大崎電気ビル
電気・住宅機器 精密機械 資材 賃貸業務物品等

･7903 ･8005 ･8607 ･87053010701022603

2030380オオシマシヨウジ

(有)大島商事
048-223-5800代表取締役 谷古宇伸予

埼玉県川口市領家３－８－１９
学校・保育用品 精密機械物品等

･7401･7404 ･80026030002101135

2030145オオツカシヨウカイ

(株)大塚商会 ＬＡ事業部北関東ＬＡ販売課
048-858-1171課長 小堀保夫

埼玉県さいたま市中央区上落合８－１－１９
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7301･7302･7303･7305･7306･7307 ･7901･7903 ･87051010001012983

2030084オカダシヨウカイ

(株)岡田商会
048-982-2913代表取締役 岡田和法

埼玉県吉川市中井１－１１７
日用品 機械・工具物品等

･7501 ･8201･8205･82067030003003288

2030048オカニワケンザイコウギヨウ

岡庭建材工業(株)
048-955-4411代表取締役 岡庭正明

埼玉県三郷市鷹野４－５９
資材物品等

･8605･86993030001036582
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2030031オカニワリヨクカエン

(株)岡庭緑花園
048-956-3930代表取締役 岡庭吉豪

埼玉県三郷市鷹野１－４３４
農林・水産 資材物品等

･8402･8403 ･8605･86991030001036576

2030190オガワポンプコウギヨウ

小川ポンプ工業(株) 東京事務所
03-5753-5061所長 猶原浩司

東京都大田区大森東５－３４－９ ウィステリア大森東２０１
輸送機器及び付属品物品等

･81026120001032297

2030044オキクロステツク

ＯＫＩクロステック(株) 第二支社
048-855-7580支社長 佐藤真央

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０－５
電気・住宅機器物品等

･79036010701001991

2030530オキデンキコウギヨウ

沖電気工業(株) 首都圏営業本部
03-5445-6092本部長 池西利勝

東京都港区虎ノ門１－７－１２
事務用品・什器 電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7303･7305･7306 ･7903 ･8005 ･85037010401006126

2030011オリエンタルコンサルタンツ

(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
048-833-7676所長 福重辰二

埼玉県さいたま市中央区新中里４－１４－１７
電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7903 ･87994011001005165

2030870カーリバイバルシヨツプイワタ

(有)カーリバイバルショップイワタ
048-959-9944代表取締役 岩田誠規

埼玉県三郷市番匠免１－３２４
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8104･81051030002050659

2030052カイギロクケンキユウシヨ

(株)会議録研究所
03-3267-6051代表取締役 妹尾潤

東京都新宿区市谷八幡町１６
印刷 事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7101 ･7305 ･7902･7903 ･8705･87076011101004370

2030041カイギロクセンター

(株)会議録センター
048-549-0822代表取締役 加藤剛也

埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２
印刷 物品等その他物品等

･7101 ･99998030001062153

2030181カイコウスイサン

(株)海幸水産
048-862-1254代表取締役 深井勇哉

埼玉県さいたま市桜区田島１－２－１
農林・水産物品等

･84059030001001787

2030868カガヤサンギヨウ

加賀屋産業(株)
03-3253-7723代表取締役 金津市明

東京都千代田区外神田２－１－４
日用品 繊維品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501･7504 ･7601･7602･7603 ･7704･7705 ･7901･7902･7903･7904 ･8501･8502･8503･8504･85059010001013495

2030613カシハラケイキコウギヨウ

柏原計器工業(株) 千葉営業所
047-398-0228所長 鹿島康弘

千葉県市川市末広１－２－１０
精密機械物品等

･80058122001020858

2030759カシマインサツシヨ

(株)鹿島印刷所
0244-46-5555代表取締役 川又啓蔵

福島県南相馬市鹿島区鹿島町１５９
印刷 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7101･7102･7104 ･8503 ･99998380001015860

2030232カズマツト

(株)ＣＵＺＭＡＴ 埼玉営業所
049-293-7225埼玉営業所長 近藤耀

埼玉県富士見市西みずほ台１－４－５ ベルトピアみずほ台３０２
消防・防災・交通安全対策物品等

･85017020001061082

2030064カドクラテクノ

門倉テクノ(株) 関東支店
048-871-1005支店長 門倉拓也

埼玉県さいたま市浦和区元町１－２４－２５
電気・住宅機器 物品等その他物品等

･7902 ･99999070001004654

2030768カナザワスポーツ

(有)金沢スポーツ
048-957-8134取締役 池田行直

埼玉県三郷市采女１－８７－１
学校・保育用品 繊維品 表示・装飾物品等

･7402 ･7603 ･78045030002048617

2030025カナビ

(株)カナビ
048-955-5371代表取締役 金沢順子

埼玉県三郷市高州４－６２－２
繊維品物品等

･76035030001036597
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2030069カマチヨウセイコウ

鎌長製衡(株) 東京支店
03-3243-2080支店長 寺井公一

東京都中央区日本橋１－１４－７ 明治安田生命江戸橋ビル
精密機械 機械・工具物品等

･8005 ･82056470001000095

2030140カミヤ

(株)カミヤ
048-952-0131代表取締役 神谷功

埼玉県三郷市中央１－２３－３
印刷 事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101･7102･7104･7106 ･7301･7302･7303･7304･7305･7306･730
7･7308･7309 ･7401･7402･7403･7404･7405 ･7501･7502･7503･7504･7505 ･8501･8502･8503･8504･85058030001036603

2030097カワイネームプレートセイサクヨ

(株)川合ネームプレート製作所
0287-36-0245代表取締役 小林弘幸

栃木県那須塩原市石林３１８－１
表示・装飾物品等

･7801･78027060001011959

2030139カワカミインサツ

(有)カワカミ印刷
048-976-0007代表取締役 川上佳勇

埼玉県越谷市南荻島４３５７
印刷物品等

･7101･71048030002085624

2040003カワカミキコウ

川上機工(株)
027-361-6633代表取締役 吉池睦

群馬県高崎市小八木町３０４－２
消防・防災・交通安全対策物品等

･85016070001006562

2030776カワグチカンザイ

川口管財(株)
048-240-5800代表取締役 高柳恵造

埼玉県川口市西青木２－４－２０
消防・防災・交通安全対策物品等

･85048030001074223

2030104カワグチヤクヒンカガク

川口薬品化学(株)
048-252-2149代表取締役 柿本章宏

埼玉県川口市川口５－１２－３４
医療・医薬・福祉用具 精密機械物品等

･7701･7702･7703･7704 ･80059030001074305

2030496カワサキキコウ

川﨑機工(株)
03-5220-3177代表取締役 川﨑信明

東京都千代田区丸の内２－４－１ 丸の内ビルディング
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･8102 ･8503 ･86078010001063789

2030197カワジユウレイネツコウギヨウ

川重冷熱工業(株) 北関東支店
0480-44-9340支店長 阿部洋一

埼玉県白岡市新白岡７－１４－１３
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 機械・工具物品等

･7405 ･7702 ･7904 ･82053160001012736

2030176カワタカセイ

川田化成(株)
048-957-8722代表取締役 川田康雄

埼玉県三郷市早稲田３－２９－１０
日用品 農林・水産 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501 ･8403 ･85033030001036599

2030220カワナベコウギヨウ

カワナベ工業(株) 埼玉営業所
048-501-8407所長 石井和夫

埼玉県熊谷市曙町１－２３－１ 曙町パレス１－Ａ
賃貸業務物品等

･8705･8707･87993070001006573

2030173カワノサトフクシカイ

(社福)川の郷福祉会
048-940-1290理事長 萩進

埼玉県三郷市早稲田１－１７－１３
日用品 表示・装飾 農林・水産 消防・防災・交通安全対策物品等

･7505 ･7807 ･8405 ･85035030005005953

2030053カンエイメンテナンス

(株)カンエイメンテナンス
048-554-9511代表取締役 山田正巳

埼玉県行田市桜町１－６－１０
医療・医薬・福祉用具 資材 物品等その他物品等

･7702 ･8607 ･99991030001086761

2030081カンキヨウカンリセンター

(株)環境管理センター 北関東技術センター
048-840-1100センター長 宮原慎一

埼玉県さいたま市中央区本町東３－１５－１２
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7902 ･85037013401000164

2030129カンキヨウギケン

(株)環境技研 埼玉支店
048-466-8122支店長 原口宏之

埼玉県朝霞市栄町４－３－１８
医療・医薬・福祉用具物品等

･77022011301001568

2030038カンキヨウケイソウ

環境計装(株)
049-241-8121代表取締役 達信也

埼玉県川越市今福１７５２－４
医療・医薬・福祉用具 精密機械物品等

･7702 ･80057030001054564
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2030811カンサイデンリヨク

関西電力(株)
06-7501-0214代表執行役 森本孝

大阪府大阪市北区中之島３－６－１６
電力物品等

･88013120001059632

2030002カンソウケン

(株)管総研 東京支店
03-5205-1990東京支店長 榊原浩二

東京都中央区京橋２－１－３
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7306 ･87058140001054437

2030885カンダツウシンキ

神田通信機(株) 北関東支店
048-641-6068支店長 落合宏行

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－１６７
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7306 ･7902･7903 ･8705･87076010001013597

2030046カントウイスズジドウシヤ

関東いすゞ自動車(株) 越谷支店
048-990-7711支店長 大元健司

埼玉県越谷市流通団地１－１－１５
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8102･8104･81056070001006447

2030098カントウコウギヨウ

関東港業(株) 文化財保存対策事業部
03-3456-1314部長 浅葉信之

東京都港区芝浦４－１７－１１
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具物品等

･7301 ･77037020001025871

2030136カントウトシヨ

関東図書(株)
048-862-2901代表取締役 岩渕均

埼玉県さいたま市南区別所３－１－１０
印刷物品等

･7101･71046030001001757

2030286カントウホーチキ

関東ホーチキ(株) さいたま支社
048-667-8521支社長 本間裕栄

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５４７
消防・防災・交通安全対策物品等

･85017070001000523

2030133カントウマツダ

(株)関東マツダ 法人営業本部
048-641-3657法人営業本部長 小澤哲

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３４５
輸送機器及び付属品物品等

･81019011401007789

2030125キーペツクス

(株)キーペックス
043-241-6891代表取締役 齊藤進

千葉県千葉市中央区中央港２－４－４
事務用品・什器物品等

･73012040001001603

2030148ギジロクセンター

(株)ぎじろくセンター 東京営業所
03-6264-8781取締役兼東京営業所長 濱野尚子

東京都中央区日本橋小舟町９－３ 日本橋相互ビル５０５号室
学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7404 ･87074250001003147

2030019キタニホンコンピユーターサービス

北日本コンピューターサービス(株)
018-834-1811代表取締役 江畑佳明

秋田県秋田市南通築地１５－３２
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87053410001000946

2030604キノエネシヨウユ

キノエネ醤油(株)
04-7125-2151代表取締役社長 山下博之

千葉県野田市中野台１５７
農林・水産物品等

･84051040001071168

2040053キノシタコウキンサービス

(株)木下抗菌サービス
03-5908-2389代表取締役 川村卓也

東京都新宿区西新宿６－５－１
日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 資材 物品等その他物品等

･7501 ･7701 ･8503 ･8699 ･99992010101013773

2030050キハラ

キハラ(株)
03-3292-3301代表取締役 木原一雄

東京都千代田区神田駿河台３－５
事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7302･7304･7307･7308 ･78014010001014829

2030207キヤノンシステムアンドサポート

キヤノンシステムアンドサポート(株) 埼玉中央営
業部 048-649-1215部長 新井孝彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 精密機械 賃貸業務物品等

･7302･7303･7305･7306･7307 ･7705 ･7901･7902･7903 ･8001 ･8702･8705･8707･87085010701002751

2030111キヤノンメデイカルシステムズ

キヤノンメディカルシステムズ(株) 埼玉支店
048-651-9290支店長 田所雅邦

埼玉県さいたま市北区土呂町１－４５－１０
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 輸送機器及び付属品物品等

･7305 ･7705 ･81028060001013525
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2030036キヤノンメデイカルフアイナンス

キヤノンメディカルファイナンス(株)
03-6371-4591代表取締役 田仲純

東京都中央区日本橋人形町２－１４－１０ アーバンネット日本橋
ビル

事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7303 ･7705 ･8702･87053010001005457

2030611キヤプテイ

(株)キャプティ
03-6897-3320代表取締役社長 菊山嘉晴

東京都墨田区堤通１－１９－９
電気・住宅機器物品等

･79048010701019611

2030092キヨウイクサンギヨウ

教育産業(株)
048-685-0855代表取締役 高嶋さくら

埼玉県さいたま市見沼区南中野３０１－１
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 賃貸業務物品等
･7301･7302･7303･7304･7305･7306･73
07･7308･7309 ･7401･7402･7403･7404･7405 ･7901･7902･7903 ･8705･87088030001002241

2030087キヨウエイケンザイコウギヨウ

共栄建材工業(株)
048-953-1141代表取締役 中嶋智仁

埼玉県三郷市三郷１－１４－１３
資材物品等

･86053030001036624

2030738キヨウセイ

(株)共生
048-831-1818代表取締役 溝口久美子

埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－２－３－３０１
繊維品物品等

･7601･76024030001014158

2030855ギヨウセイ

(株)ぎょうせい 関東支社
03-6892-6231支社長 藤原和秀

東京都江東区新木場１－１８－１１
印刷 図書・地図 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101･7106 ･7201 ･7303･7305･7306 ･87051010001100425

2030024ギヨウセイシステム

行政システム(株) 東京支店
042-521-4194東京支店長 中西英喜

東京都立川市曙町２－２２－２０
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87051012801000382

2030169キヨウセラコミユニケーシヨンシステム

京セラコミュニケーションシステム(株)
075-623-0311代表取締役社長 黒瀬善仁

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87056130001012562

2040007キヨウドウカンザイ

(株)協働管財
03-3353-1120代表取締役 塚本吉朗

東京都新宿区若葉１－１０－１１
物品等その他物品等

･99991180301009250

2030789キヨウリツジヨウホウツウシン

協立情報通信(株) 埼玉営業所
048-954-0642営業所長 西室正浩

埼玉県三郷市幸房１３１-１
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7903 ･8705･8707･87082010401008184

2030091キョウワコンサルタンツ

(株)協和コンサルタンツ 関東営業所
048-645-4740所長 発地雅史

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６
物品等その他物品等

･99992011001006553

2030131キヨウワセツビ

(株)協和設備
048-973-6000代表取締役 清水一郎

埼玉県越谷市大道４７８
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7405 ･7702 ･7904･7905･7906 ･8501 ･86077030001063838

2030198キヨクトウカイハツコウギヨウ

極東開発工業(株) 埼玉営業所
048-668-7712所長 富樫正範

埼玉県さいたま市北区東大成町２－２９９－１
輸送機器及び付属品 機械・工具 資材 物品等その他物品等

･8101･8102 ･8201･8202･8205･8206 ･8699 ･99997140001068512

2030849キヨクトウギコウコンサルタント

(株)極東技工コンサルタント 埼玉事務所
048-783-2539所長 秋元透

埼玉県さいたま市大宮区三橋１－４６２－９
印刷物品等

･71012120901006107

2030085キヨクトウサービスエンジニアリング

極東サービスエンジニアリング(株)
03-5781-9833代表取締役 山根哲

東京都品川区東品川３－１５－１０
物品等その他物品等

･99994010801019845

2030890キングランメデイケア

キングラン・メディケア(株) 埼玉支社
048-680-4470取締役執行社長 森長英司

埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１３４０
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7307･7308 ･7704･7705 ･7803･7806 ･7901･7902･7904･7905 ･87992010001083231
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2030055キンセイドウジヨウホウシステム

(株)金聖堂情報システム
042-985-1511代表取締役 金子忠弘

埼玉県日高市梅原９９－２
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7105･7106 ･7303･7305･7306 ･87058030001089691

2030080クウカンジヨウホウサービス

空間情報サービス(株)
043-222-6694代表取締役 古里弘

千葉県千葉市中央区中央３－１０－６
印刷 図書・地図 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101･7102･7103･7104･7105･7106 ･7201 ･7303･7305･7306 ･87052040001000522

2030362クボタキコウ

クボタ機工(株) 東京支店
03-3245-3141支店長 市川篤

東京都中央区京橋２－１－３
輸送機器及び付属品 機械・工具物品等

･8102 ･82053120001149458

2030141クマヒラ

(株)クマヒラ さいたま支店
048-832-1616支店長 新井哲也

埼玉県さいたま市浦和区常磐１０－１５－１６ 常盤１０丁目ビル
５Ｆ

事務用品・什器 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7307･7308 ･8503･8504 ･99991010001108872

2030213クラモチデンキ

倉持電気(株)
048-957-7063代表取締役 瀧澤由樹

埼玉県三郷市早稲田４－２１－５
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7305 ･7404 ･7901･7902･7903･7904･7905･7906 ･8501･85065030001036639

2030022グリーンカンキヨウネツト

(株)グリーンかんきょうネット
052-734-0307代表取締役 西部美樹

愛知県名古屋市千種区今池１－６－３
事務用品・什器 農林・水産物品等

･7301･7305 ･84038180001061842

2030074グリーンテツク

グリーンテック(株)
04-7148-4187代表取締役 張ケ谷正樹

千葉県柏市高田８０６
農林・水産物品等

･84038040001069115

2030003グリーンブルー

グリーンブルー(株)
045-322-1011代表取締役 杉本健司

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１４－１２
事務用品・什器 精密機械 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･8005 ･8705･87998020001041835

2030194クリバライリヨウキカイテン

(株)栗原医療器械店 城東営業所
03-5613-8088所長 菅田英寿

東京都足立区加平３－７－１８
医療・医薬・福祉用具 精密機械 賃貸業務物品等

･7701･7704･7705 ･8005 ･8701･87024070001022669

2030161クリバラレントゲン

栗原レントゲン(株) 埼玉営業所
048-580-7951所長 加藤義人

埼玉県熊谷市宮前町２－１８２ 矢島ビル１Ｆ
医療・医薬・福祉用具物品等

･77057070001001125

2030409クレアールプラス

(有)クレアール・プラス
048-957-1596取締役 北川良幸

埼玉県三郷市早稲田４－７－１ 三郷早稲田サニーコート４０５
印刷 表示・装飾物品等

･7101･7104･7106 ･7804･7806･78075030002048724

2030027グレイトカンポウヤツキヨク

(有)グレイト漢方薬局
048-953-4382代表取締役 柴田幸治

埼玉県三郷市岩野木３７
医療・医薬・福祉用具物品等

･7701･7702･7703･7704･77058030002048713

2030246クレフト

(株)ＣＲＥＦＴ
03-6868-3781代表取締役 黒坂信一

東京都足立区竹の塚１－４０－１５ 庄栄ビル５Ｆ
日用品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501 ･85034011801035774

2030511グローバー

(株)グローバー 三郷営業所
048-954-7635インサイドセールスチーム課長 阿諏訪剛

埼玉県三郷市鷹野２－４０８－１
電気・住宅機器物品等

･79046030001040549

2030005グローバルキヤスト

(株)グローバルキャスト
052-433-7177代表取締役 川口英幸

愛知県名古屋市中村区平池町４－６０－１２ グローバルゲート１
４Ｆ

学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7401･7404 ･77015180001078253

2040021グローバルデザイン

グローバルデザイン(株)
054-273-6385代表取締役 白旗保則

静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１ 葵タワー１６階
賃貸業務物品等

･87059080001001304
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2030108グローリー

グローリー(株) 関東支店
048-654-8601支店長 池本清隆

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６６０
事務用品・什器 精密機械 機械・工具 物品等その他物品等

･7303･7307･7309 ･8005 ･8205 ･99995140001058614

2030071ケイアンドシーシステムキカク

ケイアンドシーシステム企画
048-928-7798代表者 日諸幸紀

埼玉県草加市氷川町２１６５－９ ヘルリッヒⅡ２０１号
事務用品・什器 日用品 表示・装飾 電気・住宅機器 賃貸業務物品等
･7301･7302･7303･7305･7306･7307･73
08 ･7501･7504･7505 ･7801･7803 ･7901･7902･7903･7905･7906 ･8701･8703･8705･8707･8708

2030821ケイエスエス

ＫＳＳ(株)
042-560-2042代表取締役 深澤重幸

東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２
事務用品・什器物品等

･7307･73083012801004191

2030172ケイソクサービス

計測サービス(株) さいたま事業所
048-767-4402事業所長 今吉雅之

埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１２－１０
精密機械 賃貸業務物品等

･8005 ･87994011501001374

2030771ケイデイーデイーアイ

ＫＤＤＩ(株) ソリューション北関東支社
048-677-0079支社長 飛田雅一郎

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ シーノ大宮ノース
ウィング

事務用品・什器 日用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 電力物品等

･7303･7305･7307 ･7501 ･7901･7902･7903･7904 ･8503 ･88019011101031552

2030770ケイデイーデイーアイマトメテオフイス

ＫＤＤＩまとめてオフィス(株) 北関東支社
048-677-0079取締役支社長 飛田雅一郎

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ シーノ大宮ノース
ウィング

事務用品・什器 日用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7303･7305･7307 ･7501 ･7901･7902･7903･7904 ･85033011101059021

2030187ケイミツクス

(株)ケイミックス 埼玉支店
048-997-6610支店長 佐藤秀来

埼玉県八潮市八潮４－２１－６
電気・住宅機器物品等

･79017010401008196

2030261ケイワイテツク

(株)ケイワイテック
048-930-1800代表取締役 上村正教

埼玉県草加市手代３－５２－１
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7901･7902･7904 ･8501･8504･85064030001035971

2030860ケーデーシー

(株)ケー・デー・シー
03-5733-5111代表取締役 髙栁公康

東京都港区虎ノ門４－２－１２
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87053010401097680

2030155ゲツトイツト

(株)ゲットイット
03-5166-0900代表取締役 廣田優輝

東京都中央区築地３－７－１０ JS築地ビル４F
事務用品・什器物品等

･73053010001096109

2030067ケミカルボウサイ

ケミカル防災(株)
048-995-1008代表取締役 瀧新

埼玉県八潮市八潮１－１７-１３
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8502･8503･85061030001035974

2030134ケミテツク

ケミテック(株)
048-651-0767代表取締役 松島昭仁

埼玉県さいたま市北区奈良町１５７－４
医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 資材 物品等その他物品等

･7702･7703 ･8503 ･8605 ･99991030001002603

2030083ゲンソウ

(株)元創
03-6911-3777代表取締役 石住秀樹

東京都杉並区高円寺南３－２４－３１
物品等その他物品等

･99996011301014194

2030313ゲンダイケンコウシユツパン

(株)現代けんこう出版
03-3846-1088代表取締役 砂田昌彦

東京都墨田区両国１－１２－８
印刷 図書・地図物品等

･7101･7104 ･72012010601010650

2030164ケントコーポレーシヨン

(株)ケント・コーポレーション
048-882-5735代表取締役 森谷行雄

埼玉県さいたま市浦和区本太２－９－２４
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 機械・工具 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7402 ･7702 ･8205 ･8503 ･86053030001002535

2030797コアグロウ

(株)Ｃｏｒｅ－Ｇｒｏｗ
048-954-8361代表取締役 船引純

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－２４３－８３
日用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7501 ･7901･7904 ･8502･8503･8504･8505 ･99999030001119794
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2030160コイケ

小池(株)
0280-32-5322代表取締役 小池裕之

茨城県古河市幸町１－４５
輸送機器及び付属品物品等

･81021050001018366

2030146コイズミケンザイコウギヨウ

小泉建材興業(株)
03-3601-6451代表取締役 小泉壽一

東京都葛飾区亀有３－３８－２３
資材物品等

･86053011801001439

2030405コウカケンセツ

(株)コウカ建設
048-953-1240代表取締役 宮田秀男

埼玉県三郷市茂田井１５１５
資材物品等

･86059030001036684

2030070コウキヨウチケン

公共地研(株)
048-297-5751代表取締役 鈴木孝雄

埼玉県川口市戸塚３－２５－２７
表示・装飾物品等

･78029030001074726

2030162コウシン

光伸(株) 関東支店
047-342-9888支店長 町頭健史

千葉県松戸市横須賀１－１－６
医療・医薬・福祉用具物品等

･77029120001079030

2030029コウシンゾウエンドボク

(株)興進造園土木
048-952-1390代表取締役 小林新二

埼玉県三郷市栄４－３８６－３
農林・水産 資材 物品等その他物品等

･8402･8403 ･8605･8699 ･99999030001038359

2030040コウツウサンギヨウ

交通産業(株)
048-861-5881代表取締役 有馬憲太郎

埼玉県さいたま市南区文蔵１－６－７
表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7801･7802･7804 ･8502･8505 ･86055030001002649

2030875コウノイケメデイカル

鴻池メディカル(株) 東京営業所
03-3613-1691東日本事業部長 西丸重喜

東京都墨田区立花５-９-１２
賃貸業務物品等

･87027010001058872

2030089コウワコウゲイインサツ

巧和工芸印刷(株)
048-266-0508代表取締役 小宮山恭一郎

埼玉県川口市前川３－２５－３
印刷物品等

･7101･7102･7104･71065030001081750

2030061コーエイ

コーエィ(株) Ｅ・Ｃ事業部さいたま営業所
048-620-2323部長 加藤満

埼玉県さいたま市西区飯田新田２４４－１
印刷 繊維品 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7101･7104 ･7603 ･7801･7803･7804･7806 ･8704･8705･8708･87992070001001170

2030062コーエー

(株)コーエー
0297-83-2424代表取締役 菅谷和雄

茨城県取手市清水７４７
印刷 事務用品・什器 日用品 繊維品 表示・装飾物品等

･7101･7104 ･7309 ･7501･7503･7505 ･7602･7603 ･7801･7802･7804･78068050001027889

2030652コープミライ

（生協）コープみらい コープデリ三郷センター
048-954-8110センター長 真野博史

埼玉県三郷市泉３－９－１１
農林・水産物品等

･84055030005001408

2030051コーユーレンテイア

コーユーレンティア(株) 関東支店
048-815-4110支店長 平沼康徳

埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－５－５ 北浦和大栄ビル７F
賃貸業務物品等

･8704･8705･8707･8708･87993010401025419

2030165コーヨー

コーヨー(株)
03-5827-2170代表取締役 今村太

東京都台東区東上野６－１６－１０
医療・医薬・福祉用具物品等

･77021010501004035

2030168コオリリース

郡リース(株) 埼玉支店
048-645-2781支店長 小倉多津美

埼玉県さいたま市大宮区下町２－５５ 明邦下町ビルＮｏ．１８　
４F

賃貸業務物品等

･87046010401009996

2030107コクサイコウギヨウ

国際航業(株) 埼玉支店
048-686-1220支店長 米田敏秀

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３－２
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101･7102･7103･7105 ･7301･7303･7305･7306 ･8705･87999010001008669
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2030179コクサイチヤート

国際チャート(株) 本社
048-728-8314取締役営業統括部長 曽志崎稔

埼玉県桶川市赤堀１－３０
印刷物品等

･7102･71042030001041996

2030846コクサイマイクロシヤシンコウギヨウシヤ

(株)国際マイクロ写真工業社
03-3260-5931代表取締役 森松久惠

東京都新宿区箪笥町４－３
事務用品・什器 精密機械物品等

･7301･7303･7307 ･80011011101007287

2030149コクドジヨウホウカイハツ

国土情報開発(株)
03-5481-3000代表取締役社長 羽田寛

東京都世田谷区池尻２－７－３
事務用品・什器 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7302･7305･7306 ･7802 ･87056010901004126

2030468コクドチズ

国土地図(株)
03-3953-5879代表取締役 稲垣秀夫

東京都新宿区西落合２－１２－４
印刷物品等

･71033011101006857

2030057コジマ

(株)コジマ
048-955-5827代表取締役 小島一茂

埼玉県三郷市鷹野３－１３３－６
事務用品・什器 繊維品 表示・装飾 資材物品等

･7308･7309 ･7603 ･7801･7802･7803･7804･7805･7806･7807 ･8601･8603･8605･86991030001036683

2030132コジマシヨウジ

小島商事(株)
048-799-0512代表取締役 小島哲夫

埼玉県さいたま市岩槻区大戸１６８８－８
日用品 機械・工具物品等

･7501 ･82058030001017875

2030195コスモコウキ

コスモ工機(株) 東京支店
03-3435-8810東京支店長取締役 河村和徳

東京都港区西新橋３－９－５
資材物品等

･8606･86072010401010149

2030817コダマコンクリートコウギヨウ

児玉コンクリート工業(株) 埼玉営業所
048-299-5275所長 井上友文

埼玉県川口市栄町３－１０－３
事務用品・什器 学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7307･7308 ･7402･7405 ･7704 ･7803･7806 ･85019013301004057

2030250コトブキ

(株)コトブキ 埼玉支店
048-871-1030支店長 大川泰志

埼玉県さいたま市南区南浦和２－４４－９ 榎本第三ビル４F
学校・保育用品 表示・装飾 物品等その他物品等

･7403 ･7801･7802 ･99994010001016602

2030153コトブキシーテイング

コトブキシーティング(株)
03-5280-5600代表取締役 深澤重幸

東京都千代田区神田駿河台１－２－１
事務用品・什器 物品等その他物品等

･7307･7308 ･99998010001133781

2030209コドモノトモ

(株)こどものとも 北関東支店埼玉営業所
048-782-9595所長 丑久保之伸

埼玉県桶川市下日出谷２７－６
図書・地図 学校・保育用品物品等

･7201 ･7403･74058040001008403

2030234コニカミノルタ

コニカミノルタ(株) デジタルワークプレイス事業
本部自治体DX推進部 070-7415-9966部長 別府幹雄

東京都千代田区丸の内２－７－２
事務用品・什器 精密機械 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･8001･8005 ･87055010001084367

2030102コニカミノルタジヤパン

コニカミノルタジャパン(株) ヘルスケアカンパニ
ー埼玉営業所 0570-000765所長 松尾和憲

埼玉県川越市旭町１－１５－７
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7303･7307 ･7704･7705 ･87089013401005070

2030016コバヤシゾウエンドボク

(株)小林造園土木
048-952-4954代表取締役 小林啓司

埼玉県三郷市栄３－３
機械・工具 農林・水産 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･8201･8205 ･8403 ･8502 ･8605･86996030001036670

2030015コハラゾウエン

(株)小原造園
048-996-8452代表取締役 小原秋雄

埼玉県八潮市鶴ケ曽根１９０６－１
農林・水産 資材物品等

･8402･8403 ･86052030001035908

2030605コマツカスタマーサポート

コマツカスタマーサポート(株) さいたま支店
048-878-4711支店長 山本司

埼玉県さいたま市緑区下野田１３３
事務用品・什器 輸送機器及び付属品 機械・工具 賃貸業務物品等

･7308 ･8104･8105 ･8201･8202･8205 ･87997021001015409
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2030157コムコ

コムコ(株) ソリューション営業部
03-3837-4871部長 齋藤竜也

東京都文京区湯島３－２４－１１ 湯島北東ビル
事務用品・什器 学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7401･7404 ･7704･7705 ･7903 ･8701･8702･8705･87072010001016678

2030536コムネツトシステム

(株)コムネットシステム
03-3880-6411代表取締役 山口永吾

東京都足立区梅田２－４－１９
事務用品・什器 学校・保育用品 物品等その他物品等

･7303･7305･7306 ･7401･7404 ･99998011801025433

2040004コムラツク

(株)コムラック
048-950-6600代表取締役 畑野裕睦

埼玉県三郷市上彦名７
事務用品・什器 電気・住宅機器 物品等その他物品等

･7307･7309 ･7901･7902･7904 ･99998030001039861

2030128コヤノ

(株)こやの
03-6430-9351代表取締役 田渕道行

東京都港区芝公園３－４－３０ ３２芝公園ビル６階
学校・保育用品物品等

･74056011601016519

2030841コヤマ

小山(株) 埼玉営業所
04-2990-1515所長 玉置雅之

埼玉県所沢市中富２５４－２
繊維品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7601･7602 ･7704 ･7803 ･8503 ･8701･8703･87991150001000818

2030483コヤマシヨウカイ

(株)小山商会 北関東営業所
048-775-7311営業所長 大谷正彦

埼玉県上尾市中妻３－４－４
繊維品 賃貸業務物品等

･7601･7602 ･8703･87998370001008114

2030845コワタコウギヨウ

木幡興業(株) コワタ自動車板金塗装工場
048-950-0555工場長 金子裕行

埼玉県三郷市半田３２８
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8101･8102･8104･8105 ･85017030001036629

2030020コンヴイヴ

(株)コンヴィヴ
03-3818-4670代表取締役 菅原健次

東京都文京区本郷２－２７－１８
印刷 図書・地図物品等

･7101 ･72018010001071321

2030072コンツナ

(株)コンツナ 埼玉支店
080-4208-9368支店長 山田敦基

埼玉県朝霞市本町２－１２－２４ ＯｎｅＳｔｏｐＥＬＡＮ２０１
日用品 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7505 ･7601 ･7801･7804 ･8503･8504･85059080001016401

2030695コンパスノカイ

(ＮＰＯ)コンパスの会 コンパス
048-958-2555管理者 中村由美

埼玉県三郷市駒形１２４
日用品 医療・医薬・福祉用具 農林・水産 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7505 ･7704 ･8403･8405 ･8503 ･99999030005005999

2030844サイカツノウギヨウ

さいかつ農業(同) 三郷市とれたて野菜直売所
048-952-2141店長 大浦幸子

埼玉県三郷市幸房１０１
農林・水産物品等

･84057030005005919

2030300サイキヨウトウワヤクヒン

埼京東和薬品(株)
048-654-1111代表取締役 関勝

埼玉県さいたま市桜木町４－５６－１
医療・医薬・福祉用具物品等

･7701･77057030001013405

2030373サイサン

(株)サイサン 伊奈高圧ガスセンター
048-722-9011執行役員産業ガス部部長 小嶋正義

埼玉県北足立郡伊奈町小室道上１０３６０
医療・医薬・福祉用具 機械・工具 燃料・油脂 賃貸業務 電力物品等

･7701･7702 ･8205 ･8302 ･8702 ･88019030001003544

2030372サイシンコウコク

(有)サイシン広告
0494-24-3995代表取締役 岸本穂

埼玉県秩父市下影森４０５７－１１
印刷 事務用品・什器物品等

･7101 ･73028030002121395

2030812サイタマインサツハンバイ

埼玉印刷販売(有)
048-957-8831代表取締役 小川恒徳

埼玉県三郷市半田五反田１８６－１
印刷物品等

･71049030002048852

2030367サイタマキヨウリツオートドア

埼玉協立オート・ドア(株)
048-644-0541代表取締役 水谷貞次

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－７４８
機械・工具物品等

･82057030001003422



19頁　　：

業者名
所在地

業種5業種4業種3業種2

役職 代表者名 格付1　評点（客観）電話番号

業者番号 業種1

入札参加資格者名簿

得意コード1 得意コード2 得意コード3 得意コード4 得意コード5

格付2　評点（客観） 格付3　評点（客観） 格付4　評点（客観） 格付5　評点（客観）

法人番号

2030224サイタマクウチヨウメンテナンス

(株)埼玉空調メンテナンス
048-624-1521代表取締役 千葉輝美

埼玉県さいたま市西区西大宮２－２７－４
電気・住宅機器物品等

･7901･79041030001003403

2030400サイタマケンガツコウキユウシヨクカイ

公益財団法人埼玉県学校給食会
048-592-2115理事長 塩野谷孝志

埼玉県北本市朝日２－２８８
農林・水産物品等

･84052030005015550

2030363サイタマケンチクブツソウゴウカンリ

埼玉建築物総合管理(同)
048-711-7865代表理事 関根晃

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－３－１－２０３
医療・医薬・福祉用具物品等

･77028030005000794

2030391サイタマシザイ

(株)さいたま資材
048-979-2885代表取締役 佐久間誠

埼玉県越谷市平方南町１３－１３
資材物品等

･86051030001066813

2030265サイタマシヨウボウキカイ

埼玉消防機械(株) 中央支店
048-838-0299支店長 保泉和男

埼玉県さいたま市南区辻４－１８－１０
繊維品 医療・医薬・福祉用具 精密機械 輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7602･7603 ･7705 ･8005 ･8102･8103･8104･8105 ･8501･8502･8503･85043030001090737

2030360サイタマスイドウサービスコウシヤ

一般財団法人埼玉水道サービス公社
048-662-8190理事長 蓬田潔

埼玉県さいたま市北区東大成町２－４４５－１
賃貸業務物品等

･87051030005000603

2030394サイタマソツキシヤ

(株)埼玉測機社
048-861-2111代表取締役 國光勝三

埼玉県さいたま市桜区西堀５－９－３９
事務用品・什器 精密機械 消防・防災・交通安全対策 資材 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･8005 ･8502･8505 ･8605 ･8705･87991030001003320

2030808サイタマダイイチコウシヨウ

(株)埼玉第一興商
048-667-6767代表取締役 松井章

埼玉県さいたま市北区櫛引町２－２９６
賃貸業務 物品等その他物品等

･8799 ･99999030001002208

2030446サイタマダイハツハンバイ

埼玉ダイハツ販売(株)
048-865-0116代表取締役 田中英穂

埼玉県さいたま市南区根岸５－１６－６
輸送機器及び付属品物品等

･81017030001003018

2030437サイタマタナカデンキ

埼玉田中電気(株)
048-845-6511代表取締役 田中栄三

埼玉県さいたま市南区辻１－３－１８
事務用品・什器 学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器物品等

･7303･7305 ･7404 ･7705 ･7901･7902･79033030001003021

2030262サイタマトウブヤクルトハンバイ

埼玉東部ヤクルト販売(株)
048-685-8960代表取締役 北田光世

埼玉県さいたま市見沼区東門前２９
農林・水産物品等

･84056030001003456

2040022サイタマトヨタジドウシヤ

埼玉トヨタ自動車(株) 三郷店
048-956-2111店長 関根滋

埼玉県三郷市戸ケ崎３－１０５－１
医療・医薬・福祉用具 輸送機器及び付属品物品等

･7705 ･8101･8102･8104･81058030001003330

2040054サイタマニツサンジドウシヤ

埼玉日産自動車(株) フリート営業部
048-623-2323係長 山下逸実

埼玉県さいたま市西区中釘２０３０
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8102･81053030001023283

2030277サイタマヒカリノクニ

(株)埼玉ひかりのくに
048-663-3070代表取締役 室山和義

埼玉県さいたま市北区宮原町１－１６６－４
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品物品等

･7201 ･7301･7302･7307･7308 ･7402･74039030001003478

2030295サイタマホイクキヨウハン

埼玉保育教販(株)
048-873-3333代表取締役 若宮政子

埼玉県さいたま市緑区中尾１５０７－１
学校・保育用品物品等

･7402･74035030001003028

2030413サイタマワンダーシヤ

(株)埼玉ワンダー社
048-862-1455代表取締役 田中寛明

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－１３－１８
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 繊維品物品等

･7201 ･7307･7308 ･7402･7403 ･76027030001003050
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2030420サイネツクス

(株)サイネックス
06-6766-3363代表取締役 村田吉優

大阪府大阪市天王寺区上本町５－３－１５
印刷 物品等その他物品等

･7101 ･99991120001079723

2030392サイネツト

彩ネット(株)
048-259-2366代表取締役 井上太郎

埼玉県川口市並木２－２５－３
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7106 ･7303･7305･7306･7307 ･87058030001075015

2030436サイボウ

(株)サイボウ
048-687-3131代表取締役 結城剛

埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－１５
日用品 医療・医薬・福祉用具 輸送機器及び付属品 機械・工具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501･7504 ･7701･7704･7705 ･8102 ･8205･8206 ･8501･8502･8503･8504･8505･85063030001003582

2030302サイホクサンギヨウ

埼北産業(株)
048-664-5559代表取締役 小川裕児

埼玉県さいたま市北区吉野町１－３９４
印刷 表示・装飾 資材物品等

･7104 ･7801･7802･7804 ･86053030001003772

2030663サガデンサンセンター

(株)佐賀電算センター
0952-34-1500代表取締役 宮地大治

佐賀県佐賀市兵庫町藤木１４２７－７
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87051300001000513

2030328サカドボウサイ

坂戸防災(株)
049-281-5243代表取締役 梅澤將明

埼玉県坂戸市三光町３６－１
消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･8501･8502･8503･8504･8506 ･99994030001068781

2030395サクライシングリース

桜井寝具リース(株) 埼玉営業所
048-998-5328松田美里

埼玉県八潮市二丁目９３９
事務用品・什器 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7307 ･7601 ･7803 ･8503 ･8703･8708･87996010601011199

2030304サクラプランニング

(株)サクラプランニング
0480-43-7082代表取締役 茂田勝美

埼玉県幸手市東４－１３－１３
印刷物品等

･7103･71056030001031432

2030365サトウシヨウカイ

(株)佐藤商会
04-7124-2257代表取締役 佐藤祐司

千葉県野田市野田６２８
精密機械物品等

･80025040001071214

2030527サニクリーントウキヨウ

(株)サニクリーン東京 城東営業所
03-3606-5170所長 伊澤一茂

東京都足立区佐野１－３５－１７
賃貸業務物品等

･87032020001075021

2030217ザフアースト

(株)ザ・ファースト
03-3796-3755代表取締役 山本芳裕

東京都新宿区須賀町４－８０
賃貸業務物品等

･87994011101060952

2030126サンエイカンリコウギヨウ

三栄管理興業(株) 草加支店
048-920-6515草加支店長 荒井真一郎

埼玉県草加市手代３－１８－１８ ＡＩパレス２　１０１号
電気・住宅機器物品等

･7901･79025030001062008

2030767サンエイキカク

(株)サンエイ企画
048-955-5960代表取締役 廣瀬克彦

埼玉県三郷市高州２－１６２－１
表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7801･7802 ･8505 ･86056030001036720

2030301サンエイシヤリヨウコウギヨウ

産栄車輌工業(株)
048-225-6111代表取締役 牧田英三

埼玉県川口市東領家２－３４－２２
機械・工具物品等

･82017030001074959

2030434サンエーリヨクカ

(株)サンエー緑化
048-965-4015代表取締役 加藤一利

埼玉県越谷市七左町８－３０８－１
機械・工具 農林・水産 資材物品等

･8205 ･8403 ･8604･8605･8606･86079030001063992

2030281サンエスビルサービス

サンエスビルサービス(株)
049-224-5234代表取締役 今江純子

埼玉県川越市小仙波町４－１７－１
表示・装飾物品等

･78031030001055015
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2030335サンオウ

山王(株) 関東営業所
048-594-9146営業所長 西濱聡志

埼玉県熊谷市三ヶ尻３０７２
資材物品等

･86054330001001893

2030292サンオート

(株)サンオート
03-3986-3808代表取締役 山本暁彦

東京都豊島区池袋２－１６－２
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7402 ･77051013301004139

2030481サンキヨウコウギヨウ

三協工業(株) 北関東営業所
0480-21-7271所長 直江晴康

埼玉県久喜市河原井町１５
機械・工具物品等

･82059010701003886

2030314サンキヨウフロンテア

三協フロンテア(株) さいたま支店
048-621-1388支店長 浅利茂樹

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－６８０－１
消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･8503 ･87048040001065642

2030902サンケイソウゴウインサツ

サンケイ総合印刷(株) 大手町オフィス
03-5542-1580担当部長 山本貴志

東京都千代田区大手町１－７－２
印刷物品等

･71017120001035051

2040027サンゲート

(株)サンゲート
048-297-2300代表取締役 濵名良介

埼玉県川口市東川口６－７－３
電気・住宅機器物品等

･7901･7904･79065030001083251

2030442サンケンエンジニアリング

(株)サンケン・エンジニアリング 東京本店
03-5649-3456本店長 島村亮

東京都中央区日本橋本町４－１３－１０
表示・装飾物品等

･78068290001001283

2030416サンコウコウギヨウ

三晃工業(株)
06-6555-7052代表取締役 山梶章

大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６
表示・装飾物品等

･7803･78065140001068836

2030393サンコウシヤ

(株)三工社
03-3433-2677代表取締役 井上晃仁

東京都港区芝大門１－１０－１１ 芝大門センタービル
精密機械物品等

･80056010401012050

2030783サンコーヤクヒン

サンコー薬品(株)
03-3732-4678代表取締役 米川晴美

東京都大田区南六郷２－２８－４
医療・医薬・福祉用具 物品等その他物品等

･7701･7702･7703･7704･7705 ･99995010801004433

2030754サンシンデンキ

三信電気(株) ソリューション営業本部
03-5484-7285取締役常務執行役員ソリューション営

業本部長 森祐二

東京都港区芝４－４－１２
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7305･7306 ･79031010401012096

2030274サンスクリツト

(株)サンスクリット
048-942-0941代表取締役 松居秀典

埼玉県草加市北谷２－５－１８
日用品物品等

･7501･75058030001035002

2030799サンセイテクノロジーズ

三精テクノロジーズ(株) 東京支店
03-3356-5651東京支店長 藤井靖彦

東京都新宿区新宿４－３－１７
表示・装飾物品等

･78063120901006634

2030035サンデータセンター

(株)サン・データセンター
046-824-0010代表取締役 庄司俊治

神奈川県横須賀市小川町１４－１ ニッセイ横須賀センタービル７
階

事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87054021001040418

2030861サンデンシステムエンジニアリング

サンデンシステムエンジニアリング(株)
0270-21-5599代表取締役 鈴木誠

群馬県伊勢崎市宮子町３４５０－８
事務用品・什器 物品等その他物品等

･7305･7306 ･99999070001013390

2030831サンユウ

サンユウ
048-983-4393代表者 岩﨑登喜夫

埼玉県吉川市中曽根１‐９‐１２
日用品物品等

･7501･7502･7503
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2030231サンリツツウシン

三立通信(株)
03-5296-0511代表取締役 木村敬道

東京都千代田区内神田２－６－９ 翔和鎌倉橋ビル
電気・住宅機器物品等

･7902･79036010001017086

2030755サンワールド

(株)サンワールド
0480-22-5665代表取締役 藤田俊一

埼玉県久喜市除堀１５８－３
日用品 電気・住宅機器 農林・水産 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501 ･7901 ･8405 ･85032030001030751

2030271サンワコウソク

三和航測(株) 埼玉営業所
048-643-1977所長 福室拓

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１５４－２０１
印刷物品等

･7101･7103･7105･71063011601002397

2030264サンワシステムサービス

三和システムサービス(株)
048-653-2211代表取締役 田口哲也

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４７７ 福島ビル３階
電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7902･7903 ･87077030001003760

2030417サンワシステムフオーム

(株)三和システムフォーム
048-992-0809代表取締役 仲文成

埼玉県吉川市上内川２２８－１
印刷物品等

･7101･7102･71048030001065569

2030308サンワツクス

(株)サンワックス さいたま支店
048-829-2155支店長 境野正巳

埼玉県さいたま市浦和区常盤１－３－９ ロイヤルプラザ常盤４０
５

表示・装飾 電気・住宅機器物品等

･7803 ･79014030001086866

2030428サンワドウ

(株)三和堂
03-5457-1731代表取締役 井上裕義

東京都渋谷区恵比寿西２－１７－２１
医療・医薬・福祉用具物品等

･7701･7704･77051011001030876

2030316ジーアイエスカントウ

(株)ＧＩＳ関東 春日部支店
048-795-4501取締役支店長 山﨑正彦

埼玉県春日部市一ノ割２－２－１ オーリス春日部１０１
印刷物品等

･71034030001004101

2030253ジーエムイチハラコウギヨウ

ジーエムいちはら工業(株) 東京営業所
03-3862-6976所長 真舘知誉

東京都台東区浅草橋５－４－２ 横山ビル
輸送機器及び付属品物品等

･81028060001010448

2030339ジーシーシー

(株)ジーシーシー 埼玉支社
048-501-0370支社長 岡田浩之

埼玉県熊谷市筑波２－１５ 大樹生命熊谷ビル４階
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87058070001001545

2030288ジエイエイミツイリース

ＪＡ三井リース(株) さいたま支店
048-645-7131支店長 田中慎一

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8707･8708･87998010701022466

2030386ジエイエスキユーブ

(株)ジェイエスキューブ 営業本部
03-5859-0498本部長 竹森裕二

東京都江東区東雲１－７－１２
事務用品・什器 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7301･7302･7303･7305･7306 ･7901 ･8501･8503･8504 ･99998010401067209

2030358ジエイコムサイタマヒガシニホン

(株)ジェイコム埼玉・東日本 草加局
048-920-5532局長 畠直樹

埼玉県草加市氷川町２１５１－２
印刷 電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101･7106 ･7901･7902･7903 ･8001 ･85038030001000848

2030512ジエイテイービー

(株)ＪＴＢ 埼玉南支店
048-227-2503支店長 小川博文

埼玉県川口市本町４－３－２ 明邦川口第８ビル４階
印刷物品等

･7101･7102･71048010701012863

2040037ジエイドローン

(株)ＪＤＲＯＮＥ
03-4236-0080代表取締役 大橋卓也

東京都新宿区西新宿２－１－１
電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7902 ･8001･8005 ･8501･8503･8504 ･87998011101088255

2030227ジエツク

(株)ＪＥＣＣ
03-3216-3962専務取締役 依田茂

東京都千代田区丸の内３－４－１
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8707･87082010001033475
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2030258シグナル

(有)シグナル
011-783-9090代表取締役 須田守

北海道札幌市東区北１５条東１８－１－２６
消防・防災・交通安全対策物品等

･85059430002009269

2030656シグマコミユニケーシヨンズ

(株)シグマコミュニケーションズ
03-4531-6571代表取締役 村上雅弘

東京都港区芝４－１－２３
学校・保育用品 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7404 ･7806 ･87994010701022651

2030205システムエンジニアリング

(株)システムエンジニアリング
03-3866-3261代表取締役 田口純

東京都台東区柳橋１－１３－３
学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 精密機械 物品等その他物品等

･7401･7404 ･7806 ･7901･7902･7903 ･8001 ･99997010501016306

2030819システムハウスアールアンドシー

(株)システムハウスアールアンドシー 首都圏事業
部 03-5762-0934事業部長 市川督

東京都品川区東大井２－１３－８
賃貸業務物品等

･87048010701011766

2030757シゼンシヤ

(有)自然社
011-562-0606代表取締役 下田健次

北海道札幌市中央区南十四条西８－１０５６－１
図書・地図 日用品 物品等その他物品等

･7201 ･7505 ･99994430002009356

2030853シチズンテイアイシイ

シチズンＴＩＣ(株) 東京支店
042-386-2293東京支店長 日下部鋭一

東京都小金井市前原町５－６－１２
精密機械物品等

･80038012401005081

2030355シチヨウカクシステム

視聴覚システム(株)
048-754-2225代表取締役 内藤健司

埼玉県春日部市粕壁東２－１０－１４
学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7404 ･7806 ･7901･7902･7903･7904･7905･7906 ･8001･80032030001051120

2030336シナジー

(株)シナジー
098-988-0184代表取締役 下地勝也

沖縄県宜野湾市大山７－１０－１４ ３階
事務用品・什器 賃貸業務 物品等その他物品等

･7305･7306 ･8705･8799 ･99995360001011831

2030236シノダゴムシヨウカイ

(有)篠田ゴム商会
048-952-5161代表取締役 篠田武

埼玉県三郷市彦倉１－２５０
日用品 電気・住宅機器 輸送機器及び付属品 機械・工具 資材物品等

･7504 ･7902 ･8104 ･8202･8205 ･8602･86078030002049034

2030402シノダセキザイコウギヨウ

(有)篠田石材工業
048-952-1054代表取締役 篠田雅央

埼玉県三郷市番匠免１－７４
資材物品等

･86056030002049036

2030211シノダセツビ

(株)篠田設備
048-954-8625代表取締役 篠田英明

埼玉県三郷市仁蔵４４８－１
学校・保育用品 電気・住宅機器物品等

･7405 ･7904･79054030001036747

2030401シノダデンキ

(株)篠田電機
048-952-2052代表取締役 篠田浩

埼玉県三郷市三郷３－６－５
電気・住宅機器物品等

･7901･7902･7903･7904･79067030001036752

2030276シバゾノカイハツ

芝園開発(株)
03-3870-0041代表取締役 宮本薫

東京都足立区千住３－６６－１６
賃貸業務物品等

･87991011801008551

2030406シバタビコウ

(有)柴田美巧
048-952-4618取締役 柴田悟

埼玉県三郷市新和１－１２６
印刷 繊維品 表示・装飾物品等

･7104 ･7603 ･7801･7802･7804･78069030002048976

2030249シマコウ

(株)島興
0480-26-5151代表取締役 小林勉

埼玉県久喜市河原井町１３
学校・保育用品物品等

･74059030001033987

2030396シマヅメデイカルシステムズ

島津メディカルシステムズ(株) 埼玉営業所
048-615-1461所長 小山健一

埼玉県さいたま市南区内谷５－３－２
医療・医薬・福祉用具物品等

･77056120001124350
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2030320シミズカガクコウギヨウ

清水化学工業(株)
03-3856-1211代表取締役 清水充

東京都足立区西新井６－２５－１３
印刷 日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101 ･7501･7504 ･7704 ･85036011801008571

2030298シミズシヨウカイ

(株)清水商会
043-266-6131代表取締役 清水博

千葉県千葉市中央区松ケ丘町６３５
日用品 繊維品 輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7504･7505 ･7602･7603 ･8102 ･8501･8502･8503･8504･85067040001003223

2030482シモクラガツキ

(株)下倉楽器 大宮店
048-643-6500店長 三田村純子

埼玉県さいたま市大宮区大門町２－９２
精密機械物品等

･80029010001018965

2030350シヤープフアイナンス

シャープファイナンス(株) 関越支店
048-663-8868支店長 吉田康浩

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１０７－２
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8706･87084120001005486

2030230シヤープマーケテイングジヤパン

シャープマーケティングジャパン(株) ビジネスソ
リューション担当 03-5446-8352取締役 美甘將雄

東京都港区芝浦１－２－３
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7301･7303･7305･7306 ･7401･7404 ･7901 ･8705･87081040001008905

2030429シヤカイホケンシユツパンシヤ

(株)社会保険出版社
03-3291-9841代表取締役 髙本哲史

東京都千代田区神田猿楽町１－５－１８
印刷 図書・地図 物品等その他物品等

･7101 ･7201 ･99994010001018796

2030706ジヤクエツ

(株)ジャクエツ 越谷店
048-940-3385店長 生澤宏行

埼玉県越谷市谷中町２－３０２
学校・保育用品 繊維品物品等

･7402･7403 ･76022210001010594

2030221ジヤツクス

(株)ＪＡＣＫＳ
048-957-6333代表取締役 川邊真士

埼玉県三郷市早稲田２－１０－１１
事務用品・什器物品等

･7305･73063030001040650

2030419ジヤノメミシンコウギヨウ

蛇の目ミシン工業(株) 国内営業第一部
042-661-2893部長 木下浩昭

東京都八王子市狭間町１４６３
学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7401 ･7901 ･80047010101008876

2030318ジヤパンインターナシヨナルソウゴウケンキユウジヨ

(株)ジャパンインターナショナル総合研究所
075-924-2603代表取締役 藤原壮督

京都府京都市右京区西京極西池田町９－５ 西京極駅前ビル６階
印刷物品等

･71013130001008274

2030370ジヤパンシステム

ジャパンシステム(株)
03-5309-0310代表執行役社長 齋藤英明

東京都渋谷区代々木１－２２－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87059011001053119

2030013シユウハンシヤ

(株)秀飯舎
048-624-1121代表取締役 渋木理俊

埼玉県さいたま市西区飯田７０
印刷 図書・地図物品等

･7101･7102･7103･7104･7105 ･72011030001004319

2040001ジユウベエ

(有)重兵衛
03-3815-1086取締役 瀧島勝夫

東京都文京区後楽２－２－２０ 井上旭門ビル５Ａ
表示・装飾物品等

･7801･78075010002003103

2030794シユトケンリース

首都圏リース(株)
03-5280-1661取締役社長 岩田一男

東京都千代田区神田美土代町９－１
賃貸業務物品等
･8701･8702･8704･8705･8706･8707･87
08･87997010001036597

2030737シヨウエイインサツ

昌栄印刷(株) 東京営業所
03-3513-0717営業本部長 堀智貴

東京都新宿区神楽坂４－１－１ オザワビル５階
印刷物品等

･7101･71044120001017705

2030647シヨウジユチヤート

昇寿チャート(株) 埼玉営業所
048-252-1936所長 加賀谷隆一

埼玉県川口市西川口１－２６－４
印刷物品等

･7101･71031010501005611
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2030385シヨウジユドウ

(株)昇寿堂 北関東出張所
048-797-7492所長 田名網大輔

埼玉県春日部市樋堀２４４－３ ラミアール春日部Ａ－２０９
印刷物品等

･7101･7102･71046010001047315

2030315ジヨウチ

(株)上智 埼玉支店
049-269-5880支店長 石山通孝

埼玉県ふじみ野市亀久保２－１０－１０－３０８
印刷 事務用品・什器物品等

･7103 ･7305･73066230001008261

2030887シヨウブンシヤ

(株)昭文社
03-3556-8156代表取締役 清水康史

東京都千代田区麹町３－１
印刷物品等

･7101･71037010001204393

2030329ジヨウホウツウシンシステムエンジニアリング

情報通信システムエンジニアリング(株) 埼玉営業
所 048-662-3977所長 気仙国男

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５８６
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器物品等

･7305 ･7404 ･7901･7902･79031010401013937

2030078シヨウヤホールデイングス

(株)ＳＨＯＷ－ＹＡ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
03-3496-9201代表取締役 酒井真弓

東京都渋谷区宇田川町２－１
表示・装飾 物品等その他物品等

･7806 ･99995011001054970

2030267ジヨウヨウメンテナンス

常陽メンテナンス(株) さいたま支店
048-614-5775取締役さいたま支店長 福岡博志

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１ ロイヤルパインズホテル
浦和B１F

日用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501 ･7901･7904 ･8501･85066050001001177

2030398シヨウワ

昭和(株) 三郷営業所
048-957-4315所長 岡井哲朗

埼玉県三郷市早稲田４－１５－１
印刷 賃貸業務物品等

･7101･7102･7103･7104･7105･7106 ･8705･87086011501002206

2030251シヨウワガツキ

(株)昭和楽器
048-737-0707代表取締役 飯塚淳

埼玉県春日部市中央１－４４－１０
精密機械物品等

･80022030001051087

2030443シヨウワギケン

昭和技研(株)
048-882-4080代表取締役 高野吉章

埼玉県さいたま市南区太田窪２－６－８
学校・保育用品 日用品 電気・住宅機器 農林・水産物品等

･7405 ･7501･7503 ･7901･7904･7905･7906 ･84036030001003992

2030390シヨウワコウギヨウ

正和工業(株)
048-736-6111代表取締役 横田生樹

埼玉県春日部市豊野町２－３２－１９
学校・保育用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 資材 賃貸業務物品等

･7405 ･7901･7902･7903･7904･7905･7906 ･8501･8503･8506 ･8601･8603･8607 ･8704･87994030001051119

2030574ジヨンソンコントロールズ

ジョンソンコントロールズ(株) 北関東支店
0120-506-255支店長 鹿又隆

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－６５－２ Ｖスクエア大宮
電気・住宅機器 精密機械 物品等その他物品等

･7902 ･8005 ･99998011001046081

2030239シラカワブタイキコウ

白川舞台機構(株)
048-856-0865代表取締役 白川裕司

埼玉県さいたま市桜区道場７０９－１
表示・装飾物品等

･7803･78067030001004040

2040011シロヤマ

(株)城山 東京営業本部
03-5793-7110本部長 吉田寛

東京都品川区北品川５－１２－４ リードシー御殿山ビル６階
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7404 ･7705 ･7902･7903 ･87073140001114798

2030119シロヤマサンギヨウ

城山産業(株) 埼玉支店
048-987-1081支店長 渡邊浩二

埼玉県越谷市南越谷４－２３－１３
医療・医薬・福祉用具 精密機械 機械・工具物品等

･7701･7702･7703 ･8005 ･82054011001011320

2030247シンエイジドウシヤ

シンエイ自動車(有) 埼玉営業部
048-922-2131部長 志水高広

埼玉県草加市吉町３－７－３０
輸送機器及び付属品 賃貸業務物品等

･8101･8102･8104･8105 ･87068011802013610

2030376シンギジユツコンサル

(株)シン技術コンサル 北関東支店
0270-65-2777支店長 佐藤武彦

群馬県佐波郡玉村町板井３１１－１
賃貸業務物品等

･87053430001007295
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2030806シンク

(株)シンク
092-475-6311取締役社長 丸山秀明

福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２４ 大博センタービル
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305 ･87058290801016357

2030319シンコウアトモス

新晃アトモス(株)
03-5638-3800代表取締役 内海昭則

東京都江東区新大橋１－１１－４
電気・住宅機器物品等

･79019010601037869

2030654シンコーシヨウカイ

(株)シンコー商会
048-953-5555代表取締役 野呂信之

埼玉県三郷市新和５－６３－３
学校・保育用品 日用品 繊維品 機械・工具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7402 ･7504 ･7602 ･8206 ･85026030001036761

2030383シンコースポーツ

シンコースポーツ(株) 埼玉支店
048-782-5320支店長 大澤卓也

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５５
学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7402 ･87993010501006491

2030270シンテン

(株)シンテン 埼玉支店
048-287-9642支店長 酒井隆之

埼玉県戸田市氷川町２－１２－７ ３階
学校・保育用品 日用品 物品等その他物品等

･7402･7403 ･7501 ･99997011501014241

2030303シンデンキ

(株)新電気
048-958-2611代表取締役 西藤輝

埼玉県三郷市早稲田４－７－９
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 資材 賃貸業務物品等

･7901･7902･7903･7904･7905･7906 ･8501･8502･8503･8504･8505･8506 ･8601･8602･8603･8604･8605･8606･8607
･8699

･8701･8702･8703･8704･8705･8706･8707
･8708･87994030001036755

2030498シンニツポンホウキシユツパン

新日本法規出版(株)
052-211-5788代表取締役 星謙一郎

愛知県名古屋市中区栄１－２３－２０
印刷 図書・地図 事務用品・什器 日用品 物品等その他物品等

･7101 ･7201 ･7301･7302 ･7505 ･99995180001036822

2030379シンニホンチユウキ

新日本厨機(株) 埼玉営業所
048-872-8881営業所長 岩﨑洋平

埼玉県さいたま市南区文蔵２－２９－２５
学校・保育用品物品等

･74055010801005431

2030388シンフオニアエンジニアリング

シンフォニアエンジニアリング(株) 東京本社
03-6911-2074東京本社長 高島俊夫

東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル
電気・住宅機器 輸送機器及び付属品 機械・工具 賃貸業務物品等

･7902･7903 ･8102 ･8205･8206 ･87052190001006711

2040035シンメイワアクアテクサービス

新明和アクアテクサービス(株) 北関東センター
048-651-9861所長 木田博喜

埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０
機械・工具物品等

･82059140001029181

2030414シンメイワコウギヨウ

新明和工業(株) 特装車事業部営業本部関東支店
048-651-9741支店長 板村彰

埼玉県さいたま市北区吉野町１－２０－２
輸送機器及び付属品 機械・工具物品等

･8102 ･82057140001082323

2030242シンリユウ

シンリュウ(株)
048-456-2123代表取締役 小澤忠

埼玉県朝霞市上内間木５１４－２
学校・保育用品 物品等その他物品等

･7401 ･99997030001044813

2030493シンレキコウギヨウ

シンレキ工業(株) 熊谷事業所
048-523-6611所長 内田亨

埼玉県熊谷市佐谷田２９７６
資材物品等

･86056010801005785

2030248シンワ

(有)進和
04-2990-5055代表取締役 坪田泉

埼玉県所沢市下富１２８８－１
機械・工具 燃料・油脂 物品等その他物品等

･8206 ･8303 ･99992030002029751

2030216シンワシヨウジ

新和商事(株)
048-794-9605代表取締役 早坂浩

埼玉県さいたま市岩槻区上野6-12-17
農林・水産物品等

･84052030001017947

2030646シンワテツク

進和テック(株) 埼玉支店
048-240-0615支店長 滝澤規次

埼玉県川口市上青木西１－８－３３
電気・住宅機器物品等

･79046011101009766
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2030430スイドウサンギヨウシンブンシヤ

(株)水道産業新聞社 東京本社
03-6435-7644東京事務所長 宮本ひとみ

東京都港区西新橋３－５－２
印刷 日用品 表示・装飾物品等

･7101 ･7505 ･78045120001065389

2030252スイングエーエム

水ｉｎｇＡＭ(株) 北関東支店
048-642-3600支店長 森茂樹

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２５２ ユニオンビル
機械・工具 物品等その他物品等

･8205 ･99994010401137015

2030345スイングエンジニアリング

水ｉｎｇエンジニアリング(株) 北関東支店
048-643-7716支店長 川端謙二

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２５２ ユニオンビル
物品等その他物品等

･99995010401137014

2040047スカイ

Ｓｋｙ(株)
06-4807-6371代表取締役 大浦淳司

大阪府大阪市淀川区宮原３－４－３０ ニッセイ新大阪ビル
事務用品・什器 学校・保育用品物品等

･7303･7305･7306･7307 ･7401･74046120001056148

2030895スゴウケンセツ

須合建設(株)
048-952-2946代表取締役 須合政春

埼玉県三郷市三郷１－２３－８
機械・工具 資材物品等

･8201･8205 ･8605･86993030001036772

2030448スズキジドウシヤセイビコウジヨウ

(有)鈴木自動車整備工場
048-952-0365代表取締役 鈴木博由

埼玉県三郷市栄３－１８６
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8104･81057030002049101

2030305スズキシヨウジ

(有)鈴木商事
048-686-7533代表取締役 鈴木昌彦

埼玉県さいたま市見沼区東大宮１－１７－１２
日用品 繊維品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7504 ･7602 ･8502･85047030002007488

2030243スズキヤツキヨク

(有)鈴木薬局
048-922-2301代表取締役 鈴木秀世

埼玉県草加市住吉１－３－２９
医療・医薬・福祉用具物品等

･7701･7702･7703･7704･77051030002044578

2040019スダセイハン

(株)須田製版 埼玉営業所
048-866-3767所長 塚田大樹

埼玉県さいたま市南区南本町２－１８－５
印刷 図書・地図 事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7101･7102･7103･7104･7106 ･7201 ･7301 ･78018430001008470

2030245スドウコクバンセイサクシヨ

(株)須藤黒板製作所
03-3617-8701代表取締役 須藤哲矢

東京都江戸川区平井７－１７－３５
事務用品・什器物品等

･73086011701004266

2030268スリーウエイ

(株)スリーウエイ
048-257-6880代表取締役 榊尚寛

埼玉県川口市西青木１－１４－２
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･7401･7404 ･7903 ･87052030001130238

2030321スリーエムギケン

スリーエム技研(株)
045-864-3434代表取締役 中田拓馬

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４８１－１
表示・装飾物品等

･78027020001000230

2030296スリーライク

(株)スリーライク 東京支店
03-5812-6960支店長 橋本欣吾

東京都台東区台東３－７－３
日用品 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7501･7504･7505 ･7602･7603 ･7801･7802･7804 ･8501･8502･8503･8504･8505 ･87999050001025933

2030424セイギヨクシヤ

(株)成玉舎 第一営業所
042-773-5858所長 井出貴生

神奈川県相模原市中央区宮下２－１５－５
日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7501 ･7704･7705 ･8503 ･99996021001012737

2030880セイコータイムシステム

セイコータイムシステム(株)
03-5646-1601代表取締役 萩原健二

東京都江東区福住２－４－３
学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7401 ･7903 ･80036010601030983

2030433セイコービルシステム

セイコービルシステム(株) 春日部営業所
048-735-3889営業所長 迫田雅志

埼玉県春日部市赤沼１８７
学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7404 ･7806 ･7902･7904 ･8501 ･86994030001004547
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2030297セイリヨウコミユニテイ

(株)青菱コミュニティ 営業部
0467-42-5598営業部長 加藤千明

神奈川県鎌倉市上町屋３４５
機械・工具 賃貸業務 物品等その他物品等

･8205 ･8799 ･99997021001009253

2030793セイリヨウデンキ

西菱電機(株) 東京支社
03-5777-3944支社長 早川裕治

東京都港区芝大門１－１－３０
電気・住宅機器 精密機械物品等

･7902･7903 ･80051140001078509

2030594セコム

セコム(株)
03-5775-8475代表取締役 尾関一郎

東京都渋谷区神宮前１－５－１
医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7705 ･8501･8503･8504･8506 ･87026011001035920

2030263ゼストメデイカル

(株)ゼストメディカル
048-970-2251代表取締役 高橋敏郎

埼玉県越谷市千間台東１－５－１６
事務用品・什器 学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7307･7308 ･7401･7405 ･7704･7705 ･85031030001102254

2030256ゼネラル

ゼネラル(株)
06-6933-1290代表取締役 髙嶋照仁

大阪府大阪市城東区中央２－１５－２０
事務用品・什器物品等

･73056010501029473

2030364セノー

セノー(株) 関東信越支店
047-385-1110支店長 木本博

千葉県松戸市松飛台３９８
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7402 ･77059040001041601

2030326セノン

(株)セノン 埼玉支社
048-643-3021支社長 水落嘉彦

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２２ 大宮第一生命小峯ビル
医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7705 ･87023011101023258

2030375セフテイー

(株)セフティー
048-761-6151代表取締役 中井文輔

埼玉県春日部市中央２－１４－１
医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7705 ･7801･7802･7804 ･8005 ･85022030001051145

2030410セブンサービスキカクソウシヨク

(株)セブンサービス企画装飾
047-351-7777代表取締役 山村未来男

千葉県浦安市鉄鋼通り３－４－５
表示・装飾 賃貸業務物品等

･7801･7805･7806 ･8704･8705･8708･87995040001029658

2030476セルコ

(株)セルコ
03-3406-1724代表取締役 赤澤豊

東京都渋谷区渋谷２－５－２
図書・地図 賃貸業務物品等

･7201 ･87055011001012598

2030323ゼンコクガクドウコウツウジコボウシカイ

(株)全国学童交通事故防止会
04-7150-5405代表取締役 小島善二

千葉県流山市市野谷４３６
学校・保育用品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7401 ･8501･8503･8504･85055040001038155

2030244ゼンコクジヨウカソウダンタイレンゴウカイ

一般社団法人全国浄化槽団体連合会
03-3267-9757会長 上田勝朗

東京都新宿区市谷八幡町１３ 東京洋服会館７階
事務用品・什器物品等

･7305･73063011105000336

2030284ゼンコクワクチン

全国ワクチン(株)
03-3202-4431代表取締役 小川日出雄

東京都新宿区大久保２－９－１２
医療・医薬・福祉用具物品等

･77011011101011066

2030030ゼンデンコウ

(株)善電工
048-953-4321代表取締役 成田文徳

埼玉県三郷市中央２－１１－３
学校・保育用品 電気・住宅機器物品等

･7404 ･7901･7902･79044030001036788

2030657ゼンリン

(株)ゼンリン 大宮営業所
048-642-4946所長 松田直樹

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ ＪＡ共済埼玉ビル１Ｆ
印刷 図書・地図 事務用品・什器 日用品物品等

･7101･7103 ･7201 ･7305･7306 ･75055290801002046

2030501ソウゴウケイビホシヨウ

綜合警備保障(株) 埼玉南支社
048-825-5200支社長 松尾晶

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－５ 浦和大栄ビル
医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7705 ･7902 ･8501･8503･8504･8506 ･87023010401016070
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2030199ソウワ

(株)創和
03-5637-8888代表取締役 石住義光

東京都江戸川区篠崎町３－３３－８
物品等その他物品等

･99992011701011638

2040005ソービ

(株)ＳＯＢＩ
048-977-2121代表取締役 山田佑太

埼玉県越谷市神明町３－４１２
表示・装飾物品等

･78016030001068185

2030327ソシアルサービス

(株)ソシアルサービス
0480-85-6015代表取締役 小山英一

埼玉県久喜市菖蒲町三箇２８７８－１
物品等その他物品等

･99991030001031131

2030311ソフトバンク

ソフトバンク(株)
03-6889-2699代表取締役 今井康之

東京都港区海岸１－７－１
事務用品・什器 電気・住宅機器 精密機械 賃貸業務 物品等その他物品等

･7305 ･7903 ･8001･8005 ･8705･8707･8799 ･99999010401052465

2040023ソヨカゼ

合同会社そよかぜ
048-954-8463代表社員 白井美佐子

埼玉県三郷市早稲田１－３－１０ ＫＴＴ６ビル３Ｆ
日用品 農林・水産 物品等その他物品等

･7501･7505 ･8405 ･99993030003016203

2030332ソリツクオートドア

ソリックオートドア(株) 東京支店
03-5929-2150支店長 森谷敏久

東京都杉並区高円寺南４－３－９ 兼高ビル１Ｆ
資材物品等

･8601･86031080001002607

2030832ソリマチ

ソリマチ(株)
0258-33-4435代表取締役 反町秀樹

新潟県長岡市表町１－４－２４
事務用品・什器物品等

･7305･73062110001022732

2030412ソンズ

ソンズ(株)
0857-52-6744代表取締役 鈴木尊善

鳥取県鳥取市滝山４４３－１０
賃貸業務物品等

･8705･87992270001001084

2040044ダイイチセントラルセツビ

第一セントラル設備(株) 東京支店
03-3662-3650支店長 池田紀雄

東京都中央区日本橋兜町８－４
電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7901･7904 ･87992040001026699

2030374ダイイチテクノ

(株)第一テクノ 関東支店
048-840-3611関東支店長 田中直康

埼玉県さいたま市桜区南元宿２－３４－１１
電気・住宅機器 輸送機器及び付属品 機械・工具 資材物品等

･7902 ･8102 ･8205 ･86078010701005413

2030382ダイイチビジネスフオーム

第一ビジネス・フォーム(株)
048-421-6521代表取締役 熊丸正憲

埼玉県戸田市笹目南町５－１３
印刷物品等

･7101･7102･71044030001020420

2030289ダイイチホウキ

第一法規(株)
03-3404-2251代表取締役社長 田中英弥

東京都港区南青山２－１１－１７
印刷 図書・地図 賃貸業務物品等

･7101 ･7201 ･87057010401017486

2030283タイキ

(株)大輝 埼玉支店
048-749-8185支店長 早川博文

埼玉県さいたま市岩槻区本町５－４－３
印刷 図書・地図 事務用品・什器 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7101･7102･7103･7104･7105･7106 ･7201 ･7303･7305･7306 ･7802 ･8705･8708･87998012401000925

2030878ダイキンコウギヨウ

ダイキン工業(株) サービス本部東日本サービス部
03-3298-2166東日本サービス部長 坂田明彦

東京都大田区大森西３－２９－７
電気・住宅機器物品等

･79048120001059660

2030260タイコウデンキ

(株)大広電気
048-995-8200代表取締役 熊田秀明

埼玉県八潮市中央２－１－１７
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7901･7902･7903･7904 ･8501･8504･85062030001036146

2030505ダイサンキコウ

太三機工(株) 大宮営業所
048-645-6521所長 磯部保太郎

埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１２０４－２
消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･8503 ･86074010001048876
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2030312タイセイキコウ

大成機工(株) 東京支店
03-5201-7771取締役支店長 中村稔

東京都中央区日本橋１－２－５ 栄太楼ビル
機械・工具 資材物品等

･8201 ･86071120001066556

2030218タイセイソウゴウインサツ

(株)大成綜合印刷 営業部
048-993-1000営業部長 斉藤秀彰

埼玉県吉川市旭３－２０
印刷 事務用品・什器物品等

･7101･7102･7104 ･73013030001065623

2040029ダイセンセイカ

(有)大扇青果
047-362-0661取締役 久佐野博史

千葉県松戸市松戸新田３０ 京葉流通センター内
農林・水産物品等

･84056040002050736

2030836ダイナブツク

Ｄｙｎａｂｏｏｋ(株) 北関東支店
048-660-0030支店長 太田正彦

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１０７－２ シャープ埼玉ビル
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7301･7303･7305･7306 ･7901･7903 ･87058010601034867

2040051ダイブプロデユースセンスイジユク

ＤｉｖｅＰｒｏｄｕｃｅ潜水塾
047-383-0293代表 石崎和弘

千葉県松戸市串崎南町９１－３
物品等その他物品等

･9999

2030509タイヘイシヨウジ

太平商事(株)
048-761-0607代表取締役 菅井梓

埼玉県春日部市増戸８０４－１
農林・水産物品等

･84053030001051177

2030342タイムズニジユウヨン

タイムズ２４(株)
03-6747-8124代表取締役 西川光一

東京都品川区西五反田２－２０－４
賃貸業務 物品等その他物品等

･8799 ･99994010001137274

2030290ダイワカセイ

大和化成(株)
06-6767-3133代表取締役 伊藤秀之

大阪府大阪市天王寺区味原本町１－１１
事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器物品等

･7301･7302･7303･7305･7307･7308 ･7401･7403･7404･7405 ･7501･7503･7504 ･7701･7704･7705 ･7901･7902･79069120001015472

2030487ダイワカセイ

大和化成(株) 埼玉営業所
0480-48-2518所長 田中正月

埼玉県幸手市上吉羽堤外１８７０－１７
医療・医薬・福祉用具物品等

･77024010001126541

2030366ダイワビジネス

(株)大和ビジネス
048-976-2301代表取締役 富岡国洋

埼玉県越谷市平方２８２７－１
印刷物品等

･7101･7102･71043030001064360

2030338ダイワリース

大和リース(株) さいたま支店
048-836-0481支店長 古賀章

埼玉県さいたま市南区文蔵１－１９－１７
賃貸業務物品等

･8701･8704･8706･87994120001077476

2030488タカオ

タカオ(株)
084-955-1275代表取締役 髙尾典秀

広島県福山市御幸町中津原１７８７-１
学校・保育用品 表示・装飾 農林・水産物品等

･7402･7403 ･7801 ･84037240001031229

2030273タカオカデンキコウギヨウ

(株)高岡電気工業
048-991-3850代表取締役 高岡武

埼玉県北葛飾郡松伏町田島東１－２２
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7902 ･8501･8506 ･87998030001065362

2030307タカサゴロザイコウギヨウ

高砂炉材工業(株)
03-3270-6701代表取締役 高橋一彰

東京都中央区日本橋本町３－２－１３
物品等その他物品等

･99995010001067941

2030223タカチホシヨウジ

高千穂商事(株)
03-6450-1011代表取締役 牧野正明

東京都港区虎ノ門５－３－２０－４１５
印刷物品等

･7101･71043010401017011

2030340タカハシイカキカイテン

(株)髙橋医科器械店
048-521-0552代表取締役社長 高橋靖子

埼玉県熊谷市箱田６－１４－３８
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7401･7403 ･7701･7704･7705 ･8005 ･85034030001084977
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2030130タカマツ

タカマツ(株)
048-592-0081代表取締役 倉持光栄

埼玉県北本市石戸宿３－９１－２
資材物品等

･8607･86991030001062052

2030309タカラビルメン

タカラビルメン(株)
0297-66-7111代表取締役 中込太郎

茨城県龍ケ崎市中根台４－１０－１
消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･8501 ･99999050001025289

2030226タケダシヨウコウ

武田商工(株)
048-521-2645代表取締役 勝永義光

埼玉県熊谷市下川上１３６４－８
日用品 繊維品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7504 ･7602 ･8501･8502･8503･85047030001084974

2030299タチカワハウスコウギヨウ

立川ハウス工業(株) 埼玉営業所
048-864-8841所長 竹下正宏

埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１１－２ 松栄浦和ビル
消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･8503 ･87048012801000847

2030847タツクポート

(株)タック・ポート
045-342-7301代表取締役 勝又繁

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２１－３
事務用品・什器物品等

･7305･7306･73086020001018001

2030833タツノ

(株)タツノ
0268-22-6001代表取締役 龍野裕樹

長野県上田市下塩尻２３６-４
事務用品・什器物品等

･7301･7302･7303･7307･73089100001029978

2030439タナカ

(株)タナカ 東京支社
03-3255-1740支社長 井上柾弘

東京都千代田区神田東松下町１７
印刷物品等

･7101･7102･71041050001010075

2030796タナカデンキ

田中電気(株)
03-3253-2811代表取締役 田中良一

東京都千代田区外神田１－１５－１３
学校・保育用品 電気・住宅機器 賃貸業務 物品等その他物品等

･7404 ･7901･7902･7903 ･8707･8799 ･99992010001022478

2030450タニコー

タニコー(株) 川口営業所
048-290-2150所長 船木翼

埼玉県川口市戸塚東３－１５－７ グラン・ピエ１Ｆ
学校・保育用品 日用品 電気・住宅機器物品等

･7405 ･7503 ･79052010701005897

2030282タニダガツキテン

(株)谷田楽器店 浦和支店
048-832-0412支店長 千葉直樹

埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－３－１０
学校・保育用品 精密機械物品等

･7404 ･80029030001084989

2040010タンセイシヤ

(株)丹青社
03-6455-8151代表取締役 高橋貴志

東京都港区港南１－２－７０
表示・装飾 物品等その他物品等

･7801･7807 ･99993010501007440

2030463チイキカンキヨウケイカク

(株)地域環境計画 埼玉事務所
048-420-7550取締役埼玉事務所長 宮畑貴之

埼玉県戸田市川岸１－１０－２１
事務用品・什器 精密機械 資材物品等

･7306 ･8001 ･86996010901007401

2030238チヤンピオンウンドウグテン

チャンピオン運動具店 越谷営業所
048-972-4115所長 中田純平

埼玉県越谷市瓦曾根１－１０－８ フォレストタウンⅢ ２０２
学校・保育用品 繊維品物品等

･7402 ･7603

2030438チユウオウカイハツ

中央開発(株) 関東支店
048-250-1416支店長 若森敦裕

埼玉県川口市西青木３－４－２
印刷物品等

･7101･71035011101012993

2030353チユウオウジオマチツクス

(株)中央ジオマチックス さいたま営業所
048-686-7700所長 荻野典幸

埼玉県さいたま市見沼区小深作６０３－１２
印刷 表示・装飾物品等

･7101･7103 ･7801･78025011401004138

2030278チユウオウシヤ

(株)中央社
048-882-3875代表取締役 松川修一

埼玉県さいたま市浦和区東仲町１６－２０
印刷 図書・地図物品等

･7101 ･72014030001005388
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2030212チユウオウプリント

中央プリント(株)
0480-32-0045代表取締役 仲村茂

埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根３９４７－２
印刷 事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7101･7102･7103･7104･7106 ･7301･7302･7304 ･7801･7804･78063030001099407

2030660チユウガイテクノス

中外テクノス(株) 埼玉営業所
048-642-6407所長 佐藤英樹

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８ 大宮三貴ビル
精密機械物品等

･80055240001006942

2030418チヨダ

(株)チヨダ 埼玉東営業所
048-990-7860営業所長 森洋之

埼玉県越谷市相模町３－１２８－１
資材物品等

･86074100001013581

2030196チヨダテクノル

(株)千代田テクノル
03-3816-5241代表取締役 井上任

東京都文京区湯島１－７－１２
繊維品 医療・医薬・福祉用具 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7602 ･7705 ･8005 ･85027010001004851

2030865ツイキ

(有)ツイキ
047-491-1201代表取締役 築城秀実

千葉県白井市復９１－２
事務用品・什器 日用品 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7302 ･7501･7504･7505 ･7602 ･7801･7804 ･8502･8504･85057040002054686

2030425ツジホンゴウ

辻・本郷税理士法人
03-5323-3301代表社員 徳田孝志

東京都新宿区西新宿１－２５ー１ 新宿センタービル３１F
物品等その他物品等

･99991011105001880

2030279ツツイシヨウジ

(有)筒井商事
048-942-9290代表取締役 筒井久雄

埼玉県草加市北谷３－２０－３
日用品物品等

･75015030002044970

2030354ツヅキデンキ

都築電気(株) 北関東営業所
048-644-3581所長 飯田真章

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４０ 第一山崎ビル
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7902･7903 ･8705･87079010401054908

2040050ツルミセイシ

鶴見製紙(株)
048-283-3620代表取締役 里和永一

埼玉県川口市南鳩ヶ谷8-1-10
日用品物品等

･75019030001073307

2030356テイアイエス

ＴＩＳ(株)
03-5337-7070代表取締役 桑野徹

東京都新宿区西新宿８－１７－１ 住友不動産新宿グランドタワー
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87052010001134133

2030255テイーアールシーサイタマ

(株)ＴＲＣ埼玉
048-652-3511代表取締役 松倉陽平

埼玉県さいたま市中央区円阿弥６－３－１４
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 精密機械 物品等その他物品等

･7201 ･7305･7307･7308 ･7404 ･8002 ･99991030001006075

2030233テイーエスピーヒガシニホン

ＴＳＰ東日本(株) 北関東支店
048-666-0070北関東支店長 池田道雄

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７６－１
繊維品 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7603 ･7801･7802･7803･7804･7806 ･8704･8707･87999020001052204

2030871デイクタクス

(株)ディクタクス
048-948-6931代表取締役 齊藤壽和

埼玉県三郷市早稲田２－１９－２
印刷物品等

･7101･7104･71062030001096297

2030330テイケイシイ

(株)ＴＫＣ
028-648-2111代表取締役社長 飯塚真規

栃木県宇都宮市鶴田町１７５８
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305 ･87055060001002844

2030447テイコクキザイ

帝国器材(株) 埼玉営業所
0480-42-0837所長 中澤義明

埼玉県幸手市上高野２１３１
事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7307･7308 ･78039011801009914

2030206テイコクセンイ

帝國纎維(株)
03-3281-3036代表取締役 桝谷徹

東京都中央区日本橋２－５－１
輸送機器及び付属品物品等

･81027010001034840
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2030369テイコクデータバンク

(株)帝国データバンク 大宮支店
048-643-2080支店長 赤塚裕章

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-１１-９ 7Ｆ
図書・地図 事務用品・什器物品等

･7201 ･73057010401018377

2030272テイシヨウ

帝商(株) 埼玉営業所
048-814-1258営業所長 伊藤昌弘

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４ 小峰ビル５階
日用品 繊維品 輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7504 ･7602･7603 ･8102 ･8501･8502･85035010001050740

2030287デイブレイク

(有)デイブレイク
048-526-9475取締役 白根麻紀

埼玉県熊谷市箱田６－１－１１
表示・装飾物品等

･78064030002115384

2030719データベース

(株)データベース 埼玉営業所
048-962-4180営業所長 清重正樹

埼玉県越谷市谷中町１－４５－８
医療・医薬・福祉用具物品等

･77028430001016944

2030184データホライゾン

(株)データホライゾン
082-279-5550代表取締役 内海良夫

広島県広島市西区草津新町１－２１－３５ 広島ミクシス・ビル
印刷物品等

･71019240001012318

2030359デザートネツト

ＤＥＳＳＥＲＴ－ＮＥＴ
048-959-0748代表者 田切幸一

埼玉県三郷市彦成１－４０６
印刷 繊維品 表示・装飾 物品等その他物品等

･7101･7104 ･7601･7602･7603 ･7801･7804 ･9999

2030862デサン

(株)デサン
048-651-1881代表取締役 藤池一誠

埼玉県さいたま市北区大成町４－１４０
印刷 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7101･7104 ･7801･7802･7804･7807 ･8503･8505 ･99995030001005627

2030269テスコ

テスコ(株) 埼玉支店
048-229-1922支店長 古内康

埼玉県川口市飯塚１－３－２６
医療・医薬・福祉用具 精密機械 機械・工具 資材 物品等その他物品等

･7702 ･8005 ･8202･8205 ･8606･8607 ･99995011101011871

2030415デユプロ

デュプロ(株) 埼玉支店
048-662-8671支店長 麻生修男

埼玉県さいたま市北区宮原町４－２６－１３
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303 ･8705･87086013301013580

2030851テリヤスポーツ

(株)テリヤスポーツ
048-941-3310代表取締役 登家大介

埼玉県草加市長栄３－３０－１０
学校・保育用品 表示・装飾物品等

･7402 ･78046030001035292

2030864テルウエルヒガシニツポン

テルウェル東日本(株) 北関東信越支店
048-640-7880取締役北関東信越支店長 伊東健一

埼玉県さいたま市大宮区下町２－６１ ＮＴＴ大宮下町ビル２階
事務用品・什器 日用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等
･7301･7302･7303･7304･7305･7307･73
08 ･7501･7505 ･7705 ･7901･7902･7903･7904･7906 ･8503･85049011001036346

2030714テレコムスクエア

(株)テレコムスクエア
03-3239-2333代表取締役社長 吉竹雄次

東京都千代田区五番町６－２ ホーマットホライゾンビル３Ｆ
電気・住宅機器 精密機械物品等

･7901･7902･7903 ･80051010001026918

2030852デワシキセイサクシヨ

(株)出羽紙器製作所 新所沢工場
04-2943-3311赤岩政俊

埼玉県所沢市下富４００
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7301 ･7705 ･85033011401004362

2030431デンキコウギヨウ

電気興業(株) 埼玉営業所
049-261-1514営業所長 藤澤保

埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１－１－１
電気・住宅機器 物品等その他物品等

･7903 ･99994010001008723

2030422デンサン

(株)電算
026-224-6666代表取締役 轟一太

長野県長野市鶴賀七瀬中町２７６－６
事務用品・什器物品等

･7305･73061100001002083

2030310テンマドウ

(株)天馬堂
048-953-1341代表取締役 向佐達也

埼玉県三郷市上口１－１５４－１
事務用品・什器 学校・保育用品物品等

･7302･7307 ･7401･7402･7403･74041030001036840
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2030306トウアサンギヨウ

(株)東亜産業
048-873-3784代表取締役 若菜正孝

埼玉県さいたま市緑区中尾１５２３
表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7801･7802･7804 ･8502･8505 ･86055030001014966

2030280トウアセンスイキ

東亜潜水機(株)
03-3803-2251代表取締役 佐野弘幸

東京都荒川区南千住７－３２－１
消防・防災・交通安全対策物品等

･85018011501007772

2030325トウカイリース

東海リース(株) 東京支店
03-3433-1700支店長 西江計二

東京都港区虎ノ門５－１－５
賃貸業務物品等

･87047120001067607

2030082トウキヨウガス

東京瓦斯(株) 都市エネルギー事業部
03-5400-7787都市エネルギー事業部長 高橋稔

東京都港区海岸１-５-２０
燃料・油脂 電力物品等

･8302 ･88016010401020516

2030347トウキヨウガスエンジニアリングソリユーシヨンズ

東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
03-6452-8470代表取締役 小西康弘

東京都港区海岸１－２－３
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305 ･87052010401079028

2030800トウキヨウガスオールワンエナジー

東京ガスオールワンエナジー(株)
03-3884-1151代表取締役 宮田秀幸

東京都足立区竹の塚５－２－６
学校・保育用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7405 ･7901･7904･7905･7906 ･8506 ･87998011801016309

2030802トウキヨウキカクソウシヨク

東京企画装飾(株)
03-5948-3780代表取締役 東風美佐

東京都豊島区高松１－１１－１５ モリタビル西池袋
事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7308 ･7801･7802･7803･78061011601004486

2030407トウキヨウケイキ

東京計器(株) 計測機器システムカンパニー
03-3737-8621カンパニー長 楠澄人

東京都大田区南蒲田２－１６－４６
精密機械物品等

･80053010801008436

2030293トウキヨウケンセツコンサルタント

(株)東京建設コンサルタント 埼玉事務所
048-642-8935所長 大手俊治

埼玉県さいたま市大宮区東町１－３６－１
精密機械 賃貸業務物品等

･8005 ･87996013301007970

2030285トウキヨウコクバンセイサクシヨ

(株)東京黒板製作所 本社
03-3959-1551取締役営業部長 卯月泰之

東京都板橋区熊野町１１－７
事務用品・什器 学校・保育用品 表示・装飾物品等

･7307･7308 ･7401･7404 ･78028011401006932

2030602トウキヨウサラヤ

東京サラヤ(株) 北関東支店
048-665-5151支店長 清水一省

埼玉県さいたま市北区別所町１１２２－１
事務用品・什器 日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7305 ･7501 ･7701 ･85034010701006514

2030291トウキヨウスイドウ

東京水道(株)
03-3343-4560代表取締役 野田数

東京都新宿区西新宿６－５－１
賃貸業務物品等

･87998011101037071

2030331トウキヨウセンチユリー

東京センチュリー(株)
03-5818-8650代表取締役 野上誠

東京都千代田区神田練塀町３
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8707･8708･87996010401015821

2030484トウキヨウタイイクキキ

東京体育機器(株)
03-3625-6801代表取締役 海老根實

東京都墨田区押上１－４０－７
賃貸業務 物品等その他物品等

･8799 ･99995010601015110

2030371トウキヨウツウシンデンセツ

東京通信電設(株) 埼玉支店
048-662-3533支店長 岡本悟

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５８６
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器物品等

･7305 ･7404 ･7901･7902･79034010401020815

2030892トウキヨウデンキキキサービス

東京電機機器サービス(株)
03-3837-3246代表取締役 塩谷智彦

東京都千代田区外神田６－１５－９
電気・住宅機器物品等

･79025010001034289
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2030004トウキヨウデンリヨクエナジーパートナー

東京電力エナジーパートナー(株)
03-6373-1111代表取締役 秋本展秀

東京都千代田区内幸町１－１－３
燃料・油脂 電力物品等

･8302 ･88018010001166930

2030445トウキヨウブツサン

東京物産(株) 埼玉営業所
048-291-8224所長 根本達司

埼玉県川口市本蓮２－８－１０
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･8501･8502･85039010001034392

2030389トウキヨウホウキシユツパン

(株)東京法規出版
03-5977-0300代表取締役 菅国典

東京都文京区本駒込２－２９－２２
印刷 図書・地図 日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101･7103･7104 ･7201 ･7501･7505 ･7704･7705 ･8503･8504･85051010001005285

2030056トウキヨウホウレイシユツパン

東京法令出版(株)
026-224-5441代表取締役 星沢卓也

長野県長野市南千歳町１００５
印刷 図書・地図物品等

･7101 ･72011100001002125

2030240トウキヨウユウホウエン

東京優芳園(株)
03-6380-1848代表取締役 櫻井栄蔵

東京都新宿区新宿１－５－６ 御苑ビル
農林・水産 物品等その他物品等

･8402･8403 ･99993011101014868

2030815トウキヨウワツクス

東京ワックス(株)
048-573-1121代表取締役 古郡公恵

埼玉県深谷市上野台２９２０
事務用品・什器 繊維品 表示・装飾 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7307･7308 ･7602･7603 ･7801･7803･7806 ･7901･7902･7904･7905･7906 ･8501･8502･8503･8504･8505･85065030001086460

2030156トウコウサンギヨウ

東興産業(株) 関越営業所
049-226-7911所長 本橋丈晴

埼玉県川越市福田２３９
機械・工具 資材物品等

･8201･8205 ･86993010001024366

2030857トウザイカガクサンギヨウ

東西化学産業(株) 東京支店
044-270-2310支店長 杉浦智久

神奈川県川崎市川崎区台町７－１１
医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 物品等その他物品等

･7702 ･7904 ･99996120001085345

2030882トウサイガス

東彩ガス(株)
048-962-1382代表取締役 土屋友紀

埼玉県越谷市越ケ谷１－１４－１
電気・住宅機器 燃料・油脂 消防・防災・交通安全対策物品等

･7904･7905･7906 ･8302 ･85068030001051263

2030432トウシバインフラシステムズ

東芝インフラシステムズ(株) 北関東支店
048-640-1133統括責任者 齋藤秀二

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１
電気・住宅機器 精密機械物品等

･7902･7903 ･80052011101014084

2030007トウシンチクサン

東新畜産(株)
03-3972-4129代表取締役 小林公人

東京都板橋区向原３－９－７
農林・水産物品等

･84054011401004469

2040042トウセイインサツ

東誠印刷(株) 葛飾営業所
03-3692-9546取締役営業第一部部長 宮澤匡英

東京都葛飾区奥戸２－７－７
印刷物品等

･7101･7102･71044010001023887

2030567トウテク

東テク(株)
03-6632-7000代表取締役 長尾克己

東京都中央区日本橋本町3－11－11
電気・住宅機器 機械・工具物品等

･7902･7904 ･82052010001051477

2030894トウデンタウンプランニング

東電タウンプランニング(株) 埼玉総支社
048-638-1800埼玉総支社長 尾島勇

埼玉県さいたま市中央区上落合８－９－７
表示・装飾物品等

･78016011101032181

2030858トウデンフユエル

東電フユエル(株) 火力原子力防災事業部
03-6371-2700執行役員火力原子力防災事業部長 山﨑賢一

東京都江東区東陽３－７－１３
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8502･8503･85068010401021280

2040016トウブンシヤ

(株)塔文社
03-5380-5401代表取締役 木村和夫

東京都中野区新井１－３８－８
印刷 図書・地図 表示・装飾物品等

･7101･7103 ･7201 ･78017010001024965
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2030440トウヨウアクアテツク

(株)東洋アクアテック
042-758-5580代表取締役 緒方哲也

神奈川県相模原市中央区清新８－９－１７
消防・防災・交通安全対策物品等

･85037021001013313

2030352トウヨウインサツ

東洋印刷(株) 埼玉営業所
048-711-7495所長 白田大

埼玉県さいたま市南区大谷口５７４５
印刷物品等

･7101･7102･7104･71063130001021789

2030343トウヨウケイキ

東洋計器(株) 北関東支店
048-613-1031支店長 赤羽誠

埼玉県さいたま市北区宮原町４－２－２０
精密機械物品等

･80056100001013654

2030377トウヨウコウギヨウ

東陽工業(株) 北関東支店
048-642-5771支店長 廣瀬正樹

埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－４－４
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7903 ･8501･85067010401020291

2030368トウワエンジニアリング

(株)東和エンジニアリング 関東支店
048-648-7701支店長 本部将司

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－９７０－６
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器物品等

･7305･7306 ･7404 ･79038010501022641

2030317トウワケイビホシヨウ

東和警備保障(株)
048-863-7465代表取締役 早坂直喜

埼玉県さいたま市南区別所２－７－１９
賃貸業務物品等

･87996030001005790

2030661トーカイ

(株)トーカイ 八潮営業所
048-994-4340所長 吉本昌弘

埼玉県八潮市八潮１－１３－５
日用品 繊維品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7501 ･7601･7602 ･7704･7705 ･7803 ･8701･8703･87998200001003544

2030384トーケミ

(株)トーケミ 東部支店
03-5817-2025支店長 細川太郎

東京都台東区台東１－１９－２
医療・医薬・福祉用具 精密機械 機械・工具 資材物品等

･7702 ･8005 ･8205 ･86075120001057064

2030337トースイ

トースイ(株)
03-5276-1101代表取締役 柴田達夫

東京都千代田区平河町１－７－７
医療・医薬・福祉用具物品等

･77022010001024581

2030346トーテツクアメニテイ

トーテックアメニティ(株) 東京事業所
03-5657-3200事業所長 田中良典

東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビルディング１７階
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7305･7306 ･79037180001038759

2030381トーニチ

(株)トーニチ
048-644-7417代表取締役 澤田明

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－４０２
日用品 機械・工具 農林・水産 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7501･7504 ･8205･8206 ･8402･8403･8405 ･8501･8502･8503 ･99994030001006007

2030421ドーン

(株)ドーン
078-222-9700代表取締役 宮崎正伸

兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１ 三宮グランドビル５階
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7306 ･87059140001018622

2030254トシヨカンリユウツウセンター

(株)図書館流通センター
03-3943-2221代表取締役 細川博史

東京都文京区大塚３－１－１
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 精密機械 賃貸業務物品等

･7201 ･7303･7305･7307･7308 ･7404 ･8002 ･87053010001005556

2030341ドツドウエルビーエムエス

(株)ドッドウエルビー・エム・エス 大宮支店
048-662-5196支店長 武井崇浩

埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－１７９ スバル大宮ビル
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7303 ･79024010001052465

2030475トツパンインサツ

凸版印刷(株) 大宮営業所
048-778-8538所長 刑部吉輝

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
印刷 事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 表示・装飾物品等

･7101･7102･7103･7104･7106 ･7301･7302･7303･7305･7306･7309 ･7401･7404 ･7501･7502･7505 ･7801･7802･7804･78077010501016231

2030426トツパンフオームズ

トッパン・フォームズ(株) 埼玉営業所
048-822-1141所長 富山淳一

埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１
印刷 事務用品・什器物品等

･7101･7102･7104 ･7301･7302･7303･7305･73064010401050341
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2030843トベシヨウジ

(株)トベ商事
03-5902-3202代表取締役 戸部智史

東京都北区王子５－１０－１
物品等その他物品等

･99994011501013460

2030357トベシヨウジ

(株)戸部商事
048-952-1551代表取締役 戸部清光

埼玉県三郷市中央５－３６－９
燃料・油脂物品等

･8301･83032030001036848

2030449トミス

(株)トミス
03-3370-6104代表取締役 戸簾俊久

東京都渋谷区代々木２－１５－５
資材物品等

･86077011001015979

2030618トヨタエルアンドエフサイタマ

トヨタＬ＆Ｆ埼玉(株) 越谷営業所
048-962-3181所長 小鷲好克

埼玉県越谷市谷中町３－３８－５
電気・住宅機器 機械・工具 賃貸業務 物品等その他物品等

･7904 ･8202 ･8799 ･99999030001061815

2030237トヨタレンタリースサイタマ

(株)トヨタレンタリース埼玉
048-645-2346支配人 関根正也

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１５－１
賃貸業務物品等

･87064030001006097

2030411トヨタレンタリースシンサイタマ

(株)トヨタレンタリース新埼玉
048-643-8282代表取締役 坂井俊哉

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２０６－１
賃貸業務物品等

･87068030001005896

2030257トライグループ

(株)トライグループ
03-6684-1087代表取締役 平田友里恵

大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４
学校・保育用品 物品等その他物品等

･7401 ･99999120901007577

2030674トリケイフーズ

(株)とりけいフーズ 小渕営業所
048-752-3809代表取締役 小山幹雄

埼玉県春日部市小渕１８７－１
農林・水産物品等

･84054030001051309

2030824トレジヤーボツクス

(株)トレジャーボックス
048-782-6660代表取締役 木本忠将

埼玉県上尾市上１７２２－６
学校・保育用品 繊維品 表示・装飾 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7402･7403 ･7603 ･7806 ･8002 ･8501･8502･8503･8504･85052030001062654

2040048トレンドデザイン

トレンドデザイン(株) さいたま事務所
048-851-8181所長 吉成香

埼玉県さいたま市中央区上落合８－１２－８－３０７
印刷物品等

･7101･7102･7103･7104･7105･71069050001017658

2030538ナイガイチズ

内外地図(株)
03-3291-0338代表取締役 五本木秀昭

東京都千代田区神田小川町３－２２
印刷 図書・地図 事務用品・什器物品等

･7101･7103 ･7201 ･73062010001025159

2030555ナイトウハウス

(株)内藤ハウス 埼玉営業所
048-643-1714所長 山本光衛

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１８３－３
賃貸業務物品等

･8704･87998090001011146

2030609ナガシマイモノ

長島鋳物(株)
0480-58-2211代表取締役 長島博高

埼玉県川口市仲町２－１９
消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･8503 ･86072030001076448

2030489ナガタコウコク

長田広告(株)
0567-26-5251代表取締役 長田一郎

愛知県津島市東柳原町５－５－１
表示・装飾物品等

･78015180001097294

2030643ナガタシギヨウ

永田紙業(株)
048-583-2141代表取締役 永田耕太郎

埼玉県深谷市長在家１９８
事務用品・什器 日用品 繊維品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7301･7302 ･7501･7504 ･7602 ･85021030001086043

2030631ナカニシセイサクシヨ

(株)中西製作所 北関東支店
048-667-1081支店長 清水建至

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１７７－１
学校・保育用品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7405 ･85033120001018349
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2030601ナカネデザインジムシヨ

ナカネデザイン事務所
090-3499-7170代表者 中根秀一

埼玉県三郷市早稲田３－１０－１ アルデール三郷Ａ－４０６
印刷物品等

･7101･7104

2030404ナガノ

(有)ナガノ
048-951-4527代表取締役 飯島健二

埼玉県三郷市彦成１－２４７－１
表示・装飾 機械・工具 消防・防災・交通安全対策 資材 賃貸業務物品等

･7802 ･8201･8206 ･8503･8505 ･8605･8606･8607 ･87045030002049466

2030727ナカノアイシステム

(株)ナカノアイシステム 東京支店
03-6715-7586支店長 真壁智

東京都大田区西蒲田７－４４－７ 西蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7103 ･7305･7306 ･87055110001004348

2030522ナカノギジユツ

(株)中野技術
048-486-0271菅原広志

埼玉県新座市東北１－１４－１
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101･7103 ･7303･7305･7306 ･8705･87992030001011685

2030584ナガノポンプ

長野ポンプ(株) 東京営業所
03-5812-4021所長 藤井利男

東京都千代田区外神田５－５－１１ 小西ビル１階
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･85012220001004793

2030775ナカバヤシ

ナカバヤシ(株) 東京本社
03-3558-1255本社長 淡路克浩

東京都板橋区東坂下２－５－１
印刷 事務用品・什器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101･7102･7104 ･7301･7302･7303･7305･7307 ･85034120001086023

2030723ナカムラシヨウボウカガク

(株)ナカムラ消防化学 東京営業所
03-5680-6823所長 家元昭

東京都葛飾区西亀有２－３６－１
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･8501･8502･8503･85066310001008856

2030553ナカムラセイサクシヨ

(株)中村製作所 関東営業所
048-667-7511営業所長 能澤真吾

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－２１－２
学校・保育用品 表示・装飾 農林・水産物品等

･7402･7403 ･7801･7802 ･84036040001036406

2030589ナカムラテンセツ

中村展設(株)
03-3634-6201代表取締役 中村順一

東京都墨田区両国２－９－８
表示・装飾物品等

･78013010501009486

2030518ナガモリ

(株)ナガモリ
048-269-2235代表取締役 藤原裕幸

埼玉県川口市北園町３５－１５
表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7801･7802･7804 ･8502･8505 ･86059030001074932

2030472ナカヤマハタキシヨウ

中山旗徽章
048-974-8719代表者 中山鉄雄

埼玉県越谷市北越谷３－９－９
事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7309 ･7801･7804

2030526ナカヨシ

(有)ナカヨシ
0480-34-3311取締役 上野榮三

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛３－２６－１
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7201 ･7301･7302･7303･7304･7307･7308 ･7402･7403･7404･7405 ･8002 ･85034030002069787

2030202ナガレヤマカガク

(株)流山化学
04-7155-2111代表取締役 岡田隆治

千葉県流山市美原３－８９－３
医療・医薬・福祉用具物品等

･77022040001038307

2040049ナガワ

(株)ナガワ 埼玉営業所
048-644-6010営業所長 人見泰宣

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－２ ＧＩＮＺＡＹＡＭＡ
ＴＯ３　６Ｆ

賃貸業務物品等

･87047430001056297

2030669ナシヨナルシヨウボウカガク

(株)ナショナル消防化学
048-526-0119代表取締役 山口寿人

埼玉県熊谷市上之２９１９－１
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8503･8504･85064030001085083

2030596ナブアシスト

(株)ナブアシスト
027-253-1633代表取締役 望月明夫

群馬県前橋市元総社町５２１－８
事務用品・什器 学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7404 ･87051070001002376
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2030521ナリタコウキ

成田工機(株)
03-3608-2306代表取締役 成田哲規

東京都葛飾区金町６－７－１４
学校・保育用品 資材物品等

･7405 ･8605･8606･8607･86991011801003627

2030735ニオコウサン

仁尾興産(株) 東京都営業所
03-6867-1596所長代理 亀山修

東京都新宿区新宿４－３－１７ FORECAST新宿SOUTHビル６階
医療・医薬・福祉用具 資材物品等

･7702 ･86056470001010466

2030740ニシノイカキカイ

(株)西野医科器械
03-3816-1227代表取締役 西野景三

東京都江戸川区東葛西１－３４－４
医療・医薬・福祉用具 精密機械物品等

･7701･7704･7705 ･80056011701006147

2030565ニシハラカンキヨウ

(株)西原環境 北関東営業所
048-814-2750所長 前田真

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１
医療・医薬・福祉用具 精密機械 機械・工具物品等

･7702 ･8005 ･82055010401023437

2030700ニシヤマエンゲイ

西山園芸
048-982-4547代表者 西山亜弥

埼玉県吉川市皿沼１－９７－１
農林・水産物品等

･8403

2030711ニチイガツカン

(株)ニチイ学館
03-3291-2121代表取締役 森信介

東京都千代田区神田駿河台２－９
印刷 事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具物品等

･7101 ･7307 ･77043010001025868

2030683ニチマイ

(株)ニチマイ
03-6808-3170代表取締役 廣岡潤

東京都江戸川区中葛西４－１９－１４
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7105 ･7303･7307 ･87055010001006197

2030506ニチレキ

ニチレキ(株) 埼玉営業所
0480-72-5926所長 秋葉真喜雄

埼玉県加須市北大桑１１９７－１
表示・装飾 資材物品等

･7802 ･86057010001008737

2030702ニツカミクロン

日科ミクロン(株) 福祉のニッカ三郷営業所
048-958-7161所長 加藤裕幸

埼玉県三郷市早稲田３－８－１
医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7704･7705 ･87011030001040116

2030585ニツク

(株)ニック 東京支店
03-5296-0677支店長 竹原達也

東京都千代田区神田鍛冶町３－７－４
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101 ･7301･7302･7307 ･87056290001041026

2030682ニツコウツウシン

日興通信(株) 埼玉支社
048-644-6326支社長 杉山秀知

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５－１ 太陽生命大宮吉敷町
ビル６Ｆ

事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306･7307 ･7404 ･7902･7903 ･8705･87079010901015459

2030452ニツコク

(株)ニッコク 東京支店
03-5410-0129支店長 坂田松秀

東京都港区六本木６－１７－１
精密機械物品等

･80057010401006415

2030548ニツサンリヨクカ

日産緑化(株) 埼玉支店
0480-67-3001支店長 長谷部真悟

埼玉県加須市南篠崎１－１１－３
医療・医薬・福祉用具物品等

･77039010001025697

2030830ニツシンカガク

日伸化学(株)
0480-26-5150代表取締役 五十嵐典彦

埼玉県久喜市清久町４－１
医療・医薬・福祉用具物品等

･77022030001034100

2030462ニツシンコウハツ

日振工発(株) 東関東支店
03-3600-2722支店長 和田幸一

東京都葛飾区東金町６－２１－１６
表示・装飾物品等

･78063011801003658

2030591ニツシンデンシ

日神電子(株) 北関東支店
048-652-1765支店長 齋藤慶治

埼玉県さいたま市北区宮原町３－５１５－２
医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7705 ･7902･7903 ･8503 ･87076010001006163
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2030803ニツセイコム

(株)ニッセイコム
03-5742-7354代表取締役社長 小林毅

東京都品川区大井１－４７－１ ＮＴビル
印刷 事務用品・什器物品等

･7101･7102 ･7305･73062010701007547

2030554ニツセイビルドコウギヨウ

日成ビルド工業(株) 埼玉支店
048-826-7114支店長 加藤英樹

埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１ 浦和システムビルヂング
2階

賃貸業務物品等

･87042220001004983

2030734ニツソウカンリ

ニッソウ管理(株)
048-661-2888代表取締役 湊洋久

埼玉県さいたま市北区宮原町４－２６－１０
日用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7501 ･7703 ･7902･7903 ･8501･8502 ･87032030001092973

2030408ニツタン

ニッタン(株) 北関東支社
048-799-2492支社長 佐藤謙成

埼玉県さいたま市南区別所３－１－５
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･85063011001017236

2030899ニツツウリースアンドフアイナンス

日通リース＆ファイナンス(株) 東京支店
03-6734-8843支店長 宮下晃

東京都港区海岸１－１４－２２
賃貸業務物品等
･8701･8702･8705･8706･8707･8708･87
997010401157737

2030541ニツテン

(株)日展 東京支店
03-3847-2060支店長 福岡功

東京都台東区東上野６－２１－６
表示・装飾 物品等その他物品等

･7801･7807 ･99996120001068606

2030703ニツトウコウユ

日東鉱油(有)
03-3601-2355代表取締役 鈴木勇

東京都葛飾区小菅３－１１－１２
燃料・油脂 物品等その他物品等

･8301･8303 ･99992011802006017

2030560ニツトサンギヨウ

日都産業(株) 北関東営業所
048-661-6600所長 鈴木昌英

埼玉県さいたま市北区宮原町３-３０６-１
学校・保育用品物品等

･74039011301005570

2030825ニツポンエンドレス

日本エンドレス(株)
03-5383-6777代表取締役 成毛義光

東京都板橋区新河岸２－７－７
日用品 賃貸業務物品等

･7501 ･8703･87998011401007105

2030208ニツポンカルミツク

日本カルミック(株)
03-3230-6753代表取締役 髙居隆章

東京都千代田区九段南１－５－１０
電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7905 ･87998010001032991

2030632ニツポンジムキ

日本事務器(株) 関東信越支社
050-3000-1630支社長 米田哲也

埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１
事務用品・什器物品等

･7303･7305･73066011001058120

2030728ニツポンシユーター

(株)日本シューター
03-3518-8600代表取締役 石山敏彦

東京都千代田区神田駿河台２－９
繊維品 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務 物品等その他物品等

･7602 ･7704 ･8701･8703･8799 ･99995130001024831

2030490ニツポンセンパクヤクヒン

日本船舶薬品(株) 関東営業所
048-660-2271関東営業所長 飯沼誠一

埼玉県さいたま市北区東大成町２－６３７－１
繊維品 医療・医薬・福祉用具 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7603 ･7701･7705 ･8005 ･8501･8502･8503･85047020001028081

2030502ニツポンツウウン

日本通運(株) 埼玉支店
048-822-0202支店長 入江浩

埼玉県さいたま市中央区下落合１０７９－１
事務用品・什器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7307･7308 ･85034010401022860

2030730ニツポンデンキ

日本電気(株) 関東甲信越支社
048-641-1411支社長 田口卓

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
ウィング８階

事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器物品等

･7305･7306 ･7404 ･7902･79037010401022916

2030636ニツポンドライケミカル

日本ドライケミカル(株) 車輌営業部
03-5815-5024部長 青山有雄

東京都北区田端６－１－１
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･85012010701007860
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2030114ニツポンレンタカーキタカントウ

ニッポンレンタカー北関東(株)
048-776-7111代表取締役 菊和也

埼玉県上尾市緑丘２－６－３
賃貸業務物品等

･87061030001044141

2030741ニホンアイビーエム

日本アイ・ビー・エム(株)
03-6667-1111代表取締役 山口明夫

東京都中央区日本橋箱崎町１９－２１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87051010001128061

2040028ニホンイチヤスイワナノミセ

(有)日本一安い罠の店
097-583-6767代表取締役 三重野丈一

大分県由布市挾間町来鉢２９９６－２
物品等その他物品等

･99998320002008646

2030801ニホンイトミツク

(株)日本イトミック
03-3621-2121代表取締役 伊藤浩貴

東京都墨田区押上１－１－２ 東京スカイツリーイーストタワー２
４階

電気・住宅機器物品等

･79059010601041747

2030787ニホンエムアイエー

(株)日本エム・アイ・エー
052-253-8896代表取締役 成田篤

愛知県名古屋市中区錦１－６－１８ Ｊ・伊藤ビル４階
事務用品・什器物品等

･73068180001005023

2030477ニホンカイケイコンサルテイング

日本会計コンサルティング(株)
03-6686-8629代表取締役 吉岡和守

東京都港区東新橋１－５－２
事務用品・什器 物品等その他物品等

･7305 ･99999010401042037

2030834ニホンカゾクケイカクキヨウカイ

一般財団法人日本家族計画協会
03-3269-4727理事長 北村邦夫

東京都新宿区市谷田町１－１０ 保健会館新館
図書・地図 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7201 ･7705 ･8503 ･99998011105005330

2030562ニホンキカイコウギヨウ

日本機械工業(株) 本社営業部
042-622-8899部長 山下康弘

東京都八王子市中野上町２－３１－１
輸送機器及び付属品物品等

･81027010001061950

2030840ニホンキシヨウキヨウカイ

一般財団法人日本気象協会 事業本部
03-5958-8179事業本部長 辻本浩史

東京都豊島区東池袋３－１－１
精密機械 賃貸業務物品等

･8005 ･87994013305001526

2030441ニホンキユウシヨク

日本給食(株)
03-3652-6251代表取締役 萩原和大

東京都江戸川区中央１－１６－１９
農林・水産物品等

･84058011701006021

2030889ニホンキユウシヨクセツビ

日本給食設備(株) 埼玉営業所
048-446-9781所長 渡辺佳嗣

埼玉県川口市坂下町４－１９－１９
学校・保育用品 日用品 表示・装飾 物品等その他物品等

･7405 ･7501･7503 ･7801･7802･7803 ･99999010901008990

2030597ニホンクウチヨウサービス

日本空調サービス(株) 埼玉営業所
048-779-8185所長 島田康行

埼玉県上尾市本町３-３-５
電気・住宅機器物品等

･79046180001002699

2030762ニホンケアーシステム

(株)日本ケアーシステム
048-286-1188代表取締役 笹澤義明

埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２７
日用品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7501 ･77048030001073191

2030514ニホンコウエイ

日本工営(株) 北関東事務所
048-647-8411所長 馬場貴志

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５
事務用品・什器物品等

･73062010001016851

2030378ニホンコウデンコウギヨウ

日本光電工業(株) 北関東支店
048-861-6971支店長 那須功

埼玉県さいたま市南区根岸３-１６-１７
医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7701･7705 ･87022011101016254

2030688ニホンコンピユータダイナミクス

日本コンピュータ・ダイナミクス(株) パーキング
システム事業部 03-5437-1031パーキングシステム事業部長 中根純一

東京都品川区西五反田４-３２-１
輸送機器及び付属品 賃貸業務 物品等その他物品等

･8103 ･8799 ･99992010701007869
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2030773ニホンサンサイクル

日本サンサイクル(株)
03-3639-4911代表取締役 内田勉

東京都中央区日本橋蛎殻町１－７－９
賃貸業務 物品等その他物品等

･8799 ･99999010001062105

2030090ニホンシヨウボウサービス

日本消防サービス(株)
048-875-0119代表取締役 冨田裕史

埼玉県さいたま市緑区三室１２０６－３
繊維品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7602 ･7903 ･8501･8502･85038030001006300

2030665ニホンジヨウホウシステム

日本情報システム(株)
04-2958-2221代表取締役 肥沼佑樹

埼玉県狭山市狭山台４－２２－２
事務用品・什器 学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7401･7404 ･8705･87087030001026539

2030444ニホンスイエイシンコウカイ

(株)日本水泳振興会 川越支店
049-224-1800支配人 小田川栄喜

埼玉県川越市今成１－１４－４
物品等その他物品等

･99998011201004104

2040031ニホンステリ

日本ステリ(株)
03-3292-1610代表取締役社長 酒井一也

東京都千代田区神田錦町１－１９－１ 神田橋パークビル
医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7705 ･87996010001033793

2030668ニホンセンキヨセンター

(株)日本選挙センター
03-3294-5251代表取締役 中村公英

東京都千代田区神田神保町１－３４
事務用品・什器物品等

･73099010001033320

2030520ニホンチヨウリキ

日本調理機(株) 埼玉営業所
048-653-8251営業所長 小澤真一

埼玉県さいたま市北区土呂町２－７３－１
学校・保育用品 日用品 繊維品 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7405 ･7501･7503･7504 ･7602 ･7905 ･80058010801009041

2030625ニホンツウシンシ

日本通信紙(株) 埼玉出張所
048-642-5532所長 加藤朋徳

埼玉県さいたま市大宮区土手町３－１３４－１ パークサイドヒル
大宮２０５

印刷 事務用品・什器物品等

･7101･7102･7104 ･7301･7302･7303･7305･73067010501010507

2030138ニホンデーターサービス

日本データーサービス(株) さいたま事務所
048-762-6137所長 松山正弘

埼玉県さいたま市浦和区本太２－２９－６ クレイル浦和２０２号
室

印刷 賃貸業務物品等

･7103 ･87059430001020986

2030612ニホンデンギ

日本電技(株) 東京本店
03-5624-1000東京本店長 岡崎功

東京都墨田区両国２－１０－１４
電気・住宅機器物品等

･79041010601021483

2030570ニホンデンシケイサン

日本電子計算(株)
03-5210-0172執行役員公共事業部長 野上裕司

東京都千代田区九段南１－３－１
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7102･7104 ･7303･7305･7306 ･87052010601038584

2030578ニホンノウリツキヨウカイ

一般社団法人日本能率協会
03-3434-6617会長 中村正己

東京都港区芝公園３－１－２２ ＪＭＡビル
賃貸業務物品等

･87059010405010353

2030781ニホンハクボクコウギヨウ

日本白墨工業(株)
048-952-7171代表取締役 宮本淳司

埼玉県三郷市泉３-７-８
事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7302 ･78012011801003683

2030772ニホンビジネスデータープロセシングセンター

(株)日本ビジネスデータープロセシングセンター
078-332-0871代表取締役 池惠二

兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９
事務用品・什器物品等

･73068140001012270

2040006ニホンビルシステム

日本ビルシステム(株) 上尾支店
048-782-5045支店長 小野崎翔太

埼玉県上尾市柏座２－１０－８
日用品物品等

･75011050001033299

2030704ニホンブツカー

(株)日本ブッカー
042-483-2253代表取締役 倉田聡

東京都調布市深大寺北町２－４３－６
印刷 図書・地図 事務用品・什器 日用品 表示・装飾物品等

･7104 ･7201 ･7302･7303･7305･7307･7308 ･7504 ･7801･78028010001062460
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2030215ニホンボーザイコウギヨウ

(株)日本ボーサイ工業 埼玉支店
04-2941-6600支店長 田渕功輝

埼玉県所沢市上新井２－５３－１
資材物品等

･86059012401001286

2030883ニホンムセン

日本無線(株) 埼玉営業所
049-257-6279所長 恩田和哉

埼玉県ふじみ野市福岡２－１－１２
電気・住宅機器物品等

･79033012401012867

2030753ニホンユニシス

日本ユニシス(株)
03-5546-4111代表取締役 平岡昭良

東京都江東区豊洲１－１－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87052010601029542

2030464ニユーマテリアル

(有)ニューマテリアル
048-839-9603取締役 加藤祥司

埼玉県さいたま市南区文蔵４－２３－３－５０４
日用品 表示・装飾物品等

･7501 ･78014030002010370

2030838ニワコウギヨウシヨ

(株)丹波工業所
048-622-7311代表取締役 池田清

埼玉県さいたま市西区三橋５－１６２８
医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器物品等

･7702 ･79065030001005362

2030642ネイチヤー

(株)ネイチャー
028-659-0555代表取締役 山本努

栃木県宇都宮市江曽島町１３６５－１
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･85017060001003411

2030679ネギシガツキ

(株)ネギシ楽器
048-963-1141代表取締役 根岸勲

埼玉県越谷市中町３-１０
精密機械物品等

･80026030001064589

2030671ネツツトヨタヒガシサイタマ

ネッツトヨタ東埼玉(株)
048-268-1414代表取締役 飯塚素久

埼玉県川口市芝１－３８－１
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8104･81051030001076688

2030590ネツトワンシステムズ

ネットワンシステムズ(株)
03-6433-1724執行役員東日本第1事業本部長 辻晃治

東京都千代田区丸の内２－７－２ ＪＰタワー
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87057010701007922

2030785ノウミボウサイ

能美防災(株) 北関東支社
048-669-2255支社長 岩崎浩幸

埼玉県さいたま市北区本郷町２７２
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8503･85065010001008739

2030749ノグチシヨクヒン

(株)野口食品 新小岩オフィス
080-4104-5837課長 高木義文

東京都葛飾区新小岩４-１４-６ 橋本ビル１階
農林・水産物品等

･84054020001018507

2030079ノグチポンプセイサクシヨ

(株)野口ポンプ製作所
03-3633-2321代表取締役 野口和秀

東京都墨田区菊川１－１３－１４
輸送機器及び付属品物品等

･81025010601014120

2040045ノムラコウゲイシヤ

(株)乃村工藝社
03-5962-1171代表取締役 榎本修次

東京都港区台場２－３－４
表示・装飾 物品等その他物品等

･7801･7807 ･99994010401023652

2030745ノムラシヨテン

(有)野村書店
048-955-4767代表取締役 野村一成

埼玉県三郷市戸ケ崎２１２８
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品物品等

･7201 ･7301･7302 ･74013030002049559

2030760ノムラハイメデイア

野村ハイメディア(株) 埼玉支店
048-485-1878支店長 野村稔

埼玉県新座市野火止３－９－５
事務用品・什器物品等

･73053020001000341

2030712ハーヴエイ

ＨＡＲＶＥＹ(株) 東京支店
050-5491-4464支店長 山田光

東京都千代田区麹町２－４
印刷 事務用品・什器 表示・装飾 精密機械 賃貸業務物品等

･7101･7103 ･7305･7306 ･7801 ･8005 ･87051180001123913
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2030572パーソルワークスデザイン

パーソルワークスデザイン(株)
03-6907-4481代表取締役 平林由義

東京都豊島区池袋２-６５-１８
賃貸業務物品等

･87056011101016135

2030582パーソンアンドパーソンスタツフ

(株)パーソンアンドパーソンスタッフ
048-240-5717代表取締役 中里洋子

埼玉県川口市本町４－２－３
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7402 ･7705 ･87025030001078111

2030814パートナーズワン

パートナーズ・ワン(株)
03-6452-8870代表取締役 西岡正樹

東京都港区芝公園２－９－３
印刷 図書・地図 事務用品・什器 日用品物品等

･7101･7102 ･7201 ･7301･7302･7303･7305･7306 ･7501･75056010401118343

2030086パイオニアジムキ

パイオニア事務器(株) 東京営業所
03-5615-2901営業所長 高原敦

東京都荒川区西日暮里５－１－１８
印刷 事務用品・什器物品等

･7104 ･73024030001035451

2030623ハイクレー

(株)ハイクレー
0480-23-3809代表取締役 大川称三

埼玉県久喜市南５－４－４１
資材物品等

･86993030001030866

2030640ハギワラ

(株)萩原
03-3845-2211代表取締役社長 津村孝治

東京都台東区元浅草４－７－１５
表示・装飾 輸送機器及び付属品物品等

･7805 ･81025010501011944

2030537ハクジユウジハンバイ

白十字販売(株)
03-3981-7259代表取締役社長 國米正裕

東京都豊島区高田３－２３－１２
日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7501 ･7701･7704･7705 ･8503 ･99999013301018346

2030804パシフイツクアートセンター

(株)パシフィックアートセンター
03-3552-5687代表取締役 及川正勝

東京都中央区新富２－８－１
表示・装飾 物品等その他物品等

･7806 ･99996010001054501

2030739パスコ

(株)パスコ さいたま支店
048-654-2761支店長 伊賀辰夫

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７４－６ ＯＳセンタービル
印刷 図書・地図 事務用品・什器 精密機械 賃貸業務物品等

･7101･7103･7105･7106 ･7201 ･7305･7306 ･8005 ･87055013201004656

2030659パステルシヤ

(株)パステル社
048-473-1188代表取締役 長谷川四郎

埼玉県富士見市水谷東２－２－１
学校・保育用品物品等

･74034030001048619

2030627ハセガワタイイクシセツ

長谷川体育施設(株) 埼玉営業所
048-861-3911所長 越智真之介

埼玉県さいたま市桜区西堀６-１-２０
学校・保育用品 農林・水産 資材物品等

･7402 ･8403 ･8605･86996010901009694

2030228ハツシユウ

(株)八州 北関東支社
048-640-5868支社長 齊藤勝幸

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１－８２－１
印刷物品等

･71031010601035005

2030788ハツピークリーン

(株)ハッピークリーン
048-960-2511代表取締役 江藤幸人

埼玉県越谷市七左町７－２０２－１
電気・住宅機器 精密機械 機械・工具 資材物品等

･7905 ･8005 ･8205･8206 ･8606･8607･86996030001065133

2030809パナソニツクエルエスエンジニアリング

パナソニックＬＳエンジニアリング(株) 東京本部
03-3575-7043取締役本部長 秋月伸也

東京都港区東新橋１－５－１
学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7404 ･7801･7802･7806 ･7901･7902･7903･7904 ･8501･8504･85063120001089786

2030662パナソニツクシステムソリユーシヨンズジヤパン

パナソニックシステムソリューションズジャパン(
株) 首都圏部門 03-5148-5469首都圏部門長 奥村康彦

東京都中央区銀座８－２１－１
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7303･7305 ･7404 ･7901･7902･7903 ･8005 ･85043010001129215

2030461パブリツクマネジメントコンサルテイング

(株)パブリック・マネジメント・コンサルティング
03-6456-4660代表取締役 鷲本晴吾

東京都品川区上大崎３－１－１ 目黒セントラルスクエア１５階
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87055010401077904
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2030600ハマシマ

(有)ハマシマ
049-955-3121代表取締役 濵島義彦

埼玉県三郷市鷹野５－５１１
消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･8501 ･8605･86077030002049621

2030143ハマダオート

(有)浜田オート
048-955-0453代表取締役 濱田一夫

埼玉県三郷市鷹野２－４４７
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8104･81056030002049580

2030731ハヤシダセイサクシヨ

(株)林田製作所
048-683-2250代表取締役 林田廣一

埼玉県さいたま市見沼区上山口新田５６－１
輸送機器及び付属品物品等

･81027030001006945

2030733ハラエンジニアリング

ハラエンジニアリング(株)
048-540-6815代表取締役 杉原正文

埼玉県鴻巣市松原３－６－４８
学校・保育用品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7402･7403･7404 ･7801･7802 ･85031030001062523

2030466ハンシンケイキセイサクシヨ

(株)阪神計器製作所 関東支店
03-5419-7481支店長 尾上貴之

東京都港区芝４－６－１４
精密機械物品等

･80053140001050663

2030471ピーアンドテイー

(有)Ｐ＆Ｔ
047-300-7035代表取締役 丸茂雅弘

千葉県市川市北国分１－２－１９
事務用品・什器 日用品 表示・装飾物品等

･7309 ･7505 ･7801･78044040002043799

2030649ビーエスエヌアイネツト

(株)ＢＳＮアイネット
025-243-0211代表取締役社長 南雲俊介

新潟県新潟市中央区米山２－５－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87055110001004686

2030588ピーシーテレコム

(株)ピーシーテレコム
048-857-2361代表取締役 小川幸夫

埼玉県さいたま市中央区八王子２－２－１６
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 機械・工具 賃貸業務物品等

･7302･7303･7305･7306･7307 ･7404 ･7901･7902･7903 ･8206 ･8705･8707･87083030001010273

2030348ヒガシニツポンデンシンデンワ

東日本電信電話(株) 埼玉事業部
0120-414-942執行役員埼玉事業部長 石川達

埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－１７
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7903 ･8705･87078011101028104

2030544ヒガシニホンソウゴウケイカク

東日本総合計画(株)
048-615-1313代表取締役 樋口智彦

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－５
印刷物品等

･71033013301008369

2030692ヒガシニホンデンキコウギヨウ

東日本電気興業(株)
029-248-1231代表取締役 椎名隆文

茨城県水戸市酒門町４２２５－１０
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7902･7903 ･8504 ･87997050001002083

2030750ヒカリシヨウジ

(株)光商事
048-754-1111代表取締役 越原正衛

埼玉県春日部市粕壁７０４１
印刷 事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7104 ･7302 ･78015030001097169

2030653ヒカリビジネスフオーム

光ビジネスフォーム(株) 千葉県営業所
04-7129-2216所長 桑原幸一

千葉県野田市七光台１７０
印刷物品等

･7101･7102･71045010101003318

2030822ビコウ

(有)美光
048-726-6859代表取締役 宮﨑美子

埼玉県上尾市平方３０７４
表示・装飾 賃貸業務物品等

･7801･7806 ･8704･87997030002057748

2030458ヒサナガ

(株)久永 関東支店
050-3820-8930関東支店長 原秀明

埼玉県さいたま市桜区西堀３－２１－２３
印刷 事務用品・什器 表示・装飾 精密機械物品等

･7105 ･7301･7302･7303･7305･7306･7307 ･7802 ･80056340001003598

2030664ヒサモトサンギヨウ

ヒサモト産業(株)
03-3308-8003代表取締役 鈴木久貴

東京都世田谷区南烏山６－２７－１１
学校・保育用品 日用品 医療・医薬・福祉用具 機械・工具物品等

･7402 ･7501 ･7702 ･82056010901010074
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2030697ビジネステツク

(株)ビジネステック
029-202-0005代表取締役 東屋敷貞男

茨城県ひたちなか市高場１－２－２５
事務用品・什器 賃貸業務 物品等その他物品等

･7305 ･8705 ･99996050001007018

2030515ビジネスランド

(株)ビジネスランド 草加支店
048-935-0200専務取締役草加支店長 細谷好正

埼玉県草加市金明町３１０
事務用品・什器 学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 賃貸業務物品等
･7301･7302･7303･7305･7306･7307･73
08･7309 ･7404 ･7801･7802･7803 ･7901･7902･7903 ･8702･8705･8707･87086011801011352

2030798ビジヨン

(株)ビジョン
03-5325-0200代表取締役 佐野健一

東京都新宿区西新宿６－５－１
電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7903 ･87079011101033243

2030540ヒタチシステムズ

(株)日立システムズ 関東甲信越支社営業本部第一
営業部 048-641-0731部長 松岡智広

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５
印刷 事務用品・什器物品等

･7102 ･7305･73066010701025710

2030721ヒタチシヤカイジヨウホウサービス

(株)日立社会情報サービス 公共営業第２部
03-5471-2355部長 太田聡

東京都品川区南大井６－２６－３
事務用品・什器物品等

･7305･73063010601021713

2030575ヒタチセイサクシヨ

(株)日立製作所 北関東支店
048-647-0051支店長 上田充宏

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･87057010001008844

2040043ヒタチゾウセン

日立造船(株) 東京本社
03-6404-0831環境営業統括部長 石川英司

東京都品川区南大井６－２６－３
医療・医薬・福祉用具 精密機械 電力物品等

･7702 ･8005 ･88013120001031541

2040008ピツニーボウズジヤパン

ピツニーボウズジャパン(株)
03-5657-1200代表取締役 スティーブン・ダラコット

東京都品川区北品川４－７－３５ 御殿山トラストタワー
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7301･7303･7306･7307 ･87057010701008334

2030607ヒノデスイドウキキ

日之出水道機器(株) 埼玉営業所
048-650-6188所長 星野友博

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－６２ マレーS・Tビル５F
資材物品等

･8607･86993290001015973

2030524ヒビノスペーステツク

ヒビノスペーステック(株)
03-5419-1576代表取締役社長 小林瑞夫

東京都港区海岸２－７－７０
学校・保育用品物品等

･74045010401025103

2030599ヒマワリノイエ

(ＮＰＯ)ひまわりの家 障害者の生活・作業施設ひ
まわりの家 048-952-7806サービス管理責任者 高柳幸枝

埼玉県三郷市新和４－５６２－３
日用品 農林・水産 物品等その他物品等

･7505 ･8405 ･99993030005006045

2030888ヒヨウジドウ

表示灯(株) 東京支社
03-3797-4811執行役員東京支社長 佐合克典

東京都港区南青山５－１２－２２
表示・装飾物品等

･7801･78027180001040070

2030670ヒラサワコウギヨウ

(有)平澤興業
048-987-0830代表取締役 平澤良夫

埼玉県越谷市大間野町４－２１２－３
資材物品等

･8605･86074030002087673

2030361ヒロソウギヨウ

広総業(株)
048-542-5936代表取締役 竹内順子

埼玉県鴻巣市本町２－１－７
機械・工具 資材 物品等その他物品等

･8205 ･8607･8699 ･99995030001061843

2030777フエニツクス

(株)フェニックス
048-229-0600代表取締役 高柳太輔

埼玉県川口市西青木２－３－１１
消防・防災・交通安全対策物品等

･85048030001082052

2030677フカノゾウエン

(株)深野造園
048-977-4128代表取締役 深野秀樹

埼玉県越谷市大沢１－１３－１１
農林・水産物品等

･8402･84035030001064706
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2030470フキヨウシヨクヒン

(有)富強食品
04-7138-1110取締役 富岡実

東京都港区西麻布１－１０－９
農林・水産物品等

･84053010402011186

2030742フクシエンタープライズ

(株)フクシ・エンタープライズ 埼玉支店
048-541-8551支店長 井村雄介

埼玉県鴻巣市東１－１０－８
学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7402･7403 ･8701･8702･87999010601006031

2030826フクシマ

(株)ふくしま
049-242-1694代表取締役 福島毅春

埼玉県川越市旭町２－２１－２６
農林・水産物品等

･84055030001055465

2030460フクシマセイサクシヨ

(株)福島製作所 東京営業所
03-5767-6540所長 難波毅

東京都大田区大森北１－５－１
物品等その他物品等

･99999380001001430

2040002フクセン

福泉(株)
089-921-3132代表取締役 福泉秀人

愛媛県松山市雄郡１－１－３２
賃貸業務物品等

･87052500001003486

2030715フクヤマコンサルタント

(株)福山コンサルタント 埼玉営業所
048-729-6756所長 川路明典

埼玉県さいたま市大宮区宮町３-１１-３ 栗原ビル２階
物品等その他物品等

･99995290001016276

2030456フジケンセツコウギヨウ

富士建設工業(株)
025-255-4161代表取締役 鳴海利彦

新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６
物品等その他物品等

･99993110001004787

2030528フジサワシヨクヒン

藤澤食品(株)
04-7172-0103代表取締役 藤澤直治

千葉県柏市青葉台１－２３－１５
農林・水産物品等

･84053040001066281

2030479フジサンギヨウ

(株)不二産業
048-761-1131代表取締役 齋藤博美

埼玉県春日部市南栄町１８－７
電気・住宅機器物品等

･7901･79049030001051428

2040020フジシートケイコウギヨウ

不二シート軽工業(株)
048-752-6341代表取締役 成田龍一

埼玉県春日部市不動院野４５１－２
繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7603 ･7801･7803･7806 ･8503 ･86052030001051434

2040039フジシヨウカイ

不二商会(株)
048-223-1511代表取締役 澤村隆

埼玉県川口市朝日２－１０－５
日用品 医療・医薬・福祉用具 精密機械 機械・工具 資材物品等

･7501 ･7701･7702･7703･7705 ･8005 ･8205 ･8605･86993030001077016

2030764フジソフト

富士ソフト(株) 営業本部
050-3000-2739取締役執行役員営業本部本部長 森本真里

神奈川県横浜市中区桜木町１－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87052020001043507

2030823フジソフトサービスビユーロ

富士ソフトサービスビューロ(株)
03-5600-1731代表取締役 佐藤諭

東京都墨田区江東橋２－１９－７
事務用品・什器物品等

･7303･7305･73061010601027646

2030628フジタエンジニアリング

藤田エンジニアリング(株) 埼玉支店
048-577-6113支店長 津久井敦

埼玉県熊谷市美土里町１－１４０
事務用品・什器物品等

･7305･73066070001008237

2030564フジチチユウジヨウホウ

フジ地中情報(株) 東京支店
048-615-0237支店長 田中利明

埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１
賃貸業務物品等

･87059010401086851

2030790フジツウコワーコ

富士通コワーコ(株) 関越支店
048-643-4080支店長 馬場博行

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディ
ング

印刷 事務用品・什器 電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101･7102･7106 ･7301･7302･7303･7304･7305･7306･730
7･7308 ･7901･7902･7903 ･8001 ･85037020001063194
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2030684フジツウジヤパン

富士通Ｊａｐａｎ(株) 埼玉支社
048-641-1747支社長 大久保尚

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務 物品等その他物品等

･7303･7305･7306 ･7903 ･8705 ･99995010001006767

2030529フジツウゼネラル

(株)富士通ゼネラル 情報通信ネットワーク営業部
044-861-7786部長 新田洋司

神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７
電気・住宅機器物品等

･79036020001066941

2030580フジツウリース

富士通リース(株) 関東支店
048-647-0385支店長 大塚嘉浩

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
賃貸業務物品等

･8702･8705･8707･87082010001128507

2030592フジテコム

フジテコム(株) 東京支店
03-3865-2960支店長 山本裕司

東京都千代田区神田佐久間町２－２０
精密機械 資材 物品等その他物品等

･8005 ･8607 ･99994010001028242

2030856フジデンキアイテイソリユーシヨン

富士電機ＩＴソリューション(株)
03-5817-5751代表取締役 及川弘

東京都千代田区外神田６－１５－１２
事務用品・什器 精密機械 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･8001 ･87059010001087242

2030539フジビジネスサービス

富士ビジネス・サービス(株) 守谷営業所
0297-45-0011所長 梶山幸夫

茨城県守谷市立沢２１１５
印刷物品等

･7101･71027011501008482

2030583フジフイルムシステムサービス

富士フイルムシステムサービス(株) 公共事業本部
首都圏支店 03-6454-5601支店長 松尾浩一郎

東京都板橋区坂下１－１９－１
事務用品・什器 賃貸業務 物品等その他物品等

･7303･7305･7306 ･8705･8707 ･99992011401007325

2030901フジフイルムビジネスイノベーシヨンジヤパン

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
048-600-1523埼玉支社長 野崎寛之

埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 精密機械 賃貸業務物品等

･7301･7302･7303･7305･7306 ･7404 ･7501 ･8001 ･8705･8708･87991011101015050

2030579フジフイルムメデイカル

富士フイルムメディカル(株) 北関東支社
048-645-6001支社長 横尾宗一

埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－２４０
医療・医薬・福祉用具物品等

･7701･77051010401069517

2030747フジマツク

(株)フジマック 北関東事業部　北関東営業部
048-864-6301次長 横尾信輝

埼玉県さいたま市南区関１-７-３
学校・保育用品 日用品物品等

･7405 ･75013010401026945

2030859フシミ

(株)フシミ
054-369-4543代表取締役 伏見充史

静岡県静岡市清水区八木間町７８２
事務用品・什器 日用品 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7302 ･7501･7504･7505 ･7601･7602 ･7801･7804 ･8503･8504･85052080001009064

2030547フジヤクヒンサンギヨウ

不二薬品産業(株)
048-866-2311代表取締役 長田茂

埼玉県さいたま市桜区田島３ー３ー１２
日用品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 資材 物品等その他物品等

･7501 ･7701･7702･7703･7705 ･8503 ･8605 ･99999030001007272

2030687フジヤマ

(株)フジヤマ 埼玉営業所
048-700-4851所長 鈴木直実

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－３６６－９
印刷物品等

･71038080401004709

2030549フソウコウギヨウ

扶桑工業(株)
048-757-6413代表取締役 中村幸満

埼玉県さいたま市岩槻区西原台２－１－１４３
表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7801･7802 ･8502･85055030001018158

2030676フソウデンツウ

扶桑電通(株) 北関東営業所
048-646-0631所長 田中修

埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２ 大宮情報文化センター
事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･7903 ･8705･87076010001055706

2030779フタバサンギヨウ

双葉産業(株)
042-625-3711代表取締役 本間尚幸

東京都八王子市本郷町８-１２
医療・医薬・福祉用具物品等

･77024010101003500
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2030619ブツクスタート

(ＮＰＯ)ブックスタート
03-5228-2891代表 白井哲

東京都新宿区新小川町５－１９ 角田ビル３階
図書・地図 日用品物品等

･7201 ･75042011105001822

2030758フドウエン

不動園(株)
048-798-2741代表取締役 小山正男

埼玉県さいたま市岩槻区黒谷２３１０
農林・水産 資材物品等

･8403 ･86052030001018169

2030848フナヤマ

船山(株) 東京本店
03-3532-3601取締役本店長 多田奈美

東京都中央区月島２－２０－１５
繊維品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7601･7602･7603 ･7704･7705 ･7902･7903･7906 ･8501･8502･8503･8504･8505 ･87029110001023393

2030577フミテツク

(株)フミテック
03-3451-4352代表取締役 村松司法

東京都港区芝浦２-１３-６
物品等その他物品等

･99991010401026088

2030713フユーチヤーイン

(株)フューチャーイン 東京支店
03-5434-7761支店長 川崎順一

東京都品川区西五反田８－７－１１ アクシス五反田ビル６Ｆ
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･87053180001005325

2030718ブヨウドウ

(株)武揚堂
03-5704-7561代表取締役 小島武也

東京都中央区日本橋３－８－１６
印刷 表示・装飾物品等

･7101･7103 ･7801･78026010001055739

2030873プラスエー

(株)プラス・エー
048-878-5505代表取締役 石田明

埼玉県さいたま市緑区大牧１２１６－４
印刷 事務用品・什器 日用品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7101･7104 ･7309 ･7501･7504･7505 ･7801･7802･7803･7804･7806･7807 ･8501･8502･8503･8504･85053030001105362

2030513フラワーキカク

(株)フラワー企画 総合備品レンタルセンター
048-975-0111取締役常務 小林義行

埼玉県越谷市神明町３－４１２
表示・装飾物品等

･78016030001064738

2030469プランドウジヤパン

(株)プランドゥ・ジャパン
03-5470-4401代表取締役 矢田部修一

東京都港区芝大門２－３－６
印刷 日用品 表示・装飾物品等

･7101･7104 ･7505 ･7801･7804･78063010401026516

2030519フルテツク

フルテック(株) 埼玉支店
048-858-5037支店長 成田卓哉

埼玉県さいたま市桜区栄和１－１４－８
物品等その他物品等

･99993430001013822

2030593ブレインサービス

(株)ブレインサービス
06-6543-2338代表取締役 桑原昌次

大阪府大阪市西区阿波座２-４-２３
事務用品・什器物品等

･73052120001047175

2030622フレーベルカン

(株)フレーベル館 埼玉支社
048-881-3951支社長 大橋徹

埼玉県さいたま市浦和区本太１－７－１３
図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7201 ･7301･7302･7303･7304･7305･7306･730
7･7308 ･7402･7403･7404･7405 ･7501･7503･7504･7505 ･8503･85048010001007003

2030517ブロードリンク

(株)ブロードリンク
03-3516-8777代表取締役 榊彰一

東京都中央区日本橋室町４－３－１８ 東京建物室町ビル８階
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7305 ･87055010001122597

2040009ヘイワイヨウシヨウカイ

(株)平和医用商会
048-664-1503代表取締役 柳瀬信也

埼玉県さいたま市北区櫛引町２－１８５－６
医療・医薬・福祉用具物品等

･7704･77052030001007584

2030717ヘイワキカイ

平和機械(株)
052-332-1221代表取締役 小野寛利

愛知県名古屋市中区金山２－１－５
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･85015180001040469

2030467ヘキサメデイア

(株)ヘキサメディア
048-494-9084代表取締役 野口克也

埼玉県川口市飯塚１－２－１１ 川口テラス２０１
物品等その他物品等

･99991030001107518
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2030178ベネツセコーポレーシヨン

(株)ベネッセコーポレーション 小中学校事業部
042-356-0127部長 小柳博崇

東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビルディング
学校・保育用品物品等

･74011260001011820

2030709ベネフイツトワン

(株)ベネフィット・ワン
03-6870-3800代表取締役社長 白石徳生

東京都千代田区大手町２－６－２
医療・医薬・福祉用具物品等

･77058011001045281

2030076ベルリング

(株)ベルリング
03-6807-4467代表取締役 飯野塁

神奈川県横浜市港北区新横浜３－２４－８ こだまファンタジアビ
ル６階

医療・医薬・福祉用具 輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7705 ･8102 ･8501･8502･85034040001072650

2030542ホーチキ

ホーチキ(株) 北関東支社
048-665-2057支社長 木田学

埼玉県さいたま市北区奈良町４８－３
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7902･7903 ･8501･8504･85063010701008973

2030867ボーネルンド

(株)ボーネルンド
03-5785-0860代表取締役 中西弘子

東京都渋谷区神宮前１－３－１２ ジブラルタ生命原宿ビル３階
学校・保育用品物品等

･7401･74033011001036624

2030666ホープ

(株)ホープ
092-716-1404代表取締役 時津孝康

福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５ ＭＧ薬院ビル
印刷 事務用品・什器 賃貸業務 電力物品等

･7101･7102 ･7306 ･8704 ･88013290001029577

2030275ホクエイデンキ

北英電気(株)
048-953-0128代表取締役 福原英章

埼玉県三郷市泉３－２－１８
電気・住宅機器物品等

･7901･7902･79043030001036995

2030491ホクシンエイゾウ

北辰映像(株)
048-810-5277代表取締役 樋口一雄

埼玉県さいたま市緑区三室２１９０－２
学校・保育用品 賃貸業務物品等

･7404 ･87996030001007630

2030724ボクトウカセイコウギヨウ

墨東化成工業(株)
03-3635-1111取締役社長 老田勝

東京都墨田区千歳１－８－１４
資材物品等

･86059010601015271

2030786ホケンフクシネツトワーク

(株)保健福祉ネットワーク
03-5806-3553代表取締役 小林秀一

東京都台東区北上野２－２８－２ プリムラハセビル
学校・保育用品 日用品 繊維品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7403 ･7501･7504･7505 ･7602 ･7704･77051010501018794

2030500ホシイリヨウサンキ

(株)星医療酸器 東京事業所
03-3899-8855所長 高橋康平

東京都足立区入谷７－１１－１２
学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 燃料・油脂 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7401･7405 ･7701･7704･7705 ･8302 ･8501 ･8701･8702･87992011801011868

2030499ホシザキキタカントウ

ホシザキ北関東(株) 越谷営業所
048-969-5111所長 齋藤孝宏

埼玉県越谷市赤山本町３－３ 井上ビル４Ｆ
学校・保育用品 日用品 農林・水産物品等

･7405 ･7501 ･84056030001007713

2030876ホシノソウゴウシヨウジ

星野総合商事(株)
048-283-3911代表取締役 星野晃一郎

埼玉県川口市本蓮１－１－９
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7902 ･8501･8502･85031030001077158

2030820ボストン

(株)ボストン
03-5284-7578代表取締役 佐川康之

東京都足立区千住３－５ 小寺ビル４Ｆ
賃貸業務物品等

･8708･87994011801018077

2030784ホツカイドウチズ

北海道地図(株) 東京支店
03-5216-4833支店長 周藤利通

東京都千代田区平河町２－６－１ 平河町ビル
印刷 事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7101･7103 ･7306 ･7801･78074450001002888

2030568ポニーコウギヨウ

ポニー工業(株)
06-6262-2451代表取締役 吉荒俊克

大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－３－６
精密機械物品等

･80057120001089337
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2030778ホマレデンチ

(株)ホマレ電池
03-3861-1921代表取締役 江原吉一

東京都千代田区神田佐久間町３－２１
物品等その他物品等

･99994010001029158

2030686ホリウチボウサイ

(株)堀内防災
04-7152-1601代表取締役 堀内茂希

千葉県流山市江戸川台東１－５２
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8503･8504･85068040001039704

2030667ホリカワサンギヨウ

堀川産業(株) エネクル八潮
048-996-3758営業所長 上村宗正

埼玉県八潮市緑町１－８－１
学校・保育用品 電気・住宅機器 燃料・油脂物品等

･7405 ･7905･7906 ･8301･83021030001035561

2030854ホンダカーズサカド

(株)ホンダカーズ坂戸 北坂戸店
049-282-0500店長 渡邉暢

埼玉県坂戸市片柳２２８０－４
輸送機器及び付属品物品等

･81019030001069189

2030192ホンダフアイナンス

(株)ホンダファイナンス
0422-38-0640代表取締役 髙橋明宏

東京都武蔵野市中町２－４－１５
賃貸業務物品等

･87061012401020392

2030829マーク

(株)マーク
0574-25-2755代表取締役 金指忠久

岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１
繊維品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾物品等

･7602 ･7704 ･7801･78047200001017280

2030457マイクロフイツシユ

(株)マイクロフィッシュ 東京営業所
03-5282-2888所長 清山巧一

東京都千代田区神田三崎町１－１－１ ＨＬＣビル
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7105･7106 ･7303･7305 ･8705･87085430001015957

2030641マイシステム

(株)マイシステム
025-240-8700代表取締役 伊田博

新潟県新潟市中央区笹口２－１２－１０
印刷 事務用品・什器 電気・住宅機器 賃貸業務物品等

･7102 ･7303･7305･7306 ･7903 ･87058110001006275

2030561マチダセイソウシヤ

(株)町田清掃社
042-722-1973代表取締役 阿曽正長

東京都町田市木曽東２－６－１８
医療・医薬・福祉用具物品等

･77022012301002366

2030492マツイシヨウジ

松伊商事(株)
048-478-0226代表取締役 大木大祐

埼玉県新座市堀ノ内３－７－４１
資材 物品等その他物品等

･8605 ･99996030001046182

2030558マツオメデイカル

(株)マツオメディカル
048-862-0401代表取締役 松尾公裕

埼玉県さいたま市南区曲本２－１１－２５
繊維品 医療・医薬・福祉用具 賃貸業務物品等

･7602 ･7701･7704･7705 ･87029030001007784

2040032マツク

(株)マック
03-3857-1661代表取締役 加藤和也

東京都足立区東伊興３－１５－１２
事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 繊維品 物品等その他物品等

･7301･7302･7305･7307･7308 ･7405 ･7501･7503･7504･7505 ･7602 ･99994011801012022

2030863マツクフアクトリー

(株)マックファクトリー
048-954-5640代表取締役 藤野勝久

埼玉県草加市旭町３－１－３
繊維品 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7603 ･7801･7802･7803･7804 ･8703･8704･87058030001081137

2030633マツダオートリース

マツダオートリース(株)
082-511-8710代表取締役 長神文憲

広島県広島市中区基町１１－１０
賃貸業務物品等

･87062240001011053

2030698マツダシヨウジ

(株)マツダ商事
048-954-6119代表取締役 松田泰明

埼玉県三郷市上彦名４１７－５
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･8503･85068030001037015

2030546マツドビルカンリギヨウ

松戸ビル管理業(同)
047-367-4323理事長 関和秀

千葉県松戸市仲井町３－７
日用品 繊維品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7501･7504･7505 ･7601･7602･7603 ･8501･8502･8503･8504･85056040005005002
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2030510マツバラシヨクヒン

(株)松原食品
048-936-5864代表取締役 田川豊

埼玉県草加市中根２－１９－１１
農林・水産物品等

･84057030001035580

2030480マツムラデンキセイサクシヨ

(株)松村電機製作所 東京支店
03-3821-6161支店長 塚田暁

東京都台東区池之端２－７－１７ 井門池之端ビル
表示・装飾物品等

･78065010001007344

2030586マルイクシヨウカイ

(株)丸幾商会 埼玉営業所
048-946-7490所長 渡辺泰成

埼玉県草加市花栗２－６－７
医療・医薬・福祉用具 精密機械 消防・防災・交通安全対策物品等

･7702 ･8005 ･8501･8502･85038010501012948

2030615マルカツカツオブシ

丸勝かつおぶし(株)
03-3999-8938代表取締役 真辺健二

東京都練馬区中村北２－１９－１１
農林・水産物品等

･84056011201005194

2030877マルシン

(有)丸新
048-981-2274代表取締役 今野勇

埼玉県吉川市三輪野江２３９３
物品等その他物品等

･99991030002090597

2030761マルゼン

(株)マルゼン 大宮支店
048-682-0171支店長 石垣祐敏

埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－９０２
学校・保育用品 日用品 繊維品 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7405 ･7501･7503･7504 ･7602 ･7905 ･80053010501014528

2030639マルゼンユウシヨウドウ

丸善雄松堂(株) 経理・財務部
03-6367-6050部長 吉留政博

東京都港区海岸１－９－１８
印刷 図書・地図 事務用品・什器 学校・保育用品 表示・装飾物品等

･7101･7102･7103･7104･7105･7106 ･7201 ･7301･7302･7303･7304･7305･7306･7307
･7308 ･7401･7402･7403･7404･7405 ･7801･7802･7803･7804･7805･7806･78072010001034952

2030774マルツデンパ

(株)マルツ電波 関東支店
048-762-7612支店長 南英俊

埼玉県さいたま市緑区東浦和５ー９ー１
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械 賃貸業務物品等

･7303･7305･7306 ･7404 ･7901･7902･7903･7904･7905 ･8005 ･8705･87078210001003972

2030543マルビシギヨウセイチズ

(株)丸菱行政地図 さいたま営業所
048-776-9833所長 森永泰治

埼玉県さいたま市北区宮原町４－８３－７
印刷 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7103･7105 ･7802 ･85039010501026435

2030693マルベニシヨツキセツビ

(株)丸紅食器設備
049-222-3017代表取締役 和田卓也

埼玉県川越市問屋町９-２
学校・保育用品 日用品 繊維品 電気・住宅機器物品等

･7405 ･7501･7503･7504 ･7602 ･7901･7904･79063030001055624

2030152マルベニシンデンリヨク

丸紅新電力(株)
03-3282-4788代表取締役 伊藤直樹

東京都千代田区大手町１－４－２
電力 物品等その他物品等

･8801 ･99999010001137740

2030399マルミヤシヨクヒン

丸宮食品(株)
048-686-7870代表取締役 永嶋良一

埼玉県さいたま市見沼区卸町１－３７
農林・水産物品等

･84054030001008028

2030581マルモデンキ

丸茂電機(株)
03-3252-0321代表取締役 丸茂英津子

東京都千代田区神田須田町１－２４
表示・装飾物品等

･78068010001029410

2040026マルワウンユキカン

(株)丸和運輸機関
048-991-1000代表取締役 和佐見勝

埼玉県吉川市旭７－１
消防・防災・交通安全対策物品等

･85038030001065742

2030550ミカササンギヨウ

三笠産業(株)
048-941-8215代表取締役 内野憲一

埼玉県草加市草加５－６－１０
医療・医薬・福祉用具物品等

･77022030001035610

2030557ミクニスイザイ

三国水材(株)
048-852-7782代表取締役 三富俊之

埼玉県さいたま市中央区本町西５－４－２２
資材 物品等その他物品等

･8607 ･99999030001008114
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2030673ミサトカンキヨウジギヨウ

三郷環境事業(株)
048-952-8538代表取締役 中村義旭

埼玉県三郷市半田４８４－１
賃貸業務物品等

･87049030001037039

2030620ミサトコウギヨウ

(株)三郷興業
048-957-3001代表取締役 中村義旭

埼玉県三郷市半田４８４－１
農林・水産 消防・防災・交通安全対策物品等

･8403 ･85038030001037031

2030898ミサトシシルバージンザイセンター

公益社団法人三郷市シルバー人材センター
048-952-0866理事長 松島健次

埼玉県三郷市花和田６３８－１
輸送機器及び付属品物品等

･8103

2030897ミサトシヤクザイシカイ

一般社団法人三郷市薬剤師会
048-953-8338代表理事 三浦明則

埼玉県三郷市谷口５４４
日用品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7501 ･7701･7702･7705

2030235ミサトシヨボウ

(有)みさと書房
048-952-8290代表取締役 加藤平通

埼玉県三郷市三郷１－１－１０ 徳重ビル２Ｆ
図書・地図物品等

･72011030002049882

2030026ミサトゾウエン

三郷造園(有)
048-952-2059代表取締役 宮田圭

埼玉県三郷市茂田井１５１５
農林・水産 資材物品等

･8403 ･86055030002049937

2030525ミサトボウサイセツビ

(有)みさと防災設備
048-953-7453代表取締役 井上治彦

埼玉県三郷市彦川戸１－３３８－３
消防・防災・交通安全対策物品等

･8501･85067030002049902

2030473ミズシヨウ

(有)水正
048-931-1733代表取締役 秋屋勝

埼玉県草加市神明１－４－２４
農林・水産物品等

･84059030002045908

2030710ミズノ

美津濃(株) 東京支店
03-3233-7235スポーツ施設サービス事業部担当取締

役 山本睦朗

東京都千代田区神田小川町３－１
学校・保育用品物品等

･74024120001077559

2030516ミズノスポーツサービス

ミズノスポーツサービス(株)
06-6614-8136代表取締役 篠村嘉将

大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５
学校・保育用品物品等

･74021120001090341

2030722ミズホ

(株)三津穗
049-252-3481代表取締役 高野勉

埼玉県富士見市水子３０２３
学校・保育用品 物品等その他物品等

･7402･7403 ･99999030001046535

2030587ミズホトウシバリース

みずほ東芝リース(株)
03-5253-6760代表取締役 丸山伸一郎

東京都港区虎ノ門１－２－６
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8707･8708･87994010701026198

2030621ミタニコンピユータ

三谷コンピュータ(株)
0776-67-8005代表取締役 後淳也

福井県坂井市丸岡町熊堂３－７－１－１３
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7102 ･7303･7305･7306 ･87054210001004017

2030650ミツイジヨウホウ

三井情報(株) 広域第一営業本部東日本第一営業部
03-6376-1116部長 熱田交成

東京都港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー
事務用品・什器 精密機械 賃貸業務物品等

･7305･7306 ･8005 ･87056010401078785

2030189ミツイスミトモトラストパナソニツクフアイナンス

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)
03-6858-9203代表取締役 西野敏哉

東京都港区芝浦１－２－３
賃貸業務物品等

･8702･8705･8707･8708･87991010001146146

2030598ミツイスミトモフアイナンスアンドリース

三井住友ファイナンス＆リース(株)
03-5219-6360代表取締役 橘正喜

東京都千代田区丸の内１－３－２
賃貸業務物品等
･8701･8702･8703･8704･8705･8706･87
07･8708･87995010401072079
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2030566ミツイワ

ミツイワ(株) 関東営業部
048-824-5911関東営業部長 猪俣元

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－４－１
事務用品・什器 電気・住宅機器物品等

･7302･7303･7305･7306 ･7901･7902･79039011001022577

2030891ミツクインサツ

ミック印刷
048-953-4694代表者 廣瀬富治

埼玉県三郷市幸房３９４ー１０
印刷物品等

･7101

2030900ミツビシエイチシーキヤピタル

三菱ＨＣキャピタル(株)
0120-937-468執行役員 安栄香純

東京都千代田区丸の内１－５－１
賃貸業務物品等

･8701･8702･8705･8707･8708･87994010001049866

2040014ミツビシジユウコウレイネツ

三菱重工冷熱(株) 筑波営業所
029-842-8423所長 安達宣行

茨城県土浦市中村南６－５－３５
電気・住宅機器物品等

･79041010701015344

2030782ミツビシデンキクレジツト

三菱電機クレジット(株)
03-5496-9255代表取締役 深山庸

東京都品川区大崎１－６－３
賃貸業務物品等
･8701･8702･8705･8706･8707･8708･87
996010701009572

2030533ミツビシデンキビルテクノサービス

三菱電機ビルテクノサービス(株) 関越支社
048-650-1005支社長 永島徹

埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０
電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7901･7902･7903 ･85015010001030412

2030645ミツビシデンキプラントエンジニアリング

三菱電機プラントエンジニアリング(株) 東日本本
部北関東営業所 048-648-7471所長 井澤美典

埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３
電気・住宅機器物品等

･7902･79035010501020251

2030241ミツビシプレシジヨン

三菱プレシジョン(株) 営業本部社会・交通システ
ム事業部駐車場システム営業部 03-5531-8077部長 舘和嘉

東京都江東区有明３－５－７
精密機械 機械・工具 物品等その他物品等

･8005 ･8205 ･99998010601032482

2030792ミツミネムセン

三峰無線(株) 北関東支店
048-685-6518支店長 山川一郎

埼玉県さいたま市見沼区春岡３－５－１３
電気・住宅機器 精密機械 賃貸業務物品等

･7903 ･8005 ･87079010001017216

2040013ミツムラトシヨシユツパン

光村図書出版(株)
03-3493-2111代表取締役社長 吉田直樹

東京都品川区上大崎２－１９－９
印刷 図書・地図 学校・保育用品物品等

･7101 ･7201 ･74012010701009444

2030705ミツヤサンギヨウツ

三ッ矢産業(株) 騎西工場
0480-47-0851工場長 榎本武久

埼玉県加須市下崎２００
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7309 ･7702 ･7801･7802 ･8501･8502･8503･8504･85051010001058060

2030655ミドリアンゼン

ミドリ安全(株) 草加支店
048-931-2551支店長 田原智幸

埼玉県草加市稲荷５－２７－１
学校・保育用品 日用品 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7405 ･7501･7504 ･7602･7603 ･7801･7802･7804･7806 ･8501･8502･8503･8504･8505･85061011001022683

2030054ミドリカガク

みどり化学(株) 埼玉営業所
049-261-3553埼玉営業所長 坂田淳

埼玉県ふじみ野市丸山１－１０
医療・医薬・福祉用具 精密機械物品等

･7702 ･80059011101020621

2030177ミドリノカゼフクシカイ

(社福)緑の風福祉会
048-959-1615理事長 大熊保彦

埼玉県三郷市半田１２１２-２
日用品 農林・水産物品等

･7501 ･84057030005006066

2030351ミナミカントウヒノジドウシャ

南関東日野自動車(株) 松伏支店
048-993-2111支店長 榎本義晴

埼玉県北葛飾郡松伏町田島東１－２
輸送機器及び付属品 燃料・油脂物品等

･8101･8102･8104･8105 ･83035010401092060

2030769ミニツツワークス

ミニッツワークス(株)
048-955-0837代表取締役 中野友葉

埼玉県三郷市戸ヶ崎１－２３３－２
物品等その他物品等

･99999030001040018
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2030729ミマスシヨウボウキザイ

三益消防機材(株)
03-3254-3065代表取締役 山口康昭

東京都千代田区内神田３－１４－４
日用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策物品等

･7504 ･7903 ･8501･8502･85036010001017037

2030678ミミインターナシヨナル

ＭＩＭＩ・インターナショナル(株)
048-940-8707代表取締役 平野達彦

埼玉県越谷市赤山町３－２１０－１
日用品 繊維品 医療・医薬・福祉用具 消防・防災・交通安全対策 物品等その他物品等

･7501･7502･7504 ･7601･7602 ･7705 ･8502･8505 ･99992030001097551

2030720ミヤタケンチクコウギヨウ

宮田建築工業(株)
048-952-2056代表取締役 宮田剛

埼玉県三郷市岩野木１６５
電気・住宅機器物品等

･7904･79052030001037029

2030451ミヤタサクセンコウギヨウシヨ

(有)宮田鑿泉工業所
048-952-1343代表取締役 宮田博

埼玉県三郷市谷口７７
資材物品等

･86075030002049879

2030453ミリオンガツキ

(株)ミリオン楽器 早稲田店
048-958-6011店長 三枝寛直

埼玉県三郷市早稲田４－６－１０
精密機械 物品等その他物品等

･8002 ･99992011801004806

2030748ミワシヨウテン

(有)三輪商店
048-952-2057代表取締役 三輪克生

埼玉県三郷市茂田井３６３－３
日用品 機械・工具 農林・水産 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7501･7502･7503･7504･7505 ･8205･8206 ･8401･8403 ･8501･8502･8503･8504･8505･8506 ･8601･8602･8604･8605･8606･8607･86997030002049976

2030259ムービーマネジメントカンパニー

(株)ムービーマネジメントカンパニー
03-5768-0821代表取締役 福山裕文

東京都渋谷区恵比寿南１－１－１０ サウスコラム小林ビル
印刷 学校・保育用品物品等

･7101･7104 ･74044011001032639

2030626ムサシ

(株)ムサシ 北関東支店
048-640-5795支店長 池田哲郎

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ JA共済埼玉ビル９階
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7302･7303･7305･7306･7309 ･87056010001058667

2030532ムサシコウハツ

ムサシ興発(株)
048-997-2915代表取締役 鴇田耕一

埼玉県八潮市木曽根５０６
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8104･81053030001036384

2030494ムサシノカンキヨウセイビ

武蔵野環境整備(株)
048-831-9667代表取締役 小山昇

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－５－８
医療・医薬・福祉用具物品等

･77027030001008248

2030068ムサシノコウギヨウ

ムサシノ工業(株)
048-965-5581代表取締役 山田勲

埼玉県越谷市新川町２－１７－３
学校・保育用品 表示・装飾 農林・水産 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7402 ･7801･7802 ･8403 ･8505 ･8605･8606･86994030001064871

2030672ムサシノコンピユーターコンサルタント

(株)武蔵野コンピューターコンサルタント
042-974-2416代表取締役 井上隆

埼玉県飯能市八幡町３－１４
事務用品・什器物品等

･7305･73067030001089387

2040025ムトウ

(株)ムトウ 越谷支店
048-940-5280支店長 手塚健太郎

埼玉県越谷市弥生町１－６
医療・医薬・福祉用具物品等

･77052430001016743

2030681ムトーセーフ

(株)ムトーセーフ 川口営業所
048-256-1818所長 根本雄

埼玉県川口市並木３－３１－７
事務用品・什器 学校・保育用品 繊維品 表示・装飾 物品等その他物品等

･7301･7303･7307･7308･7309 ･7402･7403･7405 ･7601･7603 ･7801･7802･7803･7806 ･99993030001085266

2030504メイキヨウデンキ

明協電機(株) さいたま営業所
04-2444-6182所長 中村圭一

埼玉県所沢市東所沢和田２－３８－２
電気・住宅機器 精密機械 賃貸業務物品等

･7902･7903 ･8005 ･8705･87071010401029215

2030644メイセイブツリユウ

明成物流(株)
048-578-1221代表取締役 永田耕太郎

埼玉県深谷市長在家１９８
事務用品・什器 日用品 繊維品 消防・防災・交通安全対策物品等

･7301･7302 ･7501･7504 ･7602 ･85023030001086058
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2030751メイデンエンジニアリング

(株)明電エンジニアリング 北関東支店
048-859-7032支店長 神谷光治

埼玉県さいたま市中央区下落合４－２３－１６
電気・住宅機器物品等

･79021010701028239

2030478メイワコウギヨウ

明和工業(株) 東京支社
03-5952-7030代表 北澤真樹

東京都豊島区目白２－１－１２
消防・防災・交通安全対策 資材 賃貸業務物品等

･8504 ･8607 ･87994110001007608

2030638メタウオーター

メタウォーター(株) さいたま営業所
048-615-0860所長 加藤裕宗

埼玉県さいたま市大宮区土手町１－３８－１
事務用品・什器 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 精密機械 資材物品等

･7305 ･7702 ･7902 ･8005 ･86998010401075293

2030675メデイセオ

(株)メディセオ 川口・越谷支店
048-950-3043支店長 中村英樹

埼玉県三郷市上彦川戸８５２－１
医療・医薬・福祉用具物品等

･7701･7704･77055010001087238

2040040メデイフオン

メディフォン(株)
03-6426-5451代表取締役 澤田真弓

東京都港区赤坂６－１４－２ 赤坂倉橋ビル３階
事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7305 ･78016010401133086

2030835モチヅキインサツ

望月印刷(株)
048-840-2111代表取締役 望月諭

埼玉県さいたま市中央区円阿弥５－８－３６
印刷 事務用品・什器 表示・装飾物品等

･7101･7102･7103･7104･7106 ･7301･7304 ･7801･78047030001008446

2040033モニツク

モニック(株)
048-984-0230代表取締役 佐藤欽哉

埼玉県吉川市中井２０－１
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7307･7308･7309 ･8705･87997011501015826

2030507モリキユウシヨク

森給食(株) 松戸営業所
047-367-1515所長 河手陽平

千葉県松戸市和名ヶ谷１００５－１
農林・水産物品等

･84057040001027750

2030485モリタ

(株)モリタ 東京支店
03-6400-3482支店長 山北忠司

東京都港区芝５－３６－７ 三田ベルジュビル１９階
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･85013140001067146

2030569モリタテクノス

(株)モリタテクノス 東日本営業部
047-457-2191部長 小林功

千葉県船橋市小野田町１５３０
輸送機器及び付属品 消防・防災・交通安全対策物品等

･8102 ･8501･85039120001132334

2030535モリニユウギヨウ

森乳業(株)
048-554-4139代表取締役 槇島廣太郎

埼玉県行田市富士見町１－３－２
農林・水産物品等

･84055030001087129

2030210モリプロパン

(株)森プロパン
048-958-5100代表取締役 森隆之

埼玉県三郷市幸房４９７－１０
学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械 燃料・油脂 消防・防災・交通安全対策物品等

･7405 ･7901･7902･7903･7904･7905･7906 ･8005 ･8301･8302･8303 ･85063030001037069

2030795モリヘイブタイキコウ

森平舞台機構(株)
03-3842-1621代表取締役 森健輔

東京都台東区花川戸２－１１－２
表示・装飾物品等

･78065010501014014

2030465モリヤマ

(株)森山
03-3605-5061代表取締役 森山昇

東京都足立区辰沼２－１８－２７
燃料・油脂物品等

･83018011801015970

2030617ヤオキンシヨウジ

ヤオキン商事(株)
03-3889-3555代表取締役 伊藤治光

東京都足立区足立４－２８－１０
輸送機器及び付属品 賃貸業務物品等

･8101 ･87069011801012629

2030334ヤカ

(株)ヤカ
047-385-6111代表取締役 妻鹿吉晃

千葉県松戸市田中新田５－５
印刷物品等

･71012040001037110
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2030603ヤグチアドインサツ

(株)矢口アド印刷
048-952-8008代表取締役 矢口敏夫

埼玉県三郷市彦江１－１２７
印刷物品等

･71011030001037079

2030455ヤグチシヨウテン

(株)谷口商店
048-952-4040代表取締役 谷口一斉

埼玉県三郷市谷口５３５
燃料・油脂物品等

･8301･83034030001037084

2030545ヤマイチシヨウジ

(株)山一商事
049-220-1000代表取締役 松本大輔

埼玉県川越市下赤坂１８１２
資材物品等

･86057011601007005

2040017ヤマガネ

(株)ヤマガネ
048-261-2408代表取締役 山田隆司

埼玉県川口市前川２－３３－１８
印刷 事務用品・什器 繊維品 表示・装飾 消防・防災・交通安全対策物品等

･7104 ･7302･7304 ･7601･7602･7603 ･7801･7802･7803･7804･7806 ･8504･85053030001077998

2030689ヤマザキキヨウイクシステム

山崎教育システム(株)
042-392-1111代表取締役 山崎正

東京都東村山市久米川町５-３３-２４
学校・保育用品物品等

･74018012701001945

2030827ヤマダデンキ

(株)ヤマダデンキ 春日部営業所
048-760-0147所長 岡本剛雄

埼玉県春日部市小渕前田２５９－３
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7303･7305･7306 ･7404 ･7901･7903･7905･7906 ･80012070001036729

2030884ヤマトガワ

ヤマトガワ(株) 関東支店
048-791-7080支店長 江﨑亮

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田１３１２－１
資材物品等

･86072120001048108

2040015ヤマトキカク

(株)ヤマト企画
03-3981-8271代表取締役 山崎健治

東京都豊島区南池袋３－１８－４３ 内山ビル４階
事務用品・什器物品等

･7305･73062013301012974

2030324ヤマハサウンドシステム

ヤマハサウンドシステム(株)
03-5652-3600代表取締役 武田信次郎

東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２
物品等その他物品等

･99993010001027922

2030708ヤマハチ

山八(株)
048-951-1413代表取締役 山脇亮

埼玉県草加市青柳６－３９－１０
農林・水産物品等

･84056030001138797

2030805ヤンマーエネルギーシステム

ヤンマーエネルギーシステム(株) 東京支社
03-6733-4220取締役支社長 尾形宏仲

東京都千代田区外神田４－１４－１
電気・住宅機器物品等

･7902･79047120001103691

2030872ユアサデンチサービス

ユアサ電池サービス(株) ＯＡ機器営業所
048-233-9038所長 國友利昭

埼玉県朝霞市栄町４－１－１６
事務用品・什器 輸送機器及び付属品 賃貸業務物品等

･7303･7305 ･8104･8105 ･87055030001045144

2030716ユウエイヴイシステム

(株)ユウ・エイヴィシステム
048-667-8883代表取締役 中田義和

埼玉県さいたま市北区吉野町２－２６０－１０
事務用品・什器 学校・保育用品 表示・装飾 電気・住宅機器 精密機械物品等

･7305･7307･7308 ･7404 ･7806 ･7901･7903 ･8001･80033030001008697

2030651ユーデイートラツクス

ＵＤトラックス(株) 越谷カスタマーセンター
048-986-2301カスタマーセンター長 宮川秀昭

埼玉県越谷市新越谷２－２００
輸送機器及び付属品物品等

･81048030001043599

2030573ユーデイケー

(株)ユーディケー
048-829-2911代表取締役 関根信次

埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１
資材物品等

･86053030001010785

2030495ユウトケンセツ

(株)ユウト建設
03-3606-0411代表取締役 會野浩二

東京都足立区六木２－７－２１
学校・保育用品 表示・装飾 農林・水産 資材物品等

･7402 ･7801･7802 ･8403 ･8605･86063011801012857
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2030559ユウヒドウ

(株)雄飛堂
048-641-5050代表取締役 中田弘明

埼玉県さいたま市大宮区東町１－５４
事務用品・什器 学校・保育用品 医療・医薬・福祉用具 精密機械 賃貸業務物品等

･7301･7302･7303･7305･7307･7308 ･7401･7404･7405 ･7702･7704･7705 ･8004･8005 ･8705･87082030001008715

2030435ユウリヨウキヨウザイ

優良教材(株)
048-734-2851代表取締役 山口哲生

埼玉県春日部市南２－１－３１
学校・保育用品物品等

･74019030001051568

2030766ユキコウボウ

ゆき工房
048-952-1126代表者 水上由貴

埼玉県三郷市栄５－１２６－１
事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 電気・住宅機器 農林・水産物品等

･7308･7309 ･7401･7403･7405 ･7505 ･7905 ･8403

2030552ヨコガワソリユーシヨンサービス

横河ソリューションサービス(株) さいたま支店
048-664-0836支店長 星野靖生

埼玉県さいたま市北区宮原町１－３１１－１
精密機械物品等

･80052012401013379

2030075ヨコハマウオーター

横浜ウォーター(株)
045-651-6100代表取締役 鈴木慎哉

神奈川県横浜市中区相生町６－１１３
電力物品等

･88014020001086371

2030508ヨシダキヨウシヨウジ

吉田京商事(株)
048-956-6300代表取締役 吉田淳一

埼玉県三郷市戸ヶ崎５－６２－１
農林・水産物品等

･84056011801005148

2030699ヨシノジドウシヤ

(有)吉野自動車 三郷営業所
048-955-8888工場長 吉野信

埼玉県三郷市戸ケ崎３－７１０－２
輸送機器及び付属品物品等

･8101･8102･8104･81052011802008376

2030534ライズフアクトリー

(株)ライズファクトリー
03-3288-0099代表取締役 戸田その子

東京都千代田区飯田橋２－１－４ 日東九段ビル６階
印刷 図書・地図 物品等その他物品等

･7101 ･7201 ･99994010601042650

2030816ライフサポート

(有)ライフ・サポート 草加支店
048-793-5831支店長 長谷川孝一

埼玉県草加市金明町４８４－１ 217
日用品 医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7501 ･7703 ･7903 ･8502 ･87039030002057804

2030630ラインキカクコウギヨウ

ライン企画工業(株)
048-853-3005代表取締役 杉本利孝

埼玉県さいたま市中央区上峰３－１３－２４
表示・装飾 消防・防災・交通安全対策 資材物品等

･7801･7802 ･8502･8503 ･86057030001008909

2030691ランドピア

(株)ランドピア
03-3661-5633代表取締役 吉田篤司

東京都中央区日本橋蛎殻町１－１８－２ 中野オイスタービル４階
輸送機器及び付属品 賃貸業務物品等

･8102 ･8704･87067010001060291

2030637リーテム

(株)リーテム
03-3258-8586代表取締役 中島彰良

東京都千代田区外神田３－６－１０
物品等その他物品等

･99999010001032090

2030531リエスパワーネクスト

リエスパワーネクスト(株)
03-5960-8130代表取締役 青木博幸

東京都豊島区東池袋４－２１－１
電力物品等

･88013013301039380

2030624リクチロウスイチヨウサ

(株)リクチ漏水調査 埼玉営業所
048-813-3220埼玉営業所長 佐野克俊

埼玉県さいたま市南区南浦和３－４４－１６
物品等その他物品等

･99992011101022608

2030551リコージヤパン

リコージャパン(株) 埼玉支社公共文教営業部
048-664-4331部長 高田利行

埼玉県さいたま市北区宮原町２－４５－１
事務用品・什器 学校・保育用品 電気・住宅機器 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7301･7303･7305･7306･7307 ･7401･7404 ･7902･7903 ･8504 ･8702･8705･8707･87081010001110829

2030616リコーリース

リコーリース(株) 関東支社
048-645-1023支社長 森政剛

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１
賃貸業務物品等
･8701･8702･8705･8706･8707･8708･87
997010601037788
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2030595リサーチアンドソリユーシヨン

(株)リサーチアンドソリューション 東京支社
03-6311-8356支社長 児玉真一

東京都渋谷区本町４－１２－７ 泉西新宿ビル３階
事務用品・什器物品等

･7303･7305･73061290001017278

2030765リスイカガク

理水化学(株) 埼玉営業所
048-711-5003所長 竹村洋平

埼玉県さいたま市浦和区常盤９－１１－１２ ＮＪ５ビル
医療・医薬・福祉用具物品等

･77024120001071999

2030503リソウカガクコウギヨウ

理想科学工業(株) 理想さいたま支店
048-649-6223支店長 田口弘樹

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１３８ 金周ビル
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7301･7303･7305 ･8705･87089010401031452

2030474リツシヨー

(株)リッショー
048-871-5752代表取締役 立田要

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６
学校・保育用品物品等

･74059030001037930

2030634リブネツト

(株)リブネット
0596-25-7903代表取締役 荒井宏幸

三重県伊勢市楠部町乙１３５
図書・地図 事務用品・什器物品等

･7201 ･7302･7305･7306･73086190001007482

2030576リヨウビシステムズ

(株)両備システムズ
086-264-0113代表取締役 松田敏之

岡山県岡山市南区豊成２－７－１６
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7101･7102･7103 ･7301･7303･7305･7306 ･87058260001007077

2030556リヨウモウシステムズ

(株)両毛システムズ 東京営業所
03-3267-1081所長 宍戸敏美

東京都新宿区二十騎町２－２４
印刷 事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7102 ･7303･7305･7306 ･87052070001016771

2030694ルネサンス

(株)ルネサンス
03-5600-5451代表取締役 岡本利治

東京都墨田区両国２－１０－１４ 両国シティーコア３Ｆ
物品等その他物品等

･99993010601020797

2030497レツツクリエイト

(株)レッツクリエイト
048-718-3611代表取締役 井上和男

埼玉県春日部市永沼１９４７－１
日用品物品等

･7501･75027030001052857

2030635レツツコーポレーシヨン

(株)レッツ・コーポレーション
052-201-6230代表取締役 後藤公

愛知県名古屋市中区丸の内２-２０-１
医療・医薬・福祉用具 電気・住宅機器 精密機械 消防・防災・交通安全対策 賃貸業務物品等

･7705 ･7901･7902･7903 ･8005 ･8503･8504 ･8702･8705･8707･87999180001041942

2030807レツドホースコーポレーシヨン

レッドホースコーポレーション(株)
03-5144-5721代表執行役 宮本隆温

東京都江東区豊洲３－２－２４ 豊洲フォレシア９階
電気・住宅機器物品等

･79037010001024767

2030725レンタルノニツケン

(株)レンタルのニッケン 三郷営業所
048-949-3800所長 西田秀之

埼玉県三郷市泉３－３－７
電気・住宅機器 精密機械 輸送機器及び付属品 機械・工具 賃貸業務物品等

･7902･7904 ･8005 ･8101･8102 ･8201･8202･8205･8206 ･8704･8705･8706･8707･8708･87994010001322368

2030744ロウキヨウセンタージギヨウダン

(企)労協センター事業団 埼玉事業本部
048-844-0085本部長 藤谷英樹

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５－２０１ Ｍ・Ｍオフィ
ス

医療・医薬・福祉用具 農林・水産物品等

･7704 ･84056013305000633

2030696ローレルバンクマシン

ローレルバンクマシン(株) 首都圏支店
048-667-3005支店長 坂本敏郎

埼玉県さいたま市北区宮原町１－６７７
事務用品・什器 電気・住宅機器 物品等その他物品等

･7303･7305･7306･7309 ･7902 ･99999010401032062

2030743ワーカーズコープ

(ＮＰＯ)ワーカーズコープ 埼玉事業本部
048-844-0085本部長 藤谷英樹

埼玉県さいたま市南区南本町２－５－１５－２０１ Ｍ・Ｍオフィ
ス

医療・医薬・福祉用具 農林・水産物品等

･7704 ･84053013305000743

2030387ワークコウギヨウ

(株)ワーク衡業
03-3679-0086代表取締役 山口精一

東京都江戸川区鹿骨１－６－８
精密機械物品等

･80056011701009744
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2030614ワールドウオーターバツグ

ワールドウォーターバッグ(株)
06-6713-7465代表取締役 中村俊夫

大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３
消防・防災・交通安全対策物品等

･85032120001010645

2030610ワイズギケン

(株)ワイズ技研
03-3468-7786代表取締役 北田諭史

東京都渋谷区西原３-２０-３
物品等その他物品等

･99994011001024322

2030746ワカバヤシシヨウカイ

(有)若林商会
048-754-6911代表取締役 若林良雄

埼玉県春日部市樋堀１８８－６
事務用品・什器 学校・保育用品物品等

･7301･7302･7303･7307･7308 ･7401･7402･7403･74046030002069587

2030893ワコーインターナシヨナル

(株)ワコーインターナショナル 埼玉支店
048-298-2101支店長 小江慎一朗

埼玉県川口市安行領家１６５－１
事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 医療・医薬・福祉用具物品等

･7302･7307 ･7402 ･7501 ･77051011501005080

2030454ワセダ

(株)わせだ
048-953-1860代表取締役 海老原幸久

埼玉県三郷市大広戸８２２－３
事務用品・什器 学校・保育用品 日用品 電気・住宅機器 賃貸業務物品等
･7301･7302･7303･7304･7305･7306･73
07･7308･7309 ･7401･7402･7403･7404･7405 ･7501･7505 ･7901･7902･7903･7904･7905･7906 ･8701･8702･8705･8707･8708･87993030001037127

2030680ワタキユーセイモア

ワタキューセイモア(株) 関東支店
048-988-1288支店長 外山浩樹

埼玉県越谷市新越谷２-１９２
事務用品・什器 繊維品 医療・医薬・福祉用具 表示・装飾 賃貸業務物品等

･7307･7308 ･7601･7602 ･7704･7705 ･7803 ･8703･87997130001037872

2030608ワンビシアーカイブズ

(株)ワンビシアーカイブズ 官公庁営業部
03-5425-5300官公庁営業部長 高橋豊

東京都港区虎ノ門４－１－２８
事務用品・什器 賃貸業務物品等

･7301 ･8705･87994010401065760


