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令和２年４月１日版



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

買受け 買受け 65

15年

専務取締役 片桐　正貴 1,043,508千円

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富1996-1 14人

049-274-7755 10,000千円

買受け 買受け 91

52年

代表取締役 青木　慶将 2,457,500千円

〒352-0005 埼玉県新座市中野1-1-28 20人

048-479-3451 33,600千円

販売 衣類・帽子・靴 98

85年 消防・防災・防犯用品

営業統括本部長 大場　正広 1,401,344千円

〒330-0072 埼玉県さいたま市浦和区領家7-5-16-101 18人

048-835-1166 21,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 農業・建設機械類 56

51年 自動車用品 その他機械器具

所長 林　直宏 174,351,000千円 空調冷暖房機器 消防・防災・防犯用品

〒346-0035 埼玉県久喜市清久町2-4 3,982人 通信放送機器

管内 0480-29-1381 500,000千円 工作機械類

賃貸 文具・事務機器・用品 空調冷暖房機器 56

51年 家具 工作機械類

所長 林　直宏 174,351,000千円 車輌・船舶・バイク・自転車 農業・建設機械類

〒346-0035 埼玉県久喜市清久町2-4 3,982人 測量機器 その他機械器具

管内 0480-29-1381 500,000千円 理化学機器 消防・防災・防犯用品

販売 文具・事務機器・用品 8

8年 家電製品

代表取締役 濱島　由喜男 285,378千円 看板・標識・旗・環境美化用品

〒340-0122 埼玉県幸手市神明内319 7人 建設資材・部材・材料品

管内 0480-48-2106 2,000千円

アオキ

Ｂ

株式会社青木

アオキショウテン

株式会社青木商店

アクティオクキエイギョウショ

Ａ

株式会社アクティオ久喜営業所

アクティオクキエイギョウショ

Ａ

株式会社アクティオ久喜営業所

赤城工業株式会社さいたま新都心営業所

Ａ

Ａ

アカギコウギョウサイタマシントシンエイギョウショ

アクトキカク

Ｂ

株式会社アクト企画

1 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 消防・防災・防犯用品 27

6年

所長 高関　義巳 315,151千円

〒104-0041 東京都中央区新富1-8-9 8人

03-6280-5718 10,000千円

販売 視聴覚機器 104

45年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 足立　光男 90,375千円 看板・標識・旗・環境美化用品

〒346-006 埼玉県久喜市上町3-1 4人

管内 0480-22-0244 8,000千円

販売 厨房機器 59

43年 空調冷暖房機器

代表取締役 白石　謹章 1,097,987千円

〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪2088-1 19人

管内 0480-59-1112 20,000千円

販売 視聴覚機器 122

25年 農業・建設機械類

代表取締役 中川　定雄 117,942千円 消防・防災・防犯用品

〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸3133 10人 看板・標識・旗・環境美化用品

管内 0480-32-5454 12,000千円 建設資材・部材・材料品

買受け 買受け 122

25年

代表取締役 中川　定雄 117,942千円

〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸3133 10人

管内 0480-32-5454 12,000千円

販売 燃料類 83

厨房機器

池ノ谷　浩一 22,965千円

〒347-0105 埼玉県加須市騎西1231 3人

管内 0480-73-1008

アサノホウチキコウギョウ

Ｂ

有限会社浅野報知機工業

Ｃ

池ノ谷燃料店

アサヒクリエイト

Ａ

株式会社旭クリエイト

アクトヨコイホンシャエイギョウショ

Ｂ

ＡＣＴヨコイ株式会社本社営業所

イーエスピー

Ｂ

株式会社イー・エス・ピー

イーエスピー

Ｂ

株式会社イー・エス・ピー

イケノヤネンリョウテン
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 消防・防災・防犯用品 51

31年 看板・標識・旗・環境美化用品

代表取締役 今井　敦 15,958千円

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東1-8-3 3人

管内 0480-22-5004 3,000千円

販売 文具・事務機器・用品 6

43年

代表取締役 藤井　隆一郎 33,952千円

〒347-0066 埼玉県加須市本町2-10 7人

管内 0480-61-3285 14,000千円

印刷 印刷（製本含む） 6

43年

代表取締役 藤井　隆一郎 33,952千円

〒347-0066 埼玉県加須市本町2-10 7人

管内 0480-61-3285 14,000千円

販売 空調冷暖房機器 129

59年 家電製品

代表取締役 田村　盛良 115,340千円 視聴覚機器

〒346-0005 埼玉県久喜市本町2-3-8 6人

管内 0480-23-4661 34,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 33

108年 文具・事務機器・用品

取締役上席執行役員 小柳　諭司 92,370,914千円 書籍

〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-25 1,470人 家具

03-5634-6634 5,000,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 33

108年

取締役上席執行役員 小柳　諭司 92,370,914千円

〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-25 1,470人

03-5634-6634 5,000,000千円

ウチダデンキショウカイ

Ｂ

株式会社内田電気商会

ウチダヨウコウエイギョウトウカツグループ

Ａ

株式会社内田洋行営業統括グループ

ウチダインボウ

Ｂ

内田印房有限会社

ウチダインボウ

Ｂ

内田印房有限会社

ウチダヨウコウエイギョウトウカツグループ

Ａ

株式会社内田洋行営業統括グループ

イマイサイン

Ｃ

有限会社イマイサイン
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 医療機器 106

43年 医療用薬品

代表取締役 武内　淳一 987,524千円 教育用教材等

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-14-9 12人 衣類・帽子・靴

03-5940-7066 10,000千円 消防・防災・防犯用品

販売 ＯＡ機器・用品 5

47年

代表取締役 原　俊樹 15,526,250千円

〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 746人

048-825-6023 1,431,065千円

印刷 印刷（製本含む） 5

47年

代表取締役 原　俊樹 15,526,250千円

〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 746人

048-825-6023 1,431,065千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 光学機器・時計 41

40年 文具・事務機器・用品 視聴覚機器

支店長 古見　一夫 184,922,871千円 医療機器 通信放送機器

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 603人 測量機器

048-643-6491 3,776,880千円 理化学機器

販売 ＯＡ機器・用品 101

64年 通信放送機器

支店長 柳沢　雄二 216,634,916千円 視聴覚機器

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 5,009人

048-645-0248 13,122,268千円

販売 ＯＡ機器・用品 通信放送機器 135

27年 測量機器

支店長 藤間　良樹 4,807,128,000千円 理化学機器

〒330-0081 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 13,760人 光学機器・時計

048-600-5101 949,679,500千円 視聴覚機器

Ａ

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社関東支店

エヌティティドコモサイタマシテン

Ａ

株式会社ＮＴＴドコモ埼玉支店

エージーエス

Ａ

ＡＧＳ株式会社

エヌイーシーキャピタルソリューションカントウシテン

Ａ

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社関東支店

エージーエス

Ａ

ＡＧＳ株式会社

エイバンショウジ

Ｂ

エイバン商事株式会社

エヌイーシーネッツエスアイカントウシテン
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

賃貸 通信放送機器 135

27年

支店長 藤間　良樹 4,807,128,000千円

〒330-0081 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 13,760人

048-600-5101 949,679,500千円

販売 ＯＡ機器・用品 118

24年 視聴覚機器

代表取締役 榊原　明 45,737,737千円 通信放送機器

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常磐5-8-17 5,377人

048-626-5249 37,500千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 建具 11

32年 文具・事務機器・用品 舞台装置

支店長 森山　仁 399,044,000千円 家具 車輌・船舶・バイク・自転車

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 2,114人 室内装備品（屋内装飾品） 医療機器

048-648-3111 16,770,000千円 厨房機器 介護機器

賃貸 測量機器 視聴覚機器 11

32年 理化学機器 通信放送機器

支店長 森山　仁 399,044,000千円 光学機器・時計 工作機械類

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 2,114人 空調冷暖房機器 農業・建設機械類

048-648-3111 16,770,000千円 家電製品 その他機械器具

賃貸 教育用教材等 看板・標識・旗・環境美化用品 11

32年 遊具類 動植物・用品

支店長 森山　仁 399,044,000千円 消防・防災・防犯用品 建設資材・部材・材料品

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 2,114人 スポーツ用品

048-648-3111 16,770,000千円 楽器

販売 燃料類 38

9年

代表取締役 沖　隆 159,910,300千円

〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 147人

03-5544-8672 7,789,000千円

エヌティティファイナンスカントウシテン

Ａ

ＮＴＴファイナンス株式会社関東支店

エフパワー

Ａ

株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

エヌティティファイナンスカントウシテン

Ａ

ＮＴＴファイナンス株式会社関東支店

エヌティティファイナンスカントウシテン

Ａ

ＮＴＴファイナンス株式会社関東支店

エヌティティドコモサイタマシテン

Ａ

株式会社ＮＴＴドコモ埼玉支店

エヌティティヒガシニホンカンシンエツ

Ａ

株式会社ＮＴＴ東日本‐関信越
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 通信放送機器 13

37年 文具・事務機器・用品 その他機械器具

代表取締役 大熊　順一 214,657千円 空調冷暖房機器 消防・防災・防犯用品

〒347-0025 埼玉県加須市割目173 10人 家電製品 建設資材・部材・材料品

管内 0480-65-1092 20,000千円 視聴覚機器

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 111

90年 医療機器

所長 猶原　浩司 2,675,270千円

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-13-1田辺ビル4階 59人

03-6272-6083 40,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 133

58年 通信放送機器

支店長 古賀　真之 25,454,385千円

〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-5 622人

048-840-5800 2,001,900千円

販売 ＯＡ機器・用品 通信放送機器 2

138年 文具・事務機器・用品 消防・防災・防犯用品

支社長 鈴木　宣也 203,987,000千円 測量機器

〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16 4,024人 理化学機器

03-5445-6092 44,000,000千円 視聴覚機器

販売 視聴覚機器 64

52年

代表取締役 加藤　信也 754,053千円

〒369-0122 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 76人

048-549-0822 10,000千円

印刷 印刷（製本含む） 64

52年

代表取締役 加藤　信也 754,053千円

〒369-0122 埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12 76人

048-549-0822 10,000千円

オオクマデンキコウジ

Ａ

株式会社大熊電気工事

オガワポンプコウギョウトウキョウジムショ

Ａ

小川ポンプ工業株式会社東京事務所

カイギロクセンター

Ｂ

株式会社会議録センター

カイギロクセンター

Ｂ

株式会社会議録センター

オキウィンテックキタカントウシテン

Ａ

沖ウィンテック株式会社北関東支店

オキデンキコウギョウシュトケンシシャ

Ａ

沖電気工業株式会社首都圏支社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 燃料類 128

21年

代表取締役 中沢　益子 9,303千円

〒347-0066 埼玉県加須市本町14-18 4人

管内 0480-62-3325 10,000千円

販売 燃料類 127

18年

地区長 渋川　徹也 3,751千円

〒347-0066 埼玉県加須市本町14-18 17人

管内 0480-62-3325

販売 動植物・用品 58

36年

代表取締役 門井　秀 30,824千円

〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央3-9-30 3人

管内 0480-21-0795 5,000千円

賃貸 動植物・用品 58

36年

代表取締役 門井　秀 30,824千円

〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央3-9-30 3人

管内 0480-21-0795 5,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 31

72年 自動車用品

支店長 鈴木　順 59,132,636千円

〒344-0121 埼玉県春日部市上柳196 742人

048-746-4151 350,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 42

35年

埼群ブロック担当部長 中津　康 103,725,972千円

〒330-9543 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-345 2,143人

048-641-3657 3,022,000千円

カドイゾウエン

Ｂ

有限会社門井造園

カドイゾウエン

Ｂ

有限会社門井造園

カゾエネルギー

Ｃ

株式会社加須エネルギー

カゾチクエルピージークミアイ

Ｃ

加須地区ＬＰＧ組合

カントウイスズジドウシャカスカベシテン

Ａ

関東いすゞ自動車株式会社春日部支店

カントウマツダホウジンジギョウホンブ

Ａ

株式会社関東マツダ法人事業本部

7 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 146

38年 文具・事務機器・用品

部長 新井　孝彦 52,394,748千円 医療機器

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 5,313人

048-649-1215 4,561,171千円

販売 ＯＡ機器・用品 通信放送機器 147

41年 文具・事務機器・用品

代表取締役 高嶋　さくら 707,335千円 家具

〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野301-1 29人 家電製品

048-685-0855 10,000千円 視聴覚機器

賃貸 ＯＡ機器・用品 147

41年 文具・事務機器・用品

代表取締役 高嶋　さくら 707,335千円

〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野301-1 29人

048-685-0855 10,000千円

販売 衣類・帽子・靴 139

41年

代表取締役 溝口　久美子 126,267千円

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常磐10-2-3-301 20人

048-831-1818 40,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 132

125年 書籍

支社長 藤原　和秀 22,704,155千円

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11 555人

03-6892-6231 500,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 132

125年 書籍

支社長 藤原　和秀 22,704,155千円

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11 555人

03-6892-6231 500,000千円

ギョウセイカントウシシャ

Ａ

株式会社ぎょうせい関東支社

ギョウセイカントウシシャ

Ａ

株式会社ぎょうせい関東支社

キヤノンシステムアンドサポートサイタマチュウオウエイギョウブ

Ａ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社埼玉中央営業部

キョウセイ

Ａ

株式会社共生

キョウイクサンギョウ

Ｂ

教育産業株式会社

キョウイクサンギョウ

Ｂ

教育産業株式会社

8 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

印刷 印刷（製本含む） 132

125年

支社長 藤原　和秀 22,704,155千円

〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11 555人

03-6892-6231 500,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 34

45年

代表取締役 金子　忠弘 53,782千円

〒350-1246 埼玉県日高市大字梅原99-2 18人

042-985-1511 10,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 34

45年

代表取締役 金子　忠弘 53,782千円

〒350-1246 埼玉県日高市大字梅原99-2 18人

042-985-1511 10,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 94

40年

代表取締役 松本　雅秋 1,460,834千円

〒346-0038 埼玉県久喜市上清久1206-1 47人

管内 0480-21-3355 20,000千円

販売 医療機器 10

66年 医療用薬品

支店長 秋山　康秀 91,186,222千円 介護機器

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-3-3 700人

048-687-5210 80,000千円

賃貸 医療機器 10

66年 介護機器

支店長 秋山　康秀 91,186,222千円

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-3-3 700人

048-687-5210 80,000千円

ギョウセイカントウシシャ

Ａ

株式会社ぎょうせい関東支社

キンセイドウジョウホウシステム

Ｂ

株式会社金聖堂情報システム

Ａ

株式会社栗原医療器械店さいたま支店

クリバライリョウキカイテンサイタマシテン

Ａ

株式会社栗原医療器械店さいたま支店

キンセイドウジョウホウシステム

Ｂ

株式会社金聖堂情報システム

クキミツビシジドウシャハンバイクキテン

Ａ

久喜三菱自動車販売株式会社久喜店

クリバライリョウキカイテンサイタマシテン

9 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 116

66年

代表取締役 小池　裕之 374,813千円

〒306-0024 茨城県古河市幸町1-45 14人

0280-32-5322 24,000千円

販売 理化学機器 74

70年

代表取締役 木村　久年 1,237,015千円

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-20-19 74人

03-3717-0101 31,500千円

印刷 印刷（製本含む） 9

34年

代表取締役 田口　隆久 75,001千円

〒340-0155 埼玉県幸手市中4-16-44 10人

管内 0480-42-0205 3,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 家電製品 90

46年 文具・事務機器・用品 視聴覚機器

代表取締役 平岡　和喜 855,559千円 家具 通信放送機器

〒360-0826 埼玉県熊谷市赤城町1-111 16人 室内装備品（屋内装飾品） 教育用教材等

048-524-0145 20,000千円 光学機器・時計

賃貸 ＯＡ機器・用品 90

46年 文具・事務機器・用品

代表取締役 平岡　和喜 855,559千円 家具

〒360-0826 埼玉県熊谷市赤城町1-111 16人 視聴覚機器

048-524-0145 20,000千円 通信放送機器

販売 消防・防災・防犯用品 71

56年

支店長 中村　百合子 92,774千円

〒347-0014 埼玉県加須市川口3-5-6 6人

管内 0480-65-8323 10,000千円

株式会社小島消防加須支店

コウブンドウ

Ｂ

有限会社幸文堂

ゴコウジムキ

Ａ

五幸事務機株式会社

コイケ

Ａ

小池株式会社

コウシンデンキコウギョウ

Ａ

光進電気工業株式会社

ゴコウジムキ

Ａ

五幸事務機株式会社

コジマショウボウカゾシテン

Ｂ

10 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 消防・防災・防犯用品 81

56年 家電製品

代表取締役 小林　寿太郎 764,660千円

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-2-9 17人

03-3713-2860 10,000千円

販売 家具 衣類・帽子・靴 79

125年 室内装備品（屋内装飾品） 消防・防災・防犯用品

所長 堀田　洋良 26,096,430千円 寝具類 その他百貨

〒359-0002 埼玉県所沢市大字中富254-2 661人 介護機器

04-2990-1515 350,000千円 家電製品

賃貸 室内装備品（屋内装飾品） その他百貨 79

125年 寝具類

所長 堀田　洋良 26,096,430千円 介護機器

〒359-0002 埼玉県所沢市大字中富254-2 661人 家電製品

04-2990-1515 350,000千円 衣類・帽子・靴

販売 室内装備品（屋内装飾品） 68

104年 寝具類

所長 大谷　正彦 1,898,685千円 その他百貨

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻3-4-4 490人

048-775-7311 80,000千円

賃貸 寝具類 68

104年

所長 大谷　正彦 1,898,685千円

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻3-4-4 490人

048-775-7311 80,000千円

販売 衣類・帽子・靴 19

29年 消防・防災・防犯用品

支店長 山田　敦基 1,365,261千円 徽章・カップ・美術工芸品

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-12-24OneStopELAN201 34人 看板・標識・旗・環境美化用品

080-4208-9368 10,000千円

コヤマショウカイキタカントウエイギョウショ

Ａ

株式会社小山商会北関東営業所

コンツナサイタマシテン

Ｂ

株式会社コンツナ埼玉支店

コヤマサイタマエイギョウショ

Ａ

小山株式会社埼玉営業所

コヤマショウカイキタカントウエイギョウショ

Ａ

株式会社小山商会北関東営業所

コバヤシボウカフク

Ｂ

小林防火服株式会社

コヤマサイタマエイギョウショ

Ａ

小山株式会社埼玉営業所

11 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 通信放送機器 1

25年

代表取締役 相沢　長次 71,793千円

〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東2-17-3 5人

048-858-1241 10,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 看板・標識・旗・環境美化用品 95

65年 衣類・帽子・靴

支店長 保泉　和男 1,536,779千円 消防・防災・防犯用品

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-10 24人 医療用薬品

048-838-0299 20,000千円 医療機器

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 54

72年 医療機器

店長 棚澤　正光 73,452,964千円

〒346-0029 埼玉県久喜市江面179-1 1,100人

管内 0480-21-5311 100,000千円

販売 医療用薬品 消防・防災・防犯用品 113

52年 介護機器 看板・標識・旗・環境美化用品

代表取締役 結城　剛 3,743,420千円 工作機械類 金物類

〒337-0004 埼玉県さいたま市見沼区卸町2-6-15 75人 農業・建設機械類 車輌・船舶・バイク・自転車

048-687-3131 50,000千円 衣類・帽子・靴 医療機器

販売 消防・防災・防犯用品 29

43年

代表取締役 梅澤　將明 469,624千円

〒350-0235 埼玉県坂戸市三光町36-1 17人

049-281-5243 16,500千円

販売 厨房機器 102

45年 燃料類

代表取締役 石井　明 1,838,973千円 空調冷暖房機器

〒340-0121 埼玉県幸手市大字上吉羽字天神74 23人 その他機械器具

管内 0480-42-4311 80,000千円 消防・防災・防犯用品

サイタマトヨタジドウシャクキテン

Ａ

埼玉トヨタ自動車株式会社久喜店

サイボウ

Ａ

株式会社サイボウ

サイタマジョウホウ

Ｂ

埼玉情報株式会社

サイタマショウボウキカイチュウオウシテン

Ａ

埼玉消防機械株式会社中央支店

サカドボウサイ

Ｂ

坂戸防災株式会社

サッテトシガス

Ａ

幸手都市ガス株式会社

12 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

賃貸 厨房機器 102

45年 空調冷暖房機器

代表取締役 石井　明 1,838,973千円 その他機械器具

〒340-0121 埼玉県幸手市大字上吉羽字天神74 23人

管内 0480-42-4311 80,000千円

販売 家電製品 26

43年

支店長 吉野　勇一 2,021,169千円

〒346-0014 埼玉県久喜市吉羽180-4サンシティカマタ103号室 90人

管内 0480-38-6853 50,000千円

販売 衣類・帽子・靴 43

46年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 佐伯　淳子 259,346千円

〒177-0045 東京都練馬区石神井台4-7-1 5人

03-3594-5881 10,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 69

66年 通信放送機器

取締役常務執行役員ソリューション営業本部長 森　祐二 101,847,764千円

〒108-8404 東京都港区芝4-4-12 627人

03-5484-7285 14,811,390千円

販売 医療機器 87

130年 医療用薬品

所長 鈴木　健一 47,140,509千円 介護機器

〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-23-1大同生命大宮ビル6F 384人 理化学機器

048-640-6621 83,920千円 衣類・帽子・靴

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 14

46年

所長 真舘　知誉 1,184,748千円

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-2横山ビル 105人

03-3862-6976 49,500千円

サンシンデンキソリューションエイギョウホンブ

Ａ

三信電気株式会社ソリューション営業本部

サンメディックスサイタマエイギョウショ

Ａ

サンメディックス株式会社埼玉営業所

ジーエムイチハラコウギョウトウキョウエイギョウショ

Ａ

ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所

サッテトシガス

Ａ

幸手都市ガス株式会社

サンエイカンリコウギョウクキシテン

Ａ

三栄管理興業株式会社久喜支店

サンコー

Ｂ

サンコー株式会社

13 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 22

53年

支社長 鈴木　信貴 11,232,114千円

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-15大樹生命熊谷ビル4階 634人

048-501-0370 90,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 22

53年

支社長 鈴木　信貴 11,232,114千円

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2-15大樹生命熊谷ビル4階 634人

048-501-0370 90,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 126

57年

専務取締役 依田　茂 252,936,000千円

〒100-8341 東京都千代田区丸の内3-4-1 355人

03-3216-3962 65,700,000千円

買受け 買受け 126

57年

専務取締役 依田　茂 252,936,000千円

〒100-8341 東京都千代田区丸の内3-4-1 355人

03-3216-3962 65,700,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 66

94年

代表取締役 篠崎　卓 266,782千円

〒306-0022 茨城県古河市横山町2-9-2 20人

0280-32-0065 10,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 99

49年

代表取締役社長 川田　朋博 9,170,927千円

〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 569人

03-5309-0310 1,302,591千円

ジェック

Ａ

株式会社ＪＥＣＣ

シノザキポンプキカイセイサクショ

Ｂ

株式会社篠崎ポンプ機械製作所

ジャパンシステム

Ａ

ジャパンシステム株式会社

ジーシーシーサイタマシシャ

Ａ

株式会社ジーシーシー埼玉支社

ジーシーシーサイタマシシャ

Ａ

株式会社ジーシーシー埼玉支社

ジェック

Ａ

株式会社ＪＥＣＣ
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

賃貸 ＯＡ機器・用品 99

49年

代表取締役社長 川田　朋博 9,170,927千円

〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 569人

03-5309-0310 1,302,591千円

印刷 印刷（製本含む） 105

67年

所長 加賀谷　隆一 307,416千円

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1-26-4 25人

048-252-1936 22,500千円

販売 厨房機器 123

52年 燃料類

代表取締役 渡辺　大乗 11,248,155千円 空調冷暖房機器

〒364-0003 埼玉県北本市古市場1-5 119人

048-592-2411 400,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 18

53年 自動車用品

課長 小澤　一彦 23,937,394千円

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-222-10 310人

048-663-5911 80,000千円

販売 家電製品 50

32年 視聴覚機器

代表取締役 鈴木　任夫 58,934千円 消防・防災・防犯用品

〒340-0201 埼玉県久喜市八甫5-73 4人 空調冷暖房機器

管内 0480-58-2446 10,000千円

販売 遊具類 17

64年 衣類・帽子・靴

代表取締役 関口　優 41,458千円 スポーツ用品

〒347-0054 埼玉県加須市不動岡1-4-38 1人 徽章・カップ・美術工芸品

管内 0480-61-0703 3,000千円 看板・標識・旗・環境美化用品

スズキジハンサイタマトクハンカ

Ａ

株式会社スズキ自販埼玉特販課

スズキデンキコウギョウ

Ｂ

鈴木電気工業株式会社

スポーツ　カサモ

Ｃ

有限会社スポーツ　カサモ

ジャパンシステム

Ａ

ジャパンシステム株式会社

ショウジュチャートサイタマエイギョウショ

Ａ

昇寿チャート株式会社埼玉営業所

シンニホンガス

Ａ

新日本瓦斯株式会社

15 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 23

110年 自動車用品

支店長 橋本　修男 97,555,713千円 燃料類

〒346-0029 埼玉県久喜市江面1663-1 553人 消防・防災・防犯用品

管内 0480-23-1171 90,000千円

販売 医療機器 115

56年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 中山　泰男 387,881,000千円

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 16,935人

03-5775-8475 66,392,692千円

賃貸 医療機器 115

56年

代表取締役 中山　泰男 387,881,000千円

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 16,935人

03-5775-8475 66,392,692千円

販売 消防・防災・防犯用品 16

42年 医療用薬品

代表取締役 小林　孝 110,359千円 看板・標識・旗・環境美化用品

〒344-0067 埼玉県春日部市中央2-14-1 4人 医療機器

048-761-6151 10,000千円 衣類・帽子・靴

販売 ＯＡ機器・用品 144

70年 書籍

所長 松田　直樹 41,235,000千円

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2ＪＡ埼玉ビル1Ｆ 1,938人

048-642-4946 6,557,000千円

印刷 印刷（製本含む） 144

70年

所長 松田　直樹 41,235,000千円

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2ＪＡ埼玉ビル1Ｆ 1,938人

048-642-4946 6,557,000千円

セフティー

Ｂ

株式会社セフティー

ゼンリン　オオミヤエイギョウショ

Ａ

株式会社ゼンリン　大宮営業所

ゼンリン　オオミヤエイギョウショ

Ａ

株式会社ゼンリン　大宮営業所

セキショウショウジソウゴウエネルギーソリューションホンブダイイチジギョウブカントウダイイチシテン

Ａ

関彰商事株式会社総合エネルギーソリューション本部第１事業部関東第１支店

セコム

Ａ

セコム株式会社

セコム

Ａ

セコム株式会社

16 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 通信放送機器 36

53年 医療機器 教育用教材等

支社長 伊藤　陽介 232,697,319千円 光学機器・時計 消防・防災・防犯用品

〒330-0853 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7階 11,976人 空調冷暖房機器

048-647-1155 18,675,011千円 家電製品

賃貸 医療機器 36

53年

支社長 伊藤　陽介 232,697,319千円

〒330-0853 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7階 11,976人

048-647-1155 18,675,011千円

販売 動植物・用品 52

28年

代表取締役 小山　英一 389,944千円

〒346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇2878-1 41人

管内 0480-85-6015 10,000千円

賃貸 室内装備品（屋内装飾品） 52

28年 その他百貨

代表取締役 小山　英一 389,944千円

〒346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇2878-1 41人

管内 0480-85-6015 10,000千円

販売 書籍 121

75年

代表取締役社長 田中　英弥 11,931,045千円

〒107-8560 東京都港区南青山2-11-17 513人

03-3404-2251 480,000千円

賃貸 書籍 121

75年

代表取締役社長 田中　英弥 11,931,045千円

〒107-8560 東京都港区南青山2-11-17 513人

03-3404-2251 480,000千円

ソシアルサービス

Ｂ

株式会社ソシアルサービス

ダイイチホウキ

Ａ

第一法規株式会社

ダイイチホウキ

Ａ

第一法規株式会社

ソウゴウケイビホショウサイタマチュウオウシシャ

Ａ

綜合警備保障株式会社埼玉中央支社

ソウゴウケイビホショウサイタマチュウオウシシャ

Ａ

綜合警備保障株式会社埼玉中央支社

ソシアルサービス

Ｂ

株式会社ソシアルサービス

17 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

賃貸 車輌・船舶・バイク・自転車 109

48年 介護機器

支店長 関谷　剛 207,317,326千円 消防・防災・防犯用品

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵1-19-17 2,262人 その他百貨

048-836-0481 21,768,382千円

販売 消防・防災・防犯用品 47

67年 衣類・帽子・靴

代表取締役 勝永　義光 263,315千円

〒360-0003 埼玉県熊谷市下川上1364-8 5人

048-521-2645 10,000千円

販売 室内装備品（屋内装飾品） 徽章・カップ・美術工芸品 57

69年 建具 看板・標識・旗・環境美化用品

代表社員 小森谷　章 112,565千円 車輌・船舶・バイク・自転車 金物類

〒340-0217 埼玉県久喜市鷲宮4-6-5 4人 消防・防災・防犯用品

管内 0480-58-0029 300千円 スポーツ用品

販売 家電製品 140

46年

代表取締役 立川　義彦 787千円

〒346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲877-1 4人

管内 0480-85-0222 10,000千円

買受け 買受け 143

20年

代表取締役 天野　正幸 962,229千円

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東2-14-13 18人

管内 0480-22-6066 10,000千円

印刷 印刷（製本含む） 85

5年

代表取締役 仲村　茂 356,651千円

〒345-0024 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根3947-2 27人

管内 0480-32-0045 10,000千円

タチカワデンキショウカイ

Ｃ

株式会社立川電気商会

タビクラブジャパンクキエイギョウショ

Ｂ

株式会社旅クラブジャパン久喜営業所

チュウオウプリント

Ｂ

中央プリント株式会社

ダイワリースサイタマシテン

Ａ

大和リース株式会社さいたま支店

タケダショウコウ

Ｂ

武田商工株式会社

タタミハマ

Ｃ

畳濱合資会社

18 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 32

70年 光学機器・時計

営業所長 伊藤　昌弘 7,922,471千円 農業・建設機械類

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24小峰ビル5階 40人 衣類・帽子・靴

048-814-1258 85,000千円 消防・防災・防犯用品

販売 通信放送機器 141

37年 自動車用品

代表取締役 堀越　寛生 3,096,088千円

〒224-0051 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘15-6 120人

045-942-2029 35,000千円

賃貸 通信放送機器 141

37年

代表取締役 堀越　寛生 3,096,088千円

〒224-0051 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘15-6 120人

045-942-2029 35,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 28

7年 自動車用品

支店長 新井　健一 93,966,095千円

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-405-18 820人

048-661-1201 100,000千円

買受け 買受け 28

7年

支店長 新井　健一 93,966,095千円

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-405-18 820人

048-661-1201 100,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 92

51年 消防・防災・防犯用品

所長 根本　達司 568,871千円 医療機器

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮2-8-10 11人

048-291-8224 10,500千円

トウキョウヒノジドウシャオオミヤシテン

Ａ

東京日野自動車株式会社大宮支店

トウキョウヒノジドウシャオオミヤシテン

Ａ

東京日野自動車株式会社大宮支店

トウキョウブッサンサイタマエイギョウショ

Ｂ

東京物産株式会社埼玉営業所

テイショウサイタマエイギョウショ

Ａ

帝商株式会社埼玉営業所

テレコム

Ａ

株式会社テレコム

テレコム

Ａ

株式会社テレコム

19 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 書籍 80

69年

所長 渡辺　善明 3,870,451千円

〒112-0002 東京都文京区小石川5-17-3 182人

03-5803-3304 90,000千円

印刷 印刷（製本含む） 80

69年

所長 渡辺　善明 3,870,451千円

〒112-0002 東京都文京区小石川5-17-3 182人

03-5803-3304 90,000千円

販売 家具 21

45年 室内装備品（屋内装飾品）

代表取締役 池田　實 43,811千円

〒346-0005 埼玉県久喜市本町6-1-4 4人

管内 0480-22-1231 10,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 75

27年 書籍

代表取締役 宮崎　正伸 836,545千円

〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21三宮グランドビル5F 48人

078-222-9700 363,950千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 75

27年 書籍

代表取締役 宮崎　正伸 836,545千円

〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21三宮グランドビル5F 48人

078-222-9700 363,950千円

賃貸 車輌・船舶・バイク・自転車 76

38年

代表取締役 平沼　一幸 9,797,722千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-206-1 206人

048-643-8282 30,000千円

ドーン

Ａ

株式会社ドーン

ドーン

Ａ

株式会社ドーン

トヨタレンタリースシンサイタマ

Ａ

株式会社トヨタレンタリース新埼玉

トウキョウホウレイシュッパンカントウエイギョウショ

Ａ

東京法令出版株式会社関東営業所

トウキョウホウレイシュッパンカントウエイギョウショ

Ａ

東京法令出版株式会社関東営業所

トウブカグ

Ｂ

株式会社東武家具

20 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 119

56年 文具・事務機器・用品

代表取締役 松本　学 553,862千円 家具

〒362-0014 埼玉県上尾市本町4-9-21 11人 室内装備品（屋内装飾品）

048-773-8800 10,000千円 看板・標識・旗・環境美化用品

販売 ＯＡ機器・用品 看板・標識・旗・環境美化用品 78

29年 理化学機器 金物類

代表取締役 鈴木　利幸 306,717千円 農業・建設機械類 建設資材・部材・材料品

〒344-0016 埼玉県春日部市本田町1-28 8人 衣類・帽子・靴 その他百貨

048-735-2228 10,000千円 消防・防災・防犯用品

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 97

84年 医療機器

所長 蜂谷　政興 2,579,881千円 消防・防災・防犯用品

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-5-11小西ビル1階 77人

03-5812-4021 27,000千円

販売 消防・防災・防犯用品 20

40年 車輌・船舶・バイク・自転車

所長 家元　昭 693,288千円

〒124-0002 東京都葛飾区西亀有2-36-1 44人

03-5680-6823 10,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 134

57年 視聴覚機器

支社長 堀越　一正 19,975,458千円 通信放送機器

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 463人

048-644-6326 496,000千円

販売 通信放送機器 53

44年

支店長 齋藤　慶治 1,248,407千円

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-515-2 42人

048-652-1765 10,000千円

ナカムラショウボウカガクトウキョウエイギョウショ

Ｂ

株式会社ナカムラ消防化学東京営業所

ニッコウツウシンサイタマシシャ

Ａ

日興通信株式会社埼玉支社

ニッシンデンシキタカントウシテン

Ｂ

日神電子株式会社北関東支店

ドラゴン

Ｂ

ドラゴン株式会社

トラスト

Ｂ

株式会社トラスト

ナガノポンプトウキョウエイギョウショ

Ａ

長野ポンプ株式会社東京営業所

21 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　物品供給



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

賃貸 光学機器・時計 114

60年 空調冷暖房機器

所長 石橋　泰浩 377,401,159千円

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1079-1 2,348人

048-824-2266 4,000,000千円

買受け 買受け 114

60年

所長 石橋　泰浩 377,401,159千円

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1079-1 2,348人

048-824-2266 4,000,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 自動車用品 114

60年 文具・事務機器・用品 介護機器

所長 石橋　泰浩 377,401,159千円 家具 測量機器

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1079-1 2,348人 厨房機器 理化学機器

048-824-2266 4,000,000千円 車輌・船舶・バイク・自転車 家電製品

賃貸 視聴覚機器 教育用教材等 114

60年 通信放送機器 消防・防災・防犯用品

所長 石橋　泰浩 377,401,159千円 工作機械類 スポーツ用品

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1079-1 2,348人 農業・建設機械類

048-824-2266 4,000,000千円 その他機械器具

販売 医療機器 その他百貨 108

76年 医療用薬品

関東営業所長 飯沼　誠一 8,563,199千円 教育用教材等

〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-515岡部ビル３階 105人 衣類・帽子・靴

048-660-2271 20,000千円 消防・防災・防犯用品

販売 ＯＡ機器・用品 86

119年 光学機器・時計

支社長 高見　公三 1,574,370,000千円 視聴覚機器

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 21,016人 通信放送機器

048-641-1411 397,199,212千円 消防・防災・防犯用品

ニッツウショウジサイタマエイギョウセンター

Ａ

日通商事株式会社埼玉営業センター

ニッポンセンパクヤクヒンカントウエイギョウショ

Ａ

日本船舶薬品株式会社関東営業所

ニッポンデンキカントウコウシンエツシシャ

Ａ

日本電気株式会社関東甲信越支社

ニッツウショウジサイタマエイギョウセンター

Ａ

日通商事株式会社埼玉営業センター

ニッツウショウジサイタマエイギョウセンター

Ａ

日通商事株式会社埼玉営業センター

ニッツウショウジサイタマエイギョウセンター

Ａ

日通商事株式会社埼玉営業センター
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 67

96年

部長 鈴木　薫 7,600,651千円

〒192-0041 東京都八王子市中野上町2-31-1 158人

042-622-8899 172,000千円

販売 理化学機器 131

67年

事業本部長 辻本　浩史 12,449,958千円

〒170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1 481人

03-5958-8179 35,699千円

賃貸 理化学機器 131

67年

事業本部長 辻本　浩史 12,449,958千円

〒170-6055 東京都豊島区東池袋3-1-1 481人

03-5958-8179 35,699千円

販売 医療機器 82

67年

支店長 那須　功 174,249,000千円

〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸3-16-17 5,031人

048-861-6971 7,544,000千円

販売 衣類・帽子・靴 110

35年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 冨田　裕史 352,019千円

〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1206-3 7人

048-875-0119 10,000千円

販売 動植物・用品 138

50年

代表取締役 野﨑　隆平 239,506千円

〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-827-1 13人

048-683-7077 20,000千円

ニホンコウデンコウギョウキタカントウシテン

Ａ

日本光電工業株式会社北関東支店

ニホンショウボウサービス

Ｂ

日本消防サービス株式会社

ニホンショクブツエン

Ａ

日本植物園株式会社

ニホンキカイコウギョウホンシャエイギョウブ

Ａ

日本機械工業株式会社本社営業部

ニホンキショウキョウカイジギョウホンブ

Ａ

一般財団法人日本気象協会事業本部

ニホンキショウキョウカイジギョウホンブ

Ａ

一般財団法人日本気象協会事業本部
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 70

56年

取締役常務執行役員公共事業部長 河和　茂 26,435,713千円

〒102-8235 東京都千代田区九段南1-3-1 1,179人

03-5210-0131 2,460,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 70

56年

取締役常務執行役員公共事業部長 河和　茂 26,435,713千円

〒102-8235 東京都千代田区九段南1-3-1 1,179人

03-5210-0131 2,460,000千円

印刷 印刷（製本含む） 70

56年

取締役常務執行役員公共事業部長 河和　茂 26,435,713千円

〒102-8235 東京都千代田区九段南1-3-1 1,179人

03-5210-0131 2,460,000千円

販売 家電製品 15

30年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 四栁　稔 53,243千円

〒347-0068 埼玉県加須市大門町3-8 6人

管内 0480-61-1605 5,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 49

63年 消防・防災・防犯用品

部長 青山　有雄 30,137,978千円

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 653人

03-3599-9513 700,549千円

販売 視聴覚機器 136

60年 通信放送機器

所長 田中　裕史 91,255,000千円

〒356-8580 埼玉県ふじみ野市福岡2-1-12 2,400人

049-257-6279 14,704,000千円

ニホントシボウサイコウギョウ

Ｂ

有限会社日本都市防災工業

ニホンドライケミカルシャリョウエイギョウブ

Ａ

日本ドライケミカル株式会社車輌営業部

ニホンムセンサイタマエイギョウショ

Ａ

日本無線株式会社埼玉営業所

ニホンデンシケイサン

Ａ

日本電子計算株式会社

ニホンデンシケイサン

Ａ

日本電子計算株式会社

ニホンデンシケイサン

Ａ

日本電子計算株式会社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 24

36年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 山本　努 475,883千円

〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1365-1 21人

028-659-0555 40,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 4

69年

代表取締役 野口　和秀 318,484千円

〒130-0024 東京都墨田区菊川1-13-14 11人

03-3633-2321 10,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 149

26年

支店長 野村　稔 141,123千円

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所3-21-4 26人

048-836-2401 100,000千円

販売 消防・防災・防犯用品 84

37年

代表取締役 折原　保 23,800千円

〒348-0005 埼玉県羽生市上村君1012-1 3人

048-565-0059 3,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 125

68年

支店長 向井　秀治 42,540,025千円

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-74-6ＯＳセンタービル 1,991人

048-654-2761 8,758,481千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 125

68年

支店長 向井　秀治 42,540,025千円

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-74-6ＯＳセンタービル 1,991人

048-654-2761 8,758,481千円

パスコサイタマシテン

Ａ

株式会社パスコさいたま支店

パスコサイタマシテン

Ａ

株式会社パスコさいたま支店

ネイチャー

Ａ

株式会社ネイチャー

ノグチポンプセイサクショ

Ｂ

株式会社野口ポンプ製作所

ハイウエイ

Ｃ

有限会社ハイウエイ

ノムラハイメディアサイタマシテン

Ａ

野村ハイメディア株式会社埼玉支店
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

印刷 印刷（製本含む） 125

68年

支店長 向井　秀治 42,540,025千円

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-74-6ＯＳセンタービル 1,991人

048-654-2761 8,758,481千円

販売 家具 食料品 89

62年 文具・事務機器・用品 看板・標識・旗・環境美化用品

原田　清美 6,785千円 ＯＡ機器・用品

〒347-0055 埼玉県加須市中央1-8-28 2人 徽章・カップ・美術工芸品

管内 0480-61-3352 3,703千円 消防・防災・防犯用品

販売 厨房機器 60

21年 空調冷暖房機器

代表取締役 福島　珠代 126,660千円

〒350-0202 埼玉県久喜市東大輪258 6人

管内 0480-59-5265 20,000千円

販売 看板・標識・旗・環境美化用品 25

27年

関口　芳夫 34,091千円

〒347-0062 埼玉県加須市睦町1-8-12 4人

管内 0480-61-1359

販売 ＯＡ機器・用品 142

24年 光学機器・時計

代表取締役 小川　幸夫 522,759千円 家電製品

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子2-2-16 30人 通信放送機器

048-857-2361 10,000千円 消防・防災・防犯用品

賃貸 ＯＡ機器・用品 142

24年 通信放送機器

代表取締役 小川　幸夫 522,759千円 家電製品

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子2-2-16 30人 消防・防災・防犯用品

048-857-2361 10,000千円

パスコサイタマシテン

Ａ

株式会社パスコさいたま支店

ピーシーテレコム

Ｂ

株式会社ピーシーテレコム

ピーシーテレコム

Ｂ

株式会社ピーシーテレコム

ハラダブング

Ｃ

原田文具

パラレル

Ｂ

株式会社パラレル

ピーアールボックス

Ｃ

ピーアール・ボックス
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 117

19年 視聴覚機器

取締役埼玉事業部長 榊原　明 1,511,936,000千円 通信放送機器

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常磐5-8-17 4,700人

048-626-5249 335,000,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 40

67年 文具・事務機器・用品

執行役 安栄　香純 40,793,000千円 理化学機器

〒105-8712 東京都港区西新橋1-3-1 1,434人 空調冷暖房機器

0120-937-468 9,983,683千円

販売 医療機器 55

46年

代表取締役 畑野　藤一 3,522,277千円

〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-5-10 49人

048-710-2265 50,000千円

賃貸 医療機器 55

46年

代表取締役 畑野　藤一 3,522,277千円

〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-5-10 49人

048-710-2265 50,000千円

販売 消防・防災・防犯用品 7

47年

代表取締役 藤岡　実 476,607千円

〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子1-5-2 25人

048-853-0080 50,000千円

販売 空調冷暖房機器 12

44年 家電製品

代表取締役 齋藤　博美 177,728千円

〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町18-7 14人

048-761-1131 10,000千円

ヒガシニッポンデンシンデンワサイタマジギョウブ

Ａ

東日本電信電話株式会社埼玉事業部

フジオカボウサイセツビ

Ａ

藤岡防災設備株式会社

フジサンギョウ

Ｂ

株式会社不二産業

ヒタチキャピタル

Ａ

日立キャピタル株式会社

フクダデンシニシカントウハンバイ

Ａ

フクダ電子西関東販売株式会社

フクダデンシニシカントウハンバイ

Ａ

フクダ電子西関東販売株式会社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 ＯＡ機器・用品 消防・防災・防犯用品 37

39年 文具・事務機器・用品

営業統括部長 海津　裕明 16,442,826千円 光学機器・時計

〒330-6028 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 374人 視聴覚機器

048-600-1523 30,000千円 通信放送機器

賃貸 ＯＡ機器・用品 37

39年 文具・事務機器・用品

営業統括部長 海津　裕明 16,442,826千円

〒330-6028 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 374人

048-600-1523 30,000千円

販売 通信放送機器 35

83年

部長 新田　洋司 210,151,000千円

〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 1,620人

044-861-7786 18,089,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 88

71年 視聴覚機器

支社長 瀧本　達也 199,949,131千円 通信放送機器

〒330-9503 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 3,371人

048-641-1747 12,220,000千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 44

40年 医療機器

支店長 坂口　雄二 123,313,123千円

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 147人

048-647-0385 1,000,000千円

販売 消防・防災・防犯用品 103

62年 衣類・帽子・靴

取締役本店長 多田　奈美 7,073,517千円 医療機器

〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15 109人 介護機器

03-3532-3601 60,500千円

フジゼロックスサイタマエイギョウトウカツブ

Ａ

富士ゼロックス埼玉株式会社営業統括部

フジツウリースカントウシテン

Ａ

富士通リース株式会社関東支店

フナヤマトウキョウホンテン

Ａ

船山株式会社東京本店

フジゼロックスサイタマエイギョウトウカツブ

Ａ

富士ゼロックス埼玉株式会社営業統括部

フジツウゼネラルジョウホウツウシンネットワークエイギョウブ

Ａ

株式会社富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部

フジツウマーケティングカンエツシシャ

Ａ

株式会社富士通マーケティング関越支社
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

賃貸 医療機器 103

62年

取締役本店長 多田　奈美 7,073,517千円

〒104-0052 東京都中央区月島2-20-15 109人

03-3532-3601 60,500千円

販売 家具 150

71年 寝具類

所長 鈴木　孝 49,346,000千円

〒374-0016 群馬県館林市松原3-13-10 1,483人

0276-80-1263 5,604,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 120

7年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 飯野　塁 181,046千円

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3　富士ソフト秋葉原ビル11Ｆ 5人

03-6206-0387 5,000千円

販売 消防・防災・防犯用品 137

55年

代表取締役 星野　晃一郎 1,706,520千円

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮1-1-9 15人

048-283-3911 25,000千円

販売 室内装備品（屋内装飾品） 看板・標識・旗・環境美化用品 62

66年 寝具類 百貨・ギフト

代表取締役 堀越　繁 123,053千円 衣類・帽子・靴 その他百貨

〒349-1102 埼玉県久喜市栗橋中央2-10-3 2人 消防・防災・防犯用品

管内 0480-52-1048 10,000千円 徽章・カップ・美術工芸品

販売 衣類・帽子・靴 45

34年 消防・防災・防犯用品

代表取締役 正倉　勝治 129,869千円 看板・標識・旗・環境美化用品

〒346-0005 埼玉県久喜市本町2-13-16 8人 その他百貨

管内 0480-21-0108 10,000千円

フランスベッドインテリアキタカントウエイギョウショ

Ａ

フランスベッド株式会社インテリア北関東営業所

フナヤマトウキョウホンテン

Ａ

船山株式会社東京本店

マサクラワークス

Ｂ

株式会社マサクラワークス

ベルリング

Ｂ

株式会社ベルリング

ホシノソウゴウショウジ

Ａ

星野総合商事株式会社

ホリコシ

Ｃ

株式会社ほりこし
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 家具 148

53年 測量機器

代表取締役 小宮　正己 2,093,983千円 理化学機器

〒349-135 埼玉県蓮田市井沼675-17 28人 工作機械類

048-884-8717 18,000千円 その他機械器具

販売 通信放送機器 112

52年 消防・防災・防犯用品

支店長 山川　一郎 1,388,416千円 理化学機器

〒337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-5-13 43人 ＯＡ機器・用品

048-685-6518 30,000千円

賃貸 通信放送機器 112

52年 消防・防災・防犯用品

支店長 山川　一郎 1,388,416千円 理化学機器

〒337-0008 埼玉県さいたま市見沼区春岡3-5-13 43人 ＯＡ機器・用品

048-685-6518 30,000千円

販売 通信放送機器 77

66年 衣類・帽子・靴

支店長 佐藤　史典 90,604,800千円 消防・防災・防犯用品

〒331-8655 埼玉県さいたま市北区吉野町1-438-8 1,662人 看板・標識・旗・環境美化用品

048-664-5715 1,454,325千円 その他百貨

販売 通信放送機器 72

64年 衣類・帽子・靴

代表取締役 山口　康昭 376,462千円 消防・防災・防犯用品

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-14-4 8人

03-3254-3065 10,000千円

販売 文具・事務機器・用品 介護機器 93

68年 家具 理化学機器

本部長 仲　律和 965,246千円 室内装備品（屋内装飾品）

〒360-0024 埼玉県熊谷市問屋町2-5-18 27人 厨房機器

048-523-5611 10,000千円 寝具類

ミツミネムセンキタカントウシテン

Ａ

三峰無線株式会社北関東支店

ミツミネムセンキタカントウシテン

Ａ

三峰無線株式会社北関東支店

マツミヤコウザイ

Ｂ

松宮工材株式会社

ミドリアンゼンカントウシテン

Ａ

ミドリ安全株式会社関東支店

ミマスショウボウキザイ

Ｂ

三益消防機材株式会社

ムトーセーフホンブ

Ｂ

株式会社ムトーセーフ本部
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 従業員数 受付
電話番号 資本金 格付 業種名 営業品目 営業品目 番号

販売 看板・標識・旗・環境美化用品 48

68年

代表取締役 望月　諭 1,235,304千円

〒338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-36 109人

048-840-2111 99,500千円

印刷 印刷（製本含む） 48

68年

代表取締役 望月　諭 1,235,304千円

〒338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥5-8-36 109人

048-840-2111 99,500千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 73

21年 消防・防災・防犯用品

部長 小林　功 5,181,403千円

〒274-0081 千葉県船橋市小野田町1530 140人

047-457-2191 100,000千円

販売 車輌・船舶・バイク・自転車 100

10年 消防・防災・防犯用品

支店長 山北　忠司 28,438,000千円 医療機器

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7三田ベルジュビル19階 425人

03-6400-3482 1,000,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 通信放送機器 39

50年 厨房機器 消防・防災・防犯用品

代表取締役 弓木　裕一 1,745,489千円 空調冷暖房機器

〒394-0217 埼玉県白岡市小久喜1161-3 37人 家電製品

管内 0480-92-0067 20,000千円 視聴覚機器

販売 ＯＡ機器・用品 61

97年 文具・事務機器・用品

支店長 中柴　秀明 31,510,000千円 家具

〒349-1158 埼玉県加須市新利根2-9-1 419人 室内装備品（屋内装飾品）

管内 0480-72-8411 2,677,000千円

モチヅキインサツ

Ａ

望月印刷株式会社

モチヅキインサツ

Ａ

望月印刷株式会社

モリタテクノスヒガシニホンエイギョウブ

Ａ

株式会社モリタテクノス東日本営業部

モリタトウキョウシテン

Ａ

株式会社モリタ東京支店

ユミキデンセツシャ

Ａ

株式会社弓木電設社

ライオンジムキキタカントウシテン

Ａ

株式会社ライオン事務器北関東支店
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販売 建設資材・部材・材料品 130

3年

代表取締役 石川　敬祐 71,968千円

〒243-0211 神奈川県厚木市三田32-1 7人

046-243-3032 5,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 視聴覚機器 96

59年 文具・事務機器・用品 通信放送機器

部長 高田　利行 629,974,028千円 家具 教育用教材等

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-1 18,552人 医療機器

048-664-4331 2,517,400千円 光学機器・時計

賃貸 ＯＡ機器・用品 視聴覚機器 96

59年 文具・事務機器・用品 通信放送機器

部長 高田　利行 629,974,028千円 家具 教育用教材等

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-1 18,552人 医療機器

048-664-4331 2,517,400千円 光学機器・時計

賃貸 ＯＡ機器・用品 46

42年 理化学機器

支社長 稲荷　恵太郎 295,050,000千円 光学機器・時計

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-261 789人 通信放送機器

048-645-1023 7,896,000千円

販売 ＯＡ機器・用品 145

71年 文具・事務機器・用品

支店長 田口　弘樹 68,290,199千円

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-138金周ビル2階 1,804人

048-649-6223 14,114,985千円

賃貸 ＯＡ機器・用品 145

71年 文具・事務機器・用品

支店長 田口　弘樹 68,290,199千円

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-138金周ビル2階 1,804人

048-649-6223 14,114,985千円

ライフダクトカンパニー

Ｂ

ライフダクトカンパニー株式会社

リコージャパンハンバイジギョウホンブサイタマシシャコウキョウブンキョウエイギョウブ

Ａ

リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支社公共文教営業部

リコージャパンハンバイジギョウホンブサイタマシシャコウキョウブンキョウエイギョウブ

Ａ

リコージャパン株式会社販売事業本部埼玉支社公共文教営業部

リコーリースカントウシシャ

Ａ

リコーリース株式会社関東支社

リソウカガクコウギョウリソウサイタマシテン

Ａ

理想科学工業株式会社理想さいたま支店

リソウカガクコウギョウリソウサイタマシテン

Ａ

理想科学工業株式会社理想さいたま支店
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販売 消防・防災・防犯用品 30

18年 衣類・帽子・靴

代表取締役 森　清 63,375千円

〒340-0026 埼玉県草加市両新田東町101 4人

048-925-8895 3,000千円

リョウモリショウボウ

Ｂ

有限会社両森消防
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