
登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
015 C 株式会社　武蔵野ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 357-0033 埼玉県 飯能市 八幡町3-14 代表取締役 井上　隆
019 C 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
036 C 株式会社　ナブアシスト 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町521-8 代表取締役 望月　明夫
071 C 株式会社ジーシーシー　埼玉支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15　大樹生命熊谷ﾋﾞﾙ4階 支社長 岡田　浩之
074 C ウォータースタンド　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-463 代表取締役 本田　均
101 C 有限会社　新井商店 355-0321 埼玉県 小川町 小川59 代表取締役 塚越　久夫
108 C 株式会社　細村 350-1126 埼玉県 川越市 旭町3-21-7 代表取締役 細村　範生
111 C AGS　株式会社 330-0075 埼玉県 さいたま市 浦和区針ヶ谷4-3-25 代表取締役 原　俊樹
139 C グローリー株式会社　関東支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-660 支店長 池本　清隆
152 C 理想科学工業株式会社　理想熊谷支店 360-0036 埼玉県 熊谷市 桜木町1-1-1秩父鉄道熊谷ビル3Ｆ 支店長 荒川　崇之
158 C 株式会社　三星社 355-0328 埼玉県 小川町 大塚1187 代表取締役 野澤　恒雄
191 C 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 108-8551 東京都 港区 芝浦4-10-16 本部長 鈴木　宣也
207 C 株式会社雄飛堂　熊谷支店 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町3-1-16 取締役熊谷支店長 石塚　一男
237 C 株式会社　フカワビジネス 350-0856 埼玉県 川越市 問屋町8-1 代表取締役 小谷野　和統
253 C 株式会社　ドーン 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 代表取締役 宮崎　正伸
259 C セキグチシステム販売　株式会社 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-1-5 代表取締役 栗岡　宏治
260 C NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社　公共第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 108-8338 東京都 港区 三田1-4-28 事業部長 羽鳥　敦
263 C 株式会社内田洋行　営業統括グループ 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-25 取締役上席執行役員 小柳　諭司

266 C 三信電気株式会社　ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 107-8404 東京都 港区 芝4-4-12
取締役常務執行役員
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長

森　祐二

267 C 明成物流　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
268 C 永田紙業　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
276 C 溝口洋紙株式会社　深谷支店 366-0042 埼玉県 深谷市 東方町2-28-20 シニアマネージャー 井沢　功
279 C 東芝デジタルソリューソンズ株式会社　官公営業第三部 212-8585 神奈川県 川崎市 幸区堀川町72-34 部長 大場　豊秋
283 C 第一法規　株式会社 107-8560 東京都 港区 南青山2-11-17 代表取締役 田中　英弥
287 C リコージャパン株式会社　埼玉支社　公共文教営業部 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町2-45-1 部長 高田　利行
293 C 有限会社　良元機器 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本9-1 代表取締役 利根川　淳
298 C 富士通Japan株式会社　埼玉支社 330-9503 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-20 支社長 大久保　尚
326 C 株式会社セキチュー　ｾｷﾁｭｰ東松山高坂店 355-0048 埼玉県 東松山市 あずま町4-1-1 店長 井上　哲孝
338 C 望月印刷　株式会社 338-0007 埼玉県 さいたま市 中央区円阿弥5-8-36 代表取締役 望月　諭
341 C 日本電気株式会社　関東甲信越支社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17シーノ大宮サウスウィン 支社長 田口　卓
349 C 株式会社ぎょうせい　関東支社 136-8575 東京都 江東区 新木場1-18-11 支社長 藤原　和秀
361 C 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
367 C 有限会社　良元堂 355-0017 埼玉県 東松山市 松葉町1-6-5 代表取締役 利根川　章
368 C 山進社印刷　株式会社 367-0051 埼玉県 本庄市 本庄3-3-36 代表取締役 山田　喜一
389 C 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　埼玉支社 330-6028 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ28F 埼玉支社長 野崎　寛之
392 C 株式会社　金聖堂情報システム 350-1246 埼玉県 日高市 梅原99-2 代表取締役 金子　忠弘
405 C OKIｸﾛｽﾃｯｸ株式会社　第二支社 338-0014 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3-10-5 支社長 佐藤　真央
418 C 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
434 C 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
439 C 株式会社ゼンリン　大宮営業所 330-0801 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル1F 所長 松田　直樹

文具・事務用機器



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

文具・事務用機器

440 C 有限会社　小高印刷 350-0152 埼玉県 川島町 上伊草615-5 代表取締役 小高　謙太郎
446 C トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂1-1-1 所長 富山　淳一
449 C 株式会社NTTドコモ　埼玉支店 330-9536 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 支店長 角　誠司
451 C ジャパンシステム　株式会社 151-8404 東京都 渋谷区 代々木1-22-1 代表執行役社長 齋藤　英明
461 C 株式会社ヤマダデンキ　入間営業所 358-0012 埼玉県 入間市 東藤沢2-17-1 所長 古曽根　洋徳
463 C ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉中央営業部熊谷 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-195 部長 新井　孝彦
475 C 株式会社コイヌマ　所沢営業所 359-0038 埼玉県 所沢市 北秋津140-1 所長 肥沼　直明
498 C 高瀬測量設計　株式会社 355-0012 埼玉県 東松山市 日吉町1-16 代表取締役 髙瀬　映仁
510 C 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 取締役埼玉事業部長 石川　達
511 C OAG税理士法人 102-0076 東京都 千代田区 五番町6-2 代表社員 太田　隆介
514 C 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
524 C 株式会社　NTT東日本ｰ関信越 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 代表取締役 石川　達
536 C 日本会計コンサルティング　株式会社 105-7110 東京都 港区 東新橋1-5-2汐留シティセンター10階 代表取締役 吉岡　和守
607 C NECネッツエスアイ株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支店長 大茂　博和



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
010 C 株式会社　野口ポンプ製作所 130-0024 東京都 墨田区 菊川1-13-14 代表取締役 野口　和秀
035 C 株式会社ナカムラ消防化学　東京営業所 124-0002 東京都 葛飾区 西亀有2-36-1 所長 家元　昭
070 C ジーエムいちはら工業株式会社　東京営業所 111-0053 東京都 台東区 浅草橋5-4-2　横山ﾋﾞﾙ 所長 真舘　知誉
119 C 埼玉消防機械　株式会社 368-0042 埼玉県 秩父市 東町7-5 代表取締役 落合　正雄
143 C 株式会社　ベルリング 222-0033 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 代表取締役 飯野　塁
144 C 平和機械　株式会社 460-0022 愛知県 名古屋市 中区金山2-1-5 代表取締役 小野　寛利
159 C 有限会社　西田電装サービス 350-2211 埼玉県 鶴ヶ島市 脚折町4-22-18 代表取締役 西田　洋行
164 C 日本機械工業株式会社　本社営業部 192-0041 東京都 八王子市 中野上町2-31-1 部長 山下　康弘
165 C 長野ポンプ株式会社　東京営業所 101-0021 東京都 千代田区 外神田5-5-11 所長 藤井　利男
172 C 株式会社アクティオ　川越営業所 350-0822 埼玉県 川越市 山田東1824-1 所長 橋本　純一
217 C 株式会社モリタテクノス　東日本営業部 274-0081 千葉県 船橋市 小野田町1530 部長 小林　功
221 C 株式会社関東マツダ　法人営業本部 330-9543 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-345 法人営業部長 小澤　哲
290 C 南関東日野自動車株式会社　熊谷支店 360-0023 埼玉県 熊谷市 佐谷田2228 支店長 野口　知良
305 C 株式会社　ネイチャー 321-0102 栃木県 宇都宮市 江曽島町1365-1 代表取締役 山本　努
312 C 小川ポンプ工業株式会社　東京事務所 101-0061 東京都 大田区 大森東5丁目34番9号 ウィステリア大森東 所長 猶原　浩司
322 C 日本ドライケミカル株式会社　車輛営業部 114-0014 東京都 北区 田端6-1-1 部長 青山　有雄
324 C 温井自動車工業　株式会社 370-1203 群馬県 高崎市 矢中町821 代表取締役 温井　勲雄
325 C ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉北支店 369-1242 埼玉県 深谷市 北根136-2 支店長 矢澤　武治
329 C 埼玉中央農業協同組合 355-0011 埼玉県 東松山市 加美町1-20 代表理事 千野　寿政
337 C 日本船舶薬品株式会社　関東営業所 330-0852 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-637-1 関東営業所長 飯沼　誠一
355 C 帝商株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-12-24小峰ビル5階 営業所長 伊藤　昌弘
374 C 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛
385 C 埼玉トヨタ自動車株式会社　東松山店 355-0035 埼玉県 東松山市 古凍572-1 店長 水越　稔
406 C 株式会社モリタ　東京支店 108-0014 東京都 港区 芝5-36-7三田ベルジュビル19階 支店長 山北　忠司
442 C トヨタカローラ新埼玉株式会社　東松山店 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1283-8 店長 小瀧　好一
462 C ALSOK埼玉　株式会社 338-0001 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 代表取締役 牧野　考二郎
466 C 株式会社昭和綜合サービス　川越支店 350-0016 埼玉県 川越市 木野目1430-2-217 支店長 島田　雄介
473 C 埼玉日産自動車株式会社　フリート営業部 331-0077 埼玉県 さいたま市 西区中釘2030 係長 山下　逸実
512 C 東京物産株式会社　埼玉営業所 334-0076 埼玉県 川口市 本蓮2-8-10 所長 根本　達司
612 C 株式会社　アイテックス 141-0031 東京都 品川区 西五反田8-1-3 代表取締役 片山　満

車両



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
027 C 白川舞台機構　株式会社 338-0835 埼玉県 さいたま市 桜区道場709-1 代表取締役 白川　裕司
101 C 有限会社　新井商店 355-0321 埼玉県 小川町 小川59 代表取締役 塚越　久夫
108 C 株式会社　細村 350-1126 埼玉県 川越市 旭町3-21-7 代表取締役 細村　範生
158 C 株式会社　三星社 355-0328 埼玉県 小川町 大塚1187 代表取締役 野澤　恒雄
160 C ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社　関東支店 343-0857 埼玉県 越谷市 新越谷2-192 支店長 外山　浩樹
199 C タニコー株式会社　熊谷営業所 360-0841 埼玉県 熊谷市 新堀902-5 所長 石田　裕樹
207 C 株式会社雄飛堂　熊谷支店 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町3-1-16 取締役熊谷支店長 石塚　一男
212 C 株式会社　丸紅食器設備 350-0856 埼玉県 川越市 問屋町9-2 代表取締役 和田　卓也
224 C 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
237 C 株式会社　フカワビジネス 350-0856 埼玉県 川越市 問屋町8-1 代表取締役 小谷野　和統
259 C セキグチシステム販売　株式会社 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-1-5 代表取締役 栗岡　宏治
263 C 株式会社内田洋行　営業統括グループ 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-25 取締役上席執行役員 小柳　諭司
282 C 株式会社　サンワックス 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町2-5-13 代表取締役 野原　治人
293 C 有限会社　良元機器 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本9-1 代表取締役 利根川　淳
326 C 株式会社セキチュー　ｾｷﾁｭｰ東松山高坂店 355-0048 埼玉県 東松山市 あずま町4-1-1 店長 井上　哲孝
329 C 埼玉中央農業協同組合 355-0011 埼玉県 東松山市 加美町1-20 代表理事 千野　寿政
332 C 株式会社マルゼン　熊谷営業所 360-0042 埼玉県 熊谷市 宮前町1-140宮前ビル3F 営業所長 石澤　豪臣
334 C 石山商工　株式会社 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町4-2-7 代表取締役 石山　洋一
367 C 有限会社　良元堂 355-0017 埼玉県 東松山市 松葉町1-6-5 代表取締役 利根川　章
447 C ホシザキ北関東株式会社　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-138 宮町市役所前ビル５F 所長 大木　浩
459 C 埼玉小川産業　有限会社 355-0167 埼玉県 吉見町 田甲615 代表取締役 小川　覚太郎
463 C ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉中央営業部熊谷 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-195 部長 新井　孝彦
475 C 株式会社コイヌマ　所沢営業所 359-0038 埼玉県 所沢市 北秋津140-1 所長 肥沼　直明
476 C 株式会社ムトーセーフ　本部 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町2-5-18 本部長 仲　律和
505 C 株式会社小山商会　北関東営業所 362-0072 埼玉県 上尾市 中妻3-4-4 所長 大谷　正彦
601 C 株式会社　イベント・コミュニケーションズ茨城 305-0861 茨城県 つくば市 谷田部3625-3 代表取締役 太田　一哉

家具・装備品



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
001 C 都ユニリース株式会社　埼玉支店 350-1129 埼玉県 川越市 大塚1-28-1 取締役支店長 仁科　芳郎
033 C 丸京商事株式会社　坂戸支店 350-0223 埼玉県 坂戸市 八幡2-9-30 支店長 南　健治
035 C 株式会社ナカムラ消防化学　東京営業所 124-0002 東京都 葛飾区 西亀有2-36-1 所長 家元　昭
047 C 株式会社　テイク 330-0834 埼玉県 さいたま市 大宮区天沼町1-518 代表取締役 米澤　明男
056 C 清水化学工業　株式会社 123-0841 東京都 足立区 西新井6-25-13 代表取締役 清水　充
064 C 埼玉建築物総合管理協同組合 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂4-3-1-203 代表理事 関根　晃
074 C ウォータースタンド　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-463 代表取締役 本田　均
083 C 株式会社　谷田楽器店 360-0042 埼玉県 熊谷市 本町1-165-1 代表取締役 谷田　雅彦
095 C 日神電子株式会社　北関東支店 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-515-2 支店長 齊藤　慶治
101 C 有限会社　新井商店 355-0321 埼玉県 小川町 小川59 代表取締役 塚越　久夫
114 C 株式会社　トラスト 344-0016 埼玉県 春日部市 本田町1-28 代表取締役 下村　寿邦
116 C ケミテック株式会社　営業所 331-0822 埼玉県 さいたま市 北区奈良町157-4 代表取締役 松島　昭仁
119 C 埼玉消防機械　株式会社 368-0042 埼玉県 秩父市 東町7-5 代表取締役 落合　正雄
133 C 武田商工　株式会社 360-0003 埼玉県 熊谷市 下川上1364-8 代表取締役 勝永　義光
143 C 株式会社　ベルリング 222-0033 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 代表取締役 飯野　塁
144 C 平和機械　株式会社 460-0022 愛知県 名古屋市 中区金山2-1-5 代表取締役 小野　寛利
155 C 株式会社　アンゼン 355-0034 埼玉県 東松山市 柏崎832-1 代表取締役 伊藤　満直
157 C ﾜｰﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸﾞ　株式会社 546-0003 大阪府 大阪市 東住吉区今川1-6-23 代表取締役 中村　俊夫
160 C ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社　関東支店 343-0857 埼玉県 越谷市 新越谷2-192 支店長 外山　浩樹
162 C ミドリ安全埼玉西　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-2-10 代表取締役 佐藤　博一
165 C 長野ポンプ株式会社　東京営業所 101-0021 東京都 千代田区 外神田5-5-11 所長 藤井　利男
169 C ヤマト防災設備　有限会社 362-0812 埼玉県 伊奈町 内宿台4-94-1 代表取締役 齋藤　繁
172 C 株式会社アクティオ　川越営業所 350-0822 埼玉県 川越市 山田東1824-1 所長 橋本　純一
201 C 株式会社　ワコー商事 251-0871 神奈川県 藤沢市 善行7-3-5ﾌﾞﾗﾝｼｪﾙﾋﾞﾙ2階 代表取締役 長田　昌樹
212 C 株式会社　丸紅食器設備 350-0856 埼玉県 川越市 問屋町9-2 代表取締役 和田　卓也
224 C 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
227 C 東洋防災　株式会社 350-1335 埼玉県 狭山市 柏原337-25 代表取締役 針ヶ谷　眞仁
236 C 株式会社　ウインズ 350-0822 埼玉県 川越市 山田253-3 代表取締役 山本　毅彦
248 C 藤岡防災設備　株式会社 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子1-5-2 代表取締役 藤岡　実
258 C 赤城工業株式会社　さいたま新都心営業所 330-0072 埼玉県 さいたま市 浦和区領家7-5-16-101 営業統括本部長 大場　正広
267 C 明成物流　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
268 C 永田紙業　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
270 C 立川ハウス工業株式会社　埼玉営業所 330-0064 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル 所長 竹下　正宏
278 C 大和化成株式会社　埼玉営業所 340-0121 埼玉県 幸手市 上吉羽1870-17 所長 田中　正月
320 C 株式会社　武揚堂 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-8-16 代表取締役 小島　武也
322 C 日本ドライケミカル株式会社　車輛営業部 114-0014 東京都 北区 田端6-1-1 部長 青山　有雄
324 C 温井自動車工業　株式会社 370-1203 群馬県 高崎市 矢中町821 代表取締役 温井　勲雄
326 C 株式会社セキチュー　ｾｷﾁｭｰ東松山高坂店 355-0048 埼玉県 東松山市 あずま町4-1-1 店長 井上　哲孝
329 C 埼玉中央農業協同組合 355-0011 埼玉県 東松山市 加美町1-20 代表理事 千野　寿政
334 C 石山商工　株式会社 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町4-2-7 代表取締役 石山　洋一

その他百貨店



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

その他百貨店

345 C セコム　株式会社 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前1-5-1 代表取締役 尾関　一郎
351 C 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
354 C ニッソウ管理　株式会社 330-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-10 代表取締役 湊　洋久
355 C 帝商株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-12-24小峰ビル5階 営業所長 伊藤　昌弘
366 C 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
367 C 有限会社　良元堂 355-0017 埼玉県 東松山市 松葉町1-6-5 代表取締役 利根川　章
368 C 山進社印刷　株式会社 367-0051 埼玉県 本庄市 本庄3-3-36 代表取締役 山田　喜一
374 C 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛
383 C 綜合警備保障株式会社　埼玉北支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15 埼玉北支店長 今岡　丈晴
393 C 坂戸防災　株式会社 350-0235 埼玉県 坂戸市 三光町36-1 代表取締役 梅澤　將明
403 C 星野総合商事　株式会社 334-0076 埼玉県 川口市 本蓮1-1-9 代表取締役 星野　晃一郎
406 C 株式会社モリタ　東京支店 108-0014 東京都 港区 芝5-36-7三田ベルジュビル19階 支店長 山北　忠司
407 C 日本消防サービス　株式会社 336-0911 埼玉県 さいたま市 緑区三室1206-3 代表取締役 冨田　裕史
408 C 船山株式会社　東京本店 104-0052 東京都 中央区 月島2-20-15 取締役本店長 多田　奈美
425 C サイボウサービス　株式会社 333-0811 埼玉県 川口市 戸塚東1-3-18 清水ビル2F 代表取締役 吉岡　勇人
440 C 有限会社　小高印刷 350-0152 埼玉県 川島町 上伊草615-5 代表取締役 小高　謙太郎
442 C トヨタカローラ新埼玉株式会社　東松山店 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1283-8 店長 小瀧　好一
447 C ホシザキ北関東株式会社　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-138 宮町市役所前ビル５F 所長 大木　浩
448 C 新日本化成株式会社　久喜営業所 346-0106 埼玉県 久喜市 菖蒲町菖蒲6001-18 営業所長 松村　日出男
462 C ALSOK埼玉　株式会社 338-0001 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 代表取締役 牧野　考二郎
467 C 三益消防機材　株式会社 101-0047 東京都 千代田区 内神田3-14-4 代表取締役 山口　康昭
470 C 埼玉ニットー　株式会社 361-0056 埼玉県 行田市 持田2085-3 取締役社長 木村　秀一
477 C 株式会社シモン　北関東営業所 369-0113 埼玉県 鴻巣市 下忍3410-2 所長 秋田　友春
478 C ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　秩父ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ 368-0021 埼玉県 秩父市 下宮地町18-3 支店長 荒井　努
486 C 株式会社　カナイ消防機材 350-1153 埼玉県 川越市 下松原639-4 代表取締役 金井　隆男
489 C 株式会社　セブンサービス企画装飾 279-0025 千葉県 浦安市 鉄骨通り3-4-5 代表取締役 山村　未来男
502 C 株式会社　共生 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤10-2-3-301 代表取締役 溝口　久美子
507 C 株式会社　ナショナル消防化学 360-0012 埼玉県 熊谷市 上之2919-1 代表取締役 山口　寿人
512 C 東京物産株式会社　埼玉営業所 334-0076 埼玉県 川口市 本蓮2-8-10 所長 根本　達司
514 C 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
520 C アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基
537 C 株式会社　あーと・夢 355-0221 埼玉県 嵐山町 菅谷482-6 代表取締役 高田　早苗
601 C 株式会社　イベント・コミュニケーションズ茨城 305-0861 茨城県 つくば市 谷田部3625-3 代表取締役 太田　一哉
602 C ACTヨコイ株式会社　本社営業所 104-0041 東京都 中央区 新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST3階 所長 高関　義巳
603 C 日本ビルシステム株式会社　上尾支店 362-0075 埼玉県 上尾市 柏座2-10-8 支店長 小野崎　翔太
610 C 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司
611 C サンコー　株式会社 177-0045 東京都 練馬区 石神井台4-7-1 代表取締役 佐伯　淳子
612 C 株式会社　アイテックス 141-0031 東京都 品川区 西五反田8-1-3 代表取締役 片山　満



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
002 C NTTﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ　株式会社 105-0001 東京都 港区 虎ノ門3-8-8　ＮＴＴ虎ノ門ﾋﾞﾙ 代表取締役 坂井　紀雄
006 C 朝日印刷工業　株式会社 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町67 代表取締役 石川　靖
011 C 株式会社　秀飯舎 331-0058 埼玉県 さいたま市 西区飯田70 代表取締役 渋木　埋俊
056 C 清水化学工業　株式会社 123-0841 東京都 足立区 西新井6-25-13 代表取締役 清水　充
069 C 大屋印刷　株式会社 366-0801 埼玉県 深谷市 上野台498 代表取締役 大屋　崇
078 C 株式会社　会議録センター 369-0112 埼玉県 鴻巣市 鎌塚1-4-12 代表取締役 加藤　剛也
101 C 有限会社　新井商店 355-0321 埼玉県 小川町 小川59 代表取締役 塚越　久夫
111 C AGS　株式会社 330-0075 埼玉県 さいたま市 浦和区針ヶ谷4-3-25 代表取締役 原　俊樹
125 C 東日本総合計画株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-1-5 代表取締役 樋口　智彦
158 C 株式会社　三星社 355-0328 埼玉県 小川町 大塚1187 代表取締役 野澤　恒雄
166 C 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町9-3 取締役兼東京営業所 濱野　尚子
182 C 株式会社　会議録研究所 162-0844 東京都 新宿区 市谷八幡町16 代表取締役 妹尾　潤
200 C 株式会社　アサヒコミュニケーションズ 365-0038 埼玉県 鴻巣市 本町4-3-23 代表取締役 新井　貴之
283 C 第一法規　株式会社 107-8560 東京都 港区 南青山2-11-17 代表取締役 田中　英弥
320 C 株式会社　武揚堂 103-0027 東京都 中央区 日本橋3-8-16 代表取締役 小島　武也
338 C 望月印刷　株式会社 338-0007 埼玉県 さいたま市 中央区円阿弥5-8-36 代表取締役 望月　諭
349 C 株式会社ぎょうせい　関東支社 136-8575 東京都 江東区 新木場1-18-11 支社長 藤原　和秀
368 C 山進社印刷　株式会社 367-0051 埼玉県 本庄市 本庄3-3-36 代表取締役 山田　喜一
436 C 株式会社パスコ　さいたま支店 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 支店長 伊賀　辰夫
439 C 株式会社ゼンリン　大宮営業所 330-0801 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル1F 所長 松田　直樹
440 C 有限会社　小高印刷 350-0152 埼玉県 川島町 上伊草615-5 代表取締役 小高　謙太郎
446 C トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂1-1-1 所長 富山　淳一
474 C たつみ印刷　株式会社 366-0029 埼玉県 深谷市 上敷免28-2 代表取締役 新　道行
506 C 株式会社　櫻井印刷所 350-0062 埼玉県 川越市 元町2-4-5 代表取締役 櫻井　理恵
517 C 株式会社　太洋社印刷所 369-1203 埼玉県 寄居町 寄居1069 代表取締役 市川　博也
540 C 株式会社　カネヒラ 143-0015 東京都 大田区 大森西2-13-6 代表取締役 大西　直敏

印刷・製本



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
006 C 朝日印刷工業　株式会社 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町67 代表取締役 石川　靖
015 C 株式会社　武蔵野ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 357-0033 埼玉県 飯能市 八幡町3-14 代表取締役 井上　隆
019 C 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
036 C 株式会社　ナブアシスト 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町521-8 代表取締役 望月　明夫
071 C 株式会社ジーシーシー　埼玉支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15　大樹生命熊谷ﾋﾞﾙ4階 支社長 岡田　浩之
078 C 株式会社　会議録センター 369-0112 埼玉県 鴻巣市 鎌塚1-4-12 代表取締役 加藤　剛也
105 C 株式会社富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部 213-8502 神奈川県 川崎市 高津区末長3-3-17 部長 新田　洋司
111 C AGS　株式会社 330-0075 埼玉県 さいたま市 浦和区針ヶ谷4-3-25 代表取締役 原　俊樹
125 C 東日本総合計画株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-1-5 代表取締役 樋口　智彦
166 C 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町9-3 取締役兼東京営業所 濱野　尚子
182 C 株式会社　会議録研究所 162-0844 東京都 新宿区 市谷八幡町16 代表取締役 妹尾　潤
188 C 株式会社　JECC 100-8341 東京都 千代田区 丸の内3-4-1新国際ビル 専務取締役 依田　茂
191 C 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 108-8551 東京都 港区 芝浦4-10-16 本部長 鈴木　宣也
200 C 株式会社　アサヒコミュニケーションズ 365-0038 埼玉県 鴻巣市 本町4-3-23 代表取締役 新井　貴之
201 C 株式会社　ワコー商事 251-0871 神奈川県 藤沢市 善行7-3-5ﾌﾞﾗﾝｼｪﾙﾋﾞﾙ2階 代表取締役 長田　昌樹
203 C 株式会社長大　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町2-324-1 支店長 高橋　洋介
240 C 株式会社日水コン　埼玉事務所 336-0022 埼玉県 さいたま市 南区白幡4-23-10アクアビル 事務所長 内田　貴之
253 C 株式会社　ドーン 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 代表取締役 宮崎　正伸
259 C セキグチシステム販売　株式会社 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-1-5 代表取締役 栗岡　宏治
260 C NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社　公共第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 108-8338 東京都 港区 三田1-4-28 事業部長 羽鳥　敦
263 C 株式会社内田洋行　営業統括グループ 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-25 取締役上席執行役員 小柳　諭司
279 C 東芝デジタルソリューソンズ株式会社　官公営業第三部 212-8585 神奈川県 川崎市 幸区堀川町72-34 部長 大場　豊秋
283 C 第一法規　株式会社 107-8560 東京都 港区 南青山2-11-17 代表取締役 田中　英弥
287 C リコージャパン株式会社　埼玉支社　公共文教営業部 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町2-45-1 部長 高田　利行
298 C 富士通Japan株式会社　埼玉支社 330-9503 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-20 支社長 大久保　尚
300 C 株式会社建設技術研究所　関東事務所 330-0071 埼玉県 さいたま市 浦和区上木崎1-14-6 所長 高倉　逸朗
338 C 望月印刷　株式会社 338-0007 埼玉県 さいたま市 中央区円阿弥5-8-36 代表取締役 望月　諭
341 C 日本電気株式会社　関東甲信越支社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17シーノ大宮サウスウィン 支社長 田口　卓
349 C 株式会社ぎょうせい　関東支社 136-8575 東京都 江東区 新木場1-18-11 支社長 藤原　和秀
359 C 税理士法人TMS　練馬事務所 179-0084 東京都 練馬区 氷川台4-47-18 代表社員 細田　幸夫
389 C 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　埼玉支社 330-6028 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ28F 埼玉支社長 野崎　寛之
392 C 株式会社　金聖堂情報システム 350-1246 埼玉県 日高市 梅原99-2 代表取締役 金子　忠弘
436 C 株式会社パスコ　さいたま支店 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 支店長 伊賀　辰夫
439 C 株式会社ゼンリン　大宮営業所 330-0801 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル1F 所長 松田　直樹
446 C トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂1-1-1 所長 富山　淳一
449 C 株式会社NTTドコモ　埼玉支店 330-9536 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 支店長 角　誠司
451 C ジャパンシステム　株式会社 151-8404 東京都 渋谷区 代々木1-22-1 代表執行役社長 齋藤　英明
463 C ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉中央営業部熊谷 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-195 部長 新井　孝彦
493 C フジ地中情報株式会社　東京支店 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-1 支店長 田中　利明
498 C 高瀬測量設計　株式会社 355-0012 埼玉県 東松山市 日吉町1-16 代表取締役 髙瀬　映仁
510 C 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 取締役埼玉事業部長 石川　達
511 C OAG税理士法人 102-0076 東京都 千代田区 五番町6-2 代表社員 太田　隆介
524 C 株式会社　NTT東日本ｰ関信越 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 代表取締役 石川　達
607 C NECネッツエスアイ株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支店長 大茂　博和

電算業務



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
019 C 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
114 C 株式会社　トラスト 344-0016 埼玉県 春日部市 本田町1-28 代表取締役 下村　寿邦
119 C 埼玉消防機械　株式会社 368-0042 埼玉県 秩父市 東町7-5 代表取締役 落合　正雄
158 C 株式会社　三星社 355-0328 埼玉県 小川町 大塚1187 代表取締役 野澤　恒雄
191 C 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 108-8551 東京都 港区 芝浦4-10-16 本部長 鈴木　宣也
207 C 株式会社雄飛堂　熊谷支店 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町3-1-16 取締役熊谷支店長 石塚　一男
224 C 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
293 C 有限会社　良元機器 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本9-1 代表取締役 利根川　淳
311 C 三峰無線株式会社　北関東支店 337-0008 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 支店長 山川　一郎
345 C セコム　株式会社 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前1-5-1 代表取締役 尾関　一郎
351 C 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
355 C 帝商株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-12-24小峰ビル5階 営業所長 伊藤　昌弘
361 C 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
366 C 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
389 C 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　埼玉支社 330-6028 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ28F 埼玉支社長 野崎　寛之
434 C 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
449 C 株式会社NTTドコモ　埼玉支店 330-9536 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 支店長 角　誠司
461 C 株式会社ヤマダデンキ　入間営業所 358-0012 埼玉県 入間市 東藤沢2-17-1 所長 古曽根　洋徳
462 C ALSOK埼玉　株式会社 338-0001 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 代表取締役 牧野　考二郎
514 C 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
520 C アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基
529 C 東京システム特機　株式会社 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4-5-11 代表取締役 吉田　光男
610 C 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司

精密機械・器具類



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
019 C 株式会社　ハローベル 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本1813-1 代表取締役 山﨑　薫
067 C 三和システムサービス　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 桜木町2-477 代表取締役 田口　哲也
074 C ウォータースタンド　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-463 代表取締役 本田　均
078 C 株式会社　会議録センター 369-0112 埼玉県 鴻巣市 鎌塚1-4-12 代表取締役 加藤　剛也
095 C 日神電子株式会社　北関東支店 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-515-2 支店長 齊藤　慶治
105 C 株式会社富士通ゼネラル　情報通信ネットワーク営業部 213-8502 神奈川県 川崎市 高津区末長3-3-17 部長 新田　洋司
108 C 株式会社　細村 350-1126 埼玉県 川越市 旭町3-21-7 代表取締役 細村　範生
158 C 株式会社　三星社 355-0328 埼玉県 小川町 大塚1187 代表取締役 野澤　恒雄
159 C 有限会社　西田電装サービス 350-2211 埼玉県 鶴ヶ島市 脚折町4-22-18 代表取締役 西田　洋行
166 C 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町9-3 取締役兼東京営業所 濱野　尚子
169 C ヤマト防災設備　有限会社 362-0812 埼玉県 伊奈町 内宿台4-94-1 代表取締役 齋藤　繁
172 C 株式会社アクティオ　川越営業所 350-0822 埼玉県 川越市 山田東1824-1 所長 橋本　純一
182 C 株式会社　会議録研究所 162-0844 東京都 新宿区 市谷八幡町16 代表取締役 妹尾　潤
191 C 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 108-8551 東京都 港区 芝浦4-10-16 本部長 鈴木　宣也
207 C 株式会社雄飛堂　熊谷支店 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町3-1-16 取締役熊谷支店長 石塚　一男
212 C 株式会社　丸紅食器設備 350-0856 埼玉県 川越市 問屋町9-2 代表取締役 和田　卓也
219 C 門倉テクノ株式会社　関東支店 330-0073 埼玉県 さいたま市 浦和区元町1-24-25 支店長 門倉　拓也
224 C 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
226 C シンテック　株式会社 369-1302 埼玉県 長瀞町 野上本郷3337-1 代表取締役 髙橋　喜美江

266 C 三信電気株式会社　ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 107-8404 東京都 港区 芝4-4-12
取締役常務執行役員
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長

森　祐二

270 C 立川ハウス工業株式会社　埼玉営業所 330-0064 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル 所長 竹下　正宏
282 C 株式会社　サンワックス 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町2-5-13 代表取締役 野原　治人
293 C 有限会社　良元機器 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本9-1 代表取締役 利根川　淳
298 C 富士通Japan株式会社　埼玉支社 330-9503 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-20 支社長 大久保　尚
311 C 三峰無線株式会社　北関東支店 337-0008 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 支店長 山川　一郎
325 C ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉北支店 369-1242 埼玉県 深谷市 北根136-2 支店長 矢澤　武治
326 C 株式会社セキチュー　ｾｷﾁｭｰ東松山高坂店 355-0048 埼玉県 東松山市 あずま町4-1-1 店長 井上　哲孝
329 C 埼玉中央農業協同組合 355-0011 埼玉県 東松山市 加美町1-20 代表理事 千野　寿政
331 C フルテック株式会社　熊谷営業所 360-0805 埼玉県 熊谷市 上奈良883-1 所長 泉　秀歩

341 C 日本電気株式会社　関東甲信越支社 330-0854 埼玉県 さいたま市
大宮区桜木町1-10-17シーノ大宮サウスウィン
グ8階 支社長 田口　卓

351 C 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
353 C 株式会社　コモンテックス 950-0943 新潟県 新潟市 中央区女池神明2-3-12 代表取締役 鈴木　洋康
355 C 帝商株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂3-12-24小峰ビル5階 営業所長 伊藤　昌弘
358 C 日本無線株式会社　埼玉営業所 356-8580 埼玉県 ふじみ野 福岡2-1-12 所長 恩田　和哉
361 C 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
367 C 有限会社　良元堂 355-0017 埼玉県 東松山市 松葉町1-6-5 代表取締役 利根川　章
374 C 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛
382 C 布施田電機　株式会社 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本2264 代表取締役 布施田　靖寛
383 C 綜合警備保障株式会社　埼玉北支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15 埼玉北支店長 今岡　丈晴
405 C OKIｸﾛｽﾃｯｸ株式会社　第二支社 338-0014 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3-10-5 支社長 佐藤　真央

その他機械器具



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

その他機械器具

407 C 日本消防サービス　株式会社 336-0911 埼玉県 さいたま市 緑区三室1206-3 代表取締役 冨田　裕史
418 C 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
434 C 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥
449 C 株式会社NTTドコモ　埼玉支店 330-9536 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 支店長 角　誠司
461 C 株式会社ヤマダデンキ　入間営業所 358-0012 埼玉県 入間市 東藤沢2-17-1 所長 古曽根　洋徳
463 C ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉中央営業部熊谷 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-195 部長 新井　孝彦
467 C 三益消防機材　株式会社 101-0047 東京都 千代田区 内神田3-14-4 代表取締役 山口　康昭
470 C 埼玉ニットー　株式会社 361-0056 埼玉県 行田市 持田2085-3 取締役社長 木村　秀一
480 C エコサービス　株式会社 366-0010 埼玉県 深谷市 高島568-1 代表取締役 青木　伸正
510 C 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 取締役埼玉事業部長 石川　達
514 C 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
524 C 株式会社　NTT東日本ｰ関信越 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 代表取締役 石川　達
529 C 東京システム特機　株式会社 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4-5-11 代表取締役 吉田　光男
607 C NECネッツエスアイ株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支店長 大茂　博和
610 C 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
056 C 清水化学工業　株式会社 123-0841 東京都 足立区 西新井6-25-13 代表取締役 清水　充
095 C 日神電子株式会社　北関東支店 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-515-2 支店長 齊藤　慶治
101 C 有限会社　新井商店 355-0321 埼玉県 小川町 小川59 代表取締役 塚越　久夫
119 C 埼玉消防機械　株式会社 368-0042 埼玉県 秩父市 東町7-5 代表取締役 落合　正雄
143 C 株式会社　ベルリング 222-0033 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 代表取締役 飯野　塁
160 C ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社　関東支店 343-0857 埼玉県 越谷市 新越谷2-192 支店長 外山　浩樹
261 C エイバン商事　株式会社 170-0003 東京都 豊島区 駒込1-14-9 代表取締役 武内　淳一
293 C 有限会社　良元機器 355-0073 埼玉県 東松山市 上野本9-1 代表取締役 利根川　淳
297 C 埼京東和薬品　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-56-1 代表取締役 関　勝
337 C 日本船舶薬品株式会社　関東営業所 330-0852 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-637-1 関東営業所長 飯沼　誠一
345 C セコム　株式会社 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前1-5-1 代表取締役 尾関　一郎
367 C 有限会社　良元堂 355-0017 埼玉県 東松山市 松葉町1-6-5 代表取締役 利根川　章
374 C 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛
383 C 綜合警備保障株式会社　埼玉北支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15 埼玉北支店長 今岡　丈晴
385 C 埼玉トヨタ自動車株式会社　東松山店 355-0035 埼玉県 東松山市 古凍572-1 店長 水越　稔
408 C 船山株式会社　東京本店 104-0052 東京都 中央区 月島2-20-15 取締役本店長 多田　奈美
418 C 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
462 C ALSOK埼玉　株式会社 338-0001 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 代表取締役 牧野　考二郎
539 C ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸｽ株式会社　埼玉西営業所 355-0014 埼玉県 東松山市 沢口町15-3 所長 徳橋　隆宏
612 C 株式会社　アイテックス 141-0031 東京都 品川区 西五反田8-1-3 代表取締役 片山　満

医療・介護・福祉用品



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
136 C ﾘｴｽﾊﾟﾜｰﾈｸｽﾄ　株式会社 170-0013 東京都 豊島区 東池袋4-21-1 代表取締役 青木　博幸
138 C エネサーブ　株式会社 520-2152 滋賀県 大津市 月輪2-19-3 代表取締役社長 井上　博司
163 C 東京電力エナジーパートナー　株式会社 100-8560 東京都 千代田区 内幸町1-1-3 代表取締役 秋本　展秀
255 C 関西電力　株式会社 530-8270 大阪府 大阪市 北区中之島3-6-16 代表取締役 森本　孝
329 C 埼玉中央農業協同組合 355-0011 埼玉県 東松山市 加美町1-20 代表理事 千野　寿政

燃料



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
116 C ケミテック株式会社　営業所 331-0822 埼玉県 さいたま市 北区奈良町157-4 代表取締役 松島　昭仁
135 C 化研興業　株式会社 355-0007 埼玉県 東松山市 野田990-1 代表取締役 中里　宗光
155 C 株式会社　アンゼン 355-0034 埼玉県 東松山市 柏崎832-1 代表取締役 伊藤　満直
280 C 株式会社　トミス 151-0053 東京都 渋谷区 代々木2-15-5 代表取締役 戸簾　俊久
309 C 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
326 C 株式会社セキチュー　ｾｷﾁｭｰ東松山高坂店 355-0048 埼玉県 東松山市 あずま町4-1-1 店長 井上　哲孝
366 C 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
411 C 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
470 C 埼玉ニットー　株式会社 361-0056 埼玉県 行田市 持田2085-3 取締役社長 木村　秀一
610 C 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司

建設資材・一般資材



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
001 C 都ユニリース株式会社　埼玉支店 350-1129 埼玉県 川越市 大塚1-28-1 取締役支店長 仁科　芳郎
018 C 株式会社　朝日エンジニアリング 162-0822 東京都 新宿区 下宮比町2-1　第一勧業稲垣ﾋﾞﾙ8階 代表取締役 大河内　健夫
025 C 富士建設工業　株式会社 950-3102 新潟県 新潟市 北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦
027 C 白川舞台機構　株式会社 338-0835 埼玉県 さいたま市 桜区道場709-1 代表取締役 白川　裕司
029 C 株式会社　環境テクノ 351-0023 埼玉県 朝霞市 溝沼1292-1 代表取締役 越川　剛
031 C 産晃商事　株式会社 330-0835 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町1-82 代表取締役 中村　孝
033 C 丸京商事株式会社　坂戸支店 350-0223 埼玉県 坂戸市 八幡2-9-30 支店長 南　健治
035 C 株式会社ナカムラ消防化学　東京営業所 124-0002 東京都 葛飾区 西亀有2-36-1 所長 家元　昭
036 C 株式会社　ナブアシスト 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町521-8 代表取締役 望月　明夫
053 C 日本美装　株式会社 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤9-14-6 代表取締役 野口　重信
054 C 株式会社オーエンス　さいたま支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 支店長 片岡　歩
064 C 埼玉建築物総合管理協同組合 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂4-3-1-203 代表理事 関根　晃
068 C 株式会社　ジェービーエム事業本部 330-0851 埼玉県 さいたま市 大宮区櫛引町1-251 代表取締役 土屋　亮太郎
076 C 新埼玉環境センター　株式会社 355-0214 埼玉県 嵐山町 志賀432-3 代表取締役 小田　正
095 C 日神電子株式会社　北関東支店 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-515-2 支店長 齊藤　慶治
097 C 有限会社　コジマテクノサービス 350-1172 埼玉県 川越市 増形226-5 代表取締役 小島　惠子
103 C タカラビルメン　株式会社 301-0002 茨城県 龍ヶ崎市 中根台4-10-1 代表取締役 中込　太郎
114 C 株式会社　トラスト 344-0016 埼玉県 春日部市 本田町1-28 代表取締役 下村　寿邦
115 C 旭ビル管理株式会社　嵐山営業所 355-0213 埼玉県 嵐山町 川島1480-14 営業所長 北野　秀和
118 C 日建総業株式会社　新座支店 352-0001 埼玉県 新座市 東北2-34-19 支店長 山口　博司
119 C 埼玉消防機械　株式会社 368-0042 埼玉県 秩父市 東町7-5 代表取締役 落合　正雄
126 C サンエスビルサービス　株式会社 350-0035 埼玉県 川越市 小仙波町4－17－1 代表取締役 今江　純子
137 C 日本カルミック　株式会社 102-0074 東京都 千代田区 九段南1-5-10 代表取締役 高居　隆章
139 C グローリー株式会社　関東支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-660 支店長 池本　清隆
142 C 株式会社　オンロード 362-0045 埼玉県 上尾市 向山31-10 代表取締役 土肥　理一郎
169 C ヤマト防災設備　有限会社 362-0812 埼玉県 伊奈町 内宿台4-94-1 代表取締役 齋藤　繁
187 C 株式会社　IEM 210-0004 神奈川県 川崎市 川崎区宮本町6-1 代表取締役 角野　修一
191 C 沖電気工業株式会社　首都圏営業本部 108-8551 東京都 港区 芝浦4-10-16 本部長 鈴木　宣也
192 C 東朋産業　株式会社 371-0858 群馬県 前橋市 総社町桜が丘1225-2 代表取締役 村田　茂行
193 C ビソー工業株式会社　熊谷支店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚715-3 支店長 小原　道生
204 C 株式会社　新明 350-0219 埼玉県 坂戸市 片柳2148-3 代表取締役 柏木　貴史
210 C ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西　株式会社 160-0022 東京都 新宿区 新宿6-29-8 代表取締役 山下　真弘
211 C 公営事業株式会社　埼玉営業所 349-0141 埼玉県 蓮田市 西新宿6-62 営業所長 長澤　貴久
219 C 門倉テクノ株式会社　関東支店 330-0073 埼玉県 さいたま市 浦和区元町1-24-25 支店長 門倉　拓也
224 C 株式会社清水アーネット　熊谷本社 360-8521 埼玉県 熊谷市 問屋町4-3-2 代表取締役 清水　龍男
227 C 東洋防災　株式会社 350-1335 埼玉県 狭山市 柏原337-25 代表取締役 針ヶ谷　眞仁
229 C 保健事業　株式会社 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷1891-1 代表取締役 飯田　澈
241 C 有限会社彩ビル管理　坂戸営業所 350-0234 埼玉県 坂戸市 緑町25-4サンハイツ中島102 坂戸営業所 渡部　幸江
243 C 株式会社　スター 519-1119 三重県 亀山市 関ヶ丘521-117 代表取締役 星合　恒伸
246 C 株式会社　滑川環境保全 355-0808 埼玉県 滑川町 菅田124-3 代表取締役 小田　宗清

建物管理・施設運転・保守管理等



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

建物管理・施設運転・保守管理等

248 C 藤岡防災設備　株式会社 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子1-5-2 代表取締役 藤岡　実
252 C 株式会社　ハクトートータルサービス 399-4511 長野県 南箕輪村 8362 代表取締役 白鳥　頼利

266 C 三信電気株式会社　ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 107-8404 東京都 港区 芝4-4-12
取締役常務執行役員
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部長

森　祐二

282 C 株式会社　サンワックス 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町2-5-13 代表取締役 野原　治人
286 C 昭和工業　株式会社 350-0824 埼玉県 川越市 石原町2-58-16 代表取締役 石井　茂人
287 C リコージャパン株式会社　埼玉支社　公共文教営業部 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町2-45-1 部長 高田　利行
298 C 富士通Japan株式会社　埼玉支社 330-9503 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-20 支社長 大久保　尚
304 C 有限会社　戸口工業 355-0342 埼玉県 ときがわ町 玉川4621 代表取締役 長﨑　政道
307 C 近代ビル管理　株式会社 369-0213 埼玉県 深谷市 針ヶ谷767-3 代表取締役 須藤　悟
309 C 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
311 C 三峰無線株式会社　北関東支店 337-0008 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 支店長 山川　一郎
314 C タカモリ空調サービス　株式会社 355-0152 埼玉県 吉見町 和名46-129 代表取締役 森尾　英之
315 C 有限会社　ウェイスト 355-0213 埼玉県 嵐山町 川島2272 代表取締役 垣入　絵理奈
317 C 有限会社 ウェイスト 355-0002 埼玉県 東松山市 東平209-23 代表取締役 津島　英知
324 C 温井自動車工業　株式会社 370-1203 群馬県 高崎市 矢中町821 代表取締役 温井　勲雄
331 C フルテック株式会社　熊谷営業所 360-0805 埼玉県 熊谷市 上奈良883-1 所長 泉　秀歩
341 C 日本電気株式会社　関東甲信越支社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17シーノ大宮サウスウィン 支社長 田口　卓
342 C 太平ビルサービス株式会社　さいたま支店 330-9011 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-49-8 常務取締役支店長 狩野　伸三
345 C セコム　株式会社 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前1-5-1 代表取締役 尾関　一郎
351 C 株式会社　あさひテクノ 355-0026 埼玉県 東松山市 和泉町6-8 代表取締役 林　和利
353 C 株式会社　コモンテックス 950-0943 新潟県 新潟市 中央区女池神明2-3-12 代表取締役 鈴木　洋康
354 C ニッソウ管理　株式会社 330-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-10 代表取締役 湊　洋久
358 C 日本無線株式会社　埼玉営業所 356-8580 埼玉県 ふじみ野市 福岡2-1-12 所長 恩田　和哉
361 C 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
366 C 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
369 C 小川清掃　株式会社 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
371 C 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
373 C ミザック株式会社　東京支店 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-3-5　内幸町ダイビル803 支店長 山﨑　慶祐
374 C 株式会社　サイボウ 337-0004 埼玉県 さいたま市 見沼区卸町2-6-15 代表取締役 結城　剛
378 C 株式会社　日本フードキャスト 170-0013 東京都 豊島区 東池袋3-20-3東池袋SSビル 代表取締役 山田　稔
383 C 綜合警備保障株式会社　埼玉北支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15 埼玉北支店長 今岡　丈晴
390 C 株式会社日本環境ビルテック　埼玉本社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町2-16-5インパクト川越ビル 取締役社長 山田　明美
393 C 坂戸防災　株式会社 350-0235 埼玉県 坂戸市 三光町36-1 代表取締役 梅澤　將明
397 C 一般財団法人関東電気保安協会　埼玉事業本部 338-0001 埼玉県 さいたま市 中央区上落合4-10-6 埼玉事業本部長 小林　伸一
399 C ダスキン　比企支店 355-0071 埼玉県 東松山市 新郷41-5 支店長 若林　佐都志
405 C OKIｸﾛｽﾃｯｸ株式会社　第二支社 338-0014 埼玉県 さいたま市 中央区上峰3-10-5 支社長 佐藤　真央
409 C 竹澤サービス　株式会社 355-0331 埼玉県 小川町 靱負113 代表取締役 竹澤　義之
415 C 有限会社　橋場商事 365-0027 埼玉県 鴻巣市 上谷1400-1 代表取締役 中根　正治郎
418 C 埼玉田中電気　株式会社 336-0026 埼玉県 さいたま市 南区辻1-3-18 代表取締役 田中　栄三
423 C 株式会社　ソシアルサービス 346-0104 埼玉県 久喜市 菖蒲町三箇2878-1 代表取締役 小山　英一
425 C サイボウサービス　株式会社 333-0811 埼玉県 川口市 戸塚東1-3-18 清水ビル2F 代表取締役 吉岡　勇人
429 C 日本環境クリアー　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9ニッセイ大宮桜木町ビル4 代表取締役 杉山　英司
434 C 昱株式会社　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-9 支店長 山本　克弥



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者

建物管理・施設運転・保守管理等

441 C 有限会社ライフ・サポート　東松山支店 355-0022 埼玉県 東松山市 大谷405-42 支店長 長谷川　孝一
447 C ホシザキ北関東株式会社　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-138 宮町市役所前ビル５F 所長 大木　浩
454 C 有限会社　後藤衛生コンサルタント 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町2-29 代表取締役 後藤　素彦
457 C ムサシ産業機械　株式会社 360-0824 埼玉県 熊谷市 見晴町206 代表取締役 江原　幸弘
462 C ALSOK埼玉　株式会社 338-0001 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 代表取締役 牧野　考二郎
465 C 東海体育指導株式会社　埼玉支店 358-0004 埼玉県 入間市 鍵山1-7-13 支店長 小林　克之
466 C 株式会社昭和綜合サービス　川越支店 350-0016 埼玉県 川越市 木野目1430-2-217 支店長 島田　雄介
480 C エコサービス　株式会社 366-0010 埼玉県 深谷市 高島568-1 代表取締役 青木　伸正
483 C ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ株式会社　熊谷営業所 360-0013 埼玉県 熊谷市 中西2-5-6 所長 岸　哲哉
484 C 株式会社アビック　埼玉中央支店 330-0852 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-335ハイネス丸友309号室 支店長 川崎　秀利
486 C 株式会社　カナイ消防機材 350-1153 埼玉県 川越市 下松原639-4 代表取締役 金井　隆男
488 C さいたまプリロ　株式会社 331-0823 埼玉県 さいたま市 北区日進町3-8 代表取締役 齋藤　将一
502 C 株式会社　共生 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤10-2-3-301 代表取締役 溝口　久美子
504 C 熊谷通運　株式会社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-193 代表取締役 山本　博
507 C 株式会社　ナショナル消防化学 360-0012 埼玉県 熊谷市 上之2919-1 代表取締役 山口　寿人
510 C 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 取締役埼玉事業部長 石川　達
512 C 東京物産株式会社　埼玉営業所 334-0076 埼玉県 川口市 本蓮2-8-10 所長 根本　達司
514 C 株式会社　オキナヤ 360-0114 埼玉県 熊谷市 江南中央2-17-1 代表取締役 藤間　太郎
520 C アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基
524 C 株式会社　NTT東日本ｰ関信越 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 代表取締役 石川　達
526 C 株式会社　TSビルシステム 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目6-12-1 代表取締役 本田　友彦
529 C 東京システム特機　株式会社 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4-5-11 代表取締役 吉田　光男
603 C 日本ビルシステム株式会社　上尾支店 362-0075 埼玉県 上尾市 柏座2-10-8 支店長 小野崎　翔太
607 C NECネッツエスアイ株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 支店長 大茂　博和



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
036 C 株式会社　ナブアシスト 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町521-8 代表取締役 望月　明夫
059 C 株式会社　トヨタレンタリース新埼玉 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-206-1 代表取締役 坂井　俊哉
062 C 株式会社　トヨタレンタリース埼玉 330-0843 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町1-15-1 支配人 関根　正也
067 C 三和システムサービス　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 桜木町2-477 代表取締役 田口　哲也
071 C 株式会社ジーシーシー　埼玉支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15　大樹生命熊谷ﾋﾞﾙ4階 支社長 岡田　浩之
074 C ウォータースタンド　株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-463 代表取締役 本田　均
095 C 日神電子株式会社　北関東支店 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町3-515-2 支店長 齊藤　慶治
108 C 株式会社　細村 350-1126 埼玉県 川越市 旭町3-21-7 代表取締役 細村　範生
137 C 日本カルミック　株式会社 102-0074 東京都 千代田区 九段南1-5-10 代表取締役 高居　隆章
152 C 理想科学工業株式会社　理想熊谷支店 360-0036 埼玉県 熊谷市 桜木町1-1-1秩父鉄道熊谷ビル3Ｆ 支店長 荒川　崇之
160 C ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社　関東支店 343-0857 埼玉県 越谷市 新越谷2-192 支店長 外山　浩樹
172 C 株式会社アクティオ　川越営業所 350-0822 埼玉県 川越市 山田東1824-1 所長 橋本　純一
174 C 順風路　株式会社 170-0013 東京都 豊島区 東池袋5-44-15東信東池袋ビル1Ｆ 代表取締役社長 吉富　広三
182 C 株式会社　会議録研究所 162-0844 東京都 新宿区 市谷八幡町16 代表取締役 妹尾　潤
188 C 株式会社　JECC 100-8341 東京都 千代田区 丸の内3-4-1新国際ビル 専務取締役 依田　茂
207 C 株式会社雄飛堂　熊谷支店 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町3-1-16 取締役熊谷支店長 石塚　一男
253 C 株式会社　ドーン 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 代表取締役 宮崎　正伸
259 C セキグチシステム販売　株式会社 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-1-5 代表取締役 栗岡　宏治
263 C 株式会社内田洋行　営業統括グループ 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-25 取締役上席執行役員 小柳　諭司
270 C 立川ハウス工業株式会社　埼玉営業所 330-0064 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル 所長 竹下　正宏
287 C リコージャパン株式会社　埼玉支社　公共文教営業部 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町2-45-1 部長 高田　利行
325 C ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉北支店 369-1242 埼玉県 深谷市 北根136-2 支店長 矢澤　武治
383 C 綜合警備保障株式会社　埼玉北支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15 埼玉北支店長 今岡　丈晴
389 C 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　埼玉支社 330-6028 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ28F 埼玉支社長 野崎　寛之
392 C 株式会社　金聖堂情報システム 350-1246 埼玉県 日高市 梅原99-2 代表取締役 金子　忠弘
399 C ダスキン　比企支店 355-0071 埼玉県 東松山市 新郷41-5 支店長 若林　佐都志
441 C 有限会社ライフ・サポート　東松山支店 355-0022 埼玉県 東松山市 大谷405-42 支店長 長谷川　孝一
449 C 株式会社NTTドコモ　埼玉支店 330-9536 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 支店長 角　誠司
454 C 有限会社　後藤衛生コンサルタント 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町2-29 代表取締役 後藤　素彦
463 C ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉中央営業部熊谷 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-195 部長 新井　孝彦
489 C 株式会社　セブンサービス企画装飾 279-0025 千葉県 浦安市 鉄骨通り3-4-5 代表取締役 山村　未来男
504 C 熊谷通運　株式会社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-193 代表取締役 山本　博
505 C 株式会社小山商会　北関東営業所 362-0072 埼玉県 上尾市 中妻3-4-4 所長 大谷　正彦
534 C 大和リース株式会社　さいたま支店 336-0025 埼玉県 さいたま市 南区文蔵1-19-17 支店長 古賀　章
601 C 株式会社　イベント・コミュニケーションズ茨城 305-0861 茨城県 つくば市 谷田部3625-3 代表取締役 太田　一哉

賃貸（レンタル）



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
001 C 都ユニリース株式会社　埼玉支店 350-1129 埼玉県 川越市 大塚1-28-1 取締役支店長 仁科　芳郎
036 C 株式会社　ナブアシスト 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町521-8 代表取締役 望月　明夫
059 C 株式会社　トヨタレンタリース新埼玉 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町4-206-1 代表取締役 坂井　俊哉
062 C 株式会社　トヨタレンタリース埼玉 330-0843 埼玉県 さいたま市 大宮区吉敷町1-15-1 支配人 関根　正也
071 C 株式会社ジーシーシー　埼玉支社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波2-15　大樹生命熊谷ﾋﾞﾙ4階 支社長 岡田　浩之
166 C 株式会社ぎじろくセンター　東京営業所 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町9-3 取締役兼東京営業所 濱野　尚子
172 C 株式会社アクティオ　川越営業所 350-0822 埼玉県 川越市 山田東1824-1 所長 橋本　純一
188 C 株式会社　JECC 100-8341 東京都 千代田区 丸の内3-4-1新国際ビル 専務取締役 依田　茂
194 C NTT・TCリース株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-9-6 支店長 森山　仁
196 C 富士通リース株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-11-20 支店長 大塚　嘉浩
198 C NECキャピタルソリューション株式会社　関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-10-17 関東支店長 星野　和隆
259 C セキグチシステム販売　株式会社 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂2-1-5 代表取締役 栗岡　宏治
270 C 立川ハウス工業株式会社　埼玉営業所 330-0064 埼玉県 さいたま市 浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル 所長 竹下　正宏
311 C 三峰無線株式会社　北関東支店 337-0008 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 支店長 山川　一郎
325 C ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉北支店 369-1242 埼玉県 深谷市 北根136-2 支店長 矢澤　武治
354 C ニッソウ管理　株式会社 330-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-10 代表取締役 湊　洋久
361 C 株式会社　ピーシーテレコム 338-0006 埼玉県 さいたま市 中央区八王子2-2-16 代表取締役 小川　幸夫
392 C 株式会社　金聖堂情報システム 350-1246 埼玉県 日高市 梅原99-2 代表取締役 金子　忠弘
408 C 船山株式会社　東京本店 104-0052 東京都 中央区 月島2-20-15 取締役本店長 多田　奈美
436 C 株式会社パスコ　さいたま支店 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 支店長 伊賀　辰夫
442 C トヨタカローラ新埼玉株式会社　東松山店 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1283-8 店長 小瀧　好一
458 C リコーリース株式会社　関東支社 330-0802 埼玉県 さいたま市 大宮区宮町1-114-1 支社長 森　政剛
505 C 株式会社小山商会　北関東営業所 362-0072 埼玉県 上尾市 中妻3-4-4 所長 大谷　正彦
534 C 大和リース株式会社　さいたま支店 336-0025 埼玉県 さいたま市 南区文蔵1-19-17 支店長 古賀　章

賃貸（リース）



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
006 C 朝日印刷工業　株式会社 371-0846 群馬県 前橋市 元総社町67 代表取締役 石川　靖
047 C 株式会社　テイク 330-0834 埼玉県 さいたま市 大宮区天沼町1-518 代表取締役 米澤　明男
068 C 株式会社　ジェービーエム事業本部 330-0851 埼玉県 さいたま市 大宮区櫛引町1-251 代表取締役 土屋　亮太郎
181 C 株式会社　ジャパンステージアート 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷3118-5 代表取締役 廣川　和夫
235 C 株式会社環境・ｸﾞﾘｰﾝｴﾝｼﾞﾆｱ　埼玉事務所 368-0027 埼玉県 鴻巣市 上谷2407-5 所長 土屋　義治
284 C 株式会社　ベイプランニング 339-0072 埼玉県 さいたま市 岩槻区古ケ場2-2-1 代表取締役 出山　知宏
300 C 株式会社建設技術研究所　関東事務所 330-0071 埼玉県 さいたま市 浦和区上木崎1-14-6 所長 高倉　逸朗
338 C 望月印刷　株式会社 338-0007 埼玉県 さいたま市 中央区円阿弥5-8-36 代表取締役 望月　諭
489 C 株式会社　セブンサービス企画装飾 279-0025 千葉県 浦安市 鉄骨通り3-4-5 代表取締役 山村　未来男
601 C 株式会社　イベント・コミュニケーションズ茨城 305-0861 茨城県 つくば市 谷田部3625-3 代表取締役 太田　一哉

催物関係



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
047 C 株式会社　テイク 330-0834 埼玉県 さいたま市 大宮区天沼町1-518 代表取締役 米澤　明男
338 C 望月印刷　株式会社 338-0007 埼玉県 さいたま市 中央区円阿弥5-8-36 代表取締役 望月　諭

映画・ビデオ



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
344 C 医療法人　クレモナ会 360-0843 埼玉県 熊谷市 三ヶ尻48 理事長 兼坂　佳孝

健康診断・臨床検査



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
013 C 株式会社ティーエムハンズ　関東支店 358-0033 埼玉県 入間市 狭山台1-2-13 代表取締役 矢野　晃治
064 C 埼玉建築物総合管理協同組合 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂4-3-1-203 代表理事 関根　晃
076 C 新埼玉環境センター　株式会社 355-0214 埼玉県 嵐山町 志賀432-3 代表取締役 小田　正
077 C 株式会社　青木商店 352-0005 埼玉県 新座市 中野1-1-28 代表取締役 青木　慶将
093 C オリックス資源循環　株式会社 369-1223 埼玉県 寄居町 三ケ山313 代表取締役 花井　薫一
135 C 化研興業　株式会社 355-0007 埼玉県 東松山市 野田990-1 代表取締役 中里　宗光
192 C 東朋産業　株式会社 371-0858 群馬県 前橋市 総社町桜が丘1225-2 代表取締役 村田　茂行
215 C 有限会社　日野土建 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-5-23 代表取締役 日野　浩
228 C 株式会社　そよ風ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 355-0119 埼玉県 吉見町 中新井539-1 代表取締役 佐藤　髙志
229 C 保健事業　株式会社 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷1891-1 代表取締役 飯田　澈
230 C 東栄化学　株式会社 179-0085 東京都 練馬区 早宮3-56-9 代表取締役 北江　徳勝
246 C 株式会社　滑川環境保全 355-0808 埼玉県 滑川町 菅田124-3 代表取締役 小田　宗清
247 C 横浜金属商事株式会社　神奈川事業所 252-0244 神奈川県 相模原市 中央区田名3656-4 取締役 鈴木　大輔
252 C 株式会社　ハクトートータルサービス 399-4511 長野県 南箕輪村 8362 代表取締役 白鳥　頼利
267 C 明成物流　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
268 C 永田紙業　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
309 C 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
316 C 嵐山運輸　株式会社 355-0215 埼玉県 嵐山町 大字平澤328-1 代表取締役 山本　忠明
317 C 有限会社 ウェイスト 355-0002 埼玉県 東松山市 東平209-23 代表取締役 津島　英知
354 C ニッソウ管理　株式会社 330-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-10 代表取締役 湊　洋久
366 C 燦クリーン　株式会社 359-1141 埼玉県 所沢市 小手指町1-42-24 代表取締役 小肥　博
369 C 小川清掃　株式会社 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
371 C 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
388 C 株式会社　エコ計画 330-0062 埼玉県 さいたま市 浦和区仲町4-2-20 代表取締役 井上　綱隆
402 C 株式会社　浜屋 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1594 代表取締役 小林　茂
454 C 有限会社　後藤衛生コンサルタント 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町2-29 代表取締役 後藤　素彦
466 C 株式会社昭和綜合サービス　川越支店 350-0016 埼玉県 川越市 木野目1430-2-217 支店長 島田　雄介
481 C リバー　株式会社 130-0021 東京都 墨田区 緑1-4-19 代表取締役 猪鼻　秀希
487 C 株式会社　創成 359-1106 埼玉県 所沢市 東狭山ケ丘1-7-52 代表取締役 松下　修
490 C 彩美環境システム　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井628-1 代表取締役 大保　秀臣
504 C 熊谷通運　株式会社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-193 代表取締役 山本　博
525 C 日本通運株式会社　深谷支店 366-0051 埼玉県 深谷市 上柴町東3-12-1 支店長 鈴木　康治

廃棄物



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
054 C 株式会社オーエンス　さいたま支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 支店長 片岡　歩
193 C ビソー工業株式会社　熊谷支店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚715-3 支店長 小原　道生
342 C 太平ビルサービス株式会社　さいたま支店 330-9011 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町1-49-8 常務取締役支店長 狩野　伸三
390 C 株式会社日本環境ビルテック　埼玉本社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町2-16-5インパクト川越ビル 取締役社長 山田　明美
419 C 株式会社　ボーダーリンク 330-0844 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-16-1ACROSS8階 代表取締役 安井　康真
446 C トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂1-1-1 所長 富山　淳一
465 C 東海体育指導株式会社　埼玉支店 358-0004 埼玉県 入間市 鍵山1-7-13 支店長 小林　克之
466 C 株式会社昭和綜合サービス　川越支店 350-0016 埼玉県 川越市 木野目1430-2-217 支店長 島田　雄介
484 C 株式会社アビック　埼玉中央支店 330-0852 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-335ハイネス丸友309号室 支店長 川崎　秀利
526 C 株式会社　TSビルシステム 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目6-12-1 代表取締役 本田　友彦

人材派遣



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
063 C 株式会社　ほけんショップアイ 348-0054 埼玉県 羽生市 西2-14-22 代表取締役 福田　喜彦
290 C 南関東日野自動車株式会社　熊谷支店 360-0023 埼玉県 熊谷市 佐谷田2228 支店長 野口　知良
442 C トヨタカローラ新埼玉株式会社　東松山店 355-0036 埼玉県 東松山市 下野本1283-8 店長 小瀧　好一
504 C 熊谷通運　株式会社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-193 代表取締役 山本　博

保険



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
044 C 株式会社　青木 354-0045 埼玉県 三芳町 上富1996-1 代表取締役 青木　慶将
077 C 株式会社　青木商店 352-0005 埼玉県 新座市 中野1-1-28 代表取締役 青木　慶将
188 C 株式会社　JECC 100-8341 東京都 千代田区 丸の内3-4-1新国際ビル 専務取締役 依田　茂
247 C 横浜金属商事株式会社　神奈川事業所 252-0244 神奈川県 相模原市 中央区田名3656-4 取締役 鈴木　大輔
267 C 明成物流　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
268 C 永田紙業　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
290 C 南関東日野自動車株式会社　熊谷支店 360-0023 埼玉県 熊谷市 佐谷田2228 支店長 野口　知良
402 C 株式会社　浜屋 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1594 代表取締役 小林　茂
441 C 有限会社ライフ・サポート　東松山支店 355-0022 埼玉県 東松山市 大谷405-42 支店長 長谷川　孝一
481 C リバー　株式会社 130-0021 東京都 墨田区 緑1-4-19 代表取締役 猪鼻　秀希
521 C 株式会社　ホップライオンジャパン 102-0071 東京都 千代田区 富士見2-4-3朝日観光ビル５階 代表取締役 髙野　俊逸

買受け



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
005 C 株式会社総合環境分析　埼玉営業所 348-0041 埼玉県 羽生市 上新郷5995-7 営業所長 中村　和弘
012 C 一般社団法人　群馬県薬剤師会 371-0013 群馬県 前橋市 西片貝町5-18-36 代表理事 田尻　耕太郎
042 C 株式会社　M´sジャパン 359-1145 埼玉県 所沢市 山口373-9 代表取締役 宮﨑　訓
061 C 一般社団法人　埼玉県環境検査研究協会 330-0855 埼玉県 さいたま市 大宮区上小町1450-11 代表理事 野口　裕司
085 C 株式会社　松下設計 338-0001 埼玉県 さいたま市 中央区上落合1-8-12 代表取締役 松下　充孝
109 C 株式会社西日本水道センター　関東支店 330-0856 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋2-801-2 支店長 鶴留　勝己
123 C 株式会社伊藤公害調査研究所　埼玉支社 330-0856 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋3-195-1 代表取締役 伊藤　具厚
125 C 東日本総合計画株式会社 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-1-5 代表取締役 樋口　智彦
132 C 株式会社日本レップス　埼玉営業所 337-0016 埼玉県 さいたま市 見沼区東門前35-1 所長 坂本　茂
141 C 一般財団法人　埼玉県食品衛生協会検査センター 330-0855 埼玉県 さいたま市 大宮区上小町1450 所長 伊藤　誠一
203 C 株式会社長大　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町2-324-1 支店長 高橋　洋介
216 C 地中エンジニアリング　株式会社 338-0837 埼玉県 さいたま市 桜区田島5-19-8 代表取締役 光岡　宗徳
222 C 株式会社日本環境工学j設計事務所　埼玉事務所 330-0845 埼玉県 さいたま市 大宮区仲町3-154奥山ビル2階 所長 山本　浩史
235 C 株式会社環境・ｸﾞﾘｰﾝｴﾝｼﾞﾆｱ　埼玉事務所 368-0027 埼玉県 鴻巣市 上谷2407-5 所長 土屋　義治
240 C 株式会社日水コン　埼玉事務所 336-0022 埼玉県 さいたま市 南区白幡4-23-10アクアビル 事務所長 内田　貴之
249 C 株式会社　新環境分析センタ― 950-1144 新潟県 新潟市 江南区祖父興野268-1 代表取締役 田海　直樹
296 C 株式会社コスモリサーチ　埼玉営業所 338-0837 埼玉県 さいたま市 桜区田島1-12-10-202 所長 大崎　智
300 C 株式会社建設技術研究所　関東事務所 330-0071 埼玉県 さいたま市 浦和区上木崎1-14-6 所長 高倉　逸朗
309 C 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
336 C 株式会社江東微生物研究所　さいたま岩槻営業所 339-0057 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町1-18-12 所長 石田　優
343 C 株式会社　熊谷環境分析センター 360-0855 埼玉県 熊谷市 高柳1-7 代表取締役 萩原　美澄
349 C 株式会社ぎょうせい　関東支社 136-8575 東京都 江東区 新木場1-18-11 支社長 藤原　和秀
354 C ニッソウ管理　株式会社 330-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-26-10 代表取締役 湊　洋久
401 C 株式会社　環境テクノ 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷3068-70 代表取締役 星野　宗義
428 C 株式会社　環境総合研究所 350-0844 埼玉県 川越市 鴨田592-3 代表取締役 吉田　裕之
436 C 株式会社パスコ　さいたま支店 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 支店長 伊賀　辰夫
441 C 有限会社ライフ・サポート　東松山支店 355-0022 埼玉県 東松山市 大谷405-42 支店長 長谷川　孝一
455 C アルファー・ラボラトリー　株式会社 331-0812 埼玉県 さいたま市 北区宮原町4-10-15 代表取締役 清水　学
493 C フジ地中情報株式会社　東京支店 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-1 支店長 田中　利明
498 C 高瀬測量設計　株式会社 355-0012 埼玉県 東松山市 日吉町1-16 代表取締役 髙瀬　映仁
500 C 株式会社日建技術コンサルタント　埼玉事務所 330-0801 埼玉県 さいたま市 大宮区土手町2-12-3土手ビル 所長 岸江　洋充
531 C エヌエス環境株式会社　東京支社 331-0046 埼玉県 さいたま市 西区宮前町1629-1 支社長 大竹　保典
535 C 株式会社ビー・エム・エル　埼玉第二営業所 350-1101 埼玉県 川越市 的場1361-1 営業所長 米田　直樹

調査・分析



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
008 C 株式会社　大野工務所 355-0021 埼玉県 東松山市 神明町1-2-1 代表取締役 大野　年章
022 C 株式会社　増田造園 355-0305 埼玉県 小川町 能増559-6 代表取締役 増田　圭亮
031 C 産晃商事　株式会社 330-0835 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町1-82 代表取締役 中村　孝
087 C 埼玉ライナー　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井552 代表取締役 宮田　哲
131 C 有限会社　小川土木 355-0002 埼玉県 東松山市 東平2067-2 代表取締役 小川　達也
193 C ビソー工業株式会社　熊谷支店 360-0015 埼玉県 熊谷市 肥塚715-3 支店長 小原　道生
215 C 有限会社　日野土建 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町1-5-23 代表取締役 日野　浩
229 C 保健事業　株式会社 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷1891-1 代表取締役 飯田　澈
240 C 株式会社日水コン　埼玉事務所 336-0022 埼玉県 さいたま市 南区白幡4-23-10アクアビル 事務所長 内田　貴之
257 C 三ツ和総合建設業協同組合　熊谷営業所 360-0041 埼玉県 熊谷市 宮町2-144 所長 高橋　秀明
273 C 国土緑工　株式会社 355-0076 埼玉県 東松山市 下唐子1429-25 代表取締役 高木　俊之
309 C 加藤商事　株式会社 359-1118 埼玉県 所沢市 けやき台2-31-2 代表取締役 加藤　一博
319 C 株式会社　利根川建設 350-0162 埼玉県 川島町 正直595 代表取締役 利根川　博
371 C 株式会社　環境サービス 355-0316 埼玉県 小川町 角山1045 代表取締役 原　一
376 C 株式会社　武田衞土建工業 350-0321 埼玉県 鳩山町 赤沼34-7 代表取締役 武田　衞
411 C 株式会社　島村工業 350-0127 埼玉県 川島町 牛ケ谷戸489 代表取締役 島村　健
413 C 伊田テクノス　株式会社 355-0014 埼玉県 東松山市 松本町2-1-1 代表取締役 楢崎　亘
423 C 株式会社　ソシアルサービス 346-0104 埼玉県 久喜市 菖蒲町三箇2878-1 代表取締役 小山　英一
454 C 有限会社　後藤衛生コンサルタント 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町2-29 代表取締役 後藤　素彦
487 C 株式会社　創成 359-1106 埼玉県 所沢市 東狭山ケ丘1-7-52 代表取締役 松下　修
490 C 彩美環境システム　株式会社 350-0815 埼玉県 川越市 鯨井628-1 代表取締役 大保　秀臣
520 C アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基
522 C 株式会社　鈴木造園 355-0035 埼玉県 東松山市 古凍1118-6 代表取締役 鈴木　勲
526 C 株式会社　TSビルシステム 335-0034 埼玉県 戸田市 笹目6-12-1 代表取締役 本田　友彦
610 C 株式会社サンロード　西部営業所 350-0236 埼玉県 坂戸市 花影町8-54-201 営業所長 榎本　隆司

土木施設維持管理



登録番号 種別 申請事業所 郵便番号 都道府県 市区町村 字番地等 代表者役職 代表者
002 C NTTﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ　株式会社 105-0001 東京都 港区 虎ノ門3-8-8　ＮＴＴ虎ノ門ﾋﾞﾙ 代表取締役 坂井　紀雄
005 C 株式会社総合環境分析　埼玉営業所 348-0041 埼玉県 羽生市 上新郷5995-7 営業所長 中村　和弘
012 C 一般社団法人　群馬県薬剤師会 371-0013 群馬県 前橋市 西片貝町5-18-36 代表理事 田尻　耕太郎
013 C 株式会社ティーエムハンズ　関東支店 358-0033 埼玉県 入間市 狭山台1-2-13 代表取締役 矢野　晃治
025 C 富士建設工業　株式会社 950-3102 新潟県 新潟市 北区島見町3307-16 代表取締役 鳴海　利彦
027 C 白川舞台機構　株式会社 338-0835 埼玉県 さいたま市 桜区道場709-1 代表取締役 白川　裕司
031 C 産晃商事　株式会社 330-0835 埼玉県 さいたま市 大宮区北袋町1-82 代表取締役 中村　孝
034 C 有限会社　埼玉幼保 331-0047 埼玉県 さいたま市 西区指扇1215-3 代表取締役 鈴木　孝雄
045 C 株式会社　CRS埼玉 350-0833 埼玉県 川越市 芳野台2-8-36 代表取締役 加藤　一臣
047 C 株式会社　テイク 330-0834 埼玉県 さいたま市 大宮区天沼町1-518 代表取締役 米澤　明男
054 C 株式会社オーエンス　さいたま支店 330-0853 埼玉県 さいたま市 大宮区錦町682-2 支店長 片岡　歩
061 C 一般社団法人　埼玉県環境検査研究協会 330-0855 埼玉県 さいたま市 大宮区上小町1450-11 代表理事 野口　裕司
066 C 地方創生コンサルティング　株式会社 176-0002 東京都 練馬区 桜台2-16-6 代表取締役 鈴木　伸明
068 C 株式会社　ジェービーエム事業本部 330-0851 埼玉県 さいたま市 大宮区櫛引町1-251 代表取締役 土屋　亮太郎
082 C 株式会社　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 160-0023 東京都 新宿区 西新宿1-24-1　ｴｽﾃｯｸ情報ﾋﾞﾙ7F 代表取締役 及川　剛
103 C タカラビルメン　株式会社 301-0002 茨城県 龍ヶ崎市 中根台4-10-1 代表取締役 中込　太郎
108 C 株式会社　細村 350-1126 埼玉県 川越市 旭町3-21-7 代表取締役 細村　範生
123 C 株式会社伊藤公害調査研究所　埼玉支社 330-0856 埼玉県 さいたま市 大宮区三橋3-195-1 代表取締役 伊藤　具厚
139 C グローリー株式会社　関東支店 331-0814 埼玉県 さいたま市 北区東大成町2-660 支店長 池本　清隆
141 C 一般財団法人　埼玉県食品衛生協会検査センター 330-0855 埼玉県 さいたま市 大宮区上小町1450 所長 伊藤　誠一
142 C 株式会社　オンロード 362-0045 埼玉県 上尾市 向山31-10 代表取締役 土肥　理一郎
155 C 株式会社　アンゼン 355-0034 埼玉県 東松山市 柏崎832-1 代表取締役 伊藤　満直
159 C 有限会社　西田電装サービス 350-2211 埼玉県 鶴ヶ島市 脚折町4-22-18 代表取締役 西田　洋行
160 C ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社　関東支店 343-0857 埼玉県 越谷市 新越谷2-192 支店長 外山　浩樹
174 C 順風路　株式会社 170-0013 東京都 豊島区 東池袋5-44-15東信東池袋ビル1Ｆ 代表取締役社長 吉富　広三
177 C 株式会社　東京天竜 113-0033 東京都 文京区 本郷2－27－20 代表取締役 東　雅臣
181 C 株式会社　ジャパンステージアート 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷3118-5 代表取締役 廣川　和夫
182 C 株式会社　会議録研究所 162-0844 東京都 新宿区 市谷八幡町16 代表取締役 妹尾　潤
189 C 株式会社　ジーシーシー自治体サービス 371-0018 群馬県 前橋市 三俣町2-11-10 代表取締役 岡田　淳
199 C タニコー株式会社　熊谷営業所 360-0841 埼玉県 熊谷市 新堀902-5 所長 石田　裕樹
200 C 株式会社　アサヒコミュニケーションズ 365-0038 埼玉県 鴻巣市 本町4-3-23 代表取締役 新井　貴之
203 C 株式会社長大　北関東支店 330-0854 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町2-324-1 支店長 高橋　洋介
247 C 横浜金属商事株式会社　神奈川事業所 252-0244 神奈川県 相模原市 中央区田名3656-4 取締役 鈴木　大輔
260 C NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社　公共第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 108-8338 東京都 港区 三田1-4-28 事業部長 羽鳥　敦
261 C エイバン商事　株式会社 170-0003 東京都 豊島区 駒込1-14-9 代表取締役 武内　淳一
263 C 株式会社内田洋行　営業統括グループ 135-0016 東京都 江東区 東陽2-3-25 取締役上席執行役員 小柳　諭司
267 C 明成物流　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
268 C 永田紙業　株式会社 369-1101 埼玉県 深谷市 長在家198 代表取締役 永田　耕太郎
282 C 株式会社　サンワックス 360-0024 埼玉県 熊谷市 問屋町2-5-13 代表取締役 野原　治人
283 C 第一法規　株式会社 107-8560 東京都 港区 南青山2-11-17 代表取締役 田中　英弥

その他
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288 C 葉隠勇進　株式会社 108-0014 東京都 港区 芝4-13-3PMO田町東10F 代表取締役 大隈　太嘉志
289 C ハガクレフード　株式会社 108-0014 東京都 港区 芝4-13-3PMO田町東10F 代表取締役 大隈　太嘉志
291 C 東武デリバリー株式会社 366-0963 埼玉県 さいたま市 緑区大門2500 代表取締役 須澤　広幸
295 C 株式会社　キャスコム 370-2316 群馬県 富岡市 富岡1772-5 代表取締役 古閑　美代
300 C 株式会社建設技術研究所　関東事務所 330-0071 埼玉県 さいたま市 浦和区上木崎1-14-6 所長 高倉　逸朗
304 C 有限会社　戸口工業 355-0342 埼玉県 ときがわ町 玉川4621 代表取締役 長﨑　政道
311 C 三峰無線株式会社　北関東支店 337-0008 埼玉県 さいたま市 見沼区春岡3-5-13 支店長 山川　一郎
325 C ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社　埼玉北支店 369-1242 埼玉県 深谷市 北根136-2 支店長 矢澤　武治
327 C 株式会社　明日葉 108-0014 東京都 港区 芝4-13-3PMO田町東10F 代表取締役 大隈　太嘉志
328 C 広栄交通バス　株式会社 350-0202 埼玉県 坂戸市 小沼292-1 代表取締役 若野　廣義
333 C 秩父鉄道観光バス　株式会社 360-0033 埼玉県 熊谷市 曙町1-1 代表取締役 村田　光明
335 C 落合公認会計士事務所 105-0004 東京都 港区 新橋2-15-17タマキビル8階 代表者 落合　幸隆
336 C 株式会社江東微生物研究所　さいたま岩槻営業所 339-0057 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町1-18-12 所長 石田　優
349 C 株式会社ぎょうせい　関東支社 136-8575 東京都 江東区 新木場1-18-11 支社長 藤原　和秀
353 C 株式会社　コモンテックス 950-0943 新潟県 新潟市 中央区女池神明2-3-12 代表取締役 鈴木　洋康
359 C 税理士法人TMS　練馬事務所 179-0084 東京都 練馬区 氷川台4-47-18 代表社員 細田　幸夫
364 C 富士食品商事　株式会社 356-0004 埼玉県 ふじみ野市 上福岡2-6-10 代表取締役 後藤　正之
368 C 山進社印刷　株式会社 367-0051 埼玉県 本庄市 本庄3-3-36 代表取締役 山田　喜一
373 C ミザック株式会社　東京支店 100-0011 東京都 千代田区 内幸町1-3-5　内幸町ダイビル803 支店長 山﨑　慶祐
378 C 株式会社　日本フードキャスト 170-0013 東京都 豊島区 東池袋3-20-3東池袋SSビル 代表取締役 山田　稔
389 C 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　埼玉支社 330-6028 埼玉県 さいたま市 中央区新都心11-2 ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ28F 埼玉支社長 野崎　寛之
390 C 株式会社日本環境ビルテック　埼玉本社 350-0041 埼玉県 川越市 六軒町2-16-5インパクト川越ビル 取締役社長 山田　明美
392 C 株式会社　金聖堂情報システム 350-1246 埼玉県 日高市 梅原99-2 代表取締役 金子　忠弘
393 C 坂戸防災　株式会社 350-0235 埼玉県 坂戸市 三光町36-1 代表取締役 梅澤　將明
395 C 明治牛乳　浅見販売店 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷1308-4 代表者 浅見　幸彦
397 C 一般財団法人関東電気保安協会　埼玉事業本部 338-0001 埼玉県 さいたま市 中央区上落合4-10-6 埼玉事業本部長 小林　伸一
399 C ダスキン　比企支店 355-0071 埼玉県 東松山市 新郷41-5 支店長 若林　佐都志
401 C 株式会社　環境テクノ 355-0008 埼玉県 東松山市 大谷3068-70 代表取締役 星野　宗義
419 C 株式会社　ボーダーリンク 330-0844 埼玉県 さいたま市 大宮区下町2-16-1ACROSS8階 代表取締役 安井　康真
422 C 一般社団法人　日本経営協会 151-0051 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷3-11-8 代表理事 岡島　芳明
423 C 株式会社　ソシアルサービス 346-0104 埼玉県 久喜市 菖蒲町三箇2878-1 代表取締役 小山　英一
428 C 株式会社　環境総合研究所 350-0844 埼玉県 川越市 鴨田592-3 代表取締役 吉田　裕之
431 C 株式会社　無線放送設計事務所 231-0012 神奈川県 横浜市 中区相生町1-1 代表取締役 川端　竜美
436 C 株式会社パスコ　さいたま支店 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 支店長 伊賀　辰夫
446 C トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 330-0063 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂1-1-1 所長 富山　淳一
464 C 株式会社伊藤園　東松山支店 355-0002 埼玉県 東松山市 東平2447-4 支店長 柳田　拓真
465 C 東海体育指導株式会社　埼玉支店 358-0004 埼玉県 入間市 鍵山1-7-13 支店長 小林　克之
466 C 株式会社昭和綜合サービス　川越支店 350-0016 埼玉県 川越市 木野目1430-2-217 支店長 島田　雄介
468 C 東京ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社　さきたま支店 361-0037 埼玉県 行田市 下忍1837-1 支店長 木下　晴彦
478 C ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　秩父ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ 368-0021 埼玉県 秩父市 下宮地町18-3 支店長 荒井　努
484 C 株式会社アビック　埼玉中央支店 330-0852 埼玉県 さいたま市 大宮区大成町3-335ハイネス丸友309号室 支店長 川崎　秀利
493 C フジ地中情報株式会社　東京支店 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤7-1-1 支店長 田中　利明
502 C 株式会社　共生 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤10-2-3-301 代表取締役 溝口　久美子
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504 C 熊谷通運　株式会社 360-0037 埼玉県 熊谷市 筑波3-193 代表取締役 山本　博
505 C 株式会社小山商会　北関東営業所 362-0072 埼玉県 上尾市 中妻3-4-4 所長 大谷　正彦
510 C 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 取締役埼玉事業部長 石川　達
511 C OAG税理士法人 102-0076 東京都 千代田区 五番町6-2 代表社員 太田　隆介
513 C FVジャパン株式会社　熊谷セールスセンター 360-0853 埼玉県 熊谷市 玉井6-1 アカウントMG 小杉　大介
520 C アクアイースト　株式会社 353-0001 埼玉県 志木市 上宗岡2-20-31 代表取締役 大村　相基
524 C 株式会社　NTT東日本ｰ関信越 330-0061 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤5-8-17 代表取締役 石川　達
525 C 日本通運株式会社　深谷支店 366-0051 埼玉県 深谷市 上柴町東3-12-1 支店長 鈴木　康治
531 C エヌエス環境株式会社　東京支社 331-0046 埼玉県 さいたま市 西区宮前町1629-1 支社長 大竹　保典
535 C 株式会社ビー・エム・エル　埼玉第二営業所 350-1101 埼玉県 川越市 的場1361-1 営業所長 米田　直樹
536 C 日本会計コンサルティング　株式会社 105-7110 東京都 港区 東新橋1-5-2汐留シティセンター10階 代表取締役 吉岡　和守
540 C 株式会社　カネヒラ 143-0015 東京都 大田区 大森西2-13-6 代表取締役 大西　直敏
602 C ACTヨコイ株式会社　本社営業所 104-0041 東京都 中央区 新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST3階 所長 高関　義巳
603 C 日本ビルシステム株式会社　上尾支店 362-0075 埼玉県 上尾市 柏座2-10-8 支店長 小野崎　翔太
604 C 株式会社　イ・エス・エス 112-0002 東京都 文京区 小石川1-1-17 代表取締役 西谷　健
608 C 株式会社　LEOC 100-0004 東京都 千代田区 大手町1-1-3 大手町センタービル16階 代表取締役 森井　秀和


