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アースサポート株式会社 

〒151-0071 
渋谷区本町１－８－７ 
 
TEL.03-3377-1100 ／ FAX.03-3377-1772 

株式会社アーテック 

〒444-8691 
愛知県岡崎市羽根町字若宮３０ 
 
TEL.0120-842-581 ／ FAX.0120-842-860 

株式会社アーバントラフィックエンジニアリング 
さいたま事務所 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常磐４－１－１ 
 
TEL.048-823-4680 ／ FAX.048-823-4682 

株式会社アール・オー・エスデザイン 

〒105-0014 
港区芝１－１５－１３ 
 
TEL.03-5439-6807 ／ FAX.03-5439-6867 

有限会社ＲＣＳコーポレーション 

〒369-1203 
大里郡寄居町寄居１１１６－２ 
 
TEL.048-581-5685 ／ FAX.048-581-5718 

愛知時計電機株式会社 大宮営業所 

〒330-0852 
さいたま市大宮区大成町１－１０１ 斉藤ビル 
 
TEL.048-668-0131 ／ FAX.048-668-1905 

株式会社アイティフォー 

〒102-0082 
千代田区一番町２１番地 
 
TEL.03-5275-7841 ／ FAX.03-5275-7835 

アイテック株式会社 東京支店 

〒100-0011 
千代田区内幸町１－２－２ 日比谷ダイビル１２階 
 
TEL.03-3591-0012 ／ FAX.03-3591-0020 

株式会社アイデツクサービス 

〒338-0837 
さいたま市桜区田島４丁目１５番１５号 
 
TEL.048-866-4611 ／ FAX.048-866-4613 

株式会社アイネス 公共営業第一部 

〒343-0041 
越谷市千間台西１－３ ユニパレス技術センタービル４階 
 
TEL.048-973-5101 ／ FAX.048-973-5117 

アイバ産業株式会社 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常磐５－２－１８ 
 
TEL.048-834-0070 ／ FAX.048-834-0051 

有限会社アイ・ピー・エス 

〒135-0021 
東京都江東区白河４－９－１３－１０６ 
 
TEL.03-5245-1740 ／ FAX.03-3641-7922 
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株式会社アイビーメンテナンス 埼玉支店 

〒344-0012 
春日部市六軒町４６３ 
 
TEL.048-733-5537 ／ FAX.048-733-5539 

アイビス株式会社 

〒103-0014 
中央区日本橋蛎殻町２－６－１１ 
 
TEL.03-5645-5502 ／ FAX.03-5645-5530 

株式会社アイホー 埼玉営業所 

〒331-0811 
埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１ 
 
TEL.048-662-5222 ／ FAX.048-662-5150 

アイル・コーポレーション株式会社 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤５－２－１８ 
 
TEL.048-832-2514 ／ FAX.048-824-8840 

株式会社愛和 

〒124-0021 
葛飾区細田５－１９－３ 
 
TEL.03-3671-9015 ／ FAX.03-3671-3713 

株式会社青井黒板製作所 埼玉営業所 

〒337-0016 
さいたま市見沼区大字東門前字本村２３４－１ 大宮七里ビル 
 
TEL.048-684-7888 ／ FAX.048-684-7887 

株式会社アオイスポーツ企画 事業本部 

〒214-0006 
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４－６１１１－１ 
 
TEL.044-966-8545 ／ FAX.044-966-8546 

株式会社青木 

〒354-0045 
入間郡三芳町大字上富１９９６－１ 
 
TEL.049-274-7755 ／ FAX.049-274-5922 

株式会社青木商店 

〒352-0005 
新座市中野１－１－２８ 
 
TEL.048-479-3451 ／ FAX.048-478-6639 

赤城衣料工業株式会社 さいたま新都心営業所 

〒330-0072 
さいたま市浦和区領家７－５－１６－１０１ 
 
TEL.048-835-1166 ／ FAX.048-835-1165 

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 埼玉県支部 

〒331-0064 
埼玉県さいたま市西区佐知川１０８２－９ 
 
TEL.048-620-4321 ／ FAX.048-620-4343 

株式会社秋田情報センター 

〒010-0951 
秋田市山王３－８－３４ 
 
TEL.018-862-4509 ／ FAX.018-863-9245 
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昱株式会社 北関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ 
 
TEL.048-649-7711 ／ FAX.048-649-7811 

アクアイースト株式会社 

〒353-0001 
志木市上宗岡２－２０－３１ 
 
TEL.048-475-1511 ／ FAX.048-475-2337 

株式会社アクト・ジャパン 

〒350-1123 
川越市脇田本町１５－１９ 
 
TEL.049-245-8815 ／ FAX.049-245-8912 

アクリーグ株式会社 埼玉営業所 

〒336-0026 
さいたま市南区辻４－２０－２１ 
 
TEL.048-710-6522 ／ FAX.048-710-6532 

朝霞台中央総合病院附属第二診療所 

〒3510021 
朝霞市西弁財１－３－６ 
 
TEL.048-466-2055 ／ FAX. 

アサヒ印刷株式会社 

〒365-0038 
鴻巣市本町４－３－２３ 
 
TEL.048-541-5152 ／ FAX.048-542-6954 

朝日印刷工業株式会社 

〒371-0846 
群馬県前橋市元総社町６７ 
 
TEL.027-251-1212 ／ FAX.027-253-3475 

旭化成株式会社 ネットビジネス推進部 

〒100-8400 
千代田区有楽町１－１－２ 日比谷三井ビル７階 
 
TEL.03-3507-7635 ／ FAX.03-3591-2102 

朝日航洋株式会社 埼玉支店 

〒350-1165 
川越市南台３－１－１ 
 
TEL.049-244-2225 ／ FAX.049-244-4844 

有限会社旭産業 

〒351-0113 
和光市中央１－７－１９ 
 
TEL.048-466-3308 ／ FAX.048-466-8733 

朝日システムズ株式会社 

〒350-1317 
狭山市大字水野４５６－６ 
 
TEL.04-2957-0115 ／ FAX.04-2959-0515 

旭設備機工株式会社 

〒359-1145 
所沢市山口６８７－５ 
 
TEL.04-2923-9631 ／ FAX.04-2923-9396 
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朝日テック株式会社 

〒302-0011 
茨城県取手市井野３－１８－５ 
 
TEL.0297-72-9131 ／ FAX.0297-72-5665 

旭ビル管理株式会社 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町３－１３４－２ 
 
TEL.048-647-5281 ／ FAX.048-647-5275 

アサヒプリテック株式会社 北関東営業所 

〒345-0023 
北葛飾郡杉戸町本郷東中６１６ 
 
TEL.0480-33-4393 ／ FAX.0480-33-4423 

㈱アサヒメンテック 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－２４７ 
 
TEL.048-647-5651 ／ FAX.048-647-5652 

アジア航測株式会社 北関東支店 

〒336-0062 
さいたま市浦和区仲町１－１４－８三井生命浦和ビル３Ｆ 
 
TEL.048-833-8444 ／ FAX.048-833-8446 

アシスト株式会社 

〒101-0037 
千代田区神田西福田町４－１ メディックスビル 
 
TEL.03-3258-8390 ／ FAX.03-3258-8386 

アシスト株式会社 

〒458-0021 
愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０ 
 
TEL.052-891-2588 ／ FAX.052-891-2882 

アシマ株式会社 

〒330-0804 
さいたま市大宮区堀の内町２－３－１ 
 
TEL.048-647-6705 ／ FAX.048-647-6706 

株式会社アスク進共 

〒370-2316 
富岡市富岡２１４３ 
 
TEL.0274-64-4455 ／ FAX.0274-64-4451 

株式会社アステック 

〒338-0835 
さいたま市桜区道場字拾石田７０９－１ 
 
TEL.048-857-5757 ／ FAX.048-857-5700 

株式会社アスメイク 

〒351-0021 
朝霞市西弁財２－３－２ 鈴也ビル１０３ 
 
TEL.048-466-2606 ／ FAX.048-466-2616 

株式会社アセック 

〒660-0833 
尼崎市南初島町１２－６ 
 
TEL.06-6482-6660 ／ FAX.06-6481-5455 
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株式会社アセンド 三郷営業所 

〒341-0005 
三郷市彦川戸１－３３９－５ 
 
TEL.048-494-0156 ／ FAX.048-949-0157 

アタカメンテナンス株式会社 

〒110-0015 
台東区東上野２－１－１３ 
 
TEL.03-3844-6590 ／ FAX.03-3844-6595 

株式会社アトミ 

〒187-0031 
小平市小川東町５－１３－２２ 
 
TEL.042-345-1155 ／ FAX.042-343-3517 

株式会社アトラク 

〒330-0075 
さいたま市浦和区針ヶ谷３－５－４ 
 
TEL.048-855-8801 ／ FAX.048-855-8807 

アトラス情報サービス株式会社 

〒541-0045 
大阪市中央区道修町２－５－１４ 
 
TEL.06-6231-4345 ／ FAX.06-6231-2390 

有限会社アプシス 

〒350-1175 
川越市大字笠幡３６６９ 
 
TEL.049-231-1726 ／ FAX.049-233-5214 

アマノ株式会社 大宮支店 

〒331-0814 
さいたま市北区東大成町２－６１３ 
 
TEL.048-652-2461 ／ FAX.048-660-1037 

株式会社アミューズ 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合２－４－２－５０９ 
 
TEL.048-859-3441 ／ FAX.048-840-1499 

新井産業株式会社 

〒333-0841 
川口市前川町３－４１２ 
 
TEL.048-266-6222 ／ FAX.048-265-2513 

有馬防災センター株式会社 埼玉営業所 

〒335-0027 
埼玉県戸田市氷川町１－２－２３ 
 
TEL.048-443-8767 ／ FAX.048-445-9806 

有限会社有山商店 

〒351-0112 
和光市丸山台２－２１－５ 
 
TEL.048-461-1222 ／ FAX.048-461-1226 

株式会社有山造園 

〒351-0111 
和光市下新倉４－１４－１２ 
 
TEL.048-461-7421 ／ FAX.048-461-0651 
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有限会社アルケーリサーチ 

〒174-0064 
板橋区中台１－３３－１ 
 
TEL.03-3931-7141 ／ FAX.03-5399-3244 

アルファー・ラボラトリー株式会社 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町４－１０－１５ 
 
TEL.048-666-3375 ／ FAX.048-665-8242 

株式会社アルファサービス 

〒351-0007 
朝霞市岡１－１１－７ 
 
TEL.048-466-1237 ／ FAX.048-467-2085 

株式会社アルファジャパン 

〒351-0014 
朝霞市膝折町５－８－２７ 
 
TEL.048-462-7654 ／ FAX.048-462-7633 

安全センター株式会社 

〒143-0023 
大田区山王１－３－５ 
 
TEL.03-3773-2021 ／ FAX.03-3773-7912 

安全装備株式会社 和光営業所 

〒351-0114 
和光市本町３１－１１－１２０１ 
 
TEL.048-462-1671 ／ FAX.048-462-1680 

イーグルバス株式会社 

〒350-0042 
川越市中原町２－８－２ 
 
TEL.049-226-0111 ／ FAX.049-226-1010 

イー・ステージ株式会社 

〒385-0009 
長野県小諸市大字平原３０９－１ 
 
TEL.0267-23-8885 ／ FAX.0267-25-8889 

イートランド株式会社 

〒321-0968 
宇都宮市中今泉１－２２－１２ 
 
TEL.028-638-5655 ／ FAX.028-638-5660 

飯山陸送株式会社 

〒389-2255 
飯山市大字静間２８０－１ 
 
TEL.0269-62-3351 ／ FAX.0269-62-0951 

イオンディライト株式会社 東関東支社埼玉営業
所 

〒338-0013 
さいたま市中央区鈴谷４ー５－２１ 
 
TEL.048-855-8132 ／ FAX.048-855-8136 

株式会社石井印刷 

〒335-0005 
蕨市錦町２－６－１ 
 
TEL.048-442-2306 ／ FAX.048-441-3714 
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株式会社石井農機 

〒338-0813 
さいたま市桜区在家６５－１ 
 
TEL.048-854-7403 ／ FAX.048-854-7415 

石垣メンテナンス株式会社 東京支店 

〒104-0031 
中央区京橋１－１－１ 
 
TEL.03-3274-9984 ／ FAX.03-3274-3966 

石山商工株式会社 

〒360-0024 
熊谷市問屋町４－２－７ 
 
TEL.048-524-5581 ／ FAX.048-524-0102 

泉警備保障株式会社 埼玉営業所 

〒360-0815 
熊谷市本石２－２２５勝美荘２０３号 
 
TEL.048-529-1955 ／ FAX.048-529-1930 

株式会社泉設備 埼玉事業所 

〒352-0021 
新座市あたご１－３－４３ 
 
TEL.0424-91-6491 ／ FAX.0424-91-6437 

株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 

〒104-0028 
中央区八重洲２－６－１５ ＪＯＴＯビル７Ｆ 
 
TEL.03-3242-0002 ／ FAX.03-3242-0003 

一富士フードサービス株式会社 関東支社 

〒101-0052 
東京都千代田区神田小川町２－２－８ 
 
TEL.03-5282-1081 ／ FAX.03-5282-1082 

いであ株式会社 東京支社 北関東営業所 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町２－８１ 
 
TEL.048-644-7722 ／ FAX.048-649-1488 

株式会社伊藤公害調査研究所 

〒143-0016 
大田区大森北１－２６－８ 
 
TEL.03-3761-0431 ／ FAX.03-3768-5593 

イフスコヘルスケア株式会社 東日本事業部 

〒101-0052 
東京都千代田区神田小川町２－２－８ 
 
TEL.03-5282-1094 ／ FAX.03-3293-2253 

イメディカ株式会社 

〒350-0042 
川越市中原町２ー１０－１２ ＭＫビル２Ｆ 
 
TEL.049-225-6002 ／ FAX.049-228-1881 

医療法人クレモナ会 

〒360-0843 
熊谷市三ヶ尻４８ 
 
TEL.048-533-8858 ／ FAX.048-533-8852 
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有限会社イワキ観光 

〒351-0111 
和光市下新倉４－２１－３５ 
 
TEL.048-464-2439 ／ FAX.048-464-2439 

いわしや川島医療器株式会社 

〒351-0036 
朝霞市北原２－５－５ 
 
TEL.048-471-1818 ／ FAX.048-471-0801 

岩淵液化ガス株式会社 

〒352-0001 
新座市東北２－１－５ 
 
TEL.048-486-5311 ／ FAX.048-486-5318 

イワムラハウス株式会社 埼玉営業所 

〒336-0017 
さいたま市南区南浦和２－２８－１６ 
 
TEL.048-883-7682 ／ FAX.048-883-7683 

インターナショナルエジュケーションサービス株
式会社 

〒150-0011 
渋谷区東２－２２－１４ 
 
TEL.03-3498-7101 ／ FAX.03-3498-7113 

株式会社インテージ 

〒101-8201 
東京都千代田区神田練塀町３番地 インテージ秋葉原ビル 
 
TEL.03-5294-8305 ／ FAX.03-5294-8308 

株式会社インフォマティクス 

〒212-8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 
 
TEL.044-520-0850 ／ FAX.044-520-0845 

株式会社ヴィアックス 

〒164-8677 
中野区弥生町２－８－１５ 
 
TEL.03-3299-6011 ／ FAX.03-3299-6005 

株式会社ウィズウェイストジャパン 

〒330-0852 
さいたま市大宮区大成町２－２２４－１ 
 
TEL.048-668-1414 ／ FAX.048-665-4801 

株式会社ヴィプコーポレーション 

〒101-0032 
千代田区岩本町２－８－１５ 井桁ビル３階 
 
TEL.03-3865-3808 ／ FAX.03-3865-3807 

株式会社ウインズ 

〒350-0822 
川越市山田西町２５３－３ 
 
TEL.049-225-7535 ／ FAX.049-225-7534 

株式会社ウェザーニューズ 

〒105-0014 
東京都港区芝３－１－１４ 日本生命赤羽橋ビル 
 
TEL.03-3456-6262 ／ FAX.03-3769-4680 



平成１９・２０年度和光市入札参加資格者名簿（物品等） 
平成１９年４月１日現在 

9／102 

商号・名称 
所 在 地 

電話／ファクシミリ 

株式会社ウエルアクセス 

〒176-0004 
東京都練馬区小竹町２－１４－８ 
 
TEL.03-3955-7443 ／ FAX.03-3955-0292 

株式会社ウエルアップ 

〒220-0072 
横浜市西区浅間町１－４－３ウイザード８F 
 
TEL.045-317-3708 ／ FAX.045-317-3709 

株式会社ウェエルサイエンス 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町２－８１ 
 
TEL.048-645-2880 ／ FAX.048-645-2861 

宇佐見産業株式会社 戸田支店 

〒335-0013 
戸田市笹目７－１２－１１ 
 
TEL.048-422-4181 ／ FAX.048-422-4182 

株式会社内田洋行 情報システム部 

〒135-0052 
江東区潮見２－９－１５ 
 
TEL.03-5634-6129 ／ FAX.03-5634-6873 

株式会社運動指導士アカデミー 

〒351-0115 
和光市新倉１－１０－４０ 
 
TEL.048-201-5137 ／ FAX.048-201-5137 

株式会社エイコー商事 

〒350-1317 
狭山市大字水野５０７－１ 
 
TEL.04-2957-7270 ／ FAX.04-2957-7290 

株式会社エイトプラン 

〒175-0082 
板橋区高島平８－６－６ 
 
TEL.03-3550-4860 ／ FAX.03-3550-0462 

ＡＧＳ株式会社 

〒330-0075 
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－１１ 
 
TEL.048-825-6023 ／ FAX.048-825-6189 

株式会社エース 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－５０ 
 
TEL.048-652-1828 ／ FAX.048-652-1075 

有限会社エースステージ 埼玉支店 

〒336-0926 
さいたま市緑区大間木４－１－４ ＥＸビル３ ３０２ 
 
TEL.048-712-5244 ／ FAX.048-712-5245 

エームサービス株式会社 

〒105-0003 
港区西新橋１－１－１５ 物産ビル別館 
 
TEL.03-3502-3721 ／ FAX.03-3502-6580 



平成１９・２０年度和光市入札参加資格者名簿（物品等） 
平成１９年４月１日現在 
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所 在 地 
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株式会社エコクリエイト 

〒354-0043 
入間郡三芳町竹間沢７２８－１ 
 
TEL.049-274-5678 ／ FAX.049-274-5680 

株式会社エコ計画 

〒338-0837 
さいたま市桜区田島８－４－１６ 
 
TEL.048-862-5011 ／ FAX.048-864-4876 

株式会社エコシティサービス 

〒662-0854 
兵庫県西宮市櫨塚町２－１２ ロイヤル西宮１０３ 
 
TEL.0798-38-7130 ／ FAX.0798-38-7131 

株式会社エスアールエル 

〒190-8567 
立川市曙町２－４１－１９ 
 
TEL.042-526-7270 ／ FAX.042-540-7650 

エス・イー・シーエレベーター株式会社 埼玉支
社 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１２－７ 大宮西口第二大栄ビル６Ｆ 
 
TEL.048-650-3831 ／ FAX.048-650-2230 

エスエヌ環境テクノロジー株式会社 東京支店 

〒1010043 
千代田区神田富山町６番地 
 
TEL.03-3256-9241 ／ FAX.03-3256-9244 

エスシーエス株式会社 

〒340-0002 
埼玉県草加市青柳２－１９－１０ 
 
TEL.048-936-1234 ／ FAX.048-936-3344 

株式会社エス･シー･ジェイ 

〒550-0015 
大阪市西区南堀江２－５－２７ 
 
TEL.06-6531-4343 ／ FAX.06-6531-4347 

有限会社エス商会 

〒338-0831 
さいたま市桜区南元宿１－１５－１８ 
 
TEL.048-862-2169 ／ FAX.048-862-2193 

株式会社エスティ社 

〒366-0829 
深谷市西大沼３０１－３ 
 
TEL.048-571-7033 ／ FAX.048-571-7058 

有限会社エステック 

〒350-0463 
入間郡毛呂山町前久保南３－１５－３ 
 
TEL.049-295-6251 ／ FAX.049-295-6247 

株式会社エスピー研 

〒102-0072 
千代田区飯田橋３－１１－２０ ＳＰビル 
 
TEL.03-3239-0071 ／ FAX.03-3239-0072 
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越健産業株式会社 

〒350-0055 
川越市久保町２－１ 
 
TEL.049-224-1277 ／ FAX.049-225-1821 

株式会社エヌアイデイ 埼玉営業所 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合２－３－２ ５階 
 
TEL.048-859-2277 ／ FAX.048-859-2278 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 公共事
業部 

〒108-8338 
港区三田１－４－２８ 
 
TEL.03-5730-5122 ／ FAX.03-5730-5128 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 北関東支店 

〒330-0854 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 
 
TEL.048-645-0248 ／ FAX.048-647-1103 

ＮＥＣフィールディング株式会社 北関東支社 
さいたま中央支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町２－８５－５ 
 
TEL.048-660-1881 ／ FAX.048-660-1884 

ＮＥＣリース株式会社 関東支社 

〒330-854 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 
 
TEL.048-643-6491 ／ FAX.048-643-6492 

エヌエス環境株式会社 関東支店 

〒339-0067 
さいたま市岩槻区西町３－６－１３ 
 
TEL.048-749-5881 ／ FAX.048-749-5889 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・システムサ
ービス 

〒180-0003 
武蔵野市吉祥寺南町１－６－１ 
 
TEL.0422-43-8411 ／ FAX.0422-43-8451 

エヌ・ティ・ティ・ドコモ 埼玉支店 

〒330-9536 
さいたま市中央区新都心１１－１ 
 
TEL.048-600-5000 ／ FAX.048-601-0370 

株式会社ＮＴＴ東日本－埼玉 

〒330-0081 
さいたま市中央区新都心９ 
 
TEL.048-603-8436 ／ FAX.048-603-8090 

ＮＴＴファイナンス株式会社 関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－９－６ 
 
TEL.048-648-3111 ／ FAX.048-650-1221 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 埼玉支店 

〒330-0081 
さいたま市中央区新都心５－２ 
 
TEL.048-603-8901 ／ FAX.048-603-8908 
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株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央 埼玉支店 

〒330-0081 
さいたま市中央区新都心５－２ 
 
TEL.048-714-3001 ／ FAX.048-600-1464 

株式会社エヌテックサービス 

〒331-0821 
さいたま市北区別所町３８－２ 
 
TEL.048-662-3300 ／ FAX.048-662-3301 

荏原エンジニアリングサービス株式会社 北関東
支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－２５２ 
 
TEL.048-643-7544 ／ FAX.048-643-8181 

荏原実業株式会社 関東支社 

〒330-0064 
さいたま市浦和区岸町７－１－４ 
 
TEL.048-824-0351 ／ FAX.048-824-0670 

荏原商事株式会社 関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－２４７ 
 
TEL.048-650-0712 ／ FAX.048-650-0715 

株式会社荏原由倉ハイドロテック 北関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－７－５ソニックシティ 
 
TEL.048-643-7805 ／ FAX.048-643-7806 

ＭＲＳフォーサイト有限会社 

〒338-0014 
さいたま市中央区上峰１－１５－１２－３０５ 
 
TEL.048-853-5389 ／ FAX.048-853-5389 

株式会社エム・エム・エス 

〒160-0002 
新宿区坂町２６番地２７ インテリジェントプラザビル３階 
 
TEL.03-5368-4861 ／ FAX.03-5368-4862 

株式会社エム・エム・シィ 埼玉支店 

〒331-0052 
さいたま市大宮区三橋１－１０４７－１ 
 
TEL.048-649-7521 ／ FAX.042-664-4532 

株式会社エム・ビー・エス 

〒175-0092 
板橋区赤塚５－１３－８ 
 
TEL.03-3979-5681 ／ FAX.03-3979-5682 

株式会社エルコム 

〒146-0083 
大田区千鳥２－１０－１６ 
 
TEL.03-5482-2141 ／ FAX.03-5482-2144 

株式会社旺栄 埼玉支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町２ー１００－１６ 
 
TEL.048-660-2170 ／ FAX.048-660-2175 
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青梅商工会議所 

〒198-8585 
青梅市上町３７３－１ 
 
TEL.0428-23-0111 ／ FAX.0428-24-8788 

株式会社オーエンス 埼玉支店 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町２－８１ 
 
TEL.045-645-2860 ／ FAX.045-648-2861 

株式会社オーク情報システム 

〒131-0034 
墨田区堤通１－１９－９ 
 
TEL.03-5247-3200 ／ FAX.03-5247-3231 

株式会社オークス 

〒151-0053 
東京都渋谷区代々木２－７－７ 
 
TEL.03-3320-4880 ／ FAX.03-3320-5975 

有限会社大熊電機 

〒351-0115 
和光市新倉２－３０－４０ 
 
TEL.048-462-0019 ／ FAX.048-467-0619 

大倉工業株式会社 東京支店 

〒160-0022 
新宿区新宿５－１７－９ 
 
TEL.03-3209-5151 ／ FAX.03-3200-6353 

大阪機工株式会社 東京支店 

〒108-0014 
港区芝５－３－２ 
 
TEL.03-3455-1811 ／ FAX.03-3455-1822 

株式会社オーチュー 埼玉支店 

〒359-0003 
所沢市中富南４－２８－２ 
 
TEL.04-2990-1092 ／ FAX.04-2990-1093 

株式会社オーデン 

〒135-0016 
江東区東陽３－２３－２６ 
 
TEL.03-3646-1245 ／ FAX.03-3699-1566 

株式会社大鳳 

〒183-0031 
東京都府中市西府町３－３３－３ 
 
TEL.042-360-2121 ／ FAX.042-340-5533 

大宮通運株式会社 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町３－６８０－２ 
 
TEL.048-651-3101 ／ FAX.048-653-8544 

大村商事株式会社 

〒353-0003 
志木市下宗岡２－１８－２０ 
 
TEL.048-472-0328 ／ FAX.048-487-1888 
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大室防災株式会社 

〒356-0004 
ふじみ野市上福岡３－１１－２０ 
 
TEL.049-261-4053 ／ FAX.049-261-4064 

株式会社オーヤラックス 埼玉営業所 

〒330-0852 
さいたま市大宮区大成町１－３９４ 
 
TEL.048-651-7123 ／ FAX.048-651-7124 

オーヤラックスクリーンサービス株式会社 

〒182-0033 
調布市富士見町４－１６－４ 
 
TEL.042-488-8211 ／ FAX.042-486-4217 

オール・ウェイスト・リサイクル株式会社 

〒210-0014 
川崎市川崎区貝塚１－１３－１ 
 
TEL.044-221-8825 ／ FAX.044-221-8826 

オールホンダ販売株式会社 

〒338-0837 
さいたま市桜区田島７－１１－１ 
 
TEL.048-866-7591 ／ FAX.048-866-8815 

岡三リビック株式会社 関東支社 

〒108-0023 
港区芝浦４－１６－２３ 
 
TEL.03-5442-1980 ／ FAX.03-5442-1981 

岡安商事株式会社 

〒339-0037 
さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１ 
 
TEL.048-797-2012 ／ FAX.048-797-1674 

岡谷マート株式会社 

〒136-0071 
江東区亀戸１－２８－６ タニビル８階 
 
TEL.03-5836-5588 ／ FAX.03-5836-5526 

沖ウィンテック株式会社 北関東支店 

〒330-0844 
さいたま市大宮区下町１－４５ 
 
TEL.048-644-7211 ／ FAX.048-644-7215 

沖電気工業株式会社 社会情報ソリューション本
部 

〒108-8551 
港区芝浦４－１０－１６ 
 
TEL.03-3456-0476 ／ FAX.03-5445-6234 

株式会社オキナヤ 

〒360-0114 
熊谷市江南中央２－１７－１ 
 
TEL.048-539-3333 ／ FAX.048-539-3344 

株式会社小田建設 

〒351-0111 
和光市下新倉４－２１－３０ 
 
TEL.048-462-1642 ／ FAX.048-462-1643 
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有限会社オフィス・エイ・ジー 

〒354-0013 
富士見市水谷東２－２５－５ 
 
TEL.048-476-0025 ／ FAX.048-476-3518 

オフィス・ナカガワ 

〒335-0004 
埼玉県蕨市中央６－７－２５ 
 
TEL.048-444-8623 ／ FAX.048-444-8623 

オフィス・メディア株式会社 東京支店 

〒105-0012 
港区芝大門１－３－４ 
 
TEL.03-3438-5581 ／ FAX.03-5402-3198 

株式会社オプテイマ 

〒141-0032 
東京都品川区大崎３－５－２ 
 
TEL.03-3493-3832 ／ FAX.03-3493-3855 

小俣シャッター工業株式会社 さいたま営業所 

〒338-0002 
さいたま市中央区下落合７－１－２１ 
 
TEL.048-833-2131 ／ FAX.048-831-0199 

オリエンタル火工株式会社 

〒330-0803 
さいたま市大宮区高鼻町１－１７７ 
 
TEL.048-644-8611 ／ FAX.048-647-4411 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務
所 

〒3300063 
さいたま市浦和区高砂３－１２－２４ 
 
TEL.048-833-7676 ／ FAX.048-833-7680 

株式会社オリエントサービス 埼玉支店 

〒330-0802 
埼玉県さいたま市大宮区宮町４－３６－６ 
 
TEL.048-640-6740 ／ FAX.048-640-6741 

オリジナル設計株式会社 埼玉事務所 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂４－３－１５ 
 
TEL.048-866-0790 ／ FAX.048-866-0754 

オリックス資源循環株式会社 

〒369-1223 
大里郡寄居町大字三ヶ山３１３ 
 
TEL.048-582-0871 ／ FAX.048-582-0936 

有限会社折原硝子店 

〒351-0012 
朝霞市栄町２－１４－１９ 
 
TEL.048-461-0232 ／ FAX.048-461-0232 

株式会社会議録研究所 

〒162-0844 
新宿区市谷八幡町１６ 
 
TEL.03-3267-6051 ／ FAX.03-3267-8199 
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株式会社会議録センター 

〒369-0115 
鴻巣市吹上本町１－４－１２ 
 
TEL.048-548-0609 ／ FAX.048-548-4998 

株式会社カイテック 

〒162-0065 
新宿区住吉町１－１５ 
 
TEL.03-3351-1293 ／ FAX.03-3351-0322 

株式会社開邦工業 東京支社 

〒105-0014 
港区芝１－１１－１６ 
 
TEL.03-5730-3921 ／ FAX.03-5730-3933 

財団法人科学物質評価研究機構 東京事務所 

〒3450043 
埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野１６００番地 
 
TEL.03-5804-6131 ／ FAX.03-5804-6139 

社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩 

〒191-8506 
日野市程久保２－１－１ 明星大学内 
 
TEL.042-591-8540 ／ FAX.042-591-8831 

柏原計器工業株式会社 関東営業部 千葉営業所 

〒272-0121 
市川市末広１－２－１０ 
 
TEL.047-398-0228 ／ FAX.047-398-0258 

有限会社柏屋楽器 朝霞店 

〒351-0006 
朝霞市仲町１－１－５ 
 
TEL.048-466-2661 ／ FAX.048-467-6811 

株式会社上総環境調査センター 東京営業所 

〒101-0061 
千代田区三崎町２－６－７ 
 
TEL.03-3556-6131 ／ FAX.03-3556-6132 

片山商事株式会社 

〒351-0012 
朝霞市栄町５－６－１９ 
 
TEL.048-482-6021 ／ FAX.048-482-6024 

株式会社加藤商事 

〒331-0045 
さいたま市西区内野本郷２９７－４ 
 
TEL.048-624-5335 ／ FAX.048-624-5341 

加藤商事株式会社 

〒350-0826 
川越市大字上寺山４－１ 
 
TEL.049-222-5957 ／ FAX.049-222-5973 

加藤商事株式会社 

〒359-1118 
所沢市けやき台２－３１－２ 
 
TEL.04-2926-7777 ／ FAX.04-2926-7819 
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株式会社カナイ消防機材 

〒350-1142 
川越市大字藤間９９３－１ 
 
TEL.049-242-5327 ／ FAX.049-243-1908 

ガムバスターズ・ジャパン株式会社 

〒152-0823 
目黒区八雲３－２６－９ 
 
TEL.03-5731-2251 ／ FAX.03-5731-2253 

亀寝具 

〒351-0104 
和光市南１－２５－１４ 
 
TEL.048-464-5466 ／ FAX.048-464-5466 

株式会社河合楽器製作所 埼玉公教販店 

〒350-0043 
川越市新富町１－９－４ 
 
TEL.049-222-3603 ／ FAX.049-222-6196 

株式会社川合ネームプレート製作所 

〒329-2711 
那須塩原市石林３１８－１ 
 
TEL.0287-36-0245 ／ FAX.0287-36-0767 

川口薬品化学株式会社 

〒332-0015 
川口市川口５－１－１４ 
 
TEL.048-252-2149 ／ FAX.048-252-2141 

川重冷熱工業株式会社北関東支店 

〒330-0801 
さいたま市大宮区土手町１－６２－１ 
 
TEL.048-631-1911 ／ FAX.048-631-1912 

株式会社カンエイメンテナンス 

〒361-0022 
行田市桜町１－６－１０ 
 
TEL.048-554-9511 ／ FAX.048-554-9450 

関越小松フォークリフト株式会社 

〒362-0013 
上尾市大字上尾村１０９６－１ 
 
TEL.048-776-3001 ／ FAX.048-776-3342 

環境衛生株式会社 

〒340-0045 
草加市小山１－２０－４１ 
 
TEL.048-941-9300 ／ FAX.048-943-3181 

株式会社環境科学コーポレーション 埼玉営業所 

〒367-0394 
埼玉県児玉郡神川町渡瀬２２２ 
 
TEL.0274-50-3005 ／ FAX.0274-50-3006 

株式会社環境管理センター 北関東支社 

〒330-0855 
さいたま市大宮区上小町１３０２ 
 
TEL.048-642-1100 ／ FAX.048-646-0144 



平成１９・２０年度和光市入札参加資格者名簿（物品等） 
平成１９年４月１日現在 

18／102 

商号・名称 
所 在 地 

電話／ファクシミリ 

株式会社環境技研 戸田テクニカルセンター 

〒335-0034 
戸田市笹目２－５－１２ 
 
TEL.048-422-4857 ／ FAX.048-422-3336 

環境クリエイト株式会社 

〒335-0022 
戸田市上戸田３－４－１５－２０３ 
 
TEL.048-433-0688 ／ FAX.048-433-1530 

環境計測株式会社 さいたま事業所 

〒336-0926 
さいたま市緑区東浦和５－１８－８０ 
 
TEL.048-873-6566 ／ FAX.048-873-6566 

株式会社環境サービス 

〒355-0321 
比企郡小川町大字小川８８５－３ 
 
TEL.0493-74-0231 ／ FAX.0493-72-1850 

株式会社環境総合研究所 

〒350-0844 
川越市鴨田５９２－３ 
 
TEL.049-225-7264 ／ FAX.049-225-7346 

株式会社環境テクノ 朝霞支店 

〒351-0022 
朝霞市東弁財１－５－８ 
 
TEL.048-474-2216 ／ FAX.048-476-5915 

株式会社環境テクノ 

〒355-0008 
東松山市大字大谷３０６８－７０ 
 
TEL.0493-39-5181 ／ FAX.0493-39-5191 

環境テクノサービス株式会社 

〒160-0016 
新宿区信濃町３３ 
 
TEL.03-3355-0045 ／ FAX.03-3355-0061 

関西サービス株式会社 

〒550-0002 
大阪市西区江戸堀２－６－３３ 
 
TEL.06-6447-1163 ／ FAX.06-6447-1153 

株式会社管総研 東京支店 

〒103-0022 
中央区日本橋室町４－４－３ 
 
TEL.03-5205-1990 ／ FAX.03-5205-1994 

神田通信機株式会社 北関東支店 

〒330-0842 
さいたま市大宮区浅間町２－１６７ 
 
TEL.048-641-6068 ／ FAX.048-642-5127 

株式会社関電工 埼玉支店 

〒336-8564 
さいたま市南区根岸３－２２－１５ 
 
TEL.048-691-8480 ／ FAX.048-691-8293 
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関東いすゞ自動車株式会社 浦和支店 

〒336-0034 
さいたま市南区内谷２－１８－３６ 
 
TEL.048-861-9161 ／ FAX.048-861-9175 

関東給食株式会社 

〒101-0043 
千代田区神田富山町１－３ 金陽神田ビル８階 
 
TEL.03-3253-0884 ／ FAX.03-3253-0885 

関東港業株式会社 文化財保存対策事業部 

〒108-0023 
港区芝浦４－１７－１１ 
 
TEL.03-3456-1314 ／ FAX.03-5445-3628 

株式会社関東サービス工社 

〒336-0074 
さいたま市浦和区北浦和３－８－６ 
 
TEL.048-832-3841 ／ FAX.048-832-4191 

株式会社関東実技 

〒192-0072 
東京都八王子市南町５－８ 
 
TEL.042-627-3897 ／ FAX.042-627-3894 

関東自動車株式会社 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂３－６－１８ 
 
TEL.048-831-2611 ／ FAX.048-825-6620 

（財）関東電気保安協会 埼玉事業本部 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合４－１０－６ 
 
TEL.048-856-3051 ／ FAX.048-856-3050 

関東図書株式会社 

〒336-0021 
さいたま市南区別所３－１－１０ 
 
TEL.048-862-2901 ／ FAX.048-862-2908 

関東日産ディーゼル株式会社 埼玉販売本社 

〒365-0062 
鴻巣市大字箕田３２４１ 
 
TEL.048-597-1946 ／ FAX.048-596-1229 

関東ビル管理株式会社 

〒350-1126 
川越市旭町１－１３－２ 
 
TEL.049-241-5571 ／ FAX.049-241-0757 

関東ビル管理連合協同組合 

〒350-0041 
川越市六軒町２－１６－５檜ビル 
 
TEL.049-223-4035 ／ FAX.049-223-4037 

株式会社関東物流サービス 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町１－１９０ 
 
TEL.048-661-6655 ／ FAX.048-661-7111 
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株式会社関東マツダ 法人営業部 

〒362-0037 
上尾市上町２－１４－１６ 
 
TEL.048-774-4901 ／ FAX.048-773-1130 

北日本コンピューターサービス株式会社 

〒010-0013 
秋田市南通築地１５－３２ 
 
TEL.018-834-1811 ／ FAX.018-834-1815 

株式会社木下フレンド 

〒359-0012 
所沢市大字坂之下１１４２ 
 
TEL.04-2944-3737 ／ FAX.04-2945-1311 

キハラ株式会社 

〒101-0062 
千代田区神田駿河台３－５ 
 
TEL.03-3292-3301 ／ FAX.03-3291-5198 

株式会社木村徳太郎商店 

〒112-0004 
文京区後楽２－５－１ 
 
TEL.03-3811-2919 ／ FAX.03-3811-2787 

株式会社きもと 関東支店 

〒338-0832 
埼玉県さいたま市桜区堀９－２３－５ 
 
TEL.048-855-6122 ／ FAX.048-852-1282 

キャノンシステムアンドサポート株式会社 埼玉
大手・公共販売部 

〒336-0027 
さいたま市南区沼影１－２０－１ 
 
TEL.048-845-0235 ／ FAX.048-844-0317 

教育産業株式会社 

〒337-0032 
さいたま市見沼区東新井７３８－６ 
 
TEL.048-685-0855 ／ FAX.048-685-0726 

キョウエイ株式会社 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町３－５７１－１ 
 
TEL.048-663-9381 ／ FAX.048-663-9386 

株式会社共映 

〒270-2254 
松戸市河原塚２２１－２４ 
 
TEL.047-330-9191 ／ FAX.047-330-9190 

協栄ビルメンテナンス株式会社 埼玉支店 

〒359-1153 
所沢市上山口２１９０－７ー１０１ 
 
TEL.04-2928-7921 ／ FAX.04-2928-7923 

株式会社ぎょうせい 

〒167-8088 
杉並区荻窪４－３０－１６ 
 
TEL.03-5349-6666 ／ FAX.03-5349-6677 
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行政システム株式会社 東京支店 

〒190-0012 
立川市曙町２－３４－７ 
 
TEL.042-521-4194 ／ FAX.042-521-4193 

京セラ丸善システムインテグレーション株式会社 
東京本社 

〒108-0073 
港区三田３－１１－３４ 
 
TEL.03-6414-2851 ／ FAX.03-6414-2891 

株式会社京都科学 東京支店 

〒112-0002 
文京区小石川５－２０－４ 
 
TEL.03-3817-8070 ／ FAX.03-3817-8075 

協立機電工業株式会社 

〒162-8575 
新宿区水道町３－９ 
 
TEL.03-3268-7841 ／ FAX.03-3268-8210 

協立給食株式会社 

〒151-0053 
渋谷区代々木３－１－３ 
 
TEL.03-3370-5431 ／ FAX.03-3299-0440 

共和開発株式会社 

〒183-0005 
府中市若松町２－８－１６ 
 
TEL.042-335-1181 ／ FAX.042-335-2777 

共和技術株式会社 埼玉事業所 

〒332-0001 
川口市朝日２－２４－６ 
 
TEL.048-227-3691 ／ FAX.048-227-3692 

共和工業株式会社 

〒143-0013 
大田区大森南４－４－１６ 
 
TEL.03-3743-1131 ／ FAX.03-3742-8646 

株式会社協和コンサルタンツ 関東支店 

〒330-0843 
さいたま市大宮区吉敷町４－２６２ー６ 
 
TEL.048-645-4740 ／ FAX.048-645-4727 

極東サービス株式会社 

〒276-0022 
八千代市上高野１８２３－１ 
 
TEL.047-482-1411 ／ FAX.047-485-1627 

極東ビル管理株式会社 

〒337-0053 
さいたま市見沼区大和田町１－１８６０ 
 
TEL.048-686-8880 ／ FAX.048-686-8884 

近畿日本ツーリスト株式会社 さいたま支店 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町１－１５ 
 
TEL.048-644-7111 ／ FAX.048-644-2237 
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株式会社金聖堂情報システム 

〒350-1246 
日高市梅原９９－２ 
 
TEL.042-985-1511 ／ FAX.042-985-2900 

株式会社金門製作所 東京支店 

〒113-0023 
文京区向丘２－３－６ 
 
TEL.03-3830-3723 ／ FAX.03-3830-3707 

株式会社勤労衛生 

〒351-0111 
和光市下新倉６－１３－１５ 
 
TEL.048-461-1577 ／ FAX.048-465-5350 

株式会社鯨屋 

〒332-0034 
川口市並木４－６－１８ 
 
TEL.048-256-6321 ／ FAX.048-256-6366 

グッドジョブ株式会社 新宿オフィス東京西チー
ム 

〒160-0023 
東京都新宿区西新宿１－１－７ＭＳビル９F 
 
TEL.03-5358-5771 ／ FAX.03-5358-5786 

株式会社クボタ 東京本社 

〒103-8310 
東京都中央区日本橋室町３－１－３ 
 
TEL.03-3245-3425 ／ FAX.03-3245-3454 

クボタ環境サービス株式会社 

〒111-0036 
台東区松が谷１－３－５ 
 
TEL.03-3847-3801 ／ FAX.03-3847-3045 

クボタ機工株式会社 東京支店 

〒103-0022 
中央区日本橋室町３－２－１５ 室町センタービル３階 
 
TEL.03-3245-3481 ／ FAX.03-3245-3775 

株式会社熊谷環境分析センター 

〒360-0855 
熊谷市高柳１－７ 
 
TEL.048-532-1655 ／ FAX.048-532-1628 

株式会社クマヒラ さいたま支店 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常磐１０ー１５－１６ 常磐１０丁目ビル５Ｆ 
 
TEL.048-832-1616 ／ FAX.048-832-7501 

クマリフト株式会社 北関東営業所 

〒330-0841 
さいたま市大宮区東町１－５４ 雄飛堂ビル 
 
TEL.048-646-0515 ／ FAX.048-645-8579 

株式会社クラヤ三星堂 新座支店 

〒352-0011 
新座市野火止１－１２－４１ 
 
TEL.048-479-1122 ／ FAX.048-479-1657 
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株式会社グランデリア 

〒103-0004 
中央区東日本橋２－２３－３ 曽根原ビル７Ｆ 
 
TEL.03-3863-3101 ／ FAX.03-3863-3103 

株式会社グリーン企画社 

〒330-0075 
さいたま市浦和区針ヶ谷３－５－４ 
 
TEL.048-824-5880 ／ FAX.048-824-5885 

株式会社クリーン工房 川口支店 

〒332-0012 
川口市本町４－１－８ 川口センタービル３階 
 
TEL.048-226-5450 ／ FAX.048-226-4154 

クリーン・トラベル・サービス 

〒343-0026 
越谷市北越谷４－２４－３３ 
 
TEL.048-977-9592 ／ FAX.048-977-5784 

株式会社グリーンハウス 

〒163-1477 
東京都新宿区西新宿３－２０－２ 
 
TEL.03-3379-1211 ／ FAX.03-3370-9277 

栗橋機装株式会社 

〒332-0023 
川口市飯塚３－５－２３－１０６ 
 
TEL.048-256-3216 ／ FAX.048-251-0884 

株式会社栗原医療器械店 所沢営業所 

〒359-0023 
所沢市東所沢３－１３－９ 
 
TEL.029-251-2161 ／ FAX.029-251-2130 

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 

〒102-0083 
千代田区麹町５－４ 
 
TEL.03-5211-7731 ／ FAX.03-5211-7732 

株式会社グローバルネットワーク 

〒131-0031 
墨田区墨田３－１８－１７ 
 
TEL.03-3610-9021 ／ FAX.03-3610-9022 

グローリー株式会社 関東支店 

〒331-0814 
さいたま市北区東大成町２－６６０ 
 
TEL.048-654-8601 ／ FAX.048-654-8607 

有限会社ケイエスエンジニアリング 

〒336-0022 
さいたま市南区白幡３－１２－１５ 内田ビル３０２号 
 
TEL.048-865-4134 ／ FAX.048-865-4135 

株式会社ケイ・エム環境 

〒341-0015 
三郷市前間１４０－２ 
 
TEL.048-958-3938 ／ FAX.048-958-2602 
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計測サービス株式会社 川口事業所 

〒333-0844 
川口市上青木１－５－２８ 
 
TEL.048-252-3114 ／ FAX.048-252-3124 

ＫＤＤＩ株式会社 官公庁営業部 

〒102-8460 
千代田区飯田橋３－１０－１０ 
 
TEL.03-6678-0628 ／ FAX.03-6678-0235 

ケイティケイ株式会社 埼玉営業所 

〒338-0832 
さいたま市桜区西堀４－９－１１ 
 
TEL.048-839-9600 ／ FAX.048-839-9607 

株式会社ケイミックス 埼玉支店 

〒346-0004 
久喜市南１－７－１４ 
 
TEL.0480-21-7708 ／ FAX.0480-21-7708 

株式会社ケーアイ 

〒331-0822 
埼玉県さいたま市北区奈良町１５３－１２ 
 
TEL.048-651-3444 ／ FAX.048-651-6776 

ＫＥＥ環境サービス株式会社 

〒136-8588 
江東区南砂２－６－５ 
 
TEL.03-3645-2217 ／ FAX.03-3645-2284 

株式会社ＫＴＭ 

〒351-0001 
朝霞市上内間木４０７－５ 
 
TEL.048-456-3356 ／ FAX.048-456-2577 

株式会社ケー・デー・シー 

〒151-0073 
東京都渋谷区笹塚１－５７－７ 
 
TEL.03-5388-6551 ／ FAX.03-5388-7571 

有限会社毛塚電気商会 

〒351-0113 
和光市中央２－３－２１ 
 
TEL.048-461-1335 ／ FAX.048-461-1314 

株式会社言語戦略研究所 ＴＲＩＬＳ 

〒366-0825 
深谷市深谷町１１－７ 
 
TEL.048-571-5050 ／ FAX.048-574-5050 

株式会社現代けんこう出版 

〒130-0026 
墨田区両国１－１２－８ 
 
TEL.03-3846-1088 ／ FAX.03-3846-1189 

有限会社現代興業 

〒289-3184 
千葉県匝瑳市恒田７９５１－１４１ 
 
TEL.0479-67-2326 ／ FAX.0479-67-5677 



平成１９・２０年度和光市入札参加資格者名簿（物品等） 
平成１９年４月１日現在 
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株式会社ケント・コーポレーション 

〒330-0052 
さいたま市浦和区本太２－９－２４ 
 
TEL.048-882-5735 ／ FAX.048-882-5613 

有限会社県南管理興業 

〒330-0852 
さいたま市大宮区大成町３－４１４－２ 
 
TEL.048-651-2328 ／ FAX.048-661-6069 

研友社印刷株式会社 

〒351-0101 
埼玉県和光市白子３－３５－９ 
 
TEL.048-463-1411 ／ FAX.048-464-3041 

兼立電工株式会社 

〒360-0111 
熊谷市押切２６３２－１ 
 
TEL.048-536-1155 ／ FAX.048-536-5139 

株式会社コイヌマ 所沢営業所 

〒359-0038 
所沢市北秋津１４０－１ 
 
TEL.04-2923-1321 ／ FAX.04-2923-0245 

公共地研株式会社 

〒333-0844 
川口市上青木４－２－２２ 
 
TEL.048-297-5751 ／ FAX.048-297-5665 

有限会社幸信綜合印刷 

〒351-0023 
朝霞市溝沼３－５－５３ 
 
TEL.048-466-0839 ／ FAX.048-466-0867 

有限会社コウスイ書道総合センター 

〒351-0101 
埼玉県和光市白子２－１５－１ー２０１ 
 
TEL.048-464-8974 ／ FAX.048-464-8974 

株式会社交設 

〒362-0059 
上尾市平方４２８０－１ 
 
TEL.048-781-2590 ／ FAX.048-781-3641 

光兆産業 株式会社 

〒350-0809 
川越市鯨井新田６－１ 第三今泉ビル３F 
 
TEL.049-239-6300 ／ FAX.049-239-6311 

株式会社江東微生物研究所 東京支所 

〒133-0057 
江戸川区西小岩５－１８－６ 
 
TEL.03-3672-1251 ／ FAX.03-3671-6606 

株式会社コウヨウ 

〒110-0002 
台東区上野桜木２－１０－１２ 
 
TEL.03-3821-5131 ／ FAX.03-3821-5133 
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電話／ファクシミリ 

株式会社光洋 

〒236-0004 
横浜市金沢区福浦１－１１ 
 
TEL.045-701-2210 ／ FAX.045-785-3737 

有限会社恒和戸田音響サービス 

〒335-0011 
戸田市下戸田１－１８－２６ 
 
TEL.048-445-6118 ／ FAX.048-441-6975 

コーエイ株式会社 EC事業部 さいたま営業所 

〒331-0057 
さいたま市西区中野林６５－１ 
 
TEL.048-620-2323 ／ FAX.048-625-2461 

株式会社コーエー 

〒300-1535 
茨城県取手市清水甲７４７ 
 
TEL.0297-83-2424 ／ FAX.0297-83-6464 

株式会社コーシンメディカルサポート 

〒358-0032 
入間市大字狭山ケ原２４７－１ 
 
TEL.04-2934-8211 ／ FAX.04-2934-4001 

郡リース株式会社 埼玉支店 

〒330-0803 
さいたま市大宮区高鼻町１－３１－１ＴＯＰＳ大宮ビル５Ｆ 
 
TEL.048-645-2781 ／ FAX.048-645-2782 

国際警備株式会社 埼玉支社 

〒336-0011 
さいたま市浦和区高砂２－３－１８ 
 
TEL.048-831-9191 ／ FAX.048-831-9192 

国際航業株式会社 埼玉支店 

〒337-0051 
さいたま市見沼区東大宮５－３－２ 
 
TEL.048-686-1220 ／ FAX.048-686-8387 

国際チャート株式会社 

〒363-0002 
埼玉県桶川市赤堀１－３０ 
 
TEL.048-728-8314 ／ FAX.048-728-8249 

株式会社国際マイクロ写真工業社 

〒162-0833 
新宿区箪笥町４－３ 
 
TEL.03-3260-5931 ／ FAX.03-3269-4387 

国土地図株式会社 

〒161-0031 
新宿区西落合２－１２－５ 
 
TEL.03-3953-5879 ／ FAX.03-3953-5963 

コクヨ東京販売株式会社 埼玉支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ 
 
TEL.048-631-0701 ／ FAX.048-631-0705 



平成１９・２０年度和光市入札参加資格者名簿（物品等） 
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コスモ工機株式会社 

〒105-0004 
港区新橋２－１６－１－７０１ニュー新橋ビル７０６号 
 
TEL.03-3503-8838 ／ FAX.03-3503-8818 

株式会社コスモリサーチ 埼玉営業所 

〒352-0012 
新座市畑中３－３－１－６０５ 
 
TEL.048-489-5391 ／ FAX.03-489-5392 

株式会社コトブキ 北関東支店 

〒330-0062 
さいたま市浦和区仲町４－２－２０ 三井住友海上浦和ビル５階 
 
TEL.048-836-2391 ／ FAX.048-861-1151 

壽觀光株式会社 

〒177-0044 
練馬区上石神井３－１６－７ ロイヤルステージ１Ｆ１０１ 
 
TEL.03-3920-2510 ／ FAX.03-3920-2115 

株式会社コナミスポーツ＆ライフ 

〒140-0002 
品川区東品川４－１０－１ 
 
TEL.03-5783-0839 ／ FAX.03-5783-0840 

コニカミノルタメディカル株式会社 所沢営業所 

〒350-1126 
埼玉県川越市旭町１－１５－７ 
 
TEL.049-291-4811 ／ FAX.049-291-4818 

コマツ医科工業株式会社 川越事業所 

〒350-0032 
川越市大字大仙波４４３－１ 
 
TEL.049-227-7400 ／ FAX.049-227-7339 

株式会社小松医療商会 

〒350-1131 
川越市岸町２－２－２ 
 
TEL.049-244-1121 ／ FAX.049-242-6781 

小松自動車工業株式会社 

〒140-0011 
品川区東大井１－７－５ 
 
TEL.03-3474-0211 ／ FAX.03-3474-0436 

コマツハウス株式会社 さいたま営業所 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町３－１１－３ 栗原ビル 
 
TEL.048-657-9071 ／ FAX.048-657-9075 

株式会社コムスン 

〒106-6135 
港区六本木６－１０－１ 
 
TEL.03-5772-7100 ／ FAX.03-5772-7111 

小山株式会社 埼玉営業所 

〒359-0002 
所沢市大字中富２５４－２ 
 
TEL.04-2990-1515 ／ FAX.04-2990-1518 
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株式会社小山商会 北関東営業所 

〒362-0072 
上尾市中妻３－４－４ 
 
TEL.048-775-7311 ／ FAX.048-773-0956 

有限会社金剛測量製図器械店 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂４－７－１３ 
 
TEL.048-862-3111 ／ FAX.048-862-3115 

株式会社サーベイリサーチセンター 営業部 

〒116-8581 
荒川区西日暮里２－４０－１０ 
 
TEL.03-3802-6727 ／ FAX.03-3802-6728 

株式会社サイオー 

〒330-0064 
さいたま市浦和区岸町７－１２－４ 
 
TEL.048-710-5588 ／ FAX.048-710-5577 

再開発振興株式会社 

〒103-0014 
中央区日本橋蛎殻町１－１１－１ 
 
TEL.03-3667-4985 ／ FAX.03-3667-9637 

株式会社埼環研 

〒351-0014 
朝霞市膝折町４－１１－２２ 
 
TEL.048-464-4411 ／ FAX.048-466-1276 

彩環ビル管理共同組合 

〒330-0073 
さいたま市浦和区元町２－６２－１ 
 
TEL.048-883-1021 ／ FAX.048-881-7600 

埼京東和薬品株式会社 

〒362-0807 
北足立郡伊奈町壽４－３２ 
 
TEL.048-720-5111 ／ FAX.048-720-5050 

株式会社埼京プロテック 

〒338-0837 
さいたま市桜区田島９－３１－１ 
 
TEL.048-861-5377 ／ FAX.048-861-5065 

埼群いすゞモーター株式会社 新座営業所 

〒352-0011 
新座市野火止４－５－４３ 
 
TEL.048-479-2721 ／ FAX.048-489-1041 

彩光設計コンサルタント 株式会社 

〒332-0021 
川口市西川口１－２８－１ 
 
TEL.048-252-2110 ／ FAX.048-252-2114 

株式会社サイサン 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１１－５ 
 
TEL.048-641-8211 ／ FAX.048-645-2325 
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有限会社サイシン広告 

〒369-1871 
秩父市下影森４０５７－１１ 
 
TEL.0494-24-3995 ／ FAX.0494-24-3982 

埼玉環境衛生株式会社 

〒350-0208 
坂戸市戸宮２３６－３ 
 
TEL.049-281-8843 ／ FAX.049-282-3429 

埼玉協立オート・ドア株式会社 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－７４８ 
 
TEL.048-644-0541 ／ FAX.048-688-0500 

株式会社埼玉空調メンテナンス 

〒331-0071 
さいたま市西区大字高木７０６－２ 
 
TEL.048-624-1521 ／ FAX.048-625-1141 

株式会社埼玉計算センター 

〒359-1141 
所沢市小手指町４－１６－７ 
 
TEL.04-2949-5611 ／ FAX.04-2949-5614 

埼玉県害虫防除事業協同組合 

〒338-0812 
さいたま市桜区神田６０９ 
 
TEL.048-854-4817 ／ FAX.048-854-4846 

社団法人埼玉県環境検査研究協会 

〒330-0855 
さいたま市大宮区上小町１４５０－１１ 
 
TEL.048-649-1151 ／ FAX.048-649-5543 

（財）埼玉県健康づくり事業団 

〒338-0824 
さいたま市桜区大字上大久保５１９ 
 
TEL.048-859-5160 ／ FAX.048-840-3261 

埼玉建築物総合管理協同組合 

〒330-0803 
さいたま市大宮区高鼻町１－３７－２ 昌栄ビル２階 
 
TEL.048-649-6277 ／ FAX.048-649-0278 

有限会社埼玉交通企画 

〒336-0025 
さいたま市南区文蔵２－１－４ 
 
TEL.048-844-6353 ／ FAX.048-844-6344 

有限会社埼玉こどものとも社 

〒363-0014 
桶川市神明２－４－７ 
 
TEL.048-774-8011 ／ FAX.048-774-8051 

株式会社埼玉消毒 

〒350-1335 
狭山市柏原１１０６ 
 
TEL.04-2953-2754 ／ FAX.04-2953-4584 
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埼玉消防機械株式会社 

〒368-0042 
秩父市東町７－５ 
 
TEL.0494-23-0111 ／ FAX.0494-22-0748 

株式会社埼玉総合宣伝センター 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂２－３－１０ 黒澤ビル 
 
TEL.048-825-7531 ／ FAX.048-825-7536 

株式会社埼玉第一興商 営業開発課 

〒331-0825 
さいたま市北区櫛引町２－２９６ 
 
TEL.048-667-1393 ／ FAX.048-653-2721 

埼玉ダイハツ販売株式会社 

〒336-0024 
さいたま市南区根岸５－１６－６ 
 
TEL.048-865-0115 ／ FAX.048-862-3911 

埼玉田中電気株式会社 

〒336-0026 
さいたま市南区辻１－３－１８ 
 
TEL.048-845-6511 ／ FAX.048-845-6515 

埼玉中央ビルメンテナンス協同組合 

〒331-0822 
さいたま市北区奈良町９５－５ 
 
TEL.048-654-0800 ／ FAX.048-661-9500 

株式会社埼玉ディエスジャパン 

〒344-0002 
春日部市樋籠５１８－３ 
 
TEL.048-760-4811 ／ FAX.048-755-0418 

株式会社埼玉電算センター 大宮営業所 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町２－１８６４－１０ ＳＳＣビル６Ｆ 
 
TEL.048-654-4510 ／ FAX.048-654-4520 

埼玉東京冷機株式会社 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町２－３９－１３ 
 
TEL.048-661-2211 ／ FAX.048-654-2641 

埼玉東興株式会社 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町４－４－５４ 
 
TEL.048-664-8835 ／ FAX.048-664-0366 

埼玉トヨタ自動車株式会社 朝霞店 

〒351-0014 
埼玉県朝霞市膝折町２－１２－５０ 
 
TEL.048-463-2211 ／ FAX.048-463-2215 

埼玉美装株式会社 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
 
TEL.048-647-3800 ／ FAX.048-647-3802 
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（社福）埼玉福祉会 

〒352-0023 
新座市堀ノ内３－７－３１ 
 
TEL.048-481-2181 ／ FAX.048-479-1809 

さいたまプリロ株式会社 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町３－８ 
 
TEL.048-747-3333 ／ FAX.048-668-0919 

埼玉保育教販株式会社 川越営業所 

〒350-1167 
川越市大袋新田８３２－２ 
 
TEL.049-243-5069 ／ FAX.049-243-5024 

埼玉薬品株式会社 

〒337-0007 
埼玉県さいたま市見沼区卸町１－４３ 
 
TEL.048-686-5221 ／ FAX.048-686-3332 

株式会社埼玉ヤマゼン 

〒369-1223 
大里郡寄居町大字三ヶ山２５０－１ 
 
TEL.048-582-5503 ／ FAX.048-582-5506 

株式会社埼玉ヤマト 

〒331-0813 
さいたま市北区植竹町１－７２５ 
 
TEL.048-664-3884 ／ FAX.048-664-3907 

有限会社埼玉幼保 

〒331-0047 
さいたま市西区大字指扇１２１５－ 
 
TEL.048-622-0009 ／ FAX.048-622-0008 

埼玉ライフサービス株式会社 

〒338-0837 
さいたま市桜区田島４－９－８ 
 
TEL.048-866-7200 ／ FAX.048-865-3480 

株式会社埼玉ワンダー社 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂４－１３－１８ 
 
TEL.048-862-1455 ／ FAX.048-862-1467 

株式会社サイボウ 

〒337-0004 
さいたま市見沼区卸町２－６－１５ 
 
TEL.048-687-3131 ／ FAX.048-687-2001 

埼北産業株式会社 

〒331-0811 
さいたま市北区吉野町１－３９４ 
 
TEL.048-664-5559 ／ FAX.048-666-7818 

坂戸防災株式会社 

〒350-0235 
坂戸市三光町３６－１ 
 
TEL.049-281-5243 ／ FAX.049-282-2085 



平成１９・２０年度和光市入札参加資格者名簿（物品等） 
平成１９年４月１日現在 

32／102 

商号・名称 
所 在 地 

電話／ファクシミリ 

有限会社栄和サービス 

〒338-0823 
さいたま市桜区栄和２－５－１１ 
 
TEL.048-853-0554 ／ FAX.048-859-4344 

株式会社サクライ楽器 

〒351-0114 
和光市本町１０－１ 
 
TEL.048-464-0511 ／ FAX.048-464-0511 

さくら教育社 

〒353-0002 
志木市中宗岡２－２５－１０ 
 
TEL.048-475-0065 ／ FAX.048-475-2086 

櫻コンクリート株式会社 

〒361-0002 
埼玉県行田市大字酒巻２０４７－６ 
 
TEL.048-557-1340 ／ FAX.048-557-2883 

株式会社桜メンテナンス 

〒351-0007 
朝霞市岡２－１－１９ 
 
TEL.048-461-3211 ／ FAX.048-461-3255 

株式会社笹屋 

〒176-0076 
練馬区土支田１－６－２２ 
 
TEL.03-3924-5096 ／ FAX.03-3924-5096 

有限会社サタケポンプ商会 

〒353-0003 
志木市下宗岡４－３０－２６ 
 
TEL.049-473-6213 ／ FAX.049-475-2223 

株式会社サニクリーン東京 

〒216-0011 
川崎市宮前区大蔵２－１８－１２ 
 
TEL.044-977-3222 ／ FAX.044-976-3288 

株式会社澤速記事務所 

〒155-0031 
世田谷区北沢２－２２－１３ ＸＡビル３階 
 
TEL.03-3413-5821 ／ FAX.03-3412-1255 

株式会社サンアメニティ 埼玉支社 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町１－７－２ 
 
TEL.048-665-7594 ／ FAX.048-665-7595 

株式会社産栄 

〒350-0821 
川越市福田５０１ 
 
TEL.049-255-5141 ／ FAX.049-255-5169 

三栄管理興業株式会社 川越支店 

〒350-0846 
川越市大字中老袋１１０－４ 
 
TEL.049-226-5860 ／ FAX.048-542-0279 
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株式会社三栄興業 

〒341-0044 
三郷市戸ケ崎３－３０２ 
 
TEL.048-955-1632 ／ FAX.048-952-5543 

三栄産業株式会社 

〒352-0003 
新座市北野２－１７－１２ 
 
TEL.048-478-5569 ／ FAX.048-477-3498 

三英テクノサービス株式会社 

〒278-0021 
千葉県野田市堤根新田１１９－８ 
 
TEL.04-7125-0033 ／ FAX.04-7125-0044 

サンエス技研株式会社 

〒151-0061 
渋谷区初台１－４７－１ 
 
TEL.03-3375-1811 ／ FAX.03-3375-1815 

株式会社サンオート 

〒171-0014 
豊島区池袋２－１６－２ 
 
TEL.03-3986-3808 ／ FAX.03-3986-3976 

三協フロンテア株式会社 さいたま支店 

〒330-0854 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４０ 第一山崎ビル４階 
 
TEL.048-648-1148 ／ FAX.048-657-2040 

株式会社産業分析センター 草加試験所 

〒340-0023 
草加市谷塚町４０５ 
 
TEL.048-924-7151 ／ FAX.048-928-3587 

燦クリーン株式会社 

〒359-1141 
所沢市小手指町１ー４２ー２４ 
 
TEL.04-2929-5611 ／ FAX.04-2929-5610 

株式会社三幸コミュニテイマネジメント 埼玉本
店 

〒350-1131 
川越市六軒町２－１６－５檜ビル７階 
 
TEL.049-223-5553 ／ FAX.049-223-5554 

三光産業株式会社 

〒158-0082 
世田谷区等々力６－３－２１ 
 
TEL.03-3703-4554 ／ FAX.03-3703-4557 

三弘紙業株式会社 朝霞営業所 

〒351-0024 
朝霞市泉水１－８－２１ 
 
TEL.048-464-5255 ／ FAX.048-464-6349 

サンコー機材株式会社 

〒196-0014 
昭島市田中町１－３６－１２ 
 
TEL.042-543-8811 ／ FAX.042-546-5116 
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三正設備工業株式会社 

〒351-0115 
和光市新倉１－１８－４６ 
 
TEL.048-463-3730 ／ FAX.048-464-3679 

三信電気株式会社 ソリューション営業本部 

〒108-8404 
港区芝４－４－１２ 
 
TEL.03-5484-7285 ／ FAX.03-3456-3304 

株式会社サンスイ 

〒142-0061 
品川区小山台１－１７－１５ 
 
TEL.03-5773-5425 ／ FAX.03-5773-5426 

三精輸送機株式会社 東京支店 

〒160-0022 
東京都新宿区新宿４－３－１７ 
 
TEL.03-3356-5651 ／ FAX.03-3341-2091 

三造環境エンジニアリング株式会社 

〒134-0088 
江戸川区西葛西８－４－６ 
 
TEL.03-3675-2089 ／ FAX.03-3675-2504 

サンテクノサービス株式会社 関東支店 

〒154-0016 
世田谷区弦巻３－１２－１ サンライズⅡ 
 
TEL.03-5451-0789 ／ FAX.03-5451-0709 

山王テック株式会社 

〒351-0113 
和光市中央２－３－７ 
 
TEL.048-466-1081 ／ FAX.048-463-7711 

有限会社サンパイサービス 

〒350-1151 
川越市大字今福２８７８－５ 
 
TEL.049-242-6314 ／ FAX.049-241-0258 

有限会社サンフレッシュ 

〒179-0073 
練馬区田柄４－２０－３０ 
 
TEL.03-5383-0010 ／ FAX.03-5383-0020 

株式会社サンペイ 

〒175-0081 
東京都板橋区新河岸２－９－５ 
 
TEL.03-3938-7200 ／ FAX.03-3939-2060 

三洋安全株式会社 

〒352-0021 
新座市あたご３－１５－１１ 
 
TEL.048-479-1961 ／ FAX.048-479-1949 

三洋コマーシャルサービス株式会社 関東サポー
トセンター大宮サ 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町１－２６１－２ 
 
TEL.048-653-6821 ／ FAX.048-653-6831 
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有限会社三洋社 

〒351-0115 
和光市新倉２－２０－９６ 
 
TEL.048-461-2093 ／ FAX.048-464-1407 

サンラット株式会社 

〒336-0816 
川越市上戸９５－１ 
 
TEL.049-232-2400 ／ FAX.049-233-8164 

株式会社サンリーク 東京支店 

〒114-0002 
北区王子１－２９－１ 
 
TEL.03-5959-7961 ／ FAX.03-5959-7962 

株式会社サンリツ 

〒276-0022 
千葉県八千代市上高野１３５３－２５ 
 
TEL.047-487-2880 ／ FAX.048-487-2872 

株式会社サンワ 埼玉支店 

〒336-0017 
さいたま市南区南浦和２－７－１７ 
 
TEL.048-811-2010 ／ FAX.048-881-7177 

株式会社サンワールド 

〒346-0029 
久喜市大字江面４０３ 
 
TEL.0480-22-5665 ／ FAX.0480-22-5271 

株式会社三和広告社 埼玉本部 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤４－１２－１３ 
 
TEL.048-833-3121 ／ FAX.048-833-6988 

三和航測株式会社 埼玉営業所 

〒336-0015 
さいたま市南区太田窪２－５－６ 
 
TEL.048-887-9101 ／ FAX.048-887-9691 

三和シャッター工業株式会社 埼玉支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町２－７８－１５ 
 
TEL.048-665-3030 ／ FAX.048-665-2149 

三和体育製販株式会社 

〒332-0027 
川口市緑町９－１５ 
 
TEL.048-255-6121 ／ FAX.048-251-1800 

株式会社サンワックス さいたま支店 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤1-3-9 ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞ常盤405 
 
TEL.048-829-2155 ／ FAX.048-829-2157 

三和舞台株式会社 

〒123-0864 
足立区鹿浜６－１５－１８ 
 
TEL.03-3855-5411 ／ FAX.03-3855-5414 
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株式会社ＧＩＳ関東 川越支店 

〒350-1137 
埼玉県川越市砂新田５－２９－１５ 
 
TEL.049-241-2331 ／ FAX.049-241-2323 

ジーイーキャピタルリーシング株式会社 

〒107-6114 
港区赤坂５－２－２０ 
 
TEL.03-5544-4600 ／ FAX.03-5544-4954 

ジーイー横河メディカルシステム株式会社 埼玉
支店 

〒330-0834 
さいたま市大宮区天沼町１－３１３－２ 
 
TEL.048-658-3450 ／ FAX.048-658-3444 

ＣＳＳクレセント株式会社 

〒103-0001 
中央区日本橋小伝馬町１４－７ 
 
TEL.03-3662-2308 ／ FAX.03-3662-2307 

ジーエムいちはら工業株式会社 

〒322-0046 
鹿沼市樅山町上原２６７ 
 
TEL.0289-64-1511 ／ FAX.0289-64-1514 

有限会社シー・ジー・エス 

〒350-1137 
川越市砂新田４－１２－１５－２０２ 
 
TEL.049-247-0861 ／ FAX.049-241-3552 

株式会社ジーシーシー 埼玉支社 

〒360-0037 
埼玉県熊谷市筑波２－１５三井生命熊谷ビル９階 
 
TEL.048-501-0370 ／ FAX.048-501-0372 

株式会社ジーシーシー自治体サービス 

〒379-2154 
前橋市天川大島町１１２５ 
 
TEL.027-263-7102 ／ FAX.027-263-7135 

株式会社シーフォービジネスインテグレーション 
富士通オープン 

〒359-1116 
所沢市東町グリーンビル４階 
 
TEL.04-2929-4934 ／ FAX.04-2929-4935 

ＪＦＥ環境サービス株式会社 

〒230-0044 
神奈川県横浜市鶴見区弁天町３ 
 
TEL.045-502-2226 ／ FAX.045-506-2709 

ＪＦＥテクノリサーチ株式会社 埼玉営業所 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合２－４－５－５０１ 
 
TEL.048-854-7928 ／ FAX.048-854-7928 

ジェイフィルム株式会社 

〒101-0031 
千代田区東神田２－５－１５ 
 
TEL.03-3862-9330 ／ FAX. 
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株式会社ジェービーエム事業本部 

〒350-1175 
川越市笠幡２７１６－２ 
 
TEL.049-231-7212 ／ FAX.049-231-7206 

株式会社ジェッセ 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合８－２－１２ 
 
TEL.048-859-9095 ／ FAX.048-859-9096 

株式会社ジェネッツ 

〒260-0028 
千葉市中央区新町１８－１０ 千葉第一生命ビルディング 
 
TEL.043-302-3666 ／ FAX.043-302-5655 

志木家田化学株式会社 

〒352-0004 
新座市大和田１－６－１５ 
 
TEL.048-477-3905 ／ FAX.048-478-4816 

志木機材株式会社 

〒353-0002 
志木市中宗岡３－２３－３２ 
 
TEL.048-472-6411 ／ FAX.048-475-0342 

敷島カンバス株式会社 東京支社 

〒103-0023 
中央区日本橋本町１－１０－５ 
 
TEL.03-3231-5333 ／ FAX.03-3231-5335 

志木防災設備 

〒353-0007 
志木市柏町４－３－７４ 
 
TEL.048-474-0059 ／ FAX.048-474-0059 

有限会社志木リサイクル 

〒353-0002 
志木市中宗岡５－１４－２７ 
 
TEL.048-471-1931 ／ FAX.048-471-1986 

有限会社シグナル 

〒065-0015 
北海道札幌市東区北１５条東１８－１－２６ 
 
TEL.011-783-9090 ／ FAX.011-783-9555 

株式会社システック 

〒123-0865 
足立区新田３－２４－８ 
 
TEL.03-3914-4257 ／ FAX.03-3914-4691 

株式会社システムジェイ・エム 

〒330-0852 
さいたま市大宮区大成町３－４１４－２ 
 
TEL.048-662-1721 ／ FAX.048-665-1514 

株式会社自然 

〒338-0837 
埼玉県さいたま市桜区田島８－６－１７ 
 
TEL.048-863-2736 ／ FAX.048-864-4821 
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シダックスフードサービス株式会社 

〒182-0021 
調布市調布ヶ丘３－６－３ 
 
TEL.03-5784-8866 ／ FAX.03-5784-8832 

シチズンＴＩＣ株式会社 東京支店 

〒184-0013 
小金井市前原町５－６－１２ 
 
TEL.042-386-2261 ／ FAX.042-386-2222 

株式会社島興 

〒336-0025 
さいたま市南区文蔵３－２８－６ 
 
TEL.048-836-2725 ／ FAX.048-836-2726 

清水工業株式会社 

〒351-0114 
埼玉県和光市本町１７－３４ 
 
TEL.048-463-7622 ／ FAX.048-463-0323 

株式会社下倉楽器 

〒101-0062 
千代田区神田駿河台２－２ 
 
TEL.03-3293-7706 ／ FAX.03-3293-0258 

株式会社四門 埼玉支店 

〒330-0074 
さいたま市浦和区北浦和２－１４－８ ＫＳハイツ北浦和１０７ 
 
TEL.048-814-3221 ／ FAX.048-814-3225 

株式会社社会構想研究所 

〒105-0003 
港区西新橋２－１３－１６ 
 
TEL.03-3508-0025 ／ FAX.03-3508-0919 

株式会社社会保険出版社 

〒101-0064 
千代田区猿楽町１－５－１８ 
 
TEL.03-3291-9841 ／ FAX.03-3291-9847 

株式会社ジャクエツ 所沢店 

〒359-1111 
埼玉県所沢市緑町３－８－１３ 
 
TEL.04-2923-0081 ／ FAX.04-2923-1191 

株式会社ジャスト 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－４６３ 
 
TEL.048-647-3290 ／ FAX.048-644-4864 

蛇の目ミシン工業株式会社 法人事業部 

〒104-8311 
中央区京橋３－１－１ 
 
TEL.03-3277-2252 ／ FAX.03-3277-2294 

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 

〒610-1131 
京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町２８－１５ 
 
TEL.075-924-2582 ／ FAX.075-924-2803 
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株式会社ジャパンウォーター 

〒162-0053 
新宿区原町３－３３－２ 
 
TEL.03-3200-3201 ／ FAX.03-3200-3260 

ジャパンシステム株式会社 

〒154-8541 
世田谷区池尻２－３１－２４ 
 
TEL.03-3795-1331 ／ FAX.03-3795-8755 

株式会社ジャパントータルビルシステム 

〒169-0072 
新宿区大久保２－６－１７シルバープラザ新宿第２ 
 
TEL.03-3207-1027 ／ FAX.03-3207-1028 

株式会社ジャパン・リリーフ 東京支店 

〒101-0023 
千代田区神田松永町１８－１ 
 
TEL.03-5297-8544 ／ FAX.03-5297-8564 

株式会社秀飯舎 

〒331-0058 
さいたま市西区大字飯田７０ 
 
TEL.048-624-1121 ／ FAX.048-624-1125 

首都圏環境サービス株式会社 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合１－１０－２４ 
 
TEL.048-840-2090 ／ FAX.048-840-2091 

首都圏産業株式会社 

〒332-0012 
川口市本町４－３－６ 
 
TEL.048-223-7251 ／ FAX.048-222-7401 

首都圏建物サービス協同組合 

〒337-0053 
さいたま市見沼区大和田町２－１３２１－２ 
 
TEL.048-647-6888 ／ FAX.048-648-357 

首都圏リース株式会社 

〒101-0052 
東京都千代田区神田小川町１－２ 
 
TEL.03-5297-7211 ／ FAX.03-5297-7327 

㈱順和商事 

〒343-0102 
北葛飾郡松伏町築比地９２３－１２ 
 
TEL.048-992-2591 ／ FAX.048-992-2596 

城西エアコン株式会社 

〒351-0101 
和光市白子３－５－９ 
 
TEL.048-463-2416 ／ FAX.048-465-6410 

株式会社城西企業 埼玉支店 

〒359-0025 
所沢市上安松１１０６－２ 
 
TEL.04-2991-4382 ／ FAX.04-2991-4383 
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昇寿チャート株式会社 埼玉営業所 

〒333-0845 
川口市上青木西１－４－９ 
 
TEL.048-252-1936 ／ FAX.048-256-4703 

株式会社昇寿堂 埼玉出張所 

〒359-1146 
所沢市小手指南２－１３－１５ 
 
TEL.04-2938-5320 ／ FAX.04-2938-5323 

株式会社昭誠堂 

〒335-0011 
戸田市下戸田１－１７－９ 
 
TEL.048-441-2188 ／ FAX.048-433-7401 

株式会社昭文社 

〒102-8238 
千代田区麹町３－１ 
 
TEL.03-3556-8156 ／ FAX.03-3556-8162 

情報システム監査株式会社 東京支社 

〒108-0075 
港区港南２－１２－２７イケダヤ品川ビル西棟８階 
 
TEL.03-5783-8680 ／ FAX.03-5783-5679 

情報通信システムエンジニアリング株式会社 

〒105-0004 
港区新橋５－３５－１０ 
 
TEL.03-3434-1041 ／ FAX.03-3434-5195 

常陽メンテナンス株式会社 さいたま支店 

〒338-0013 
埼玉県さいたま市中央区鈴谷２－７９４ ミオ浦和２０１ 
 
TEL.048-859-5131 ／ FAX.0297-73-3881 

昭和株式会社 埼玉支社 

〒330-0074 
さいたま市浦和区北浦和５－５－９ 
 
TEL.048-831-4828 ／ FAX.048-831-4867 

昭和技研株式会社 

〒336-0015 
さいたま市南区太田窪２－６－８ 
 
TEL.048-882-4080 ／ FAX.048-885-5228 

昭和工業株式会社 さいたま営業所 

〒336-0031 
さいたま市南区鹿手袋２－１２－７ 
 
TEL.048-839-5461 ／ FAX.048-839-5463 

株式会社昭和綜合サービス 

〒336-0015 
さいたま市南区大字太田窪２７４５ 
 
TEL.048-832-8100 ／ FAX.048-831-1212 

株式会社ショービ 

〒350-1137 
川越市砂新田２５７１－３１ 
 
TEL.049-247-5472 ／ FAX.049-247-1087 
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株式会社ショーモン 

〒337-0024 
さいたま市見沼区大字片柳１０４５－１ 
 
TEL.048-684-6839 ／ FAX.048-683-9090 

ジョンソンコントロールズ株式会社 北関東支店 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町２－２３ 菱屋ビルＡ館５階 
 
TEL.048-640-1791 ／ FAX.048-640-1794 

白川舞台機構株式会社 

〒338-0835 
さいたま市桜区道場７０９－１ 
 
TEL.048-856-0865 ／ FAX.048-856-0868 

株式会社シルバーホクソン 

〒332-0031 
川口市青木３－２－１ 
 
TEL.048-256-5252 ／ FAX.048-255-0646 

城山産業株式会社 埼玉支店 

〒343-0845 
越谷市南越谷４－２３－１３ 
 
TEL.048-987-1081 ／ FAX.048-987-1080 

シンコースポーツ株式会社 埼玉支店 

〒332-0006 
川口市末広１－１９－１１ 
 
TEL.048-254-6336 ／ FAX.048-254-6332 

社団法人新情報センター 

〒150-0013 
渋谷区恵比寿１－１３－６ 恵比寿ＩＳビル内 
 
TEL.03-3473-5231 ／ FAX.03-3473-5353 

新生ビルテクノ株式会社 川口支店 

〒332-0017 
川口市栄町３－３－３ 
 
TEL.048-254-5095 ／ FAX.048-258-6701 

神星リース株式会社 

〒352-0001 
埼玉県新座市東北２－１３－３ 
 
TEL.048-472-2625 ／ FAX.048-480-3931 

新東産業株式会社 

〒150-0002 
渋谷区渋谷２－１２－１９東建インターナショナルビル３階 
 
TEL.03-3400-4141 ／ FAX.03-3400-9617 

新南株式会社 

〒141-0021 
東京都品川区上大崎４－５－３３ 
 
TEL.03-5740-5331 ／ FAX.03-5740-5332 

株式会社新日警備保障 

〒353-0004 
志木市本町６－６－１４ 
 
TEL.048-471-3026 ／ FAX.048-471-3043 
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新日本法規出版株式会社 

〒460-8455 
名古屋市中区栄１－２３－２０ 
 
TEL.052-211-5788 ／ FAX.052-212-5796 

新日本エグザ株式会社 

〒362-0075 
上尾市柏座１－１０－３－９８ 
 
TEL.048-774-7731 ／ FAX.048-775-3006 

新日本厨機株式会社 埼玉営業所 

〒342-0042 
吉川市中野２９８－１ 
 
TEL.048-982-4019 ／ FAX.048-982-4030 

株式会社人文社 

〒112-0012 
文京区大塚４－４１－１２ 第２マルナカビル 
 
TEL.03-3946-3642 ／ FAX.03-3946-3672 

株式会社新明 

〒350-0219 
埼玉県坂戸市大字片柳２１４８－３ 
 
TEL.049-282-1586 ／ FAX.049-283-9130 

シンレキ工業株式会社 熊谷事業所 

〒360-0023 
熊谷市佐谷田２９７６ 
 
TEL.048-523-6611 ／ FAX.048-523-6613 

新和企業株式会社 

〒104-0032 
中央区八丁堀４－１１－５ 
 
TEL.03-3553-8511 ／ FAX.03-3552-9574 

株式会社親和整管 

〒351-0025 
朝霞市三原４－１０－５５ 
 
TEL.048-465-2586 ／ FAX.048-465-2582 

進和テック株式会社 埼玉営業所 

〒333-0845 
川口市上青木西１－８－３３ 
 
TEL.048-240-0615 ／ FAX.048-240-0616 

株式会社水世 

〒110-0015 
東京都台東区東上野３－１－１０ 
 
TEL.03-5806-2520 ／ FAX.03-5806-2545 

水道機工株式会社 関東支店 

〒336-0017 
埼玉県さいたま市南区南浦和２－４４－９ 
 
TEL.048-887-7951 ／ FAX.048-887-7958 

水道マッピングシステム株式会社 

〒160-0014 
新宿区内藤町８７ 
 
TEL.03-3357-3020 ／ FAX.03-3357-3066 
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鈴木運輸株式会社 

〒174-0042 
板橋区東坂下１－１９－１９ 
 
TEL.03-3968-1656 ／ FAX.03-3968-4105 

株式会社鈴木商館 北関東支店 

〒362-0011 
上尾市平塚７３ 
 
TEL.048-721-0685 ／ FAX.048-722-5264 

有限会社鈴木商事 

〒337-0051 
さいたま市見沼区東大宮１－１７－１２ 
 
TEL.048-686-7533 ／ FAX.048-686-7570 

鈴木電気管理事務所 

〒351-0104 
和光市南１－３４－１－８１０ 
 
TEL.048-469-3677 ／ FAX.048-469-3677 

株式会社鈴光水産 

〒352-0023 
新座市堀の内１－２－２２ 
 
TEL.048-477-6787 ／ FAX.048-477-6716 

住化エンビロサイエンス株式会社 東京支店 

〒334-0076 
川口市本蓮２－１０－９ 
 
TEL.048-281-6033 ／ FAX.048-282-5381 

住信・松下フイナンシヤルサービス株式会社 首
都圏支店 

〒114-0002 
東京都北区王子１－１２－４ 
 
TEL.03-5902-8152 ／ FAX.03-5902-8153 

住友不動産エスフォルタ株式会社 

〒163-0213 
新宿区西新宿２－６－１ 
 
TEL.03-5320-3460 ／ FAX.03-5320-3465 

スリーエム技研株式会社 

〒244-0816 
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４８１－１ 
 
TEL.045-864-3434 ／ FAX.045-864-3434 

株式会社スリーライク 

〒301-0839 
茨城県龍ヶ崎市出し出町４７ 
 
TEL.0297-60-7110 ／ FAX.0297-60-7112 

株式会社静環検査センター 東京支店 

〒101-0061 
千代田区三崎町３－７－１２ 
 
TEL.03-5212-7471 ／ FAX.03-5210-4554 

株式会社成玉舎 第一営業所 

〒229-1106 
神奈川県相模原市大山町１－３ 
 
TEL.042-773-5858 ／ FAX.042-779-5858 
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清光管財株式会社 

〒330-0804 
さいたま市大宮区堀の内町２－６３０－１５ 
 
TEL.048-685-6966 ／ FAX.048-686-3828 

セイコータイムシステム株式会社 

〒135-8610 
江東区福住２－４－３ 
 
TEL.03-5646-1601 ／ FAX.03-5646-1602 

セイコービルシステム株式会社 

〒344-0015 
さいたま市浦和区高砂３－１２－２４ 
 
TEL.048-832-3999 ／ FAX.048-832-3924 

株式会社セイビ 川口支店 

〒332-0016 
川口市幸町１－３－３１ 
 
TEL.048-252-2054 ／ FAX.048-255-4763 

西武運輸株式会社 北関東統括支店 

〒350-1165 
川越市南台１－１０－１ 
 
TEL.049-246-1208 ／ FAX.049-244-9200 

西武消毒株式会社 大宮事業所 

〒331-0802 
さいたま市北区本郷町７７６ 
 
TEL.048-651-1528 ／ FAX.048-652-7729 

株式会社西部綜合サービス 

〒350-0035 
川越市西小仙波町２－２３－２５ 
 
TEL.049-224-5234 ／ FAX.049-224-5229 

セコム株式会社 

〒150-0001 
渋谷区神宮前１－５－１ 
 
TEL.03-5775-8100 ／ FAX.03-5775-8902 

セコム医療システム株式会社 

〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前１－５－１ 
 
TEL.03-5775-8150 ／ FAX.03-5775-8903 

セノー株式会社 関東信越支店 

〒270-2214 
松戸市松飛台２５０ 
 
TEL.047-385-1110 ／ FAX.047-387-0235 

株式会社セノン 埼玉支社 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町４－１２２ 大宮第一生命小峯ビル 
 
TEL.048-643-3021 ／ FAX.048-645-0197 

株式会社セブンサービス企画装飾 埼玉営業所 

〒355-0002 
東松山市東平小橋９８０－６ 
 
TEL.0493-21-5437 ／ FAX.0493-21-5447 
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セラントラベル さいたま支店 

〒3300843 
さいたま市大宮区吉敷町４－１０１ 鯉平ビル３Ｆ 
 
TEL.048-645-7755 ／ FAX.048-645-7754 

株式会社セレスポ 埼玉支店 

〒354-0044 
入間郡三芳町北永井５２－１ 
 
TEL.049-259-1171 ／ FAX.049-259-1174 

選挙設備工業株式会社 

〒165-0032 
中野区鷺宮４－４３－１６ 
 
TEL.03-3338-8591 ／ FAX.03-3336-7773 

全国ワクチン株式会社 

〒169-0072 
新宿区大久保２－９－１２ 
 
TEL.03-3202-4431 ／ FAX.03-3202-4854 

仙台運輸株式会社 

〒351-0023 
埼玉県朝霞市溝沼１２０６－２ 
 
TEL.048-464-8605 ／ FAX.048-467-3165 

センダイエンタープライズ株式会社 

〒351-0023 
朝霞市溝沼１２０６－２ 
 
TEL.048-464-8605 ／ FAX.048-467-3165 

センチュリー・リーシング・システム株式会社 

〒105-6110 
港区浜松町２－４－１ 
 
TEL.03-3435-4411 ／ FAX.03-3433-4794 

セントラル企画有限会社 

〒177-0052 
東京都練馬区関町東１－６－８ 
 
TEL.03-5927-5230 ／ FAX.03-5927-5231 

セントラルスポーツ株式会社 

〒104-8255 
中央区新川１－２１－２ 
 
TEL.03-5543-1888 ／ FAX.03-5543-1870 

株式会社全日 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ ＯＬＳビル１３Ｆ 
 
TEL.048-650-6650 ／ FAX.048-649-4191 

株式会社全日警 埼玉支社 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ ＯＬＳビル１２階 
 
TEL.048-647-7966 ／ FAX.048-647-7969 

株式会社ゼンリン 大宮営業部 

〒330-0801 
さいたま市大宮区土手町１－２ ＪＡ共済埼玉ビル１階 
 
TEL.048-642-4946 ／ FAX.048-643-0080 
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綜合警備保障株式会社 東日本事業本部 

〒330-0853 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ （大宮情報文化センター７階） 
 
TEL.048-647-1348 ／ FAX.048-647-1356 

有限会社総合都市計画 

〒356-0031 
ふじみ野市福岡中央１－５－１０ 
 
TEL.049-261-9611 ／ FAX.049-264-7831 

株式会社綜合舞台サービス 

〒156-0052 
世田谷区経堂５－２８－２０ 
 
TEL.03-3706-6010 ／ FAX.03-3706-6766 

相鉄観光株式会社 

〒221-0835 
横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－１ 
 
TEL.045-319-2477 ／ FAX.045-319-2486 

相馬電業株式会社 

〒351-0114 
和光市本町５－１８ 
 
TEL.048-461-7336 ／ FAX.048-466-4861 

株式会社ソーセツ さいたま支店 

〒331-0822 
さいたま市北区奈良町１５３－１２ 
 
TEL.048-651-5300 ／ FAX.048-653-3938 

第一環境株式会社 

〒103-0012 
中央区日本橋堀留町１－２－１０ 
 
TEL.03-5645-6130 ／ FAX.03-5645-6131 

第一環境サービス株式会社 

〒285-0811 
千葉県佐倉市表町４－７－１ 
 
TEL.043-486-0436 ／ FAX.043-486-5951 

株式会社第一管理代行 

〒101-0061 
千代田区三崎町２－１５－５ 
 
TEL.03-3261-7731 ／ FAX.03-3261-7732 

第一建築サービス株式会社 東京支店 

〒102-0084 
千代田区二番町１２－２ 
 
TEL.03-3239-1239 ／ FAX.03-3239-1314 

第一航業株式会社 さいたま営業所 

〒337-0002 
さいたま市見沼区春野１－９－２－８０３ 
 
TEL.048-682-3022 ／ FAX.048-682-3025 

第一合成株式会社 

〒192-0051 
八王子市元本郷町１－２５－５ 
 
TEL.042-625-5070 ／ FAX.042-622-1884 
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株式会社第一制作室 

〒171-0044 
豊島区千早１－２０－１８－２０７ 
 
TEL.03-5966-2981 ／ FAX.03-5966-2971 

第一整備工業株式会社 

〒175-0092 
板橋区赤塚三－３４－８ 
 
TEL.03-5968-3888 ／ FAX.03-5383-0030 

第一総合警備保障株式会社 

〒336-0022 
さいたま市南区白幡４－２９－１２ 
 
TEL.048-864-2121 ／ FAX.048-864-6381 

株式会社第一テクノ 埼玉営業所 

〒336-0021 
さいたま市南区別所２－３２－７ 
 
TEL.048-836-1611 ／ FAX.048-836-1615 

株式会社第一ビルメンテナンス 埼玉支店 

〒336-0022 
さいたま市南区白旗３－１３－４ 
 
TEL.048-837-7143 ／ FAX.048-837-7149 

第一法規株式会社 

〒107-8560 
港区南青山２－１１－１７ 
 
TEL.03-3404-2251 ／ FAX.03-3404-2269 

ダイキエンジニアリング株式会社 

〒350-0034 
川越市仙波町４－１８－１９ 
 
TEL.049-224-8851 ／ FAX.049-224-8365 

株式会社大起エンゼルヘルプ 

〒116-0001 
荒川区町屋５－１０－９ 
 
TEL.03-3892-1346 ／ FAX.03-3892-1387 

大輝測量株式会社 埼玉支店 

〒339-0057 
埼玉県さいたま市岩槻区本町４－２－１２ 
 
TEL.048-749-8185 ／ FAX.048-749-8186 

大協和工業株式会社 

〒331-0074 
さいたま市西区大字宝来１４２５－１ 
 
TEL.048-623-3711 ／ FAX.048-624-9396 

有限会社大光輸送機 

〒169-0073 
新宿区百人町１－２２－３ （竹田ビル） 
 
TEL.03-3369-6721 ／ FAX.03-3369-6789 

大五興業株式会社 

〒333-0835 
埼玉県川口市大字道合２４－２ 
 
TEL.048-283-4100 ／ FAX.048-283-3145 
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株式会社ダイショウ 

〒120-0005 
足立区綾瀬３－６－２ 
 
TEL.03-5616-1301 ／ FAX.03-5616-1303 

大新東株式会社 

〒105-0014 
港区芝３－１４－２ 
 
TEL.03-5445-1701 ／ FAX.03-5445-3751 

大新東ヒューマンサービス株式会社 埼玉支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－２４７ ＯＳビル７Ｆ 
 
TEL.048-643-3650 ／ FAX.048-643-7266 

有限会社太盛 

〒330-0851 
さいたま市大宮区櫛引町１－３８１ 
 
TEL.048-663-0461 ／ FAX.048-651-3547 

大成エンジニアリング株式会社 

〒162-0045 
新宿区馬場下町１－１ 
 
TEL.03-5285-3151 ／ FAX.03-5285-3150 

大成機工株式会社 東京支店 

〒102-0027 
東京都中央区日本橋１－２－５ 
 
TEL.03-5201-7771 ／ FAX.03-5201-7770 

太誠産業株式会社 

〒171-0022 
豊島区南池袋３－１４－１１ 中野ビル 
 
TEL.03-3989-0098 ／ FAX.03-3989-0064 

大成ロテック株式会社 西埼玉営業所 

〒350-1167 
川越市大袋新田１０８ 
 
TEL.049-249-5361 ／ FAX.049-249-5363 

大東ハウス株式会社 

〒351-0032 
朝霞市田島１－１１－１ 
 
TEL.048-456-0047 ／ FAX.048-456-1245 

株式会社太平エンジニアリング 

〒113-8474 
文京区本郷１－１９－６ 
 
TEL.03-3817-5445 ／ FAX.03-3817-5440 

太平観光株式会社 

〒178-0063 
練馬区東大泉７－３８－９ 
 
TEL.03-3924-1911 ／ FAX.03-3978-1451 

太平ビル管理株式会社 

〒345-0036 
北葛飾郡杉戸町杉戸２－６－３ 
 
TEL.0480-32-0381 ／ FAX.0480-33-7766 
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太平ビルサービス株式会社 さいたま支店 

〒330-9011 
さいたま市大宮区土手町１－４９－８ 
 
TEL.048-644-2135 ／ FAX.048-645-0244 

太平洋航業株式会社 

〒333-0857 
川口市小谷場７８２－２ 
 
TEL.048-265-0515 ／ FAX.048-269-2210 

太平洋セメント株式会社 環境事業カンパニー 

〒104-8518 
中央区明石町８－１ 
 
TEL.03-6226-9089 ／ FAX.03-6226-9172 

太平洋陸送株式会社 

〒347-0117 
北埼玉郡騎西町大字西ノ谷８０２－１ 
 
TEL.0480-73-8101 ／ FAX.0480-73-8109 

株式会社タイム・エージェント 

〒150-0044 
渋谷区円山町６－８ 
 
TEL.03-3770-6821 ／ FAX.03-3770-6820 

タイムズサービス株式会社 

〒141-0031 
品川区西五反田１－１８－９ 
 
TEL.03-3779-6024 ／ FAX.03-3779-4524 

株式会社ダイモン 

〒747-0044 
山口県防府市佐波１－６－１０ 
 
TEL.0835-22-0271 ／ FAX.0835-21-9839 

ダイヤ通商株式会社 ＳＳヨンク和光 

〒351-0113 
和光市中央２－１－１８ 
 
TEL.048-461-2325 ／ FAX.048-461-4506 

ダイヤモンドリース株式会社 大宮支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１１－３ 
 
TEL.048-643-2671 ／ FAX.048-643-2662 

株式会社大洋画地 

〒332-0031 
埼玉県川口市青木４－７－５ 
 
TEL.048-257-1100 ／ FAX.048-257-1673 

太陽管財株式会社 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町３－８ 
 
TEL.048-663-6166 ／ FAX.048-667-5727 

株式会社太陽油化 

〒175-0091 
板橋区三園２－１２－２ 
 
TEL.03-3938-0022 ／ FAX.03-3938-0078 
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大和衣料株式会社 

〒112-0002 
文京区小石川３－１６－４ 
 
TEL.03-3945-0105 ／ FAX.03-3945-0704 

大和化成株式会社 埼玉営業所 

〒340-0121 
幸手市大字上吉羽字堤外１８７０－１７ 
 
TEL.0480-48-2518 ／ FAX.0480-48-2519 

大和興産株式会社 

〒194-0032 
立川市柴崎町３－１０－２３ 
 
TEL.042-525-4161 ／ FAX.042-525-7581 

大和工商リース株式会社 さいたま支店 

〒336-0025 
さいたま市南区文蔵１－１９－１７ 
 
TEL.048-836-0481 ／ FAX.048-836-0480 

大和産業株式会社 

〒849-0921 
佐賀市高木瀬西１－５－１９ 
 
TEL.0952-30-5792 ／ FAX.0952-30-6695 

株式会社ダイワスポーツ 

〒190-0023 
立川市柴崎町３－１０－２３ 
 
TEL.042-529-9250 ／ FAX.042-529-9060 

ダイワパック株式会社 

〒354-0043 
入間郡三芳町大字竹間沢字生出窪２０９ 
 
TEL.049-259-8966 ／ FAX.049-259-8960 

株式会社高岡 

〒146-0083 
大田区千鳥２－１－１２ 
 
TEL.03-3756-1211 ／ FAX.03-3756-1221 

高杉商事株式会社 埼玉支店 

〒359-0021 
小平市上水本町４－９－２４ 
 
TEL.04-2945-5037 ／ FAX.04-2945-5038 

株式会社タカダ 東京営業所 

〒108-0023 
東京都港区芝浦４－１２－３５－３１３ 
 
TEL.03-5419-3600 ／ FAX.03-5419-3601 

高千穂商事株式会社 

〒108-0074 
港区高輪１－４－２６ 
 
TEL.03-3445-5081 ／ FAX.03-3445-5078 

株式会社高橋医科器械店 

〒360-0014 
熊谷市箱田６－１４－３８ 
 
TEL.048-521-0552 ／ FAX.048-501-1051 
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高橋工業株式会社 埼玉支店 

〒364-0002 
北本市宮内１－３ 
 
TEL.048-591-6763 ／ FAX.048-591-6798 

株式会社高橋商事 

〒331-0814 
埼玉県さいたま市北区東大成町２－５８５ 
 
TEL.048-664-5389 ／ FAX.048-664-5352 

高畑精工株式会社 

〒174-8620 
板橋区大原町３５－２ 
 
TEL.03-3967-6800 ／ FAX.03-3967-0822 

タカマツ株式会社 

〒364-0025 
北本市石戸宿３－９１－２ 
 
TEL.048-592-0081 ／ FAX.048-541-0962 

株式会社高見沢分析化学研究所 

〒338-0832 
さいたま市桜区西堀６－４－２８ 
 
TEL.048-861-0288 ／ FAX.048-861-0223 

株式会社タカヤマ 

〒359-0011 
所沢市南永井３７－９ 
 
TEL.04-2992-2944 ／ FAX.04-2992-2948 

株式会社宅配 

〒113-0033 
文京区本郷４－１１－５ 
 
TEL.03-3815-9711 ／ FAX.03-3813-5809 

株式会社タクマテクノス 

〒103-0023 
中央区日本橋本町１－５－６ 第１０中央ビル 
 
TEL.03-3231-2911 ／ FAX.03-3231-2917 

ＴＡＫＥＵＣＨＩ株式会社 エネスタ新座和光支
店 

〒352-0012 
新座市畑中３－２－２ 
 
TEL.048-461-1008 ／ FAX.048-481-1073 

株式会社武田エンジニヤリング 

〒339-0005 
さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８ 
 
TEL.048-756-4705 ／ FAX.048-756-4760 

武田商工株式会社 

〒360-0003 
熊谷市大字下川上１３６４－８ 
 
TEL.048-521-2645 ／ FAX.048-521-3160 

株式会社ダスキン 三芳支店 

〒354-0043 
入間郡三芳町竹間沢東９－５ 
 
TEL.049-258-9231 ／ FAX.049-258-9232 
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有限会社ダスキン・さいと 

〒336-0025 
さいたま市南区文蔵２－１３－１３ 
 
TEL.048-861-7720 ／ FAX.048-861-7720 

立川ハウス工業株式会社 埼玉営業所 

〒336-0011 
さいたま市浦和区高砂４－２－４ 鈴木第２ビル 
 
TEL.048-864-8841 ／ FAX.048-864-8862 

株式会社タツノ 東京支店 

〒102-0075 
千代田区三番町３－２ 
 
TEL.03-3264-2480 ／ FAX.03-3234-7505 

株式会社タナカ 

〒300-4115 
茨城県土浦市藤沢３４９５－１ 
 
TEL.029-862-1234 ／ FAX.029-862-1122 

タニコー株式会社 大宮営業所 

〒331-0811 
さいたま市北区吉野町２－２００－１ 
 
TEL.048-652-6626 ／ FAX.048-653-0236 

株式会社谷田楽器店 浦和支店 

〒330-0074 
さいたま市浦和区北浦和４－３－１０ 
 
TEL.048-832-0412 ／ FAX.048-831-3051 

株式会社ダブリューファイブスタッフサービス 

〒450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅５－４－１４ 花車ビル北館３F 
 
TEL.052-586-2121 ／ FAX.052-586-2161 

株式会社ダブリュエックス二十四 

〒105-0014 
港区芝３－１－１４ 
 
TEL.03-3456-6262 ／ FAX.03-3769-4680 

株式会社地域経営プロジェクト 

〒194-0021 
町田市中町１－１９－６ 
 
TEL.042-724-7980 ／ FAX.042-732-2515 

有限会社地域政策ネットワーク研究所 

〒175-0092 
板橋区赤塚２－２５－１１ 
 
TEL.03-3938-5884 ／ FAX.03-3938-5884 

株式会社地域総合計画研究所 

〒107-0062 
港区南青山５－１－２５ 
 
TEL.03-3400-4952 ／ FAX.03-3407-3074 

株式会社地域文化財コンサルタント 

〒286-0201 
千葉県富田市日吉台１－２３－１２ 
 
TEL.0476-93-0770 ／ FAX.0476-93-0538 
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ちいろば 

〒350-1124 
埼玉県川越市新宿町５－１３－４３ 
 
TEL.049-244-5860 ／ FAX.049-244-5874 

秩父鉄道株式会社 

〒360-0033 
熊谷市曙町１－１ 
 
TEL.048-523-3311 ／ FAX.048-526-6840 

地中エンジニアリング株式会社 

〒3380837 
さいたま市桜区田島５－１９－８ 
 
TEL.048-844-1031 ／ FAX.048-844-1033 

株式会社チャイルド社 

〒167-0052 
杉並区南荻窪４－３９－１１ 
 
TEL.03-3333-5105 ／ FAX.03-3331-1400 

中央エレベーター工業株式会社 

〒110-0005 
台東区上野３－４－９ 
 
TEL.03-5818-3444 ／ FAX.03-5818-3448 

中央警備保障株式会社 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂２－３－１８ 
 
TEL.048-827-2381 ／ FAX.048-827-2380 

株式会社中央ジオマチックス 

〒174-0041 
板橋区舟渡３－１５－２２ 
 
TEL.03-3967-1781 ／ FAX.03-3967-1503 

株式会社中央社 

〒330-0056 
さいたま市浦和区東仲町１６－２０ 
 
TEL.048-882-3875 ／ FAX.048-882-6748 

有限会社中央電化 和光支店 

〒351-0114 
和光市本町１１－１ 
 
TEL.048-467-2611 ／ FAX.048-467-2612 

中央理化工業株式会社 埼玉支店 

〒359-0002 
所沢市大字中富９６２－１ 
 
TEL.04-2990-1110 ／ FAX.04-2990-1114 

中外テクノス株式会社 東京支社 

〒103-0024 
東京都中央区日本橋小舟町１５－１０ 小舟町ビル６Ｆ 
 
TEL.03-5643-0111 ／ FAX.03-3668-0003 

株式会社チヨダ 埼玉西営業所 

〒359-0001 
所沢市下富３２４－２ 
 
TEL.04-2990-1551 ／ FAX.04-2990-1557 
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株式会社千代田 埼玉営業所 

〒351-0014 
朝霞市膝折町２－１６－２３ 
 
TEL.048-450-1691 ／ FAX.048-469-8531 

有限会社筒井商事 

〒340-0046 
草加市北谷３－２０－３ 
 
TEL.048-942-9290 ／ FAX.048-941-7559 

株式会社ティ・アンド・ティ 

〒351-0014 
朝霞市膝折町４－１２－５２ 
 
TEL.048-462-0657 ／ FAX.048-465-0171 

ＴＳＰ太陽株式会社 

〒153-0043 
目黒区東山１－１７－１６ 
 
TEL.03-3719-3721 ／ FAX.03-3791-0953 

有限会社ＴＳビルシステム 

〒335-0031 
戸田市美女木７－２７－５ 
 
TEL.048-421-5925 ／ FAX.048-421-5507 

株式会社ディーエムエス 

〒101-0052 
千代田区神田小川町１－１１ 
 
TEL.03-3293-2961 ／ FAX.03-3293-2959 

株式会社ティーエムハンズ 

〒358-0033 
入間市大字狭山台１１７－２ 
 
TEL.04-2934-6062 ／ FAX.042-2934-6996 

ティーオーエー株式会社 さいたま営業所 

〒337-0053 
さいたま市見沼区大和田町１－９８３ 
 
TEL.048-685-5131 ／ FAX.048-683-2749 

テイ.エム.シー式会社 

〒160-0022 
新宿区新宿１－３６－２ 
 
TEL.03-5366-0280 ／ FAX.03-5366-0290 

株式会社ＴＫＣ 

〒320-8644 
栃木県宇都宮市鶴田町１７５８ 
 
TEL.028-648-2111 ／ FAX.028-647-1215 

テイケイトレード株式会社 

〒160-0021 
新宿区歌舞伎町１－１－１６ 
 
TEL.03-5155-0391 ／ FAX.03-5155-0930 

帝国器材株式会社 埼玉営業所 

〒340-0155 
埼玉県幸手市上高野２１３１ 
 
TEL.0480-42-0837 ／ FAX.0480-42-0838 
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株式会社帝国データバンク 大宮支店 

〒330-9674 
さいたま市大宮区下町1-45 松亀センタービル２Ｆ 
 
TEL.048-643-2081 ／ FAX.048-645-7578 

帝商株式会社 埼玉営業所 

〒351-0035 
朝霞市朝志ケ丘３－２－２８ 
 
TEL.048-473-2143 ／ FAX.048-473-2408 

帝人エコ・サイエンス株式会社 

〒108-0073 
港区三田３－３－８ 
 
TEL.03-5440-4301 ／ FAX.03-5440-4307 

株式会社テクノスタッフ 

〒332-0022 
川口市仲町５－２５ 
 
TEL.048-256-2111 ／ FAX.048-254-6722 

有限会社テクノ・マインド 

〒960-0112 
福島県福島市南矢野目字鼓田３－１ 
 
TEL.024-573-0857 ／ FAX.024-553-7933 

テクノ矢崎株式会社 北関東支店 

〒331-0802 
さいたま市北区本郷町１２２９ 
 
TEL.048-668-2021 ／ FAX.048-668-2023 

株式会社デサン 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町２－４５３ 
 
TEL.048-651-1881 ／ FAX.048-664-7276 

株式会社デジタルマップス 東京営業所 

〒180-0014 
東京都武蔵野市関前４－４－２６ 
 
TEL.0422-59-0590 ／ FAX.0422-59-0591 

テスコ株式会社 

〒160-0016 
新宿区信濃町３４ 
 
TEL.03-3355-3801 ／ FAX.03-3353-1283 

株式会社テプコシステムズ 埼玉支社 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常磐９－２１－１４ 
 
TEL.048-824-2871 ／ FAX.048-824-2872 

寺岡オート・ドアシステム株式会社 埼玉営業所 

〒330-0855 
さいたま市大宮区上小町１２７－１ 
 
TEL.048-643-0411 ／ FAX.048-643-0459 

寺岡ファシリティーズ株式会社 埼玉支店 

〒338-0823 
さいたま市桜区栄和１－１４－８ 
 
TEL.048-858-5037 ／ FAX.048-858-5045 
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寺木産業株式会社 

〒331-0804 
さいたま市北区土呂町１－５９－７ 
 
TEL.048-666-2040 ／ FAX.048-652-2228 

株式会社電算 

〒380-0838 
長野市県町４５１ 
 
TEL.026-234-0151 ／ FAX.026-234-2282 

株式会社テンダーラビングケアサービス 

〒104-0061 
中央区銀座３－９－１９ 吉澤ビル５階 
 
TEL.03-6226-2970 ／ FAX.03-3542-7550 

電通工業株式会社 関東支店 

〒331-0823 
さいたま市北区日進町２ー５４４－１ 
 
TEL.048-652-3030 ／ FAX.048-652-3040 

テンプスタッフ株式会社 川越オフィス 

〒350-1123 
川越市脇田本町１７－５ 三井住友海上川越ビル２Ｆ 
 
TEL.049-248-7841 ／ FAX.049-248-7846 

テンブロス株式会社 さいたま支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町２－２７７ 大宮田中ビル２階 
 
TEL.048-657-0943 ／ FAX.048-657-0945 

有限会社天佑 

〒335-0022 
戸田市上戸田１－９－９ 
 
TEL.048-447-2955 ／ FAX.048-447-4430 

株式会社東亜産業 埼玉支店 

〒336-0932 
さいたま市緑区中尾１５２３ 
 
TEL.048-873-3784 ／ FAX.048-874-1946 

株式会社東海チャートプロダクツ 

〒464-0850 
名古屋市千種区今池１－６－３ 
 
TEL.052-732-8271 ／ FAX.052-732-8272 

東海リース株式会社 埼玉営業所 

〒330-0064 
さいたま市浦和区岸町７－９－１７ 
 
TEL.048-832-2441 ／ FAX.048-832-2563 

株式会社東基 

〒177-0033 
練馬区高野台１－１０－６ 
 
TEL.03-5372-7411 ／ FAX.03-5372-7412 

東京アイテック株式会社 

〒100-0011 
千代田区内幸町１－２－２ 
 
TEL.03-3506-0055 ／ FAX.03-3506-0057 
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有限会社東京衛生科学研究所 

〒121-0012 
足立区青井６－１６－８ 
 
TEL.03-3886-5260 ／ FAX.03-3886-5401 

株式会社東京音楽事業センター 

〒143-0015 
東京都大田区大森西６－５－１７ 
 
TEL.03-3766-0355 ／ FAX.03-3766-0983 

東京カートグラフィック株式会社 

〒167-0032 
杉並区天沼３－１３－５ 
 
TEL.03-3392-6717 ／ FAX.03-3393-2004 

東京瓦斯株式会社 都市エネルギー事業部埼玉都
市エネルギー部 

〒330-8669 
さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
 
TEL.048-645-3710 ／ FAX.048-645-3715 

東京ガス・エンジニアリング株式会社 

〒144-8721 
大田区蒲田５－３７－１ 
 
TEL.03-5480-6814 ／ FAX.03-5480-6837 

東京管路総研株式会社 

〒181-0004 
三鷹市新川５－１７－１６ 
 
TEL.0422-71-1112 ／ FAX.0422-71-1118 

東京企画装飾株式会社 

〒179-0083 
練馬区平和台１－３４－５ 
 
TEL.03-3937-0200 ／ FAX.03-3937-0205 

東京ケータリング株式会社 

〒150-0021 
渋谷区恵比寿西２－７－３ 
 
TEL.03-5459-7811 ／ FAX.03-5459-7801 

（財）東京顕微鏡院 

〒102-8288 
千代田区九段南４－８－３２ 
 
TEL.03-5210-6601 ／ FAX.03-5210-6671 

株式会社東京航業研究所 

〒350-0855 
川越市大字伊佐沼２８－１ 
 
TEL.049-229-5771 ／ FAX.049-229-5775 

株式会社東京黒板製作所 

〒173-0025 
板橋区熊野町１１－７ 
 
TEL.03-3959-1551 ／ FAX.03-3959-1557 

株式会社東京祭展 

〒114-0002 
北区王子１－２７－１４ 
 
TEL.03-3912-0001 ／ FAX.03-5902-7811 
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東京紙工株式会社 

〒351-0101 
和光市白子３－３３－２１ 
 
TEL.048-461-1111 ／ FAX.048-461-1114 

東京書籍株式会社 関東支社 

〒114-8524 
北区堀船２－１７－１ 
 
TEL.03-5390-7446 ／ FAX.03-5390-6017 

東京体育機器株式会社 

〒131-0045 
墨田区押上１－４０－７ 
 
TEL.03-3625-6801 ／ FAX.03-3625-6802 

東京通信電設株式会社 

〒105-0004 
港区新橋５－３５－１０ 
 
TEL.03-3434-5101 ／ FAX.03-3436-5655 

東京テクニカル・サービス株式会社 

〒279-0022 
千葉県浦安市今川４－１２－３８－１ 
 
TEL.047-354-5337 ／ FAX.03-5667-1084 

株式会社東京天竜 

〒113-0033 
文京区本郷２－１７－１７ 
 
TEL.03-3818-3495 ／ FAX.03-3818-3496 

東京電力株式会社 埼玉支店志木支社 

〒3538555 
志木市幸町１－８－５０ 
 
TEL.048-490-4296 ／ FAX.048- 

東京日野自動車株式会社 朝霞営業所 

〒351-0014 
朝霞市膝折町２－１７－１３ 
 
TEL.048-467-2501 ／ FAX.048-467-2821 

東京ビルシステム株式会社 

〒114-0002 
北区王子１－２７－１４ 
 
TEL.03-3911-1111 ／ FAX.03-3927-1551 

東京福祉バス株式会社 

〒116-0003 
荒川区南千住５－２１－１ 
 
TEL.03-3806-3811 ／ FAX.03-3806-6311 

株式会社東京法規出版 

〒113-0021 
文京区本駒込２－２９－２２ 
 
TEL.03-5977-0300 ／ FAX.03-5977-0311 

東京法令出版株式会社 

〒380-8688 
長野市南千歳町１００５ 
 
TEL.026-224-5441 ／ FAX.026-224-5440 
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株式会社東京リーガルマインド 

〒100-0004 
千代田区大手町２－１－１ 
 
TEL.03-6214-5001 ／ FAX.03-6214-5009 

株式会社東京リークエンジニアリング 

〒105-0003 
港区西新橋１－１９－１４ 
 
TEL.03-3503-6673 ／ FAX.03-3502-2787 

東京リネンサービス株式会社 

〒175-0083 
板橋区徳丸２－２８－１８ 
 
TEL.03-3936-5118 ／ FAX.03-3936-5159 

東京ワックス株式会社 

〒366-0801 
深谷市上野台２９２０ 
 
TEL.048-573-1121 ／ FAX.048-571-3386 

株式会社東計電算 

〒211-8550 
川崎市中原区市ノ坪１５０番地 
 
TEL.044-430-1311 ／ FAX.044-430-1386 

株式会社東建社 所沢営業所 

〒359-0045 
所沢市美原町１－２９０３－３ 
 
TEL.04-2943-3434 ／ FAX.04-2525-1457 

東興産業株式会社 関越営業所 

〒350-0821 
埼玉県川越市福田２３９ 
 
TEL.049-226-7911 ／ FAX.049-223-1219 

東光設備株式会社 新座支店 

〒352-0003 
新座市北野２－１５－７ 
 
TEL.048-423-6651 ／ FAX.048-480-5750 

株式会社東芝 首都圏支社 

〒330-0853 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ （大宮情報文化センター１７階 
 
TEL.048-640-1133 ／ FAX.048-640-1193 

東芝エレベータ株式会社 北関東支社 

〒330-9531 
さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
 
TEL.048-645-6800 ／ FAX.048-644-9559 

東芝ソリューション株式会社 北関東支店 

〒330-0853 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-640-1127 ／ FAX.048-640-1193 

東芝電機サービス株式会社 北関東支店 

〒330-0853 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-647-9913 ／ FAX.048-640-1193 
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東芝ファイナンス株式会社 

〒104-0061 
中央区銀座５－２－１ 
 
TEL.03-3289-0311 ／ FAX.03-3289-3950 

東芝メディカルシステムズ株式会社 埼玉支店 

〒331-8701 
さいたま市北区土呂町１－４５－１０ 
 
TEL.048-651-9290 ／ FAX.048-651-0766 

東芝ライテック株式会社 東日本営業部 

〒140-0004 
品川区南品川２－２－７ 
 
TEL.03-5769-8156 ／ FAX.03-5769-8168 

東上ガス株式会社 首都圏統轄支店 

〒354-0013 
富士見市水谷東３－９－１ 
 
TEL.048-473-2111 ／ FAX.048-473-8800 

東上通運株式会社 

〒350-1123 
川越市脇田本町１５－１３ 
 
TEL.049-242-3930 ／ FAX.049-242-3849 

東通産業株式会社 埼玉支店 

〒330-0064 
さいたま市浦和区岸町４－３－１ 
 
TEL.048-834-3511 ／ FAX.048-834-3531 

東鉄ビルメン株式会社 

〒344-0022 
春日部市大畑３４－１ 
 
TEL.048-737-1587 ／ FAX.048-734-8546 

東電設計株式会社 

〒110-0015 
台東区東上野３－３－３ 
 
TEL.03-5818-5484 ／ FAX.03-5818-5489 

株式会社東電通 埼玉支店 

〒336-0015 
さいたま市南区太田窪５－９－９ 
 
TEL.048-885-2151 ／ FAX.048-887-1191 

東都ビル管理協同組合 

〒337-0053 
さいたま市見沼区大和田町１－９６７ 
 
TEL.048-687-8659 ／ FAX.048-687-2400 

東武商事株式会社 

〒343-0114 
北葛飾郡松伏町ゆめみ野東４－４－４ 
 
TEL.048-992-1039 ／ FAX.048-992-0367 

東武デリバリー株式会社 

〒120-0025 
足立区千住東１－３０－１８ 
 
TEL.03-3870-1002 ／ FAX.03-3870-6806 
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株式会社東武百貨店 外販営業部 

〒171-8512 
豊島区西池袋１－１－２５ 
 
TEL.03-5951-5625 ／ FAX.03-3981-2312 

東武ビルマネジメント株式会社 

〒131-0045 
東京都墨田区押上１－１－２ 
 
TEL.03-3623-2194 ／ FAX.03-3623-0141 

東邦亜鉛株式会社 

〒103-8437 
中央区日本橋本町１－６－１ 
 
TEL.03-3271-6675 ／ FAX.03-3271-0070 

東邦化研株式会社 

〒343-0824 
越谷市流通団地３－３－８ 
 
TEL.048-961-6161 ／ FAX.048-961-5111 

株式会社東宝クリーンサービス さいたま支社 

〒330-0845 
埼玉県さいたま市大宮区仲町３－９１ 
 
TEL.048-657-3666 ／ FAX.03-657-3667 

東邦警備保障株式会社 

〒351-0033 
朝霞市浜崎３－５－２９ 
 
TEL.048-473-7770 ／ FAX.048-476-5373 

株式会社東北議事録センター 

〒983-0833 
宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１８－２１ 
 
TEL.022-252-7456 ／ FAX.022-252-7458 

株式会社東北漏水 

〒982-0011 
宮城県仙台市太白区長町８－１１－２５ 
 
TEL.022-247-8346 ／ FAX.022-308-0521 

東洋アクア工業株式会社 

〒354-0003 
富士見市大字南畑新田１５２３ 
 
TEL.049-254-1111 ／ FAX.049-254-1102 

東洋印刷株式会社 戸田営業所 

〒335-0016 
戸田市下前２－３－７ 
 
TEL.048-443-2433 ／ FAX.048-445-3105 

株式会社東洋エンタープライズ 朝霞支店 

〒351-0033 
朝霞市浜崎２－８－１０ ドゥエスパス２０３ 
 
TEL.048-475-3955 ／ FAX.048-475-3955 

東洋計器株式会社 北関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町２－３２４－１ 
 
TEL.048-644-9211 ／ FAX.048-648-4114 
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株式会社東洋実業 埼玉支社 

〒330-0064 
さいたま市浦和区岸町６－１２－３ 
 
TEL.048-838-4355 ／ FAX.048-838-4366 

東洋自動車興業株式会社 

〒178-0064 
練馬区南大泉５－１８－１４ 
 
TEL.03-3924-1171 ／ FAX.03-3923-6013 

株式会社東洋食品 

〒110-0016 
台東区台東４－２９－１２ 
 
TEL.03-3836-1291 ／ FAX.03-3836-0601 

東洋ワックス株式会社 

〒333-0848 
川口市芝下１－１５－１６ 
 
TEL.048-266-7819 ／ FAX.048-268-5822 

株式会社東和エンジニアリング 関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－９７０－６ 
 
TEL.048-648-7701 ／ FAX.048-648-7732 

東和警備保障株式会社 

〒336-0034 
さいたま市南区内谷６－１－７ 
 
TEL.048-863-7465 ／ FAX.048-863-7490 

トーアン株式会社 関東支店 

〒352-0016 
新座市馬場３－３－２５ 
 
TEL.048-477-8181 ／ FAX.048-477-8188 

株式会社トーカイ 戸田支店 

〒335-0014 
戸田市喜沢南１－５－５１ 
 
TEL.048-447-3708 ／ FAX.048-447-3008 

トーカイテック株式会社 朝霞営業所 

〒351-0031 
朝霞市宮戸２－７－３ 
 
TEL.048-487-0866 ／ FAX.048-487-0866 

株式会社トーケミ 東部支店 

〒110-0016 
台東区台東１－１９－２ 
 
TEL.03-5817-2031 ／ FAX.03-5817-2033 

株式会社トータルサポート 

〒360-0842 
熊谷市新堀新田３０３－１ 
 
TEL.048-530-3660 ／ FAX.048-530-3661 

株式会社トーニチ 

〒330-0856 
さいたま市大宮区三橋２－４０２ 
 
TEL.048-644-7417 ／ FAX.048-644-7418 
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株式会社トーヨー水研 東京支店 

〒115-0045 
北区赤羽２－２－２－７１６ 
 
TEL.03-3598-0521 ／ FAX.03-3598-0522 

トーヨーフォーム株式会社 

〒335-0034 
戸田市笹目２－２０－８ 
 
TEL.048-421-5408 ／ FAX.048-421-5712 

株式会社ドーン 

〒651-0086 
神戸市中央区磯上通２－２－１ 三宮グランドビル５階 
 
TEL.078-222-9700 ／ FAX.078-222-9702 

有限会社戸口工業 

〒355-0342 
比企郡ときがわ町大字玉川４６２１ 
 
TEL.0493-65-0601 ／ FAX.0493-65-3410 

ドコモ・システムズ株式会社 

〒107-0052 
港区赤坂２－４－５ 
 
TEL.03-3490-6545 ／ FAX.03-3490-6165 

株式会社都市環境計画研究所 

〒1010032 
千代田区岩本町３－２－１ 
 
TEL.03-3861-4090 ／ FAX.03-3861-409 

都市環境整備株式会社 

〒104-0032 
中央区八丁堀１－５－１ 
 
TEL.03-3552-8301 ／ FAX.03-3552-8302 

株式会社図書館流通センター 

〒112-8632 
文京区大塚３－４－７ 
 
TEL.03-3943-2221 ／ FAX.03-3943-8441 

株式会社トスネット 大宮営業所 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町３－９－５ 
 
TEL.048-643-4850 ／ FAX.048-643-4852 

株式会社苫小牧臨床検査センター 

〒053-0816 
苫小牧市日吉町２－３－９ 
 
TEL.0144-72-5401 ／ FAX.0144-73-9412 

有限会社冨澤造園 

〒351-0104 
和光市南１－１７－２ 
 
TEL.048-463-6482 ／ FAX.048-461-9090 

有限会社豊栄厨房 

〒332-0027 
川口市緑町８－３６ 
 
TEL.048-241-5524 ／ FAX.048-241-5592 
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株式会社トヨタレンタリース埼玉 

〒330-0843 
さいたま市大宮区吉敷町１－１５－１ 
 
TEL.048-645-2349 ／ FAX.048-648-8545 

株式会社トヨタレンタリース新埼玉 

〒338-0002 
さいたま市中央区下落合５－６－１ 
 
TEL.048-854-8181 ／ FAX.048-853-0101 

株式会社トラックリンク 

〒337-0051 
埼玉県さいたま市見沼区東大宮１－７９－９ 
 
TEL.048-689-9555 ／ FAX.048-689-9556 

とら屋事務株式会社 埼玉支店 

〒352-0004 
新座市大和田１－５－１ 
 
TEL.0120-357-1490 ／ FAX.0120-597-795 

内外地図株式会社 

〒101-0052 
千代田区神田小川町３－２２ 
 
TEL.03-3291-0338 ／ FAX.03-3291-7986 

内藤環境管理株式会社 

〒336-0015 
さいたま市南区大字太田窪２０５１番地２ 
 
TEL.048-887-2590 ／ FAX.048-886-2817 

株式会社内藤ハウス 埼玉営業所 

〒330-0843 
さいたま市大宮区吉敷町４－１８３－３ 
 
TEL.048-643-1714 ／ FAX.048-643-1724 

直治薬品株式会社 

〒351-0033 
朝霞市浜崎１－２－２０ 
 
TEL.048-476-3511 ／ FAX.048-487-2829 

有限会社ナカガワ 

〒353-0002 
志木市中宗岡１－１１－１１ 
 
TEL.048-471-0181 ／ FAX.048-471-0178 

有限会社中清防災 

〒352-0011 
新座市野火止８－１８－７ 
 
TEL.048-477-0260 ／ FAX.048-479-2819 

長島鋳物株式会社 

〒332-0022 
川口市仲町２－１９ 
 
TEL.048-721-3311 ／ FAX.048-722-9306 

有限会社ナカタ 

〒351-0014 
朝霞市膝折町１－１０－２４ 
 
TEL.048-465-1106 ／ FAX.048-465-3127 
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株式会社中西製作所 北関東支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町３－１４７－１ 
 
TEL.048-667-1081 ／ FAX.048-663-4046 

株式会社ナカノアイシステム 群馬営業所 

〒371-0804 
群馬県前橋市六供町４２３－１３ 
 
TEL.027-210-6487 ／ FAX.027-210-6488 

ナカバヤシ株式会社 東京支社 

〒174-8602 
板橋区東坂下２－５－１ 
 
TEL.03-3558-1251 ／ FAX.03-3558-1260 

中村産業株式会社 埼玉支店 

〒334-0011 
埼玉県鳩ヶ谷市三ツ和１－１３－７ 
 
TEL.03-3543-8640 ／ FAX.03-3546-6156 

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 
 
TEL.03-5680-6823 ／ FAX.03-5680-6665 

株式会社ナショナル消防科学 

〒360-0012 
熊谷市上之２９１９－１ 
 
TEL.048-526-0119 ／ FAX.048-522-7400 

ナブコシステム株式会社 所沢営業所 

〒359-0021 
所沢市東所沢１－４－１５ 
 
TEL.04-2945-8725 ／ FAX.04-2946-1933 

株式会社ナルハマ 東京営業所 

〒335-0023 
戸田市本町２－１０－１ 
 
TEL.048-443-0030 ／ FAX.048-445-3159 

南埼リサイクル事業協同組合 

〒352-0011 
朝霞市北原１－１１－１４ 木下コーポ１０２ 
 
TEL.048-472-8922 ／ FAX.048-472-8921 

新潟原動機株式会社 

〒104-0028 
中央区八重洲２－９－７ 
 
TEL.03-5534-0251 ／ FAX.03-5534-0259 

株式会社新倉造園土木 

〒351-0115 
和光市新倉２－３－３１ 
 
TEL.048-464-3021 ／ FAX.048-464-2915 

有限会社西東京介護センター 

〒190-0004 
立川市柏町４－５９－１１ 
 
TEL.042-538-0351 ／ FAX.042-538-0352 
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株式会社西原ウォーターテック 関東支店 

〒108-0023 
港区芝浦３－１６－１ 中野興産ビル 
 
TEL.03-3456-0795 ／ FAX.03-3456-0646 

株式会社西原テクノサービス 首都圏支店 埼玉
営業所 

〒330-0851 
さいたま市大宮区櫛引町１－４９９ 
 
TEL.048-684-5467 ／ FAX.048-662-5335 

有限会社ニシヤマ 

〒356-0051 
ふじみ野市亀久保４－７－３５ 
 
TEL.049-261-0231 ／ FAX.049-266-0819 

株式会社ニチアコミュニケーション 

〒350-1302 
狭山市東三ツ木２０１－３ 
 
TEL.04-2955-0010 ／ FAX.04-2955-0039 

株式会社ニチイ学館 

〒101-8688 
千代田区神田駿河台２－９ 
 
TEL.03-3291-2121 ／ FAX.03-3291-6886 

株式会社日栄データセンター 

〒351-0104 
和光市南１－１６－２３ 
 
TEL.048-483-4360 ／ FAX.048-465-1841 

株式会社ニチマイ 

〒113-0033 
文京区本郷１－１０－９ 
 
TEL.03-3815-1231 ／ FAX.03-3815-8177 

ニチレキ株式会社 埼玉営業所 

〒349-1147 
北埼玉郡大利根町大字北大桑１１９７－１ 
 
TEL.0480-72-5926 ／ FAX.0480-72-5960 

株式会社日環サービス 

〒333-0842 
川口市前川１－１４－１５ 
 
TEL.048-265-0695 ／ FAX.048-265-0619 

株式会社ニック 東京営業所 

〒101-0041 
千代田区神田須田町１－３４－１ 
 
TEL.03-5296-0677 ／ FAX.03-5296-0678 

株式会社ニックス 

〒350-1305 
狭山市入間川４－２５－３ 
 
TEL.04-2954-9910 ／ FAX.04-2954-1238 

株式会社日建技術コンサルタント 埼玉事務所 

〒330-0801 
さいたま市大宮区土手町２－１２－３ （土手ビル） 
 
TEL.048-647-6952 ／ FAX.048-647-6807 
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日建総業株式会社 埼玉支店 

〒351-0033 
朝霞市浜崎３－１－１ 
 
TEL.048-474-2211 ／ FAX.048-473-1815 

日興サービス株式会社 

〒335-0033 
戸田市笹目北町１４－１９ 
 
TEL.048-421-9431 ／ FAX.048-421-9491 

日興通信株式会社 埼玉支社 

〒330-0844 
さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 
 
TEL.048-644-6326 ／ FAX.048-642-0082 

株式会社ニッコク 東京支店 

〒106-0032 
港区六本木６－１７－１ 
 
TEL.03-5410-0129 ／ FAX.03-5412-8810 

株式会社ニッコクトラスト 

〒100-0004 
千代田区大手町１－６－１ 
 
TEL.03-3211-4511 ／ FAX.03-3211-4455 

日産緑化株式会社 埼玉支店 

〒346-0002 
久喜市野久喜１２３８ 
 
TEL.0480-22-9571 ／ FAX.0480-23-0372 

日産レンタリース埼玉株式会社 

〒331-0077 
さいたま市西区大字中釘２００１－２ 
 
TEL.048-622-2505 ／ FAX.048-622-8545 

日清医療食品株式会社 北関東支店 

〒330-6020 
さいたま市中央区新都心１１－２ 
 
TEL.048-600-2615 ／ FAX.048-600-2625 

日神サービス株式会社 

〒210-0015 
神奈川県川崎市川崎区南町１－１ 
 
TEL.044-200-0022 ／ FAX.044-200-0021 

株式会社日進産業 埼玉支店 

〒341-0044 
三郷市戸ヶ崎２９５４－１ クレストフォルム水元公園３１０ 
 
TEL.048-956-9502 ／ FAX.03-3551-4875 

日神電子株式会社 北関東支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町３－５１５－２ 
 
TEL.048-652-1765 ／ FAX.048-652-1794 

株式会社日水コン 埼玉事務所 

〒336-0022 
さいたま市南区白幡５－６－２０ （ウイングビル） 
 
TEL.048-836-3301 ／ FAX.048-836-3302 
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日誠ビル管理株式会社 埼玉支店 

〒330-0856 
さいたま市大宮区三橋４－３２４－４ 
 
TEL.048-620-2288 ／ FAX.048-620-2289 

日成ビルド工業株式会社 東京支店 

〒1080023 
港区芝浦３－１１－５ 第三協栄ビル６階 
 
TEL.03-5439-9550 ／ FAX.03-5439-9555 

ニッタン株式会社 さいたま支店 

〒330-0841 
さいたま市大宮区東町１－２２５ 
 
TEL.048-644-6135 ／ FAX.048-644-4874 

株式会社日展 東京支店 

〒110-0015 
台東区東上野６－２１－６ 
 
TEL.03-3847-2060 ／ FAX.03-3843-4120 

日東カストディアル・サービス株式会社 埼玉支
店 

〒335-0031 
戸田市美女木１－１７－１ ハウス美女木１０１号 
 
TEL.048-421-7191 ／ FAX.048-421-3027 

日東工営株式会社 

〒151-0051 
東京都渋谷区千駄ヶ谷３－５０－１１ 
 
TEL.03-5770-8045 ／ FAX.03-5770-8046 

日東興産株式会社 

〒174-0041 
板橋区舟渡３－２４－１１ 
 
TEL.03-3968-2327 ／ FAX.03-3965-1104 

株式会社日販図書館サービス 

〒175-0082 
板橋区高島平９－３１－１ 
 
TEL.03-5921-1200 ／ FAX.03-3550-1358 

日豊金属興業株式会社 

〒136-0071 
江東区亀戸６－１１－１０野田ビル１０４号 
 
TEL.03-5628-2671 ／ FAX.03-3637-2537 

株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション 戸田合材
工場 

〒335-0015 
埼玉県戸田市川岸１－１－２０ 
 
TEL.048-447-3300 ／ FAX.048-445-5567 

日本エンドレス株式会社 

〒175-0081 
板橋区新河岸２－７－７ 
 
TEL.03-5383-6777 ／ FAX.03-5997-6800 

日本オーチス・エレベータ株式会社 北関東支店 

〒330-8669 
さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
 
TEL.048-643-0286 ／ FAX.048-643-6502 
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日本カーソリューションズ株式会社 さいたま支
店 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町1-38-1 野村不動産大宮共同ビル８階 
 
TEL.048-641-6624 ／ FAX.048-641-6962 

日本貨物鉄道株式会社 関東支社 

〒102-0072 
千代田区飯田橋３－１３－１ 
 
TEL.03-3239-9045 ／ FAX.03-3239-9046 

日本カルミック株式会社 

〒102-0074 
千代田区九段南１－５－１０ 
 
TEL.03-3402-6351 ／ FAX.03-3479-3565 

日本コムシス株式会社 関東中支店 

〒330-0841 
埼玉県さいたま市大宮区東町１－３６－１ 
 
TEL.048-643-8029 ／ FAX.048-643-8132 

日本梱包運輸倉庫株式会社 

〒104-0044 
中央区明石町６－１７ 
 
TEL.03-3541-5316 ／ FAX.03-3542-3112 

日本事務器株式会社 関東甲信越営業本部北関東
支店 

〒330-0845 
さいたま市大宮区仲町３－１３－１ 
 
TEL.050-3000-1636 ／ FAX.048-641-7949 

株式会社日本シューター 

〒101-0062 
千代田区神田駿河台２－９ 
 
TEL.03-3518-8610 ／ FAX.03-3518-8611 

日本鋳鉄管株式会社 

〒103-0013 
中央区日本橋人形町１－３－８ 
 
TEL.03-3662-5181 ／ FAX.03-3662-5191 

日本通運株式会社 川越支店 

〒350-1331 
狭山市新狭山１－３－１ 
 
TEL.04-2955-1233 ／ FAX.04-2955-1177 

日本データコム株式会社 

〒162-0067 
新宿区富久町１０－５ 
 
TEL.03-5363-5511 ／ FAX.03-5363-4661 

日本電気株式会社 関東信越支社 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 
 
TEL.048-649-1411 ／ FAX.048-642-3245 

日本ドライケミカル株式会社 北関東営業所 

〒330-0835 
さいたま市大宮区北袋町１－３１９ 
 
TEL.048-647-0571 ／ FAX.048-647-0575 
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日本ビクター株式会社 プロシステム事業グルー
プシステム営業本部東日本システム支店 

〒330-0855 
さいたま市大宮区上小町４４７－４ 
 
TEL.048-644-1737 ／ FAX.048-644-1730 

ニッポンレンタカーアーバンネット株式会社 埼
玉ディビジョン 

〒362-0001 
埼玉県上尾市上２９２－１ 
 
TEL.048-776-7111 ／ FAX.048-776-7123 

日本アクア株式会社 東京支店 

〒113-0021 
文京区本駒込１－１０－５ 
 
TEL.03-3946-7855 ／ FAX.03-3944-5513 

株式会社日本医療事務センター 埼玉支社 

〒330-0846 
さいたま市大宮区大門町３－４２－５ 太陽生命ビル６Ｆ 
 
TEL.048-645-0055 ／ FAX.048-647-5758 

株式会社日本ウォーターテックス 

〒340-0151 
幸手市緑台１－１９－１１ 
 
TEL.0480-43-3601 ／ FAX.0480-43-3791 

日本エヌ・シー・アール・サービス株式会社 所
沢営業所 

〒359-0021 
所沢市東所沢２－３６－７ 
 
TEL.04-2951-8050 ／ FAX.04-2951-8053 

日本環境株式会社 埼玉支店 

〒336-0964 
さいたま市緑区東大門２－２－１４ 
 
TEL.048-812-6222 ／ FAX.048-878-7563 

日本環境クリアー株式会社 

〒338-0001 
さいたま市中央区上落合９－９－４－２０２ 
 
TEL.048-854-3377 ／ FAX.048-854-3399 

株式会社日本環境工学設計事務所 

〒101-0051 
千代田区神田神保町３－５ 
 
TEL.03-3265-0551 ／ FAX.03-3265-0550 

株式会社日本環境ビルテック 本店 

〒350-0041 
川越市六軒町２－１６－５ 
 
TEL.049-223-5545 ／ FAX.049-223-5548 

日本環境マネジメント株式会社 戸田営業所 

〒335-0023 
戸田市本町５－３－１０ 
 
TEL.048-444-4937 ／ FAX.048-834-5517 

日本機械工業株式会社 東京営業所 

〒192-0041 
八王子市中野上町２－３１－１ 
 
TEL.042-622-8899 ／ FAX.042-622-7284 
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（財）日本気象協会 首都圏支社 

〒170-6055 
豊島区東池袋３－１－１ 
 
TEL.03-5958-8141 ／ FAX.03-5958-8144 

日本給食サービス株式会社 

〒101-0031 
千代田区東神田２－１０－９ 
 
TEL.03-3851-8071 ／ FAX.03-3851-2290 

日本給食設備株式会社 埼玉営業所 

〒336-0017 
さいたま市南区南浦和３－３３－１５ 
 
TEL.048-886-9855 ／ FAX.048-886-9939 

日本教育情報機器株式会社 

〒100-0006 
千代田区有楽町１－７－１ 
 
TEL.03-3287-2181 ／ FAX.03-3287-2189 

（福）日本キリスト教奉仕団 東京都板橋福祉工
場 

〒175-0082 
板橋区高島平９－４２－１ 
 
TEL.03-3935-2602 ／ FAX.03-3935-6118 

日本空調サービス株式会社 埼玉営業所 

〒331-0822 
さいたま市北区奈良町１０－１ 
 
TEL.048-651-2501 ／ FAX.048-651-4470 

日本グリーンパックス株式会社 東京支社 

〒103-0007 
中央区日本橋浜町３－２６ 浜町京都ビル 
 
TEL.03-3663-8745 ／ FAX.03-3639-8744 

株式会社日本ケアーシステム 

〒334-0013 
鳩ケ谷市南３－１９－２７ 
 
TEL.048-286-1188 ／ FAX.048-284-5310 

日本興業株式会社 

〒351-0114 
和光市本町２０－１４ 
 
TEL.048-463-1017 ／ FAX.048-466-9772 

日本交通産業株式会社 埼玉営業所 

〒339-0057 
埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１７－１７－１０５ 
 
TEL.048-758-8381 ／ FAX.048-758-8382 

有限会社日本交通リサーチ 

〒170-0003 
東京都豊島区駒込１－２１－１４ 
 
TEL.03-5319-0651 ／ FAX.03-3943-7501 

日本光電北関東株式会社 さいたま支社 

〒336-0024 
埼玉県さいたま市南区根岸３－１６－１７ 
 
TEL.048-836-1880 ／ FAX.048-866-0707 
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日本コンピュータグラフィック株式会社 

〒290-0056 
市原市五井３９２６－１ 
 
TEL.0436-24-2117 ／ FAX.0436-24-2116 

日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 パー
キングシステム事 

〒141-0031 
品川区西五反田４－３２－１ 
 
TEL.03-5437-1031 ／ FAX.03-5437-1032 

株式会社日本サポートサービス 

〒101-0064 
千代田区猿楽町２－２－１０ 
 
TEL.03-3291-6943 ／ FAX.03-3291-2135 

日本サンサイクル株式会社 

〒103-0014 
中央区日本橋蛎殻町１－３－５ （共同ビル兜町） 
 
TEL.03-3639-4911 ／ FAX.03-3639-4913 

株式会社日本システムブレーンズ 

〒111-0052 
台東区柳橋１－２３－３ 
 
TEL.03-3861-1121 ／ FAX.03-3861-1170 

日本シティビルサービス株式会社 

〒144-0052 
大田区蒲田５－３３－１ 
 
TEL.03-5744-5200 ／ FAX.03-5744-0018 

日本自動車管理株式会社 

〒331-0074 
さいたま市西区宝来１７６１ 
 
TEL.048-652-0027 ／ FAX.048-652-6117 

日本消防サービス株式会社 

〒336-0911 
さいたま市緑区三室１２０６－３ 
 
TEL.048-875-0119 ／ FAX.048-874-1199 

日本情報システム株式会社 

〒350-1304 
狭山市狭山台４－２２－２ 
 
TEL.04-2958-2221 ／ FAX.04-2958-2236 

日本信号株式会社 北関東支店 

〒330-0062 
さいたま市浦和区仲町４－２－２０ 
 
TEL.048-861-3400 ／ FAX.048-861-3828 

株式会社日本水泳振興会 川越支店 

〒350-0023 
川越市大字並木２８５－１１ 
 
TEL.049-235-5861 ／ FAX.049-224-5261 

株式会社日本水道センター 北関東支店 

〒362-0058 
上尾市上野３２０－２５ 
 
TEL.048-781-1886 ／ FAX.048-726-3337 
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日本ステリ株式会社 

〒101-0047 
千代田区内神田１－７－８ 
 
TEL.03-3292-1610 ／ FAX.03-3292-1630 

株式会社日本製衡所 

〒367-0101 
児玉郡美里町大字小茂田５６０－１ 
 
TEL.0495-76-1231 ／ FAX.0495-76-2209 

株式会社日本選挙センター 

〒101-0051 
千代田区神田神保町１－３４ 
 
TEL.03-3294-5251 ／ FAX.03-3295-8266 

日本造機株式会社 

〒322-0026 
鹿沼市茂呂１１７０－１ 
 
TEL.0289-76-1151 ／ FAX.0289-76-1153 

日本総合サービス株式会社 

〒141-0031 
品川区西五反田７－１０－４ 
 
TEL.03-5437-2871 ／ FAX.03-3494-1763 

日本ソフト技研株式会社 

〒186-0002 
国立市東１－４－１５ 国立KTビル３階 
 
TEL.042-575-5311 ／ FAX.042-575-6656 

日本調理機株式会社 埼玉営業所 

〒331-0804 
さいたま市北区土呂町2-12-10 T・K ﾋﾞﾙ３階 
 
TEL.048-653-8251 ／ FAX.048-653-6990 

株式会社日本デイケアセンター 

〒101-0064 
千代田区猿楽町２－２－３ 
 
TEL.03-3293-1581 ／ FAX.03-3293-6693 

日本テクニカル・サービス株式会社 北関東支社 

〒363-0021 
桶川市泉１－６－２０ 
 
TEL.048-787-3693 ／ FAX.048-787-3697 

日本電子計算株式会社 

〒135-8388 
江東区東陽２－４－２４ 
 
TEL.03-5690-3221 ／ FAX.03-5690-3230 

日本電子計算機株式会社 

〒100-8341 
千代田区丸の内３－４－１ 
 
TEL.03-3216-3927 ／ FAX.03-3216-3860 

日本ハイウエイ・サービス株式会社埼玉営業所 

〒340-0813 
埼玉県八潮市木曽根５０６ 
 
TEL.048-997-3106 ／ FAX.048-997-3106 
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日本美装株式会社 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤９－１４－６ 
 
TEL.048-822-1341 ／ FAX.048-822-1343 

日本フィルコン株式会社 水処理製品事業部 

〒358-0014 
入間市宮寺４０９６－９ 
 
TEL.04-2935-1110 ／ FAX.04-2935-1099 

株式会社日本ブッカー 

〒182-0011 
調布市深大寺北町１－３１－１９ 
 
TEL.042-483-2253 ／ FAX.042-483-2708 

日本不動産管理株式会社 

〒102-0073 
千代田区九段北４－１－５ 市ヶ谷法曹ビル 
 
TEL.03-5835-5211 ／ FAX.03-5835-5212 

日本ヘルス工業株式会社 埼玉オフィス 

〒330-0843 
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０３ 大宮大鷹ビル６０１号 
 
TEL.048-631-0888 ／ FAX.048-643-2100 

株式会社日本防災出版社 

〒101-0051 
千代田区神田神保町１－６０（赤石第一ビル） 
 
TEL.03-3291-2481 ／ FAX.03-3292-0913 

日本メディカ 

〒175-0092 
東京都板橋区赤塚２－４１－２５ 
 
TEL.03-5388-9515 ／ FAX.03-3320-6171 

日本ユニシス株式会社 

〒135-8560 
江東区豊洲１－１－１ 
 
TEL.03-5546-4111 ／ FAX.03-5546-7800 

株式会社日本ライフライン 東京営業所 

〒152-0002 
東京都目黒区目黒本町２－１７－１７ 
 
TEL.03-5725-3342 ／ FAX.03-5725-3343 

日本理水設計株式会社 埼玉事務所 

〒336-0026 
さいたま市南区辻７－１６－２１ 
 
TEL.048-836-3961 ／ FAX.048-836-3962 

株式会社日本旅行 埼玉支店 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町４－１２９大栄ツインビルＮ館５階 
 
TEL.048-648-0111 ／ FAX.048-648-6455 

株式会社日本レクリエーションサービスセンター 

〒104-0061 
中央区銀座３－１１－１７ 
 
TEL.03-3541-5458 ／ FAX.03-3938-4395 
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株式会社日本レップス 埼玉営業所 

〒337-0016 
さいたま市見沼区東門前３５－１ コスモセブン７－１０１ 
 
TEL.048-687-7774 ／ FAX.048-687-7789 

日本漏水調査株式会社 東京営業所 

〒103-0027 
中央区日本橋２－１０－１１ 
 
TEL.03-3278-1673 ／ FAX.03-3278-8400 

株式会社日本漏防コンサルタント 関東営業所 

〒351-0113 
埼玉県和光市中央２－６－６ 
 
TEL.048-464-6695 ／ FAX.048-464-6651 

有限会社ニューオイル 

〒353-0004 
埼玉県志木市本町１－６－１５ 
 
TEL.048-472-5250 ／ FAX.048-473-1279 

ニュータウンビルサービス株式会社 

〒332-0031 
川口市青木１－２－９ 
 
TEL.048-255-8131 ／ FAX.048-255-8130 

株式会社ネイチャー 

〒321-0102 
宇都宮市江曽島町１３６５－１ 
 
TEL.028-659-0555 ／ FAX.028-659-7070 

能美防災株式会社 北関東支社 

〒330-0841 
さいたま市大宮区東町２－２５０－７ 
 
TEL.048-642-0147 ／ FAX.048-645-2301 

野口興業株式会社 

〒335-0015 
戸田市川岸１－９－２２ 
 
TEL.048-441-2640 ／ FAX.048-446-2686 

有限会社野口都市研究所 

〒259-0123 
神奈川県中郡二宮町二宮７９７－１１ 第一古沢ビル３階 
 
TEL.0463-73-4836 ／ FAX.0463-70-3177 

株式会社野口ポンプ製作所 

〒130-0024 
墨田区菊川１－１３－１４ 
 
TEL.03-3633-2321 ／ FAX.03-3633-2410 

有限会社野島商事 

〒352-0022 
新座市本多１－６－７ 
 
TEL.048-478-2049 ／ FAX.048-478-2009 

野村ハイメディア株式会社 埼玉事業所 

〒336-0033 
さいたま市南区曲本２－１１－７ 
 
TEL.048-836-2401 ／ FAX.048-836-2404 
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株式会社パーソンアンドパーソンスタッフ 

〒332-0012 
川口市本町４－２－３ 
 
TEL.048-240-5717 ／ FAX.048-240-5718 

株式会社ハートコーポレイション 

〒310-0800 
水戸市中央２－６－１０ 
 
TEL.029-226-8010 ／ FAX.029-233-3455 

ハーベスト株式会社 

〒240-0004 
横浜市保土ケ谷区岩間町２－１６８ 
 
TEL.045-336-1100 ／ FAX.045-336-1711 

パイオニア事務器株式会社 東京営業所 

〒102-0072 
千代田区飯田橋３－２－１２ 
 
TEL.03-3264-1001 ／ FAX.03-3264-1054 

株式会社ハイクレー 

〒346-0004 
久喜市南５－４－４１ 
 
TEL.0480-23-3809 ／ FAX.0480-23-6104 

合資会社ハイシステム 

〒174-0043 
板橋区坂下３－４－１ 
 
TEL.03-3966-3950 ／ FAX.03-5970-1710 

葉隠勇進株式会社 東京支店 

〒150-0013 
渋谷区恵比寿１－１５－１ 恵比寿パルクビル５階 
 
TEL.03-5789-7700 ／ FAX.03-5789-7600 

白十字販売株式会社 

〒171-0033 
豊島区高田２－３－３ 
 
TEL.03-3981-7255 ／ FAX.03-5950-6253 

株式会社パシフィックアートセンター 

〒104-0041 
中央区新富２－８－１ 
 
TEL.03-3552-5687 ／ FAX.03-3552-3177 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 埼玉事務
所 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町２－２８７ 
 
TEL.048-658-0471 ／ FAX.048-658-0480 

株式会社パスコ さいたま支店 

〒337-0051 
さいたま市見沼区東大宮４－７４－６ ＯＳセンタービル 
 
TEL.048-654-2761 ／ FAX.048-654-2766 

株式会社パステル社 

〒335-0004 
蕨市中央７－２－１５ 今井コーポ１０１ 
 
TEL.048-432-7199 ／ FAX.048-432-7198 
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株式会社パソナフォスター 

〒100-0004 
千代田区大手町２－１－１ 
 
TEL.03-3245-1170 ／ FAX.03-3245-1176 

株式会社ハタノシステム 

〒108-0014 
港区芝４－４－１０ 
 
TEL.03-3452-6851 ／ FAX.03-3454-3741 

株式会社ハチオウ 

〒193-0813 
八王子市四谷町１９２７－２ 
 
TEL.0426-25-4651 ／ FAX.0426-25-4643 

初雁装飾工業株式会社 

〒350-0824 
川越市石原町１－８－５ 
 
TEL.049-224-2089 ／ FAX.049-224-2480 

株式会社八州 北関東支社 

〒330-0845 
さいたま市大宮区仲町３－１０２ 
 
TEL.048-640-5868 ／ FAX.048-640-5898 

パナソニックＳＳエンジニアリング株式会社 営
業本部 

〒223-8539 
神奈川県横浜市港北区綱島東２－６－５４ 
 
TEL.045-545-3565 ／ FAX.045-545-3566 

パナソニックＳＳマーケティング株式会社 関越
社 

〒331-3687 
さいたま市北区宮原町４－２７－１ 
 
TEL.048-664-3835 ／ FAX.048-664-3929 

馬場製本 

〒351-0005 
朝霞市根岸台４－１３－３６ 
 
TEL.048-465-3841 ／ FAX.048-465-3843 

株式会社浜屋 

〒355-0076 
東松山市下唐子１５９４ 
 
TEL.0493-24-5345 ／ FAX.0493-25-2968 

早川硝子店 

〒351-0101 
和光市白子２－２０－４１ 
 
TEL.048-461-1719 ／ FAX.048-461-1719 

株式会社早川予防衛生研究所 

〒169-0074 
新宿区北新宿１－１１－１ 
 
TEL.03-3363-3431 ／ FAX.03-3363-3433 

株式会社林田製作所 

〒337-0044 
さいたま市見沼区大字上山口新田５６－１ 
 
TEL.048-683-2250 ／ FAX.048-684-6292 
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ハラエンジニアリング株式会社 

〒365-0042 
鴻巣市松原３－６－４８ 
 
TEL.048-540-6815 ／ FAX.048-541-1848 

株式会社ハリマビステム 埼玉支店 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂３－６－１８ けやきビル 
 
TEL.048-822-8141 ／ FAX.048-824-6533 

株式会社パル環境開発 

〒351-0114 
和光市本町２０－１４ 
 
TEL.048-463-1052 ／ FAX.048-466-9772 

株式会社阪神計器製作所 関東支店 

〒108-0014 
港区芝４－６－１４ 
 
TEL.03-5419-7481 ／ FAX.03-5419-7482 

有限会社繁田印刷社 

〒352-0024 
埼玉県新座市道場２－７－７ 
 
TEL.048-477-1171 ／ FAX.048-481-3122 

有限会社Ｐ＆Ｔ 東京支店 

〒104-0054 
東京都中央区勝どき２－１８－１－１２１７ 
 
TEL.03-6303-6615 ／ FAX.03-6303-6616 

PFU東都株式会社 

〒136-0071 
東京都江東区亀戸１－５－７ 
 
TEL.03-5627-8411 ／ FAX.03-5627-8413 

株式会社ビー・エム・エル 埼玉営業所 

〒350-1101 
川越市的場１３６１－１ 
 
TEL.049-232-0111 ／ FAX.049-232-0112 

東日本電信電話株式会社 埼玉支店 

〒330-0081 
さいたま市中央区新都心９ 
 
TEL.048-603-5230 ／ FAX.048-603-5234 

東日本キャタピラー三菱建機販売株式会社 川越
支店 

〒350-0826 
川越市大字上寺山字西田５－１ 
 
TEL.049-224-7272 ／ FAX.049-224-7209 

東日本地下埋調査株式会社 関東営業所 

〒337-0053 
さいたま市見沼区大和田町２－１６９２グランドール大宮３０２ 
 
TEL.048-682-5080 ／ FAX.048-682-5081 

東日本バンドー株式会社 運搬ベルト事業本部 

〒120-0003 
足立区東和５－３－１０ 
 
TEL.03-3629-9111 ／ FAX.03-3628-4506 
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東日本漏水調査株式会社 北関東営業所 

〒330-0856 
さいたま市大宮区三橋１－５８３－３０３ 
 
TEL.048-661-6220 ／ FAX.048-661-6221 

株式会社ひかりのくに吉田教材 

〒338-0836 
さいたま市桜区町谷４－１９－１４ 
 
TEL.048-863-0264 ／ FAX.048-863-8864 

光ビジネスフォーム株式会社 さいたま営業所 

〒336-0022 
さいたま市南区白幡３－１３－４ 
 
TEL.048-866-4521 ／ FAX.048-866-4522 

ビクターアークス株式会社 

〒108-0022 
東京都港区海岸３－９－１５ＬＯＯＰ－Ｘビル１２Ｆ 
 
TEL.03-6812-2871 ／ FAX.03-6812-2872 

ヒサモト産業株式会社 

〒157-0062 
世田谷区南烏山６－２７－１１ 
 
TEL.03-3308-8003 ／ FAX.03-3307-4563 

ビソー工業株式会社 所沢支店 

〒359-1141 
所沢市小手指町３－２８－７ 
 
TEL.042-948-8849 ／ FAX.042-948-8814 

日立インフォネット株式会社 大宮営業所 

〒330-0801 
さいたま市大宮区土手町１－３８－１ 
 
TEL.048-643-1231 ／ FAX.048-647-0520 

株式会社日立エイチ・ビー・エム ソリューショ
ン第二事業本部 

〒140-8502 
品川区南大井６－２１－１２ 
 
TEL.03-5762-2187 ／ FAX.03-5762-2483 

日立キャピタル株式会社 

〒105-8712 
港区西新橋２－１５－１２ 
 
TEL.03-3503-2111 ／ FAX.03-3580-7267 

日立キャピタルオートリース株式会社 北関東支
店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－９－６ 
 
TEL.048-640-3770 ／ FAX.048-640-3771 

日立公共システムエンジニアリング株式会社 営
業統括本部 

〒135-8633 
江東区東陽２－４－１８ 
 
TEL.03-5632-1434 ／ FAX.03-5632-1444 

株式会社日立国際電気サービス 映像システム本
部 

〒171-8514 
豊島区高田３－１９－１０ 
 
TEL.03-5957-5850 ／ FAX.03-5391-6589 
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株式会社日立情報システムズ 北関東支店 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町４－１２３ 大栄ツインビルＳ館 
 
TEL.048-641-0753 ／ FAX.048-644-3226 

株式会社日立製作所 北関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ 
 
TEL.048-647-0579 ／ FAX.048-643-3407 

日立造船株式会社 東京本社 

〒140-0013 
東京都品川区南大井６－２６－３ 大森ベルポートＤ館１５階 
 
TEL.03-6404-0831 ／ FAX.03-6404-0839 

日立電子サービス株式会社 北関東支店 

〒330-0845 
さいたま市大宮区仲町２－７５ 
 
TEL.048-644-7171 ／ FAX.048-644-4340 

株式会社日立ビルシステム 東関東支社 

〒110-0021 
千代田区外神田３－１６－８ 
 
TEL.03-5294-3609 ／ FAX.03-5294-3615 

株式会社日立物流 首都圏第一営業本部 首都圏
機工センター 

〒330-0845 
さいたま市大宮区仲町１－４７ 
 
TEL.048-658-5133 ／ FAX.048-643-5545 

日野印房 

〒352-0011 
新座市野火止５－１９－１８ 
 
TEL.048-477-0829 ／ FAX.048-481-5411 

日之出水道機器株式会社 埼玉営業所 

〒350-1122 
川越市脇田町２７－９ 栗原ビル５階 
 
TEL.049-225-9001 ／ FAX.049-225-9009 

株式会社日比谷情報サービス 

〒105-0004 
港区新橋５ー１４－６ 
 
TEL.03-3436-3362 ／ FAX.03-3436-3390 

ヒューマンアカデミー株式会社 

〒160-0023 
新宿区西新宿６－６－２ 
 
TEL.03-3345-8817 ／ FAX.03-3345-8824 

ヒューマンリソシア株式会社 

〒160-0023 
新宿区西新宿６－６－２ 
 
TEL.03-5348-8371 ／ FAX.03-5330-2294 

株式会社ビルメン 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂１－２－１ ｴｲﾍﾟｯｸｽﾀﾜｰ･ｵﾌｨｽ東館 
 
TEL.048-822-9900 ／ FAX.048-822-9901 
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フィット電装株式会社 北関東営業所 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤９－３４－１２ 
 
TEL.048-825-9873 ／ FAX.048-825-9882 

フィルムルックス株式会社 

〒162-0812 
新宿区西五軒町６－１０ 
 
TEL.03-3269-0491 ／ FAX.03-3269-4209 

株式会社フードサイクルシステムズ 

〒362-0046 
上尾市大字壱丁目４５２－２ 
 
TEL.048-723-3555 ／ FAX.048-723-3551 

株式会社フカワビジネス 

〒350-0856 
川越市問屋町８－１ 
 
TEL.049-226-3001 ／ FAX.049-226-3010 

株式会社フクシ・エンタープライズ 埼玉支店 

〒365-0039 
鴻巣市東１－１０－８ 
 
TEL.048-541-8551 ／ FAX.048-543-0962 

株式会社福祉の街 

〒355-0017 
東松山市松葉町１－１３－７ 
 
TEL.0493-22-9711 ／ FAX.0493-22-9712 

フクダ電子西関東販売株式会社 

〒336-0031 
埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－５－１０ 
 
TEL.048-710-2265 ／ FAX.048-710-2268 

株式会社福原鋳物製作所 川口支店 

〒332-0021 
川口市西川口５－１０－３ 
 
TEL.048-252-3352 ／ FAX.048-252-4929 

富士フィルムメデカル株式会社 

〒330-0842 
さいたま市大宮区浅間町２－２４０ 
 
TEL.048-645-6001 ／ FAX.048-647-2560 

藤岡防災設備株式会社 

〒338-0006 
さいたま市中央区八王子１－５－２ 
 
TEL.048-853-0080 ／ FAX.048-853-9701 

フジオックス株式会社 越谷営業所 

〒343-0835 
越谷市蒲生西町２－１２－５ 
 
TEL.048-986-2155 ／ FAX.048-986-2524 

冨士川機械株式会社 

〒174-0063 
板橋区前野町１－２０－９ 
 
TEL.03-3960-1221 ／ FAX.03-3967-5220 
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富士急行観光株式会社 埼玉営業所 

〒339-0056 
さいたま市岩槻区加倉９－２ 
 
TEL.048-756-6311 ／ FAX.048-756-6290 

有限会社富士合金鋳造所 

〒143-0015 
大田区大森西４－７－２５ 
 
TEL.03-3761-1753 ／ FAX.03-3761-1374 

不二興産株式会社 埼玉支店 

〒330-0042 
さいたま市浦和区木崎３－２－７－１０１ 
 
TEL.048-815-8307 ／ FAX.048-815-8308 

フジ産業株式会社 

〒105-0001 
港区虎ノ門３－２２－１秀和第２芝公園三丁目ビル 
 
TEL.03-3434-8901 ／ FAX.03-3434-8909 

有限会社富士紙業 

〒352-0013 
朝霞市膝折町１－３ 
 
TEL.048-467-8099 ／ FAX.048-467-8099 

不二商会株式会社 

〒332-0001 
川口市朝日２－１０－５ 
 
TEL.048-223-1511 ／ FAX.048-223-1504 

富士食品商事株式会社 

〒356-0004 
ふじみ野市上福岡２－６－１０ 
 
TEL.049-267-7979 ／ FAX.049-261-0720 

富士ゼロックス埼玉株式会社 

〒330-6029 
埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 
 
TEL.048-600-0923 ／ FAX.048-600-2803 

富士ゼロックスシステムサービス株式会社 公共
システム事業部首 

〒175-0082 
板橋区高島平１－８３－１ 
 
TEL.03-5920-8161 ／ FAX.03-5920-8162 

株式会社フジタカ 埼玉営業所 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町２－１０９－３ 
 
TEL.048-651-3106 ／ FAX.048-651-5369 

富士建物管理株式会社 

〒190-0021 
立川市羽衣町３－８－１１ 
 
TEL.042-524-6511 ／ FAX.042-524-6515 

フジ地中情報株式会社 東京支店 

〒173-0004 
板橋区板橋２－２６－８ 
 
TEL.03-5248-7171 ／ FAX.03-5248-7175 
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富士通株式会社 関東支社 

〒330-9510 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-648-4675 ／ FAX.048-644-3901 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 首都圏地域統
括営業部関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-642-2700 ／ FAX.048-642-2739 

富士通コワーコ株式会社 関越支社 

〒330-0853 
埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-643-4080 ／ FAX.048-642-5004 

富士通サポートアンドサービス株式会社 関越支
社 

〒330-0853 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-649-2953 ／ FAX.048-645-3209 

株式会社富士通システムソリューションズ 大宮
事業所 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ 
 
TEL.048-645-5743 ／ FAX.048-647-6490 

株式会社富士通ゼネラル 

〒213-8502 
川崎市高津区末長１１１６ 
 
TEL.044-861-7786 ／ FAX.044-861-7864 

株式会社富士通ビジネスシステム 関東支社 

〒330-9503 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-641-1747 ／ FAX.048-641-1750 

富士通リース株式会社 関東支店 

〒330-0853 
さいたま市大宮区錦町６８２－２ 
 
TEL.048-647-0385 ／ FAX.048-648-4774 

フジテック株式会社 北関東支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－２４２ 
 
TEL.048-645-0480 ／ FAX.048-645-0486 

富士電機ＩＴソリユーシヨン株式会社 

〒104-8523 
中央区八丁堀２－２０－８ 
 
TEL.03-3552-7313 ／ FAX.03-3552-7295 

富士電機システムズ株式会社 首都圏北部事務所 

〒330-0802 
さいたま市大宮区宮町１－３８－１ 
 
TEL.048-657-1231 ／ FAX.048-657-1238 

富士電気水環境システムズ株式会社 

〒260-0843 
千葉市中央区末広４－２０－１ 
 
TEL.043-264-7571 ／ FAX.043-264-7862 
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フジ特車株式会社 

〒331-0814 
さいたま市北区東大成町２－５６３－１０ 
 
TEL.048-653-5845 ／ FAX.048-653-5849 

株式会社フジマック 首都圏営業部第五グループ 

〒336-0027 
さいたま市南区沼影１－３３－２２ 
 
TEL.048-864-6301 ／ FAX.048-863-7221 

株式会社フシミ 

〒424-0212 
清水市八木間町７８２ 
 
TEL.0543-69-4543 ／ FAX.0543-69-0194 

株式会社フジミ 

〒359-1131 
所沢市久米２９－７ 
 
TEL.04-2954-5321 ／ FAX.04-2954-8222 

有限会社フジミ測器サービス 

〒353-0001 
志木市上宗岡１－１２－１８ 
 
TEL.048-472-9271 ／ FAX.048-472-9400 

不二薬品産業株式会社 

〒338-0837 
さいたま市桜区田島３－３－１２ 
 
TEL.048-866-2311 ／ FAX.048-866-2311 

株式会社ブシュー 新座営業所 

〒352-0011 
埼玉県新座市野火止１－１３－４１ 
 
TEL.048-479-7578 ／ FAX.048-479-7579 

武州冷熱有限会社 

〒354-0045 
入間郡三芳町上富１５５３－３９ 
 
TEL.049-258-6380 ／ FAX.049-258-5110 

株式会社武翔総合管理 埼玉支店 

〒354-0033 
富士見市羽沢１－８－１９ 
 
TEL.049-255-1443 ／ FAX.049-255-1445 

株式会社扶桑 

〒330-0064 
さいたま市浦和区常盤２－１２－１１ー５０７ 
 
TEL.048-829-2845 ／ FAX.048-825-0532 

扶桑工業株式会社 

〒339-0082 
さいたま市岩槻区西原台２－１－１４３ 
 
TEL.048-757-6413 ／ FAX.048-757-6872 

有限会社双葉化学消毒 

〒353-0002 
志木市中宗岡１－４－２０ 
 
TEL.048-472-6994 ／ FAX.048-473-3686 
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双葉産業株式会社 

〒192-8533 
八王子市本郷町８－１２ 
 
TEL.042-625-3711 ／ FAX.042-624-5288 

株式会社船津地図社 

〒152-0004 
目黒区鷹番３－１４－１ 
 
TEL.03-3711-3071 ／ FAX.03-3710-1164 

船山株式会社 東京本店 

〒104-0052 
中央区月島２－２０－１５ 
 
TEL.03-3532-3601 ／ FAX.03-3532-1119 

芙蓉総合リース株式会社 

〒101-8380 
千代田区三崎町３－３－２３ 
 
TEL.03-5275-8807 ／ FAX.03-5275-9219 

株式会社武揚堂 

〒103-0027 
東京都中央区日本橋３－８－１６ 
 
TEL.03-3271-2451 ／ FAX.03-3271-2470 

プラス株式会社 スクロールサービス事業部 

〒102-0075 
千代田区三番町６－１４ 日本生命三番町ビル４階 
 
TEL.03-5860-8045 ／ FAX.03-3514-2833 

株式会社フラワー企画 総合備品レンタルセンタ
ー 

〒343-0804 
越谷市南萩島１２６９ 
 
TEL.048-975-0111 ／ FAX.048-975-0077 

フランスベッドメディカルサービス株式会社 東
関東事業所 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町３－１６１ 大井ビル 
 
TEL.048-667-8539 ／ FAX.048-667-8540 

株式会社ブリランテ 

〒350-0035 
川越市西小仙波町２－２３－２５ 
 
TEL.049-224-0371 ／ FAX.049-224-0357 

株式会社フルキャスト 

〒150-0043 
渋谷区道玄坂１－１２－１渋谷マークシティウエスト１３階 
 
TEL.03-3780-4664 ／ FAX.03-3780-6009 

株式会社ふれあい広場 新座店 

〒352-0001 
新座市東北１－７－３ 
 
TEL.048-471-2073 ／ FAX.048-487-1086 

株式会社プロ・エー 

〒351-0021 
朝霞市西弁財１－６－３０ 
 
TEL.048-461-5460 ／ FAX.048-450-1548 
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株式会社プロリンク 

〒101-0032 
千代田区岩本町３－９－９ 第一瀬野ビル２階 
 
TEL.03-5823-6252 ／ FAX.03-5823-6303 

有限会社フロンティア 

〒114-0012 
北区田端新町２－１１－４ 
 
TEL.03-5692-4540 ／ FAX.03-5692-4541 

株式会社文永社 朝霞営業所 

〒352-0011 
新座市野火止８－３－５ 
 
TEL.048-477-0515 ／ FAX.048-478-1380 

株式会社文化工房 

〒106-0032 
港区六本木５－１０－３１ 
 
TEL.03-5770-7111 ／ FAX.03-5770-7103 

文化シヤッター株式会社 所沢営業所 

〒359-1144 
所沢市西所沢１－４－１４ 
 
TEL.04-2926-9871 ／ FAX.04-2926-9180 

有限会社平成 

〒350-2201 
鶴ヶ島市富士見４－１５－２ たまみハイツＡー２０２ 
 
TEL.049-286-0704 ／ FAX.049-286-0729 

株式会社平成エンタープライズ 

〒354-0046 
入間郡三芳町竹間沢東１－１０ 
 
TEL.049-259-8778 ／ FAX.049-259-8775 

平成興業株式会社 

〒331-0815 
さいたま市北区大成町４－８８２ 
 
TEL.048-652-9635 ／ FAX.048-652-9639 

ベクセル株式会社 

〒160-0022 
新宿区新宿５－３－１５ 
 
TEL.03-3356-5444 ／ FAX.03-3356-5444 

ベストビルサービス株式会社 

〒270-0034 
松戸市新松戸２－１２１ 
 
TEL.047-341-2088 ／ FAX.047-341-2085 

株式会社ボーダーリンク 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町２－３７２ 市野屋ビル３階 
 
TEL.048-661-6230 ／ FAX.048-661-6237 

北辰映像株式会社 

〒336-0911 
さいたま市緑区三室２１９０－２ 
 
TEL.048-810-5277 ／ FAX.048-876-2955 
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北星株式会社 

〒166-0002 
杉並区高円寺北２－１３－１ 
 
TEL.03-3399-4643 ／ FAX.03-3339-5100 

株式会社ホクソンベビー 

〒332-0031 
川口市青木３－２－１ 
 
TEL.048-224-0800 ／ FAX.048-224-5738 

北炭化成工業株式会社 

〒335-0014 
戸田市喜沢南１－５－５ 
 
TEL.048-441-2880 ／ FAX.048-441-2887 

墨東化成工業株式会社 群馬支店 

〒373-0071 
太田市原宿町２９００ 
 
TEL.0276-37-7211 ／ FAX.0276-37-7210 

株式会社北斗社 

〒112-0012 
文京区大塚３－３８－１０ 
 
TEL.03-3944-3000 ／ FAX.03-3944-2288 

株式会社保健教育センター 

〒105-0011 
港区芝公園２－６－８ 
 
TEL.03-3459-0388 ／ FAX.03-5777-2030 

株式会社保健同人社 

〒102-8155 
千代田区一番町４－４ 
 
TEL.03-3234-6111 ／ FAX.03-3234-6110 

ホシザキ北関東株式会社 朝霞営業所 

〒351-0025 
朝霞市三原３－１－１３ 第２司ビル１階 
 
TEL.048-463-1500 ／ FAX.048-468-4593 

法師人不動産鑑定事務所 

〒352-0025 
新座市片山１－１４－７ 
 
TEL.048-477-8533 ／ FAX.048-477-8637 

星野総合商事株式会社 

〒334-0076 
川口市本蓮１－１－９ 
 
TEL.048-283-3911 ／ FAX.048-282-1999 

星木工株式会社 

〒173-0004 
板橋区板橋２－６８－４ 
 
TEL.03-3962-3371 ／ FAX.03-3962-3520 

北海道地図株式会社 東京支店 

〒102-0093 
東京都千代田区平河町２－６－１ 平河町ビル 
 
TEL.03-5216-4833 ／ FAX.03-5216-4830 
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株式会社ホット・ライン 埼玉営業所 

〒335-0011 
戸田市下戸田１－１８－２６ 
 
TEL.048-444-3588 ／ FAX.048-444-4364 

株式会社マイクロエレベーター 

〒121-0011 
足立区中央本町３－１０－２２ 
 
TEL.03-3848-3724 ／ FAX.03-3880-2871 

株式会社マイクロサービスセンター 

〒185-0012 
国分寺市本町２－１２－２ 
 
TEL.042-359-2711 ／ FAX.042-359-2715 

埋蔵文化財発掘調査支援協同組合 

〒169-0073 
新宿区百人町１－２０－２４ 
 
TEL.03-3365-2277 ／ FAX.03-3365-2279 

毎日興業株式会社 

〒330-0842 
さいたま市大宮区浅間町２－２４４－１ 
 
TEL.048-642-1238 ／ FAX.048-642-5216 

株式会社前澤エンジニアリングサービス 北関東
営業所 

〒332-8556 
埼玉県川口市仲町５－１１ 
 
TEL.048-255-1223 ／ FAX.048-258-7141 

前田道路株式会社 朝霞総合合材工場 

〒351-0004 
朝霞市大字根岸字関尻７７１ 
 
TEL.048-463-3011 ／ FAX.048-464-1491 

株式会社マザーズ 

〒130-0012 
東京都墨田区太平２－５－１１ 
 
TEL.03-3626-2691 ／ FAX.03-3621-4165 

マスプロ電工株式会社 さいたま営業所 

〒331-0811 
さいたま市北区吉野町１ー４１１－３ 
 
TEL.048-663-8000 ／ FAX.048-652-3458 

まちづくり研究所有限会社 

〒336-0035 
さいたま市南区松本１－２６－２０－５１５ 
 
TEL.048-813-8981 ／ FAX.048-813-8982 

松伊商事株式会社 

〒352-0023 
新座市堀ノ内３－７－４１ 
 
TEL.048-478-0226 ／ FAX.048-478-0220 

株式会社松尾楽器商会 

〒100-0006 
千代田区有楽町１－５－１ 
 
TEL.03-3539-1711 ／ FAX.03-3539-1781 
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株式会社マツオメディカル 

〒336-0033 
さいたま市南区曲本２－１１－２５ 
 
TEL.048-862-0401 ／ FAX.048-866-8661 

株式会社マッサ 

〒351-0011 
朝霞市本町２－１－３７ 
 
TEL.048-466-3577 ／ FAX.048-463-9097 

有限会社マツシタ楽器サービス 

〒352-0032 
新座市新堀１－１４－９ 
 
TEL.042-491-9398 ／ FAX.042-495-3305 

松下電工エンジニアリング株式会社 東京支店 

〒140-0004 
東京都品川区南品川５－２－１０ 
 
TEL.03-5782-7822 ／ FAX.03-5782-7840 

株式会社松谷角蔵商店 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常磐７－３－１５ 
 
TEL.048-831-2672 ／ FAX.048-831-2675 

株式会社松村電機製作所 東京支店 

〒110-0008 
台東区池之端２－７－１７ 井門池之端ビル 
 
TEL.03-3821-6161 ／ FAX.03-3821-6186 

株式会社松本商会 ECO事業部 

〒331-0813 
さいたま市北区植竹町１－６９ 
 
TEL.048-665-1407 ／ FAX.048-666-0711 

株式会社松本電機 

〒351-0101 
和光市白子２－９－１８ 
 
TEL.048-465-8711 ／ FAX.048-463-7459 

株式会社馬渕商事 

〒103-8248 
中央区日本橋２－１３－１２ 日本生命江戸橋ビル 
 
TEL.03-3278-0010 ／ FAX.03-3278-0030 

株式会社丸幾商会 埼玉営業所 

〒340-0044 
草加市花栗２－６－７ 
 
TEL.048-946-7490 ／ FAX.048-946-7491 

株式会社丸一石油 和光給油所 

〒351-0115 
和光市新倉１－５－５５ 
 
TEL.048-464-9817 ／ FAX.048-464-9817 

株式会社丸運 新座貨物ターミナル営業所 

〒352-0004 
新座市大和田２－１－９ 
 
TEL.048-479-3177 ／ FAX.048-479-6564 
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丸勤商事株式会社 

〒351-0113 
和光市中央１－６－２０ 
 
TEL.048-463-1630 ／ FAX.048-467-1600 

株式会社マルゼン 埼玉営業所 

〒336-0021 
さいたま市南区別所３－１３－１９ 
 
TEL.048-861-9611 ／ FAX.048-861-9150 

丸大観光株式会社 

〒358-0022 
入間市扇町屋４－１－３５ 
 
TEL.04-2962-8221 ／ FAX.04-2962-8212 

丸の内運輸株式会社 

〒102-0083 
千代田区麹町４－５ 
 
TEL.03-3239-6021 ／ FAX.03-3239-6845 

株式会社丸菱行政地図 さいたま営業所 

〒336-0021 
埼玉県さいたま市南区別所２－６－１９ 
 
TEL.048-844-8050 ／ FAX.048-844-8051 

株式会社丸文堂 

〒352-0001 
新座市東北２－２９－２５ 
 
TEL.048-486-5872 ／ FAX.048-486-5466 

株式会社丸紅食器設備 

〒350-0856 
川越市問屋町９－２ 
 
TEL.049-222-3017 ／ FAX.049-225-5372 

丸茂電機株式会社 

〒101-0041 
千代田区神田須田町１－２４ 
 
TEL.03-3252-0321 ／ FAX.03-5256-9362 

株式会社まるや 

〒170-0003 
豊島区駒込１－３－２ まるやビル 
 
TEL.03-5976-0508 ／ FAX.03-5976-3129 

株式会社マンションライフ 

〒350-1118 
川越市豊田本２１２９－３ 
 
TEL.049-246-7247 ／ FAX.049-247-4956 

有限会社三浦体育企画 

〒351-0111 
和光市下新倉３－１１－２６ 
 
TEL.048-465-2215 ／ FAX.048-465-2272 

三国サービス株式会社 

〒363-8601 
桶川市大字加納１８０ 
 
TEL.048-774-4167 ／ FAX.048-774-8815 
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三国水材株式会社 

〒338-0004 
さいたま市中央区本町西５－４－２２ 
 
TEL.048-852-7782 ／ FAX.048-855-4764 

株式会社三郷興業 

〒341-0012 
三郷市半田４８４－１ 
 
TEL.048-957-3001 ／ FAX.048-959-0360 

水澤商事株式会社 

〒336-0025 
さいたま市南区文蔵２－２５－２ 
 
TEL.048-838-8887 ／ FAX.048-838-0079 

株式会社水島鉄工所 

〒370-0071 
高崎市小八木町３１４ 
 
TEL.027-361-4010 ／ FAX.027-361-2214 

美津濃株式会社 東京支店 

〒101-8477 
千代田区神田小川町３－１ 
 
TEL.03-3233-7235 ／ FAX.03-3295-4286 

みずほ情報総研株式会社 

〒101-8443 
千代田区神田錦町２－３ 
 
TEL.03-5281-5301 ／ FAX.03-5281-5444 

三井リース事業株式会社 大宮支店 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
 
TEL.048-647-5361 ／ FAX.048-647-5364 

ミツイワ株式会社 関東営業部 

〒336-0062 
さいたま市浦和区仲町２－４－１ 
 
TEL.048-824-5911 ／ FAX.048-824-6936 

有限会社ミック・コーポレーション 

〒110-0015 
台東区東上野１－１４－１３ 
 
TEL.03-5816-6131 ／ FAX.03-5816-6132 

三菱オートリース株式会社 営業一部 

〒108-8411 
港区芝５－３４－７ 
 
TEL.03-5476-9415 ／ FAX.03-5476-1976 

株式会社三菱化学ビーシーエル 

〒174-0056 
板橋区志村３－３０－１ 
 
TEL.03-5994-2222 ／ FAX.03-5994-2922 

三菱電機クレジット株式会社 

〒141-8505 
品川区西五反田１－３－８ 
 
TEL.03-5496-9257 ／ FAX.03-5496-9265 
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三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関越支社 

〒330-0845 
さいたま市大宮区仲町１－１１０ 
 
TEL.048-650-1003 ／ FAX.048-650-1009 

三菱プレシジョン株式会社 社会・交通ｼｽﾃﾑ営業
本部駐車場ｼｽﾃﾑ営 

〒135-0063 
東京都江東区有明２－５－７ 
 
TEL.03-5531-8077 ／ FAX.03-5531-8142 

三峰無線株式会社 北関東営業所 

〒337-0003 
さいたま市見沼区大字深作４７０－２ 
 
TEL.048-685-6518 ／ FAX.048-685-6553 

ミドリ安全所沢株式会社 

〒359-1147 
所沢市小手指元町２－６－２２ 
 
TEL.04-2938-5525 ／ FAX.04-2938-5526 

みどり化学株式会社 埼玉営業所 

〒356-0035 
ふじみ野市丸山１－１０ 
 
TEL.049-261-3553 ／ FAX.049-262-3451 

緑川地図印刷株式会社 

〒130-0001 
墨田区吾妻橋３－３－２ 
 
TEL.03-3625-3922 ／ FAX.03-3625-4778 

緑の太陽舎 

〒352-0003 
新座市北野２－８－１２ 
 
TEL.048-477-0745 ／ FAX.048-477-0745 

株式会社源産業 ひばりケ丘店 

〒202-0002 
西東京市ひばりが丘北４－３－２１ 
 
TEL.042-422-2700 ／ FAX.042-422-9992 

株式会社みやかわ 

〒353-0004 
志木市本町１－１１－３２ 
 
TEL.048-471-1622 ／ FAX.048-474-9998 

株式会社ミヤコ消毒 

〒114-0032 
北区中十条３－２０－５ 
 
TEL.03-3908-2487 ／ FAX.03-3908-2398 

株式会社宮下ビルサービス 川口支店 

〒333-0846 
川口市南前川２－２３－８ 
 
TEL.048-269-2449 ／ FAX.048-269-1977 

株式会社ミヤジマ 

〒103-0025 
中央区日本橋茅場町２－８－７ 
 
TEL.03-3666-1955 ／ FAX.03-3666-1816 
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株式会社ムサシ 北関東支店 

〒330-0801 
さいたま市大宮区土手町１－２ 
 
TEL.048-640-5795 ／ FAX.048-640-5793 

ムサシ興発株式会社 

〒340-0813 
八潮市大字木曽根５０６ 
 
TEL.048-997-2915 ／ FAX.048-997-2959 

六三四堂印刷株式会社 

〒350-1123 
川越市脇田本町２５－１４ 
 
TEL.049-242-0329 ／ FAX.049-244-2402 

武蔵野環境整備株式会社 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤９－５－８ 
 
TEL.048-831-9667 ／ FAX.048-822-7510 

株式会社武蔵野種苗園 埼玉支店 

〒351-0015 
朝霞市幸町３－４－１９ 
 
TEL.048-461-6340 ／ FAX.048-468-7333 

株式会社むさしビルクリーナ 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤３－３－９ 
 
TEL.048-833-8181 ／ FAX.048-833-8182 

株式会社武蔵文化財研究所 

〒193-0942 
八王子市椚田町５３９－１ 
 
TEL.042-666-6030 ／ FAX.042-662-9995 

株式会社ムサシボーサイ 

〒336-0916 
さいたま市緑区宮本２－２０－３ 
 
TEL.048-873-5711 ／ FAX.048-873-5792 

株式会社武蔵臨床検査所 

〒358-0013 
入間市上藤沢３０９－８ 
 
TEL.04-2964-2621 ／ FAX.04-2964-6659 

株式会社ムツミ 

〒350-1109 
川越市霞ケ関北５－３０－３ 
 
TEL.049-231-1313 ／ FAX.049-231-1317 

株式会社ムトウ 所沢支店 

〒359-1141 
所沢市小手指町３－３２－２３ 
 
TEL.04-2947-6100 ／ FAX.04-2947-5188 

株式会社ムトーセーフ 浦和支店 

〒330-0061 
さいたま市浦和区常盤９－２２－１４ 
 
TEL.048-832-1541 ／ FAX.048-833-4085 
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株式会社ムラクシ 

〒174-0055 
板橋区泉町５－１３ 
 
TEL.03-5392-6688 ／ FAX.03-5392-6690 

株式会社ムラック 東京支店 

〒102-0072 
千代田区飯田橋３－１１－１５ ＵＥＤＡビル５階 
 
TEL.03-3265-1411 ／ FAX.03-3265-1451 

明協電機株式会社 

〒105-0012 
港区芝大門２－５－８ 
 
TEL.03-3433-0885 ／ FAX.03-3433-0874 

明食サービス株式会社 

〒101-0047 
千代田区内神田３－４－１３ 
 
TEL.03-3256-3961 ／ FAX.03-3256-3985 

名鉄観光サービス株式会社 さいたま支店 

〒330-0803 
さいたま市大宮区高鼻町１－２０－１ 大宮中央ビル 
 
TEL.048-641-5388 ／ FAX.048-641-5287 

株式会社明電舎 北関東支店 

〒338-0002 
さいたま市中央区下落合４－２３－１６ 
 
TEL.048-859-7003 ／ FAX.048-859-7086 

株式会社明和産業 埼玉支店 

〒330-0804 
さいたま市大宮区堀の内町１－３３４－２－１０２ 
 
TEL.048-642-6431 ／ FAX.048-642-6431 

明和優美印刷株式会社 

〒3510111 
和光市下新倉５－１７－７７ 
 
TEL.048-424-5260 ／ FAX.048-424-5261 

株式会社メディカルウェイストシステム 

〒520-3047 
滋賀県栗東市手原３－１０－１１ 
 
TEL.077-551-6180 ／ FAX.077-553-9200 

株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ ＣＵＢＩＣ 

〒102-0083 
千代田区麹町３－４ 麹町Ｋ－１１８ビル３階 
 
TEL.03-3234-9300 ／ FAX.03-3234-9310 

メディカル・システム・サービス株式会社 

〒101-0032 
千代田区岩本町３－８－１５ 
 
TEL.03-5825-2501 ／ FAX.03-5825-2503 

株式会社メディカルラボ 

〒229-1131 
神奈川県相模原市西橋本１－４－２６ 
 
TEL.042-775-6101 ／ FAX.042-779-7624 
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株式会社メディブレーン 

〒540-0037 
大阪市中央区内平野町２－４－５ 
 
TEL.06-6946-1128 ／ FAX.06-6946-9088 

株式会社メリットファイブ 

〒104-0061 
中央区銀座８－１６－１３ 中銀城山ビル１１Ｆ 
 
TEL.03-6909-2231 ／ FAX.03-3546-6766 

メルテック株式会社 

〒323-0158 
小山市大字梁字愛宕２３３３－２９ 
 
TEL.0285-49-1080 ／ FAX.0285-49-1084 

望月印刷株式会社 

〒330-0007 
さいたま市中央区円阿弥５－８－３６ 
 
TEL.048-840-2111 ／ FAX.048-840-2121 

森教材 

〒350-0025 
川越市並木西町５－１ 
 
TEL.049-235-6328 ／ FAX.049-235-9238 

有限会社森下防災 

〒351-0111 
和光市下新倉４－１－１４ 
 
TEL.048-201-4778 ／ FAX.048-461-6172 

株式会社モリタ 東京ポンプ営業部 

〒105-0003 
港区西新橋３－２５－３１ 
 
TEL.03-5777-5073 ／ FAX.03-3435-7355 

株式会社モリタエコノス 埼玉支店 

〒362-0025 
埼玉県上尾市大字上尾下字上原１０４０－１ 
 
TEL.048-777-1891 ／ FAX.048-777-2010 

森永エプロン宅配サービス 和光店 

〒351-0111 
和光市下新倉４－２４－１ 
 
TEL.048-466-2281 ／ FAX.048-467-8199 

株式会社森本不動産鑑定事務所 

〒353-0004 
志木市本町５－２０－１２－３０２ 
 
TEL.048-473-5611 ／ FAX.048-473-5612 

株式会社八板記録管理研究所 

〒104-0043 
中央区湊２－８－７ 
 
TEL.03-3551-7025 ／ FAX.03-5542-3934 

八重洲電気株式会社 

〒104-0032 
中央区八丁堀２－８－５ 
 
TEL.03-5566-0015 ／ FAX.03-3551-1371 
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株式会社谷澤商会 

〒354-0003 
富士見市南畑新田２０２ 
 
TEL.049-251-3421 ／ FAX.049-254-1314 

安田株式会社 埼玉支店 

〒331-8533 
さいたま市西区大字西遊馬３４５－１ 
 
TEL.048-622-1181 ／ FAX.048-622-1184 

安田保険事務所 

〒108-0074 
港区高輪４－２４－５５－７０８ 
 
TEL.03-3440-0059 ／ FAX.03-3440-0900 

株式会社ヤチホ 

〒162-0845 
新宿区市谷本村町３－２２ 
 
TEL.03-3268-3600 ／ FAX.03-3268-3653 

山崎教育システム株式会社 

〒189-0003 
東村山市久米川町５－３３－２４ 
 
TEL.042-392-1111 ／ FAX.042-392-1110 

株式会社ヤマシタコーポレーション 埼玉営業所 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－６８６ 
 
TEL.048-650-0601 ／ FAX.048-650-0602 

株式会社山武 ビルシステムカンパニー北関東支
店 

〒330-6012 
さいたま市中央区新都心１１－２ 
 
TEL.048-600-6071 ／ FAX.048-601-2255 

株式会社山田洋治商店 

〒178-0062 
練馬区大泉町１－２８－４０ 
 
TEL.03-3921-2023 ／ FAX.03-3921-2045 

有限会社大和化研 

〒351-0111 
埼玉県和光市下新倉６－１３－４３ 
 
TEL.048-461-1095 ／ FAX.048-461-0518 

有限会社大和清掃 

〒351-0101 
和光市白子３－２１－１４ 
 
TEL.048-461-1858 ／ FAX.048-461-1858 

株式会社大和速記情報センター 

〒105-0001 
港区虎ノ門１－１９－１０ 
 
TEL.03-3595-3211 ／ FAX.03-3595-3231 

ヤマハサウンドテック株式会社 

〒103-0014 
中央区日本橋蛎殻町１－２４－８ 
 
TEL.03-3639-2221 ／ FAX.03-3639-3433 
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株式会社ヤマハミュージック西東京 所沢店 

〒359-1116 
所沢市東町１０－１７ 
 
TEL.04-2923-1341 ／ FAX.04-2923-9630 

有限会社山屋 

〒351-0112 
和光市丸山台２－８－３２ 
 
TEL.048-461-2121 ／ FAX.048-467-3026 

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 東京支社 

〒104-0028 
東京都中央区八重洲２－１－１ 
 
TEL.03-3517-5780 ／ FAX.03-3517-5789 

ユアサ電池サービス販売株式会社 ＣＣＳ事業所 

〒351-0015 
朝霞市幸町３－１１－２４ 
 
TEL.048-452-6300 ／ FAX.048-469-5757 

株式会社ユウ・エイヴィシステム 

〒331-0804 
さいたま市北区土呂町１４３９－１ 
 
TEL.048-667-8883 ／ FAX.048-652-6701 

株式会社ユーコム 

〒359-0027 
所沢市松郷８９－３５ 
 
TEL.04-2944-1830 ／ FAX.04-2944-1933 

株式会社ユース 

〒350-1331 
狭山市新狭山１－１３ 
 
TEL.04-2953-2187 ／ FAX.04-2953-6904 

株式会社ユーソフトシステム 埼玉営業所 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町２－３２－５ 
 
TEL.048-652-0240 ／ FAX.048-660-5270 

株式会社ユーディケー 西部営業所 

〒354-0022 
富士見市山室２－１０－１０ 
 
TEL.049-252-6831 ／ FAX.048-252-6836 

株式会社雄飛堂 

〒330-0841 
さいたま市大宮区東町１－５４ 
 
TEL.048-641-5050 ／ FAX.048-644-0531 

友輪株式会社 

〒104-0032 
中央区八丁堀１－２－８ 
 
TEL.03-5543-2441 ／ FAX.03-5543-2444 

有隣興業株式会社 

〒368-0024 
秩父市上宮地町２２－２５ 
 
TEL.0494-22-0210 ／ FAX.0494-22-5764 
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株式会社ユニ機工 

〒213-0005 
神奈川県川崎市高津区北見方２－２８－２５ 
 
TEL.044-822-1717 ／ FAX.044-822-9744 

横河電機株式会社 環境システム営業本部 

〒180-8750 
武蔵野市中町２－９－３２ 
 
TEL.0422-52-6381 ／ FAX.0422-52-6589 

横河フィールドエンジニアリングサービス㈱東部
サービスセンター 

〒331-0052 
さいたま市西区三橋６－６５４－１ 
 
TEL.048-620-1414 ／ FAX.048-626-0800 

横浜特殊船舶株式会社 

〒231-0033 
横浜市中区長者町４－９－８ 
 
TEL.045-662-5459 ／ FAX.045-662-5468 

横山工業株式会社  栃木工場 

〒329-0611 
栃木県河内群上三町上三川３９２１－１ 
 
TEL.0285-56-2363 ／ FAX.0285-56-6516 

有限会社吉田園 

〒351-0111 
和光市下新倉４－２２－４６ 
 
TEL.048-462-0716 ／ FAX.048-462-0732 

株式会社ヨシダ消毒 大宮営業所 

〒330-0804 
さいたま市大宮区堀の内町１－６９８－３ 
 
TEL.048-645-0205 ／ FAX.048-647-2314 

株式会社ライオン事務器 北関東支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町４－８－１０ 
 
TEL.048-667-5081 ／ FAX.048-651-2913 

有限会社ライズファクトリー 

〒135-0002 
東京都江東区住吉２－２５－２ 
 
TEL.03-5624-0095 ／ FAX.03-5624-0050 

ライト工業有限会社 

〒365-0027 
埼玉県鴻巣市上谷１３１４－１ 
 
TEL.048-540-1581 ／ FAX.048-540-1585 

株式会社ライトコスモ 

〒335-0022 
戸田市上戸田２５ 
 
TEL.048-430-0121 ／ FAX.048-430-0122 

ライフサポート株式会社 

〒331-0071 
さいたま市西区高木１０８－１ 
 
TEL.048-623-8810 ／ FAX.048-623-0980 
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株式会社ラウム計画設計研究所 

〒102-0083 
千代田区麹町３－２－４ 
 
TEL.03-3262-7325 ／ FAX.03-3262-7389 

株式会社ラビックス 

〒351-0034 
朝霞市西原２－１４－５ 
 
TEL.048-473-4596 ／ FAX.048-475-0377 

ランドブレイン株式会社 

〒102-0093 
東京都千代田区平河町１－２－１０ 
 
TEL.03-3263-3811 ／ FAX.03-3269-8672 

株式会社リクチ漏水調査 

〒161-0032 
新宿区中落合３－２１－２ 
 
TEL.03-3954-9225 ／ FAX.03-3954-9158 

株式会社六濤 埼玉営業所 

〒331-0804 
さいたま市北区土呂町２－４４－１３サンシティ 
 
TEL.048-651-9811 ／ FAX.048-651-9812 

リコー販売株式会社 埼玉事業本部 官庁営業部 

〒350-0824 
川越市石原町２丁目６１番地６１－１ 
 
TEL.049-223-3505 ／ FAX.049-223-3509 

リコーリース株式会社 関東支社 

〒330-0854 
さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ 
 
TEL.048-645-1023 ／ FAX.048-645-5319 

株式会社リサイクル事業団 

〒342-0022 
吉川市大字加藤６２９－１ 
 
TEL.048-983-6359 ／ FAX.048-983-6675 

株式会社リジオナル・プランニング・チーム 

〒160-0003 
東京都新宿区本塩町１０－８ 
 
TEL.03-5367-3590 ／ FAX.03-5367-3630 

理想科学工業株式会社 理想所沢支店 

〒359-1124 
所沢市東住吉９－５ 
 
TEL.04-2925-9331 ／ FAX.04-2925-9335 

株式会社リッショー 

〒340-0006 
埼玉県草加市八幡町６６８－１１ 
 
TEL.048-933-2555 ／ FAX.048-933-2556 

有限会社リバネット 

〒351-0014 
朝霞市膝折町２－１０－１９ 
 
TEL.048-487-3889 ／ FAX.048-487-3897 
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株式会社リビングストン 

〒331-0074 
さいたま市西区大字宝来１４２５－１ 
 
TEL.048-625-3151 ／ FAX.048-625-0353 

株式会社流通研究所 

〒259-1131 
神奈川県伊勢原市１－１６－８ 第２小泉ビル２０２ 
 
TEL.0463-95-6361 ／ FAX.0463-95-7188 

株式会社両備システムズ 行政システムカンパニ
ー東日本事業部 

〒102-0075 
千代田区三番町８－７第２５興和ビル２Ｆ 
 
TEL.03-3239-3377 ／ FAX.03-3239-8293 

株式会社両毛システムズ 

〒376-8502 
桐生市広沢町３－４０２５ 
 
TEL.0277-53-3139 ／ FAX.0277-53-3140 

株式会社リンレイサービス 埼玉支店 

〒362-0075 
上尾市柏座２－２－１９ 
 
TEL.048-778-3741 ／ FAX.048-778-3737 

株式会社れいめい 

〒130-0023 
墨田区立川４－５－１０ 
 
TEL.03-3634-2100 ／ FAX.03-3634-2109 

レーベン有限会社 

〒350-0241 
坂戸市鶴舞４－１２－１２ 
 
TEL.049-284-1508 ／ FAX.049-284-1508 

有限会社歴史考房まほら 

〒379-2211 
群馬県伊勢崎市市場町２－６３５－１ 
 
TEL.0270-61-1548 ／ FAX.0270-61-1548 

株式会社レクトン 

〒104-0033 
中央区新川１－１７－２５ 
 
TEL.03-3551-5554 ／ FAX.03-3551-2558 

株式会社レパスト 

〒104-0061 
中央区銀座７－１３－８ 
 
TEL.03-3541-3161 ／ FAX.03-3541-0862 

株式会社レンタルのニッケン さいたま西営業所 

〒354-0046 
入間郡三芳町竹間沢東５－２ 
 
TEL.049-274-3121 ／ FAX.049-259-2950 

（企）労協センター事業団 東関東事業本部 

〒336-0018 
さいたま市南区南本町２－５－１５ Ｍ・Ｍ・オフィス２０１号 
 
TEL.048-844-0085 ／ FAX.048-844-0086 
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株式会社ロッキー・インターナショナル 

〒359-0021 
所沢市東所沢２－３６－６ 
 
TEL.04-2944-2154 ／ FAX.04-2944-2156 

ロックサービス 

〒3510114 
和光市本町５－２１ 
 
TEL.048-465-8063 ／ FAX.048-465-8085 

ワールド工業株式会社 

〒331-0811 
さいたま市北区吉野町２－２７０－４ 
 
TEL.048-651-2516 ／ FAX.048-651-9594 

株式会社ワイエムクリーン 

〒350-1133 
川越市大字砂６８３ 
 
TEL.049-241-0015 ／ FAX.049-246-1708 

株式会社ワイ・シー・シー 東京支社 

〒192-0081 
八王子市横山町１９－７ 
 
TEL.042-648-8851 ／ FAX.042-648-8834 

特定非営利活動法人和康 

〒351-0102 
和光市諏訪３－１１ 
 
TEL.048-461-6896 ／ FAX. 

株式会社和幸クリーン 

〒336-0018 
さいたま市南区南本町２－２１－９ 
 
TEL.048-875-1667 ／ FAX.048-712-2985 

株式会社和光輸送 

〒351-0111 
和光市下新倉５－５－２６ 
 
TEL.048-463-8273 ／ FAX.048-463-6170 

和光リサイクル事業協同組合 

〒351-0111 
埼玉県和光市下新倉４－１９－２５ 
 
TEL.048-463-3664 ／ FAX.048-463-8634 

株式会社ワコーインターナショナル 埼玉支店 

〒334-0058 
川口市安行領家１６５－１ 
 
TEL.048-298-2101 ／ FAX.048-298-2103 

株式会社早稲田技研防災 

〒359-0001 
埼玉県所沢市大字下冨５９８－４ 
 
TEL.04-2943-1022 ／ FAX.04-2943-1025 

早稲田速記株式会社 

〒171-0033 
豊島区高田３－１１－１７ 
 
TEL.03-3200-8671 ／ FAX.03-3200-8673 
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ワタキューセイモア株式会社 東京支店 

〒343-0851 
越谷市七佐町３－１９２ 
 
TEL.048-988-1288 ／ FAX.048-988-510 

株式会社蕨環境公栄社 

〒335-0001 
蕨市北町３－４－５ 
 
TEL.048-444-8867 ／ FAX.048-444-4247 

有限会社ワンズプラスチックリサイクル協会 

〒351-0115 
和光市新倉８－１７－２５ 
 
TEL.048-463-5588 ／ FAX.048-463-5665 

株式会社ワンズマンコンサルティング さいたま
支店 

〒331-0812 
さいたま市北区宮原町３－３０５ 
 
TEL.048-667-8052 ／ FAX.048-667-8053 

株式会社ワンビシアーカイブズ 官公庁営業部 

〒105-0001 
港区虎ノ門４－１－２８ 
 
TEL.03-5425-5004 ／ FAX.03-5425-5045 

  

  

  

  

  

  

  

 


