
令和３・４年度　羽生市物品売買等競争入札参加資格者名簿 物品売買等・建設資材納入

受付番号 商号かな 商号漢字 住所 業種

502598 あーくらんどさかもと アークランドサカモト(株)ホームセンタームサシ久喜菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲7004
書籍・事務用品・什器類・薬品・消防・車両･車両部品・機械器具・電気製品・精密機械・百貨店・繊維･寝
具・室内装飾・広告･看板・食品・餌･肥料・燃料・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・保安用品

501942 あーすさぽーと アースサポート(株) 東京都渋谷区本町1-4-14 書籍・事務用品・什器類・教育用品・消防・電気製品・繊維･寝具・室内装飾・広告･看板・リース・その他

502039 あーるけーけーしーえす (株)ＲＫＫＣＳ 熊本県熊本市中央区九品寺1-5-11 電気製品

501162 あいえいちあいげんどうき (株)ＩＨＩ原動機 東京都千代田区外神田2-14-5 その他

502321 あいこんさるたんと (株)アイコンサルタント 狭山市大字北入曽1363-1 書籍・事務用品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース

502023 あいたっく (株)アイタック 東京都千代田区神田須田町1-18 書籍・事務用品・機械器具・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

501060 あいちとけいでんき 愛知時計電機(株)大宮営業所 さいたま市大宮区大成町1-101　斉藤ビル 機械器具

501776 あいでぃーえー (株)アイ・ディー・エー埼玉営業所 さいたま市大宮区仲町3-58-203 印刷

502242 あいてぃふぉー (株)アイティフォー 東京都千代田区一番町21番地 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502637 あいてっくす (株)アイテックス 東京都品川区西五反田8-1-3　PMO五反田4F 薬品・医療･理化学用品・消防・繊維･寝具・食品・ゴム･皮革･シート

500094 あいねす (株)アイネス　東日本営業部 東京都中央区晴海3-10-1 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース

500083 あいほー (株)アイホー　埼玉営業所 さいたま市北区吉野町2-1491-1 金物･雑貨・厨房

502652 あいらいふ (株)アイライフ 羽生市大字神戸642-2 書籍・事務用品・薬品・医療･理化学用品・消防・電気製品・繊維･寝具・金物･雑貨

502648 あいりすおーやま アイリスオーヤマ(株) 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 薬品・医療･理化学用品・消防・電気製品・広告･看板・その他

502658 あおいかんきょう アオイ環境(株) 東京都港区三田2-17-29 消防

502205 あおき (株)青木 三芳町大字上富1996-1 その他

101048 あおきしょうてん (株)青木商店 新座市中野1-1-28 その他

500163 あきら 昱(株)北関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-11-9 薬品・医療･理化学用品・機械器具・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

100383 あくあいーすと アクアイースト(株) 志木市上宗岡2-20-31 写真類・消防・車両･車両部品・機械器具・リース・その他

502708 あくあぷろだくと (株)アクアプロダクト 所沢市西狭山ケ丘1-256-1-101 その他

501770 あくてぃお (株)アクティオ久喜営業所 埼玉県久喜市清久町2-4 消防・車両･車両部品・機械器具・電気製品・金物･雑貨・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

501299 あくりーぐ アクリーグ(株)埼玉営業所 さいたま市南区辻4-20-21 広告･看板・印刷
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502092 あさのほうちきこうぎょう (有)浅野報知機工業 久喜市上町3-1 消防・電気･ＯＡ事務機保守

502411 あさひ 旭(株)東京支店 金物･雑貨・厨房・その他

100032 あさひくりえいと (株)旭クリエイト 久喜市西大輪2088-1 消防・機械器具・厨房・その他

500118 あさひこうよう 朝日航洋(株)埼玉支店 川越市南台3-14-4 電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・リース

100112 あさひこみゅにけーしょんず (株)アサヒコミュニケーションズ 鴻巣市本町4-3-23 広告･看板・印刷

501427 あさひてっく 朝日テック(株)さいたま営業所 さいたま市中央区鈴谷2-794 薬品・機械器具・その他

502217 あさひぷりてっく アサヒプリテック(株)北関東営業所 杉戸町本郷東中616 その他

100157 あさひめんてっく (株)アサヒメンテック さいたま市大宮区桜木町4-247 その他

500212 あじあこうそく アジア航測(株) さいたま市南区南本町1-17-1ＭＭＣビル 印刷・複写業務・リース

501799 あしすと アシスト(株) 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 印刷

502246 あすか (株)アスカ　熊谷店 熊谷市肥塚1200-4 運動用具・その他

500025 あずびるきんもん アズビル金門(株)さいたま営業所 さいたま市中央区本町西4-18-1 機械器具・その他

502661 あすぷれす アスプレス(株) 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-5 複写業務・その他

100084 あたるかいはつ (株)アタル開発　北埼支店 羽生市南1-11-31 書籍・事務用品・写真類・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・その他

502686 あてんさぷらい アテンサプライ(株) 京都府京都市伏見区中島中道町133 印刷

502294 あとみくす アトミクス(株) 東京都板橋区舟渡3-9-6 電気製品

502279 あとらすじょうほうさーびす アトラス情報サービス(株) 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6　 電気･ＯＡ事務機保守

501030 あぶてついんさつ 油鉄印刷(株)　 茨城県古河市長谷町28-32 広告･看板・印刷

502050 あまぬましょうじ 天沼商事(株) 羽生市中央2-12-10
書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・写真類・消防・機械器具・電気製品・精密機械・繊維･寝
具・室内装飾・広告･看板・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・電気･ＯＡ事務機保守・その他

500217 あまの アマノ(株)大宮支店 さいたま市北区東大成町2-613 書籍・事務用品・金物･雑貨・印刷・その他

502626 あみてん (株)アミテン 上尾市大字小敷谷77-1西上尾第二団地2-30-402 教育用品

502610 あるかでぃあ (株)アルカディア 大阪府箕面市箕面6-3-1 消防・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース
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500994 あるそっくあんしんけあさぽーと ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株) 東京都大田区山王1-3-5 電気製品

101222 あるそっくさいたま ＡＬＳＯＫ埼玉(株) さいたま市中央区上落合2-3-4 医療･理化学用品・消防・その他

502692 あんしんさぽーと (株)あんしんサポート 福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 消防・電気製品

502439 あんぜんこうき (有)安全工機 春日部市南中曽根641-2
消防・機械器具・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・保安用品・資材（セメント）・資材（コンクリ－ト製
品）・資材（鋳鉄製品）・資材（凍結防止剤）・その他資材

502712 いーとらすと (株)イートラスト 新潟県長岡市北陽1-53-54 書籍・事務用品・写真類・消防・機械器具・電気製品・精密機械・金物･雑貨・電気･ＯＡ事務機保守

501125 いおんでぃらいと イオンディライト(株)関東支社　埼玉西支店 さいたま市浦和区常盤9-20-3 消防・電気製品・金物･雑貨

500105 いしがきめんてなんす 石垣メンテナンス(株)営業本部 東京都千代田区丸の内1-6-5 薬品・機械器具・その他

502527 いしかわこんぴゅーたせんたー (株)石川コンピュータ・センター　東京支社 東京都港区芝1-10-11　コスモ金杉橋ビル 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

100079 いしやましょうこう 石山商工(株) 熊谷市問屋町4-2-7 什器類・教育用品・運動用具・消防・室内装飾・広告･看板

501710 いちかわかんきょうえんじにありんぐ (株)市川環境エンジニアリング　埼玉支店 狭山市大字中新田字芝276-4 金物･雑貨・その他

501855 いびそく (株)イビソク　東京本社 東京都中央区日本橋小舟町15-17-5 リース

502734 いべんと・こみゅにけーしょんずいばらき
(株)イベント・コミュニケーションズ
茨城

茨城県つくば市谷田部3625-3 運動用具・消防・電気製品・室内装飾・広告･看板・リース

101216 いまい (株)イマイ さいたま市北区別所町63-7 印刷・その他

502629 いんてっく (株)インテック　公共ソリューション部 東京都江東区豊洲2-2-1　豊洲ベイサイドクロスタワー 書籍・事務用品・電気製品・リース・その他

500147 いんふぉまてぃくす (株)インフォマティクス 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100203 うぃずうぇいすとじゃぱん (株)ウィズウェイストジャパン さいたま市大宮区大成町2-224-1 金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・その他・その他資材

502488 うぃずぺっとぼとるりさいくる ウィズペットボトルリサイクル(株) さいたま市大宮区大成町2-224-1 その他

502711 ゔぃれっぷす ヴィレップス(同) 大阪府松原市天美東2-129-22 書籍・事務用品・消防・機械器具・広告･看板・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・その他

101051 ういんず (株)ウインズ 川越市大字山田253-3 教育用品

502402 うぇるくる (株)ウェルクル 大阪府大阪市中央区北浜3-1-6　サン北浜ビル4階 書籍・事務用品・医療･理化学用品・その他

500680 うぉーたーえーじぇんしー (株)ウォーターエージェンシー　埼玉営業所 さいたま市中央区鈴谷7-10-25 その他

100337 うぉーたーすたんど ウォータースタンド(株) さいたま市大宮区桜木町4-463 書籍・事務用品・什器類・金物･雑貨・その他
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501794 うぉーたーてっく (株)ウォーターテック東日本支店 東京都港区芝浦3-16-1 薬品・医療･理化学用品・機械器具・その他

502689 うぉーたーりんくす (株)ウォーターリンクス 兵庫県姫路市阿保甲878 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

100772 うちこん (株)ウチコン 久喜市小右衛門117 資材（コンクリ－ト製品）

501083 うちだようこう (株)内田洋行 東京都江東区東陽2-3-25 書籍・事務用品・什器類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

501954 うるのしょうじ ウルノ商事(株)埼玉支店 加須市北平野770-1 食品

502407 えいちわいえすえんじにありんぐさーびす (株)ＨＹＳエンジニアリングサービス 東京都小平市御幸町32 電気製品

502578 えいてっく (株)エイテック　東日本支社 東京都渋谷区本町4-12-7 医療･理化学用品・機械器具・印刷

500010 えいばんしょうじ エイバン商事(株) 東京都豊島区駒込1-14-9 薬品・医療･理化学用品

502392 えーえすろかす ＡＳロカス(株) 千葉県千葉市中央区中央港1-22-7 書籍・事務用品・印刷・リース

100001 えーじーえす ＡＧＳ(株) さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・その他

101116 えーしーてくのさんよー エーシーテクノサンヨー(株) さいたま市北区日進町3-597-1 その他

501831 えーてぃーえるしすてむず (株)エーティーエルシステムズ 山梨県甲府市相生1-4-23 電気･ＯＡ事務機保守

502093 えくすあどめでぃあ (株)エクス・アドメディア さいたま市南区内谷4-11-26 什器類・室内装飾・広告･看板・リース

502729 えこーせんでんいんさつ (株)エコー宣伝印刷 北足立郡伊奈町大字小室7076 印刷

502374 えこけみかるじゃぱん (株)エコケミカルジャパン 東京都足立区綾瀬4-23-9 消防

502095 えこさーびす エコサービス(株) 深谷市高島568-1 機械器具・その他

502079 えすあいしー (株)エス・アイ・シー　さいたま支店 さいたま市大宮区東町1-16-2 医療･理化学用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

501828 えすえぬかんきょうてくのろじー エスエヌ環境テクノロジー(株)東京支店 東京都品川区南大井6-26-3 薬品・機械器具・その他

100845 えすてっく (有)エステック 入間郡毛呂山町前久保南3-15-3 教育用品・その他

502348 えすびいでー (株)エスビイデー　埼玉営業所 さいたま市中央区上落合2-3-2 その他

100796 えちけんさんぎょう 越健産業(株) 川越市久保町2-1 繊維･寝具・金物･雑貨・その他

101144 えぬいーしーきゃぴたるそりゅーしょん ＮＥＣキャピタルソリューション(株)関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 リース
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502270 えぬいーしーそりゅーしょんいのべーた ＮＥＣソリューションイノベータ(株)営業統括本部 東京都江東区新木場1-18-7 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

500944 えぬいーしーねくさそりゅーしょんず ＮＥＣネクサソリューションズ(株) 東京都港区三田1-4-28 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

500725 えぬいーしーねっつえすあい ＮＥＣネッツエスアイ(株)関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 書籍・事務用品・電気製品

501241 えぬいーしーふぃーるでぃんぐ ＮＥＣフィールディング(株)埼玉支店 さいたま市北区宮原町2-85-5 書籍・事務用品・什器類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

500324 えぬえすかんきょう エヌエス環境(株)東京支社 さいたま市西区宮前町1629-1 その他

502590 えぬてぃてぃたうんぺーじ NTTタウンページ(株) 東京都港区虎ノ門3-8-8 消防・室内装飾・広告･看板・印刷・その他

500241 えぬてぃてぃてぃーしーりーす ＮＴＴ・ＴＣリース㈱関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-9-6 リース

502181 えぬてぃてぃどこも (株)ＮＴＴドコモ　埼玉支店 さいたま市中央区新都心11-1ドコモ埼玉ビル4階 教育用品・写真類・機械器具・電気製品・精密機械・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100191 えぬてぃてぃひがしにほんかんしんえつ (株)ＮＴＴ東日本‐関信越 さいたま市浦和区常盤5-8-17 教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

100149 えぬびーけんせつきたかんとう (株)ＮＢ建設北関東 加須市南篠崎2400-2 リース・その他

502669 えねさーぶ エネサーブ(株) 滋賀県大津市月輪2-19-6 その他

502071 えねっと (株)エネット 東京都港区芝公園2-6-3 その他

500194 えばらじつぎょう 荏原実業(株)関東支社 さいたま市浦和区岸町7-1-4 薬品・機械器具・電気製品・精密機械

502233 えふぱわー (株)Ｆ-Ｐｏｗｅｒ 東京都港区芝浦3-1-21 その他

502361 えみたす (株)エミタス 深谷市上柴町東5-18-9 什器類・繊維･寝具・室内装飾・広告･看板・金物･雑貨・その他

502298 えむじぇいしー (株)ＭＪＣ　減災事業部 東京都港区浜松町1-24-8　オリックス浜松町ビル8階 書籍・事務用品・電気製品

502537 えむてぃーあい (株)エムティーアイ 東京都新宿区西新宿3-20-2 その他

100789 えむわい (株)エムワイ　レントオール熊谷 熊谷市広瀬542-5 電気製品・室内装飾・広告･看板・リース

500996 えるこむ (株)エルコム 東京都大田区千鳥2-10-16 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502090 おうめしょうこうかいぎしょ 青梅商工会議所 東京都青梅市上町373-1 書籍・事務用品・電気製品・リース

501978 おうようちしつ 応用地質(株) さいたま市北区土呂町2-61-5 消防・機械器具

502094 おーえーじーぜいりしほうじん ＯＡＧ税理士法人 東京都千代田区五番町6-2 書籍・事務用品・電気･ＯＡ事務機保守
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501894 おおくらこうぎょう 大倉工業(株)東京支店 東京都豊島区東池袋3-13-2 その他

502630 おおさかがすせきゅりてぃさーびす 大阪ガスセキュリティサービス(株) 大阪市淀川区十三本町3-6-35 電気･ＯＡ事務機保守

502158 おおさきでーたてっく 大崎データテック(株) 東京都品川区東五反田2-1-10 機械器具・電気製品・リース

500249 おおつかしょうかい (株)大塚商会  LA事業部 北関東LA販売課 さいたま市中央区上落合8-1-19 書籍・事務用品・什器類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502510 おーてっく (株)オーテック　環境システム事業部北関東支店 群馬県高崎市貝沢町478 その他

501661 おがわぽんぷ 小川ポンプ工業(株) 東京都大田区大森東5-34-9　ウィステリア大森東201 車両･車両部品

502717 おきくろすてっく OKIクロステック(株)第二支社 さいたま市中央区上峰3-10-5 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

500213 おきでんきこうぎょう 沖電気工業(株)首都圏営業本部 東京都港区虎ノ門1-7-12 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

100100 おきなや (株)オキナヤ 熊谷市江南中央2-17-1 医療･理化学用品・機械器具・電気製品・室内装飾・広告･看板・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守

101138 おふぃすえいじー (有)オフィス・エイ・ジー 富士見市水谷東2-25-5 その他

500038 おりえんたるこんさるたんつ (株)オリエンタルコンサルタンツ埼玉事務所 さいたま市中央区新中里4-14-17 電気製品・リース

500055 かいぎろくけんきゅうしょ (株)会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース・その他

100120 かいぎろくせんたー (株)会議録センター 鴻巣市鎌塚1-4-12 電気製品・印刷

501873 かしはらけいきこうぎょう 柏原計器工業(株)千葉営業所 千葉県市川市末広1-2-10 その他

501905 かしまいんさつしょ (株)鹿島印刷所 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町159 印刷・その他

502580 かずまっと (株)CUZMAT　埼玉営業所長 富士見市西みずほ台1-4-5　ベルトピアみずほ台302 消防

502147 かぞやくるとはんばい かぞヤクルト販売(株) 加須市南町3-34 食品

502519 かとうしょうじ 加藤商事(株) 所沢市けやき台2-31-2 その他

501866 かどくらてくの 門倉テクノ(株)関東支店 さいたま市浦和区元町1-24-25 電気製品・その他

502647 かねこ (株)兼子　埼玉戸田工場 戸田市美女木1060 その他

8 かやまこうぎょう (有)賀山工業 羽生市大字今泉790 車両･車両部品・機械器具・その他

501016 かわいねーむぷれーとせいさくしょ (株)川合ネームプレート製作所 栃木県那須塩原市石林318-1 広告
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100057 かわかみしょくひん (有)川上食品 熊谷市宮町2-161 食品

100073 かわしまこうぎょう (有)川島工業 羽生営業所 羽生市大字北荻島393-1 車両･車両部品・機械器具

500265 かわじゅうれいねつこうぎょう 川重冷熱工業(株)　北関東支店 白岡市新白岡7-14-13 薬品・その他

502142 かわもとぎけんこうぎょう 川本技研工業(株) 深谷市荒川86 薬品・機械器具

100015 かんえいめんてなんす (株)カンエイメンテナンス 行田市桜町1-6-10 薬品・機械器具・その他

501731 かんえつちゃーと 関越チャート(株)埼玉営業所 行田市小針2585 書籍・事務用品・広告･看板・印刷・その他

500112 かんきょうかんりせんたー (株)環境管理センター　北関東技術センター さいたま市中央区本町東3-15-12 消防・電気製品

502001 かんきょうぎけん (株)環境技研行田営業所 行田市門井町1-7-7サンハイツ野口C-102号室 薬品

501150 かんきょうてっく (株)環境テック 栃木県鹿沼市西茂呂2-23-26 薬品

501592 かんきょうほぜんせんたー (株)環境保全センター 群馬県高崎市下大島町626 機械器具

500061 かんだつうしんき 神田通信機(株)北関東支店 さいたま市大宮区浅間町2-167 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502003 かんとうこうぎょう 関東港業(株)文化財保存対策事業部 東京都港区芝浦4-17-11 書籍・事務用品・薬品

502213 かんとうしょくひん 関東食品(株)館林営業所 群馬県館林市小桑原町1393-3 食品

502565 かんとうほーちき 関東ホーチキ(株)さいたま支社 さいたま市北区宮原町3-547 消防

501284 かんとうまつだ (株)関東マツダ法人事業本部 さいたま市大宮区桜木町4-345 車両･車両部品

502616 きぎょうくみあいろうきょうせんたーじぎょうだん 企業組合労協センター事業団　埼玉事業本部 さいたま市南区南本町2-5-15-201 食品・その他

501708 ぎじろくせんたー (株)ぎじろくセンター 東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町9-3　日本橋相互ビル505 電気製品・リース

502144 きたかんとうてぃーしーえむ 北関東ＴＣＭ(株)行田営業所 行田市藤原町1-5-1 車両･車両部品

501722 きたにほんこんぴゅーたーさーびす 北日本コンピューターサービス(株) 秋田県秋田市南通築地15-32 電気製品・リース・その他

501809 きはら キハラ(株) 東京都千代田区神田駿河台3-5 書籍・事務用品・什器類・教育用品・広告･看板

501111 きやのんしすてむあんどさぽーと キヤノンシステムアンドサポート(株)埼玉中央営業部熊谷営業所 熊谷市筑波3-195 書籍・事務用品・什器類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

100215 きょういくさんぎょう 教育産業(株) さいたま市見沼区南中野301-1 書籍・事務用品・什器類・教育用品・電気製品・室内装飾・電気･ＯＡ事務機保守・リース
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502422 きょうえいけんざいこうぎょう 共栄建材工業(株) 三郷市三郷1丁目14番地13 資材（コンクリ－ト製品）

502163 きょうせい (株)共生 さいたま市浦和区常盤10-2-3-301 繊維･寝具

501349 ぎょうせい (株)ぎょうせい　関東支社 東京都江東区新木場1-18-11 書籍・事務用品・印刷・リース

502558 ぎょうせいしすてむ 行政システム(株)東京支店 東京都立川市曙町2-22-20 電気･ＯＡ事務機保守・リース

502737 きょうでんこうぎょう 協電工業(株) 春日部市下大増新田421-1 機械器具・電気製品・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート

100827 きょうどうこんくりーと 共同コンクリート(株) さいたま市北区宮原町1-222 資材（コンクリ－ト製品）・資材（凍結防止剤）

500277 きょうわこんさるたんつ (株)協和コンサルタンツ　関東営業所 さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 その他

30 きょうわぼいらこうぎょう 協和ボイラ工業(株) 羽生市大字尾崎570 機械器具・その他資材

501668 きょくとうかいはつこうぎょう 極東開発工業(株) 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 車両･車両部品・機械器具・ゴム･皮革･シート・その他

502248 きょくとうぎこうこんさるたんと (株)極東技工コンサルタント さいたま市大宮区三橋1-462-9 印刷

500299 きょくとうさーびす 極東サービス(株) 千葉県八千代市上高野1823-1 機械器具

502607 きょくとうさーびすえんじにありんぐ 極東サービスエンジニアリング(株) 東京都品川区東品川3-15-10 その他

502089 きんぐらんめでぃけあ キングラン・メディケア(株)埼玉支社 さいたま市見沼区大和田町1-1340
書籍・事務用品・什器類・医療･理化学用品・車両･車両部品・電気製品・室内装飾・厨房・電気･ＯＡ事務機
保守・リース

502111 きんせいどうじょうほうしすてむ (株)金聖堂情報システム 日高市大字梅原99-2 書籍・事務用品・写真類・電気･ＯＡ事務機保守・複写業務・リース

500168 きんでん (株)きんでん さいたま市大宮区土手町1-49-8 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502446 くうかんじょうほうさーびす 空間情報サービス(株) 千葉県千葉市中央区中央3-10-6 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・リース

502177 くきちゅうおうみつびしじどうしゃはんばい 久喜中央三菱自動車販売(株)羽生店 羽生市小松1019-1 車両･車両部品

501075 くぼたきこう クボタ機工(株)東京支店 東京都中央区京橋2-1-3 車両･車両部品・機械器具

501709 くまひら (株)クマヒラ　さいたま支店 さいたま市浦和区常盤10-15-16　常盤10丁目ビル5Ｆ 什器類・消防・電気製品・その他

502740 くりーんあーすてくのろじー (株)クリーンアーステクノロジー 東京都港区芝大門1-4-10　大蔵ビル5階 薬品・その他

501671 ぐりーんかんきょうねっと (株)グリーンかんきょうネット 愛知県名古屋市千種区今池1-6-3 書籍・事務用品・電気製品・その他

100136 ぐりーんきかくしゃ (株)グリーン企画社 さいたま市浦和区針ヶ谷3-5-5 広告･看板・食品
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100973 くりばらいりょうきかいてん (株)栗原医療器械店　熊谷支店 熊谷市籠原南3-8 薬品・医療･理化学用品・リース・その他

502667 くりばられんとげん 栗原レントゲン(株)埼玉営業所 熊谷市宮前町2-182　矢島ビル1F 医療･理化学用品

501225 ぐろーりー グローリー(株) さいたま市北区東大成町2-660 書籍・事務用品・その他

502704 くろがねこうさくしょ (株)くろがね工作所　東京営業所 東京都港区芝1-10-13 書籍・事務用品・什器類

502384 ぐんまきかい (株)群馬機械 群馬県前橋市端気町417-1 機械器具・資材（鋼製品）・資材（鋳鉄製品）・その他資材

502472 けいえすえす ＫＳＳ(株) 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2 什器類

500001 けいそくさーびす 計測サービス(株)さいたま事業所 さいたま市南区鹿手袋4-12-10 医療･理化学用品・機械器具・リース・その他

502229 けいみっくす (株)ケイミックス　埼玉支店 八潮市八潮4-21-6 電気製品

501608 けーでーしー (株)ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門4-2-12 書籍・事務用品・リース

502109 けみてっく ケミテック(株) さいたま市北区奈良町157-4 薬品・医療･理化学用品・精密機械・金物･雑貨・資材（凍結防止剤）

501784 げんそう (株)元創 東京都杉並区高円寺南3-24-31 その他

500191 げんだいけんこうしゅっぱん (株)現代けんこう出版 東京都墨田区両国1-12-8 書籍・事務用品・印刷

100220 けんとこーぽれーしょん (株)ケント・コーポレーション さいたま市浦和区本太2-9-24
運動用具・薬品・機械器具・ゴム･皮革･シート・保安用品・その他・資材（砂）・資材（砂利）・資材（砕
石）・資材（セメント）・資材（凍結防止剤）・その他資材

100785 こあ (株)コア 繊維･寝具・室内装飾・広告･看板・ゴム･皮革･シート・印刷・複写業務・その他

500539 こいけ 小池(株) 茨城県古河市幸町1-45 消防

100098 こうきょうちけん 公共地研(株) 川口市戸塚3-25-27 広告･看板

502101 こうしん 光伸(株)関東支店 千葉県松戸市横須賀1-1-6 薬品

502185 こうのいけめでぃかる 鴻池メディカル(株)埼玉営業所 戸田市新曽南3-5-24 医療･理化学用品・リース

100033 こうほくしょうかい (株)江北商会 さいたま市中央区上落合5-2-29
什器類・教育用品・薬品・医療･理化学用品・機械器具・精密機械・繊維･寝具・ゴム･皮革･シート・保安用
品・その他

502432 こーえい コーエィ(株)Ｅ・Ｃ事業部　さいたま営業所 さいたま市西区飯田新田244-1 書籍・事務用品・什器類・写真類・電気製品・室内装飾・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・その他

501001 こーえー (株)コーエー 茨城県取手市清水747 繊維･寝具・広告･看板・印刷・その他

502434 こーけん (株)コーケン 長野県岡谷市2398-1 医療･理化学用品
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502084 こーねっとわーく (株)コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島1-14-18 書籍・事務用品

502697 こーゆーれんてぃあ コーユーレンティア(株) さいたま市浦和区北浦和4-5-5　北浦和大栄ビル7F リース

500148 こおりりーす 郡リース(株)埼玉支店 さいたま市大宮区下町2-55　明邦下町ビル№18　4F リース

500007 こくさいこうぎょう 国際航業(株)埼玉支店 さいたま市見沼区東大宮5-3-2 電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース・その他

501317 こくどじょうほうかいはつ 国土情報開発(株) 東京都世田谷区池尻2-7-3 書籍・事務用品・什器類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

500255 こくどちず 国土地図(株) 新宿区西落合2-12-4 印刷

100074 ごこうじむき 五幸事務機(株) 熊谷市赤城町1-111 書籍・事務用品・什器類・教育用品・電気製品・室内装飾・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502171 こじましょうじ 小島商事(株) さいたま市岩槻区大戸1688-8 金物･雑貨

500160 ことぶき (株)コトブキ　埼玉支店 さいたま市南区南浦和2-44-9 教育用品・広告･看板・その他

502568 こにかみのるたじゃぱん コニカミノルタジャパン(株)ヘルスケアカンパニー埼玉営業所 川越市旭町1-15-7 書籍・事務用品・什器類・医療･理化学用品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100963 こまつかすたまーさぽーと コマツカスタマーサポート(株)北本支店 北本市宮内6-1 車両･車両部品・機械器具・リース・その他

501632 こめり (株)コメリ 新潟県新潟市南区清水4501-1 書籍・事務用品・電気製品・百貨店・金物･雑貨・その他

500313 こやま 小山(株)埼玉営業所 所沢市大字中富254-2 什器類・消防・繊維･寝具・室内装飾・リース

500515 こやましょうかい (株)小山商会 北関東営業所 上尾市中妻3-4-4 繊維･寝具・室内装飾・リース

502499 こんつな (株)コンツナ　埼玉支店 朝霞市本町2-12-24　One Stop ELAN 201 消防・繊維･寝具・広告･看板・保安用品

101141 さいきょうとうわやくひん 埼京東和薬品(株) さいたま市大宮区桜木町4-56-1 薬品・医療･理化学用品

101115 さいさん (株)サイサン　埼玉支店 上尾市平方領領家639 燃料・その他

101223 さいしんこうこく (有)サイシン広告 秩父市下影森4057-11 書籍・事務用品・印刷

27 さいたまこうつうあんぜん 埼玉交通安全(株) 羽生市南7-8-2 保安用品・その他

100512 さいたましょうぼうきかい 埼玉消防機械(株) 秩父市東町7-5 消防・車両･車両部品・機械器具・電気製品・繊維･寝具・広告･看板

502370 さいたますばるじどうしゃ 埼玉スバル自動車(株)熊谷店 熊谷市久下4-111 車両･車両部品・その他

100784 さいたまそっきしゃ (株)埼玉測機社 さいたま市桜区西堀5-9-39 書籍・事務用品・機械器具・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守・その他
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100270 さいたまだいいちこうしょう (株)埼玉第一興商 さいたま市北区櫛引町2-296 リース・その他

502649 さいたまだいはつはんばい 埼玉ダイハツ販売(株) さいたま市南区根岸5-16-6 車両･車両部品

100109 さいたまたなかでんき 埼玉田中電気(株) さいたま市南区辻1-3-18 書籍・事務用品・医療･理化学用品・電気製品・その他

100123 さいたまひかりのくに (株)埼玉ひかりのくに さいたま市北区宮原町1-166-4 書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具

100934 さいたまようほ (有)埼玉幼保 さいたま市西区指扇1215-3 教育用品・運動用具

100847 さいたまわんだーしゃ (株)埼玉ワンダー社 さいたま市浦和区高砂4-13-18 書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・繊維･寝具

42 さいとうさんこうどう (有)斉藤三光堂 羽生市中央4-5-8 書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・医療･理化学用品

502259 さいねっくす (株)サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15 印刷・その他

100346 さいぼう (株)サイボウ さいたま市見沼区卸町2-6-15
薬品・医療･理化学用品・消防・車両･車両部品・機械器具・電気製品・繊維･寝具・食品・金物･雑貨・保安
用品

502437 さがでんさんせんたー (株)佐賀電算センター 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427-7 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100385 さかどぼうさい 坂戸防災(株) 坂戸市三光町36-1 消防・保安用品・その他

501002 さみえる (株)サミエル 栃木県足利市葉鹿町1-30-1 リース・その他

100560 さんえいかんりこうぎょう 三栄管理興業(株)加須支店 加須市久下2-22-18ハイツダイゴＤ棟105号室 電気製品

502451 さんえすびるさーびす サンエスビルサービス(株) 川越市小仙波町4-17-1 室内装飾

502326 さんおう 山王(株)関東営業所 熊谷市三ヶ尻3072 資材（アスファルト製品）

502459 さんきょういんさつ 三共印刷(株) 行田市富士見町2-1-30 印刷

100369 さんくりーん 燦クリーン(株) 所沢市小手指町1-42-24 薬品・機械器具・その他・資材（砕）・資材（砂利）・資材（セメント）・資材（凍結防止剤）

100803 さんこうかがく 山光化学(株) 熊谷市押切795-1 薬品

502593 さんこうこうぎょう 三晃工業(株) 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 室内装飾

502677 さんこうしゃ (株)三工社 東京都港区芝大門1-10-11　芝大門センタービル 医療･理化学用品・機械器具・その他

500771 さんしんでんき 三信電気(株)ソリューション営業本部 東京都港区芝4-4-12 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502415 さんでんしすてむえんじにありんぐ サンデンシステムエンジニアリング(株) 群馬県伊勢崎市宮子町3450-8 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・その他
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501891 さんようしょうじ 三洋商事(株) 群馬県前橋市鳥羽町34-1 薬品・医療･理化学用品・機械器具・電気製品・金物･雑貨・厨房・その他

501819 さんりつつうしん 三立通信(株) 東京都千代田区内神田3-4-13 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

101135 さんわーるど (株)サンワールド 久喜市徐堀158-3 消防・電気製品・食品・厨房

500338 さんわこうそく 三和航測(株)埼玉事務所 さいたま市大宮区仲町3-154-201 印刷

502222 さんわしすてむさーびす 三和システムサービス(株) さいたま市大宮区桜木町2-477　福島ビル3階 電気製品・リース

100532 さんわっくす (株)サンワックス 熊谷市問屋町2-5-13 電気製品・室内装飾

502044 さんわどう (株)三和堂 東京都渋谷区恵比寿西2-17-21 薬品・医療･理化学用品

502190 じーあいえすかんとう (株)ＧＩＳ関東 さいたま市見沼区東大宮4-74-6 印刷・複写業務・その他

500926 じーえむいちはらこうぎょう ジーエムいちはら工業(株)東京営業所 東京都台東区浅草橋5-4-2　横山ビル 消防

500357 じーしーしー (株)ジーシーシー　埼玉支社 熊谷市筑波2-15　大樹生命熊谷ビル4階 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

500491 じぇいえすきゅーぶ (株)ジェイエスキューブ 東京都江東区東雲1-7-12 書籍・事務用品・写真類・消防・電気製品・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

501136 じぇいえふいーかんきょうてくのろじー ＪＦＥ環境テクノロジー(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 薬品・機械器具・その他

502595 じぇいてぃーびー (株)ＪＴＢ　熊谷支店 熊谷市筑波1-207-3 書籍・事務用品・広告･看板・印刷・リース

502548 じぇいてぃーびーこみゅにけーしょんでざいん ㈱ＪＴＢコミュニケーションデザイン 東京都港区芝3-23-1 その他

500947 じぇっく (株)ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内3-4-1 書籍・事務用品・リース・その他

502736 じおぷらんなむてっく (株)ジオプラン・ナムテック 東京都千代田区麹町5-4 書籍・事務用品・リース

90 しがこうげい (有)シガ工芸 羽生市東6-8-20 室内装飾・広告･看板・保安用品・印刷

502693 しすてむえんじにありんぐ (株)システムエンジニアリング 東京都台東区柳橋1-13-3 教育用品・写真類・電気製品・室内装飾・電気･ＯＡ事務機保守

502421 しすてむはうすあーるあんどしー (株)システムハウスアールアンドシー　東京支店 東京都品川区東大井2-13-8 リース

502619 しなじー (株)シナジー 沖縄県宜野湾市大山7-10-14-3階 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

501509 しのざきぽんぷきかいせいさくしょ (株)篠崎ポンプ機械製作所 茨城県古河市横山町2-9-2 消防

18 しのだかぐせんたー (有)篠田家具センター 羽生市南2-4-9 書籍・事務用品・什器類・教育用品・室内装飾・その他
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101031 しまこう (株)島興 久喜市河原井町13 厨房

502297 しまづめでぃかるしすてむず 島津メディカルシステムズ(株) さいたま市南区内谷5-3-2 医療

100277 しみずあーねっと (株)清水アーネット 行田市忍2-19-1 消防・機械器具・電気製品・精密機械・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・厨房・その他

502523 しゃーぷまーけてぃんぐじゃぱん シャープマーケティングジャパン(株) 東京都港区芝浦1-2-3 書籍・事務用品・教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502135 しゃかいほけんしゅっぱんしゃ (株)社会保険出版社 東京都千代田区猿楽町1-5-18 書籍　印刷　その他

502012 じゃくえつ (株)ジャクエツ　越谷店 越谷市谷中町2-302 什器類・教育用品・運動用具・繊維･寝具

501577 じゃのめみしんこうぎょう 蛇の目ミシン工業(株)国内営業第一 東京都八王子市狭間町1463 教育用品・電気製品・精密機械

500521 じゃぱんいんたーなしょなるそうごうけんき (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5　西京極駅前ビル6階 印刷

500937 じゃぱんしすてむ ジャパンシステム(株) 東京都渋谷区代々木1-22-1 電気製品・リース

502743 じゃふろ (株)ジャフロ 千葉県東金市山田1165-23
書籍・事務用品・什器類・写真類・薬品・医療･理化学用品・車両･車両部品・機械器具・電気製品・精密機
械・その他

100314 しゅうはんしゃ (株)秀飯舎 さいたま市西区飯田70 印刷

100889 しゅとけんさんぎょう 首都圏産業(株) 川口市本町4-3-6 薬品・その他

500205 しゅとけんりーす 首都圏リース(株) 東京都千代田区神田美土代町9-1 リース

500444 しょうじゅちゃーと 昇寿チャート(株)埼玉営業所 川口市西川口1-26-4 印刷・その他

502448 しょうじゅどう (株)昇寿堂　北関東出張所 春日部市樋堀244-3　ラミアール春日部A-209 印刷

502335 じょうち (株)上智　埼玉支店 ふじみ野市亀久保2-10-10-308 電気･ＯＡ事務機保守

501764 じょうほうつうしんしすてむえんじにありんぐ 情報通信システムエンジニアリング(株)埼玉営業所 さいたま市北区宮原町3-586 教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502592 しょうやほーるでぃんぐす (株)SHOW-YA　Holdings 東京都渋谷区宇田川町2-1 その他

500504 しょうわ 昭和(株)北関東支店 熊谷市箱田1-2-1 印刷

100229 しょうわそうごうさーびす (株)昭和綜合サービス さいたま市南区大字太田窪2745 清掃・運転・点検・検査・その他

502161 しらかわぶたいきこう 白川舞台機構(株) さいたま市桜区大字道場709-1 電気製品・室内装飾・その他

101103 しろやまさんぎょう 城山産業(株)埼玉支店 越谷市南越谷4-23-13 薬品・医療･理化学用品・機械器具
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501656 しんく (株)シンク 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502363 しんこうあともす 新晃アトモス(株) 東京都江東区新大橋1-11-4 電気製品

101007 しんこーすぽーつ　 シンコースポーツ(株)埼玉支店 さいたま市大宮区大門町3-55 運動用具・リース

502445 しんてん (株)シンテン　埼玉支店 戸田市氷川町2-12-7　3階 教育用品・運動用具

502572 しんでんき (株)新電気 三郷市早稲田4-7-9 医療･理化学用品・消防・機械器具・電気製品・精密機械・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502702 しんなりたそうごうしゃ (有)新成田総合社 千葉県成田市御所の内18-4 リース・その他

501293 しんにほんちゅうき 新日本厨機(株)埼玉営業所 さいたま市南区文蔵2-29-25 金物･雑貨・厨房

500274 しんふぉにあえんじにありんぐ シンフォニアエンジニアリング(株)東京本社 東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル 書籍・事務用品・車両･車両部品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

501571 しんめいわあくあてくさーびす 新明和アクアテクサービス(株)北関東センター さいたま市北区宮原町4-43-20 機械器具

500626 しんめいわこうぎょう 新明和工業(株)特装車事業部　営業本部　関東支店 さいたま市北区吉野町1-20-2 車両･車両部品・機械器具

100931 しんりゅう シンリュウ(株) 朝霞市上内間木514-2 教育用品・その他

501323 しんれきこうぎょう シンレキ工業(株)熊谷事業所 熊谷市佐谷田2976 資材（アスファルト製品）

101186 しんわ (有)進和 所沢市下富1288-1 機械器具・燃料

501885 しんわてっく 進和テック(株)埼玉支店 川口市上青木西1-8-33 その他

502591 すいんぐえーえむ 水ｉｎｇＡＭ(株)北関東支店 さいたま市大宮区桜木町4-252ユニオンビル その他

500093 すいんぐえんじにありんぐ 水ｉｎｇエンジニアリング(株) さいたま市大宮区桜木町4-252ユニオンビル その他

502744 すかい Ｓｋｙ(株) 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30　ニッセイ新大阪ビル 什器類・教育用品・写真類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

502742 すだせいはん (株)須田製販　埼玉営業所 さいたま市南区南本町2-18-5 書籍・事務用品・什器類・広告･看板・印刷・その他

101227 すぽーつかさも (有)スポーツカサモ 加須市不動岡1-4-38 運動用具・消防・繊維･寝具・広告･看板

501593 すりーえむぎけん スリーエム技研(株) 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町481-1 広告･看板

501303 すりーらいく (株)スリーライク東京支店 東京都台東区台東3-7-3　 消防・機械器具・繊維･寝具・広告･看板・金物・雑貨・保安用品・その他

501347 せいこーたいむくりえーしょん セイコータイムクリエーション(株) 東京都江東区福住2-4-3 運動用具・電気製品・精密機械・電気･ＯＡ事務機保守
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100494 せいこーびるしすてむ セイコービルシステム(株) さいたま市浦和区高砂3-12-24 室内装飾・その他

501802 せいりょうでんき 西菱電機(株)東京支社 東京都港区芝大門1-1-30 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502636 せいりょうでんきふぃーるでぃんぐ 西菱電機フィールディング(株) 神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 写真類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502482 せきぐちしすてむはんばい セキグチシステム販売(株) さいたま市浦和区高砂2丁目14-5 書籍・事務用品・什器類・写真類・電気製品・室内装飾・電気･ＯＡ事務機保守・リース

500643 せこむ セコム(株) 東京都渋谷区神宮前1-5-1 医療･理化学用品・消防

502674 ぜねらる ゼネラル(株) 大阪府大阪市城東区中央2-15-20 書籍・事務用品

501516 せのー セノー(株)関東信越支店 千葉県松戸市松飛台398 運動用具・医療･理化学用品

100421 せふてぃー (株)セフティー 春日部市中央2-14-1 医療･理化学用品・消防・広告･看板・保安用品

501833 せぶんさーびすきかくそうしょく (株)セブンサービス企画装飾 千葉県浦安市鉄鋼通り3-4-5 広告･看板・リース

502114 せるこ (株)セルコ 東京都渋谷区渋谷2-5-2 書籍・事務用品・広告･看板・リース

501338 ぜんりん (株)ゼンリン大宮営業所 さいたま市大宮区土手町1-2 書籍・事務用品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・その他

500424 そうごうけいびほしょう 綜合警備保障(株)埼玉北支社 熊谷市筑波2-15 写真類・医療･理化学用品・消防・機械器具・電気製品・精密機械・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

501652 そうわ (株)創和 東京都江戸川区篠崎町3-33-8 その他

100573 そしあるさーびす (株)ソシアルサービス 久喜市菖蒲町三箇2878-1 その他

502506 そふとばんく ソフトバンク(株) 東京都港区海岸1-7-1
書籍・事務用品・写真類・医療･理化学用品・電気製品・精密機械・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守・リー
ス

502573 そりまち (株)ソリマチ 新潟県長岡市表町1-4-24 書籍・事務用品

500467 だいいちてくの (株)第一テクノ　関東支店 さいたま市桜区南元宿2-34-11 車両･車両部品・機械器具・電気製品

500632 だいいちほうき 第一法規(株) 東京都港区南青山2-11-17 書籍・事務用品・印刷

502561 だいえいかんきょう 大栄環境(株) 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28 その他

500913 たいき (株)大輝　埼玉支店 さいたま市岩槻区本町5-4-3 書籍・事務用品・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・リース・その他

502687 だいさんきこう 太三機工(株)大宮営業所 さいたま市大宮区三橋1-1204-2 消防・資材（鋳鉄製品）・その他資材

500459 だいしょう (株)ダイショウ 東京都中央区八丁堀2-21-2 印刷・複写業務
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501426 たいせいきこう 大成機工(株)東京支店 東京都中央区日本橋1-2-5 その他

501727 だいわかせい 大和化成(株)埼玉営業所 幸手市大字上吉羽字堤外1870-17 薬品

101057 だいわりーす 大和リース(株)さいたま支店 さいたま市南区文蔵1-19-17 リース・その他

502627 たかさごやしょてん (株)高砂屋書店 桶川市寿1-9-18 書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・電気製品・精密機械・広告・看板

501341 たかちほしょうじ 高千穂商事(株) 東京都港区虎ノ門5-3-20-415 印刷

100434 たかはしいかきかいてん (株)高橋医科器械店 熊谷市箱田6-14-38 教育用品・薬品・医療･理化学用品・機械器具・精密機械・リース・その他

100568 たかまつ タカマツ(株) 北本市石戸宿3-91-2 その他資材

501397 たからびるめん タカラビルメン(株) 茨城県龍ヶ崎市中根台4-10-1 消防・その他

100464 たけだしょうこう 武田商工(株) 熊谷市下川上1364-8 消防・繊維･寝具・ゴム･皮革･シート・保安用品

100521 たけまさ 武正(株) 本庄市前原2-3-25 書籍・事務用品・什器類・電気製品・金物･雑貨

502386 たけみこーぽれーしょん (株)タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田2-191-1 薬品・その他

101072 だすきんとっぷ ダスキントップ(株)熊谷支店 熊谷市問屋町2-5-13 その他

500398 たちかわはうすこうぎょう 立川ハウス工業(株)埼玉営業所 さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル リース

500569 たつの (株)タツノ 長野県上田市下塩尻236-4 書籍・事務用品

100365 たつみいんさつ たつみ印刷(株) 深谷市上敷免28-2 書籍・事務用品・電気製品・広告･看板・印刷

501248 たなか (株)タナカ　東京支社 東京都千代田区神田東松下町17 広告･看板・印刷

502299 たなかでんき 田中電気(株) 東京都千代田区外神田1-15-13 電気製品・リース・その他

500469 たにこー タニコー(株)熊谷営業所 熊谷市新堀902-5 厨房

100400 たにだがっきてん (株)谷田楽器店 熊谷市本町1-165-1 教育用品・電気製品

114 たふてくにかる タフテクニカル(株) 羽生市大字稲子664-4 書籍・事務用品・教育用品・写真類・消防・機械器具・電気製品・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守

502709 ちいきかんきょうけいかく (株)地域環境計画 戸田市川岸1-10-21 書籍・事務用品・写真類・その他

502536 ちいきそうごうけいかく (株)地域総合計画　関東事業所 志木市館1-6-15-204 その他
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502211 ちちぶげんりゅうすい (株)秩父源流水 秩父市大滝4559 その他

500439 ちゅうおうかいはつ 中央開発(株) 川口市西青木3-4-2 印刷

500267 ちゅうおうじおまちっくす (株)中央ジオマチックス　さいたま営業所 さいたま市見沼区小深作603-12 広告･看板・印刷

100376 ちゅうおうぷりんと 中央プリント(株) 印刷

502033 ちゅうがいてくのす 中外テクノス(株)埼玉営業所 さいたま市大宮区桜木町1-9-18　大宮三貴ビル 書籍・事務用品・医療･理化学用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

502526 ちゅうこう (株)中広 岐阜県岐阜市東興町２７ 広告･看板

501940 ちよだ (株)チヨダ　埼玉支店 さいたま市西区佐知川1433-1 資材（セメント）・資材（コンクリ－ト製品）・資材（鋳鉄製品）・資材（凍結防止剤）・その他資材

501622 つづきでんき 都築電気(株) さいたま市大宮区桜木町4-240 電気製品

502347 てぃーあいえす ＴＩＳ(株) 東京都新宿区西新宿8-17-1 書籍・事務用品・電気製品・リース・その他

500752 てぃーえすぴーひがしにほん TSP東日本(株)北関東支店 さいたま市北区吉野町2-276-1 繊維･寝具・室内装飾・広告･看板・リース

501695 てぃえすじー (株)ティエスジー北関東支店 さいたま市大宮区宮町1-114-1 機械器具・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

100068 ていく (株)テイク さいたま市大宮区天沼町1-518 教育用品・写真類・電気製品・室内装飾・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守・その他

500559 ていけいしい (株)ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町1758 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

501946 ていこくきざい 帝国器材(株)埼玉営業所 幸手市上高野2131 什器類・室内装飾

501350 ていこくでーたばんく (株)帝国データバンク　熊谷支店　 熊谷市筑波2-48-1　大栄日生熊谷ビル5階 書籍・事務用品・その他

502157 ていしょう 帝商(株)埼玉営業所 さいたま市浦和区高砂3-12-24　小峰ビル5階 消防

101166 でいぶれいく (有)デイブレイク 熊谷市箱田6-1-11 電気製品

500974 でーたべーす (株)データベース 埼玉営業所 越谷市谷中町1-45-8 薬品

502218 でーたほらいぞん (株)データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1-21-35 印刷

101113 でさん (株)デサン さいたま市北区大成町4-140 消防・室内装飾・広告･看板・印刷・その他

501253 てすこ テスコ(株)埼玉支店 川口市飯塚1-3-26 薬品・医療･理化学用品・機械器具・その他

502532 てむす (株)テムス 春日部市中央5-2-15 消防・その他
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502060 でゅぷろ デュプロ(株)埼玉支店 さいたま市北区宮原町4-26-13 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502302 てるうぇるひがしにほん テルウェル東日本(株)北関東信越支店 さいたま市大宮区下町2-61
書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・写真類・医療･理化学用品・消防・電気製品・繊維･寝具・
室内装飾・広告･看板・金物･雑貨・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・リース

502678 でわしきせいさくしょ (株)出羽紙器製作所　新所沢工場 所沢市下富400 書籍・事務用品・医療･理化学用品

501560 でんきこうぎょう 電気興業(株)埼玉営業所 ふじみ野市西鶴ヶ岡1-1-1 電気製品・その他

500522 でんさん (株)電算 長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6 電気製品

101240 でんそん (株)デンソン 深谷市原郷212-7 薬品・機械器具・厨房・その他

502198 とうあさんぎょう (株)東亜産業 さいたま市緑区中尾1523 広告･看板・保安用品

500355 とうきょうけんせつこんさるたんと (株)東京建設コンサルタント　埼玉事務所 さいたま市大宮区東町1-36-1 機械器具

502160 とうきょうこくばんせいさくじょ (株)東京黒板製作所 東京都板橋区熊野町11-7 什器類・教育用品・広告･看板

501774 とうきょうさらや 東京サラヤ(株)北関東支店 さいたま市北区別所町1122-1 書籍・事務用品・薬品・金物･雑貨・厨房

501552 とうきょうせんちゅりー 東京センチュリー(株) 東京都千代田区神田練塀町3 リース

501680 とうきょうたいいくきき 東京体育機器(株) 東京都墨田区押上1-40-7 運動用具・リース

502074 とうきょうつうしんでんせつ 東京通信電設(株)埼玉支店 さいたま市北区宮原町3-586 教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502419 とうきょうでんりょくえなじーぱーとなー 東京電力エナジーパートナー(株) 東京都千代田区内幸町1-1-3 燃料・その他

502091 とうきょうぶっさん 東京物産(株)埼玉営業所 川口市本蓮2-8-10 消防・車両･車両部品

500930 とうきょうほうきしゅっぱん (株)東京法規出版 東京都文京区本駒込2-29-22 書籍・事務用品・医療･理化学用品・消防・印刷・その他

501636 とうきょうほうれいしゅっぱん 東京法令出版(株) 長野県長野市南千歳町1005 書籍・事務用品・印刷

100397 とうきょうわっくす 東京ワックス(株) 深谷市上野台2920
書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・薬品・医療･理化学用品・消防・機械器具・電気製品・繊
維･寝具・室内装飾・広告･看板・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・厨房・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守・
その他

500585 とうこうさんぎょう 東興産業(株)関越営業所 川越市福田239 車両･車両部品・機械器具・その他

500587 とうしばいんふらしすてむず 東芝インフラシステムズ(株)北関東支店 さいたま市大宮区宮町1-114-1 機械器具・電気製品・精密機械・電気･ＯＡ事務機保守

501829 とうしんえんじにありんぐ 東伸エンジニアリング(株) 東京都品川区西五反田2-29-9 機械器具

501675 とうてく 東テク(株) 東京都中央区日本橋本町3-11-11 機械器具・電気製品
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502606 とうようあくあてっく (株)東洋アクアテック 神奈川県相模原市中央区清新8-9-17 消防

502471 とうよういんさつ 東洋印刷(株)埼玉営業所 さいたま市南区大字大谷口5745 印刷

500465 とうようけいき 東洋計器(株) さいたま市北区宮原町4-2-20 機械器具

501074 とうようこうぎよう 東陽工業(株)北関東支店 さいたま市大宮区浅間町1-4-4 消防・電気製品

501870 とーけみ (株)トーケミ　東部支店 東京都台東区台東1-19-2 薬品・機械器具・精密機械・その他・資材（砂）・資材（砂利）・その他資材

502129 とーすい トースイ(株) 東京都千代田区平河町1-7-7 薬品

502018 とーてっくあめにてぃ トーテックアメニティ(株)東京事業所 東京都新宿区西新宿2-1-1 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

101108 とーにち (株)トーニチ さいたま市大宮区三橋2-402 消防・機械器具・繊維･寝具・食品・餌･肥料・金物･雑貨・その他

502633 どーん (株)ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21　三宮グランドビル5Ｆ 電気製品・リース

500374 としょかんりゅうつうせんたー (株)図書館流通センター 東京都文京区大塚3-1-1 書籍・事務用品・什器類・教育用品・その他

502359 とっぱんいんさつ 凸版印刷(株) さいたま市大宮区桜木町2-287　大宮西口ビル4階 書籍・事務用品・教育用品・広告･看板・印刷・その他資材

502269 とみす (株)トミス 東京都渋谷区代々木2-15-5 資材（コンクリ－ト製品）・資材（鋳鉄製品）

500390 ともえこうぎょう 巴工業(株) 東京都品川区北品川5-5-15 機械器具

502051 とやまこんくりーと 戸山コンクリート工業 羽生市大字今泉55-2 資材（コンクリ－ト製品）

502599 とよたえるあんどえふさいたま トヨタＬ＆Ｆ埼玉(株) 鴻巣市箕田3378-1 什器類・車両･車両部品・リース・その他

100303 とよたれんたりーすさいたま (株)トヨタレンタリース埼玉 さいたま市吉敷町1-15-1 リース

100031 とよたれんたりーすしんさいたま (株)トヨタレンタリース新埼玉 さいたま市大宮区桜木町4-206-1 リース

101198 とれじゃーぼっくす (株)トレジャーボックス 上尾市大字上1722-6 教育用品・運動用具・消防・保安用品・その他

500772 ないがいちず 内外地図(株) 東京都千代田区神田小川町3-22 書籍・事務用品・印刷・その他

501357 ないとうはうす (株)内藤ハウス　埼玉営業所 さいたま市大宮区吉敷町4-183-3 リース

100591 ながしまいもの 長島鋳物(株) 川口市仲町2-19 消防・資材（鋳鉄製品）

501957 ながたこうこく 長田広告(株) 愛知県津島市東柳原町5-5-1 広告･看板
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100679 ながたしぎょう 永田紙業(株) 深谷市長在家198 書籍・事務用品・繊維･寝具・金物･雑貨・保安用品・その他

502624 なかだほけんしょうかい (株)中田保険商会 行田市佐間1-2-8 その他

500906 なかにしせいさくしょ (株)中西製作所　北関東支店 さいたま市北区吉野町2-177-1 繊維･寝具・厨房

501580 なかのあいしすてむ (株)ナカノアイシステム東京支店 東京都大田区西蒲田７丁目４４番７号西蒲田T・Oビル５階B号室 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース・その他

501984 なかのぎじゆつ (株)中野技術 埼玉県新座市東北1-14-1 電気製品　印刷　複写業務　リース

501496 ながのぽんぷ 長野ポンプ(株)東京営業所 東京都千代田区外神田5-5-11　小西ビル1階 消防

500792 なかばやし ナカバヤシ(株)東京本社 東京都板橋区東坂下2-5-1 書籍・事務用品・什器類・写真類・印刷・複写業務

502461 なかむらさんぎょう 中村産業(株) 羽生市中央3-6-17
書籍・事務用品・什器類・車両･車両部品・機械器具・繊維･寝具・広告･看板・ゴム･皮革･シート・厨房・保
安用品・印刷

501346 なかむらしょうぼうかがく (株)ナカムラ消防化学東京営業所 消防

501651 なかむらせいさくしょ (株)中村製作所　関東営業所 さいたま市見沼区東大宮4-21-2 教育用品・運動用具・広告･看板・その他

100690 なかやまはたきしょう 中山旗徽章 越谷市北越谷3-9-9 広告･看板

502206 なかよし (有)ナカヨシ 宮代町道佛三丁目２６番１号 書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・消防・室内装飾・厨房

502214 なかよしせいさくじょ (有)なかよし製作所 運動用具

101173 ながわ (株)ナガワ　埼玉営業所 さいたま市大宮区桜木町1-10-2　GINZA　YAMATO3　6F 室内装飾・リース

100878 なしょなるしょうぼうかがく (株)ナショナル消防化学 熊谷市上之2919-1 消防

502547 なぶあしすと (株)ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町521-8 書籍・事務用品・教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502695 におこうさん 仁尾興産(株)東京営業所 東京都新宿区新宿4-3-17　FORECAST新宿SOUTHビル6階 薬品・資材（凍結防止剤）

500696 にしはらかんきょう (株)西原環境　北関東営業所 さいたま市浦和区常盤7-1-1 薬品・機械器具

500850 にちいがっかん (株)ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 医療･理化学用品・印刷・リース・その他

500899 にちれき ニチレキ(株)埼玉営業所 加須市北大桑1197-1 広告･看板・資材（アスファルト製品）

502243 にっく (株)ニック 福岡県大野城市川久保3-1-23 書籍・事務用品・什器類・印刷・リース

500751 にっこうつうしん 日興通信(株)埼玉支社 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 書籍・事務用品・教育用品・写真類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース
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500815 にっこく (株)ニッコク　東京支店 東京都港区六本木6-17-1 機械器具・その他資材

501863 にっさんりょくか 日産緑化(株) 加須市南篠崎1-11-3 薬品

101176 にっしんかがく 日伸化学(株) 久喜市清久町4-1 薬品

501740 にっしんでんし 日神電子(株)北関東支店 さいたま市北区宮原町3-515-2 医療･理化学用品・消防・電気製品

500923 にっせいびるどこうぎょう 日成ビルド工業(株) さいたま市浦和区常盤4-1-1 リース

100757 にっそうえすてぃー (株)日装エスティー 深谷市明戸614-6 広告･看板・保安用品

502524 にっそうかんり ニッソウ管理(株)北本支店 北本市本町1-116-202 消防・金物･雑貨・保安用品・リース

501825 にっつうりーすあんどふぁいなんす 日通リース＆ファイナンス(株)東京支店 東京都港区海岸1-14-22 リース

500679 にってん (株)日展　東京支店 東京都台東区東上野6-21-6 什器類・室内装飾・広告･看板・その他

100868 にっとくかがくこうぎょう 日特化学工業(有) 深谷市下手計1298-10 室内装飾・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・その他

500732 にっとさんぎょう 日都産業(株)北関東営業所 さいたま市北区宮原町3-306-1 運動用具

500747 にっぽんかるみっく 日本カルミック(株) 東京都千代田区九段南1-5-10 リース・その他

500745 にっぽんじむき 日本事務器(株)関東信越支社 さいたま市大宮区仲町3-13-1 書籍・事務用品・電気製品・リース

501469 にっぽんせんぱくやくひん 日本船舶薬品(株)関東営業所 さいたま市北区東大成町2-637-1 薬品・医療･理化学用品・消防

500840 にっぽんでんき 日本電気(株) さいたま市大宮区桜木町1-10-17 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502684 にっぽんでんつう 日本電通(株) 大阪府大阪市港区磯路2-21-1 書籍・事務用品・教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

500427 にっぽんどらいけみかる 日本ドライケミカル(株)車輌営業部 東京都北区田端6-1-1 消防

101203 にっぽんれんたかーきたかんとう ニッポンレンタカー北関東(株) 上尾市緑丘2-6-3 リース、その他

502746 にほんいちやすいわなのみせ (有)日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢2996-2 その他

502589 にほんかいけいこんさるてぃんぐ 日本会計コンサルティング(株) 東京都港区東新橋1-5-2 その他

501847 にほんかぞくけいかくきょうかい 一般社団法人　日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1-10　保健会館新館 書籍・事務用品・教育用品・医療･理化学用品・消防・金物･雑貨・印刷

502701 にほんかんきょうぼうさい 日本環境防災(株) 東京都中央区銀座7-2-22　銀座同和ビル3階 消防・車両･車両部品・室内装飾・その他
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502139 にほんきかいこうぎょう 日本機械工業(株)本社営業部 東京都八王子市中野上町2-31-1 消防

502720 にほんきゃたぴらー 日本キャタピラー(同)深谷営業所 深谷市幡羅町1-11-3 機械器具

501135 にほんきゅうしょくせつび 日本給食設備(株)埼玉営業所 さいたま市南区南浦和3-33-15 室内装飾・広告･看板・金物･雑貨・厨房・その他

100725 にほんこうでんこうぎょう 日本光電工業(株)北関東支店 さいたま市南区根岸3-16-17 薬品・医療･理化学用品

502430 にほんさんさいくる 日本サンサイクル(株) 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 リース・その他

100588 にほんしょうぼうさーびす 日本消防サービス(株) さいたま市緑区三室1206-3 消防・電気製品・繊維・寝具

100658 にほんじょうほうしすてむ 日本情報システム(株) 狭山市狭山台4-22-2 書籍・事務用品・教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

500829 にほんすいえいしんこうかい (株)日本水泳振興会 川越市今成1-14-4 その他

100738 にほんせいこうじょ (株)日本製衡所 児玉郡美里町小茂田560-1 機械器具

500684 にほんせんきょせんたー (株)日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町1-34 その他

500779 にほんそくちせっけい 日本測地設計(株)埼玉支店 さいたま市大宮区下町2-31-3 電気･ＯＡ事務機保守

500791 にほんちょうりき 日本調理機(株) さいたま市北区土呂町2-73-1 繊維･寝具・金物･雑貨・厨房

502670 にほんでーたーさーびす 日本データーサービス(株)さいたま事務所 さいたま市浦和区本太2-29-6　クレイル浦和202号室 電気･ＯＡ事務機保守

500914 にほんでんぎ 日本電技(株)東京本店 東京都墨田区両国2-10-14 その他

500819 にほんでんしけいさん 日本電子計算(株) 東京都千代田区九段南1-31-1 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース

100128 にほんとしぼうさいこうぎょう (有)日本都市防災工業 加須市大門町3-8 消防・電気製品

100706 にほんばんがーどしすてむ 日本ヴァンガードシステム(株) 加須市北下新井1069 書籍・事務用品・什器類・教育用品・写真類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502122 にほんびじねすでーたーぷろせしんぐせんたー (株)日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県神戸市中央区伊藤町119 書籍・事務用品

501231 にほんぶっかー (株)日本ブッカー 東京都調布市深大寺北町2-43-6 書籍・事務用品・什器類・広告･看板・ゴム･皮革･シート・印刷

501597 にほんむせん 日本無線(株)埼玉営業所 ふじみ野市福岡2-1-12 電気製品

501864 にほんゆにしす 日本ユニシス(株) 東京都江東区豊洲1-1-1 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502164 にゅーまてりある (有)ニューマテリアル さいたま市南区文蔵4-23-3-504 広告･看板・金物･雑貨

22 / 30 ページ



令和３・４年度　羽生市物品売買等競争入札参加資格者名簿 物品売買等・建設資材納入

受付番号 商号かな 商号漢字 住所 業種

502425 ぬくいじどうしゃこうぎょう 温井自動車工業(株) 群馬県高崎市矢中町821 消防　車両

501108 ねいちゃー (株)ネイチャー 栃木県宇都宮市江曽島町1365-1 消防

502672 ねっつとよたひがしさいたま ネッツトヨタ東埼玉(株) 川口市芝1-38-1 車両･車両部品・リース

502438 ねっとわんしすてむず ネットワンシステムズ(株) 東京都千代田区丸の内2-7-2　ＪＰタワー 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100960 のうみぼうさい 能美防災(株)北関東支社 さいたま市北区本郷町272 消防

500868 のぐちぽんぷせいさくしょ (株)野口ポンプ製作所 東京都墨田区菊川1-13-14 消防

68 のもとでんきしょうかい (株)野本電気商会 羽生市中央1-9-9 電気製品

502264 ぱーそんあんどぱーそん (株)パーソンアンドパーソンスタッフ 川口市本町4-2-3 運動用具・医療･理化学用品・リース

76 はいうえい (有)ハイウエイ 羽生市上村君1012-1 消防

100172 ぱいおにあじむき パイオニア事務器(株)東京営業所 東京都荒川区西日暮里5-1-18 書籍・事務用品・印刷

100642 はいくれー (株)ハイクレー 久喜市南5-4-41 その他資材

502202 ぱすきんこうぎょう パスキン工業(株) 栃木県宇都宮市野沢町640-4 リース・資材（コンクリ－ト製品）・資材（鋳鉄製品）

500880 ぱすこ (株)パスコ　さいたま支店 さいたま市見沼区東大宮4-74-6　OSセンタービル 書籍・事務用品・機械器具・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・リース・その他

502564 ぱすてるしゃ (株)パステル社 富士見市水谷東2-2-1 教育用品・運動用具

501669 はせがわたいいくしせつ 長谷川体育施設(株)埼玉営業所 さいたま市桜区西堀6-1-20
運動用具・その他・資材（砕）・資材（砂利）・資材（砕石）・資材（管工事の部品）・資材（コンクリ－
ト製品）・資材（凍結防止剤）・その他資材

74 はせがわでんきせんたー (有)長谷川電機センター 羽生市砂山534 書籍・事務用品・教育用品・写真類・医療･理化学用品・消防・電気製品・精密機械・電気･ＯＡ事務機保守

61 はとり (株)ハトリ 羽生市南7-2-2
書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・写真類・薬品・消防・機械器具・電気製品・精密機械・室内装飾・広告･看板・金物･雑貨・厨房・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・資材（砕）・資材（砂

利）・資材（砕石）・資材（管工事の部品）・資材（セメント）・資材（コンクリ－ト製品）・資材（アスファルト製品）・資材（鋼製品）・資材（鋳鉄製品）・資材（凍結防止剤）

500141 ぱなそにっくえるえすえんじにありんぐ パナソニックＬＳエンジニアリング(株)東京本部 東京都江東区青梅1-1-20 教育用品・消防・電気製品・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守

501747 ぱなそにっくしすてむそりゅーしょんずじゃぱん パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)首都圏部門 東京都中央区銀座8-21-1 書籍・事務用品・教育用品・写真類・消防・機械器具・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

87 はにゅうししょうかきぎょうくみあい 羽生市消火器業組合 羽生市西１－８－２２ 消防

91 はにゅうしやくぎょうきょうどうぐみあい 羽生市薬業協同組合 羽生市中央1-1-1 薬品

80 はにゅうでんきしょうかい (有)羽生電機商会 羽生市大字秀安436 車両･車両部品・その他
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101197 はまや (株)浜屋 東松山市大字下唐子1594 その他

502413 はやかわでんきしょうかい (有)早川電気商会 羽生市大字須影1028 電気製品

101038 はらえんじにありんぐ ハラエンジニアリング(株) 鴻巣市松原3-6-48 教育用品・運動用具・消防・広告･看板

500685 はんしんけいきせいさくしょ (株)阪神計器製作所　関東支店 東京都港区芝4-6-14 機械機器

502077 びーえすえぬあいねっと (株)ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山2-5-1 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

101136 ぴーしーてれこむ (株)ピーシーテレコム さいたま市中央区八王子2-2-16 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

500323 ひがしにっぽんでんしんでんわ 東日本電信電話(株)埼玉事業部 さいたま市浦和区常盤5-8-17 教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

502642 ひがしにほんそうごうけいかく 東日本総合計画(株) 川越市新宿町5-3-3 印刷

502518 びこう (有)美光 上尾市大字平方3074 広告･看板・リース

101028 ひさなが (株)久永 さいたま市桜区西堀3-21-23 書籍・事務用品・什器類・機械器具・電気製品・広告･看板・保安用品・複写業務

100908 ひたちしすてむず (株)日立システムズ　関東甲信越支社　営業本部第一営業部 さいたま市大宮区仲町2-75 書籍・事務用品・什器類・教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・その他

500961 ひたちしゃかいじょうほうさーびす (株)日立社会情報サービス　公共営業第2部 東京都品川区南大井6-26-3 書籍・事務用品・電気･ＯＡ事務機保守

500790 ひたちびるしすてむ (株)日立ビルシステム　関東支社 千葉県柏市柏4-8-1 電気製品

500975 ひのですいどうきき 日之出水道機器(株)埼玉営業所 さいたま市大宮区吉敷町1-62 消防・その他資材

502107 ひびのすぺーすてっく ヒビノスペーステック(株) 東京都港区海岸2-7-70 教育用品・写真類・電気製品

501810 ひゅーまんりそしあ ヒューマンリソシア(株) 東京都新宿区西新宿7-5-25 書籍・事務用品

502699 ひょうじとう 表示灯(株)東京支社 東京都港区南青山5-12-22 広告･看板・その他

502584 ふぉれすと (株)フォレスト さいたま市岩槻区飯塚1242-3 その他

500137 ふくしえんたーぷらいず (株)フクシ・エンタープライズ　埼玉支店 鴻巣市東1-10-8 運動用具・リース

502452 ふくだでんしにしかんとうはんばい フクダ電子西関東販売(株) さいたま市南区鹿手袋4-5-10 医療･理化学用品・その他

502719 ふくだらいふてっくかんとう フクダライフテック関東(株) さいたま市桜区田島1-10-3 医療･理化学用品

502165 ふくやまこんさるたんと (株)福山コンサルタント　埼玉営業所 さいたま市大宮区宮町3-11-3 リース・その他
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501065 ふじおっくす フジオックス(株)栗橋溶材営業所 久喜市高柳1635-4 薬品・燃料

101163 ふじしょうかい 不二商会(株) 川口市朝日2-10-5 薬品・医療･理化学用品

500844 ふじたえんじにありんぐ 藤田エンジニアリング(株)埼玉支店 熊谷市美土里町1-140 書籍・事務用品・薬品・医療･理化学用品・機械器具・電気製品、その他

500742 ふじつうじゃぱん 富士通Ｊａｐａｎ(株)埼玉支社 さいたま市大宮区桜木町1-11-20 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

501113 ふじつうぜねらる (株)富士通ゼネラル 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 電気製品

500796 ふじつうりーす 富士通リース(株)関東支店 さいたま市大宮区桜木町1-11-20 リース

502718 ふじてこむ フジテコム(株)東京支店 東京都千代田区神田佐久間町2-20 医療･理化学用品・機械器具・その他資材

501321 ふじでんきあいてぃそりゅーしょん 富士電機ＩＴソリューション(株) 東京都千代田区外神田6-15-12 書籍・事務用品・什器類・教育用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

501598 ふじふいるむしすてむさーびす 富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部首都圏支店 東京都板橋区坂下1-19-1 書籍・事務用品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

100389 ふじふいるむびじねすいのべーしょんじゃぱん 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) さいたま市中央区新都心11-2 書籍・事務用品・什器類・電気製品・食品・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

500907 ふじまっく (株)フジマック北関東事業部北関東営業部 鶴ヶ島市富士見6-2-2 厨房

502057 ふじやくひんさんぎょう 不二薬品産業(株) さいたま市桜区田島3-3-12 運動用具・薬品・医療･理化学用品・消防・その他

502613 ふじやま (株)フジヤマ　埼玉営業所 さいたま市大宮区桜木町1-366-9 印刷

100511 ふそうこうぎょう 扶桑工業(株) さいたま市岩槻区西原台2-1-143 広告･看板・保安用品

101094 ふそうでんつう 扶桑電通(株)北関東営業所 さいたま市大宮区錦町682-2 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

500734 ふたばさんぎょう 双葉産業(株) 東京都八王子市本郷町8-12 薬品

502456 ふなやま 船山(株)東京本店 東京都中央区月島2-20-15
医療･理化学用品・消防・車両･車両部品・繊維･寝具・広告･看板・食品・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・保
安用品・リース

501795 ふゅーちゃーいん (株)フューチャーイン　東京支店 東京都品川区西五反田8-7-11アクシス五反田ビル6F 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

501955 ぶようどう (株)武揚堂 東京都中央区日本橋3-8-16 広告・看板 　印刷

500486 ふるてっく フルテック(株)熊谷営業所 熊谷市上奈良字並木883-1 その他

501858 ふれーべるかん (株)フレーベル館　埼玉支社 さいたま市浦和区本太1-7-13 書籍・事務用品・什器類・教育用品・運動用具・消防・金物･雑貨

502662 ぶろーどりんく (株)ブロードリンク 東京都中央区日本橋室町4-3-18 書籍・事務用品・リース・その他
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500662 ぶんかこうぼう (株)文化工房 東京都港区六本木5-10-31 印刷

500925 へいせいりけん 平成理研(株)群馬営業所 群馬県太田市下浜田町1085-40 薬品・医療･理化学用品

502731 べーたきゅーごじゅういち ベータＱ－５１ 草加市青柳7-43-18 繊維･寝具・室内装飾・その他

502620 へきさめでぃあ (株)ヘキサメディア 川口市飯塚1-2-11川口テラス201 その他

502621 べすとあんさーず ベストアンサーズ(株) 栃木県小山市犬塚2-3-21 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

502462 べねっせこーぽれーしょん (株)ベネッセコーポレーション営業本部 岡山県岡山市北区南方3-7-17 教育用品

502173 べねふぃっとわん (株)ベネフィット・ワン 東京都千代田区大手町2-6-2 その他

502199 べるりんぐ (株)ベルリング 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-8　こだまファンタジアビル6 医療･理化学用品・消防・車両･車両部品

502340 ほーぷ (株)ホープ 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5　ＭＧ薬院ビル7階 印刷・リース・その他

100693 ほくしんえいぞう 北辰映像(株) さいたま市緑区三室2190-2 教育用品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

500935 ぼくとうかせいこうぎょう 墨東化成工業(株)群馬支店 群馬県太田市大字原宿町2900 資材（アスファルト製品）・その他資材

106 ほけんしょっぷあい (株)ほけんショップアイ 羽生市西2-14-22 その他

502725 ほけんふくしねっとわーく (株)保健福祉ネットワーク 東京都台東区北上野2-28-2　プリムラ・ハセビル 教育用品・運動用具・薬品・医療･理化学用品・繊維･寝具・広告･看板

101052 ほしざききたかんとう ホシザキ北関東(株)久喜営業所 久喜市野久喜631-2　小西ビル1F 食品・金物･雑貨・厨房

100740 ほしのそうごうしょうじ 星野総合商事(株) 川口市本蓮1-1-9 消防

502492 ほしのそうごうしょうじ 星野総合商事(株) 群馬県前橋市日吉町4-36-1 消防・電気製品・精密機器・繊維･寝具・広告･看板・金物・雑貨・ゴム･皮革･シート

500748 ほっかいどうちず 北海道地図(株)東京支店 東京都千代田区平河町2-6-1 広告･看板・印刷・その他

100761 ほりかわさんぎょう 堀川産業(株)エネクル羽生 羽生市大字町屋字本村325-1 燃料・厨房・その他

502043 ほんだかーずさかど (株)ホンダカーズ坂戸　北坂戸店 坂戸市大字片柳2280-4 車両･車両部品

502022 まいくろふぃっしゅ (株)マイクロフィッシュ　東京営業所 東京都千代田区神田三崎町1-1-1　HLCビル 書籍・事務用品・写真類・電気製品・複写業務・リース

502467 まいしすてむ (株)マイシステム 新潟県新潟市中央区笹口2-12-10 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース・その他

100669 まいにちこうぎょう 毎日興業(株) さいたま市大宮区浅間町2-244-1
書籍・事務用品・運動用具・消防・電気製品・繊維･寝具・室内装飾・広告･看板・食品・金物･雑貨・電気･
ＯＡ事務機保守・複写業務・リース・その他
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502336 まちだせいそうしゃ (株)町田清掃社 東京都町田市木曽東2-6-18 薬品

501246 まつむらでんきせいさくしょ (株)松村電機製作所　東京支店 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル 電気製品

500951 まるいくしょうかい (株)丸幾商会　埼玉営業所 草加市花栗2-6-7 薬品・医療･理化学用品・消防

502431 まるかみふじくら マルカミ藤倉(株) さいたま市北区吉野町1-396
什器類・運動用具・百貨店・繊維･寝具・室内装飾・広告･看板・食品・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・厨
房・保安用品・印刷・その他

502549 まるさんせいやくばいおてっく 丸三製薬バイオテック(株) 長野県長野市小島田町1814-1 医療･理化学用品

500900 まるぜん (株)マルゼン　熊谷営業所 熊谷市宮前町1-140　宮前ビル3F 厨房

502585 まるつでんぱ (株)マルツ電波　関東支店 さいたま市緑区東浦和5-9-1 電気製品・厨房・電気･ＯＡ事務機保守・リース

500104 まるびしぎょうせいちず (株)丸菱行政地図　さいたま営業所 さいたま市北区宮原町4-83-7 書籍・事務用品・写真類・広告･看板・保安用品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・複写業務・リース

500750 まるもでんき 丸茂電機(株) 東京都千代田区神田須田町1-24 電気製品

502562 みえちゅうおうかいはつ 三重中央開発(株) 三重県伊賀市予野字鉢屋4713 その他

101213 みずほ (株)三津穗 富士見市大字水子3023 運動用具

500403 みずほとうしばりーす みずほ東芝リース(株) 東京都港区虎ノ門1-2-6 リース

100667 みぞぐちようし 溝口洋紙(株)深谷支店 深谷市東方町2-28-20 書籍・事務用品・広告･看板・印刷・その他

501514 みたにこんぴゅーた 三谷コンピュータ(株) 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13 書籍・事務用品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷・リース

502131 みついすみともとらすとぱなそにっくふぁいなんす 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) 東京都港区芝浦1-2-3 リース

500885 みついわ ミツイワ(株)関東営業部 さいたま市浦和区仲町2-4-1 書籍・事務用品・写真類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・印刷

502550 みつうろこぐりーんえねるぎー ミツウロコグリーンエネルギー(株) 東京都中央区日本橋2-11-2 その他

500874 みつびしえいちしーきゃぴたる 三菱ＨＣキャピタル(株) 東京都千代田区丸の内1-5-1 リース

501352 みつびしでんきくれじっと 三菱電機クレジット(株) 東京都品川区大崎1-6-3 リース

501337 みつびしでんきびるてくのさーびす 三菱電機ビルテクノサービス(株)関越支社 さいたま市大宮区仲町1-110 写真類・消防・電気製品

502143 みつびしでんきぷらんとえんじにありんぐ 三菱電機プラントエンジニアリング(株)東日本本部北関東営業所 さいたま市大宮区仲町2-28-3 電気製品

501441 みつびしぷれしじょん 三菱プレシジョン(株)営業本部 東京都江東区有明3-5-7 機械器具・電気製品・その他
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500911 みつみねむせん 三峰無線(株) さいたま市見沼区春岡3-5-13 医療･理化学用品・消防・電気製品・リース

502675 みつやさんぎょう 三ッ矢産業(株)騎西工場 加須市下崎200 薬品・消防・広告･看板・保安用品・その他

101245 みどりあんぜんきたさいたま ミドリ安全北埼玉(株) 熊谷市原島668-1 消防・繊維･寝具・広告･看板・ゴム･皮革･シート・その他

501409 みなみかんとうひのじどうしゃ 南関東日野自動車(株)熊谷支店 熊谷市佐谷田2228 消防・車両･車両部品

501006 みますしょうぼうきざい 三益消防機材(株) 東京都千代田区内神田3-14-4 消防・電気製品・ゴム･皮革･シート

502703 みみいんたーなしょなる MIMI・インターナショナル(株) 越谷市赤山町3-210-1 医療･理化学用品・消防・電気製品・繊維･寝具・金物･雑貨・ゴム･皮革･シート・保安用品・その他

500687 むかいだこうぎょうしょ (株)向田工業所 静岡県藤枝市岡部町岡部1826-1 その他

501017 むさし (株)ムサシ 北関東支店 さいたま市大宮区土手町1-2 書籍・事務用品・電気製品・広告･看板・電気･ＯＡ事務機保守・リース・その他

100618 むさしさんぎょうきかい ムサシ産業機械(株) 熊谷市見晴町206番地 機械器具・電気製品・厨房・その他

100948 むさしのかんきょうせいび 武蔵野環境整備(株) さいたま市浦和区常盤9-5-8 薬品

101219 むさしのこんぴゅーたこんさるたんと (株)武蔵野コンピューターコンサルタント 飯能市八幡町3-14 電気･ＯＡ事務機保守

100617 むとーせーふ (株)ムトーセーフ　本部 熊谷市問屋町2-5-18 什器類・室内装飾

500592 めいきょうでんき 明協電機(株)さいたま営業所 所沢市東所沢和田2-38-2 機械器具・電気製品・リース

101122 めいせいぶつりゅう 明成物流(株) 深谷市長在家198 書籍・事務用品・繊維･寝具・金物･雑貨・保安用品・その他

502727 めいほう (株)名豊 愛知県名古屋市中区松原2-2-33 印刷

501603 めたうぉーたー メタウォーター(株)さいたま営業所 さいたま市大宮区土手町1-38-1 薬品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100155 もちづきいんさつ 望月印刷(株) さいたま市中央区円阿弥5-8-36 室内装飾・広告･看板・印刷

500730 もりた (株)モリタ東京支店 東京都港区芝5-36-7　三田ベルジュビル19階 消防・車両･車両部品

501890 もりたてくのす (株)モリタテクノス東日本営業部 千葉県船橋市小野田町1530 消防 ・その他

100010 もりにゅうぎょう 森乳業(株) 行田市富士見町1-3-2 食品

500955 もりへいぶたいきこう 森平舞台機構(株) 東京都台東区花川戸2-11-2 その他

500894 やまけいぷれこん ヤマケイプレコン(株)埼玉工場 加須市志多見1915 資材（コンクリ－ト製品）・資材（鋳鉄製品）
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502317 やまとりか 大和理化 秩父市山田3277-2 什器類・薬品・医療･理化学用品・機械器具・電気製品・精密機械・繊維･寝具・厨房・その他

100817 ゆうえいゔぃしすてむ (株)ユウ・エイヴィシステム さいたま市北区吉野町2-260-10 書籍・事務用品・什器類・教育用品・写真類・電気製品・精密機械・室内装飾・電気･ＯＡ事務機保守

502120 ゆーでぃーけー (株)ユーディーケー さいたま市浦和区岸町5-7-11 資材（アスファルト製品、アスファルト乳剤）

100622 ゆうひどう (株)雄飛堂　熊谷支店 熊谷市問屋町3-1-16
書籍・事務用品・什器類・教育用品・写真類・医療･理化学用品・消防・電気製品・精密機械・厨房・電気･
ＯＡ事務機保守・リース

501757 ゆにおんでーたーしすてむ ユニオンデーターシステム(株) 北海道札幌市白石区本郷通13-5-9 その他

502151 よこがわそりゅーしょんさーびす 横河ソリューションサービス(株)さいたま支店 さいたま市北区宮原町1-311-1 医療･理化学用品・機械器具・その他

501585 よしかわゆし (株)吉川油脂 栃木県佐野市飛駒町3845-3 その他

101029 よりいこんぽすと よりいコンポスト(株) 大里郡寄居町大字三ケ山字大谷352 餌･肥料

501472 らいずふぁくとりー (株)ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2-1-4　日東九段ビル6階 書籍・事務用品・印刷・その他

502390 らいふさぽーと (有)ライフ・サポート 鴻巣市原馬室733 消防・金物･雑貨・リース

100011 らいんきかくこうぎょう ライン企画工業(株) さいたま市中央区上峰3-13-24 消防・広告･看板・保安用品・その他資材

502733 らんぷはうす (有)ランプハウス さいたま市北区宮原町3-306-6　杉ビル5-4Ｆ 写真類・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

502175 りーてむ (株)リーテム 東京都千代田区外神田3-6-10 什器類・金物･雑貨・その他

500309 りくちろうすいちょうさ (株)リクチ漏水調査　埼玉営業所 さいたま市南区南浦和3-44-16 その他

100489 りこーじゃぱん リコージャパン(株)埼玉支社公共文教営業部 さいたま市北区宮原町2-45-1
書籍・事務用品・什器類・教育用品・写真類・医療･理化学用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・複写業
務・リース・その他

500758 りこーりーす リコーリース(株)関東支社 さいたま市大宮区宮町1-114-1 リース

502364 りさーちあんどそりゅーしょん (株)リサーチアンドソリューション 東京都渋谷区本町4-12-7　泉西新宿ビル5階 電気製品・電気･ＯＡ事務機保守

500948 りそうかがくこうぎょう 理想科学工業(株)理想熊谷支店 熊谷市桜木町1-1-1 書籍・事務用品・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・リース

100996 りっしょー (株)リッショー さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 厨房

502663 りぶねっと (株)リブネット 三重県伊勢市楠部町乙135 書籍・事務用品・什器類・電気･ＯＡ事務機保守・リース

501185 りょうびしすてむず (株)両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成2-7-16 書籍・事務用品・電気製品・印刷・リース

500857 りょうもうかがくこうぎょう 両毛化学工業(株) 栃木県足利市寺岡町655-1 薬品
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500175 りょうもうしすてむず (株)両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町3-4025 電気製品・印刷・リース

500901 りょうもうびじねすさぽーと (株)両毛ビジネスサポート 群馬県桐生市広沢町2-2961 点検・検査・その他

100906 りょうもりしょうぼう (有)両森消防 草加市両新田東町101 消防

501390 れんたしょっぷかねこ レンタショップカネコ(株)群馬センター 群馬県伊勢崎市市場町2-373-1 リース

100834 れんたるのにっけん (株)レンタルのニッケン 加須市豊野台2-563-11 車両･車両部品・機械器具・電気製品・広告･看板・リース

502393 ろんぐらいふ (株)ロングライフ 茨城県水戸市谷津町細田1-8 医療･理化学用品・消防・その他

502232 わーかーずこーぷ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ埼玉事業本部 さいたま市南区南本町2-5-15-201 食品・その他

502080 わーるどうぉーたーばっく ワールドウォーターバック(株) 大阪府大阪市東住吉区今川1-6-23 消防

502698 わいずぎけん (株)ワイズ技研 東京都渋谷区西原3-20-3 写真類・機械器具・電気製品・電気･ＯＡ事務機保守・その他

502690 わかばやししょうかい (有)若林商会 書籍・事務用品・什器類・教育用品・薬品・医療･理化学用品・電気製品

501417 わこーいんたーなしょなる (株)ワコーインターナショナル　埼玉支店 川口市安行領家165-1 什器類・運動用具・医療･理化学用品・その他

501736 わたきゅーせいもあ ワタキューセイモア(株)関東支店 越谷市新越谷2-192
書籍・事務用品・什器類・医療･理化学用品・電気製品・繊維･寝具・室内装飾・金物･雑貨・厨房・電気･Ｏ
Ａ事務機保守・リース
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