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（株）三基
341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎２０９８

048-955-2158 197512
16,730100泰山　祐輔

2011年
〒

2010年
ＴＥＬ
代表者名

設立年月

従業員数（人） 資本金(千円)
7,500,000売上高　(千円)

7,600,000売上高　(千円)

グループ編 頁263

ボンボンクラブ 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-2-2 東156〒 頁●Ｐ0台 Ｓ122台 合計122台 

ボンボンクラブ江戸川店 341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-17-2 東183〒 頁●Ｐ0台 Ｓ204台 合計204台 

ボンボンクラブ高州店 341-0037 埼玉県三郷市高州1-318-2 東183〒 頁●Ｐ196台 Ｓ84台 合計280台 

ボンボンクラブ早稲田店 341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-17-8 東183〒 頁●Ｐ200台 Ｓ0台 合計200台 

サンキョー（株）
332-0035 埼玉県川口市西青木４－１－３

048-240-6888 195104
50,000300阿部　恭久

2021年
〒

2020年
ＴＥＬ
代表者名

設立年月

従業員数（人） 資本金(千円)
30,000,000売上高　(千円)

35,474,000売上高　(千円)

グループ編 頁126

スロットキング南浦和 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-6 東158〒 頁●Ｐ0台 Ｓ218台 合計218台 

ＳＡＰ草加・スロットキング草加 340-0013 埼玉県草加市松江5-3-13 東174〒 頁●Ｐ624台 Ｓ487台 合計1111台 

ＳＡＰ松原・松原２ 340-0011 埼玉県草加市栄町2-9-16 東173〒 頁●Ｐ200台 Ｓ130台 合計330台 

ＳＡＰ蒲生・蒲生２ 343-0843 埼玉県越谷市蒲生茜町16-23 東174〒 頁●Ｐ330台 Ｓ218台 合計548台 

ＳＡＰみずほ台・みずほ台２ 354-0018 埼玉県富士見市西みずほ台2-1-10 東182〒 頁●Ｐ245台 Ｓ168台 合計413台 

ＳＡＰ野田 278-0035 千葉県野田市中野台815 東202〒 頁●Ｐ297台 Ｓ261台 合計558台 

ＳＡＰ北野・北野２ 192-0911 東京都八王子市打越町333-2 東264〒 頁●Ｐ182台 Ｓ152台 合計334台 

ＳＡＰ日野・日野２ 192-0032 東京都八王子市石川町2974-13 東264〒 頁●Ｐ416台 Ｓ392台 合計808台 

ＳＡＰ立川店 190-0002 東京都立川市幸町1-35-7 東266〒 頁●Ｐ336台 Ｓ308台 合計644台 

ＳＡＰ武蔵村山 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平2-66 東276〒 頁●Ｐ384台 Ｓ178台 合計562台 

ＳＡＰ相模原 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原7-10-18 東312〒 頁●Ｐ304台 Ｓ304台 合計608台 

ＳＡＰ厚木 243-0813 神奈川県厚木市妻田東3-33-5 東314〒 頁●Ｐ256台 Ｓ240台 合計496台 

（株）三慶商事
339-0008 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺１４９７

048-794-1266 198412
10,00094趙　顕洙

2021年
〒

2020年
ＴＥＬ
代表者名

設立年月

従業員数（人） 資本金(千円)
11,000,000売上高　(千円)

16,145,378売上高　(千円)

グループ編 頁183

アリーナ岩槻店 339-0008 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺1497 東160〒 頁●Ｐ308台 Ｓ392台 合計700台 

アリーナ岩槻古ヶ場店 339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場717-5 東159〒 頁●Ｐ214台 Ｓ112台 合計326台 

アリーナ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町3-8-16 東163〒 頁●Ｐ198台 Ｓ179台 合計377台 

アリーナ平塚店 362-0011 埼玉県上尾市平塚941-12 東173〒 頁●Ｐ0台 Ｓ305台 合計305台 

アリーナ美女木店 335-0031 埼玉県戸田市美女木8-1-1 東178〒 頁●Ｐ193台 Ｓ107台 合計300台 

アリーナ桶川店 363-0008 埼玉県桶川市坂田867-6 東180〒 頁●Ｐ280台 Ｓ160台 合計440台 

アリーナ鶴瀬店 354-0021 埼玉県富士見市鶴馬2523-1 東182〒 頁●Ｐ296台 Ｓ139台 合計435台 

アリーナふじみ野店 354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-22-6 東182〒 頁●Ｐ199台 Ｓ45台 合計244台 

産経商事（株）
332-0034 埼玉県川口市並木３－１－４

048-252-9911 196611
402,619160高橋　昭二

2013年
〒

2012年
ＴＥＬ
代表者名

設立年月

従業員数（人） 資本金(千円)
41,800,000売上高　(千円)

43,200,000売上高　(千円)

グループ編 頁241

ウイングキャッスル 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-1-4 東155〒 頁●Ｐ576台 Ｓ360台 合計936台 

ウイングエース西川口店 332-0034 埼玉県川口市並木3-1-4 東164〒 頁●Ｐ192台 Ｓ79台 合計271台 

ウイングサンケイ 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-1 東164〒 頁●Ｐ367台 Ｓ273台 合計640台 

ウイング蕨 335-0005 埼玉県蕨市錦町1-7-10 東177〒 頁●Ｐ466台 Ｓ132台 合計598台 

関連企業　 川口サンケイ（株）

（株）三幸商事
343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１２－１３セルボ内

048-986-5570 198208
10,00042松下　眞啓

2016年
〒

2004年
ＴＥＬ
代表者名

設立年月

従業員数（人） 資本金(千円)
7,000,000売上高　(千円)

12,500,000売上高　(千円)

グループ編 頁304

グレードワン 343-0842 埼玉県越谷市蒲生旭町13-42 東174〒 頁●Ｐ167台 Ｓ155台 合計322台 

グレードワンＲ１６ 278-0041 千葉県野田市蕃昌252-181 東203〒 頁●Ｐ284台 Ｓ108台 合計392台 

関連企業　 （株）松下商事

―　58　―


