
う行

電話番号

130-0026 東京都墨田区両国4-32-19-1302号 03-3631-1594

460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-18-22　名古屋ATﾋﾞﾙ　2F 052-223-1214

082-228-5344

760-0008 香川県高松市中野町13-26

656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 0799-72-5461

567-0006 大阪府茨木市耳原2-17-36

709-2124 岡山県岡山市北区御津高津778 0867-24-5018

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMﾋﾞﾙ　7F 093-551-2937

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-29 06-6393-5678

101-0047 東京都千代田区内神田3-4-6 03-3252-8961

358-0022 埼玉県入間市扇町屋1-5-33　SUﾋﾞﾙ 04-2966-1611

C00003032 上野　将司
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　関東支店　東関東営業所　保守課　ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｰﾑ1

C90022173 上野　寛雄
　

C90007661 上野　弘勝
㈱ｽﾀｯﾌ･ﾕｰ　

C90032036 上野　清
冨士ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　技術部

C90021903 上野　達弘
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　遊戯機械事業本部　設計部

C00002245 植田　凌
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　北九州支店

C00003084 上野　和馬
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部　第1課

C90033525 上田　求
　

C90028472 上田　慶彦
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　呉営業所

C90032495 上田　英登
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　FS課　FS係

C90035259 上田　浩登
鵜ノ電　

C90015528 植田　延啓
　

C90023427 上田　典秀
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　栄支店　検査課　検査係

C90032453 植田　健夫
㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　保守課

C90034473 上田　敏章
泉陽興業㈱　直営部　淡路ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ営業所

C00003931 上田　翔太
　

C00002771 上田　真也
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　横浜支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90013931 上田　秀一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C90021216 植田　純次
ｸﾏﾘﾌﾄ㈱　広島営業所　工務部

C90029385 植田　和樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C00003816 上田　洸右
　

C90031632 植木　敬章
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　名古屋支社　技術課

C00004043 上園　陽平
　

C00004485 上垣　智章
　

C90029051 植木　彰治
　

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90020298 宇井　健一
大東㈱　
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

0144-52-0000

453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-29-26　ｼｪﾙﾏﾝ則武　1F 052-459-0131

551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26　NTIﾋﾞﾙ

410-0872 静岡県沼津市小諏訪1-5 055-927-2645

359-1145 埼玉県所沢市山口2964
C90007403 内田　弘

㈱西武園ゆうえんち　西武園事業部

C00001813 内田　尚樹
　

C00002136 内田　英孝
　

C90030761 内田　勝己
㈱ﾆﾁｿﾞｳﾃｯｸ　機械･建設事業本部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 大阪ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

C00001410 内田　健一
㈲東静ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　建設

C90013549 内田　薫
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　立川支店　品質保証課

C90029408 内田　一彦
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　名古屋支社

C90022560 内　義一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　青山支店

C90024447 内ヶ島　幹治
　

C90017698 薄井　淳一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　丸の内支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1課2係

C90023894 宇田　誠
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社

C90025339 牛丸　秀晟
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　池袋営業所　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C00000390 後　遼太朗
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北陸支社　福井支店　敦賀営業所

C90025694 潮田　智則
　

C90019623 牛房　隆
ｸﾏﾘﾌﾄ㈱　営業部

C90010865 鵜澤　泰弘
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北海道支社　品質保証部　検査課

C90031542 氏家　聡
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　宇都宮支社　技術課

C90031885 浮田　晋
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　高松統括営業所

C90034387 宇佐美　雄二郎
　

C90009639 植村　敏明
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　横浜支社　みなと支店

C00003055 鵜飼　赳宏
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　金山支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　2係

C90034633 上原　利伸
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　苫小牧営業所

C00004602 上水　精一
　

C90027309 上野山　富大
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北統括営業所

C90034497 上原　一貴
沖縄菱電ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部　品質保証課

C90029483 上野　豊
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　FS課FS係
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東5-5-12 045-542-5514

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

185-0013 東京都国分寺市西恋ケ窪2-2-5　西国分寺JRT3ﾋﾞﾙ　1F 042-316-8826

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-41　福岡朝日会館　10F

260-0015 千葉県千葉市中央区富士見町2-3-1　塚本大千葉ﾋﾞﾙ 043-215-8660

080-8827-2901

461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-23-30　名古屋ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾙ 052-951-1450

143-0027 東京都大田区中馬込2-4-9 03-6429-8425
C90033640 浦和　剛

㈲ｴﾇﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90014546 梅村　俊克
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支店　検査課

C90022404 梅山　慎治
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社

C00004056 梅原　慧
　

C90032566 梅原　徹
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　生産本部　生産管理部

C90024404 梅津　盛道
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　品川統括営業所

C90022655 梅津　豊
　

C90032347 梅田　順也
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課3係

C90015297 梅谷　政広
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　甲府統括営業所

C90033780 梅木　孝介
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店　検査課

C90022707 梅澤　和秀
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　千葉支店

C90020966 宇野　成人
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　千歳営業所

C90024681 宇野　剛
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　大阪中央支店

C00003960 内山　大輔
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　首都圏支店　西東京営業所　保守課

C00003991 宇都宮　茂嗣
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90022855 内橋　秀行
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

C90021744 内原　英好
四國機械設備㈱　

C90025319 内野　浩靖
㈱ﾄｰｺﾞｻｰﾋﾞｽ　

C00000108 内野　誠之
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90025320 内野　貴章
　

C90019613 内野　宏
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　名古屋支店　業務課　検査係

C00000274 内田　凌平
　

C90034199 内野　克則
阪和興業㈱　ﾚｼﾞｬｰ施設部　ﾚｼﾞｬｰ施設2課

C00002530 内田　椋
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