
お行

電話番号

114-8553 東京都北区滝野川5-5-3

231-0025 神奈川県横浜市中区松影町2-8-6 045-662-5023

190-0012 東京都立川市曙町1-36-3　東芝立川ﾋﾞﾙ　3F 042-540-5683

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞB館　6F

311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町552-18 029-265-8185

471-0025 愛知県豊田市西町4-25-7　金井ﾋﾞﾙ　5F 0565-35-0721

C00004710 大久保 友裕
　

C90021649 大久保　慎二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大津営業所

C90025382 大久保　直
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課2係

C90032702 大宜味　朝人
　

C90019523 大口　孝
　

C90030322 大木　裕之
　

C90005772 大北　朝一
　

C90022040 大河　敦嗣
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　帯広営業所

C00003286 大川　陽平
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　中部東支店　豊田営業所

C90023276 大賀　勝也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店

C90020176 大川　淳
日本昇降機ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱　

C90034579 大内　誠
㈱常陸ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ　遊戯施設部　遊戯施設課

C90033966 大榮　哲将
　

C90021316 大内　信
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

C90033753 大内　翔
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　今治営業所

C90011257 大石　透
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品質保証部

C90018654 大泉　晃
㈱八洲機電　ｴﾚｹｱ部

C90035080 大石　和哉
　

C00000628 大石　賢二
　

C90013532 大井　誠也
㈲三輝ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　

C90035257 大井　拓哉
　

C90020991 大網　和行
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　銀座統括営業所

C90015908 大井　勝博
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店　品質管理部

C90032848 老久保　憂也
ｻｲﾀ工業㈱　品質保証本部　ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003959 生沼　照哉
横浜ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部　本社ｻｰﾋﾞｽ課

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90023232 及川　晋
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店　業務課　品証係
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

510-0295 鈴鹿市稲生町7992

930-0158 富山県富山市池多1602-13 076-427-2111

394-0004 長野県岡谷市神明町1-7-16　ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝｴﾘﾅD　110 0266-22-1831

104-8429 東京都中央区築地1-13-1 03-3544-2285

141-0032 東京都品川区大崎3-5-2　ｴｽﾃｰｼﾞ大崎　111号室 03-5437-0316

011-818-8888

900-0003 沖縄県那覇市安謝230 098-865-2640

556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町3-2-14 06-6561-0164

090-7006-6325

277-0033 千葉県柏市増尾163 04-7172-0091

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
C90026821 大平　吉彦

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

C90017331 大田　英紀
柏ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C90033195 太田　悠貴
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　四国支社　徳島営業所

C90033965 大田　哲平
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　河内営業所

C00002057 太田　利光
ｾﾞｵﾝﾉｰｽ㈱　米島事業所　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部　産業機械設備部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

C90017338 太田　据伸
　

C90018801 大田　武史
　

C00004253 大園　健太
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部　第二課

C90031898 大薗　幸平
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　製品安全統括部　鹿児島検査課

C90022118 大城　宜光
　

C90034375 大瀬　行平
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C00003388 大城　智宏
　

C90031160 大城　悠司
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ･昇降機部　保全課

C90031404 大島　賢志
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　技術部

C90023909 大城　友和
　

C90015983 大島　武
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90025919 大嶋　智博
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C00002252 大澤　將尉
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　松本営業所　技術課

C90029307 大島　欣也
阪和興業㈱　ﾚｼﾞｬｰ施設部

C00003691 大澤　一平
大澤工業㈱　昇降機事業本部

C90024117 大澤　俊則
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　熱海統括営業所　沼津営業所

C90008753 大坂　克彦
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

C00003540 大﨑　義之
　

C90035287 大河内　徹也
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ　鈴鹿ｻｰｷｯﾄ　整備課

C90021085 大越　透
　

C00004263 大久保　義輝
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　北九州統括営業所　保全係
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町3-2-14 06-6561-0164

573-0054 大阪府枚方市枚方公園町1-1　枚方ﾊﾟｰｸ内 072-846-6832

730-0805 広島県広島市中区十日市町2-5-18 082-295-5093

530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15　HEPﾌｧｲﾌﾞ　B1F 06-6366-3630

414-0027 静岡県伊東市竹の内1-3-13　金子ﾏﾝｼｮﾝ　402 0557-52-3790

C90020632 大西　芳忠
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支店　神戸支店　姫路営業所

C00000315 大西　拓也
　

C90033414 大西　達朗
　

C90014284 大西　隆
　

C90023659 大西　貴禎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　高松統括営業所

C90010986 大中　修
　

C00000560 大西　茂樹
　

C90031522 大友　文昭
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　弘前営業所

C90031588 大友　裕也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025158 大平落　誠
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　

C90031026 大友　祐二
ｻｲﾀ工業㈱　東北支社　保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00002224 大津賀　淑行
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　静岡支店　伊東営業所　技術課

C90031299 大坪　雅章
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　久留米営業所

C00000373 大塚　裕章
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　名古屋東営業所　岡崎営業所

C90030693 大塚　正人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　岐阜支店　業務課　品質保証係

C00001897 大塚　純也
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

C90015688 大塚　規仁
阪急阪神ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱　梅田BM部　HEPﾌｧｲﾌﾞ管理事務所

C00004925 大津 寿文
　

C90026955 大津　大侍
　

C90025098 大谷　幸広
泉陽興業㈱　直営部　ひらかたﾊﾟｰｸ営業所

C90030788 大知　健志
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90030690 大舘　雄一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　栄支店　FS1課　1係

C90031283 大谷　雄三
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部　中央ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C00002248 大竹　明
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡東営業所

C90030691 大竹　裕太
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　業務課　検査係

C90022038 大髙　英繁
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　小樽営業所
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3　仙台MTﾋﾞﾙ　10F 022-298-1083

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

179-0074 東京都練馬区春日町1-3-21　ESTEM本社ﾋﾞﾙ 03-5848-9770

116-0011 東京都荒川区西尾久1-20-10　ﾛｰﾔﾙｼﾃｨ田端　802号 03-3894-2188

101-0047 東京都千代田区内神田2-15-4　司ﾋﾞﾙ　4F 03-3258-1661

809-0011 福岡県中間市岩瀬4-15-10 090-3419-0836

331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷410-3 048-622-9091

971-8185 福島県いわき市泉町1-17-2 0246-56-3119

317-0055 茨城県日立市宮田町5-2-22 0294-22-4737

114-0001 東京都北区東十条5-5-2 03-3598-6767

011-818-8888
C00001354 大松　幸彦

ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　技術部　施工課

C90024086 大部　知久
公益財団法人日立市公園協会　ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ課

C90029407 大町　渉
ﾐﾂﾜｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90020999 大原　康成
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　池袋統括営業所

C90021197 大平　敏則
大平電気管理事務所　

C00002274 大原　壮司
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部　1課

C90025304 大原　辰範
㈱東洋ﾊｲﾄﾞﾛｴﾚﾍﾞｰﾀ　東京本店　保守ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90027770 大林　泰雄
佐伯工業㈱　

C90013476 大原　克美
　

C90027949 大橋　雅樹
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　城北営業所

C90035222 大橋　由尚
　

C90018381 大場　保志
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支社　川崎統括営業所

C90024507 大橋　修一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北関東支社　品質管理部

C00001075 大庭　庄平
　

C90028096 大場　寿人
さいたまｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈲　

C90005275 大野　貞治
　

C90025518 大野　陽一
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部

C00004459 大野　隆秀
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　保守･工事統括部　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ課

C90019577 大野　武
　

C90024723 大野　智司
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支店　検査課

C90021302 大野　成実
㈱ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ　

C90021170 大沼　儀康
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90029486 大野　功一
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　FS2課

C90034593 大貫 広顕
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　茨城支店　技術課

C90012134 大貫　政之
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　川崎支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90027060 大貫　友義
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

880-0021 宮崎県宮崎市清水3-11-17 0985-24-8556

090-8831-9133

600-8352 京都府京都市下京区岩上通高辻下ル吉文字町457 075-822-0420

254-0043 神奈川県平塚市紅谷町12-26 0463-24-5515

011-818-8888

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞC館　4F 03-3802-9592

103-0027 東京都中央区日本橋1-2-19　日本橋ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ　4F 03-3271-4521

963-0112 福島県郡山市安積町成田東丸山61 024-947-1600

847-0013 佐賀県唐津市南城内1-1　大手口ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ　4F 0955-74-2818

252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-2-3　ｾｲﾕｰﾋﾞﾙ 042-743-2265

983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3　仙台MTﾋﾞﾙ　10F 022-298-1083
C90012646 小笠原　正喜

東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00001186 小笠原　晃
㈱ﾍﾟﾑｽ　技術部

C90019436 小笠原　秀親
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　泉営業所

C90026995 岡澤　幸治
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　神奈川西支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90020105 岡澤　日出男
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　横浜南営業所

C00002561 岡﨑　雄介
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店　博多営業所

C90011817 岡﨑　幸男
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　品質保証部　検査課

C90026627 岡　正幸
近畿管区警察局　京都府情報通信部　通信施設課

C90031319 小笠　耕平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　香川支店

C90034575 大和田　陵
公益財団法人　郡山市観光交流振興公社　公園振興事務所　事業課

C00003619 岡　潤
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　佐賀支店　唐津出張所

C00003220 大類　和成
　

C00003111 大脇　満
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　南大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90031855 大山　誠一
　

C90035016 大山　雄一
　

C90027047 大矢　信一
日本機器鋼業㈱　東京第3営業部

C00003976 大栁　一久
　

C90034745 大矢　勝裕
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C90025735 大屋　清隆
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　品質保証本部　昇降機保守品質保証部　昇降機検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90034318 大森　雄介
　

C90028685 大森　幸剛
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C90030916 大村　欣路
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　工務部

C90018254 大村　基樹
㈲ﾀﾞｲｿﾝ　

C90029433 大峯　康照
照山商会㈱　

C90014718 大村　明
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　東大阪統括営業所

C90032563 大峯　康誠
宮崎施設機械㈱　
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

820-0712 福岡県飯塚市大分567 0948-72-0390

540-6110 大阪府大阪市中央区城見2-1-61　ﾂｲﾝ21MIDﾀﾜｰ　10F 06-6949-3558

170-6006 東京都豊島区東池袋3-1-1　ｻﾝｼｬｲﾝ60　6F

818-0067 福岡県筑紫野市俗明院158-708

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30　ﾆｯｾｲ新大阪ﾋﾞﾙ

101-0047 東京都千代田区内神田2-15-4　司ﾋﾞﾙ　4F 03-3258-1661

311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18 029-265-8185

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

110-0016 東京都台東区台東3-18-3　SECﾋﾞﾙ 03-3834-1551

701-2613 岡山県美作市横尾923-1
C90015593 岡本　昌治

㈱昌治　

C90015561 岡本　浩二
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　四国支店　松山営業所

C90032825 岡本　秀一
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　教育課

C90012281 岡村　哲也
　

C90021003 岡村　徹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C00004700 岡部 理恵子
㈱常陸ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ　遊戯施設部　遊戯施設課兼景観部　景観課

C00004204 岡松　佑弥
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北九州支店

C00002003 岡部　伸二
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　松山営業所

C90014923 岡部　隆之
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　首都圏支店　城南営業所

C00002499 岡部　一也
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　設計部　電気設計課

C00004445 岡部　純也
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　府中営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90014154 岡東　義彦
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

C90033798 岡部　宇一朗
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　北支店　新大阪営業所　検査課

C00004966 岡谷 昂汰
　

C90032683 岡野　貴弘
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福山営業所

C90025350 岡田　義一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　池袋支店

C90028585 緒方　義人
　

C90020540 岡田　浩成
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　品質･検査部　検査課

C00000393 岡田　雅也
　

C90012792 岡田　秀実
　

C00004609 尾形 大輝
㈱嘉穂製作所　本社　保守ｻｰﾋﾞｽ部　保守ｻｰﾋﾞｽ課

C90034317 岡田　拓也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　浜松営業所

C90013795 緒方　十紀則
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　佐賀支店

C90030248 岡田　純
　

C90018202 岡田　眞一
　

C90023525 小方　悟
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡東営業所
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

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

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42

980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1　HF仙台本町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ　12F 022-712-0811

400-0043 山梨県甲府市国母2-5-5 055-228-4795

802-0016 福岡県北九州市小倉北区宇佐町1-3-13 093-513-1622

506-0002 岐阜県高山市問屋町73 0577-33-5533

286-0033 千葉県成田市花崎町800-6　丸喜ﾋﾞﾙ 0476-24-2573

346-0011 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎708-39

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

241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町36-15　柏ﾊｰﾓﾆｰﾋﾞﾙ　301 045-360-6822
C00001174 奥山　淳

㈱ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾃｸﾉｽ　工事課

C00000637 奥村　利和
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1係

C90020725 奥村　芳光
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支店　検査課

C90016068 奥野　達也
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　成田営業所

C90022762 奥原　孝明
　

C90027526 奥田　正晃
飛騨冷凍空調㈱　工事課

C90024113 奥平　勝浩
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支社　川崎統括営業所

C00004347 奥秋　重男
　

C90025967 奥田　貴士
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　日本橋支店　品質保証課

C90015477 沖本　健志
　

C00003353 奥　修一郎
東九ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　工事部

C90031302 荻原　智
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部　工事課

C90032659 沖松　繁
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

C90031571 小木　達朗
　

C90033619 荻野　功一
㈲東昇ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C00000379 小川　秀之輔
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　豊田営業所

C90030640 小川　芳弘
　

C00003346 小川　大介
　

C90031035 小川　倫央
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　横浜支社　相模原営業所　技術課

C00002117 岡本　良輔
泉陽興業㈱　製造保守部

C00005010 小川 翔太郎
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　首都圏事業部　東北支社　技術部　技術課　工務係

C00003883 岡本　智行
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　名古屋支社　岐阜営業所　技術課

C90013786 岡本　典之
㈱岡本製作所　

C90028730 岡本　誠史
ｸﾏｶﾞｲ工業名古屋㈱　

C90024336 岡本　徹哉
　

C90015384 岡本　真児
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

990-0043 山形県山形市本町2-4-3　本町ﾋﾞﾙ　5F 023-642-0359

464-0075 愛知県名古屋市千種区内山1-14-22 052-732-1511

395-0003 長野県飯田市上郷別府3327-2 0265-23-3011

320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り4-1-1　うつのみや表参道ｽｸｴｱ　7F

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

950-1327 新潟県新潟市西蒲区中之口263-1 025-375-1243

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-3　八十二大宮ﾋﾞﾙ 048-641-3326

910-0123 福井県福井市八重巻町306-2 0776-56-0224

003-0029 北海道札幌市白石区平和通16丁目北8-18 011-864-4737

133-0061 東京都江戸川区篠崎町7-16-5 03-3678-1378

650-0034 兵庫県神戸市中央区京町78　三宮京町ﾋﾞﾙ　5F

311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町552-18 029-265-8185

150-0002 東京都渋谷区渋谷3-25-18　NBF渋谷ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾛﾝﾄ　13F

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ

C90020000 小田川　宏司
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　仙台営業所

C90013812 小田　武義
泉陽興業㈱　製造保守部

C90010111 小田　昌夫
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品質保証部

C90021237 小澤　宏之
　

C90025887 小澤　実
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　渋谷支店

C90023951 小沢　友明
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　品質本部　検査統括部　検査三課

C90028302 小澤　知之
㈱常陸ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ　景観部

C90020664 小澤　圭史
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　静岡営業所

C90020190 小澤　真一
　

C90021942 長田　浩志
㈲城東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　

C90034101 小山内　祐介
　

C90029206 長田　直樹
北海道ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C00002324 長田　望
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　稚内営業所

C90017398 尾崎　宏行
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　埼玉東支店

C90021567 尾﨑　真
福井ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾃｸﾉ㈱　

C90034979 小黒　匠
　

C00000273 長　翔太郎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00001294 小倉　祐介
ｱｸｱ㈱　

C90013522 小黒　巧一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部　管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90028399 小椋　正勝
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　品質保証課　検査係

C90033007 小倉　稔
　

A-187 小椋　章志
㈱土屋　

C90013580 小倉　富男
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　品質保証部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003511 奥山　祐英
ｻｲﾀ工業㈱　中部支社　保全部

C90027533 小倉　慶
　

C00003520 奥山　大翔
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　山形支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係
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お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

141-0032 東京都品川区大崎3-5-2　ｴｽﾃｰｼﾞ大崎　111号 03-5437-0316

550-0026 大阪府大阪市西区安治川2-2-9 06-6583-5661

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30　ﾆｯｾｲ新大阪ﾋﾞﾙ　12F 06-6399-1690

700-0927 岡山県岡山市北区西古松4 086-223-4512

011-818-8888

319-1112 茨城県那珂郡東海村村松405 029-282-3535

320-0831 栃木県宇都宮市新町2-9-7　ﾒｯﾂ大野ｵﾌｨｽA-5

113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8　文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄｾﾝﾀｰｵﾌｨｽ
C90009310 小野塚　廣己

三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　池袋支店　駒込営業所

C90029440 尾上　竜大
芯ﾃｯｸ㈱　

C90008636 小野里　初男
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90025154 尾上　和也
JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　本社　建設工事部

C00000057 尾上　直正
　

C90005323 小野　洋伸
㈱関東技研　

C90024187 小野　雅巳
　

C00004699 小野 英行
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　横浜支店

C90028686 小野　仁史
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　神戸統括営業所　姫路営業所

C00001646 小野　兼弘
　

C90034252 小野　隼
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00004735 小野 翔平
同和ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C90035012 小野　翼
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　検査部

C90035041 小野　啓二郎
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　1課2係

C90034813 小野　公一郎
㈱ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ　顧客本部　技術部

C90029198 小野　勝則
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　会津若松営業所

C00004331 小野　克哉
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　北支店　新大阪営業所　　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ二係

C00001100 小野　晃照
西日本ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱　荒尾事業所

C90017223 小野　淳
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　南支店

C90031936 鬼塚　恒二
㈱ｱｲﾜ　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90030858 鬼丸　裕之
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　宝塚営業所

C90028967 小出石　崇稔
濱田重工㈱　君津支店　舞浜営業所

C90026904 翁長　良文
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90019391 小田嶋　誠
三八五流通㈱　指定管理部公園課

C90024547 落合　和久
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京西支店　新宿新都心統括営業所

C00000479 小田切　大
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　盛岡営業所

- 9 -



お行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-41　福岡朝日会館　10F 092-711-9203

163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSﾋﾞﾙ 03-3343-3741

532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国1-12-14　ﾗﾅｲ東三国　3F 06-6392-6700

940-0066 新潟県長岡市東坂之上町3-2-6　日本生命長岡ﾋﾞﾙ　5F 0258-35-5076

043-303-0572

550-0026 大阪府大阪市西区安治川2-2-9 06-6583-5685

C90026888 折原　真輝
　

C00002970 織部　浩信
㈱ｱｲﾜ　修理技術部

C90016073 折笠　仁志
大和ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　

C00004008 折戸　将伸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　伊勢営業所

C00004284 親松　浩
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　新潟支店　長岡営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90012128 折笠　秀夫
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　品質管理部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90013454 小山　巧
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店　業務課　検査係

C90019043 尾山　嘉浩
㈱ｴﾙｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ　管理部

C90031869 親泊　良一
　

C90034885 小柳　友和
㈱三条ﾎｲｽﾄｻｰﾋﾞｽ　

C00000382 表　雄太
　

C00004961 親川 勇輝
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾞ　3課

C90020059 小原　和忠
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　熱海統括営業所

C90032706 小俣　光
富士急行㈱　総務部（資材）

C90025332 斧谷　健司
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　新宿支店　FS3課

C90021559 小幡　修一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　業務課　検査係

C90032988 小野寺　純
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　新宿支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1課1係

C00001372 小野原　亮
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C00004833 小野寺 健治
㈱ ｴﾚｹｱ　東日本支店　東京西統括営業所　保全係

C90033041 小野寺　聡
　

C90019402 小野寺　一馬
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店
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