
た行

電話番号

194-0013 東京都町田市原町田4-19-9　ｴｽﾊﾟｼｵ町田

010-0955 秋田県秋田市山王中島町16-39 018-863-1640

920-0376 石川県金沢市福増町北204-13 076-269-1020

460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-16-1 052-211-4391

675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家2293-39 079-427-0763

361-0071 埼玉県行田市栄町8-12 048-556-6101

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

066-0015 北海道千歳市青葉8-3-1 0123-24-0800

101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-6-14　泉陽SYﾋﾞﾙ　7F 03-3252-3951

C90022775 髙島　聖佳
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店　尼崎営業所

C90013165 高島　省吾
泉陽興業㈱　東京支社

C90021060 髙島　秀生
　

C90028944 高倉　博人
日本管財ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90018392 髙栗　健一
　

C90027294 高木　昌弘
濱田重工㈱　君津支店　舞浜営業所

C90017383 高木　学
ﾀﾞｲｺｰ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90020815 髙木　誠
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　佐賀営業所

C90011244 高木　正則
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　山形支店

C90024567 髙木　信哉
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北陸支社　福井支店

C00000371 高木　輝晶
泉陽興業㈱　直営部

C90014558 髙岡　良治
　

C90027816 髙木　左千夫
㈱ｲｰﾄﾗｽﾄ埼玉　営業部

C00001109 髙尾　健太
㈱ｽｽﾞｷ　ｻｰﾋﾞｽ部

C90032372 髙岡　史典
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　札幌営業所

C90025871 高江洲　順久
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支店　沖縄営業所　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ2

C90035179 高尾　修
㈱丸山製作所　保守部

C90021730 高石　陽児
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　名古屋南営業所

C00004851 髙𣘺 裕
㈱東北ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　技術部

C90033875 垰森　一輝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北陸支社　金沢支店　FS課　FS係

C90035485 田貝　明
濱田重工㈱　舞浜営業所

C90021328 平　高太郎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　世田谷統括営業所

C90027649 峠　昌輝
　

C90017622 醍醐　信哉
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　上野統括営業所

C90024175 大郷　仁
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　横浜支社　品質保証部

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90033974 大久　貴史
㈱沖縄日立　保全課

- 1 -



た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

792-0861 愛媛県新居浜市清水町8-19 0897-34-1006

011-818-8888

410-0872 静岡県沼津市小諏訪1-5 055-927-2645

060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7-1-1　CARP札幌ﾋﾞﾙ　8F 011-251-3561

541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10　京阪神安土町ﾋﾞﾙ 4F 06-6271-5821

011-818-8888

920-0376 石川県金沢市福増町北204-13 076-269-1020

042-527-5295

802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方1-14-2

370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752-4 0276-88-8888

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17　FORECAST新宿SOUTH

C00002637 髙橋　健悟
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　札幌営業所

C90021965 髙橋　英司
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C90012587 高橋　勝志
　

C90034760 髙橋　篤史
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

C90031930 髙橋　巌
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　南部ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C00003970 高野　雄太
㈲高野機工　

C90024329 髙橋　晃
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　技術部

C00002458 髙野　智宏
日本昇降機㈱　北九州営業所　ｻｰﾋﾞｽ部

C90020368 髙野　英樹
　

C00002387 髙野　圭
㈱ｴﾚｹｱ　東日本統括本部　東日本支店　立川営業所

C90021020 髙野　努
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　横浜南統括営業所

C90021021 髙梨　哲也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C90021107 高根　功一
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

C00003977 髙田　義宏
㈱丸山製作所　工事部

C90033234 髙津　雄太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　福山統括営業所

C90012555 高田　博己
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店

C00004145 髙田　祐也
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　FS2課

C90013319 高田　孝雄
㈲東静ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90028952 高田　英幸
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　札幌営業所

C90023657 高田　奨
髙田起工㈲　

C90035013 髙田　大資
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

C00005079 高瀨 進
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部工事･検査課

C90021018 髙田　晶
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ第三部

C00004599 髙須　剛嗣
ﾕｳﾔ工業　

C90017837 高瀬　一成
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

C90015684 髙島　光史
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　徳島支店
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

238-0014 神奈川県横須賀市三春町1-9-14

554-0002 大阪府大阪市此花区伝法5-1-13 06-6460-9671

101-0047 東京都千代田区内神田3-4-6 03-3252-8961

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-26-1　JK吉祥寺ﾋﾞﾙ　3F 0422-28-7522

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-13-20　栄ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ　7F

985-0862 宮城県多賀城市高崎6-1　松屋多賀城　A棟　1F 022-389-1901

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

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

330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-110　大宮NSD

190-0022 東京都立川市錦町2-4-2　CB立川ﾋﾞﾙ　3F 042-540-1441

C90016090 髙橋　充
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　松本営業所

C90030999 髙橋　正紀
　

C00002144 高橋　政広
㈱ﾊｲﾝ　ｻｰﾋﾞｽ

C90022051 髙橋　史曉
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　新潟支店

C90035478 髙橋　昌男
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　立川支社　技術課

C90010606 高橋　博幸
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

C90021171 高橋　博幸
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北関東支社　栃木支店

C90032918 髙橋　秀昭
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　FS課

C90021766 髙橋　宏樹
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北陸支社　富山支店　FS課　FS係

C00001488 髙橋　直人
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　多賀城営業所

C90031981 髙橋　尚行
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 ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1課

C90028807 髙橋　朋義
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　名古屋支社　営業統括部

C90022741 髙橋　直樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　立川統括営業所

C00004163 髙橋　武嗣
　

C90021202 髙橋　忠信
　

C00000153 髙橋　大
　

C90031500 髙橋　健昭
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部

C90024435 髙橋　忍
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

C90023465 髙橋　誠吾
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　栄統括営業所

C90026699 髙橋　航基
冨士ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　工務部

C90022474 髙橋　聡
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西㈱　吉祥寺支店

C90029022 高橋　健太
　

A-473 髙橋　宏樹
豊永産業㈱　企画･設計部

C00004795 髙橋 健二
㈱関東ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　

C90016765 髙橋　健二
　

A-274 髙橋　健二
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　設計部
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

036-8002 青森県弘前市駅前2-2-3　弘前第一生命ﾋﾞﾙ 0172-36-3233

745-0802 山口県周南市栗屋160-4 0834-25-0808

010-0955 秋田県秋田市山王中島町16-39 018-863-1640

760-0008 香川県高松市中野町13-26

011-818-8888

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17　FORECAST新宿SOUTH 03-3356-5656

533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路4-3-24 06-6322-3012

533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路4-3-24 06-6322-3012

311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町552-18

882-0024 宮崎県延岡市大武町39-112　鉄工団地内 0982-33-3789

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-5　朝日生命津田沼ﾋﾞﾙ　2F 047-455-4871

604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634　ｶﾗｽﾏﾌﾟﾗｻﾞ21ﾋﾞﾙ　4F 075-211-3436

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞB館

370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3073-2 0276-80-5007

047-381-6688

860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町9-24 096-356-6231

C90015786 滝川　進
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関東支社　検査部　検査1課

C00002213 寳井　琢真
　

C90025594 瀧上　和樹
　

C90034224 髙山　一也
㈱ﾋﾗｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　

C90018795 高山　惠
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　品質保証係

C90022233 髙栁　憲一
㈲髙栁ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　工事部

C90019477 髙山　和伸
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　静岡支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90021279 多賀谷　順治
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

C90022549 高安　聡
　

C00000425 髙本　賢一
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　製品安全統括部　熊本検査課

C90033920 髙本　康平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　京滋支店　検査課　検査係

C00002384 髙見澤　明弘
ｲｰｹｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業本部　CS課　ｶｽﾀﾏｰ技術係

C00004958 髙村 浩二
㈱ｴﾚｹｱ　東日本支店　千葉統括営業所　保全部

C90033166 髙松　雅弘
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　静岡支店　業務課　検査係

C90018048 髙見　眞二
㈱修電舎　保全課

C90014808 髙原　進治
㈲淡路ｻｰﾋﾞｽ　

C90031383 高星　徹
㈱常陸ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ　技術管理部　技術管理課

C90031673 髙林　保昭
ﾈｽｺ㈱　技術部　ｻｰﾋﾞｽ課

C90017288 髙原　康二
㈲淡路ｻｰﾋﾞｽ　工務課

C00002330 髙濱　功次
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

C90030403 高林　敬志
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　保守部

C90007397 髙橋　陸雄
株式会社東北ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C00003900 高畑　政和
㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　保守課

C90033116 髙橋　優志
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　弘前営業所　FS課

C00002098 髙橋　裕和
㈱ﾀｲｶﾒﾝﾃﾅﾝｽ　設備保全部

C00000519 高橋　雄輝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三重支店　FS課　FS係
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

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

537-0022 大阪府大阪市東成区中本1-5-31 06-4980-9124

770-0874 徳島県徳島市南沖洲2-7-37 088-664-3877

190-0022 東京都立川市錦町2-4-2　CB立川ﾋﾞﾙ　3F 042-540-1441

760-0065 香川県高松市朝日町2-2-22　高松ﾋﾞﾙ　1F

621-0007 京都府亀岡市河原林町河原尻上正善坊42-1

690-0003 島根県松江市朝日町589-2　ﾏﾙﾁﾞﾋﾞﾙ　9F 0852-26-2310

06-6445-1048

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

011-818-8888

836-0897 福岡県大牟田市青葉町23-8　ｳｲﾝｸﾞ青葉　102号 0944-85-7594

349-0225 埼玉県白岡市太田新井32-9 0480-93-0426
C90004803 武田　薫

　

C90016791 竹下　久
　

C90025108 竹下　真人
㈱信和ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C00004687 武岡 諒
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　函館支店

C90015943 竹澤　昇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　新宿統括営業所

C90029157 武岡　文輝
㈲武岡ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　

C90032508 武岡　政志
　

C90024914 竹内　秀明
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社 大阪中央支店

C90029151 竹内　満
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90019036 武内　修
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　中国営業技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90022952 竹内　徹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　山陰営業所

C00000671 竹入　盛敏
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　長野支店　松本営業所　技術課

C90027523 竹内　章
㈱ﾒﾓｸﾗﾌﾄ　設計課

C90025301 田口　道隆
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　立川支社　技術課

C90014738 武市　泰
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　検査部　検査第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ

A-676 田口　初男
㈱岡本製作所　恵那峡ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ

C90027998 田口　雅弘
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C90017625 田口　淳
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　成増営業所

C90032386 田口　規仁
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　群馬支店　技術課

C00001060 瀧山　幸也
㈲徳島昇降機ｻｰﾋﾞｽ　

C90020645 田口　克己
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　昇降機事業本部　大阪営業部　技術･営業課

C90020719 瀧本　秀夫
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　検査2係

C90028815 瀧本　稔
㈱ｼﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ　工事部

C90030412 瀧口　拓也
　

C90021080 瀧本　晶一
　

C90021024 瀧川　秀則
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　川崎統括営業所
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

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

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

161-0033 東京都新宿区下落合3-16-10 03-3954-0111

011-818-8888

920-0036 石川県金沢市元菊町21-87　第2濱伍ﾋﾞﾙ　1F 076-234-1810

455-0034 愛知県名古屋市港区西倉町1-51

092-281-7330

892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ﾋﾞﾙ　7F

370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752-4 0276-88-8888

082-211-5277
C90029701 立川　勝志

㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　広島営業所　保守部

C90028137 多田　哲男
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　保守部

C90034336 多々見　悟
㈱八洲機電　施設課

C90029274 多田　和幸
　

C90024964 多田　謙吾
㈱岡本製作所　茨木工場

C90032316 田代　哲也
九州冨士ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　

C00002295 田代　祐太郎
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　鹿児島支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C00001407 田島　さおり
泉陽興業㈱　直営部　名古屋港ｼｰﾄﾚｲﾝﾗﾝﾄﾞ営業所

C90029388 田島　俊
中部機電ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90015618 武谷　恵
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90022483 田才　秀樹
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

C90034067 竹森　健太
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

C00003974 竹森　直人
㈱JR西日本ﾃｸｼｱ　北陸支店　検修部

C90022739 竹本　浩規
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京北支店　池袋統括営業所

C90018907 竹本　昌弘
泉陽興業㈱　

C90029259 竹本　倫史
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　新宿営業所

C90033893 武本　春信
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90020312 竹村　久志
　

C90015314 竹村　良二
㈱ﾆｯｺﾝ　ｱｸｱﾃｯｸ事業本部

C90026038 竹村　晃治
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京北支店　上野統括営業所

C00001725 竹村　時郎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　栄営業所

C90028448 竹村　圭司
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90016514 竹村　健一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　本町統括営業所

C00003082 岳野　勇生
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北九州支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C00001574 武政　政志
　

A-688 竹田　浩三
泉陽興業㈱　技術部
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

660-0811 兵庫県尼崎市常光寺1-8-31 06-6488-7833

555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃4-11-2 06-6475-1110

319-1112 茨城県那珂郡東海村村松405 029-282-3535

454-0822 愛知県名古屋市中川区四女子町4-43 052-353-2125

544-0015 大阪府大阪市生野区巽南3-19-7 06-6757-6277

452-0837 愛知県名古屋市西区十方町88　ﾃｸﾉ十方D号 052-504-8001

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-13-20　栄ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内

C90034478 田中　崇喜
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　工務部

C90032397 田中　祥平
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00004261 田中　誠也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90010597 田中　耕蔵
　

C90033448 田中　成和
　

C90023520 田中　健一
㈲中部ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　

C90022925 田中　浩司
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90015337 田中　一夫
㈱ｶｲﾅﾝ　

C00000251 田中　勝也
㈱光立電機製作所　

C90016631 田中　篤
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京南支店

C90021995 田中　一彰
　

C90011939 立若　正弘
㈱関東技研　

C90018375 田所　民雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　品川統括営業所

C90014617 立野　義明
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　北支店　検査課

C90029626 立松　功次
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三重支店　業務課　業務係

C90028345 立津　秀哉
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

C00000608 立野　湧馬
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　京都支店　京都統括営業所

C90031372 立石　孝行
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　川崎営業所

C90027394 立田　峰將
㈱ﾍﾞﾙﾃｨｽﾄﾝ　

C90024387 立石　孝一
　

C90028840 立石　大
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　昇降機事業本部　設計部

C90028522 龍神　しおり
　

C90016401 龍神　義典
　

C90034350 橘　周作
泉陽興業㈱　森の遊園地営業所

C90032590 橘　信隆
㈲ｴﾙｴﾙｼｰ　工事部

C90032298 立川　宏貴
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　甲府統括営業所　法定検査部
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

026-232-6311

620-1313 京都府福知山市三和町下川合139 0773-58-3855

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

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

123-0864 東京都足立区鹿浜4-24-1　城北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 03-5838-1613

559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-2-7 06-6684-1014

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

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-13-20　栄ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ　7F 052-241-6520

557-0055 大阪府大阪市西成区千本南1-15-7 06-6656-8002

706-8651 岡山県玉野市3-1-1　玉野郵便局私書箱第1号 0863-23-2615

135-0044 東京都江東区越中島1-2-7　ｱｽﾐﾋﾞﾙ　8F 03-5646-6155

164-0001 東京都中野区中野1-53-2　印南ﾋﾞﾙ　101

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1　博多新三井ﾋﾞﾙ　7F 092-413-5566

0942-85-0538
C90028806 谷川　勉

㈱ｼﾞｪｲ･ｲｰ　鳥栖ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C90017965 谷　義彦
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　福岡支店

C00003109 谷尾　吉孝
　

C90032146 田邊　尚紀
　

C90018348 田名部　裕之
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱　

C00005050 田中 陽介
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　ﾏﾘﾝ･ﾒﾝﾃ事業部　動力部用役設備課

C00004994 田中 椋祐
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店分室　遊戯機械事業本部　第二設計部

C90023062 田中　裕介
ﾊﾟﾜｰﾃｯｸｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90020519 田中　洋一
㈱光立電機製作所　

C90014670 田中　正信
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C00000442 田中　正弘
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　栄営業所

C90023075 田中　弘幸
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店　尼崎営業所

C90026839 田中　昌和
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支社　町田営業所

C90030489 田中　博一
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C00000205 田中　博樹
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　工事部

C90032265 田中　秀徳
ｲｰｹｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業本部　CS課　ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ係

C90031723 田中　秀幸
　

C90022407 田中　直樹
　

C90018935 田中　伸洋
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90026635 田中　俊彦
西日本鉄道㈱　

C90033897 田中　俊光
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　設計部　昇降機設計二課

C90014818 田中　忠
㈲精和　

C90021981 田中　亨
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部　技術課

C90010546 田中　武邦
㈱ｴﾚｹｱ　長野営業所

C00001607 田中　剛司
　

C90024803 田中　貴
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　大分支店
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

706-0012 岡山県玉野市玉3-1-1 0863-23-2615

794-0084 愛媛県今治市延喜甲303-8 0898-22-4016

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B館　6F

106-6007 東京都港区六本木1-6-1　泉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ　7F 03-3584-5440

930-0856 富山県富山市牛島新町5-5 076-432-0002

812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-104 092-624-3801
C90027552 玉井　賢治

JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　福岡機械事業所

C90015596 田原　政人
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

C90034747 田原　康敬
　

C90019861 田端　昌文
佐伯工業㈱　水間工場

C90023684 田原　敬人
　

C90031558 田畑　貴央
㈱ｺｽﾓｼﾞｬﾊﾟﾝ　技術部

C90023278 田畑　仁
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店　業務課　品証係

C90021779 田端　淳次
佐伯工業㈱　

C90031708 田畠　順平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北陸支社　富山支店

C90027546 田端　謙治
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C00002333 田畑　順一
　

C00004203 田上　晋矢
ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱　福岡本社　ｻｰﾋﾞｽ部

C90008482 田ノ畑　充彦
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

C90015213 種谷　勝雄
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　中央支店

C90027253 田上　健二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　新横浜統括営業所

C90031249 田根　康秀
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店　品質保証課　検査係

C00000367 種村　敦
　

C90016712 谷村　隆司
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

C90021208 田沼　則之
　

C90023300 谷口　好孝
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　阿倍野統括営業所

C90015187 谷向　卓也
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　検査課

C00001349 谷口　尚吾
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

C90014735 谷口　博盛
㈱谷口製作所　

C90026593 谷川　洋介
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　動力部　用役設備課

A-270 谷口　明
㈱ﾀﾆｸﾞﾁ　

C90024769 谷川　利一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　阿倍野統括営業所
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た行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-104号

370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田316-2

0274-64-1776

290-0067 千葉県市原市八幡海岸通1 0436-41-5811

160-0023 東京都新宿区西新宿7-3-4　ｱｿﾙﾃｨ西新宿 03-6863-3316

C90032253 丹野　文晴
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　東京東営業所

C90032821 樽井　猛
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　東京南営業所

C90032422 丹　将由貴
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　品質保証課

C00001224 田村　佑介
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　MM営業部　千葉ﾒﾝﾃﾅﾝｽ営業課

C90031566 田村　嘉章
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　総合技術本部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　新宿営業所

C90004093 田村　光也
　

C90015764 田村　昇
日本ﾚｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ㈱　群馬営業所

C90012741 田村　信一
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

C00003115 田村　隆正
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　京都ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C00001031 田村　和幸
JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　福岡機械事業所　工事課

C00003113 田村　健
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　北大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C00004739 玉利 勇
㈱八洲機電　施設課

C90026726 田村　一宏
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京中央支店

C90015267 玉腰　雄志
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

C90026324 玉船　明洋
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三重支店　津営業所　FS係

C90024614 玉木　茂雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　成増営業所
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