
は行

電話番号

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

259-1126 神奈川県伊勢原市沼目4-40-18 0463-93-0011

011-818-8888

069-0821 北海道江別市東野幌町28-7　C棟　2F 011-389-5663

190-0012 東京都立川市曙町2-42-1　ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ内 042-522-4195

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

C00004737 橋本 悠希
山陰東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　米子営業所

C00004340 橋本　匡央
㈱ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ　関東営業所

C90024427 橋本　泰雄
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

C90010781 橋本　昇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　札幌営業所

C90013334 橋本　元
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　中部西支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00000907 橋本　卓也
　

C90028113 橋本　輝之
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　品質保証部　北陸品質保証課　検査係

C00003847 橋本　泰輔
　

C90031126 橋本　嵩
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

C90029437 橋本　和尚
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　工務係

C90033990 橋本　賢一
合同会社　ｾｲﾜ工業　

C00004689 橋本 斎
ﾏﾃﾊﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　保安工務部

C00000957 橋本　和隆
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ二課　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90018742 橋田　義清
　

C90024562 橋爪　保共
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北陸支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90021869 橋口　浩典
　

C90026539 橋下　健寿
　

C90008782 萩原　昌巳
　

C90022012 箱崎　毅
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　技術部

C90011913 萩原　達也
相模ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90022487 萩原　正和
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　FS課

C90028971 萩尾　明徳
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　検査課

C90024802 萩尾　輝幸
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90015294 芳賀　利和
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京西支店　吉祥寺営業所

C90026712 羽賀　正春
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ　富士営業所駐在

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90024369 芳賀　哲也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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は行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

804-0002 福岡県北九州市戸畑区中原46-59　九州製鉄所戸畑地区

141-0032 東京都品川区大崎1-6-3　日精ﾋﾞﾙ（大崎ﾆｭｰｼﾃｨ3号館)　5F

103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-16　MY･ARK日本橋ﾋﾞﾙ　3F

007-0880 北海道札幌市東区丘珠町593-28 011-785-7854

510-0005 三重県四日市市山手町3396

072-267-1656

060-0042 北海道札幌市中央区大通西9丁目3-33　ｷﾀｺｰｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ　7F 011-271-0800

700-0927 岡山県岡山市北区西古松4 086-223-4512
C90021763 波多野　直史

同和ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C00000209 畑中　雄貴
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術課

C90032225 波田野　智之
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西㈱　新宿支店　検査課

C90018709 畑中　正規
㈱ｻﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90016512 畑中　実
ｻｶｲ昇降機　ｻｰﾋﾞｽ部

A-651 畑中　淳
　

C90015437 畑中　等
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　品質保証部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90007626 畠山　博幸
㈲ﾌﾘｰ･ｸﾞﾛｳｽ　

C90033873 畑地　俊介
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

C90028688 秦　弘之
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　高知営業所

C90014400 畑木　一成
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

C00002228 長谷部　淳
明菱ｻｰﾋﾞｽ㈱　工事部　技術課

C90020720 秦　隆治
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社

C90030580 長谷川　誠
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　千住統括営業所

C00002193 長谷川　将樹
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱　技術部

C90010608 長谷川　憲夫
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　新潟支店

C90023957 長谷川　博信
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　品質・検査部　検査1課　検査ﾁｰﾑ1

C90019219 長谷川　純一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東京総支社　赤坂営業所

C90028859 長谷川　綱重
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品川支店

C00004729 長谷　陽
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　大阪営業所　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

C00002763 長谷川　和哉
　

C90010565 蓮川　弘之
㈱ｴﾚｹｱ　横浜支店

C00001515 蓮見　登
　

A-627 橋本　良浩
　

C90020504 蓮尾　潤一
日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱　建設事業部　技術部　建築設計技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90033740 橋本　喜輝
ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱　熊本営業所
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は行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

661-0985 兵庫県尼崎市南清水39-8 06-6493-6151

730-0051 広島県広島市中区大手町2-7-10　広島三井ﾋﾞﾙ 082-504-1059

510-1221 三重県三重郡菰野町池底1261 059-393-1991

011-818-8888

394-0000 長野県岡谷市2398-1 0266-22-7565

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-7-13　新大阪ｻｸｾｽﾋﾞﾙｲｰｽﾄ　501 06-6304-7995

860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町9-24　住友生命熊本ﾋﾞﾙ 096-356-6231

564-0051 大阪府吹田市豊津町35-13 06-6385-5628

470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地 0562-92-7111

C90021560 濱田　佳幸
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　検査係

C90016417 濵田　文人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　大分支店

C00004500 濱田　将和
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　上野統括営業所

C90033818 濱田　孝一
株式会社ﾒｲｷｺｳ　ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90018353 浜田　一史
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東京総支社　新都心営業所

C90016217 浜田　昭浩
ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱　

C90021655 濵田　啓介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　宝塚営業所

C90032556 濵口　康蔵
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店　FS課

C90033967 濵﨑　亮次
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　

C90031119 濱岡　隆幸
　

C90017210 濵上　努
　

C90029291 馬場　政広
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　群馬支店　技術課

C90025260 濵　伸二
　

C90027462 花本　昌彦
住友重機械搬送ｼｽﾃﾑ㈱　物流ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ統括部　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ部

C90022515 馬場　達矢
㈲ｴﾑｹｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　

C90026643 花田　隆二
TOHTO㈱　大阪営業所　営業技術部

C90019723 花満　一輝
　

C90031948 花岡　健一
㈱ｺｰｹﾝ　技術部 ｻｰﾋﾞｽ課

C90029584 花田　晃
㈱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

C90019499 花井　康珠
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

C90013792 花岡　和幸
　

C90017960 服部　浩
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中国支社 品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003275 服部　友紀
YKﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱　技術部

C90019649 八箇　一夫
ｾﾞｵﾝﾉｰｽ㈱　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部

C00000978 服部　武史
　

C00000305 波田野　登
三洋輸送機工業㈱　工務部　ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
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は行

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

240-0002 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1-11-11-101

399-0007 長野県松本市石芝3-14-2 0263-28-3355

011-818-8888

745-0802 山口県周南市栗屋766 0834-25-1065

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

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

273-0005 千葉県船橋市本町2-7-9　ﾃｨｰｴｽｹｰﾋﾞﾙ 047-431-5271

273-0005 千葉県船橋市本町2-7-9 047-431-5271

452-0836 愛知県名古屋市西区新木町47　ｱｸﾃｨﾌﾞﾎｰﾌﾟB 052-501-1027

C90035414 林　裕太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　栄営業所　第2係

C90020647 林　靖泰
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　検査部

C90030239 林　康之
横浜ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　名古屋営業所　ｻｰﾋﾞｽ部

C90031320 林　雅文
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ2課1係

C90020594 林　元三郎
㈱濃尾ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　名古屋支店　昇降ﾒﾝﾃﾅﾝｽ営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90016717 林　勝輝
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　船橋支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90016688 林　雅彦
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支社　横浜南統括営業所

C90031041 林　友春
　

C90016692 林　弘紀
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部

C90008525 林　俊文
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90033084 林　智明
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　船橋支店　FS課

C00001986 林　順一
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ東海㈱　名古屋第一営業所

C90017838 林　達也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　栄支店　FS2課　1係

C90028109 林　知司
さいたまｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈲　

C90013573 林　茂直
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

C00002250 林　克憲
　

C90033278 林　健二郎
二葉電工㈱　光現場事務所

C00003204 早川　亮
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

C90027861 早坂　文徳
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90030538 濵谷　晋介
　

C90022005 早川　永一
　

C90024575 濱原　三宏
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C90025310 濱松　清雄
㈱長野ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90035288 濱野　和洋
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ　事業企画室　商品企画課

C00002481 濱野　真吾
善登工業㈱　神奈川営業所

C90026292 濵名　優博
㈱四国舞台ﾃﾚﾋﾞ照明　ｼｽﾃﾑ販売部
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は行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

820-0701 福岡県飯塚市長尾661 0948-72-1200

860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町9-24　住友生命熊本ﾋﾞﾙ　2F 096-356-6231

422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇1004-26 054-202-3443

552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10

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

577-0012 大阪府東大阪市長田東1-2-13　ﾄｸﾔｽ長田ﾋﾞﾙ　4F 06-6784-0711

011-818-8888

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

484-0081 愛知県犬山市犬山官林26 0568-61-0870
C90016405 坂野　佐登留

㈱名鉄ｲﾝﾌﾟﾚｽ　日本ﾓﾝｷｰﾊﾟｰｸ

C90029622 坂　健一
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

C00003837 伴　泰範
北海道ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　保守課

C00000194 春田　国宏
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90034744 春田　純平
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

C90023264 播磨　憲一
㈱ｴﾚｹｱ　東大阪統括営業所

C90031225 針村　真弘
　

A-646 原田　利治
泉陽興業㈱　直営部

C90020608 原田　政樹
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C00001603 原田　健一
　

C90020031 原田　幸彦
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　横浜支社　さがみ支店

C90016400 原口　哲博
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　保守ｻｰﾋﾞｽ本部

C90020395 原田　和人
　

C90034181 原　龍太郎
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90034794 原口　定久
　

C00001841 原　大介
　

C00005140 原 崇
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　福岡支店　博多営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90023788 原　重成
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　品質保証部

C00002682 原　翔悟
　

C90024948 原　亮雄
㈱ｼﾞｪｲ･ｲｰ　ｻｰﾋﾞｽ部

C00002732 原　昂平
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2課1係

C90025927 林　良樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　世田谷統括営業所

C00003986 林田　啓佑
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　佐賀支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90032113 林　良和
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　新宿営業所

C90022795 林　佳樹
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　金山支店　検査課

C90025357 林　義明
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社
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は行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90028721 番家　義博
　

C90021185 坂野　廣明
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