
あ行

電話番号

347-0042 埼玉県加須市志多見1700-1 0480-61-4126

344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-32-41 048-734-4767

940-2117 新潟県長岡市石動南町42-7　ﾎｰﾕｳｺﾝﾌｫﾙﾄ長岡　306号室 0258-86-8002

940-2117 新潟県長岡市石動南町42-7　ﾎｰﾕｳｺﾝﾌｫﾙﾄ長岡　306号室 0258-86-8002

0134-65-8861

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

470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 0562-92-7111

903-0802 沖縄県那覇市首里大名町3-20　大名市営住宅D-1102
C00000163 東江　怜

　

C90034453 赤塚　信夫
株式会社 ﾒｲｷｺｳ　製造部　ﾘﾌﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90022228 我妻　実
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

C90014083 赤井田　満
ｻﾝﾄﾋﾟｱﾜｰﾙﾄﾞ㈱　事業部

C90030085 赤瀬　基矩
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　松山統括営業所

C90024556 青山　紀幸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　北見営業所

C90016366 青山　正則
㈱ｶｲﾅﾝ　工事課

C00001350 青山　幸治
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　小樽営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C00001304 青山　大介
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　札幌営業所

C90019169 青島　康広
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部

C90030814 青柳　憲明
　

C90020994 青木　宗明
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　新橋統括営業所

C90010786 青島　達昌
　

C90022537 青木　寛
　

C00000996 青木　正芳
ｱｸｱ㈱　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ事業部

C90031027 青木　哲朗
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　首都圏支社

C90025096 青木　伸久
泉陽興業㈱　大観覧車「りんくうの星」営業所

C90010042 青木　真二
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　品証課　検査係

C00003973 青木　正
ｱｸｱ㈱　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ事業部

C00000086 相原　一寛
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　札幌営業所

C90027102 相原　邦男
　

C00002190 會沢　光晴
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C90033679 相島　博孝
㈱むさしの村　遊園地事業部　遊園地課

C90033647 相澤　一貴
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C00000667 相澤　紘斗
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部2課

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90016632 相川　千寿
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

181-0002 東京都三鷹市牟礼2-18-18 03-5384-5011

640-8113 和歌山県和歌山市広瀬通丁2-30 073-422-3101

112-0012 東京都文京区大塚2-9-3　住友不動産音羽ﾋﾞﾙ 03-5940-2857

151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5-20-15 03-3354-1741

461-0012 愛知県名古屋市東区相生町50-1 052-936-5791

350-1123 埼玉県川越市脇田本町11-13　渡辺ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ

130-0002 東京都墨田区業平4-7-3-201 03-5610-4220

160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-13　西新宿ﾌｫﾚｽﾄｱﾈｯｸｽ　102号

580-0026 大阪府松原市天美我堂7-537-2
C90028803 浅野　幸司

㈱NESS　

C90002173 浅沼　八洲男
㈱日本荷役　昇降機事業部

C90031306 浅野　和宏
阪神輸送機㈱　東京営業所　保守部

C90027329 浅田　諭
　

C90034612 浅地　穂高
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　埼玉西支店

C00002179 浅倉　恭介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　札幌統括営業所

C90019187 朝倉　悟
㈱新日本ﾘﾌﾄ　製作部

C90025263 麻岡　義久
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川西支店　品質管理部

C90024765 浅川　浩章
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　明石営業所

C00001102 浅井　一昌
ﾈｽｺ㈱　技術部

C90030078 朝井　慎一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支社　湘南統括営業所 保全係

C90028766 吾郷　智幸
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　昇降機ﾓﾀﾞﾆｾﾞｰｼｮﾝ部　工事課

C90008227 浅井　晃
藤工業㈱　

C90020281 阿久津　聡
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

C90005497 明間　堅介
　

C00000844 穐山　祐基
　

C90025232 秋和　勝
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　保守・工事統括部

C90015347 秋山　富計
㈱冨士商會　ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C00000477 秋山　裕之
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　青森支店　八戸営業所

C90026029 秋山　健二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　新橋統括営業所

C90034120 秋山　賢治
　

C90029006 秋本　達人
㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｰﾄ　

C90034459 秋山　啓介
　

C90035308 秋田　良
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　三田工場　工事部

C00002320 秋本　聖尚
　

C90029751 秋田　恒一
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
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1　ｺﾝﾊﾟｰﾉﾋﾞﾙ　3F 06-6337-7545

063-0833 北海道札幌市西区発寒十三条13丁目4-56 011-662-8811

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

112-8575 東京都文京区後楽1-3-61

06-6499-2400

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

047-436-4561

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

730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-10　NHK広島放送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ　12F 082-248-1451

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　13F

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

466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江3-4-28 052-881-3595

011-0946 秋田県秋田市土崎港中央2-9-28 018-845-1434

C00000977 阿南　克典
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　和歌山営業所

C90028972 阿南　賢治
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　検査課

C90010927 穴山　一夫
㈲穴山電機工業所　

C90031316 渥美　哲也
日本ﾘﾌﾄ工業㈱　工務部

C00001900 阿藤　瑞季
　

C00003587 厚石　龍介
　

C90022503 渥美　達也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　山形支店

C90029620 足立　裕樹
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

C90015670 足立　善生
　

C90017209 足立　新一
　

C90030196 足立　知也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店　品質保証課　検査係

C90020112 麻生　昌彦
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

C90029549 麻生　満
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90022204 阿曽　実
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関東支社　千葉支店　船橋統括営業所

C90027227 麻生　将吾
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

C90016251 安心院　幸彦
㈱ﾕｰｹｰﾃｸﾉｽ　

C90008528 畔崎　嘉孝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C00000790 阿佐見　敬
　

C90022182 芦葉　泰
　

C90018386 朝比奈　桂一
㈱東京ﾄﾞｰﾑ　ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ部　東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

C00002463 浅見　勝四郎
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　昇降機事業本部　設計部

C90014165 朝羽　弘明
　

C90016412 朝原　貴
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支店　検査課

C90021199 浅野　真樹
　

C90034588 浅野　亮
高橋機械産業㈱　

C90018025 浅野　慎市
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北統括営業所
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

790-0003 愛媛県松山市三番町4-9-6　NBF松山日銀前ﾋﾞﾙ 089-945-8462

955-0092 新潟県三条市須頃3-83 0256-34-1200

879-1505 大分県速見郡日出町川崎3426-3 0977-72-7181

989-2321 宮城県亘理郡亘理町逢隈榎袋砂金196-8 0223-34-9458

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 03-3356-5652

162-8575 東京都新宿区水道町3-9 03-3268-7133

108-0014 東京都港区芝4-11-1　TB田町ﾋﾞﾙ　2F

532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東4-15-15 06-6301-6646

533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野2-16-17-104

C90019137 荒井　幸一
　

C90033134 新井　勇倫
㈱福ﾘﾌﾄ　

C90016169 新井　国夫
　

C00002510 天野　祐樹
　

C90019501 綾部　幸一
日伸ｾﾌﾃｨ㈱　検査部

C90013295 天笠　浩
　

C90030737 天達　貴文
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1課

C90034980 阿部　孔希
　

C90002742 阿部　亮三
協立機電工業㈱　ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部

C90024441 阿部　光教
　

C90013669 阿部　光治
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社 首都圏支店 検査部 検査課 検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90017208 阿部　雅幸
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　工務本部　工務部

C90022478 阿部　昌幸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　渋谷統括営業所

C00003603 阿部　紘嵩
　

C90032020 阿部　誠
㈲三光技研　

C90012611 阿部　時雄
㈲阿部機工　

C90021126 阿部　浩
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90032652 阿部　太郎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　昇降機保全部

C90023553 阿部　勉
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　本町統括営業所

C00003364 阿部　淳一
㈱三条ﾎｲｽﾄｻｰﾋﾞｽ　

C90033790 阿部　竜徳
㈱OSR大分船舶　工務課

C90016871 安部　和孝
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　四国支店　松山営業所

C90027829 阿部　智
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部　技術課

C90035420 油野　秀成
　

C90018825 阿部　彰
　

C90027828 油石　久志
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
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

457-0021 愛知県名古屋市南区鶴里町3-33　親和工営ﾋﾞﾙ 052-822-5045

105-0003 東京都港区西新橋2-8-6　住友不動産日比谷ﾋﾞﾙ

532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東4-15-15 06-6301-6646

162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-33-5　大木ﾋﾞﾙ　202号室 03-5929-9362

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　ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ新宿ﾋﾞﾙ　7F 03-3356-5656

880-0027 宮崎県宮崎市西池町1-5-1 0985-23-2616

C90028818 安藤　勝
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ東海㈱　名古屋支店

C90020716 安藤　正美
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

C90022190 安藤　正美
　

C90025413 有賀　規之
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　検査統括部　検査1課

C90034215 安藤　宏和
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

C90025416 有江　洋介
　

C90027832 有田　正久
　

C90029246 荒堀　将司
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　保守部

C90027286 荒巻　伸一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　新橋統括営業所

C00002456 荒木　紘史
　

C00001453 荒堀　哲郎
　

C00001010 荒川　優一
旭洋ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　技術部　工務課

C90032878 荒木　裕司
　

C90031289 荒金　徹
㈱ｻﾝﾘｵｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ　ﾊｰﾓﾆｰﾗﾝﾄﾞ運営部　施設管理課

C90033487 荒川　功吉
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　工事部

C90033536 新井　竜一
ｾｲﾕｰﾃｯｸ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90026625 新垣　悟
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ昇降機部　保全課

C90025417 荒井　政仁
　

C90025584 新井　良幸
大日本印刷㈱　技術･研究開発本部

C90016399 新井　輝男
㈱福ﾘﾌﾄ　

C90022562 荒井　久人
荒井総業　

C90025348 新井　貴史
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

C90034843 荒井　達也
　

C90022466 新井　淳一
　

C90022733 荒井　高志
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部

C90016461 荒井　繁利
㈱親和工営　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部
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あ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

891-0104 鹿児島県鹿児島市山田町2077-3 099-230-7461
C00000995 安楽　洋一郎

㈱幾久ﾃｸﾉ　

C00003433 安保　臣将
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

- 6 -


