
い行

電話番号

982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南2-1-2 022-246-1023

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

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

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

017-0871 秋田県大館市片山字中通6-2 0186-43-0055

950-8504 新潟県新潟市中央区東大通1-4-1　ﾏﾙﾀｹﾋﾞﾙ　4F 025-241-7221

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

076-222-9111

011-818-8888

110-0016 東京都台東区台東3-18-3　SECﾋﾞﾙ　3F 03-3834-1551
C00004242 池田　忠相

ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課

C90032922 池田　聡
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C90024322 池田　繁恵
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

C90030660 池治　春樹
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　神戸統括営業所

C90013182 池田　幸三
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北統括営業所

C90018393 居倉　進一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北陸支店

C90028479 池知　知令
　

C90022737 井川　雅好
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部

C90030162 井口　敦夫
泉陽興業㈱　技術部　技術課

C90034337 五十嵐　敏行
三菱電機㈱　関越支社　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部　営業技術課　新潟支店

C00002032 五十嵐　直人
　

C90014049 五十嵐　弘悦
東北ﾋﾞﾙ管財㈱　

C00002232 五十嵐　翔
ｻｲﾀ工業㈱　中部支社　静岡営業所　保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90015316 伊内　利一
㈱ﾆｯｺﾝ　ｱｸｱﾃｯｸ事業本部 技術課

C90026866 井岡　通隆
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90016702 飯沼　宏
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　国分寺営業所

C90033517 飯野　大輔
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱　北関東支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025898 飯田　利
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　浦和営業所

C90022885 飯塚　修司
㈱ｱｲﾜ　修理技術部

C90025386 飯田　卓也
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90015126 飯田　暢生
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

C00001215 飯島　英樹
　

C00003755 飯田　俊一
東京索道㈱　索道部

C00004692 飯倉 健太
　

C90034049 飯嶋　智幸
㈱ﾌｧｰｽﾄﾃｸﾉ　第一事業部　昇降機設備課

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90013743 李　度欽
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

334-0054 埼玉県川口市安行北谷681-21

540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22　大江ﾋﾞﾙ 06-6946-3911

0877-86-1071

105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-8　ﾗﾝﾃﾞｨｯｸ第2虎ノ門ﾋﾞﾙ　9F 03-6435-6401

321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1-3-15　ﾌﾛｰﾗﾋﾞﾙ　7F 028-639-2030

543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐3-8-4-111 06-6777-7416

114-0003 東京都北区豊島4-10-11 03-3919-0539

433-8118 静岡県浜松市中区高丘西3-39-11 053-437-3652

C90027999 石川　和男
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守ｻｰﾋﾞｽ本部

C90021357 石上　拓司
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90013257 石神　剛
㈲ｲｼｶﾞﾐ　

C90024768 石垣　進
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　本町統括営業所

C90007574 石垣　信與
昭和ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　検査･保守

C90013300 石岡　義光
㈱ｴﾚｹｱ　北関東支店　栃木営業所

C90004930 石賀　昭
㈱TOTAL SERVICE　

C90025502 石井　博
ｱﾙｼﾞｮ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　営業部

C90027969 石井　義弘
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

C00001139 石井　達彦
　

C90023945 石井　寿夫
　

C00001788 石井　将矢
　

C90033437 石井　尚
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

C90023678 井澤　格一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　北九州統括営業所

C00003129 石井　光星
　

C90017887 勇　満
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店　業務部　品質保証課

C90027677 井澤　孝文
㈱ﾚｵﾏﾕﾆﾃｨｰ　施設管理部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

C90035223 池谷　弘規
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　三重営業所　津営業所

C00002414 伊坂　雅裕
濱田重工㈱　君津支店　舞浜営業所

C90029344 池田　満寿夫
㈱新郷ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90034500 池野　雅文
　

C90022644 池田　史明
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　

C90010143 池田　優幸
大盛輸送機㈱　

C90015376 池田　智彦
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店

C90023286 池田　秀敏
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C00003132 池田　耕
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　保守管理部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

420-8527 静岡県静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111

900-0003 沖縄県那覇市安謝230 098-865-2640

421-1221 静岡県静岡市葵区牧ケ谷2325

808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-90-8 093-751-5141

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

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

954-0111 新潟県見附市今町7-276-3 0258-66-0700

963-8002 福島県郡山市駅前2-11-1　ﾋﾞｯｸﾞｱｲ 024-922-8959

C90016411 石澤　芳晴
　

C00003582 石澤　剛
　

C90033124 石澤　直幸
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　福島支店　FS課　FS係

C90033255 石黒　雅明
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　鹿児島支店　業務課･品質保証係

C90024340 石黒　雅人
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　湘南統括営業所

C90008725 石黒　賢二
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

C00001953 石黒　太一
　

C90011608 石川　芳二
㈱石川製作所　

C90025340 石黒　公浩
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　検査課

C90026920 石川　誠彦
　

C90030861 石川　康雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　淡路島営業所

C90032894 石川　博史
㈱ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ　営業顧客本部

C90025582 石川　富士夫
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　立川支社

C90018186 石川　法之
石田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　東北営業所

C90024591 石川　秀樹
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　ｴｽｶﾚｰﾀｰ品質保全課

C90034186 石川　直也
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　工務課

C90025025 石川　昇
㈱良地　

C90022129 石川　剛志
　

C90021081 石川　徹
　

C90034768 石川　大治郎
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2課

C00001396 石川　達也
中部機電ｻｰﾋﾞｽ㈱　浜松営業所

C90022097 石川　淳
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店

C90022456 石川　二郎
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　長野支店　松本営業所　諏訪出張所

C00003386 石川　功輔
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ･昇降機部　保全課

C90035050 石川　茂樹
　

C90024166 石川　勝也
静岡県立総合病院　事務部
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

0155-23-3219

810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37　第1明星ﾋﾞﾙ 092-751-1824

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

105-0021 東京都港区東新橋2-18-3　ﾙﾈﾊﾟﾙﾃｨｰﾚ汐留　901 03-5962-0866

121-0813 東京都足立区竹の塚1-11-10

321-4402 栃木県真岡市清水972-11

011-818-8888

700-0024 岡山県岡山市北区駅元町15-1　ﾘｯﾄｼﾃｨﾋﾞﾙ

679-4175 兵庫県たつの市龍野町旭町71-2 0791-62-9721

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

557-0055 大阪府大阪市西成区千本南1-19-7　幸栄ｺｰﾎﾟ　104号

812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-13　福岡ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾙ　7F

659-0092 兵庫県芦屋市大原町13-13 0797-22-2192

020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1　ﾏﾘｵｽ　3F 019-623-4557

299-4345 千葉県長生郡長生村本郷5822-1 0475-32-4811
C90021374 石綿　和久

大邦機電㈲　長生工場

C90000759 石本　一馬
　

C90010024 石山　勉
㈱ｴﾚｹｱ　北関東支店　盛岡営業所

C90024651 石平　和彦
　

C90017912 石丸　朋弘
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支店

C00002241 石原　裕之
ｻｲﾀ工業㈱　中部支社　保全部

C90023610 石原　睦雄
㈱ｼﾙﾊﾞｰｹｱ　

C90009813 石原　伸一
　

C90013128 石原　貴志
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

C90022936 石橋　則文
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90031743 石橋　雅晴
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90033382 石橋　克拓
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

C90021617 石橋　利朗
　

C90005518 石鍋　人士
　

C90021313 石並　一男
　

C00004768 石田 宜之
㈱ｼｰｷｭｰ･ｱﾒﾆｯｸ　東京事務所

C90024116 石塚　康訓
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90004257 石田　眞登
九州冨士ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　

C90019541 石田　正人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　日本事業統括本部　品質保証統括部　昇降機保守品質保証部　昇降機検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90014198 石田　浩康
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

C00003541 石田　雅樹
　

C00001169 石田　智
第一工業㈱　搬送ｼｽﾃﾑ本店　ｻｰﾋﾞｽ部

C90020561 石田　滋人
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　九州営業所

C00001352 石田　明宏
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　帯広支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C00004101 石田　健太朗
㈱ﾍﾟﾑｽ　技術部

C90015930 石島　存
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京西支店

- 4 -



い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-104号

011-818-8888

806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3　菅原ﾋﾞﾙ　6F 093-641-7011

123-0864 東京都足立区鹿浜4-24-1 03-5838-1613

060-0031 北海道札幌市中央区北一条東3丁目2　ｼﾃｨﾊｳｽ札幌大通東　1106号室 011-556-4148

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

921-8014 石川県金沢市糸田1-198-2

274-0801 千葉県船橋市高野台3-4-17 047-449-0800

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

011-818-8888

A-710 市村　大輔
　

C00002327 市橋　裕康
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

C90030325 市原　聡
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京中央支店

C90012492 一瀬　直行
㈱修電舎　

C90014666 市野瀬　善孝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　工事課　昇降機ﾓﾀﾞﾆｾﾞｰｼｮﾝ部

C90032606 一小路　和利
㈱ﾕｻﾞﾜ産業　

C90004443 一ノ倉　初雄
　

C90021976 市岡　智之
㈱東洋ﾊｲﾄﾞﾛｴﾚﾍﾞｰﾀ　技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ　技術

C90013464 市川　裕久
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C00002935 板場　雅俊
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　大阪営業所

C90031667 板本　雄三
亜細亜ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱　

C90026887 板垣　弘
　

C90032692 板津　守人
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C00004205 磯本　大道
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北九州支店　黒崎営業所

C90017357 井田　喜之
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C90031492 伊石　年央
　

C90023349 磯邉　喜裕
泉陽興業㈱　東京支社　東京直営施設部　施設管理課

C90030807 泉原　誠
　

C90013634 泉谷　徹也
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　検査部

C00004843 泉 龍樹
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C00001032 泉田　侑磨
JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　福岡機械事業所　工事課

C90015572 和泉　浩
　

C00000737 泉　舞樹
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　新宿営業所

C00000833 泉　修司
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　池袋統括営業所

C00002329 和泉　直樹
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　札幌1課

C90013530 泉　久仁夫
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-4　2F 047-381-0340

173-0026 東京都板橋区中丸町29-3 03-5926-9766

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

125-0062 東京都葛飾区青戸3-39-6　葛飾第一ﾋﾞﾙ　4F 03-5629-4701

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

420-0859 静岡県静岡市葵区栄町3-9　朝日生命静岡ﾋﾞﾙ 054-255-2001

336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1308-17 048-875-0559

003-0004 北海道札幌市白石区東札幌四条2-1-1 011-837-1062

C00003806 伊藤　正春
㈱嘉穂製作所　保守ｻｰﾋﾞｽ部　保守ｻｰﾋﾞｽ課

C90017042 伊東　博幸
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　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025521 伊藤　博幸
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北海道支社

C90004775 伊藤　秀行
　

C90015132 伊藤　仁
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　品質保証部

C90022821 伊藤　利夫
㈲ｺﾏｶﾞﾈ　

C90023350 伊東　秀樹
泉陽興業㈱　刈谷営業所

C90020306 伊藤　武司
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90020656 伊藤　輝幸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　栄営業所

C00003141 伊東　拓未
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90031197 伊藤　巧
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　静岡営業所

C90028297 伊藤　大輔
　

C00003669 伊藤　隆行
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

C90019542 伊藤　慎一
　

C90027643 伊藤　大輔
㈱ﾗｸﾃﾝﾁ　施設部

C00000559 伊藤　俊太
　

C90026936 伊藤　聖一
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　総合技術本部　新宿営業所

C90008747 伊藤　聡
　

C00002951 伊藤　紫芳
　

C90024753 伊藤　公博
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90022120 伊藤　享一
　

C90013869 井戸　隆
　

C00004783 伊藤 克憲
善登工業㈱　東京支店

C90033744 井手　豪
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　つくば営業所　技術課

C90033053 井手上　正和
濱田重工㈱　君津支店　舞浜営業所　ｺｰｽﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90035150 井手　啓太
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3　菅原ﾋﾞﾙ　6F 093-641-7011

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

101-0032 東京都千代田区岩本町1-1-5　NEﾋﾞﾙⅡ　4F 03-3864-4952

108-0023 東京都港区芝浦3-11-7　根本ﾋﾞﾙ　7F 03-6718-4545

105-0012 東京都港区芝大門1-1-1　3F 03-3436-5117

760-0008 香川県高松市中野町13-26 087-834-6757

300-1206 茨城県牛久市ひたち野西4-22-3　ｵｰｼｬﾝﾊﾟﾄﾞﾗｰ　A号室

011-818-8888

470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 0562-92-7111

123-0864 東京都足立区鹿浜4-24-1 03-5838-1613

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

092-580-8215

171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22　山種池袋ﾋﾞﾙ　3F 03-3983-9211

980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-30　新仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ　3F 022-221-5661

C90020698 井上　謙二
　

C90034825 井上　惇
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係

C90015954 井上　京一
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

C90035273 稲永　隆士
㈱SCｼｽﾃﾑｽﾞ　

C00001635 猪野　裕也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　池袋統括営業所　第1系　1班

C90032331 犬飼　隆弘
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　渋谷統括営業所

C90028662 稲永　繁樹
㈱ｴﾚｹｱ　九州支店

C00004617 伊波 和真
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　城北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C90030790 稲盛　良人
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90035393 稲葉　達哉
㈱ﾒｲｷｺｳ　ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90027388 稲葉　裕人
　

C90015867 稲田　正信
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C90033534 稲津　健一
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　技術部

C90033185 稲毛　雄一
(株)三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　保守課

C90034035 稲田　章
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　つくば営業所　技術課

C90033138 稲垣　康寿
㈱渡邊油化　ｱﾄﾗｸｼｮﾝ事業部

C90020495 稲川　圭
ﾀﾞｲｺｰ㈱　技術管理部

C90024573 糸数　慎二
　

C90029099 井戸端　康徳
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社　ﾌｨｰﾙﾄﾞ管理部

C90008546 伊藤　義則
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　東大阪統括営業所

C90017711 伊藤　義光
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　東京ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

C90020265 伊東　裕也
　

C90025612 伊藤　儀昭
　

C90031135 伊藤　悠司
　

C90035213 伊藤　佑真
㈱ｻﾝﾒｶﾆｯｸ　萩原工場　ｸﾚｰﾝ部　第3ﾒﾝﾃｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025815 伊東　康忠
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　黒崎営業所
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川2-20-9 06-6340-9097

03-5818-3441

461-0012 愛知県名古屋市東区相生町50-1　御堂ﾋﾞﾙ　4F 052-936-5791

950-0871 新潟県新潟市東区山木戸4-1-5

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

813-0001 福岡県福岡市東区唐原3-18-9-202

850-0936 長崎県長崎市浪の平町1-34 095-823-8870

C90022973 今上　隆治
　

C90028657 今川　聖
㈱西部ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C00001611 今里　清人
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　東京東営業所　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90034876 今井　亮
　

C90025026 今泉　一人
　

C00004769 今井 由良
　

C90026822 今井　由幸
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

C00001609 今井　孝
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部1課

C90023546 今井　友章
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　京都統括営業所

C90024959 伊保　和彦
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90030028 今井　健司
㈱三京　工事部

C90024999 井原　法雄
ﾈｽｺ㈱　技術部 ｻｰﾋﾞｽ課

C00003558 庵原　悠平
　

C90021071 猪俣　剛康
　

C90008166 猪股　日出裕
中央ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ事業部

C90022561 井ノ口　善昭
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西㈱　新宿支店

C00001484 猪股　彰悟
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　品質保証本部　東日本品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90034437 井上　正純
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　大牟田営業所

C90020651 井上　正光
㈲ﾀﾞｲｷﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90021813 井上　博文
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　京都支店

C90030876 井上　太
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店

C90035380 井上　弘明
　

C90022545 井上　博喜
　

C90019633 井上　真一
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　九州営業所

C00004690 井上 稔真
　

C90015402 井上　定夫
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　検査部神戸
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

830-0017 福岡県久留米市日吉町16-18　久留米ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ　5F 0942-34-6730

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

540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22　大江ﾋﾞﾙ 06-6946-3911

113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8　文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ　23F 03-5981-0300

810-0075 福岡県福岡市中央区港3-11-15 092-771-4884

123-0864 東京都足立区鹿浜6-3-14 03-5647-6900

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

834-0064 福岡県八女市蒲原1336-1

754-0014 山口県山口市小郡高砂町2-4　AZURE新山口　2F 083-972-6650

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

552-0013 大阪府大阪市港区福崎3-1-201号

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
C90004270 岩島　伸二

京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90034675 岩重　一生
　

C90019909 岩下　佳幸
㈱ﾀﾞｲｿﾞｰ　陸機事業部

C90017307 岩崎　俊宏
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　山口営業所

C90020470 岩﨑　幹夫
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　検査課

C00002528 岩崎　敬太
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

C90023933 岩﨑　健一
　

C90033672 岩佐　慎吾
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　技術課

C90035286 岩崎　克彦
日本昇降機㈱　八女ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ　ｻｰﾋﾞｽ部

C00003957 磐城　憲洋
　

C00003895 岩切　直人
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　工務部

C90027276 岩尾　公一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C90000241 岩上　卓
日本輸送機施設㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C90032528 伊礼　一太
沖縄菱電ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部　ｻｰﾋﾞｽ課

C90022330 岩井　拓也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　お台場営業所

C90021129 入江　英一
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　品質・検査部

C90022601 井料　和智
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京北支店　葛飾営業所

C90023803 伊村　昌晃
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　静岡支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003845 入江　耕太郎
㈱九州昇降機　

C90025063 今村　武
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1係

C90013307 今村　好秀
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　人事部

C90027202 今永　秀信
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90017365 今福　元也
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

C90018053 今出　新吾
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店　姫路営業所

C90023301 今中　智也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　兵庫統括営業所

C90020805 今田　宏昭
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　久留米支店　業務係
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い行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

570-0006 大阪府守口市八雲西町1-36-1 06-6992-1517

410-0833 静岡県沼津市三園町5-3　三園ﾋﾞﾙ2F西2号室 055-935-4810

C90035031 位田　聖仁
　

C90025861 岩本　充弘
　

C90031341 岩本　祐和
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　沼津ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C00000232 岩見　亮太
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

C90012784 岩村　進
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　銀座支店　品質保証課　検査係

C00004686 岩舘 毅
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　ｻｰﾋﾞｽ1課

C90026066 岩間　慎介
　

C90016577 岩瀬　利則
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