
か行

電話番号

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

900-0001 沖縄県那覇市港町2-15-26 098-866-6623

171-0051 東京都豊島区長崎1-17-12 03-3974-4553

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

182-0033 東京都調布市富士見町2-15-8 0424-82-2907

182-0033 東京都調布市富士見町2-15-8 0424-82-2907

011-818-8888

830-0001 福岡県久留米市小森野6-21-31

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　5F 043-215-8660

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1　新横浜ｱｰﾊﾞﾝｽｸｴｱ 045-478-1790

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

C90022550 風間　吉晴
　

C90027150 笠原　伸一
㈱日本ﾘﾌﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　ﾌｨｰﾙﾄﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

C90022284 風間　信良
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

C90033673 笠井　超
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

C90031524 笠原　茂樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社 いわき営業所

C90023053 笠　省一
　

C00001063 笠　哲郎
　

C90024346 景山　崇
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

C90019724 鹿子嶋　拓司
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

C90016662 掛川　幸雄
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支店　相模原営業所

C90035017 影山　翔太
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

C90007019 角舘　誠
㈱多摩ｴﾚﾍﾞｰﾀ　

C90010761 加倉井　徹
㈱相栄ｴﾚﾍﾞｰﾀ　

C90020280 角舘　恵美
㈱多摩ｴﾚﾍﾞｰﾀ　

C90018963 角楯　剛
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社 京都支店

C00003500 角井　大智
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

C90033611 角田　安広
東海ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　工務部

C90025793 垣内　哲郎
北大阪ﾃｯｸ㈱　

C90034851 垣本　銀矢
　

C00004225 賀数　武幸
沖縄ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　工務部

C90034205 加賀谷　隼人
ｺｱﾃｯｸｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　保守部

C90013045 飼手　賢司
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　兵庫支店　西宮営業所　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003506 加賀　康裕
　

C00000453 戒田　崇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　松山統括営業所

C90014395 甲斐田　博
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　紀泉営業所

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90011045 甲斐　昭二
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
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か行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

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

540-6111 大阪府大阪市中央区城見2-1-61　ﾂｲﾝ21MIDﾀﾜｰ　11F 06-6390-8237

550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-11-7　信濃橋三井ﾋﾞﾙ　2F 06-6445-1048

286-0033 千葉県成田市花崎町800-6 0476-24-2573

260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-11-1　千葉中央ﾂｲﾝﾋﾞﾙ1号館　5F 043-225-3521

319-1112 茨城県那珂郡東海村村松405 029-282-3535

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16　西鉄博多駅前ﾋﾞﾙ　9F 092-451-8400

116-0014 東京都荒川区東日暮里6-59-6-1 03-3891-4431
C90029288 片山　幸男

ﾀﾞｲｲﾁﾊﾟｰｸｼｽﾃﾑ㈱　東京営業所

C90033210 片山　真佑
　

C90013493 片山　直昭
　

C90027901 堅野　勝義
㈱関東技研　

C00000058 片柳　達成
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

C90029376 片倉　吉則
㈱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

C90023541 堅田　卓哉
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　兵庫統括営業所

C00003026 片岡　修宏
　

C90032165 片桐　伸彦
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

C90015988 加瀬　徹
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社 品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00001038 片岡　伸司
　

C90033069 春日井　昭洋
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　埼玉支社　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90027058 加瀬　大介
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

C90031095 梶原　功嗣
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90017183 梶原　弘樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北統括営業所

C90028280 柏﨑　智晴
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　品質本部　検査統括部

C90027607 梶原　和典
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　博多営業所

C90033588 柏木　三郎
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課 1係

C90033067 柏木　康孝
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　品質保証課　検査係

C90031211 梶原　嘉臣
　

C90035140 梶本　上仁
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C90012736 梶原　修
　

C90021787 柏原　誠記
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　大阪中央支店

C90018149 梶田　昌司
住友重機械搬送ｼｽﾃﾑ㈱　生産本部　工事部　工事2ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90020694 鍛治谷　伸英
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　近畿支店　保守部　保守3課

C90023504 梶川　浩太郎
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　
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か行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新3-12-12　ﾋﾞｯｸﾞﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ 06-6328-2521

600-8352 京都府京都市下京区岩上通松原上ル吉文字町457 075-822-0420

556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70　ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ　24F 06-6646-6110

108-0014 東京都港区芝5-34-6　新田町ﾋﾞﾙ　4F

410-1231 静岡県裾野市須山藤原2427 055-998-1111

466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江3-8-11 052-871-4791

426-0067 静岡県藤枝市前島1-3-1　ｵｰﾚ藤枝　南館　4F 054-637-3270

221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2-9-5　横浜東白楽ｼﾃｨﾀﾜｰ　504 045-434-4017

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

238-0023 神奈川県横須賀市森崎1-15-3

900-0001 沖縄県那覇市港町2-15-26 098-866-6623

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

450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20　名古屋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ新館　5F 052-586-0795

C00000791 加藤　冬樹
　

C00000521 加藤　秀幸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　中村統括営業所

C90013396 加藤　博康
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京中央支店

C90010116 加藤　友次
　

C90022099 加藤　閣
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　山形支店

C90025490 加藤　恒雄
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　幕張出張所

C90024696 加藤　利明
沖縄ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　工務部　点検課

C90031256 加藤　貴史
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北営業所

C90008883 加藤　貴道
㈱ﾋﾞﾘｵﾅｰ　工務部

C90005259 加藤　純司
　

C90030404 加藤　大輔
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

C90031242 加藤　謙
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　藤枝営業所

C90035269 加藤　広一郎
光工業㈱　

C00001694 加藤　和希
　

C90011168 加藤　欣也
中部日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事㈱　

C90032240 門　宏修
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　湘南統括営業所

C90017639 加藤　治
　

C90028229 勝又　健二
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　田町支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ2課

C00000082 勝又　大樹
㈱ﾋﾟｶ　ﾌｼﾞﾔﾏﾘｿﾞｰﾄｴﾘｱ　技術管理所

C00003351 香月　隆祐
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　南支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1課　1係

C90031239 勝間　浩二
　

C90012515 勝岡　哲司
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　品質保証部

C90033724 勝木　裕之
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　品質管理部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90032876 勝　亮輔
　

C90030867 勝浦　将太
㈱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

C90015336 片山　隆治
㈱立体駐車場ｻｰﾋﾞｽ　
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か行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

039-3313 青森県東津軽郡平内町大字沼館字家岸102 017-755-2229

510-0074 三重県四日市市鵜の森1-3-23　四日市中央通りﾋﾞﾙ　3F 059-351-4318

220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2　横浜ﾌﾞﾙｰｱﾍﾞﾆｭｰ　3F 045-264-6531

556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-8-15　泉陽ﾋﾞﾙ 06-6632-1055

880-0125 宮崎県宮崎市大字広原5799 0985-39-5916

950-0106 新潟県新潟市江南区西野1347 025-277-1141

114-0001 東京都北区東十条5-5-2 03-3598-6767

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-29 06-6393-5678

275-0016 千葉県習志野市津田沼2-4-21 047-403-0263

011-818-8888

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

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

874-0821 大分県別府市乙原3組 0977-22-1301

143-0016 東京都大田区大森北1-22-7 03-3765-4411
C90009946 金本　和男

㈱新日本ﾘﾌﾄ　

C90025797 金平　知久
　

C00001087 金松　亮
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90031240 金子　祐輔
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　東大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C00001361 金髙　章公
㈱ﾗｸﾃﾝﾁ　

C90020921 金子　毅紀
日本ｹｰﾌﾞﾙ㈱　生産部

C90017991 金子　冠
　

A-580 金森　保則
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業部

C90009449 金子　剛
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北海道支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90035359 我那覇　睦斉
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　神戸ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90033380 金本　健人
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

C00000725 金澤　正一
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　千葉支社　技術課　工事2係

C90022541 金澤　智弘
　

C00003951 金井　健
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　群馬支店　技術課

C90023348 金岡　俊明
泉陽興業㈱　直営部　淡路ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ大観覧車営業所

C90010015 金井　和夫
ﾐﾂﾜｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C00003996 金井　一将
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部　第1課

C90034778 加藤　義和
新日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　

C90032491 加藤　良司
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支店　久留米営業所

C00001048 加藤　祐希
　

C90034849 加藤　裕
　

C90011775 加藤　昌哉
泉陽興業㈱　営業部

C90028466 加藤　学
宮昇ｻｰﾋﾞｽ　

C90024631 加藤　昌雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　三重統括営業所

C90028172 加藤　雅人
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　横浜支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90015748 加藤　誠
㈲加藤昇降機工業　技術部
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か行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

989-6224 宮城県大崎市古川小泉字泉22-3 0229-22-0418

593-8301 大阪府堺市西区上野芝町4-17-26　ｺﾓﾄﾞ上野芝　203号

466-0853 愛知県名古屋市昭和区川原通7-14 052-764-0800

542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-2-3　御堂筋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ　9F 06-6211-2047

163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSﾋﾞﾙ　9F 03-3343-3741

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

195-0054 東京都町田市三輪町1729

011-818-8888

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

350-1123 埼玉県川越市脇田本町11-13　渡辺ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ内

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

C90019838 亀井　健良
　

C90031660 神谷　洋輔
　

C00003179 上山　卓朗
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

C00005059 神谷 昂宏
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店　山形支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C00004209 神谷　朝之
　

C90030291 神谷　圭吾
　

C90013656 神谷　修一
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　品質保証課　検査係

C90032035 上西　真人
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

C90034000 上村　芳之
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90007534 神蔵　冨三生
　

C00003892 神谷　俊明
山陰東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　鳥取営業所

C00005276 神尾 倫央
　

C90016516 上京　幸成
　

C90020319 我満　俊政
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　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90019018 上江　賢一
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

C90018057 鎌田　裕
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　三田出張所

C90021660 鎌松　靖
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　大阪北統括営業所

C90017234 鎌田　一孝
近鉄ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱　大阪第二事業部　管理営業課

C90028228 鎌田　幸一
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

C90010370 株丹　務
ｸﾏｶﾞｲ工業名古屋㈱　

C90020275 加部　英男
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　吉祥寺統括営業所

C00004891 加納 卓磨
　

C90018460 樺澤　信之
　

C00002919 金山　尚也
　

C90019122 鹿野　友浩
鹿野工業　

C90016188 金守　毅
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
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か行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

292-0051 千葉県木更津市清川1-10-7

541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-1-21　松崎ﾋﾞﾙ　6F 06-6231-1950

460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-15-15　豊島ﾋﾞﾙ 14F 052-265-8000

811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎5-15-18 092-603-0162

177-0041 東京都練馬区石神井町7-18-14 03-3995-9339

416-0923 静岡県富士市横割本町2-1　漆畑ﾋﾞﾙ　1F 0545-63-4622

461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-23　高岳KANAMEﾋﾞﾙ　3F 052-937-0501

108-0014 東京都港区芝5-34-6　新田町ﾋﾞﾙ　4F

802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方1-14-2

C90021955 川口　誠
㈱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

C90016914 川上　元信
　

C90018258 川口　浩
日本昇降機㈱　北九州営業所　ｻｰﾋﾞｽ部

C90032445 川上　和男
　

C90026222 河上　和正
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北営業所

C00001499 河内　征史
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

C90026090 河内　学
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　田町支店

C90024347 河合　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

C90034972 河合　勇太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　成増営業所

C90034689 川井　拓也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　北東北支店　秋田支店　FS係

C90027535 河合　信広
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ部

C90031897 假屋　幸一
　

C90025557 河合　伸吾
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　静岡支店　富士営業所

C90020440 唐神　泰夫
㈱ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ･ﾃｨ･ｱﾝﾄﾞ･ﾜｲ　(ｻｰﾋﾞｽ名:ｺｺﾛ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)

C00000193 辛島　晃信
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　大牟田営業所

C90027937 加山　強
㈲大光輸送機　

C90015661 粥川　公平
西日本ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ㈱　

C00000440 蒲原　大介
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ東海㈱　名古屋営業所

C90033644 萱野　桂吾
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　工務課

C90016071 鴨志田　孝
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

A-463 鴨野　政和
㈱日本確認検査ｾﾝﾀｰ　

C90020014 亀山　正敏
　

C90014187 加茂　吉彦
　

C90022207 亀谷　篤
　

C90025913 亀山　昇太郎
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90009733 亀岡　博和
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

870-0907 大分県大分市大津町1-20-38

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

510-0024 三重県四日市市新浜町18-12 059-333-7080

812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-6-5 092-412-3881

540-0012 大阪府大阪市中央区谷町5-6-7　中川ﾋﾞﾙ 06-6766-5291

540-0012 大阪府大阪市中央区谷町5-6-7　中川ﾋﾞﾙ 06-6766-5291

453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-29-26　ｼｪﾙﾏﾝ則武　1F 052-459-0131

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-29 06-6393-5678

048-952-3703

116-0013 東京都荒川区西日暮里6-63-8　渡辺ﾋﾞﾙ　4F 03-3893-3272

175-0082 東京都板橋区高島平1-12-16

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-41　福岡朝日会館　10F

C90021616 河村　修
　

C90024037 川見　達彦
　

C00004031 川道　翔吾
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

C90003210 川邉　勝夫
㈲三和輸送機　

C90017619 川又　敦
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　成増営業所

C90020880 川原　孝則
　

C90027709 川原　実
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　遊戯機械事業本部　設計部

C90033850 川端　雅史
㈱ﾕｻﾞﾜ産業　技術部

C90009953 河原　堯生
河原電機　

C90028680 川畑　秀司
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　製品安全統括部

C00004137 川端　淳
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部　第一課

C00000095 川西　和人
㈱日本ﾋﾞﾙｳｪｱ　

C90028552 川西　聖
㈱日本ﾋﾞﾙｳｪｱ　

C00003878 川地　賢治
　

C90024741 河津　雄二
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　福岡支社

C90024638 川田　誠
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　春日井営業所

C90033332 川田　光儀
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　品質本部　検査部

C90024376 川島　雅行
㈱ｴﾚｹｱ　北関東支店　東北営業所

C00001809 側瀬　貫太
　

C90035438 川﨑　悠矢
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　京都統括営業所

C90024771 川島　功資
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　中村統括営業所

C90027207 川﨑　孝
㈲ﾃｸﾉ･ｽﾃｰｼﾞ　

C90027763 川﨑　誠治
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

C90018257 川口　祥夫
日本昇降機㈱　営業部

C90031463 川﨑　貢
　

C90008594 川口　政秋
日本昇降機㈱　大分営業所
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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 099-226-1912

141-0001 東京都品川区北品川5-5-15　大崎ﾌﾞﾗｲﾄｺｱ　15F 03-5795-1450

300-0053 茨城県土浦市真鍋新町8-22　ｾﾌｨｰﾙ土浦ﾋﾞﾙ

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

0274-64-1776

187-0003 東京都小平市花小金井南3-7-5-5　ﾐﾖｼﾊｳｽ　102 042-452-6233

C90027044 神部　健志
　

C90013457 菅野　実
　

C00000916 上林　孝平
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　荻窪営業所

C90020378 神田　三起夫
　

C90032720 神田　靖彦
日本ﾚｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ㈱　技術管理

C90027189 神田　丈訓
日本ﾚｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ㈱　群馬営業所

C90023136 神田　典
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　熊本統括営業所

C00002450 神﨑　浩輝
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

C00002567 神田　隆矩
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

C90012873 菅　勝則
㈱ｴﾚｹｱ　東関東支社　土浦営業所

C90027774 菅家　靖裕
　

C90026820 河本　宏
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術課

C90028581 河原田　稔生
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　香川支店　FS課

C90017218 川本　克仁
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

C90028045 川本　彦三朗
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京南支店

C90035195 河村　俊幸
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　遊戯機械事業本部　設計部
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