
す行

電話番号

664-0854 兵庫県伊丹市南町2-7-8 072-773-1216

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 052-951-1450

761-8582 香川県高松市郷東町468-1 087-882-2121

105-0003 東京都港区西新橋2-8-6　住友不動産日比谷ﾋﾞﾙ

399-0007 長野県松本市石芝3-14-2 0263-28-3355

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

350-1156 埼玉県川越市中福267-1 049-249-3090

370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752-4 0276-88-8888

861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ッ原277-1 0968-53-9211

C90029262 杉田　健治
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　東京南営業所

C90030500 杉浦　晶
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　品質･検査部　検査2課

C00002018 杉浦　宏長
ｸﾏｶﾞｲ工業名古屋㈱　営業課

C00002709 菅原　正彬
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　保守部　二課

C90011878 杉　重和
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　工事部　九州工場

C90029812 菅原　秀朗
日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ本部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ営業課

C90016760 菅原　洋志
　

C90020940 菅原　節寛
東亜輸送機㈱　

C90029769 菅原　友宏
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 一関営業所

C90034710 菅谷　崇法
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店　FS課　FS係

C90020282 菅原　国博
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店　仙台東営業所

C90022089 簀河原　隆之
㈱長野ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90030882 菅原　智裕
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

C90034619 菅井　茂
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　第一開発部　工事設計一課

C90013599 菅原　明広
　

C90015848 須賀　淳一
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　業務課

C90027642 須賀　義人
㈱岡本製作所　大分営業所

C90031779 末松　義明
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

C90033183 末吉　輝明
　

C00002256 末永　達也
㈱西部ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　工務部

C00001723 末永　道丈
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　栄営業所　第1係

C90019586 末澤　秀和
㈱ｻﾝｷ　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部

C00004670 末次 裕太
㈱関東ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　

C90013775 水藤　誠
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支店　検査課

C90031599 末木　雄太
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店　FS課

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90031807 頭井　暁治
曉ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

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

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

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

441-3147 愛知県豊橋市大岩町大穴1-238　豊橋総合動植物公園内･東門

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

243-0015 神奈川県厚木市南町27-15　相栄ﾋﾞﾙ

333-0866 埼玉県川口市芝2-8-19 048-261-8905

231-0025 神奈川県横浜市中区松影町2-8-6 045-662-5023

011-818-8888

036-8001 青森県弘前市代官町17　明治中央ﾋﾞﾙ　3F 0172-34-1580

892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1-38　7F

331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町10-1　ｳｴﾙｽﾞ花　102 048-776-9454

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

491-0859 愛知県一宮市本町4-17-9　明治産業第2ﾋﾞﾙ 0586-25-2801

190-0012 東京都立川市曙町2-42-1　ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ　8F

123-0864 東京都足立区鹿浜4-24-1 03-5838-1613

C00002310 鈴木　健太郎
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　兵庫西ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90018083 鈴木　啓介
　

C00004352 鈴木　啓太
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　MS課

C90024097 鈴木　和彦
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

C90032147 鈴木　和浩
　

C90015918 鈴木　英治
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　一宮営業所

C90012815 鈴木　一彦
　

C00004215 鈴木　篤史
善登工業㈱　北関東営業所

C90025385 鈴木　篤史
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90034801 鈴川　聖弥
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　弘前営業所

C00000356 鈴川　仁志
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

C90032000 洲崎　信悟
横浜ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部　ｻｰﾋﾞｽ課

C90025358 鈴内　誠
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　検査部

C90008697 杉山　英男
㈱相栄ｴﾚﾍﾞｰﾀ　

C90001410 杉山　昌之
　

C00002601 杉山　拓
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　浜松営業所

C00000908 杉山　俊樹
　

C90031104 杉本　光規
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　品質保証課

C90024838 杉山　貴志
　

C90021761 杉本　健二
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

C90025097 杉本　政光
泉陽興業㈱　直営部　豊橋営業所

C90033710 杉本　和洋
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

C90023711 杉本　和也
㈱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

C90022716 杉野　秀樹
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　検査部

C00000137 杉原　信哉
㈱東北ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90025453 杉田　智治
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

123-0864 東京都足立区鹿浜4-24-1 03-5838-1613

011-818-8888

100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1　新大手町ﾋﾞﾙ　8F 03-3243-3150

491-0856 愛知県一宮市本町通4-17-9　明治産業第2ﾋﾞﾙ 0586-25-2801

320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り4-1-1　宇都宮表参道ｽｸｴｱ

340-0055 埼玉県草加市清門2-61-12 048-941-9013

011-818-8888

0242-24-6039

123-0872 東京都足立区江北4-30-3-207 03-3854-4016

C90029754 鈴木　浩幸
　

C90029191 鈴木　弘
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西㈱　城西支社　立川支店　甲府営業所

C90030068 鈴木　博
　

C90013785 鈴木　仁
㈱岡本製作所　那須営業所

A-611 鈴木　寛
　

C90022540 鈴木　英利
　

C90034302 鈴木　秀幸
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

C90022429 鈴木　久
㈱東京ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｻｰﾋﾞｽ部

C90022528 鈴木　尚史
　

C90017705 鈴木　規正
ｽｶｲｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　

C90019147 鈴木　春俊
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　蒲田統括営業所

C90034025 鈴木　光和
　

C90019194 鈴木　利哉
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関越支社　長野統括営業所　佐久平営業所

C90009565 鈴木　達也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90021242 鈴木　剛
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　蒲田統括営業所

C90030650 鈴木　忠裕
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　一宮営業所

C90022152 鈴木　竜人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　栃木支店

C00004143 鈴木　崇仁
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

C00003714 鈴木　卓也
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　大手町営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　1係

C90028244 鈴木　貴就
　

C90023813 鈴木　貴久
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　品質管理部

C90021086 鈴木　大介
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C90025458 鈴木　孝明
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　三島営業所　技術課

C00002298 鈴木　駿平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　福島支店　福島営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C00003288 鈴木　翔太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　浜松統括営業所

C90026308 鈴木　覚
㈱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

231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18　KRCﾋﾞﾙ 045-641-5651

319-1556 茨城県北茨城市中郷町日棚2138-1

470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地

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

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

333-0821 埼玉県川口市東内野600-10 048-298-6551

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

906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1560-1 0980-72-0206

730-0813 広島県広島市中区住吉町6-5　UEMATSUﾋﾞﾙ　4F 082-542-0717

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

880-0027 宮崎県宮崎市西池町1-5-1 0985-23-2616

C00002717 諏訪　秀彰
　

C90033891 寸田　重夫
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

C90028796 澄川　修一
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90022438 角倉　基嗣
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　湘南営業所

C90020512 須磨　誠
東洋ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱　技術部

C90018708 墨　茂樹
ﾈｽｺ㈱　技術部

C00003820 砂辺　章
㈲ｽﾅﾍﾞ産業　施設管理課

C90024081 強矢　健二
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90034538 須藤　勇希
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1係

C90033733 砂長谷　佳幸
北陸ｻﾆｰﾘﾌﾄ販売ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C00003276 鈴木　亮太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　栄統括営業所

C90017340 須田　久幸
㈱芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｻｰﾋﾞｽ

C90009838 鈴木　佳孝
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2係

C90018518 鈴木　由德
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　保守･工事統括部　工事部　工事4課

C90023252 鈴木　裕二
　

C90025711 鈴木　良雄
ｻｲﾀ工業㈱　保全事業部

C90032021 鈴木　康宏
㈱東北ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90020311 鈴木　祐司
　

C90019392 鈴木　保彦
三協紙業㈱　北茨城工場　ﾌﾟﾗｺｱ課

C90033668 鈴木　康秀
株式会社ﾒｲｷｺｳ　製造部　ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90019338 鈴木　康夫
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支店　検査課
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