
よ行

電話番号

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

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

103-0027 東京都中央区日本橋1-2-19　日本橋ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ　4F 03-3271-4521

700-0927 岡山県岡山市北区西古松4 086-223-4512

368-0067 埼玉県秩父市みどりが丘52 0494-63-1517

892-0833 鹿児島県鹿児島市松原町7-11 099-267-0800

662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町11-1 0798-22-3591

163-1314 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ　14F

132-0021 東京都江戸川区中央2-18-4 03-3654-7121

C90034484 吉坂　一寿
　

C90029103 吉川　猛
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　横浜支店　品質管理部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90013699 吉越　悟
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　新設営業部

C90028695 吉川　信一
ﾈｽｺ㈱　技術部　工事課

C90033549 吉川　真二
大盛輸送機㈱　工事部　工事課

C90030628 吉岡　智
　

C90004740 吉川　英二
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

C90023284 吉井　章人
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C90020421 吉岡　恵輔
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　蒲田統括営業所

C90034329 横山　直人
　

C90031684 横山　康裕
㈱阪急阪神電気ｼｽﾃﾑ　技術ｻｰﾋﾞｽ部　機械情報設備課

C90033498 横山　貴志
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

C00002338 横山　直人
　

C90029065 横山　晋
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

C90012309 横山　孝明
横山電機工業㈲　

C90023635 横山　敬一
同和ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C90014099 横山　淳一
ﾐｾﾞｯﾃｨ工業㈱　設計部

C90029179 横田　裕一
日本機器鋼業㈱　第3営業部

C90022024 横山　勇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東京総支社　法定検査部

C90028298 横田　敬
　

C90028539 横田　賢一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　大阪北統括営業所

C90019597 横川　政典
㈲大阪ｴﾚﾍﾞｰﾀ　営業

C00001923 横澤　将大
㈱ｴﾚｹｱ　高崎営業所

C90028439 横井　浩二
㈱ｶｲﾅﾝ　保守点検

C90021821 横江　政機
㈱ｶｲﾅﾝ　保守点検

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90021863 横　和文
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1　有楽町電気ﾋﾞﾙ北館　2F 03-3214-4421

930-0093 富山県富山市内幸町6-1　辻ﾋﾞﾙ

552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 06-6576-0022

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17　FORECAST新宿SOUTH 03-3356-5656

020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1　ﾏﾘｵｽ 019-623-1032

136-0074 東京都江東区東砂3-3-4

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-3　八十二大宮ﾋﾞﾙ内 048-641-3326

170-6006 東京都豊島区東池袋3-1-1　ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ　私書箱第1155号

951-8011 新潟県新潟市中央区入船町4-3915 025-222-4728

C90016050 吉田　眞
新東施設㈱　施設部　施設課

C90024163 吉田　英俊
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新潟販売㈲　

C90022329 吉田　洋
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　銀座統括営業所

C00002459 吉田　隼人
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　神戸ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90021287 吉田　治人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　池袋支店

C90010610 吉田　忠平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　埼玉東支店　品質保証課　検査係

C90032464 吉田　尚人
　

C90023268 吉田　剛久
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　高知営業所

C90023702 吉田　匡
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　京都統括営業所

C00000919 吉田　大介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　文京統括営業所

C90035464 吉田　貴広
　

C00003225 吉田　真剛
　

C90014909 吉田　宗市
吉田電業社　

C90025276 吉田　俊
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90019744 吉田　二朗
ﾀﾞｲｺｰ㈱　本社 品質管理部

C90016785 吉田　健一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00004732 吉田 沙冬
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

C90026865 吉田　公彦
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C00001164 吉田　恵一
　

C90033618 吉田　億
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部　MSｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90033233 吉田　和弘　
泉陽興業㈱　天保山大観覧車営業所

C90018195 吉添　重裕
　

C90023535 吉田　至
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　北陸統括営業所　富山営業所

C90022225 吉里　昌彦
　

C90012217 吉澤　一夫
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

C00003586 吉崎　晋矢
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1課　1係
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台2-3-1 078-983-4803

983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3　仙台MTﾋﾞﾙ　10F 022-298-1083

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1　JRJP博多ﾋﾞﾙ 092-481-5081

983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪2-11-32 022-291-0107

905-0021 沖縄県名護市東江5-8-11 0980-54-3743

650-0034 兵庫県神戸市中央区京町78

900-0003 沖縄県那覇市安謝2-4-9　ﾒｿﾞﾝ40 098-951-1353

921-8163 石川県金沢市横川6-70 076-247-2020

930-0093 富山県富山市内幸町6-1　辻ﾋﾞﾙ 076-432-5072
C90030792 米澤　貴雄

㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北陸支社　富山営業所

C90023978 米倉　鉄弘
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90015552 米倉　英範
　

C90033713 米岡　弘二
㈱ﾋﾞｰ･ｴﾑ北陸　金沢ｴﾘｱ

C90022743 米奥　浩之
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　世田谷統括営業所

C90034512 淀川　慧
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　愛媛支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C00000277 與那覇　正勝
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　沖縄支社　技術課

C00001009 吉山　勝
　

C90019821 四元　節男
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

C00004968 吉村 兼人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　四国支社　愛媛支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90030379 吉村　誠
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術課

C90024934 吉濱　大作
海邦ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈲　工務部　保守課

C90019203 吉宮　譲
　

C90016682 吉橋　一隆
ｻｲﾀ工業㈱　東北支社　保全部

C90024690 吉浜　彰
北陽ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈲　

C90026091 吉野　達之
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　仙台営業所

C90020086 吉野　雅信
　

C00004262 吉永　護勇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　博多統括営業所

C00002069 吉成　広樹
　

C00001860 吉田　諒
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課

C00001709 吉武　優
　

C90031398 吉田　恭士
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00000938 吉田　陽祐
　

C90011088 吉田　三樹人
　

C00004375 吉田　美尋
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　遊戯機械事業部　設計部

C90023756 吉田　雅喜
油圧昇降機㈱　
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17　FORECAST新宿SOUTH

812-0882 福岡県福岡市博多区4-7-6

C90021608 米光　卓己
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　広島営業所

C00004841 米森 俊夫
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90032998 米谷　泰
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　品質保証課

C90021966 米長　重信
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C90018572 米田　和弘
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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