
わ行

電話番号

141-0032 東京都品川区大崎1-6-3　日精ﾋﾞﾙ（大崎ﾆｭｰｼﾃｨ3号館)　5F

112-0012 東京都文京区大塚2-9-3　住友不動産音羽ﾋﾞﾙ 03-5940-2914

920-0376 石川県金沢市福増町北204-13 076-269-1020

370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752-4 0276-88-8888

577-0016 大阪府東大阪市長田西5-6-15 06-6744-0531

652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通7-1-18　ﾒﾗｰﾄﾞ大開北館 078-576-6501

577-0016 大阪府東大阪市長田西5-6-15 06-6744-0531

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

651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台2-3-1 078-983-4802

047-381-6688
C90022494 渡邉　克彦

㈱ﾋﾗｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　

C90028142 渡邊　明
　

C00004149 渡辺　和彦
㈱八洲機電　改修課

C90034613 渡瀨　悟
㈲ｲｼｶﾞﾐ　

C00000181 綿谷　駿一
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　昇降機事業本部　設計部

C90021657 和田　裕介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　西宮営業所

C00001995 和田　佳頼
JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　大分機械事業所

C00004128 和田　直也
㈱和田製作所　

C00002312 和田　秀隆
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　大阪ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

C00001773 和田　拓也
　

C00003561 和田　拓也
　

C90035319 和田　昇吾
　

C90022879 和田　真一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　高知支店　FS2係

C90021706 和田　浩一
　

C90012560 和田　俊治
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　神戸統括営業所

C00004750 和田 健太郎
　

C90012339 和田　浩一
㈱和田製作所　

C90022058 和光　房夫
㈲ﾜｺｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90028136 鷲足　昌美
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　保守部

C00000293 脇　浩一郎
　

C90019804 脇田　章照
泉陽興業㈱　直営部　日本ﾓﾝｷｰﾊﾟｰｸ営業所

C90011202 若林　秀二
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　検査部　検査課

C00002055 若林　正樹
㈱丸山製作所　工事部

C90029152 若尾　誠一
㈱ｴﾚｹｱ　東日本支店　東京東営業所

C90010645 若狭　謙治
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品川支店

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90034353 和内　穂高
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1課
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わ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

880-0027 宮崎県宮崎市西池町1-5-1 0985-23-2616

221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7　横浜ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ　8F 045-620-0082

166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1 03-3312-2111

864-0011 熊本県荒尾市下井手藤牧1616 0968-66-3281

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

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 082-248-1451

259-1331 神奈川県秦野市堀西48-22

731-3169 広島県広島市安佐南区伴西4-2220-1 082-848-2251

C90020460 渡邊　秀幸
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支店　検査課

C90011371 渡邊　昇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京北支店　錦糸町統括営業所

C00004217 渡邊　久
　

C90034474 渡邊　剛
泉陽興業㈱　直営部　はい！からっと横丁営業所

C90034543 渡辺　直樹
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

C00002180 渡邉　拓也
㈱ｻﾝﾃｯｸｽ　

C90022928 渡辺　健
東洋ﾘﾌﾄ製造㈱　工務課

C90034200 渡邉　高行
　

C90032555 渡邊　拓男
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

C00001737 渡辺　大輔
　

C90034433 渡邉　孝信
　

C00004100 渡邉　祥平
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003304 渡邊　慎也
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　FS2課　2係

C90012817 渡邉　静雄
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　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90026872 渡邉　彰吾
東海ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　工務部

C90029199 渡邉　重之
　

C90013919 渡辺　茂
泉陽興業㈱　ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ営業所

C90021656 渡邊　浩二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　大阪北統括営業所

C00004427 渡邉　広大
　

C00000850 渡邉　賢太
　

C00001806 渡邊　洸紀
　

C90031759 渡邉　邦洋
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　横浜支社　みなと支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90032975 渡辺　憲一
杉並区　都市整備部　建築課

C90028278 渡辺　克巳
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店

C90032937 渡邉　克己
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

C90026021 渡邉　勝広
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部
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わ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

06-6539-8261

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

336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4-13-24　1-1020号 048-864-5414

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

141-0032 東京都品川区大崎3-5-2　ｴｽﾃｰｼﾞ大崎　111号 03-5437-0316

770-0832 徳島県徳島市寺島本町東3-12-6　徳島駅前濱口ﾋﾞﾙ　4F 088-626-3577

274-0065 千葉県船橋市高根台3-3-244-108 047-464-6533

141-0032 東京都品川区大崎3-5-2　ｴｽﾃｰｼﾞ大崎　111号 03-5437-0316
C90033292 渡利　武志

ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C00004140 渡邉　隆太郎
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　徳島支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90008905 渡部　榮三
　

C90013078 渡邉　義明
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90026115 渡邉　善輝
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C90013570 渡邊　祐二
㈱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

C90033291 渡邉　雄治
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90031906 渡辺　正寛
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

C90023983 渡部　稔
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術課

C00003258 渡邊　昌次
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90011242 渡邉　正博
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店

C90010710 渡部　文雄
　

C90029759 渡邉　匡史
大盛輸送機㈱　営業部　営業課

C90020272 渡辺　宏知
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　銀座統括営業所

C90011441 渡邉　浩之
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　千住統括営業所

C90034316 渡邉　浩史
　

C90033458 渡辺　裕隆
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　FS1係

C90015672 渡邉　仁士
ﾜﾀﾍﾞ産業㈱　大阪支店　大阪営業所　ｻｰﾋﾞｽ部
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