
き行

電話番号

011-818-8888

980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1　仙台ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰ　19F 022-267-3785

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

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

900-0003 沖縄県那覇市安謝230 098-865-2640

732-0802 広島県広島市南区大州3-7-2　KNﾋﾞﾙ　101 082-285-7449

136-0071 東京都江東区亀戸2-35-13　新永ﾋﾞﾙ 03-3683-8411

C90023079 北　義弘
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北陸支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025125 北　一広
㈱東洋ﾃｸﾉﾗｲｽﾞ　

C90020167 木田　新一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　錦糸町統括営業所

C90023423 岸本　肇
日本昇降機㈱　工事部

C90020764 岸本　眞和
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

C90023719 岸田　智和
　

C00003387 岸本　卓馬
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ･昇降機部　保全課

C90030789 岸田　淳
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90022463 岸田　貴史
ﾙｰﾄｲﾝ開発㈱　施設部

C00003896 岸川　恵大
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　工務部

C90023378 岸田　憲治
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　伏見営業所

C00003552 岸　優斗
　

C90024114 岸梅　正樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　海老名統括営業所

C00005174 木頃 駿平
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　広島支店　岡山営業所　福山出張所  保守

C00000230 木澤　政喜
　

C90016120 菊森　昌文
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社

C90013902 菊谷　和幸
　

C90024373 菊地　宣彦
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90012598 菊池　洋
　

C90013474 菊池　茂
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　葛飾営業所　法定検査部

C00004695 菊地 竜也
㈱ｱｲ･ｻｰﾋﾞｽ　

C90035010 菊池　謙児
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

C90017385 菊地　浩二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　蒲田統括営業所

C90022287 菊地　利安
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　盛岡統括営業所

C90016001 菊池　健一
　

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90022234 菊池　章
㈲三光技研　
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き行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

930-2222 富山県富山市八幡248 076-471-7216

101-0047 東京都千代田区内神田3-4-6 03-3252-8961

810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-37　第1明星ﾋﾞﾙ　3F 092-751-0242

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

188-0013 東京都西東京市向台町2-13-15

116-0014 東京都荒川区東日暮里2丁目3番11号 03-5604-5969

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

706-8651 岡山県玉野市玉3-1-1 0863-23-2615

260-0015 千葉県千葉市中央区富士見町2-3-1　塚本大千葉ﾋﾞﾙ 043-215-8660

430-0926 静岡県浜松市中区砂山町325-34　ﾆｯｾｲ浜松駅前ｱﾈｯｸｽ

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

190-0012 東京都立川市曙町2-42-1　ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ立川　8F 042-522-4195

C90018360 木下　義延
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　品質本部　検査部

C90031493 木下　宗喜
　

C00004451 木下　雄生
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90016424 木下　勉
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　品質･検査部

C00002371 木下　直紀
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90025099 木野　亮
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　三田工場

C90021840 木ノ内　浩幸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　浜松営業所

C00000600 吉川　暢一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　鳥取営業所

C90029219 木南　光昭
第一工業㈱　技術部　ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90027467 北本　雅也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北統括営業所

C90024645 北山　隆志
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　広島統括営業所

C90033882 北村　真人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北陸支社　福井支店　FS課　FS係

C90022285 北村　裕一
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　品証課

C90033959 北村　紀弘
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　動力部　用役設備課

C90031445 北村　政昭
　

C00002031 北向　省一
三精工事ｻｰﾋﾞｽ㈱　東京支店　技術部

C90030390 北村　法久
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　検査係

C90023082 北原　英明
㈱ｴﾚｹｱ　中部支店　北陸営業所

C90003743 北見　正廣
　

C90024647 北野　栄二
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　九州営業所

C90017946 北野　巧
泉陽興業㈱　技術部　技術課

C90018545 北澤　裕司
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　品質保証課

C00003069 北田　賢輝
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　岩手南営業所

C00001979 北川　賢嗣
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C00004992 北川 洋
冨士ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　本社　技術部

C90006529 北尾　伸二
㈱北尾工業　
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き行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

114-0014 東京都北区田端6-1-1　田端ASUKAﾀﾜｰ　14F 03-5834-2367

560-0011 大阪府豊中市上野西4丁目5-3-3 080-1479-7979

190-0012 東京都立川市曙町1-36-3

190-0012 東京都立川市曙町2-42-1　ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ　8F 042-522-4195

231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-8-1 045-641-6591

252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町3-13-8 042-768-7088

085-0015 北海道釧路市北大通10-1-4　北陸銀行住友生命ﾋﾞﾙ 0154-23-7355

790-0053 愛媛県松山市竹原2-3-18 089-945-5763

260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1　川鉄内

011-818-8888

552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10

900-0003 沖縄県那覇市安謝230 098-865-2640

C00004266 金城　勇一郎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90023994 金城　覚
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ･昇降機部 保全課

C90034496 金城　元樹
沖縄菱電ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱　宮古事業所

C90032346 清原　俊之
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

C90010794 桐生　秀和
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部　八王子営業所

C00000418 清田　将人
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

C90013926 清原　信一
泉陽興業㈱　直営部　天保山営業所

C90020765 木山　信玲
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

C90021251 清田　浩
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱　千葉事業所　機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90021988 客野　豪
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　釧路出張所

C90011771 喜安　基晴
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社 愛媛支店

C90033432 木村　祐美子
泉陽興業㈱　東京支社　よこはまｺｽﾓﾜｰﾙﾄﾞ事業部　総務課

C00000326 木村　隆一
大昇ﾒｶﾆｯｸ㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C00004648 木村 将大
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二課

C90022473 木村　行秀
　

C00004637 木村 真
㈱engine　

C90028056 木村　雅俊
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店　検査部　検査第四ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90030181 木村　哲平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　佐賀支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90019456 木村　秀輝
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　新宿支店

C90013121 木村　重文
石田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　東京支店　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部

C90018519 木村　順一
　

C90019111 木原　喜昌
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

C90035043 木村　和貴
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　池袋営業所

C90023066 木原　政春
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
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