
こ行

電話番号

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17

750-0036 山口県下関市あるかぽーと1-40 083-229-2300

501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町1564-1 0586-89-8209

630-0231 奈良県生駒市菜畑町2312-1　生駒山上遊園地内 0743-75-1311

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞB館　6F

670-0965 兵庫県姫路市東延末1-1　姫路NKﾋﾞﾙ　7F 079-284-5381

856-0044 長崎県大村市岩松町946-5
C90032688 古賀　良一

㈲ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90018035 古賀　聖
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　筑紫営業所

C90034424 古賀　宗諭
　

C90030140 古賀　敦士
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　姫路営業所

C00002145 古賀　勝彦
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　佐賀支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90035411 神山　敬樹
　

C00003437 高力　大祐
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　東京南営業所

C90023283 河野　博史
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　京都営業所

C00005029 甲原 光明
㈱ｴﾚｹｱ　北関東営業所　保全係

C90011889 上月　智之
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　神戸統括営業所　姫路営業所

C00001612 高月　將地
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

C90020612 古宇田　文宏
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社 品質本部　品質・検査部　検査課

C90021249 河内　剛志
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　検査課

C90030206 髙坂　敏弘
　

C00004806 合田 大介
㈱ｼｰｷｭｰ･ｱﾒﾆｯｸ　生駒営業所

C90035416 纐纈　健史
　

C00001736 纐纈　直樹
泉陽興業㈱　直営部　岐阜ｵｱｼｽﾊﾟｰｸ営業所

C90013429 閌　和行
　

C90026605 髙下　浩行
泉陽興業㈱　はい!からっと横丁営業所

C90015863 小泉　壽夫
　

C90012584 小板橋　障式
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店 保守部

C90023638 小池　弘樹
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　品質保証部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025693 小泉　清孝
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　業務課

C00000851 小池　一将
　

C90032940 小池　利治
ｲｰｹｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業本部　CS課　ｶｽﾀﾏｰ技術係

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90016161 小池　和彦
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　高知営業所　保全係
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こ行

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

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

011-818-8888

090-5040-4134

330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-2-10　草野高砂ﾋﾞﾙ 048-814-0170

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

466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江3-4-28 052-883-0941

048-441-7321

479-0837 愛知県常滑市新開町3-30　村上ビル

880-0027 宮崎県宮崎市西池町1-5-1 0985-23-2616

700-0975 岡山県岡山市北区今2-18-20 086-250-3441

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

462-0811 愛知県名古屋市北区山田北町1-19 052-917-6323

540-6110 大阪府大阪市中央区城見2-1-61　ﾂｲﾝ21MIDﾀﾜｰ　10F

960-8202 福島県福島市山口字町田72-2 024-533-1420

312-8506 茨城県ひたちなか市市毛1070

C90031247 後藤　聖弥
　

C90031312 後藤　博光
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　南部ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90031374 後藤　正樹
　

C00001549 後藤　高宏
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　品質保証本部　昇降機製品品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｴｽｶﾚｰﾀｰ品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90028219 後藤　猛
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　八戸営業所

C90019189 後藤　眞一
　

C90015137 後藤　誠治
㈱ﾀｶﾗﾘﾌﾄ　

C90012505 小藤　俊一
　

C90017267 後藤　正二
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　品質検査部

C90027109 古知屋　勝利
日本機器鋼業㈱　設計部

C90024636 後藤　晃一
　

C90025868 児玉　孝治
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ係

C00003835 小玉　直也
㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　岡山支店　保守課

C90007488 小竹　久夫
㈱ﾆｯﾁｭｰ　輸送機部

C90014640 小谷　健一郎
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社 常滑営業所

C90020956 小島　泰明
ｴﾚﾍﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱　CS推進部

C00004044 小園　英史
ｻｲﾀ工業㈱　関西支社　保全部

C90024173 小島　弘
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

C00000381 小嶋　基詩
　

C00004802 小島 誠一
　

C90012676 小島　透
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北関東支社　埼玉支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90033381 古坂　一志
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

C90023652 小笹　琢也
㈱水野工業所　工事部

C90020969 國分　健二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　札幌南統括営業所

C90022985 小材　哲也
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

C90021267 小木曽　浩之
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支店　横浜営業所
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こ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町552-18 029-265-8185

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

460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-3　錦ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 052-211-1223

260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-1-3　住生･りそな千葉ﾋﾞﾙ 043-224-9311

163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSﾋﾞﾙ　7F

963-0112 福島県郡山市安積町成田字東丸山61 024-947-1600

003-0029 北海道札幌市白石区平和通16丁目北8-18 011-864-4737

399-0007 長野県松本市石芝3-14-2 0263-28-3355

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

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

370-1203 群馬県高崎市矢中町1011-3 027-386-3696

132-0033 東京都江戸川区東小松川3-9-4 03-3652-1072
C90008742 小林　照佳

　

C00003330 小林　達也
ｱｲ･ﾃｯｸ　技術部

C90007386 小林　勤
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　検査係

C90024977 小林　武志
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　総務部

C90017752 小林　正
　

C00004652 小林 慎也
㈱長野ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90025631 小林　孝幸
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社

C00004712 小林 茂徳
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　福島中央統括営業所　保全係

C90027267 小林　正一
　

C90024250 小林　健治
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜北統括営業所

C00002883 小林　健太
北海道ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90022214 小林　克敏
　

C90032758 小林　克至
公益財団法人郡山市観光交流振興公社　公園振興事務所　事業課

C90026675 小林　一嗣
東日本ﾒﾙﾃｯｸ㈱　業務部

C90033018 小林　一教
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C90010507 小林　修
菱電商事㈱　名古屋支社　施設ｿﾘｭｰｼｮﾝ部第三課

C90013323 小林　和明
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東営業所　東日本支社　品質･検査部　検査課

C90022558 小林　聡
　

C90013576 小林　巌
　

C90031915 小西　勇輝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　博多営業所

C90013296 小橋　久男
　

C90015120 小西　聖一
㈱常陸ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ　遊戯施設部

C90025769 小西　長久
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　奈良営業所

C90033359 後藤　亘
ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱　盛岡営業所　保守課

C90024644 小西　一希
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　博多統括営業所

C00004383 後藤　優太
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こ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

612-8455 京都府京都市伏見区中島外山町65 075-601-9544

460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-13-11　ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ桜橋2B 052-209-9450

370-0854 群馬県高崎市下之城町17-3 027-327-7494

133-0051 東京都江戸川区北小岩1-4-3　ｸﾗｳﾝﾊｲﾂ　503 03-6423-0542

108-0014 東京都港区芝5-34-6　新田町ﾋﾞﾙ　4F 03-3454-2001

003-0029 北海道札幌市白石区平和通16丁目北8-18 011-864-4737

003-0029 北海道札幌市白石区平和通16丁目北8-18 011-864-4737

112-0011 東京都文京区千石4-34-10　文京ﾊｲﾑ　503号 03-3947-4966

160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-11　岡山ﾋﾞﾙ

203-0012 東京都東久留米市浅間町3-13-9　守美荘　202号 042-422-8681

C90026943 小松　大介
　

C90033163 古牧　和幸
　

C90003380 小松　晶善
　

C90014430 小堀　弘和
㈱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

C90031066 駒形　裕介
　

C90023262 小堀　朗生
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　徳島営業所

C90015947 小堀　清和
㈱ﾍﾟﾑｽ　技術部

C90034275 小林　亮太
　

A-404 小平　学
　

C90015159 小林　美英
北海道ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C00003329 小林　凌大
　

C00001132 小林　雄介
北海道ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90029942 小林　洋史
　

C00003150 小林　脩一郎
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　工作部　機械設備課

C90010005 小林　祐二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　文京統括営業所

C90012256 小林　正信
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

C90016689 小林　光昭
㈱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

C90014080 小林　洋繁
　

C90029263 小林　正人
㈱協徳機工　

C90025466 小林　英樹
㈱ｴｰﾂｰﾚｼﾞｬｰ　物販・自販機事業部

C90031813 小林　秀文
　

C90027689 小林　信夫
㈲伏見設備　保守･修理課

C00003176 小林　伸啓
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ東海㈱　名古屋支店　三河営業所

C90031405 小林　俊之
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　検査部

C90035106 小林　敏幸
ｴｽ･ｲｰ㈱　保守部

C90025493 小林　敏典
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

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

132-0023 東京都江戸川区西一之江1-7-14 03-3654-9441

0134-65-8861

113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8　文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ　19F

454-0853 愛知県名古屋市中川区玉船町3-1-9 052-654-3939

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

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

870-0903 大分県大分市向原沖2-3-41 097-556-1441

170-6006 東京都豊島区東池袋3-1-1　ｻﾝｼｬｲﾝ60

980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-3-7　ｸﾞﾗﾝﾙｰｼﾞｭ北一番丁　609号室 080-3326-5643
C00005268 紺野 恭平

　

C90014127 今野　一幸
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　江戸川営業所

C00001786 紺野　恭平
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　品質保証課　検査係

C90031926 近藤　将人
㈱ｱﾄﾞﾎｯｸ　

C90031706 近藤　洋介
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三重支店　業務課　検査係

C90031674 近藤　孝行
ﾈｽｺ㈱　営業部　ｻｰﾋﾞｽ課

C90016371 近藤　正親
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　経営管理部

C00000712 近藤　郁夫
㈱ｴﾑﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ課

C90023056 近藤　大作
泉陽興業㈱　製造保守部

C90033153 権田　卓也
　

C90022039 近藤　篤司
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　小樽営業所

C00004365 小山　貴大
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　川越営業所　保守部

C00002154 小山　武功
　

C90028464 小柳　憲一
東洋ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱　技術部

C90015706 小柳　等
日本輸機工業㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C00002328 古屋　幸裕
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　小樽営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C90014986 古屋敷　剛
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　品質本部　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ部　監査課

C90020175 小森　忠勝
酒巻電気工業㈱　水門ｻｰﾋﾞｽ部

C00004892 小森 麻央
　

C00002313 小枩谷　徳嗣
　

C90029697 小村　智也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　博多統括営業所

C90014295 小松　義孝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　北東北支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

A-650 小松原　正之
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　総合技術本部　開発部

C90015976 小松　壽光
　

C90031517 小松　誠
㈱八洲機電　施設課

C90032962 小松　哲也
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ
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こ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90033125 今野　竜二
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　福島支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課
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