
し行

電話番号

399-0007 長野県松本市石芝3-14-2 0263-28-3355

554-0002 大阪府大阪市此花区伝法5-1-13 06-6460-9671

286-0033 千葉県成田市花崎町800-6　九喜ﾋﾞﾙ 0476-24-2573

904-2165 沖縄県沖縄市上地3-1-28 098-932-8400

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

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

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目8-41　福岡朝日会館　10F 092-711-9203

06-6393-5678

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

C90030446 柴田　昌樹
　

C90034118 柴田　貴臣
　

C90026629 柴田　剛
　

C00001035 柴田　翔平
　

C90029795 柴田　大樹
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　神奈川西支店

C90018551 柴﨑　聡士
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

C90021355 柴田　幸一
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部　技術課

C90019070 篠村　辰男
萬年ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　川口支店

C90012983 柴垣　博一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　名古屋支店　業務課　検査係

C00003361 篠原　薫平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　福岡支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課4係

C00002116 篠原　信
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部　保守管理課

C90022195 篠﨑　誠
　

C90020087 篠端　直人
　

C90028984 四條　嘉貴
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

C90031850 飼田　和樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　名古屋南統括営業所

C90031347 宍戸　仁志
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90014436 宍戸　要市
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　立川統括営業所

C90032092 茂泉　孝太郎
　

C90003473 茂宮　隆次
海邦ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈲　

C90034359 塩谷　哲平
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C00000450 志賀　正春
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三重支店　津営業所

C90025311 塩原　敏
㈱長野ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C00003090 塩見　和也
豊永産業㈱　企画・設計部

C90032538 塩田　康雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　和歌山営業所

C90019181 塩野　謙司
福島工業㈱　

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90034904 塩澤　明久
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　首都圏事業部　千葉支社　技術課
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し行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

273-0005 千葉県船橋市本町2-7-9　ﾃｨｰｴｽｹｰﾋﾞﾙ 047-431-5271

760-0065 香川県高松市朝日町2-2-22

930-0094 富山県富山市安住町2-14 076-433-3200

370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752-4 0276-88-8888

011-818-8888

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　2F 078-756-6501

190-0012 東京都立川市曙町1-36-3　東芝立川ﾋﾞﾙ 042-540-5683

559-0016 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2-2-11 06-6684-1014

187-0031 東京都小平市小川東町5-16-8　ﾃｸﾉｴｲﾄ小平 042-345-1800

C00000583 清水　孝行
　

C00004793 清水 奨
　

C90025912 清水　隆史
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　東京東営業所

C00000462 志水　光一郎
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　工事部

C90031580 清水　秀一
富士ｻｰﾋﾞｽ工業㈱　技術部

C90025527 清水　和樹
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

C90023243 清水　邦徳
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　岐阜統括営業所

C90032826 島村　信次
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部1課

C00004155 清水　一生
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　神戸営業所　保全係

C90033140 島袋　祐
　

C90028792 島村　和男
㈱ｼﾏﾑﾗﾃｸﾉ　

C00000197 嶋津　保則
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡東営業所

C90034298 島貫　直也
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

C90018296 島田　賢昭
　

C90009181 嶋田　雅之
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　業務課　検査係

C90031013 島田　智也
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　

C90015757 島田　直樹
　

C00000431 島田　拓人
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　保全本部　伊勢営業所

C90013019 島田　徹夫
富山総合ﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ㈱　高岡ﾃｸﾉﾄﾞｰﾑ

C90015849 島田　明
　

C90009531 島田　克美
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　工事課

C90013894 澁谷　一義
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　四国支店

C90013797 島内　良孝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　佐賀支店

C90033086 地曵　啓志
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　船橋支店

C90022247 四分一　和則
㈱東洋ﾊｲﾄﾞﾛｴﾚﾍﾞｰﾀ　東京本店　保守ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90023614 柴田　裕二
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し行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

104-0033 東京都中央区新川2-27-1　東京住友ﾂｲﾝﾋﾞﾙ　東館 03-6659-2965

335-0031 埼玉県戸田市美女木4-27-18

430-0926 静岡県浜松市中区砂山町325-34 053-453-4323

101-0047 東京都千代田区内神田2-15-4　司ﾋﾞﾙ　4F 03-3258-1661

113-0031 東京都文京区根津1-4-6

651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台2-3-1 078-983-4918

708-0004 岡山県津山市山北764-5 0868-22-1500

330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-110　大宮NSDﾋﾞﾙ 048-650-1006

C90018293 荘司　和憲
　

C90030154 首藤　康
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　栄支店　検査課　検査係

C90031149 首藤　優
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

C90027330 下山　実能留
㈱ｶﾞｯﾄ　

C90010814 首藤　高行
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　品質保証部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00002503 下西　政義
㈱関東ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　

C90029347 下村　隆行
ﾀﾞｲｺｰ㈱　横浜営業所　横浜ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

C90023972 下田　洋一
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　検査部

C90018128 下西　敏寛
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　品質本部 検査部

C90022462 下田　洋
　

C90022918 下田　基信
㈱日本ﾋﾞﾙﾃｸﾉｽ　技術部

C90022703 下河　隆二
　

C90032483 下田　康平
　

C90022439 志村　斎
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部　技術課

C90030277 霜尾　満
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　舞鶴ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90028387 清水　庸司
　

C90020621 清水　克員
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　本町統括営業所

C90014140 清水　正次
㈱ｳｴﾌﾞﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ　

C00001719 清水　雄太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　浜松統括営業所

C90012446 清水　浩文
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C90034895 清水　征幾
　

C90032817 清水　信行
　

C90022555 清水　秀典
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　首都圏支社

C90027910 清水　智暁
　

C90031141 清水　智昭
　

C90035093 清水　隆之
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し行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

0166-38-8230

190-0012 東京都立川市曙町2-32-1　La　鳳山ﾋﾞﾙ　5F 042-521-7222

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

190-0012 東京都立川市曙町1-36-3　東芝立川ﾋﾞﾙ　3F 042-540-5683

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

160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-11　岡山ﾋﾞﾙ　6F 03-3361-3481

455-0034 愛知県名古屋市港区西倉町1-51 052-661-1520

C00004228 新美　秀幸
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　加古川営業所

C90035255 新海　清史
泉陽興業㈱　直営部　名古屋港営業所

C90028059 新野　将史
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北関東支社　群馬支店

C90034962 城原　圭太
㈱ﾍﾟﾑｽ　営業部

C90025042 城間　宏樹
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ･昇降機部　保全課

C90033026 白銀　優太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　池袋統括営業所

C90021641 城谷　和幸
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

C90030330 白沢　浩司
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京中央支店

C90026105 白重　宏昌
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　倉敷営業所

C90012996 白木　国雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　安全推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90023677 白菊　輝良
　

C90026983 白石　匡
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店　品質管理部

C90021668 白神　浩
　

C90015564 白石　兼一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　大阪南支店

C00002369 白石　順也
ｲｰｹｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業本部　CS課　ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ係

C00001154 白井　淳一
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西㈱　検査課

C90010203 白井　良
　

C90028281 庄司　恭晴
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

C00003206 正保　和彦
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　旭川支店　旭川営業所　ｻｰﾋﾞｽ部

C90034620 庄子　浩
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