
ま行

電話番号

076-272-8641

864-0011 熊本県荒尾市下井手藤牧1616

011-818-8888

072-692-0722

910-0005 福井県福井市大手3-12-20　冨田第一生命ﾋﾞﾙ　4F 0776-26-6366

650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-2 078-341-8917

112-0012 東京都文京区大塚2-9-3　住友不動産音羽ﾋﾞﾙ　4F 03-5940-2914

730-0856 広島県広島市中区河原町5-18　ｴｺｰﾋﾞﾙ　301号室

651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2-2-18 078-291-7551

861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原277-1 0968-53-9211

C90017431 牧野　敏治
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

C90027743 牧嶋　雄一
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　工事部　九州工場

C90022122 蒔田　徹
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　埼玉東支店　浦和営業所

C90021952 牧口　彰
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　横浜支社　新横浜統括営業所

C90027504 牧志　正一
㈱ｴﾚｹｱ　沖縄営業所

C00003894 前原　俊介
　

C90035183 牧　尚也
阪神輸送機㈱　神戸支店　保守事業部

C90011368 前田　美智雄
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　検査部

C90018876 前田　恵顧津
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　四国支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90023131 前田　誠
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90021647 前田　正人
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　神戸統括営業所

C90002461 前田　廣行
　

C90028489 前田　浩良
西日本旅客鉄道㈱　近畿統括本部　神戸機械区

C90015307 前田　岳志
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　北陸支店　品質ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90020630 前田　壽則
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　神戸営業所

C90034162 前田　貴之
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　青森支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90031191 前田　拓哉
㈲ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾘｵｽ　

C00001289 前田　幸治郎
泉陽興業㈱　直営部　ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ営業所

C90032219 前田　忍
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

C90010267 前田　清孝
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　品質保証部　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90024098 前田　浩司
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　銀座支店

C90029529 前園　裕貴
　

C90030750 前田　克巳
㈱ｴﾑｹｰｻｰﾋﾞｽ　

C90020770 前　武司
　

C90027415 前車　進一
日本昇降機㈱　豊中営業所

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90023543 前　一長
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　福知山営業所
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ま行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

900-0001 沖縄県那覇市港町3-7-58 098-867-5800

761-0445 香川県高松市西植田町3232-15 087-849-1077

731-4223 広島県安芸郡熊野町川角5-22-24

676-0074 兵庫県高砂市梅井6-2-1

533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島2-15-5 06-6322-7551

C90029582 升田　翔児
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社 北支店 大阪北統括営業所

C90022901 増田　純二
ﾀﾞｲｺｰ㈱　大阪支店　技術課

C90031371 増田　峻太
　

C00004141 増田　慶仁
　

C90030791 増田　浩一
高砂市　上下水道部　施設課

C90022529 増田　功
　

C90035432 増田　恵太
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部　2課

C90034870 増子　拓人
ｼﾝﾃｯｸｽ㈱　福祉・昇降機部門　開発・設計部

C90012069 増田　功
㈲ｼﾞｮｲﾃｸﾉ　

C00002558 真下　定洋
㈱ｴﾚｹｱ　東京西営業所　保全

C90016918 眞下　裕二
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　羽田営業所

C00004646 真下 孝之
　

C00000861 真下　典
　

C00000620 真志取　怜
沖縄菱電ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部　ｻｰﾋﾞｽ課

C90020354 真島　宏幸
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　新宿支店

C90015811 政本　智治
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90028114 柾谷　誠
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　埼玉東支店

C90026604 正谷　洋基
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　昇降機事業本部　設計部

C90023900 正留　卓
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　鹿児島統括営業所

C90030850 正田　京士
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

C90015468 政田　耕治
㈲ｴﾑｹｲ　

C00003852 正木　直人
　

C00003899 正木　文吾
南洋ﾏｼﾝ工業㈱　

C90035085 牧ノ瀬　康
㈱沖縄特電　工事部　業務

C00003050 正木　悟
泉陽興業㈱　直営部　南知多ﾋﾞｰﾁﾗﾝﾄﾞ営業所

C90027246 牧野　雅一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　東京中央支店
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ま行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

105-0003 東京都港区西新橋2-8-6　住友不動産　日比谷ﾋﾞﾙ　4F 03-6891-2182

556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町3-2-14 06-6561-0164

860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町9-24　住友生命熊本ﾋﾞﾙ　2F 096-356-6231

011-818-8888

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

820-0712 福岡県飯塚市大分567 0948-72-0390

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

834-0085 福岡県八女市立花町北山5122-1 0943-23-5635

492-8411 愛知県稲沢市北島町西之町21-1 0587-36-1215

C90024284 松沢　俊行
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　首都圏支店　甲信営業所

C90029562 松﨑　秀喜
　

C90030197 松﨑　義信
㈱矢田工業所　昇降機製造部

C90022437 松坂　光樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支社　厚木営業所

C90031037 松坂　憲明
北陸ｼｭｰﾀｰ㈱　

C90008341 松岡　正博
泉陽興業㈱　

C90022531 松上　靖
　

C90025689 松岡　賢一
㈱嘉穂製作所　保守ｻｰﾋﾞｽ部　保守ｻｰﾋﾞｽ課

C90017756 松岡　健太郎
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

C90015461 松岡　彰宏
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90016271 松岡　和彦
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　検査課　検査係

C90027734 松尾　茂浩
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店　FS1課

C90030340 松尾　淳
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北関東支社　松本営業所

C90027169 松尾　顕士
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

C90023564 松尾　憲也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店

C90031287 松江　貴之
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　中央ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C00003396 松尾　英二
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　2係

C90034185 松浦　宏治
　

C90023080 松浦　正明
　

C90026383 松井　大志
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　南支店　検査課

C90020476 松井　勇一
住友重機械搬送ｼｽﾃﾑ㈱　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ部

C90024232 町田　憲一
　

C90014136 松井　浩明
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部　足立営業所

C90032108 真隅　啓之
　

C90032973 益村　等
㈱八洲機電　ｴﾚｹｱ部

C00001257 升田　隆博
東京交通ｻｰﾋﾞｽ㈱　工務本部　土木部　昇降設備課

- 3 -



ま行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-13　福岡ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾙ　7F 092-481-0931

870-0037 大分県大分市東春日町17-20　大分第2ｿｼｱﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ　4F 097-534-0705

811-2113 福岡県糟屋郡須惠町須惠344-3

540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22　大江ﾋﾞﾙ　6F 06-6946-3911

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

811-2113 福岡県糟屋郡須惠町須惠344-3

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

076-431-8999

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

011-818-8888

011-818-8888

C90012962 松林　秀充
ﾏｽﾀﾞｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　

C00000059 松橋　雅之
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　

C00000414 松濱　尚樹
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　品質部　管理課

C90015978 松野　哲夫
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

C90025791 松場　和之
北大阪ﾃｯｸ㈱　

C90011807 松波　茂夫
㈱北陸ﾏｯｸｽ　

C90025886 松野　孝広
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

C90031655 松永　英利
　

C90027042 松永　浩司
　

C90028584 松田　将成
㈱九州ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業　保守課

C90028376 松永　譲史
日本昇降機㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C90017908 松田　肇
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　高松統括営業所

C00002511 松田　博幸
泉陽興業㈱　東京支社　よこはまｺｽﾓﾜｰﾙﾄﾞ事業部

C90014805 松田　孝英
㈱九州ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業　

C90013070 松田　剛
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店

C90034308 松田　晃
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術課

C90027219 松田　浩太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　京都統括営業所

C90020659 松下　義行
　

C00000198 松薗　陽太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　大分営業所

C00002249 松下　雅嘉
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　黒崎営業所

C90024732 松下　幸弘
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　豊橋営業所

C90021361 松下　忠弘
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　静岡支店　三島営業所

C00004634 松下 博則
　

C00004647 松下 勝信
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社　行徳営業所

C90017055 松下　卓
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支店　安全推進課

C90033435 松澤　博章
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課2係
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ま行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

06-6632-1056

011-818-8888

011-818-8888

880-0027 宮崎県宮崎市西池町1-5-1 0985-23-2616

850-0032 長崎県長崎市興善町2-31　太陽生命長崎ﾋﾞﾙ 095-816-2400

011-818-8888

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

794-0069 愛媛県今治市ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾋﾙｽﾞ5-3

231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18　KRCﾋﾞﾙ

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

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 043-225-3119
C90021350 松本　豊

東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東関東支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90025411 松本　悌
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　検査二課

C00003732 松本　佑一
東洋ﾘﾌﾄ製造㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C00002933 松本　宗和
潮冷熱㈱　設計本部　昇降機課

C90020422 松本　保雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東京総支社　法定検査部　新都心営業所

C90021996 松本　太志
　

C90018070 松本　正行
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　大阪北統括営業所

C90031946 松本　博樹
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部

C90031776 松本　浩
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部　2課

C90022185 松本　昇
　

C90030520 松本　隼人
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店 保守部

C00000735 松本　拓朗
　

C90027168 松本　敏行
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

C00000119 松元　崇
㈱宮崎ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90033257 松元　拓馬
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　長崎統括営業所

C90031934 松本　卓
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1課

C90032763 松本　孝夫
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

C90011634 松本　眞二
中松電機工業㈱　倉敷出張所

C90031737 松本　慎太郎
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　南支店

C90027794 松本　和彦
　

C90031115 松本　潤
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

C90020417 松村　祐成
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　上野統括営業所

C90035316 松本　篤志
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱　ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ営業所

C90022208 松村　英治
　

C00004714 松村 周平
㈱岡本製作所　茨木工場　工務部

C90014753 松藤　一郎
泉陽興業㈱　直営部
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ま行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

592-0014 大阪府高石市綾園6-2-17

123-0864 東京都足立区鹿浜4-24-1 03-5838-1613

544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北4-1-5 06-6731-8359

544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北4-1-5 06-6731-8359

864-0011 熊本県荒尾市下井手藤牧1616

651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台2-3-1

0566-41-1762

532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-8-24 06-6301-9381

661-0963 兵庫県尼崎市高田町12-4 06-4960-0020

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

0566-41-1762

C90026028 萬治　潔
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C90031923 丸山　龍元
㈱丸山製作所　

C90020944 丸山　礼史
㈲東邦ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製作所　

C90011636 丸山　裕巳
旭洋ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90024801 丸山　幸男
㈱矢田工業所　尼崎事業所　業務部

C90031251 丸田　洋一
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　京都ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90021227 丸山　朋広
㈲東邦ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製作所　

C90035091 丸岡　祥
　

C90022923 丸田　和也
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　遊戯機械事業本部　設計部

C00001290 眞弓　耕之介
泉陽興業㈱　直営部　ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ営業所

C00004051 丸尾　佑太
　

C90033128 馬目　良治
　

C90021464 間山　隆広
日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱　福岡ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ

C90033531 間仁田　和大
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　新潟支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90033781 馬庭　健一
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

C90031701 真釼　孝行
㈲関西電気商会　

C90030141 眞鍋　徹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　徳島営業所

C90017891 松山　朋弘
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　品質保証部　検査課

C90008990 真釼　孝司
㈲関西電気商会　

C90018366 松森　豪
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　法定検査部

C00004618 松山 堅
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　城北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

C90013164 松本　佳次
㈱ｵｰｼｬﾝ　

C00004384 松本　渉
　

C00004142 松本　陽介
ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱　福岡本社　ｻｰﾋﾞｽ部
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