
み行

電話番号

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

730-0051 広島県広島市中区大手町2-7-10　広島三井ﾋﾞﾙ10F 082-504-1059

470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180 0562-92-7111

045-932-9985

286-0045 千葉県成田市並木町8-2　ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ成田　1205号

581-0042 大阪府八尾市南木の本1-65-1 0729-94-5676

650-0034 兵庫県神戸市中央区京町78　三宮京町ﾋﾞﾙ　5F 078-391-4502

454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊2-1-11　MAY八熊ﾋﾞﾙ 052-339-2611

104-0044 東京都中央区明石町8-1　聖路加ﾀﾜｰ 03-5550-5352

03-5838-1613
C00002975 水村　宥太

㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　城北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ事業部

C00004590 水野　義也
㈱日本ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ　

C90030023 三角　徹章
IHI運搬機械㈱　運搬ｼｽﾃﾑ事業部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ統括部

C90008805 水野　強
　

C90029492 水野　雄也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　FS課　刈谷営業所

C90029498 水田　秀人
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　品質本部　検査課

C90020276 水谷　淳一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　函館営業所

C90008386 水越　敏一
相互電機工業㈱　

C90026640 水田　武志
泉陽興業㈱　直営部　ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾀｳﾝｼｰｸﾙ大観覧車「りんくうの星」営業所

C90010960 水上　和弘
　

C90021773 水口　一仁
　

C90033880 三島　良平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　金山支店　検査課

C90029196 三須　勝
高尾登山電鉄㈱　鉄道部　工務課

C90033884 三澤　雄也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　業務課

C00002131 三島　友太
　

C00002830 三木田　久夫
佐伯工業㈱　

C90026135 三澤　徹
　

C00000145 三家本　桂祐
株式会社　ﾒｲｷｺｳ　製造部　ﾘﾌﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00003323 三木　啓司郎
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　首都圏事業部　横浜支社　横浜営業所　技術課

C90017906 三浦　吉豪
　

C90026876 三上　雄司
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部　工事･検査課

C00003560 三浦　拓也
　

C90024033 三浦　敏昭
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北海道支社　釧路営業所

C90032090 三浦　周二
住友重機械搬送ｼｽﾃﾑ㈱　物流ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ統括部　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ部

C90021792 三浦　進吾
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C00001610 三浦　諭
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部
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み行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9　本町ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ　9F 06-4256-0857

088-824-6177

064-0807 北海道札幌市中央区南七条西8丁目1-18　CB1号館 011-521-7199

134-0086 東京都江戸川区臨海町6-2 03-3686-6911

010-1654 秋田県秋田市浜田字潟端154　秋田市大森山動物園内 018-828-1321

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-41　福岡朝日会館

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 045-264-6531

700-0927 岡山県岡山市北区西古松4 086-223-4512

700-0927 岡山県岡山市北区西古松4 086-223-4512

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

C00003439 南舘　拓也
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

C90013512 南　享
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　会津若松営業所

C90002039 南　八郎
㈱東京ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90013802 水口　広久
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　大分支店

C90030906 南　公次
旭洋ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C00003041 皆川　勇太
同和ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C00004853 水口 大輔
ｸﾏｶﾞｲ工業名古屋㈱　工務課

C90021764 皆川　健一
同和ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C00002734 皆川　幸兵
　

C90016652 三留　眞治
　

C90025767 南方　宏文
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　和歌山営業所

C90026540 三林　竜也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　品質保証部　検査課

C90027204 水戸　直樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C90031724 三枝　峻
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　金山支店　検査課

C90027264 三橋　暁
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　品質管理部

C90020762 道畑　忠
ｴﾇｴｲﾁｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90018794 三井　正昭
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90035194 三谷　正昭
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　北陸支社　福井営業所

C90032305 道下　智也
豊永産業㈱　秋田事業所

C90034836 三谷　友晴
泉陽興業㈱　葛西臨海公園営業所

C90029586 三谷　典広
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　京都統括営業所

C90023495 溝渕　直
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　高知支店

C90017611 三谷　晃
㈱ｴﾐｯｸ　技術部

C90027769 溝口　教之
日本管財㈱　西日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

C90023293 溝越　拓
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　神戸統括営業所

C90020587 見世田　憲一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-29 06-6393-5638

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-36　天神NKﾋﾞﾙ　3F 092-712-0630

841-0003 佐賀県鳥栖市加藤田町2-150-7 0942-85-2902

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

706-8651 岡山県玉野市3-1-1　玉野郵便局私書箱第1号 0863-23-2615

0863-23-2606

005-0810 北海道札幌市南区川沿十条3丁目8-6 011-572-1426
C90032793 宮越　栄治

㈲三友ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C00003918 宮城　竜西
沖縄菱電ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱　ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ部　改修工事課

C90021666 三宅　哲治
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　工作部　機械設備課

C90026497 宮城　健一
　

C00005051 宮城 信悟
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　ﾏﾘﾝ･ﾒﾝﾃ事業部　動力部用役設備課

C90017684 宮川　満
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

C90035157 宮城　一郎
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

C90032480 宮川　雅人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　栄支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ1課1係

C90029404 宮川　政幸
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部

C00003408 宮川　慶
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　検査部

C00000522 宮川　大祐
　

C90032581 宮石　通弘
ﾌﾛﾌｫﾝｽ希巧㈱　

C90025670 宮入　高裕
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

C90025318 三森　勝彦
㈱ｱｲｱﾝ　

C00000476 宮井　良祐
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

C90010521 三橋　彰治
　

C90033090 美馬　邦彦
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

C90033752 蓑﨑　雄也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　梅田統括営業所

C90020803 簑原　大二
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90032880 峯岸　聖多朗
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　福島営業所

C90026361 三野　高司
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店　品質保証課

C00000271 峰　直樹
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　北九州営業所

C90008489 峰　康弘
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

C00004260 峯　元気
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90030868 岑　隆
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央店　阿倍野統括営業所

C90024848 源吉　晋
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　遊戯機械事業本部　技術部
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-104

661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町2-23-1　ｸﾞﾚｲｽﾛﾜ　605号室 06-6433-6302

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-3　八十二大宮ﾋﾞﾙ 048-641-3326

0877-46-1494

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-3　八十二大宮ﾋﾞﾙ 048-641-3326

761-8084 香川県高松市一宮町1508-3 087-885-0111

700-0927 岡山県岡山市北区西古松4 086-223-4512

452-0835 愛知県名古屋市西区丸野1-7 052-504-4441

460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-18-22　名古屋ATﾋﾞﾙ　2F 052-223-1214

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16　西鉄博多駅前ﾋﾞﾙ　9F

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
C90012726 深山　厚志

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

C90020080 宮地　裕之
港北ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C00004103 宮之原　慎
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店　博多営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C00004984 宮地 厚
青山ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ｻｰﾋﾞｽ部

C00004018 宮地　雄大
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　名古屋支社　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

C90034690 宮田　直樹
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台支店　FS課

C90030820 宮谷　昇尚
同和ｴﾚﾍﾞｰﾀ工業㈱　

C00004814 宮代 貴弘
　

C90027700 宮田　茂則
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店　業務課

C90014539 宮下　昌彦
㈲ｺﾏｶﾞﾈ　

C90034421 宮嶋　隆正
　

C90031669 宮地　高秀
㈱ﾖｺｲ　ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ事業部 設計部

C90032900 宮路　慶明
　

C90023374 宮崎　隆太郎
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支店

C90012862 宮澤　久男
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

C00000272 宮﨑　悠也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　佐世保営業所

C90031464 宮﨑　庸介
　

C90030659 宮崎　博之
㈱川重ｻﾎﾟｰﾄ　整備部　整備課

C90011220 宮崎　恭博
　

C90027397 宮﨑　照雄
ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱　

C90029202 宮﨑　英明
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

C90032595 宮﨑　幸一
JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　福岡機械事業所　工事課

C90000659 宮崎　武彦
　

C90013826 宮﨑　和也
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　生産本部

C90026406 宮嵜　潔
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　昇降機営業部

C90026863 宮﨑　昭弘
㈱相栄ｴﾚﾍﾞｰﾀ　ｻｰﾋﾞｽ部
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み行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

870-0907 大分県大分市大津町1-20-38

910-0123 福井県福井市八重巻町306-2 0776-56-0224

910-0123 福井県福井市八重巻町306-2 0776-56-0224

669-1313 兵庫県三田市福島501-56 079-553-2336

001-0013 北海道札幌市北区北十三条西1丁目2-18 011-716-4239

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

530-6018 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　OAPﾀﾜｰ　18F
C90009072 三輪　隆

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

C90030264 三脇　吉矩
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　阿倍野統括営業所

C90014409 三好　榮二
㈱三機　設計管理

C90032560 三吉　雄貴
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90028763 宮本　隆司
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　工事部　三田工場

C90027303 宮良　惣
　

C90028682 宮本　祥平
福井ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾃｸﾉ㈱　

C90008475 宮本　隆夫
福井ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾃｸﾉ㈱　

C90029614 宮本　和弘
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1係

C90030146 宮本　幸一
日本昇降機㈱　大分営業所　ｻｰﾋﾞｽ部

C90031688 宮村　光徳
㈱ｴﾚｹｱ　大阪営業所
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