
や行

電話番号

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

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

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

C90020872 安永　信孝
㈱ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ｼｰ　装置関連事業部　装置製造部

C90023145 安富　孝典
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中国支社　広島営業所

C90021900 安永　健一
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

C00000551 安田　純一
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　工務課

C00001596 安田　聡一郎
　

C90015231 安田　敬
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社 検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00002087 保田　駿
㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　岡山支店　保守課

C90019530 安岡　秀人
　

C90030735 安田　憲一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店　検査課1係

C90016008 保浦　正二
　

C90017845 安江　里志
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　静岡支店　業務課　検査係

C90034320 矢代　慎吾
　

C90021561 安井　宏史
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

C00002208 矢澤　敦朗
　

C90018581 矢島　信三
　

C90031118 柳生　祥丈
　

C00000188 薬師寺　政則
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社

C90021377 柳沼　正浩
　

C90019612 柳生　裕
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三重支店　FS課

C00004264 八木　力也
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　南福岡営業所

C90022408 柳沼　明弘
　

C90034062 八木　眞理
つくば市　財務部　管財課　公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室

C90031694 屋宜　裕樹
㈱沖縄日立　ﾋﾞﾙ･昇降機部　保全課

C90029430 八上　崇
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90019641 八木　孝治
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社 松山統括営業所

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90009170 八尾　悦郎
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
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や行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

510-8037 三重県四日市市垂坂町337-47

910-0005 福井県福井市大手3-4-1　福井放送会館内

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

153-0044 東京都目黒区大橋1-6-2　池尻大橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ　6F 03-5456-1561

0467-31-0208

190-0022 東京都立川市錦町2-4-2　CB立川ﾋﾞﾙ　3F 042-540-1441

450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29　広小路ESﾋﾞﾙ　5F 052-581-4011

386-0503 長野県上田市下武石1230-1 0268-85-0016

C90026548 山際　賢介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　紀泉統括営業所

C90029019 山形　睦
　

C90024557 山岸　伸男
㈲ｶｽﾀﾑ16　

C00000956 山岡　政矢
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　山梨支店　FS

C00004058 山形　貴人
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　宇都宮支社　工事部

C90018430 山内　勇
日本機器鋼業㈱　名古屋支店　第2営業部

C90023277 山内　裕教
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　昇降機ﾓﾀﾞﾆｾﾞｰｼｮﾝ部　工事課

C90014842 薮田　幸治
薮田電機　

C00001613 山上　武
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　立川支社　技術課

C90034583 八幡　英明
　

C90017747 矢吹　通夫
㈱大倉製作所　生産部　SPｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90017581 矢野　敬也
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　首都圏支店　城北営業所　保守課

C00004268 矢野　省吾
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　鹿児島統括営業所　保全係

C00000707 栁谷　恭介
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　丸の内支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ2課

C90018191 栁谷　伸治
　

C00002311 柳原　健太郎
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　保全ﾌｨｰﾙﾄﾞ課　奈良ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C90010307 柳原　弘一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　兵庫支店

C00004007 栁澤　祐二郎
　

C90023888 柳田　泰治
　

C90034696 矢内　敏明
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

C00005200 栁 隆文
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　首都圏支店　城西営業所　ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｰﾑ1

C90016829 梁　哲也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　福井支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C00000542 矢内　隆寛
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90018714 八ッ木　恒雄
　

C00001490 八栁　一哉
　

C00000540 谷田部　淳
　

- 2 -



や行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

400-0043 山梨県甲府市国母2-5-5 055-228-4795

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

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

890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35　KSC鴨池ﾋﾞﾙ　4F 099-206-2092

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

670-0931 兵庫県姫路市坂田町36 079-285-1159

857-1166 長崎県佐世保市木風町1468-1　たつみﾋﾞﾙ　3F 0956-20-0337

350-1211 埼玉県日高市森戸新田59-10 042-985-3114

C90024760 山﨑　健司
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　北支店　京都統括営業所

C90012218 山崎　勝彦
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

C90032337 山﨑　克弘
三成研機㈱　技術部

C90033826 山口　裕介
㈱西部ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　工務部

C90032827 山倉　和人
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C90006429 山口　正展
姫路ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ販売㈱　

C90019145 山口　恭範
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京北支店　錦糸町統括営業所

C00004887 山口 正晃
　

C90017771 山口　將人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　蒲田営業所

C90028779 山口　竜史
　

C90025766 山口　洋史
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　西宮営業所

C00002007 山口　甚也
　

C90035305 山口　貴史
東洋ﾘﾌﾄ製造㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C00002572 山口　翔平
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　九州支社　技術部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

C90030130 山口　真一
日本綜合ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　技術部

C90016139 山口　俊一
㈱ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ　営業顧客本部

C90034853 山口　純一
　

C90033768 山口　浩平
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

C90013564 山口　潤
㈱ｴﾚｹｱ　九州支店　鹿児島営業所

C90014444 山口　邦弘
　

C90025342 山口　康
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C90024119 山口　克祐
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　湘南統括営業所

C90013816 山口　清春
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　北陸品質保証課　検査係

C90010765 山際　勝
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　新宿統括営業所

C90012299 山口　賀充男
㈲東昇ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　

C90023713 山際　崇文
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　神戸統括営業所　高松営業所
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や行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西1-5-24 06-6766-6000

110-0016 東京都台東区台東3-18-3　SECﾋﾞﾙ　3F 03-3834-1551

011-818-8888

011-818-8888

557-0055 大阪府大阪市西成区千本南1-15-7 06-6656-8002

730-0013 広島県広島市中区八丁堀3-33　広島ﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾜｰ

141-0032 東京都品川区大崎1-6-3　大崎ﾆｭｰｼﾃｨ3号館日精ﾋﾞﾙ

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-36　天神NKﾋﾞﾙ　3F

011-818-8888

190-0012 東京都立川市曙町232-1　La鳳山ﾋﾞﾙ　5F

197-0832 東京都あきる野市上代継600 042-558-2126
C90030566 山田　佳一

KCAｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱　あらかわ遊園

C90030017 山田　克彦
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ城西㈱　

C90027484 山田　馨一
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　PPP事業部　環境運営部　九州運営室

C90018767 山田　和紀
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90012014 山田　和也
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

C00004095 山田　章路
㈱相栄ｴﾚﾍﾞｰﾀ　ｻｰﾋﾞｽ部

C90016831 山田　栄治
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品川支店

C90028639 山下　尚久
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　施設部　中国施工管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90032143 山城　亮宏
　

C90016272 山下　富男
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　検査課

C90035358 山下　直登
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　鹿児島統括営業所

C00003205 山下　貴幸
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　ｻｰﾋﾞｽ4課

C00001074 山下　輝之
ﾊﾟﾜｰﾃｯｸｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　検査課

C90012870 山路　清美
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京北支店　上野統括営業所

C90013836 山下　桂志
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　浜松営業所

C00004241 山崎　力
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課

C90031101 山澤　憲将
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　技術部

C00000953 山崎　悠介
　

C00001192 山崎　陽太
　

C90018961 山﨑　哲矢
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　大阪南支店

C90027159 山﨑　裕
　

C00003851 山崎　剛嗣
㈱阪急阪神電気ｼｽﾃﾑ　西宮事業所　技術ｻｰﾋﾞｽ部　機械情報設備課

C90032434 山﨑　哲生
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課

C90024870 山﨑　省吾
㈱ﾄｰﾀﾙ･ｾﾝﾀｰ　駐車場事業部

C90031298 山崎　達矢
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90022184 山﨑　純二
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や行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

454-0822 愛知県名古屋市中川区四女子町4-43 052-353-2125

011-818-8888

105-0012 東京都港区芝大門1-1-1

141-0032 東京都品川区大崎1-6-3　日精ﾋﾞﾙ

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-1　YK-10ﾋﾞﾙ　5F 048-645-8798

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-1　日総第13ﾋﾞﾙ　4F 045-471-0314

454-0822 愛知県名古屋市中川区四女子町4-43　ｶｲﾅﾝﾋﾞﾙ 052-353-2125

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

566-0042 大阪府摂津市東別府1-2-41 06-6340-8565

03-5476-8668

114-0001 東京都北区東十条3-12-1-201 03-5944-6393

596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-42　大阪鉄工金属団地

670-0981 兵庫県姫路市西庄甲66-2 079-292-0700
C00000184 山根　博昭

ｴｽ･ｲｰ㈱　

C90017345 山根　卓也
ﾀﾞｲｺｰ㈱　札幌営業所

C90031789 山根　敏揮
泉陽興業㈱　製造保守部

A-674 山中　洋
㈲山中設備企画室　

C00004083 山根　和明
新日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱　

C90010452 山中　光平
ﾋｶﾘｴﾚﾍﾞｰﾀｰ栄光産業　

C90016611 山中　文秋
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　吉祥寺統括営業所

C00004028 大和　隆治
㈱ｴﾚｹｱ　九州支店　大分営業所

C90032523 山砥　達矢
㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　岡山支店　保守課

C90033765 山田　良太
㈱ｶｲﾅﾝ　

C00003411 山出　雄大
　

C00000562 山田　雄介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　横浜支店　新横浜統括営業所　保全第二係

C90021407 山田　善臣
　

C90030422 山田　康史
　

C90018576 山田　裕一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　北関東支社　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00000870 山田　学
　

C90021307 山田　康弘
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品川支店

C90035011 山田　裕康
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部　技術課

C90016747 山田　雅弘
ﾀﾞｲｺｰ㈱　業務推進部

C00005294 山田 登輝
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　北海道第2支社　北支店　札幌北第2営業所

C90026526 山田　直樹
　

C90016124 山田　澄夫
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　中部支店　検査課　検査ﾁｰﾑ

C90034852 山田　貴士
　

C90033133 山田　聡
　

C00004049 山田　俊介
　

C90021820 山田　孝二
㈱ｶｲﾅﾝ　保守点検
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や行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

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

011-818-8888

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

331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷420-64 048-622-9091

331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷410-3 048-622-9091

671-2242 兵庫県姫路市六角430 079-266-9669

116-0014 東京都荒川区東日暮里6-59-6　ﾊｳｽ6596　1F 03-3891-4431

123-0864 東京都足立区鹿浜6-3-14　鹿浜ﾋﾞﾙ　1F 03-5647-5900

190-0022 東京都立川市錦町2-4-26　CB立川ﾋﾞﾙ　3F

720-0815 広島県福山市野上町1-4-10　ｸｲﾝｽﾞｺｰﾄ野上 084-928-2995

C90020584 山本　啓之
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　中央支店　紀泉統括営業所

C90029055 山本　則彦
　

C00004894 山本 大
　

C90023165 山本　俊之
㈱ｴｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｽ　

C00004727 山本 朋実
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　遊戯機械事業本部

C90024891 山本　隆行
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　名古屋支店　岐阜営業所

C00000228 山本　辰弥
　

C90021013 山本　崇司
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

C90032547 山本　隆志
泉陽興業㈱　直営部　天保山営業所

C00005028 山本 泰樹
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　立川支社　技術課　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90015868 山本　隆
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　渋谷統括営業所

C00005243 山本 舜
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　神戸事業所　遊戯機械事業本部　第二設計部

C00004190 山本　慎也
日本輸送機施設㈱　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部

C90031433 山本　健一
　

C90024558 山本　健太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　立川統括営業所

C90019816 山本　圭
㈲K.Y.F　

C90034856 山本　慶夏
ﾀﾞｲｲﾁﾊﾟｰｸｼｽﾃﾑ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90023907 山本　一登
さいたまｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈲　

C90029588 山本　和広
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸店　兵庫統括営業所

C90029302 山本　修
　

C00004392 山本　和毅
さいたまｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈲　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部

C90034877 山本　昭
　

C90019138 山本　淳
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部

C90017760 山野　隆市
　

C00001355 山村　隼
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　検査部　検査課

C90032847 山埜　潤
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　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

738-0203 広島県廿日市市友田1601-3 0829-74-4040

090-1946-1821

C90015019 八幡　浩二
　

C90012476 山脇　栄二
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

C90029277 矢本　貴也
　

C90034430 山本　好孝
日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱　兵庫西ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ

C00004633 山本 利久
　

C90021059 山本　豊
　

C90020631 山本　義和
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　兵庫営業所

C90028616 山本　雅史
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店　三田営業所

C90029183 山本　基樹
　

C90007747 山本　文夫
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