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北海道 井坂一夫

北海道 畑　正輔

北海道 熊坂照親

北海道 田中征夫

北海道 池田俊彦

北海道 阪口秀雄

北海道 柴田末道

北海道 菊地敏道

北海道 古川ユリ子

北海道

北海道 八洲電装工業(株)
北海道 日立建機日本(株)北海道支社
北海道 (株)⽇⽴ハイテクフィールディング北海道⽀店
北海道 (株)⽇⽴製作所北海道⽀社
北海道 (株)⽇⽴産機システム北海道⽀社
北海道 (株)⽇⽴製作所 ヘルスケア札幌営業所
北海道 (株)北海道⽇⽴
北海道 三立機電(株)
北海道 北海道エコリサイクルシステムズ(株)
北海道 ボランティア・グループ「ムービー北海道」

北海道 (株)⽇星電機
北海道 北海道自動車リース(株)
北海道 (株)北海道⽇⽴システムズ
北海道 (株)ヒルコ
北海道 (株)⽇⽴国際電気 東⽇本⽀社 北海道⽀店

東北 伊藤敏晴

東北 稲田久生

東北 櫻庭　勤

東北 佐藤利光

東北 野村次男

東北

東北 昱機電㈱

東北 昱機電㈱　向洋電機事業所　盛岡営業所

東北 (株)岩嵜測量設計
東北 岩手根本観光(株)
東北 エーワメデック(株)
東北 ケイ・アイシステム(株)



東北 (株)五洋電⼦ 本社・鶴沼台事業所
東北 仙台市子供未来局幼稚園・保育部運営支援課

東北 仙台市太白区役所

東北 社会福祉法人仙台つどいの家

東北 (株)東北⽇⽴ ⼋⼾⽀店
東北 (株)東北⽇⽴ 弘前⽀店
東北 (株)東北⽇⽴ ⼤館⽀店
東北 東北電機製造(株)
東北 日建工学(株)　東北営業所
東北 日立グローバルライフソリューションズ(株)　北日本支社
東北 日立建機日本(株)　東北支社
東北 (株)⽇⽴製作所 東北⽀社岩⼿⽀店
東北 (株)⽇⽴ハイテクフィールディング 東北⽀店
東北 (株)⽇⽴ビルシステム 東⽇本⽀社
東北 マクセルフロンティア(株)　米沢事業所　DMS調達課　
東北 三和電機商事(株)
東北 明治安田生命　仙台広瀬通営業部

東北 (株)⼭⼀地所 賃貸事業部 総務部
東北 ㈱日立物流東日本

関東 川崎寿夫

関東 内ケ崎　功

関東 三上淑子

関東 藤本泰子

関東 鎌田美鈴

関東 網盛　努

関東 吉村文伸　（USAから）
関東 匿名希望者

関東 下村建基

関東 井草剛仁

関東 柴崎博美

関東 役重道明

関東

関東 晃（㈱）　東京支店

関東 日工同窓会　　代表川崎寿夫

関東 福井電機（株）　　総務部総務課

関東 センター家庭電器（株）

関東 センター電機（株）

関東 (株)アイカン
関東 ㈱日立製作所　  財務統括本部
関東 ㈱日立製作所　財務統括本部　財務戦略部 　



関東 ㈱日立製作所　  財務マネジメント本部 　資金部    
関東 リンクステックサーキット㈱　石岡工場　人事総務部

関東 昭和電工マテリアルズ・エレクトロニクス㈱　石岡工場　人事総務部

関東 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス㈱　総務部 　

関東 ㈱日立ドキュメントソリューションズ　所沢物流センター

関東 日立横浜理科クラブ

関東 ㈱日立製作所　日立事業所　エネルギー総務部　庶務課

関東 新東施設㈱　総務部

関東 日立キャピタル㈱　債権回収　総務Gr
関東 ㈱日立システムズ    フィールドサービス　　勤労課
関東 ㈱日立システムズ   サステナビリティ・リスクマネジメント本部
関東 ㈱日立ビルシステム   ビジネスサポート　総務部
関東 ㈱日立産機システム　多賀事業所　ホイスト製作課

関東 ㈱日立産機システム　　製造部　ホイスト製作課

関東 トキコシステムソリューションズ㈱　財務部

関東 トキコシステムソリューションズ㈱　東京営業所

関東 ㈱日立ソリューションズ　総務部

関東 日立トリプルウイン(株)
関東 日立トリプルウイン(株)　BPO事業部　オペレーションGr
関東 日立金属商事㈱　茨城支店

関東 日立金属㈱　人事総務本部一同

関東 ㈱日立リアルエステートパートナーズ　茨城住宅サービス部

関東 ㈱日立リアルエステートパートナーズ　秘書室

関東 ㈱日立製作所　知的財産戦略センタ

関東 ㈱日立製作所   東神田郵便室
関東 ㈱ニッセイコム

関東 MHCトリプルウイン㈱
関東 協立機電工業㈱　財務部

関東 ㈱日立ハイテクネクスト　北関東営業所

関東 ㈱日立ハイテクフィールディング　サービス営業部

関東 ㈱日立ハイテクフィールディング　東京支店

関東 ㈱日立ハイテクフィールディング　神奈川支店

関東 ㈱日立ハイテクフィールディング　東京支社　半導体製造装置課

関東 ㈱日立ハイテクソリューションズ　人事総務部

関東 ㈱日立ハイテクファインシステムズ　総務部

関東 ㈱日立プラントサービス　総務部

関東 ㈱日立マネジメントパートナー　有志

関東 ㈱日立物流　高崎営業所　

関東 ㈱日立物流東日本

関東 ㈱日立物流東日本　日高営業所　電線構内係

関東 日立物流コラボネクスト㈱　首都圏第一事業所

関東 日立物流コラボネクスト㈱　首都圏第三事業所



関東 福井電機（株）　　総務部総務課

北陸 ㈱日立製作所　北陸支社

北陸 親切会北陸支部

中部 高見教彦

中部 池田　實

中部 市野健二

中部 大西順子

中部 渡辺弘之

中部

中部 三友電子（株）

中部 ㈱門田電話工業所

中部 サイタ工業（株）中部支社　総務・経理グループ

中部 伊藤電機(株)
中部 昱耕機㈱

中部 東朋テクノロジー㈱

中部 協伸工業(株)
中部 ㈱静岡日立

中部 ㈱三重日立

中部 ㈱日立物流中部　豊橋出張所

中部 (株)⽇⽴アーバンサポート 中部⽀店
中部 新興電気㈱　中部統括本部

中部 濃尾電機㈱

中部 日立Astemo(株)　名古屋支店
中部 (株)⽇⽴システムズ 中部⽀社
中部 ㈱日立ハイテクフィールディング　中部支社

中部 ㈱日立物流中部　重量機工営業所

中部 ㈱日立製作所中部支社　総務G（親切会中部支部）
中部 ㈱日立製作所中部支社　総務部

関西 赤川耕一

関西 朝野順男

関西 新井正美

関西 伊谷　登

関西 井元裕子

関西 荻野雅央

関西 久保　將 
関西 古河　拓



関西 斎藤利夫

関西 染木知夫

関西 地道和枝

関西 中村哲也

関西 西野勝比古

関西 橋垣房男

関西 日岡芳巳　　　　　

関西 樋口昱夫

関西 福井英司

関西 松岡正親

関西 宮里義一

関西 宮本正芳

関西 三木雅明

関西 村山晴美

関西 森下良實

関西 矢野精一

関西

関西 ㈱アクト石原　高槻工場

関西 あじさいの会　　井元裕子

関西 NPO法⼈ ガジュマルの船
関西 ㈱オー・エム・カンパニー

関西 ㈱BSC　本社
関西 関西日立(株)
関西 新明和工業㈱　本社人事総務部

関西 染木建設(株)
関西 ソーダニッカ㈱　関西支社

関西 京滋日冷サービス㈱

関西 サザンVネット　古河　拓
関西 城山共同作業所

関西 新明和ハートフル㈱　宝塚事務所

関西 大東鋼業㈱　

関西 東洋機械金属㈱　総務部

関西 東洋工機(株)
関西 トキコシステムソリューションズ(株)　関西支店
関西 日東電工健康保険組合

関西 日精㈱　西日本営業部

関西 日本電気機器(株)
関西 日本報知器㈱

関西 認知症を支える家族の会　にじの会　代表吉村清美

関西 ㈱バインドテクノ

関西 ㈱バルコエキスプレス

関西 ヒューマンリソシア(株)　大阪本社



関西 日立アーバンサポート　関西支社

関西 昭和電工マテリアルズ㈱　関西支社

関西 日立空調関西㈱　本社

関西 日立キャピタル㈱　人事勤労部　大阪

関西 日立グローバルライフソリューウションズ㈱　関西ブロック

関西 ㈱日立国際電気　西日本支社

関西 ㈱日立産機システム　ソリューション・サービス統括本部　

関西 ㈱日立産機システム　品質保証部　品質保証第二課

関西 ㈱日立システムズ　関西支社関西総務Ｇ

関西 日立システムズフィールドサービス㈱　西日本支社関西支店

関西 (株)⽇⽴情報システムズ 関⻄総務部
関西 ㈱日立製作所　関西支社　総務部総務宣伝G
関西 ㈱日立ハイテク　関西支店　管理部

関西 ㈱日立ハイテクフィールディング　関西支店総務課

関西 ㈱日立ハイテクフィールディング　京都営業所

関西 (株)⽇⽴ビルシステム 関⻄⽀社 管理Ｇ
関西 (株)⽇⽴ビルシステム エンジニアリング 関⻄管理グループ
関西 ㈱日立物流　西日本営業本部　総務部

関西 ㈱日立物流西日本　総務部

関西 ㈱日立保険サービス　関西支社

関西 ㈱フジワーク

関西 ㈱扶洋　本社総務課

関西 ㈱扶洋　滋賀営業所

関西 マクセル㈱　大阪オフィス

関西 (株)マコト電気
関西 三菱HCキャピタル(株)　関西支店
関西 ㈱ミヤ計算センター

関西 税理士法人　宮本事務所

関西 八洲電機㈱　関西支店

関西 吉田電機（株）

中国 ㈱日立ソリューションズ西日本

中国 ㈱日立産機システム　中国支社

中国 ㈱日立プラントサービス　中国支店

中国 ㈱日立プラントメカニクス

中国 ㈱日立ハイテクフィールディング　中国支店

中国 ㈱日立物流西日本　中国第一営業部呉営業所

中国 ㈱中国パワーシステム

中国 ㈱ニッセイコム西日本支社　中国支店

中国 ㈱日立製作所　中国支社



四国 大森徳麻

四国 橋本哲生

四国

四国 ㈱四国日立システムズ

四国 (株)四国⽇⽴ ⾼知⽀店
四国 (株)正興電機製作所 
四国 (株)正興電機製作所 四国営業所
四国 (株)⽇⽴産機システム
四国 ㈱日立アーバンサポート　中四国営業所

四国 日立グローバルライフソリューションズ(株)
四国 日産プリンス香川販売(株)
四国 ㈱日立製作所　四国支社 　

九州 昭和電工マテリアルズ(株)　西日本支店
九州 柳井電機工業㈱

九州 谷機電工業㈱

九州 協和機電工業(株)
九州 (株)⽇⽴アーバンサポート 九州⽀店
九州 ㈱九州日立システムズ　

九州 (有)協和印刷
九州 ㈱鍋島商店

九州 ㈱日立ソリューションズ西日本（九州）

九州 ㈱鈴木建設

九州 日立空調ソリューションズ㈱

九州 日立空調ソリューションズ㈱　福岡拠点

九州 ㈱日立物流九州　福岡第三営業所

九州 ニッセイコム

九州 ㈱正興電機製作所

九州 ㈱日立製作所九州支社　支社長室

九州 ㈱日立製作所九州支社　九州中央支店

九州 日立産機　九州支社　九州業務グループ

九州 ㈱日立ビルシステムエンジニアリング

九州 日立グローバルライフソリューションズ(株)　九州サービシス部　佐世保サービスデポ
九州 日立グローバルライフソリューションズ(株)　九州支社　西九州支店　長崎営業Gｒ
九州 おもちゃ病院伊都国


