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■東芝ＩＴサービス株式会社
［グループ名称］

ＳＣＳＫ株式会社 様　コンビニエンスストア　
保守サービスグループ

［所属・氏名］
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　
サービスマネジメント担当
寺園祥二（代表）
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　
技術支援担当
山本要
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第一担当
神作靖行
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第二担当
佐々木一嘉
営業統括部　第二営業部　第一担当
倉吉桂
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
南関東サービス担当
伊達敬太郎
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
首都圏サービス担当
山口雄大
フィールドサービスセンタ　西日本フィールドサービス部　
九州サービス担当
西田伸一
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
中四国サービス担当
津田弘
フィールドサービスセンタ　西日本フィールドサービス部　
関西サービス担当
伊谷巧

日本電気株式会社関係
■ＮＥＣフィールディング株式会社

［グループ名称］
ＮＳサービス部　保守グループ

［所属・氏名］
官庁公共事業部　ＮＳサービス部　第二課
井嶋祐樹（代表）
大門靖尚、外戸口正輝、中村一貴、木内翔太、田崎弘一郎、
東天司、岩本純也、榎本将仁、白石航

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

旭川支店　保守グループ
［所属・氏名］

北海道支社　旭川支店
保科誠（代表）
松井尚史、長濱元之、牧野茂男、須藤肇、石黒英人、松尾敏生、
松原翔、植田雅道、藤島徳幸

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

盛岡支店　保守グループ
［所属・氏名］

東北支社　盛岡支店
佐々木秀（代表）
小松洋行

沖電気工業株式会社関係
■ＯＫＩクロステック株式会社

［グループ名称］
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店

［所属・氏名］
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店
鎌田安彦（代表）
第一支社　営業部　第四課
柳井浩、落石寿一
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店　サービスSE係
石田開
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店　CE係　
岸野弘治、堀内博文、秋山浩司、阿部慧治、中村颯太
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店　
八王子サービスセンター
矢口直人

■ＯＫＩクロステック株式会社
［グループ名称］

東北支社　サポートサービス第二部　北都銀行 様　保守グループ
［所属・氏名］

東北支社　サポートサービス第二部　岩手支店
川原豊（代表）
東北支社　サポートサービス第一部　仙台支店
鏡友弘
東北支社　サポートサービス第一部　仙台支店　サービスSE第一係
菅原一哉
東北支社　サポートサービス第二部　秋田支店　サービスSE係
佐々木崇雄
東北支社　サポートサービス第二部　秋田支店　CE係
増田圭
東北支社　サポートサービス第二部　岩手支店　CE係
荒井楓
東北支社　サポートサービス第二部
増井伸一
東北支社　サポートサービス第二部　秋田支店　サービスSE係
小野寺崇志

株式会社東芝関係
■東芝ＩＴサービス株式会社

［グループ名称］
東京電力ホールディングス株式会社　柏崎刈羽原子力発電所 様　
保守サービスグループ

［所属・氏名］
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
北関東サービス担当
木村慎也（代表）
吉村剛、髙橋良次、菊地春雄、林克則
フィールドサービスセンタ　西日本フィールドサービス部　
九州サービス担当
坂田惣一郎
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第三担当
重井正昭
サポート＆ソリューション統括部　ソリューション推進部　第四担当
関友弘
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　
技術支援担当
武田陽介
サポート＆ソリューション統括部　サポート＆ソリューション管理部
佐川淳二
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株式会社日立製作所関係
■�株式会社�日立システムズ／ 
株式会社�日立システムズフィールドサービス

［グループ名称］
公共・社会プラットフォーム事業部　アドバンスドサービス本部　
第一サービス部　第二グループ

［所属・氏名］
日立システムズ　公共・社会事業グループ　
公共・社会プラットフォーム事業部　アドバンスドサービス本部　
第一サービス部　第二グループ
吉本篤史（代表）
宇都木昌志、岡崎弘幸
日立システムズフィールドサービス　支社統括本部　首都圏支社　
首都圏支店　第２サービス部　第２サービスグループ
堀部努、角張良明、榎本裕亮、加藤和宏、田口晃一郎、杉山聡二郎、
五明陸弥、小籠哲志、佐藤界、小林拓、横山和由、野村雅宏

■株式会社�日立システムズフィールドサービス
［グループ名称］

支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
盛岡オフィス

［所属・氏名］
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
盛岡オフィス
鎌田雅哉（代表）
中落昌弘、伊嶋政弘、渡邊直人、吉田脩人、坂下健一
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
釜石サービスセンタ
畠山学
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第１サービス部　
仙台オフィス
小関理
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
八戸サービスセンタ
高橋雄二
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
盛岡オフィス
宮野和也

■株式会社�日立システムズ
［グループ名称］

コンタクトセンタ＆ＢＰＯサービス事業部
［所属・氏名］

ビジネスクラウドサービス事業グループ　
コンタクトセンタ＆ＢＰＯサービス事業部　ＢＰＯシステム運用本部　
第三ビジネスサポート運用部
熊川学（代表）
岩重純一郎、内田雅文、辻藤高、吉田文彦、春崎豊秋、前川晴俊、
財津孝憲、三宅伸平、小関康仁

富士通株式会社関係
■ＰＦＵ　ＩＴサービス株式会社

［グループ名称］
東日本支社　カスタマサービス事業部　東京カスタマサービス部　
新橋第１サービスセンター

［所属・氏名］
東日本支社　カスタマサービス事業部　東京カスタマサービス部　
新橋第１サービスセンター
廣原誠（代表）
笠原貴徳、浦野光正、原田朋彦、大木亮二、村松孝臣、高井英樹、
田中正人、石塚貴規、志村怜

東北支社　盛岡支店　一関営業所
土佐孝史、長谷部誠
東北支社　盛岡支店
奥寺竜仁、船場圭介、袖川大介、寺崎健太
東北支社　盛岡支店　一関営業所
佐々木利一、近江慶之

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

西東京支店　第二サービス課
［所属・氏名］

東京支社　西東京支店　第二サービス課
足立大地（代表）
櫻川圭介、中村駿、浅石佑、高橋裕也、山田幸夫、井上真吾、
田中秀典、松村誠

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

埼玉支店　保守グループ
［所属・氏名］

北関東支社　埼玉支店　第二サービス課
岩渕利男（代表）
中尾多利、五十嵐亮一、佐藤茂樹、末崎弘樹、橋本千明
北関東支社　埼玉支店　第一サービス課
徳武亮平
北関東支社　埼玉支店　第二サービス課
一戸祥、大竹祐樹、西谷研人

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

岐阜支店　東濃営業所　保守グループ
［所属・氏名］

中部支社　岐阜支店　東濃営業所
谷口努（代表）
佐藤良則、尾崎哲也、加藤和浩、藪崎貴大、田崎憲昭、平野光明
中部支社　岐阜支店　サービス課
平瀬秀一、寺倉義典、下元集

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

大阪支店　第五サービス課
［所属・氏名］

関西支社　大阪支店　第五サービス課
甲斐田健（代表）
清水治、堀内淳史、大野卓哉、高岡正育、倉田孝幸

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

筑後佐賀支店　保守グループ
［所属・氏名］

九州支社　筑後佐賀支店
大河内圭介（代表）
古賀典昭、吉村俊宏、岩瀬智宏、川原誠司、城戸明彦
九州支社　筑後佐賀支店　久留米営業所
中里和生、重松幸治、前原貴、長谷川悠貴
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大分支店　佐伯サポートセンター
佐藤康弘

■株式会社�富士通エフサス
［グループ名称］

フィールドサポート本部　西日本第二サポート統括部　
静岡東部サービスセンター　保守グループ

［所属・氏名］
フィールドサポート本部　西日本第二サポート統括部　第二グループ
石井武彦（代表）
大井貞幸、森上智行、天野純也、関原裕史、鈴木嘉人、竹内芳彦、
千葉大樹、先田勝則、松本佳憲

■株式会社�富士通エフサス
［グループ名称］

フィールドサポート本部　西日本第一サポート統括部　
和歌山・奈良地区保守グループ

［所属・氏名］
フィールドサポート本部　西日本第一サポート統括部　
和歌山・奈良地区保守グループ
菅原健（代表）
幸智也、安藤良晃、和田篤忠、森本康彦、丸山英治、大薗雅敬、
松田吏緒、斉藤大輝、谷本隆広

■株式会社�富士通エフサス
［グループ名称］

システム・サービスサポート本部　専門センター統括部　
クライアントサポートグループ

［所属・氏名］
システム・サービスサポート本部　専門センター統括部　
クライアントサポートグループ
山崎貢（代表）
田中洋彰、小山雄介、大熊文雄、林由佳、池田貴志、末永裕哉、
三浦貴光、上田剛志、山口貴広

三菱電機株式会社関係
■三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

［グループ名称］
カスタマサービス部　鹿児島カスタマサービス課

［所属・氏名］
カスタマサービス部　鹿児島カスタマサービス課
廣林晃（代表）
濵﨑英幸、山口貴巳彦、楠田政和

■三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
［グループ名称］

カスタマサービス部　東北カスタマサービス課
［所属・氏名］

カスタマサービス部　東北カスタマサービス課
福田勝（代表）
松岡輝和、千葉茂、花田宗承

表彰理由は「第51回 保守サービス向上月間しおり・感想文集」をご覧ください。

■大興テクノサービス株式会社
［グループ名称］

フィールド支援グループ
［所属・氏名］

フィールド支援部
小美濃重則（代表）
静岡サービス部　静岡サービス課
山梨仁
首都圏サービス部
石坂直樹
静岡サービス部　沼津サービス課
石井直樹
中部サービス部　名古屋サービス課
杉浦敦
北関東サービス部　宇都宮サービス課
金田浩明
中部サービス部　豊橋サービス課
浅野倫史
関西サービス部　関西サービス課
斎藤雄次
中部サービス部　豊橋サービス課
久保田純
フィールド支援部
有賀武久

■ソレキア株式会社
［グループ名称］

群馬カストマサービス部
［所属・氏名］

北関東第一インフラサービス統括部　群馬カストマサービス部
森田忠敏（代表）
今泉俊希、星野孝児、森田毅、春田英治、相川誠、齋藤崇行、
小菅隆也、青木昂一、小柏智則

■株式会社�大崎コンピュータエンヂニアリング
［グループ名称］

第１情報通信ＳＳ統括部　第２情通ＳＳ部　保守グループ
［所属・氏名］

第２情通ＳＳ部　第１課
野口順（代表）
本田正彦、矢ケ崎健一
第２情通ＳＳ部　第２課
田中將嗣、石井智和
第２情通ＳＳ部　第３課
小島良裕、麻生和誠

■株式会社�九州テン
［グループ名称］

システムソリューション事業本部　フィールドイノベーション事業部　
大分支店

［所属・氏名］
大分支店
豊村重喜（代表）
大分支店　宇佐サポートセンター
安部弘一、鈴木雅彦
大分支店　杵築サポートセンター
松本文徳
大分支店
岡田義彦、荒木敦、元田貴之、富山天翔
大分支店　三重サポートセンター
植村大介


