
修了者ナンバー 受講日 会社名 参加者名
JDSA 　第2014-0001 2014/6/14 ㈱イングコーポレーション 遠藤勲
JDSA 　第2014-0002 2014/6/14 株式会社ウォーターネット 高島紀夫
JDSA 　第2014-0003 2014/6/14 ワールドエコロジー株式会社 鴨志田佳夫
JDSA 　第2014-0004 2014/6/14 株式会社西条 山口誠二
JDSA 　第2014-0005 2014/6/14 株式会社八意 千葉恒久
JDSA 　第2014-0006 2014/6/14 エア・ウォーター株式会社 守本和正
JDSA 　第2014-0007 2014/6/14 コムサプライ株式会社 本舘成由
JDSA 　第2014-0008 2014/6/14 テクノス株式会社 中川則成
JDSA 　第2014-0009 2014/6/14 ウォーターポイント㈱ 熊本勝則
JDSA 　第2014-0010 2014/6/14 株式会社マーキュロップ 渡辺要一郎
JDSA 　第2014-0011 2014/6/14 株式会社マーキュロップ 黒川憂一
JDSA 　第2014-0012 2014/6/14 株式会社マーキュロップ 日高正男
JDSA 　第2014-0013 2014/6/14 ラピロスウォーター㈱ 伊藤將雄
JDSA 　第2014-0014 2014/6/14 ラピロスウォーター㈱ 福留忠房
JDSA 　第2014-0015 2014/6/14 ラピロスウォーター㈱ 渡辺正門
JDSA 　第2014-0016 2014/6/14 ヤマトマテリアル株式会社 浅沼裕正
JDSA 　第2014-0017 2014/6/14 ヤマトマテリアル株式会社 鍋田竜也
JDSA 　第2014-0018 2014/6/14 コウノウォーター株式会社 川口淳史
JDSA 　第2014-0019 2014/6/14 JNC株式会社 木村龍三
JDSA 　第2014-0020 2014/6/14 JNC株式会社 青木根玄
JDSA 　第2014-0021 2014/6/14 帝燃産業株式会社 小橋謙司
JDSA 　第2014-0022 2014/6/14 帝燃産業株式会社 小松一雄
JDSA 　第2014-0023 2014/6/14 有限会社エムケイティー 広山寛
JDSA 　第2014-0024 2014/6/14 有限会社エムケイティー 蒲生貴礼
JDSA 　第2014-0025 2014/6/14 日本ピュアウォーター 水口治
JDSA 　第2014-0026 2014/9/6 ウォーターポイント㈱ 日高隆尋
JDSA 　第2014-0027 2014/9/6 日本ピュアウォーター 杉本綱紀
JDSA 　第2014-0028 2014/9/6 日本ピュアウォーター 杉山恵一
JDSA 　第2014-0029 2014/9/6 株式会社ウェルウォータ 清成史朗
JDSA 　第2014-0030 2014/9/6 株式会社ウェルウォータ 藤井達也
JDSA 　第2014-0031 2014/9/6 株式会社中京医薬品 市川雅也
JDSA 　第2014-0032 2014/9/6 株式会社中京医薬品 山口哲郎
JDSA 　第2014-0033 2014/9/6 株式会社中京医薬品 片石裕則
JDSA 　第2014-0034 2014/9/6 株式会社中京医薬品 新堀誠
JDSA 　第2014-0035 2014/9/6 株式会社中京医薬品 和田智博
JDSA 　第2014-0036 2014/9/6 株式会社さららいと 北野広明
JDSA 　第2014-0037 2014/9/6 株式会社さららいと 波多野　亨
JDSA 　第2014-0038 2014/9/6 株式会社サンエス 越智文晴
JDSA 　第2014-0039 2014/9/6 株式会社サンエス 明石寛治
JDSA 　第2014-0040 2014/9/6 株式会社フジヤマ 入江康夫
JDSA 　第2014-0041 2014/9/6 株式会社フジヤマ 前川隆一
JDSA 　第2014-0042 2014/9/6 山陰クボタ水道用材㈱ 岡田定久
JDSA 　第2014-0043 2014/9/6 山陰クボタ水道用材㈱ 和田嘉章
JDSA 　第2014-0044 2014/9/6 大丸エナウィン株式会社 四ツ谷勲
JDSA 　第2014-0045 2014/9/6 株式会社八意 澤田基子

サーバーメンテナンス修了証



修了者ナンバー 受講日 会社名 氏名
JDSA 　第2014-0046 2014/9/6 株式会社八意 堀田佳代子
JDSA 　第2014-0047 2014/9/6 株式会社MKT 安藤透
JDSA 　第2014-0048 2014/9/6 株式会社MKT 倉田政志
JDSA 　第2014-0050 2014/9/6 株式会社MKT 西山啓司
JDSA 　第2014-0051 2014/9/6 株式会社MKT 門野正信
JDSA 　第2014-0052 2014/9/6 アクアクララ株式会社 熊倉　誠
JDSA 　第2014-0053 2014/9/6 ノーランド・パシフィック㈱ 志岐幸二郎
JDSA 　第2014-0054 2014/11/8 ラピロスウォーター株式会社 武部雅宏
JDSA 　第2014-0055 2014/11/8 株式会社サイサン 安藤猛
JDSA 　第2014-0056 2014/11/8 株式会社サイサン 渡辺竜太
JDSA 　第2014-0057 2014/11/8 エア・ウォーター株式会社 石原大樹
JDSA 　第2014-0058 2014/11/8 パーパス株式会社 佐野和利
JDSA 　第2014-0059 2014/11/8 ㈱ダイオーズサービシーズ 塩野智
JDSA 　第2014-0060 2014/11/8 ㈱ダイオーズサービシーズ 横山弘文
JDSA 　第2014-0061 2014/11/8 株式会社ナック 古田 宗親
JDSA 　第2014-0062 2014/11/8 株式会社ナック 高橋 重徳
JDSA 　第2014-0063 2014/11/8 株式会社ウォーターワン 熊本勝則
JDSA　 第2019-0001 2019/2/15 株式会社ウォーターネット 高貫宏一
JDSA　 第2019-0002 2019/2/15 ㈱21インコーポレーション 松原昭裕
JDSA　 第2019-0003 2019/2/15 ㈱21インコーポレーション 奥谷里子
JDSA　 第2019-0004 2019/2/15 株式会社アダストサービス 新津伸夫
JDSA　 第2019-0005 2019/2/15 アクアクララ株式会社 前田祥暢
JDSA　 第2019-0006 2019/2/15 アクアクララ株式会社 飯塚潔
JDSA　 第2019-0007 2019/2/15 アクアクララ株式会社 梶谷幸治
JDSA　 第2019-0008 2019/2/15 アクアクララ株式会社 山田高禎
JDSA　 第2019-0009 2019/2/15 株式会社マーキュロップ 日高正男
JDSA　 第2019-0010 2019/2/15 アロハガス株式会社 黒川憂一
JDSA　 第2019-0011 2019/2/15 アロハガス株式会社 土門佑紀
JDSA　 第2019-0012 2019/2/15 矢崎エナジーシステム㈱ 磯田周彦
JDSA　 第2019-0013 2019/2/15 矢崎エナジーシステム㈱ 鈴木敏文
JDSA　 第2019-0014 2019/2/15 矢崎エナジーシステム㈱ 安井直人
JDSA　 第2019-0015 2019/2/15 矢崎エナジーシステム㈱ 佐藤和之
JDSA　 第2019-0016 2019/2/15 矢崎エナジーシステム㈱ 永井秀幸
JDSA　 第2019-0017 2019/2/15 トモプロ株式会社 小笠智宣
JDSA　 第2019-0018 2019/2/15 トモプロ株式会社 西村竜一
JDSA　 第2019-0019 2019/2/15 トモプロ株式会社 平山哲雄
JDSA　 第2019-0020 2019/2/15 株式会社ゼコー 松田美咲
JDSA　 第2019-0021 2019/2/15 ヤマトマテリアル株式会社 鍋田竜也
JDSA　 第2019-0022 2019/2/15 ヤマトマテリアル株式会社 石井容子
JDSA　 第2019-0023 2019/2/15 株式会社中京医薬品 沓名由美子
JDSA　 第2019-0024 2019/2/15 株式会社中京医薬品 片石裕則
JDSA　 第2019-0025 2019/2/15 株式会社中京医薬品 張泙
JDSA　 第2019-0026 2019/2/15 大丸エナウィン株式会社 田中政和
JDSA　 第2019-0027 2019/2/15 株式会社ザ・トーカイ 鈴木啓介
JDSA　 第2019-0028 2019/2/15 株式会社ザ・トーカイ 小松浩市
JDSA　 第2019-0029 2019/2/15 株式会社ザ・トーカイ 原　崇


