
※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

埼玉県埼玉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

201201 25-530625-5306 平山　賢司平山　賢司
ひらやま　け

んじ

202202 26-549726-5497 紺谷　菜美紺谷　菜美
こんたに　な

み

203203 29-657029-6570 野々山　高裕野々山　高裕
ののやま　た

かひろ

千葉県千葉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 4-12684-1268 髙浦　文男髙浦　文男 （株）勉強堂　本店（株）勉強堂　本店 260-0013260-0013 千葉市中央区中央3-15-9千葉市中央区中央3-15-9 043-225-1131043-225-1131
たかうら　ふ

みお

22 29-649629-6496 織戸　純子織戸　純子 （株）勉強堂　本店（株）勉強堂　本店 260-0013260-0013 千葉市中央区中央3-15-9千葉市中央区中央3-15-9 043-225-1131043-225-1131
おりど　じゅ

んこ

33 4-12444-1244 鴨志田　晴次鴨志田　晴次 ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店 260-0015260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 千葉市中央区富士見2-3-1 
塚本大千葉ビル5F塚本大千葉ビル5F

043-202-0303043-202-0303
かもしだ　せ

いじ

44 23-441823-4418 小島　加織小島　加織 ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店 260-0015260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 千葉市中央区富士見2-3-1 
塚本大千葉ビル5F塚本大千葉ビル5F

043-202-0303043-202-0303
こじま　かお

り

55 23-450323-4503 小山　悦子小山　悦子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店 260-0015260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 千葉市中央区富士見2-3-1 
塚本大千葉ビル5F塚本大千葉ビル5F

043-202-0303043-202-0303
こやま　えつ

こ

66 26-562926-5629 荻洲　えりも荻洲　えりも ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店 260-0015260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 千葉市中央区富士見2-3-1 
塚本大千葉ビル5F塚本大千葉ビル5F

043-202-0303043-202-0303
おぎす　えり

も

77 27-580527-5805 古根村　祐也古根村　祐也 ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店 260-0015260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 千葉市中央区富士見2-3-1 
塚本大千葉ビル5F塚本大千葉ビル5F

043-202-0303043-202-0303
こねむら　ゆ

うや

88 28-618228-6182 菅野　ますみ菅野　ますみ ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム千葉駅前店 260-0015260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 千葉市中央区富士見2-3-1 
塚本大千葉ビル5F塚本大千葉ビル5F

043-202-0303043-202-0303
かんの　ます

み

99 18-300218-3002 鈴木　雅晴鈴木　雅晴 （有）千葉補聴器センター（有）千葉補聴器センター 260-0017260-0017
千葉市中央区要町2-12 千葉市中央区要町2-12 
豊和東千葉ビル3F豊和東千葉ビル3F

043-225-4133043-225-4133
すずき　まさ

はる

1010 7-16147-1614 籏　智絵籏　智絵 （株）リオネットセンター千葉（株）リオネットセンター千葉 260-0028260-0028
千葉市中央区新町18-12 千葉市中央区新町18-12 
第8東ビル第8東ビル

043-246-3321043-246-3321 はた　ちえ

1111 16-263516-2635 片山　輝昭片山　輝昭 （株）リオネットセンター千葉（株）リオネットセンター千葉 260-0028260-0028
千葉市中央区新町18-12 千葉市中央区新町18-12 
第8東ビル第8東ビル

043-246-3321043-246-3321
かたやま　て

るあき

1212 25-503525-5035 安達　まゆみ安達　まゆみ （株）リオネットセンター千葉（株）リオネットセンター千葉 260-0028260-0028
千葉市中央区新町18-12 千葉市中央区新町18-12 
第8東ビル第8東ビル

043-246-3321043-246-3321
あだち　まゆ

み

1313 27-572527-5725 一宮　聡子一宮　聡子 （株）リオネットセンター千葉（株）リオネットセンター千葉 260-0028260-0028
千葉市中央区新町18-12 千葉市中央区新町18-12 
第8東ビル第8東ビル

043-246-3321043-246-3321
いちみや　さ

とこ

1414 12-227012-2270 八木　剛八木　剛 （株）ミヤタ　ヒアリングセンター（株）ミヤタ　ヒアリングセンター 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-8 千葉市中央区弁天1-2-8 
四谷学院ビル1F四谷学院ビル1F

043-441-6667043-441-6667 やぎ　つよし

1515 13-232113-2321 宮田　圭宮田　圭 （株）ミヤタ　ヒアリングセンター（株）ミヤタ　ヒアリングセンター 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-8 千葉市中央区弁天1-2-8 
四谷学院ビル1F四谷学院ビル1F

043-441-6667043-441-6667 みやた　けい

1616 23-457323-4573 岡田　健司岡田　健司 （株）ミヤタ　ヒアリングセンター（株）ミヤタ　ヒアリングセンター 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-8 千葉市中央区弁天1-2-8 
四谷学院ビル1F四谷学院ビル1F

043-441-6667043-441-6667
おかだ　けん

じ

1717 25-508125-5081 木元　諭志木元　諭志 （株）ミヤタ　ヒアリングセンター（株）ミヤタ　ヒアリングセンター 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-8 千葉市中央区弁天1-2-8 
四谷学院ビル1F四谷学院ビル1F

043-441-6667043-441-6667
きもと　さと

し

1818 29-631329-6313 都築　雅貴都築　雅貴 マキチエ（株）　千葉営業所マキチエ（株）　千葉営業所 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-1 千葉市中央区弁天1-2-1 
ISビル1FISビル1F

043-379-1982043-379-1982
つづき　まさ

き

1919 29-648429-6484 藤崎　慧美藤崎　慧美 マキチエ（株）　千葉営業所マキチエ（株）　千葉営業所 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-1 千葉市中央区弁天1-2-1 
ISビル1FISビル1F

043-379-1982043-379-1982
ふじさき　さ

とみ

2020 29-654629-6546 狩野　竜司狩野　竜司 マキチエ（株）　千葉営業所マキチエ（株）　千葉営業所 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-1 千葉市中央区弁天1-2-1 
ISビル1FISビル1F

043-379-1982043-379-1982
かりの　りゅ

うじ

2121 14-234914-2349 加藤　慎司加藤　慎司 マキチエ（株）　千葉店マキチエ（株）　千葉店 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-1 千葉市中央区弁天1-2-1 
ISビル1階ISビル1階

043-379-1982043-379-1982
かとう　しん

じ

2222 14-241514-2415 岩館　和則岩館　和則 マキチエ（株）　千葉店マキチエ（株）　千葉店 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-1 千葉市中央区弁天1-2-1 
ISビル1階ISビル1階

043-379-1982043-379-1982
いわだて　か

ずのり

2323 29-650629-6506 戸田　麻美戸田　麻美 マキチエ（株）　千葉店マキチエ（株）　千葉店 260-0045260-0045
千葉市中央区弁天1-2-1 千葉市中央区弁天1-2-1 
ISビル1階ISビル1階

043-379-1982043-379-1982 とだ　まみ

2424 11-209911-2099 北川　篤北川　篤 （株）東京メガネ　そごう千葉店（株）東京メガネ　そごう千葉店 260-8557260-8557 千葉市中央区新町1000千葉市中央区新町1000 043-245-8380043-245-8380
きたがわ　あ

つし

2525 18-292918-2929 菅根　健菅根　健 （株）東京メガネ　そごう千葉店（株）東京メガネ　そごう千葉店 260-8557260-8557 千葉市中央区新町1000千葉市中央区新町1000 043-245-8380043-245-8380 すがね　けん

2626 20-347220-3472 尾花　由紀子尾花　由紀子 （株）東京メガネ　そごう千葉店（株）東京メガネ　そごう千葉店 260-8557260-8557 千葉市中央区新町1000千葉市中央区新町1000 043-245-8380043-245-8380
おばな　ゆき

こ

2727 11-207711-2077 長谷部　敏雄長谷部　敏雄 （株）勉強堂　マリンピア店（株）勉強堂　マリンピア店 261-0004261-0004
千葉市美浜区高洲3-13-1 千葉市美浜区高洲3-13-1 
マリンピア3Fマリンピア3F

043-278-3366043-278-3366
はせべ　とし

お

2828 3-11843-1184 古宮　仁古宮　仁 （株）須山歯研　須山補聴器　千葉店（株）須山歯研　須山補聴器　千葉店 261-0011261-0011 千葉市美浜区真砂2-24-7千葉市美浜区真砂2-24-7 043-278-3318043-278-3318
こみや　ひと

し

2929 28-621928-6219 枝　安広枝　安広 （株）須山歯研　須山補聴器　千葉店（株）須山歯研　須山補聴器　千葉店 261-0011261-0011 千葉市美浜区真砂2-24-7千葉市美浜区真砂2-24-7 043-278-3318043-278-3318
えだ　やすひ

ろ

3030 27-579827-5798 松橋　茂松橋　茂
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
幕張倉庫店幕張倉庫店

261-0024261-0024
千葉市美浜区豊砂1-4 千葉市美浜区豊砂1-4 
コストコホール幕張倉庫店コストコホール幕張倉庫店

043-213-4362043-213-4362
まつはし　し

げる

3131 23-460123-4601 谷口　公一谷口　公一
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　千葉花見川宮野木店眼鏡市場　千葉花見川宮野木店

262-0018262-0018 千葉市花見川区畑町438-1千葉市花見川区畑町438-1 043-213-3008043-213-3008
たにぐち　こ

ういち

3232 22-425422-4254 日置　峰文日置　峰文 （株）関東補聴器　千葉店（株）関東補聴器　千葉店 262-0032262-0032 千葉市花見川区幕張町5-417-284千葉市花見川区幕張町5-417-284 043-379-5855043-379-5855
ひおき　たか

ふみ

3333 21-382121-3821 小倉　朋子小倉　朋子 （株）テスティー　稲毛店（株）テスティー　稲毛店 263-0043263-0043
千葉市稲毛区小仲台2-5-15 千葉市稲毛区小仲台2-5-15 
第8若菜ビル5F第8若菜ビル5F

043-290-0325043-290-0325
おぐら　とも

こ

3434 25-503925-5039 稲田　州昭稲田　州昭 （株）勉強堂　稲毛店（株）勉強堂　稲毛店 263-0043263-0043
千葉市稲毛区小仲代6-19-1 千葉市稲毛区小仲代6-19-1 
篠塚ビル1F篠塚ビル1F

043-256-5557043-256-5557
いなだ　くに

あき

3535 20-328120-3281 岩瀬　佳彦岩瀬　佳彦 （株）勉強堂　ゆみ～る店（株）勉強堂　ゆみ～る店 266-0031266-0031
千葉市緑区おゆみ野3-16 千葉市緑区おゆみ野3-16 
ゆみ～る鎌取ショッピングセンター4Fゆみ～る鎌取ショッピングセンター4F

043-226-9326043-226-9326
いわせ　よし

ひこ

3636 28-603428-6034 千葉　利夫千葉　利夫 （株）和真　柊や眼鏡　テラスモール松戸店（株）和真　柊や眼鏡　テラスモール松戸店 270-0023270-0023
松戸市八ケ崎2-8-1 松戸市八ケ崎2-8-1 
テラスモール松戸1Fテラスモール松戸1F

047-701-5230047-701-5230 ちば　としお

3737 25-529425-5294 鈴木　隆弘鈴木　隆弘 （株）メガネマーケット　江戸川台店（株）メガネマーケット　江戸川台店 270-0111270-0111 流山市江戸川台東1-11流山市江戸川台東1-11 04-7155-280004-7155-2800
すずき　たか

ひろ

3838 26-541626-5416 細井　弘規細井　弘規
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　流山おおたかの森パリミキ　流山おおたかの森

270-0139270-0139
流山市おおたかの森南1-5-1  流山市おおたかの森南1-5-1  
流山おおたかの森SC2階流山おおたかの森SC2階

04-7155-005804-7155-0058
ほそい　ひろ

き

3939 23-450123-4501 高木　寛之高木　寛之 （株）メガネトップ　眼鏡市場　 南流山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　 南流山店 270-0163270-0163 流山市南流山1-21-7流山市南流山1-21-7 04-7157-707804-7157-7078
たかぎ　ひろ

ゆき

4040 27-584727-5847 阿部　勝也阿部　勝也 （株）富士メガネ　流山店（株）富士メガネ　流山店 270-0164270-0164
流山市流山9丁目800番2 流山市流山9丁目800番2 
イトーヨーカドー2Fイトーヨーカドー2F

04-7158-166104-7158-1661 あべ　かつや



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

千葉県千葉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 28-603828-6038 澤田　慎也澤田　慎也 （株）富士メガネ　流山店（株）富士メガネ　流山店 270-0164270-0164
流山市流山9丁目800番2 流山市流山9丁目800番2 
イトーヨーカドー2Fイトーヨーカドー2F

04-7158-166104-7158-1661
さわだ　しん

や

4242 25-516725-5167 三宅　紘之三宅　紘之 （株）メガネトップ　眼鏡市場我孫子店（株）メガネトップ　眼鏡市場我孫子店 270-1153270-1153 我孫子市緑2丁目11-57我孫子市緑2丁目11-57 04-7181-818804-7181-8188
みやけ　ひろ

ゆき

4343 29-632829-6328 一瀨　博之一瀨　博之
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　千葉ニュータウン店眼鏡市場　千葉ニュータウン店

270-1350270-1350 印西市中央北1-3-1印西市中央北1-3-1 0476-48-55180476-48-5518
いっせ　ひろ

ゆき

4444 25-526425-5264 金刺　伸幸金刺　伸幸
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
千葉ニュータウン倉庫店千葉ニュータウン倉庫店

270-1360270-1360 印西市泉野3-1186-4印西市泉野3-1186-4 0476-48-76320476-48-7632
かなざし　の

ぶゆき

4545 23-442823-4428 坂本　祐一坂本　祐一 （株）勉強堂　イオン千葉ニュータウン店（株）勉強堂　イオン千葉ニュータウン店 270-1392270-1392
印西市中央北3-2 印西市中央北3-2 
イオンモール千葉ニュータウン店3Fイオンモール千葉ニュータウン店3F

0476-48-47220476-48-4722
さかもと　ゆ

ういち

4646 24-470324-4703 由井　宏知由井　宏知 イアーポート（株）　博士補聴器イアーポート（株）　博士補聴器 270-1431270-1431 白井市根115-24白井市根115-24 047-492-6333047-492-6333 ゆい　こうち

4747 24-470424-4704 由井　紗代子由井　紗代子 イアーポート（株）　博士補聴器イアーポート（株）　博士補聴器 270-1431270-1431 白井市根115-24白井市根115-24 047-492-6333047-492-6333 ゆい　さよこ

4848 26-531426-5314 岡田　恵子岡田　恵子 かなで補聴器かなで補聴器 270-2203270-2203 松戸市六高台4-93-103松戸市六高台4-93-103 047-711-9685047-711-9685
おかだ　けい

こ

4949 20-336120-3361 関根　和男関根　和男 （有）アイモード　WINK　セキネ（有）アイモード　WINK　セキネ 270-2261270-2261 松戸市常盤平5-17-10松戸市常盤平5-17-10 047-386-2304047-386-2304
せきね　かず

お

5050 22-424822-4248 岡田　英敬岡田　英敬 （株）待山商事　松戸補聴器センター（株）待山商事　松戸補聴器センター 271-0091271-0091
松戸市本町4-11 松戸市本町4-11 
アリタビル5Fアリタビル5F

047-394-4137047-394-4137
おかだ　ひで

たか

5151 21-371221-3712 河井　浩美河井　浩美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店 271-0091271-0091
松戸市本町18-4 松戸市本町18-4 
NBF松戸ビル3階NBF松戸ビル3階

047-368-4133047-368-4133
かわい　ひろ

み

5252 21-402021-4020 齋藤　圭美齋藤　圭美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店 271-0091271-0091
松戸市本町18-4 松戸市本町18-4 
NBF松戸ビル3階NBF松戸ビル3階

047-368-4133047-368-4133
さいとう　よ

しみ

5353 29-642429-6424 齋藤　友美齋藤　友美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店 271-0091271-0091
松戸市本町18-4 松戸市本町18-4 
NBF松戸ビル3階NBF松戸ビル3階

047-368-4133047-368-4133
さいとう　と

もみ

5454 17-284017-2840 内藤　幸輔内藤　幸輔 （有）ベスト補聴器センター（有）ベスト補聴器センター 272-0021272-0021
市川市八幡1-16-2 市川市八幡1-16-2 
フェリーチェ本八幡フェリーチェ本八幡

047-335-5722047-335-5722
ないとう　こ

うすけ

5555 13-232013-2320 巻渕　幸生巻渕　幸生 ブルームヒアリング（株）　ブルーム市川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム市川店 272-0034272-0034
市川市市川1-9-8 市川市市川1-9-8 
上原ビル1階上原ビル1階

047-321-4137047-321-4137
まきぶち　ゆ

きお

5656 9-17469-1746 松田　亮一松田　亮一
（株）アヴァンティ　（株）アヴァンティ　
小型補聴器専門店　奏音～カノン～小型補聴器専門店　奏音～カノン～

273-0005273-0005
船橋市本町6-1-7 船橋市本町6-1-7 
エスペランサK-504エスペランサK-504

047-407-4327047-407-4327
まつだ　りょ

ういち

5757 26-533626-5336 安斉　康政安斉　康政
（株）タニ　オプティクス　（株）タニ　オプティクス　
メガネのタニ　船橋店メガネのタニ　船橋店

273-0005273-0005
船橋市本町7-6-1 船橋市本町7-6-1 
イトーヨーカドー船橋店東館3階イトーヨーカドー船橋店東館3階

047-424-3492047-424-3492
あんざい　や

すまさ

5858 13-227713-2277 前田　恭隆前田　恭隆 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
まえだ　やす

たか

5959 17-285617-2856 田中　一成田中　一成 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
たなか　かず

なり

6060 27-564827-5648 芳賀　紫野芳賀　紫野 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133 はが　しの

6161 27-566027-5660 横澤　弥生横澤　弥生 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
よこさわ　や

よい

6262 27-590227-5902 永田　書林永田　書林 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
ながた　しょ

りん

6363 16-259916-2599 野村　貴之野村　貴之 ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-28 船橋市本町6-4-28 
竹内ビル2F竹内ビル2F

047-426-3311047-426-3311
のむら　たか

ゆき

6464 19-311519-3115 永島　みゆき永島　みゆき ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-28 船橋市本町6-4-28 
竹内ビル2F竹内ビル2F

047-426-3311047-426-3311
ながしま　み

ゆき

6565 25-515025-5150 髙橋　亨髙橋　亨 ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-28 船橋市本町6-4-28 
竹内ビル2F竹内ビル2F

047-426-3311047-426-3311
たかはし　と

おる

6666 13-229913-2299 富田　岳彦富田　岳彦 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
とみた　たけ

ひこ

6767 18-292718-2927 山田　重則山田　重則 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
やまだ　しげ

のり

6868 19-308819-3088 後藤　忠宏後藤　忠宏 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
ごとう　ただ

ひろ

6969 26-550126-5501 山口　諒山口　諒 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
やまぐち　

りょう

7070 27-584927-5849 渡辺　恭行渡辺　恭行 （株）和真　和真メガネ　イオンモール船橋店（株）和真　和真メガネ　イオンモール船橋店 273-0045273-0045
船橋市山手1-1-8 船橋市山手1-1-8 
イオンモールフナバシ2Fイオンモールフナバシ2F

047-404-6177047-404-6177
わたなべ　や

すゆき

7171 27-577627-5776 須藤　敬友須藤　敬友
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　ショッピングプラザ鎌ヶ谷店パリミキ　ショッピングプラザ鎌ヶ谷店

273-0101273-0101
鎌ケ谷市富岡1-1-3 鎌ケ谷市富岡1-1-3 
ショッピングプラザ鎌ヶ谷1Fショッピングプラザ鎌ヶ谷1F

047-445-6200047-445-6200
すどう　のり

とも

7272 22-439422-4394 永井　新一郎永井　新一郎
（株）林商事　（株）林商事　
東武百貨店　船橋店　4階　補聴器売場東武百貨店　船橋店　4階　補聴器売場

273-8567273-8567 船橋市本町7-1-1船橋市本町7-1-1 047-425-2211047-425-2211
ながい　しん

いちろう

7373 9-17429-1742 米川　巡米川　巡
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン

273-8567273-8567
船橋市本町7-1-1 船橋市本町7-1-1 
東武百貨店船橋店5F東武百貨店船橋店5F

047-425-2032047-425-2032
よねかわ　め

ぐる

7474 10-195010-1950 宮澤　文弘宮澤　文弘
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン

273-8567273-8567
船橋市本町7-1-1 船橋市本町7-1-1 
東武百貨店船橋店5F東武百貨店船橋店5F

047-425-2032047-425-2032
みやざわ　ふ

みひろ

7575 15-253515-2535 長谷　和生長谷　和生
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン

273-8567273-8567
船橋市本町7-1-1 船橋市本町7-1-1 
東武百貨店船橋店5F東武百貨店船橋店5F

047-425-2032047-425-2032 はせ　かずお

7676 29-630929-6309 後藤　弘晃後藤　弘晃 （株）メガネトップ　眼鏡市場　船橋習志野台店（株）メガネトップ　眼鏡市場　船橋習志野台店 274-0063274-0063 船橋市習志野台2-61-7船橋市習志野台2-61-7 047-490-2038047-490-2038
ごとう　ひろ

あき

7777 22-416422-4164 神山　和彦神山　和彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン高根木戸店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン高根木戸店 274-0063274-0063
船橋市習志野台1-1-5 船橋市習志野台1-1-5 
イオン高根木戸店3Fイオン高根木戸店3F

047-467-5639047-467-5639
かみやま　か

ずひこ

7878 27-593027-5930 新村　奈美新村　奈美 （株）テスティー　補聴器専門店　ウェルケア（株）テスティー　補聴器専門店　ウェルケア 274-0824274-0824
船橋市前原東1-5-1 船橋市前原東1-5-1 
嘉成ビル2階嘉成ビル2階

047-470-0325047-470-0325
にいむら　な

み

7979 26-554826-5548 磯山　絵美磯山　絵美 （株）ドン　エンジェル補聴器　八千代店（株）ドン　エンジェル補聴器　八千代店 276-0028276-0028 八千代市村上3102-1八千代市村上3102-1 047-481-1133047-481-1133
いそやま　え

み

8080 17-285517-2855 山﨑　和巳山﨑　和巳 （株）キクチメガネ　フルルガーデン八千代店（株）キクチメガネ　フルルガーデン八千代店 276-0029276-0029
八千代市村上南1丁目4-1 八千代市村上南1丁目4-1 
フルルガーデン八千代2Fフルルガーデン八千代2F

047-405-1123047-405-1123
やまざき　か

ずみ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

千葉県千葉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 28-603828-6038 澤田　慎也澤田　慎也 （株）富士メガネ　流山店（株）富士メガネ　流山店 270-0164270-0164
流山市流山9丁目800番2 流山市流山9丁目800番2 
イトーヨーカドー2Fイトーヨーカドー2F

04-7158-166104-7158-1661
さわだ　しん

や

4242 25-516725-5167 三宅　紘之三宅　紘之 （株）メガネトップ　眼鏡市場我孫子店（株）メガネトップ　眼鏡市場我孫子店 270-1153270-1153 我孫子市緑2丁目11-57我孫子市緑2丁目11-57 04-7181-818804-7181-8188
みやけ　ひろ

ゆき

4343 29-632829-6328 一瀨　博之一瀨　博之
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　千葉ニュータウン店眼鏡市場　千葉ニュータウン店

270-1350270-1350 印西市中央北1-3-1印西市中央北1-3-1 0476-48-55180476-48-5518
いっせ　ひろ

ゆき

4444 25-526425-5264 金刺　伸幸金刺　伸幸
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
千葉ニュータウン倉庫店千葉ニュータウン倉庫店

270-1360270-1360 印西市泉野3-1186-4印西市泉野3-1186-4 0476-48-76320476-48-7632
かなざし　の

ぶゆき

4545 23-442823-4428 坂本　祐一坂本　祐一 （株）勉強堂　イオン千葉ニュータウン店（株）勉強堂　イオン千葉ニュータウン店 270-1392270-1392
印西市中央北3-2 印西市中央北3-2 
イオンモール千葉ニュータウン店3Fイオンモール千葉ニュータウン店3F

0476-48-47220476-48-4722
さかもと　ゆ

ういち

4646 24-470324-4703 由井　宏知由井　宏知 イアーポート（株）　博士補聴器イアーポート（株）　博士補聴器 270-1431270-1431 白井市根115-24白井市根115-24 047-492-6333047-492-6333 ゆい　こうち

4747 24-470424-4704 由井　紗代子由井　紗代子 イアーポート（株）　博士補聴器イアーポート（株）　博士補聴器 270-1431270-1431 白井市根115-24白井市根115-24 047-492-6333047-492-6333 ゆい　さよこ

4848 26-531426-5314 岡田　恵子岡田　恵子 かなで補聴器かなで補聴器 270-2203270-2203 松戸市六高台4-93-103松戸市六高台4-93-103 047-711-9685047-711-9685
おかだ　けい

こ

4949 20-336120-3361 関根　和男関根　和男 （有）アイモード　WINK　セキネ（有）アイモード　WINK　セキネ 270-2261270-2261 松戸市常盤平5-17-10松戸市常盤平5-17-10 047-386-2304047-386-2304
せきね　かず

お

5050 22-424822-4248 岡田　英敬岡田　英敬 （株）待山商事　松戸補聴器センター（株）待山商事　松戸補聴器センター 271-0091271-0091
松戸市本町4-11 松戸市本町4-11 
アリタビル5Fアリタビル5F

047-394-4137047-394-4137
おかだ　ひで

たか

5151 21-371221-3712 河井　浩美河井　浩美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店 271-0091271-0091
松戸市本町18-4 松戸市本町18-4 
NBF松戸ビル3階NBF松戸ビル3階

047-368-4133047-368-4133
かわい　ひろ

み

5252 21-402021-4020 齋藤　圭美齋藤　圭美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店 271-0091271-0091
松戸市本町18-4 松戸市本町18-4 
NBF松戸ビル3階NBF松戸ビル3階

047-368-4133047-368-4133
さいとう　よ

しみ

5353 29-642429-6424 齋藤　友美齋藤　友美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松戸店 271-0091271-0091
松戸市本町18-4 松戸市本町18-4 
NBF松戸ビル3階NBF松戸ビル3階

047-368-4133047-368-4133
さいとう　と

もみ

5454 17-284017-2840 内藤　幸輔内藤　幸輔 （有）ベスト補聴器センター（有）ベスト補聴器センター 272-0021272-0021
市川市八幡1-16-2 市川市八幡1-16-2 
フェリーチェ本八幡フェリーチェ本八幡

047-335-5722047-335-5722
ないとう　こ

うすけ

5555 13-232013-2320 巻渕　幸生巻渕　幸生 ブルームヒアリング（株）　ブルーム市川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム市川店 272-0034272-0034
市川市市川1-9-8 市川市市川1-9-8 
上原ビル1階上原ビル1階

047-321-4137047-321-4137
まきぶち　ゆ

きお

5656 9-17469-1746 松田　亮一松田　亮一
（株）アヴァンティ　（株）アヴァンティ　
小型補聴器専門店　奏音～カノン～小型補聴器専門店　奏音～カノン～

273-0005273-0005
船橋市本町6-1-7 船橋市本町6-1-7 
エスペランサK-504エスペランサK-504

047-407-4327047-407-4327
まつだ　りょ

ういち

5757 26-533626-5336 安斉　康政安斉　康政
（株）タニ　オプティクス　（株）タニ　オプティクス　
メガネのタニ　船橋店メガネのタニ　船橋店

273-0005273-0005
船橋市本町7-6-1 船橋市本町7-6-1 
イトーヨーカドー船橋店東館3階イトーヨーカドー船橋店東館3階

047-424-3492047-424-3492
あんざい　や

すまさ

5858 13-227713-2277 前田　恭隆前田　恭隆 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
まえだ　やす

たか

5959 17-285617-2856 田中　一成田中　一成 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
たなか　かず

なり

6060 27-564827-5648 芳賀　紫野芳賀　紫野 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133 はが　しの

6161 27-566027-5660 横澤　弥生横澤　弥生 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
よこさわ　や

よい

6262 27-590227-5902 永田　書林永田　書林 （株）マエダ　船橋リオン補聴器センター（株）マエダ　船橋リオン補聴器センター 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-20 船橋市本町6-4-20 
平和ビル1F平和ビル1F

047-422-4133047-422-4133
ながた　しょ

りん

6363 16-259916-2599 野村　貴之野村　貴之 ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-28 船橋市本町6-4-28 
竹内ビル2F竹内ビル2F

047-426-3311047-426-3311
のむら　たか

ゆき

6464 19-311519-3115 永島　みゆき永島　みゆき ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-28 船橋市本町6-4-28 
竹内ビル2F竹内ビル2F

047-426-3311047-426-3311
ながしま　み

ゆき

6565 25-515025-5150 髙橋　亨髙橋　亨 ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-4-28 船橋市本町6-4-28 
竹内ビル2F竹内ビル2F

047-426-3311047-426-3311
たかはし　と

おる

6666 13-229913-2299 富田　岳彦富田　岳彦 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
とみた　たけ

ひこ

6767 18-292718-2927 山田　重則山田　重則 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
やまだ　しげ

のり

6868 19-308819-3088 後藤　忠宏後藤　忠宏 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
ごとう　ただ

ひろ

6969 26-550126-5501 山口　諒山口　諒 東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店東日本リオン（株）　リオネットセンター船橋店 273-0005273-0005
船橋市本町6-2-6 船橋市本町6-2-6 
扇屋ビル201号室扇屋ビル201号室

047-407-3328047-407-3328
やまぐち　

りょう

7070 27-584927-5849 渡辺　恭行渡辺　恭行 （株）和真　和真メガネ　イオンモール船橋店（株）和真　和真メガネ　イオンモール船橋店 273-0045273-0045
船橋市山手1-1-8 船橋市山手1-1-8 
イオンモールフナバシ2Fイオンモールフナバシ2F

047-404-6177047-404-6177
わたなべ　や

すゆき

7171 27-577627-5776 須藤　敬友須藤　敬友
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　ショッピングプラザ鎌ヶ谷店パリミキ　ショッピングプラザ鎌ヶ谷店

273-0101273-0101
鎌ケ谷市富岡1-1-3 鎌ケ谷市富岡1-1-3 
ショッピングプラザ鎌ヶ谷1Fショッピングプラザ鎌ヶ谷1F

047-445-6200047-445-6200
すどう　のり

とも

7272 22-439422-4394 永井　新一郎永井　新一郎
（株）林商事　（株）林商事　
東武百貨店　船橋店　4階　補聴器売場東武百貨店　船橋店　4階　補聴器売場

273-8567273-8567 船橋市本町7-1-1船橋市本町7-1-1 047-425-2211047-425-2211
ながい　しん

いちろう

7373 9-17429-1742 米川　巡米川　巡
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン

273-8567273-8567
船橋市本町7-1-1 船橋市本町7-1-1 
東武百貨店船橋店5F東武百貨店船橋店5F

047-425-2032047-425-2032
よねかわ　め

ぐる

7474 10-195010-1950 宮澤　文弘宮澤　文弘
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン

273-8567273-8567
船橋市本町7-1-1 船橋市本町7-1-1 
東武百貨店船橋店5F東武百貨店船橋店5F

047-425-2032047-425-2032
みやざわ　ふ

みひろ

7575 15-253515-2535 長谷　和生長谷　和生
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン東武百貨店船橋店　5階メガネ・補聴器サロン

273-8567273-8567
船橋市本町7-1-1 船橋市本町7-1-1 
東武百貨店船橋店5F東武百貨店船橋店5F

047-425-2032047-425-2032 はせ　かずお

7676 29-630929-6309 後藤　弘晃後藤　弘晃 （株）メガネトップ　眼鏡市場　船橋習志野台店（株）メガネトップ　眼鏡市場　船橋習志野台店 274-0063274-0063 船橋市習志野台2-61-7船橋市習志野台2-61-7 047-490-2038047-490-2038
ごとう　ひろ

あき

7777 22-416422-4164 神山　和彦神山　和彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン高根木戸店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン高根木戸店 274-0063274-0063
船橋市習志野台1-1-5 船橋市習志野台1-1-5 
イオン高根木戸店3Fイオン高根木戸店3F

047-467-5639047-467-5639
かみやま　か

ずひこ

7878 27-593027-5930 新村　奈美新村　奈美 （株）テスティー　補聴器専門店　ウェルケア（株）テスティー　補聴器専門店　ウェルケア 274-0824274-0824
船橋市前原東1-5-1 船橋市前原東1-5-1 
嘉成ビル2階嘉成ビル2階

047-470-0325047-470-0325
にいむら　な

み

7979 26-554826-5548 磯山　絵美磯山　絵美 （株）ドン　エンジェル補聴器　八千代店（株）ドン　エンジェル補聴器　八千代店 276-0028276-0028 八千代市村上3102-1八千代市村上3102-1 047-481-1133047-481-1133
いそやま　え

み

8080 17-285517-2855 山﨑　和巳山﨑　和巳 （株）キクチメガネ　フルルガーデン八千代店（株）キクチメガネ　フルルガーデン八千代店 276-0029276-0029
八千代市村上南1丁目4-1 八千代市村上南1丁目4-1 
フルルガーデン八千代2Fフルルガーデン八千代2F

047-405-1123047-405-1123
やまざき　か

ずみ

千葉県千葉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8181 25-521825-5218 宮良　秀宮良　秀
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　八千代台ユアエルム店アイメガネ　八千代台ユアエルム店

276-0032276-0032
八千代市八千代台東1-1-10 八千代市八千代台東1-1-10 
ユアエルム3Fユアエルム3F

047-485-0001047-485-0001
みやら　しげ

る

8282 28-607128-6071 金子　貴志金子　貴志
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　八千代台ユアエルム店アイメガネ　八千代台ユアエルム店

276-0032276-0032
八千代市八千代台東1-1-10 八千代市八千代台東1-1-10 
ユアエルム3Fユアエルム3F

047-485-0001047-485-0001
かねこ　たか

し

8383 29-638029-6380 久古　裕康久古　裕康
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　八千代台ユアエルム店アイメガネ　八千代台ユアエルム店

276-0032276-0032
八千代市八千代台東1-1-10 八千代市八千代台東1-1-10 
ユアエルム3Fユアエルム3F

047-485-0001047-485-0001
きゅうこ　ひ

ろやす

8484 22-425622-4256 室田　裕昭室田　裕昭 愛眼（株）　メガネの愛眼 八千代緑が丘店愛眼（株）　メガネの愛眼 八千代緑が丘店 276-0049276-0049
八千代市緑が丘2丁目1番3号 八千代市緑が丘2丁目1番3号 
イオンモール八千代緑が丘3階イオンモール八千代緑が丘3階

047-458-5426047-458-5426
むろた　ひろ

あき

8585 25-516625-5166 沼崎　健沼崎　健 （株）清水メガネ　シミズメガネ本店（株）清水メガネ　シミズメガネ本店 277-0005277-0005
柏市柏2-8-20 柏市柏2-8-20 
シミズビル1Fシミズビル1F

04-7167-294104-7167-2941
ぬまざき　け

ん

8686 21-374921-3749 岡本　淳志岡本　淳志 （株）待山商事　柏補聴器センター（株）待山商事　柏補聴器センター 277-0005277-0005
柏市柏1-1-7 柏市柏1-1-7 
池松ビル1F池松ビル1F

04-7167-413304-7167-4133
おかもと　あ

つし

8787 26-531626-5316 水野　朱美水野　朱美 （株）待山商事　柏補聴器センター（株）待山商事　柏補聴器センター 277-0005277-0005
柏市柏1-1-7 柏市柏1-1-7 
池松ビル1F池松ビル1F

04-7167-413304-7167-4133
みずの　あけ

み

8888 26-532426-5324 倉持　綾子倉持　綾子 （株）待山商事　柏補聴器センター（株）待山商事　柏補聴器センター 277-0005277-0005
柏市柏1-1-7 柏市柏1-1-7 
池松ビル1F池松ビル1F

04-7167-413304-7167-4133
くらもち　あ

やこ

8989 23-448623-4486 沖本　明沖本　明 東日本リオン（株）　リオネットセンター柏店東日本リオン（株）　リオネットセンター柏店 277-0005277-0005
柏市柏2-3-1 柏市柏2-3-1 
オークプラザビル2Fオークプラザビル2F

04-7163-413304-7163-4133
おきもと　あ

きら

9090 29-631029-6310 江森　未来江森　未来 東日本リオン（株）　リオネットセンター柏店東日本リオン（株）　リオネットセンター柏店 277-0005277-0005
柏市柏2-3-1 柏市柏2-3-1 
オークプラザビル2Fオークプラザビル2F

04-7163-413304-7163-4133 えもり　みき

9191 29-635429-6354 下土居　将下土居　将
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　柏本店パリミキ　柏本店

277-0021277-0021
柏市中央町2-1 柏市中央町2-1 
柏センタービル1階柏センタービル1階

04-7163-821204-7163-8212
しもどい　す

すむ

9292 28-622628-6226 荒井　順子荒井　順子 あらい耳鼻咽喉科クリニックあらい耳鼻咽喉科クリニック 277-0033277-0033 柏市増尾1-1-1柏市増尾1-1-1 04-7173-878704-7173-8787
あらい　じゅ

んこ

9393 25-503025-5030 成田　千香子成田　千香子 （株）金鳳堂　柏髙島屋店（株）金鳳堂　柏髙島屋店 277-0842277-0842
柏市末広町3-16 柏市末広町3-16 
柏髙島屋 本館 8階柏髙島屋 本館 8階

04-7144-827804-7144-8278
なりた　ちか

こ

9494 19-315619-3156 髙橋　旭髙橋　旭 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
たかはし　あ

きら

9595 25-520025-5200 浜岡　明男浜岡　明男 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
はまおか　あ

きお

9696 26-547626-5476 倉田　大輔倉田　大輔 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
くらた　だい

すけ

9797 26-560026-5600 三堂地　美佳三堂地　美佳 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
さんどうち　

みか

9898 27-599327-5993 吉玉　亮三吉玉　亮三 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
よしたま　

りょうぞう

9999 29-628529-6285 久下　健太郎久下　健太郎 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
くげ　けんた

ろう

100100 29-645329-6453 若林　一恵若林　一恵 マキチエ（株）　柏営業所マキチエ（株）　柏営業所 277-0842277-0842
柏市末広町5-21 柏市末広町5-21 
 グランドルチェ5　1階 グランドルチェ5　1階

04-7145-809604-7145-8096
わかばやし　

いちえ

101101 26-552226-5522 丸山　謙一丸山　謙一 （株）メガネマーケット　野田店（株）メガネマーケット　野田店 278-0037278-0037
野田市野田787-3 野田市野田787-3 
iプラザ1Fiプラザ1F

04-7123-141404-7123-1414
まるやま　け

んいち

102102 23-446623-4466 茂木　將弘茂木　將弘 （株）千代倉　本店（株）千代倉　本店 278-0037278-0037 野田市野田355-1野田市野田355-1 04-7124-316604-7124-3166
もぎ　まさひ

ろ

103103 21-389521-3895 岡本　充弘岡本　充弘
浦安ヒヤリングサポート合同会社　浦安ヒヤリングサポート合同会社　
浦安ヒヤリングサポート浦安ヒヤリングサポート

279-0003279-0003
浦安市海楽1-1-1 浦安市海楽1-1-1 
福田邸1号室福田邸1号室

047-329-2802047-329-2802
おかもと　あ

つひろ

104104 25-527825-5278 綱川　則明綱川　則明 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東金店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東金店 283-0067283-0067 東金市東上宿2丁目27-1東金市東上宿2丁目27-1 0475-50-63180475-50-6318
つなかわ　の

りあき

105105 20-357620-3576 今関　一男今関　一男 （株）太平堂（株）太平堂 283-0068283-0068 東金市東岩崎13-1東金市東岩崎13-1 0475-52-25440475-52-2544
いまぜき　か

ずお

106106 17-282017-2820 宍倉　哲郎宍倉　哲郎 （株）勉強堂　東金店（株）勉強堂　東金店 283-0068283-0068 東金市東岩崎2-26-9東金市東岩崎2-26-9 0475-55-57810475-55-5781
ししくら　て

つろう

107107 28-623328-6233 佐々木　岳幹佐々木　岳幹 （株）勉強堂　東金店（株）勉強堂　東金店 283-0068283-0068 東金市東岩崎2-26-9東金市東岩崎2-26-9 0475-55-57810475-55-5781
ささき　たけ

み

108108 19-313719-3137 石滝　陽一郎石滝　陽一郎 （株）富士メガネ　四街道店（株）富士メガネ　四街道店 284-0009284-0009
四街道市中央5番地 四街道市中央5番地 
イトーヨーカドー2Fイトーヨーカドー2F

043-421-4101043-421-4101
いしたき　よ

ういちろう

109109 29-631129-6311 龍野　大介龍野　大介 （株）富士メガネ　四街道店（株）富士メガネ　四街道店 284-0009284-0009
四街道市中央5番地 四街道市中央5番地 
イトーヨーカドー2Fイトーヨーカドー2F

043-421-4101043-421-4101
りゅうの　だ

いすけ

110110 22-431322-4313 竹本　妙恵竹本　妙恵 補聴器センターきこえ補聴器センターきこえ 285-0837285-0837 佐倉市王子台3-15-15佐倉市王子台3-15-15 043-489-3031043-489-3031
たけもと　み

よえ

111111 26-539826-5398 古座　みち子古座　みち子 東邦大学医療センター　佐倉病院東邦大学医療センター　佐倉病院 285-8741285-8741 佐倉市下志津564-1 佐倉市下志津564-1 043-462-8811043-462-8811 こざ　みちこ

112112 23-442523-4425 川島　憲一川島　憲一 （株）勉強堂　イオン成田店（株）勉強堂　イオン成田店 286-0021286-0021
成田市ウィング土屋24番地 成田市ウィング土屋24番地 
イオンモール成田2Fイオンモール成田2F

0476-23-82460476-23-8246
かわしま　け

んいち

113113 24-474124-4741 宮田　純宮田　純 （株）リオネットセンター千葉　成田店（株）リオネットセンター千葉　成田店 286-0048286-0048 成田市公津の杜1-13-17成田市公津の杜1-13-17 0476-20-66330476-20-6633
みやた　じゅ

ん

114114 29-656829-6568 実原　博実原　博 （株）メガネの和光（株）メガネの和光 288-0041288-0041 銚子市中央町17-7銚子市中央町17-7 0479-25-26140479-25-2614
じつはら　ひ

ろし

115115 24-493524-4935 貴志　勝俊貴志　勝俊 （有）エレガンス天昭堂（有）エレガンス天昭堂 288-0047288-0047 銚子市若宮町3-5銚子市若宮町3-5 0479-22-27890479-22-2789
きし　かつと

し

116116 28-615828-6158 溝口　大知溝口　大知 （株）ミゾグチ　銚子補聴器　みぞぐち（株）ミゾグチ　銚子補聴器　みぞぐち 288-0056288-0056
銚子市新生町2-2-21 銚子市新生町2-2-21 
向後ビル 西側向後ビル 西側

0479-27-91270479-27-9127
みぞぐち　だ

いち

117117 23-456323-4563 鈴木　剛寿鈴木　剛寿 ベル・スズキベル・スズキ 289-1345289-1345 山武市津辺112-1山武市津辺112-1 0475-82-26300475-82-2630
すずき　たけ

ひさ

118118 22-435922-4359 藤城　吉史藤城　吉史 メガネのマルマンメガネのマルマン 289-1732289-1732 山武郡横芝光町横芝1368-6山武郡横芝光町横芝1368-6 0479-82-06820479-82-0682
ふじしろ　よ

しふみ

119119 14-240514-2405 大川　倫郎大川　倫郎 （有）玉文堂　東総補聴器センター（有）玉文堂　東総補聴器センター 289-2144289-2144 匝瑳市八日市場イ-715-3匝瑳市八日市場イ-715-3 0479-72-01290479-72-0129
おおかわ　つ

ねお

120120 27-599927-5999 大川　豪大川　豪 （有）玉文堂　東総補聴器センター（有）玉文堂　東総補聴器センター 289-2144289-2144 匝瑳市八日市場イ-715-3匝瑳市八日市場イ-715-3 0479-72-01290479-72-0129
おおかわ　ご

う



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

千葉県千葉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

121121 27-588427-5884 坂本　典行坂本　典行 （株）メガネトップ　眼鏡市場　ニトリ旭店（株）メガネトップ　眼鏡市場　ニトリ旭店 289-2504289-2504 旭市ニ字鎌田100番地旭市ニ字鎌田100番地 0479-62-48780479-62-4878
さかもと　の

りゆき

122122 10-191810-1918 宇野　正彦宇野　正彦 （有）共文堂　共文堂補聴器相談室（有）共文堂　共文堂補聴器相談室 289-2516289-2516 旭市ロ-915旭市ロ-915 0479-64-11460479-64-1146
うの　まさひ

こ

123123 21-376821-3768 伊東　剛志伊東　剛志 メガネのいとうメガネのいとう 289-2516289-2516 旭市ロ677旭市ロ677 0479-62-31390479-62-3139
いとう　つよ

し

124124 27-584327-5843 林　幸生林　幸生
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　千葉 1stパリミキ　千葉 1st

290-0056290-0056 市原市五井高場5613-1市原市五井高場5613-1 0438-24-21800438-24-2180
はやし　ゆき

お

125125 23-448023-4480 西村　陽介西村　陽介
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ユニモちはら台店パリミキ　ユニモちはら台店

290-0194290-0194
市原市ちはら台西3-4 市原市ちはら台西3-4 
ユニモちはら台2階ユニモちはら台2階

0436-76-02380436-76-0238
にしむら　よ

うすけ

126126 24-471924-4719 中山　めぐみ中山　めぐみ 光和眼鏡光和眼鏡 290-0255290-0255 市原市光風台4-1152-12市原市光風台4-1152-12 0436-36-09600436-36-0960
なかやま　め

ぐみ

127127 17-285717-2857 金井　桂子金井　桂子
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
木更津倉庫店木更津倉庫店

292-0007292-0007 木更津市瓜倉823木更津市瓜倉823 0438-41-70000438-41-7000
かない　けい

こ

128128 21-398421-3984 小林　裕治小林　裕治 （株）ミミベルジャパン　ミミベル補聴器サロン（株）ミミベルジャパン　ミミベル補聴器サロン 292-0805292-0805
木更津市大和2-12-13 木更津市大和2-12-13 
八千代ビル　1F八千代ビル　1F

0438-72-41330438-72-4133
こばやし　ゆ

うじ

129129 16-269216-2692 磯野　信行磯野　信行 （株）関東テクナ　木更津補聴器センター（株）関東テクナ　木更津補聴器センター 292-0805292-0805
木更津市大和1-9-7 木更津市大和1-9-7 
魁ビル1F魁ビル1F

0438-22-41330438-22-4133
いその　のぶ

ゆき

130130 12-220412-2204 平野　伸夫平野　伸夫 （株）勉強堂　イオンモール木更津店（株）勉強堂　イオンモール木更津店 292-0835292-0835
木更津市築地1-4　 木更津市築地1-4　 
イオンモール木更津　1階イオンモール木更津　1階

0438-42-18410438-42-1841
ひらの　のぶ

お

131131 23-469223-4692 秋田　美由紀秋田　美由紀 君津中央病院君津中央病院 292-8535292-8535 木更津市桜井1010木更津市桜井1010 0438-36-10710438-36-1071
あきた　みゆ

き

132132 14-241914-2419 和田　秀清和田　秀清 千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店 294-0018294-0018 館山市国分262-1館山市国分262-1 0470-28-41330470-28-4133
わだ　ひでき

よ

133133 29-652229-6522 小池　直裕小池　直裕 千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店 294-0018294-0018 館山市国分262-1館山市国分262-1 0470-28-41330470-28-4133
こいけ　なお

ひろ

134134 20-328320-3283 坂本　憲司坂本　憲司 （株）関東補聴器　館山店（株）関東補聴器　館山店 294-0045294-0045 館山市北条2228-1館山市北条2228-1 0470-24-23200470-24-2320
さかもと　け

んじ

135135 6-15316-1531 永井　繁雄永井　繁雄 （有）永井時計店　館山補聴器センター（有）永井時計店　館山補聴器センター 294-0045294-0045 館山市北条1631館山市北条1631 0470-22-33530470-22-3353
ながい　しげ

お

136136 17-281617-2816 安川　和男安川　和男 (有 )安川時計店　メガネ、補聴器のヤスカワ(有 )安川時計店　メガネ、補聴器のヤスカワ 297-0021297-0021
茂原市高師町1-3-4 茂原市高師町1-3-4 
古山ビル1F古山ビル1F

0475-25-00190475-25-0019
やすかわ　か

ずお

137137 25-519125-5191 高橋　英一高橋　英一 （株）勉強堂　茂原店（株）勉強堂　茂原店 297-0023297-0023
茂原市千代田町1-5 茂原市千代田町1-5 
明陽ビル1F明陽ビル1F

0475-25-43000475-25-4300
たかはし　え

いいち

138138 22-417422-4174 手塚　正剛手塚　正剛
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　茂原バイパス店パリミキ　茂原バイパス店

297-0074297-0074 茂原市小林2034-4茂原市小林2034-4 0475-25-74880475-25-7488
てづか　まさ

たけ

139139 16-257316-2573 鈴木　進鈴木　進 タカハシタカハシ 298-0123298-0123 いすみ市苅谷242いすみ市苅谷242 0470-86-20560470-86-2056
すずき　すす

む

140140 16-257416-2574 鈴木　真理鈴木　真理 タカハシタカハシ 298-0123298-0123 いすみ市苅谷242いすみ市苅谷242 0470-86-20560470-86-2056 すずき　まり

141141 26-546226-5462 里中　浩一里中　浩一
（株）タニ　オプティクス　（株）タニ　オプティクス　
メガネのタニ　姉崎店メガネのタニ　姉崎店

299-0111299-0111
市原市姉崎鐙田645-1 市原市姉崎鐙田645-1 
イトーヨーカドー姉崎店2Fイトーヨーカドー姉崎店2F

0436-62-03320436-62-0332
さとなか　こ

ういち

142142 27-588827-5888 塩見　寿生塩見　寿生 太田薬品（株）太田薬品（株） 299-1154299-1154 君津市南久保2-4-19君津市南久保2-4-19 0439-54-18110439-54-1811
しおみ　ひさ

お

143143 15-245015-2450 宮田　清一宮田　清一
みやた　せい

いち

144144 18-303118-3031 荒井　忠信荒井　忠信
あらい　ただ

のぶ

145145 21-374421-3744 郡司　昌平郡司　昌平
ぐんじ　しょ

うへい

146146 26-549826-5498 井上　綾乃井上　綾乃
いのうえ　あ

やの

147147 27-571927-5719 石井　弓子石井　弓子
いしい　ゆみ

こ

148148 27-596927-5969 桜井　崇宏桜井　崇宏
さくらい　た

かひろ

149149 27-599727-5997 山口　勇太郎山口　勇太郎
やまぐち　ゆ

うたろう

150150 28-606428-6064 阿部　いずみ阿部　いずみ あべ　いずみ


