
※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。

静岡県静岡県
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 25-516425-5164 岡本　直也岡本　直也
おかもと　な

おや

愛知県愛知県
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 19-325919-3259 松井　国裕松井　国裕
（株）メガネ流通センター　（株）メガネ流通センター　
メガワールド豊橋本店メガワールド豊橋本店

440-0037440-0037 豊橋市平川町3-1豊橋市平川町3-1 0532-66-57770532-66-5777
まつい　くに

ひろ

22 17-284817-2848 三浦　太郎三浦　太郎 （株）キクチメガネ　豊橋カルミア店（株）キクチメガネ　豊橋カルミア店 440-0075440-0075
豊橋市花田町西宿無番地 豊橋市花田町西宿無番地 
カルミア3階カルミア3階

0532-55-57850532-55-5785
みうら　たろ

う

33 9-17799-1779 茂木　千速茂木　千速
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　豊橋店ナショナル補聴器センター　豊橋店

440-0075440-0075 豊橋市花田町石塚55-4豊橋市花田町石塚55-4 0532-55-06680532-55-0668
むらまつ　

きょうこ

44 20-346020-3460 村松　京子村松　京子
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　豊橋店ナショナル補聴器センター　豊橋店

440-0075440-0075 豊橋市花田町石塚55-4豊橋市花田町石塚55-4 0532-55-06680532-55-0668 もぎ　ちはや

55 22-427622-4276 花村　康晴花村　康晴 （株）キクチメガネ　アピタ向山店（株）キクチメガネ　アピタ向山店 440-0864440-0864
豊橋市向山町字中畑1番地の1 豊橋市向山町字中畑1番地の1 
アピタ向山1Fアピタ向山1F

0532-55-57830532-55-5783
はなむら　や

すはる

66 14-235314-2353 田中　康晴田中　康晴 （株）中部ヒヤリング　（株）中部ヒヤリング　 440-0882440-0882 豊橋市神明町83豊橋市神明町83 0532-53-76930532-53-7693
たなか　　や

すはる

77 27-593227-5932 秋山　洋平秋山　洋平 東海リオン（株）　リオネットセンター豊橋東海リオン（株）　リオネットセンター豊橋 440-0888440-0888
豊橋市駅前大通2-54-2 豊橋市駅前大通2-54-2 
山川ビル1F山川ビル1F

0532-39-62830532-39-6283
あきやま　よ

うへい

88 10-187610-1876 飯塚　秀依飯塚　秀依 豊橋補聴器センター豊橋補聴器センター 440-0893440-0893 豊橋市札木町110豊橋市札木町110 0532-52-84780532-52-8478
いいづか　ひ

でよ

99 24-471624-4716 住田　学住田　学 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン豊橋南店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン豊橋南店 440-8124440-8124
豊橋市野依町落合1-12 豊橋市野依町落合1-12 
イオン豊橋南店2Fイオン豊橋南店2F

0532-29-32300532-29-3230
すみだ　まな

ぶ

1010 24-477424-4774 内藤　秀武内藤　秀武 ナイトウナイトウ 441-1371441-1371 新城市城北2-3-12新城市城北2-3-12 0536-22-04360536-22-0436
ないとう　ひ

でたけ

1111 24-471424-4714 太田　由香太田　由香 ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊橋店 441-8013441-8013
豊橋市花田1番町177 豊橋市花田1番町177 
林ビル1F林ビル1F

0532-31-67390532-31-6739 おおた　ゆか

1212 29-633629-6336 川上　歌奈子川上　歌奈子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊橋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊橋店 441-8013441-8013
豊橋市花田1番町177 豊橋市花田1番町177 
林ビル1F林ビル1F

0532-31-67390532-31-6739
かわかみ　か

なこ

1313 20-338020-3380 杉山　孝文杉山　孝文
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊橋店理研産業補聴器センター　豊橋店

441-8023441-8023 豊橋市八通町23番地豊橋市八通町23番地 0532-34-00110532-34-0011
すぎやま　た

かふみ

1414 26-537526-5375 金子　秀平金子　秀平
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊橋店理研産業補聴器センター　豊橋店

441-8023441-8023 豊橋市八通町23番地豊橋市八通町23番地 0532-34-00110532-34-0011
かねこ　しゅ

うへい

1515 28-620728-6207 保住　拓彦保住　拓彦 新日本補聴器（株）　豊川店新日本補聴器（株）　豊川店 442-0051442-0051 豊川市中央通4-61豊川市中央通4-61 0533-89-10330533-89-1033
ほずみ　たく

ひこ

1616 20-361520-3615 榊原　俊榊原　俊
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊川諏訪店理研産業補聴器センター　豊川諏訪店

442-0068442-0068 豊川市諏訪三丁目169番地豊川市諏訪三丁目169番地 0533-83-18510533-83-1851
さかきばら　

しゅん

1717 16-260416-2604 萩本　秀明萩本　秀明 （株）中部ヒヤリング　豊川店（株）中部ヒヤリング　豊川店 442-0888442-0888
豊川市千歳通1丁目40番地 豊川市千歳通1丁目40番地 
豊鉄タクシー豊川ビル1階B号豊鉄タクシー豊川ビル1階B号

0533-83-55380533-83-5538
はぎもと　ひ

であき

1818 23-446823-4468 夏目　哲夫夏目　哲夫 （株）キクチメガネ　豊川代田橋店（株）キクチメガネ　豊川代田橋店 442-0889442-0889 豊川市南大通6-1豊川市南大通6-1 0533-84-32590533-84-3259
なつめ　てつ

お

1919 24-474724-4747 大野　順子大野　順子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲郡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲郡店 443-0056443-0056
蒲郡市神明町1-2 蒲郡市神明町1-2 
安藤ビル1F安藤ビル1F

0533-66-63000533-66-6300
おおの　じゅ

んこ

2020 5-13475-1347 天野　賢一天野　賢一 （株）市川メガネ　岡崎ヒヤリング（株）市川メガネ　岡崎ヒヤリング 444-0038444-0038 岡崎市伝馬通2-30岡崎市伝馬通2-30 0564-22-14850564-22-1485
あまの　けん

いち

2121 24-474424-4744 木村　友哉木村　友哉 （株）市川メガネ　岡崎ヒヤリング（株）市川メガネ　岡崎ヒヤリング 444-0038444-0038 岡崎市伝馬通2-30岡崎市伝馬通2-30 0564-22-14850564-22-1485
きむら　とも

や

2222 11-213611-2136 東野　敬東野　敬
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　岡崎店理研産業補聴器センター　岡崎店

444-0051444-0051 岡崎市本町通二丁目10岡崎市本町通二丁目10 0564-24-67470564-24-6747
ひがしの　た

かし

2323 21-382821-3828 深見　知世深見　知世
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　岡崎店理研産業補聴器センター　岡崎店

444-0051444-0051 岡崎市本町通二丁目10岡崎市本町通二丁目10 0564-24-67470564-24-6747
ふかみ　とも

よ

2424 11-217211-2172 森岡　智己森岡　智己 （株）アポロメディク　アポロ補聴器　岡崎店（株）アポロメディク　アポロ補聴器　岡崎店 444-0241444-0241 岡崎市赤渋町字寺前13-1岡崎市赤渋町字寺前13-1 0564-59-37970564-59-3797
もりおか　と

もみ

2525 16-260116-2601 加藤　ひとみ加藤　ひとみ （株）アポロメディク　アポロ補聴器　岡崎店（株）アポロメディク　アポロ補聴器　岡崎店 444-0241444-0241 岡崎市赤渋町字寺前13-1岡崎市赤渋町字寺前13-1 0564-59-37970564-59-3797
かとう　ひと

み

2626 19-321719-3217 大岡　孝嘉大岡　孝嘉 （株）キクチメガネ　ウイングタウン岡崎店（株）キクチメガネ　ウイングタウン岡崎店 444-0814444-0814
岡崎市羽根町小豆坂3番地 岡崎市羽根町小豆坂3番地 
ウィングタウン1Fウィングタウン1F

0564-73-05550564-73-0555
おおおか　た

かよし

2727 26-538326-5383 田中　茂田中　茂
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　岡崎店パリミキ　岡崎店

444-0831444-0831 岡崎市羽根北町3丁目1-10岡崎市羽根北町3丁目1-10 0564-54-37330564-54-3733
たなか　しげ

る

2828 18-288218-2882 伊藤　豪將伊藤　豪將 （株）キクチメガネ　イオンモール岡崎店（株）キクチメガネ　イオンモール岡崎店 444-0840444-0840
岡崎市戸崎町字外山38-5 岡崎市戸崎町字外山38-5 
イオンモール岡崎3Fイオンモール岡崎3F

0564-54-20810564-54-2081
いとう　たけ

まさ

2929 19-321919-3219 水野　順章水野　順章 （株）キクチメガネ　イオンモール岡崎店（株）キクチメガネ　イオンモール岡崎店 444-0840444-0840
岡崎市戸崎町字外山38-5 岡崎市戸崎町字外山38-5 
イオンモール岡崎3Fイオンモール岡崎3F

0564-54-20810564-54-2081
みずの　のぶ

あき

3030 22-429722-4297 深谷　敏史深谷　敏史 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン岡崎南店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン岡崎南店 444-0840444-0840
岡崎市戸崎町字バラ山1-1 岡崎市戸崎町字バラ山1-1 
イオン岡崎南店3Fイオン岡崎南店3F

0564-57-23550564-57-2355
ふかや　とし

ふみ

3131 18-291918-2919 天野　慎介天野　慎介 （株）AHA　あいち補聴器センター（株）AHA　あいち補聴器センター 444-0862444-0862 岡崎市吹矢町69岡崎市吹矢町69 0564-24-47330564-24-4733
あまの　しん

すけ

3232 27-567527-5675 近藤　若奈近藤　若奈 （株）AHA　あいち補聴器センター（株）AHA　あいち補聴器センター 444-0862444-0862 岡崎市吹矢町69岡崎市吹矢町69 0564-24-47330564-24-4733
こんどう　わ

かな

3333 16-264716-2647 杉谷　幾杉谷　幾 ブルームヒアリング（株）　ブルーム岡崎店ブルームヒアリング（株）　ブルーム岡崎店 444-0867444-0867
岡崎市明大寺町字西郷中35 岡崎市明大寺町字西郷中35 
東岡崎藤江ビル1F東岡崎藤江ビル1F

0564-59-41400564-59-4140
すぎたに　ち

かし

3434 24-481724-4817 田中　基文田中　基文 愛眼（株）　メガネの愛眼　岡崎大西店愛眼（株）　メガネの愛眼　岡崎大西店 444-0871444-0871 岡崎市大西3-9-2岡崎市大西3-9-2 0564-25-60100564-25-6010
たなか　　も

とふみ

3535 29-626429-6264 上橋　和典上橋　和典
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　岡崎北店パリミキ　岡崎北店

444-2117444-2117 岡崎市百々西町13-10岡崎市百々西町13-10 0564-25-23550564-25-2355
かんばし　か

ずのり

3636 25-503625-5036 青木　章青木　章 三村医院三村医院 445-0851445-0851 西尾市住吉町3丁目12西尾市住吉町3丁目12 0563-56-02200563-56-0220
あおき　あき

ら

3737 17-276817-2768 宇佐見　祐司宇佐見　祐司 （株）キクチメガネ　西尾永吉店（株）キクチメガネ　西尾永吉店 445-0870445-0870 西尾市永吉4-60西尾市永吉4-60 0563-54-78780563-54-7878
うさみ　ゆう

じ

3838 27-596427-5964 原　克治原　克治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　安城店パリミキ　安城店

446-0042446-0042 安城市大山町1丁目6番地6安城市大山町1丁目6番地6 0566-77-07900566-77-0790 はら　かつじ

3939 17-279217-2792 北川　裕子北川　裕子 （株）キクチメガネ　安城城南店（株）キクチメガネ　安城城南店 446-0043446-0043 安城市城南町2-6-1安城市城南町2-6-1 0566-75-50720566-75-5072
きたがわ　ゆ

うこ

4040 23-447023-4470 戸田　大介戸田　大介 （株）キクチメガネ　安城城南店（株）キクチメガネ　安城城南店 446-0043446-0043 安城市城南町2-6-1安城市城南町2-6-1 0566-75-50720566-75-5072
とだ　だいす

け



※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。

愛知県愛知県
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 10-185810-1858 森川　正教森川　正教 メガネのヤガミ　安城ふかま店メガネのヤガミ　安城ふかま店 446-0052446-0052
安城市福釜町矢場16-5 安城市福釜町矢場16-5 
ピアゴ福釜店1Fピアゴ福釜店1F

0566-76-57770566-76-5777
もりかわ　ま

さのり

4242 16-263116-2631 安藤　烈安藤　烈
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
あんどう　つ

よし

4343 21-388621-3886 北村　さゆり北村　さゆり
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
きたむら　さ

ゆり

4444 28-616228-6162 吉田　望吉田　望
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
よしだ　のぞ

み

4545 29-637229-6372 後藤　明由子後藤　明由子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
ごとう　あゆ

こ

4646 20-361920-3619 武田　英二武田　英二
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　碧南中央店理研産業補聴器センター　碧南中央店

447-0877447-0877 碧南市栄町4-12碧南市栄町4-12 0566-41-43210566-41-4321
たけだ　えい

じ

4747 25-502725-5027 中本　麗中本　麗
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　碧南中央店理研産業補聴器センター　碧南中央店

447-0877447-0877 碧南市栄町4-12碧南市栄町4-12 0566-41-43210566-41-4321
なかもと　れ

い

4848 22-420022-4200 久米　雄二久米　雄二 （株）キクチメガネ　刈谷西店（株）キクチメガネ　刈谷西店 448-0049448-0049 刈谷市中手町2-501刈谷市中手町2-501 0566-25-22050566-25-2205 くめ　ゆうじ

4949 19-322519-3225 山下　英樹山下　英樹 （株）キクチメガネ　アピタ刈谷店（株）キクチメガネ　アピタ刈谷店 448-0841448-0841
刈谷市南桜町2-56-1 刈谷市南桜町2-56-1 
アピタ刈谷1Fアピタ刈谷1F

0566-23-80830566-23-8083
やました　ひ

でき

5050 22-418722-4187 近藤　高大近藤　高大 （株）キクチメガネ　アピタ刈谷店（株）キクチメガネ　アピタ刈谷店 448-0841448-0841
刈谷市南桜町2-56-1 刈谷市南桜町2-56-1 
アピタ刈谷1Fアピタ刈谷1F

0566-23-80830566-23-8083
こんどう　た

かひろ

5151 17-272417-2724 久野　高徳久野　高徳 （有）メガネの久野　刈谷補聴器センター（有）メガネの久野　刈谷補聴器センター 448-0844448-0844 刈谷市広小路5-1-5刈谷市広小路5-1-5 0566-21-33350566-21-3335
くの　たかの

り

5252 12-222912-2229 宇佐美　友秀宇佐美　友秀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店 450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅2-45-10 名古屋市中村区名駅2-45-10 
川島ビル1F川島ビル1F

052-587-7633052-587-7633
うさみ　とも

ひで

5353 16-256916-2569 奥山　光洋奥山　光洋 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店 450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅2-45-10 名古屋市中村区名駅2-45-10 
川島ビル1F川島ビル1F

052-587-7633052-587-7633
おくやま　み

つひろ

5454 16-263016-2630 石田　泰士石田　泰士 めいほう睡眠めまいクリニックめいほう睡眠めまいクリニック 450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目6-23 名古屋市中村区名駅4丁目6-23 
第3堀内ビル11階第3堀内ビル11階

052-571-7781052-571-7781
いしだ　やす

し

5555 18-295118-2951 坂田　吉久坂田　吉久
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店

450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 
第3堀内ビル4階第3堀内ビル4階

052-581-3456052-581-3456
さかた　よし

ひさ

5656 26-551526-5515 牧野　貢汰牧野　貢汰
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店

450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 
第3堀内ビル4階第3堀内ビル4階

052-581-3456052-581-3456
まきの　こう

た

5757 20-358020-3580 佐藤　清隆佐藤　清隆
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
ジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロンジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロン

450-6010450-6010
名古屋市中村区名駅1-1-4 名古屋市中村区名駅1-1-4 
ジジェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部ェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部

052-566-3853052-566-3853
さとう　きよ

たか

5858 28-602528-6025 吉田　義明吉田　義明
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
ジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロンジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロン

450-6010450-6010
名古屋市中村区名駅1-1-4 名古屋市中村区名駅1-1-4 
ジジェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部ェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部

052-566-3853052-566-3853
よしだ　よし

あき

5959 10-188310-1883 川村　富士夫川村　富士夫
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
名鉄百貨店メガネサロン名鉄百貨店メガネサロン

450-8505450-8505
名古屋市中村区名駅1-2-1 名古屋市中村区名駅1-2-1 

（株）名鉄百貨店8階（株）名鉄百貨店8階
052-585-2529052-585-2529

かわむら　ふ

じお

6060 21-368721-3687 丸山　修丸山　修
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
名鉄百貨店メガネサロン名鉄百貨店メガネサロン

450-8505450-8505
名古屋市中村区名駅1-2-1 名古屋市中村区名駅1-2-1 

（株）名鉄百貨店8階（株）名鉄百貨店8階
052-585-2529052-585-2529

まるやま　お

さむ

6161 6-14706-1470 伊藤　道夫伊藤　道夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浄心店理研産業補聴器センター　浄心店

451-0025451-0025 名古屋市西区上名古屋2-5-5名古屋市西区上名古屋2-5-5 052-531-5623052-531-5623
いとう　みち

お

6262 27-580827-5808 港　晃樹港　晃樹
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浄心店理研産業補聴器センター　浄心店

451-0025451-0025 名古屋市西区上名古屋2-5-5名古屋市西区上名古屋2-5-5 052-531-5623052-531-5623
みなと　こう

き

6363 20-334420-3344 桑原　匠生桑原　匠生 シバントス（株）　名古屋営業所シバントス（株）　名古屋営業所 451-0031451-0031
名古屋市西区城西1-11-8 名古屋市西区城西1-11-8 
ARCビル2FARCビル2F

0800-222-41330800-222-4133
くわばら　

しょうお

6464 20-349920-3499 井上　和幸井上　和幸 シバントス（株）　名古屋営業所シバントス（株）　名古屋営業所 451-0031451-0031
名古屋市西区城西1-11-8 名古屋市西区城西1-11-8 
ARCビル2FARCビル2F

0800-222-41330800-222-4133
いのうえ　か

ずゆき

6565 29-630329-6303 酒井　昭典酒井　昭典 シバントス（株）　名古屋営業所シバントス（株）　名古屋営業所 451-0031451-0031
名古屋市西区城西1-11-8 名古屋市西区城西1-11-8 
ARCビル2FARCビル2F

0800-222-41330800-222-4133
さかい　あき

のり

6666 18-288918-2889 菊田　二郎菊田　二郎 （株）キクチメガネ　鳥見店（株）キクチメガネ　鳥見店 451-0071451-0071 名古屋市西区鳥見町1-37-2名古屋市西区鳥見町1-37-2 052-521-8045052-521-8045
きくた　じろ

う

6767 19-322719-3227 横山　知史横山　知史 （株）キクチメガネ　鳥見店（株）キクチメガネ　鳥見店 451-0071451-0071 名古屋市西区鳥見町1-37-2名古屋市西区鳥見町1-37-2 052-521-8045052-521-8045
よこやま　と

もちか

6868 21-386221-3862 木村　孝生木村　孝生
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　mozo ワンダーシティ店メガネの愛眼　mozo ワンダーシティ店

452-0817452-0817
名古屋市西区二方町40-452 名古屋市西区二方町40-452 
mozo ワンダーシティ4Fmozo ワンダーシティ4F

052-503-8125052-503-8125
きむら　たか

お

6969 16-258116-2581 星野　則彦星野　則彦 コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店 453-0016453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-12名古屋市中村区竹橋町5-12 052-451-6422052-451-6422
ほしの　のり

ひこ

7070 18-287818-2878 本多　康裕本多　康裕 コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店 453-0016453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-12名古屋市中村区竹橋町5-12 052-451-6422052-451-6422
ほんだ　やす

ひろ

7171 27-593127-5931 大平　達昌大平　達昌 コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店 453-0016453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-12名古屋市中村区竹橋町5-12 052-451-6422052-451-6422
おおひら　た

つのり

7272 25-522725-5227 臼井　泰久臼井　泰久
（株）リスニングアシスト　（株）リスニングアシスト　
補聴器専門店　ほちょうさん本店補聴器専門店　ほちょうさん本店

453-0047453-0047 名古屋市中村区元中村町3-8名古屋市中村区元中村町3-8 052-526-9333052-526-9333
うすい　やす

ひさ

7373 22-411322-4113 遠山　真遠山　真 愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店 453-0834453-0834 名古屋市中村区豊国通4-3名古屋市中村区豊国通4-3 052-461-1156052-461-1156
とおやま　ま

こと

7474 28-611928-6119 中島　章中島　章 愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店 453-0834453-0834 名古屋市中村区豊国通4-3名古屋市中村区豊国通4-3 052-461-1156052-461-1156
なかしま　あ

きら

7575 24-477324-4773 大河内　亮大河内　亮 愛眼（株）　メガネの愛眼　中川太平通店愛眼（株）　メガネの愛眼　中川太平通店 454-0838454-0838 名古屋市中川区太平通2-1名古屋市中川区太平通2-1 052-354-1301052-354-1301
おおこうち　

りょう

7676 14-234014-2340 杉山　ルミ子杉山　ルミ子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高畑店理研産業補聴器センター　高畑店

454-0911454-0911 名古屋市中川区高畑2-15名古屋市中川区高畑2-15 052-352-1721052-352-1721
すぎやま　る

みこ

7777 19-308619-3086 廣瀬　元彦廣瀬　元彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高畑店理研産業補聴器センター　高畑店

454-0911454-0911 名古屋市中川区高畑2-15名古屋市中川区高畑2-15 052-352-1721052-352-1721
ひろせ　もと

ひこ

7878 25-513725-5137 権田　祐一権田　祐一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高畑店理研産業補聴器センター　高畑店

454-0911454-0911 名古屋市中川区高畑2-15名古屋市中川区高畑2-15 052-352-1721052-352-1721
ごんだ　ゆう

いち

7979 23-447223-4472 林　紀貴林　紀貴 （株）キクチメガネ　アズパーク店（株）キクチメガネ　アズパーク店 454-0972454-0972
名古屋市中川区新家1丁目2421　 名古屋市中川区新家1丁目2421　 
アズパーク1Fアズパーク1F

052-446-7885052-446-7885
はやし　のり

たか

8080 23-468223-4682 菅　隆志菅　隆志 （株）タスクオプチカル　名古屋営業所（株）タスクオプチカル　名古屋営業所 456-0022456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-5-2F名古屋市熱田区横田1-1-5-2F 052-671-7882052-671-7882 すが　たかし



※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。

愛知県愛知県
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 10-185810-1858 森川　正教森川　正教 メガネのヤガミ　安城ふかま店メガネのヤガミ　安城ふかま店 446-0052446-0052
安城市福釜町矢場16-5 安城市福釜町矢場16-5 
ピアゴ福釜店1Fピアゴ福釜店1F

0566-76-57770566-76-5777
もりかわ　ま

さのり

4242 16-263116-2631 安藤　烈安藤　烈
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
あんどう　つ

よし

4343 21-388621-3886 北村　さゆり北村　さゆり
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
きたむら　さ

ゆり

4444 28-616228-6162 吉田　望吉田　望
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
よしだ　のぞ

み

4545 29-637229-6372 後藤　明由子後藤　明由子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　新安城店理研産業補聴器センター　新安城店

446-0071446-0071 安城市今池町2-1-26安城市今池町2-1-26 0566-98-09060566-98-0906
ごとう　あゆ

こ

4646 20-361920-3619 武田　英二武田　英二
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　碧南中央店理研産業補聴器センター　碧南中央店

447-0877447-0877 碧南市栄町4-12碧南市栄町4-12 0566-41-43210566-41-4321
たけだ　えい

じ

4747 25-502725-5027 中本　麗中本　麗
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　碧南中央店理研産業補聴器センター　碧南中央店

447-0877447-0877 碧南市栄町4-12碧南市栄町4-12 0566-41-43210566-41-4321
なかもと　れ

い

4848 22-420022-4200 久米　雄二久米　雄二 （株）キクチメガネ　刈谷西店（株）キクチメガネ　刈谷西店 448-0049448-0049 刈谷市中手町2-501刈谷市中手町2-501 0566-25-22050566-25-2205 くめ　ゆうじ

4949 19-322519-3225 山下　英樹山下　英樹 （株）キクチメガネ　アピタ刈谷店（株）キクチメガネ　アピタ刈谷店 448-0841448-0841
刈谷市南桜町2-56-1 刈谷市南桜町2-56-1 
アピタ刈谷1Fアピタ刈谷1F

0566-23-80830566-23-8083
やました　ひ

でき

5050 22-418722-4187 近藤　高大近藤　高大 （株）キクチメガネ　アピタ刈谷店（株）キクチメガネ　アピタ刈谷店 448-0841448-0841
刈谷市南桜町2-56-1 刈谷市南桜町2-56-1 
アピタ刈谷1Fアピタ刈谷1F

0566-23-80830566-23-8083
こんどう　た

かひろ

5151 17-272417-2724 久野　高徳久野　高徳 （有）メガネの久野　刈谷補聴器センター（有）メガネの久野　刈谷補聴器センター 448-0844448-0844 刈谷市広小路5-1-5刈谷市広小路5-1-5 0566-21-33350566-21-3335
くの　たかの

り

5252 12-222912-2229 宇佐美　友秀宇佐美　友秀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店 450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅2-45-10 名古屋市中村区名駅2-45-10 
川島ビル1F川島ビル1F

052-587-7633052-587-7633
うさみ　とも

ひで

5353 16-256916-2569 奥山　光洋奥山　光洋 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名駅店 450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅2-45-10 名古屋市中村区名駅2-45-10 
川島ビル1F川島ビル1F

052-587-7633052-587-7633
おくやま　み

つひろ

5454 16-263016-2630 石田　泰士石田　泰士 めいほう睡眠めまいクリニックめいほう睡眠めまいクリニック 450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目6-23 名古屋市中村区名駅4丁目6-23 
第3堀内ビル11階第3堀内ビル11階

052-571-7781052-571-7781
いしだ　やす

し

5555 18-295118-2951 坂田　吉久坂田　吉久
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店

450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 
第3堀内ビル4階第3堀内ビル4階

052-581-3456052-581-3456
さかた　よし

ひさ

5656 26-551526-5515 牧野　貢汰牧野　貢汰
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店理研産業補聴器センター　ナゴヤ駅前店

450-0002450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 名古屋市中村区名駅4丁目6-23　 
第3堀内ビル4階第3堀内ビル4階

052-581-3456052-581-3456
まきの　こう

た

5757 20-358020-3580 佐藤　清隆佐藤　清隆
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
ジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロンジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロン

450-6010450-6010
名古屋市中村区名駅1-1-4 名古屋市中村区名駅1-1-4 
ジジェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部ェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部

052-566-3853052-566-3853
さとう　きよ

たか

5858 28-602528-6025 吉田　義明吉田　義明
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
ジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロンジェイアール名古屋タカシマヤ　メガネサロン

450-6010450-6010
名古屋市中村区名駅1-1-4 名古屋市中村区名駅1-1-4 
ジジェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部ェイアール名古屋タカシマヤ10階補聴器サロン聴こえ倶楽部

052-566-3853052-566-3853
よしだ　よし

あき

5959 10-188310-1883 川村　富士夫川村　富士夫
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
名鉄百貨店メガネサロン名鉄百貨店メガネサロン

450-8505450-8505
名古屋市中村区名駅1-2-1 名古屋市中村区名駅1-2-1 

（株）名鉄百貨店8階（株）名鉄百貨店8階
052-585-2529052-585-2529

かわむら　ふ

じお

6060 21-368721-3687 丸山　修丸山　修
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
名鉄百貨店メガネサロン名鉄百貨店メガネサロン

450-8505450-8505
名古屋市中村区名駅1-2-1 名古屋市中村区名駅1-2-1 

（株）名鉄百貨店8階（株）名鉄百貨店8階
052-585-2529052-585-2529

まるやま　お

さむ

6161 6-14706-1470 伊藤　道夫伊藤　道夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浄心店理研産業補聴器センター　浄心店

451-0025451-0025 名古屋市西区上名古屋2-5-5名古屋市西区上名古屋2-5-5 052-531-5623052-531-5623
いとう　みち

お

6262 27-580827-5808 港　晃樹港　晃樹
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浄心店理研産業補聴器センター　浄心店

451-0025451-0025 名古屋市西区上名古屋2-5-5名古屋市西区上名古屋2-5-5 052-531-5623052-531-5623
みなと　こう

き

6363 20-334420-3344 桑原　匠生桑原　匠生 シバントス（株）　名古屋営業所シバントス（株）　名古屋営業所 451-0031451-0031
名古屋市西区城西1-11-8 名古屋市西区城西1-11-8 
ARCビル2FARCビル2F

0800-222-41330800-222-4133
くわばら　

しょうお

6464 20-349920-3499 井上　和幸井上　和幸 シバントス（株）　名古屋営業所シバントス（株）　名古屋営業所 451-0031451-0031
名古屋市西区城西1-11-8 名古屋市西区城西1-11-8 
ARCビル2FARCビル2F

0800-222-41330800-222-4133
いのうえ　か

ずゆき

6565 29-630329-6303 酒井　昭典酒井　昭典 シバントス（株）　名古屋営業所シバントス（株）　名古屋営業所 451-0031451-0031
名古屋市西区城西1-11-8 名古屋市西区城西1-11-8 
ARCビル2FARCビル2F

0800-222-41330800-222-4133
さかい　あき

のり

6666 18-288918-2889 菊田　二郎菊田　二郎 （株）キクチメガネ　鳥見店（株）キクチメガネ　鳥見店 451-0071451-0071 名古屋市西区鳥見町1-37-2名古屋市西区鳥見町1-37-2 052-521-8045052-521-8045
きくた　じろ

う

6767 19-322719-3227 横山　知史横山　知史 （株）キクチメガネ　鳥見店（株）キクチメガネ　鳥見店 451-0071451-0071 名古屋市西区鳥見町1-37-2名古屋市西区鳥見町1-37-2 052-521-8045052-521-8045
よこやま　と

もちか

6868 21-386221-3862 木村　孝生木村　孝生
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　mozo ワンダーシティ店メガネの愛眼　mozo ワンダーシティ店

452-0817452-0817
名古屋市西区二方町40-452 名古屋市西区二方町40-452 
mozo ワンダーシティ4Fmozo ワンダーシティ4F

052-503-8125052-503-8125
きむら　たか

お

6969 16-258116-2581 星野　則彦星野　則彦 コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店 453-0016453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-12名古屋市中村区竹橋町5-12 052-451-6422052-451-6422
ほしの　のり

ひこ

7070 18-287818-2878 本多　康裕本多　康裕 コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店 453-0016453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-12名古屋市中村区竹橋町5-12 052-451-6422052-451-6422
ほんだ　やす

ひろ

7171 27-593127-5931 大平　達昌大平　達昌 コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店コルチトーン補聴器（株）　名古屋支店 453-0016453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-12名古屋市中村区竹橋町5-12 052-451-6422052-451-6422
おおひら　た

つのり

7272 25-522725-5227 臼井　泰久臼井　泰久
（株）リスニングアシスト　（株）リスニングアシスト　
補聴器専門店　ほちょうさん本店補聴器専門店　ほちょうさん本店

453-0047453-0047 名古屋市中村区元中村町3-8名古屋市中村区元中村町3-8 052-526-9333052-526-9333
うすい　やす

ひさ

7373 22-411322-4113 遠山　真遠山　真 愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店 453-0834453-0834 名古屋市中村区豊国通4-3名古屋市中村区豊国通4-3 052-461-1156052-461-1156
とおやま　ま

こと

7474 28-611928-6119 中島　章中島　章 愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店愛眼（株）　メガネの愛眼　中村本店 453-0834453-0834 名古屋市中村区豊国通4-3名古屋市中村区豊国通4-3 052-461-1156052-461-1156
なかしま　あ

きら

7575 24-477324-4773 大河内　亮大河内　亮 愛眼（株）　メガネの愛眼　中川太平通店愛眼（株）　メガネの愛眼　中川太平通店 454-0838454-0838 名古屋市中川区太平通2-1名古屋市中川区太平通2-1 052-354-1301052-354-1301
おおこうち　

りょう

7676 14-234014-2340 杉山　ルミ子杉山　ルミ子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高畑店理研産業補聴器センター　高畑店

454-0911454-0911 名古屋市中川区高畑2-15名古屋市中川区高畑2-15 052-352-1721052-352-1721
すぎやま　る

みこ

7777 19-308619-3086 廣瀬　元彦廣瀬　元彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高畑店理研産業補聴器センター　高畑店

454-0911454-0911 名古屋市中川区高畑2-15名古屋市中川区高畑2-15 052-352-1721052-352-1721
ひろせ　もと

ひこ

7878 25-513725-5137 権田　祐一権田　祐一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高畑店理研産業補聴器センター　高畑店

454-0911454-0911 名古屋市中川区高畑2-15名古屋市中川区高畑2-15 052-352-1721052-352-1721
ごんだ　ゆう

いち

7979 23-447223-4472 林　紀貴林　紀貴 （株）キクチメガネ　アズパーク店（株）キクチメガネ　アズパーク店 454-0972454-0972
名古屋市中川区新家1丁目2421　 名古屋市中川区新家1丁目2421　 
アズパーク1Fアズパーク1F

052-446-7885052-446-7885
はやし　のり

たか

8080 23-468223-4682 菅　隆志菅　隆志 （株）タスクオプチカル　名古屋営業所（株）タスクオプチカル　名古屋営業所 456-0022456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-5-2F名古屋市熱田区横田1-1-5-2F 052-671-7882052-671-7882 すが　たかし

愛知県愛知県
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 22-410422-4104 田中　康之田中　康之
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　名古屋店ナショナル補聴器センター　名古屋店

456-0031456-0031 名古屋市熱田区神宮3-3-11名古屋市熱田区神宮3-3-11 052-681-1133052-681-1133
たなか　こう

じ

8282 28-623428-6234 藤田　愛海藤田　愛海
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　名古屋店ナショナル補聴器センター　名古屋店

456-0031456-0031 名古屋市熱田区神宮3-3-11名古屋市熱田区神宮3-3-11 052-681-1133052-681-1133
ふじた　なる

み

8383 17-274717-2747 大里　征一郎大里　征一郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海通店理研産業補聴器センター　東海通店

456-0057456-0057
名古屋市熱田区五番町21-17 名古屋市熱田区五番町21-17 
グレースメゾン名海Ⅲ1階グレースメゾン名海Ⅲ1階

052-651-3341052-651-3341
おおさと　せ

いいちろう

8484 27-581727-5817 山下　千裕山下　千裕
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海通店理研産業補聴器センター　東海通店

456-0057456-0057
名古屋市熱田区五番町21-17 名古屋市熱田区五番町21-17 
グレースメゾン名海Ⅲ1階グレースメゾン名海Ⅲ1階

052-651-3341052-651-3341
やました　ち

ひろ

8585 22-423122-4231 後藤　健司後藤　健司 （株）キクチメガネ　イオンモール熱田店（株）キクチメガネ　イオンモール熱田店 456-8763456-8763
名古屋市熱田区六野1-2-11 名古屋市熱田区六野1-2-11 
イオンモール熱田2Fイオンモール熱田2F

052-883-6701052-883-6701
ごとう　けん

じ

8686 23-447523-4475 吉川　泰弘吉川　泰弘 （株）キクチメガネ　イオンモール熱田店（株）キクチメガネ　イオンモール熱田店 456-8763456-8763
名古屋市熱田区六野1-2-11 名古屋市熱田区六野1-2-11 
イオンモール熱田2Fイオンモール熱田2F

052-883-6701052-883-6701
よしかわ　や

すひろ

8787 18-288318-2883 内田　和孝内田　和孝 （株）キクチメガネ　笠寺店（株）キクチメガネ　笠寺店 457-0038457-0038
名古屋市南区桜本町95 名古屋市南区桜本町95 
アルスビル1階アルスビル1階

052-821-8156052-821-8156
うちだ　かず

たか

8888 20-339020-3390 岩本　章宏岩本　章宏 （株）キクチメガネ　笠寺店（株）キクチメガネ　笠寺店 457-0038457-0038
名古屋市南区桜本町95 名古屋市南区桜本町95 
アルスビル1階アルスビル1階

052-821-8156052-821-8156
いわもと　あ

きひろ

8989 16-266516-2665 稲見　秀夫稲見　秀夫 東海リオン（株）　リオネットセンター徳重東海リオン（株）　リオネットセンター徳重 458-0004458-0004 名古屋市緑区乗鞍1-301名古屋市緑区乗鞍1-301 052-846-3600052-846-3600
いなみ　ひで

お

9090 22-437922-4379 越智　竜都越智　竜都 東海リオン（株）　リオネットセンター徳重東海リオン（株）　リオネットセンター徳重 458-0004458-0004 名古屋市緑区乗鞍1-301名古屋市緑区乗鞍1-301 052-846-3600052-846-3600
おち　りゅう

と

9191 26-540626-5406 宮垣　岳史宮垣　岳史
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝ノ水店パリミキ　滝ノ水店

458-0016458-0016 名古屋市緑区上旭2-205名古屋市緑区上旭2-205 052-892-7033052-892-7033
みやがき　た

けふみ

9292 29-634429-6344 高木　敦史高木　敦史
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝ノ水店パリミキ　滝ノ水店

458-0016458-0016 名古屋市緑区上旭2-205名古屋市緑区上旭2-205 052-892-7033052-892-7033
たかぎ　あつ

し

9393 22-423522-4235 田中　幸三田中　幸三 （株）キクチメガネ　潮見が丘店（株）キクチメガネ　潮見が丘店 458-0037458-0037 名古屋市緑区潮見が丘2-5名古屋市緑区潮見が丘2-5 052-895-7841052-895-7841
たなか　こう

ぞう

9494 21-368921-3689 浅井　信枝浅井　信枝 （株）キクチメガネ　白土店（株）キクチメガネ　白土店 458-0813458-0813 名古屋市緑区藤塚2-1202名古屋市緑区藤塚2-1202 052-877-0141052-877-0141
あさい　のぶ

え

9595 19-322419-3224 前原　潤市前原　潤市 （株）キクチメガネ　鳴海店（株）キクチメガネ　鳴海店 458-0847458-0847
名古屋市緑区浦里3丁目232 名古屋市緑区浦里3丁目232 
なるぱーく1Fなるぱーく1F

052-899-7387052-899-7387
まえはら　

じゅんいち

9696 16-261116-2611 安藤　浩人安藤　浩人 （株）キクチメガネ　ヒルズウォーク徳重店（株）キクチメガネ　ヒルズウォーク徳重店 458-8570458-8570
名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の44 名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の44 
ヒルズウォーク徳重ガーデンズ　2Fヒルズウォーク徳重ガーデンズ　2F

052-746-0070052-746-0070
あんどう　ひ

ろと

9797 28-620328-6203 袴田　ゆかり袴田　ゆかり （株）エヌ・アイ・シー　中部支社（株）エヌ・アイ・シー　中部支社 460-0003460-0003
名古屋市中区錦3-6-34 名古屋市中区錦3-6-34 
太陽生命名古屋ビル5F太陽生命名古屋ビル5F

052-211-7711052-211-7711
はかまた　ゆ

かり

9898 28-623828-6238 早川　一彦早川　一彦 （株）エヌ・アイ・シー　中部支社（株）エヌ・アイ・シー　中部支社 460-0003460-0003
名古屋市中区錦3-6-34 名古屋市中区錦3-6-34 
太陽生命名古屋ビル5F太陽生命名古屋ビル5F

052-211-7711052-211-7711
はやかわ　か

ずひこ

9999 29-633529-6335 伊藤　幸雄伊藤　幸雄 （株）エヌ・アイ・シー　中部支社（株）エヌ・アイ・シー　中部支社 460-0003460-0003
名古屋市中区錦3-6-34 名古屋市中区錦3-6-34 
太陽生命名古屋ビル5F太陽生命名古屋ビル5F

052-211-7711052-211-7711
いとう　ゆき

お

100100 29-637429-6374 山崎　純一山崎　純一 （株）エヌ・アイ・シー　中部支社（株）エヌ・アイ・シー　中部支社 460-0003460-0003
名古屋市中区錦3-6-34 名古屋市中区錦3-6-34 
太陽生命名古屋ビル5F太陽生命名古屋ビル5F

052-211-7711052-211-7711
やまざき　

じゅんいち

101101 29-650729-6507 中森　みどり中森　みどり （株）エヌ・アイ・シー　中部支社（株）エヌ・アイ・シー　中部支社 460-0003460-0003
名古屋市中区錦3-6-34 名古屋市中区錦3-6-34 
太陽生命名古屋ビル5F太陽生命名古屋ビル5F

052-211-7711052-211-7711
なかもり　み

どり

102102 18-289218-2892 佐藤　嘉洋佐藤　嘉洋 （株）キクチメガネ　セントラルパーク店（株）キクチメガネ　セントラルパーク店 460-0003460-0003
名古屋市中区錦3-15-13先 名古屋市中区錦3-15-13先 
セントラルパーク地下街セントラルパーク地下街

052-971-4341052-971-4341
さとう　よし

ひろ

103103 18-293618-2936 福本　和華子福本　和華子 サカエきこえの相談室サカエきこえの相談室 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町1-3 名古屋市中区新栄町1-3 
日丸名古屋ビル9F日丸名古屋ビル9F

052-961-4133052-961-4133
ふくもと　わ

かこ

104104 21-406621-4066 見鳥　洋見鳥　洋 東海リオン（株）　リオネットセンター栄東海リオン（株）　リオネットセンター栄 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町2-9 名古屋市中区新栄町2-9 
スカイオアシス栄2Fスカイオアシス栄2F

052-953-4133052-953-4133
みとり　ひろ

し

105105 22-411222-4112 滝沢　大滝沢　大 東海リオン（株）　リオネットセンター栄東海リオン（株）　リオネットセンター栄 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町2-9 名古屋市中区新栄町2-9 
スカイオアシス栄2Fスカイオアシス栄2F

052-953-4133052-953-4133
たきざわ　だ

い

106106 22-439022-4390 仲谷　芳美仲谷　芳美 東海リオン（株）　リオネットセンター栄東海リオン（株）　リオネットセンター栄 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町2-9 名古屋市中区新栄町2-9 
スカイオアシス栄2Fスカイオアシス栄2F

052-953-4133052-953-4133
なかたに　よ

しみ

107107 2-10542-1054 水口　高文水口　高文 東海リオン（株）　本社東海リオン（株）　本社 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町2-9 名古屋市中区新栄町2-9 
スカイオアシス栄2Fスカイオアシス栄2F

052-954-1733052-954-1733
みずぐち　た

かふみ

108108 22-438822-4388 加藤　貞幸加藤　貞幸 東海リオン（株）　本社東海リオン（株）　本社 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町2-9 名古屋市中区新栄町2-9 
スカイオアシス栄2Fスカイオアシス栄2F

052-954-1733052-954-1733
かとう　さだ

ゆき

109109 27-601327-6013 堀田　憲史堀田　憲史 東海リオン（株）　本社東海リオン（株）　本社 460-0004460-0004
名古屋市中区新栄町2-9 名古屋市中区新栄町2-9 
スカイオアシス栄2Fスカイオアシス栄2F

052-954-1733052-954-1733
ほった　けん

じ

110110 15-249515-2495 永田　昌久永田　昌久 （株）キクチメガネ　栄 NOVA 店（株）キクチメガネ　栄 NOVA 店 460-0008460-0008
名古屋市中区栄3-4-5 名古屋市中区栄3-4-5 
栄NOVA 2F栄NOVA 2F

052-251-3535052-251-3535
ながた　まさ

ひさ

111111 22-419822-4198 山下　宗徳山下　宗徳 （株）キクチメガネ　名古屋パルコ店（株）キクチメガネ　名古屋パルコ店 460-0008460-0008
名古屋市中区栄3-29-1 名古屋市中区栄3-29-1 
名古屋パルコ西館5F名古屋パルコ西館5F

052-262-5226052-262-5226
やました　む

ねのり

112112 11-203811-2038 迎井　隆二迎井　隆二
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
名古屋支社名古屋支社

460-0008460-0008 名古屋市中区栄1-12-38名古屋市中区栄1-12-38 052-202-8133052-202-8133
むかい　りゅ

うじ

113113 11-215111-2151 槌橋　研槌橋　研
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
名古屋支社名古屋支社

460-0008460-0008 名古屋市中区栄1-12-38名古屋市中区栄1-12-38 052-202-8133052-202-8133
つちはし　け

ん

114114 20-349320-3493 吉村　栄吉村　栄
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
名古屋支社名古屋支社

460-0008460-0008 名古屋市中区栄1-12-38名古屋市中区栄1-12-38 052-202-8133052-202-8133
よしむら　さ

かえ

115115 21-369921-3699 野中　俊彦野中　俊彦
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
名古屋支社名古屋支社

460-0008460-0008 名古屋市中区栄1-12-38名古屋市中区栄1-12-38 052-202-8133052-202-8133
のなか　とし

ひこ

116116 21-370221-3702 小川　賢一小川　賢一
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
名古屋支社名古屋支社

460-0008460-0008 名古屋市中区栄1-12-38名古屋市中区栄1-12-38 052-202-8133052-202-8133
おがわ　けん

いち

117117 22-426322-4263 岩沢　学司岩沢　学司
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
名古屋支社名古屋支社

460-0008460-0008 名古屋市中区栄1-12-38名古屋市中区栄1-12-38 052-202-8133052-202-8133
いわさわ　さ

とし

118118 11-202311-2023 山田　邦雄山田　邦雄 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名古屋栄店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名古屋栄店 460-0008460-0008
名古屋市中区栄3-15-33 名古屋市中区栄3-15-33 
栄ガスビル3F栄ガスビル3F

052-265-4133052-265-4133
やまだ　くに

お

119119 28-601728-6017 皆川　隆登皆川　隆登 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名古屋栄店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名古屋栄店 460-0008460-0008
名古屋市中区栄3-15-33 名古屋市中区栄3-15-33 
栄ガスビル3F栄ガスビル3F

052-265-4133052-265-4133
みながわ　

りゅうと

120120 29-650829-6508 紅谷　遼紅谷　遼 ブルームヒアリング（株）　ブルーム名古屋栄店ブルームヒアリング（株）　ブルーム名古屋栄店 460-0008460-0008
名古屋市中区栄3-15-33 名古屋市中区栄3-15-33 
栄ガスビル3F栄ガスビル3F

052-265-4133052-265-4133
べにや　はる

か



※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。

愛知県愛知県
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 3-11993-1199 鈴木　昌郎鈴木　昌郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
本社・愛知営業部本社・愛知営業部

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-3512052-261-3512
すずき　まさ

お

122122 2-11402-1140 武田　智彦武田　智彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
たけだ　とも

ひこ

123123 4-13224-1322 木村　友則木村　友則
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
きむら　とも

のり

124124 5-13565-1356 桜井　雅之桜井　雅之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
さくらい　ま

さし

125125 10-186210-1862 福島　隆匡福島　隆匡
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
ふくしま　た

かまさ

126126 10-187810-1878 本田　誠本田　誠
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
ほんだ　まこ

と

127127 11-199311-1993 近藤　崇洋近藤　崇洋
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
こんどう　た

かひろ

128128 17-273817-2738 木嶋　和幸木嶋　和幸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
きしま　かず

ゆき

129129 20-351720-3517 森川　博文森川　博文
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
もりかわ　ひ

ろふみ

130130 20-352820-3528 尾﨑　史知尾﨑　史知
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
おざき　ふみ

とも

131131 22-417522-4175 坂上　健作坂上　健作
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
さかがみ　け

んさく

132132 26-548326-5483 原田　依子原田　依子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
はらだ　より

こ

133133 27-573827-5738 門谷　映見門谷　映見
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
かどだに　え

み

134134 4-12894-1289 井上　ひとみ井上　ひとみ 日本福祉大学付属クリニックさくら日本福祉大学付属クリニックさくら 460-0012460-0012
名古屋市中区千代田4丁目5番3号 名古屋市中区千代田4丁目5番3号 
大日本土木鶴舞ビル1階大日本土木鶴舞ビル1階

052-212-7001052-212-7001
いのうえ　ひ

とみ

135135 8-16858-1685 西垣戸　聡西垣戸　聡
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
にしがいと　

さとし

136136 10-191910-1919 齋藤　正仲齋藤　正仲
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
さいとう　ま

さなか

137137 25-502825-5028 福谷　由貴子福谷　由貴子
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
ふくたに　ゆ

きこ

138138 25-517025-5170 後藤　美里後藤　美里
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
ごとう　みさ

と

139139 27-588327-5883 豊吉　裕太豊吉　裕太
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
とよし　ゆう

た

140140 11-203311-2033 諏訪　貴久諏訪　貴久
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
名古屋三越栄店　メガネ・補聴器サロン名古屋三越栄店　メガネ・補聴器サロン

460-8669460-8669
名古屋市中区栄3-5-1 名古屋市中区栄3-5-1 
名古屋三越栄店6F名古屋三越栄店6F

052-252-1788052-252-1788
すわ　たかひ

さ

141141 22-421122-4211 竹内　徹竹内　徹 マキチエ（株）　名古屋営業所マキチエ（株）　名古屋営業所 461-0008461-0008
名古屋市東区武平町5-1 名古屋市東区武平町5-1 
名古屋栄ビルディング3階名古屋栄ビルディング3階

052-857-5511052-857-5511
たけうち　と

おる

142142 26-563326-5633 永井　達也永井　達也 マキチエ（株）　名古屋営業所マキチエ（株）　名古屋営業所 461-0008461-0008
名古屋市東区武平町5-1 名古屋市東区武平町5-1 
名古屋栄ビルディング3階名古屋栄ビルディング3階

052-857-5511052-857-5511
ながい　たつ

や

143143 27-584027-5840 長﨑　芽生長﨑　芽生 マキチエ（株）　名古屋営業所マキチエ（株）　名古屋営業所 461-0008461-0008
名古屋市東区武平町5-1 名古屋市東区武平町5-1 
名古屋栄ビルディング3階名古屋栄ビルディング3階

052-857-5511052-857-5511
ながさき　め

い

144144 11-204511-2045 榊原　忠規榊原　忠規 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
さかきばら　

ただき

145145 19-321319-3213 天春　徹也天春　徹也 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
あまがす　て

つや

146146 19-322619-3226 松本　智松本　智 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
まつもと　さ

とし

147147 20-338820-3388 山本　純史山本　純史 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
やまもと　あ

つし

148148 21-368121-3681 西尾　健西尾　健 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216 にしお　けん

149149 21-370021-3700 渡邉　典久渡邉　典久 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
わたなべ　の

りひさ

150150 22-427122-4271 加藤　正浩加藤　正浩 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
かとう　まさ

ひろ

151151 18-289918-2899 藤田　学藤田　学 （株）キクチメガネ　豊山店（株）キクチメガネ　豊山店 462-0062462-0062 名古屋市北区新沼町104-3名古屋市北区新沼町104-3 052-902-8721052-902-8721
ふじた　まな

ぶ

152152 18-290318-2903 山口　麻里山口　麻里 （株）キクチメガネ　豊山店（株）キクチメガネ　豊山店 462-0062462-0062 名古屋市北区新沼町104-3名古屋市北区新沼町104-3 052-902-8721052-902-8721
やまぐち　ま

り

153153 23-447623-4476 早川　久康早川　久康 （株）キクチメガネ　豊山店（株）キクチメガネ　豊山店 462-0062462-0062 名古屋市北区新沼町104-3名古屋市北区新沼町104-3 052-902-8721052-902-8721
はやかわ　ひ

さやす

154154 21-376621-3766 見田　尚樹見田　尚樹
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大曽根店理研産業補聴器センター　大曽根店

462-0825462-0825 名古屋市北区大曽根3-14-5名古屋市北区大曽根3-14-5 052-919-0331052-919-0331 みた　なおき

155155 21-391521-3915 加藤　祥子加藤　祥子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大曽根店理研産業補聴器センター　大曽根店

462-0825462-0825 名古屋市北区大曽根3-14-5名古屋市北区大曽根3-14-5 052-919-0331052-919-0331
かとう　しょ

うこ

156156 28-612628-6126 奥村　美月奥村　美月
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大曽根店理研産業補聴器センター　大曽根店

462-0825462-0825 名古屋市北区大曽根3-14-5名古屋市北区大曽根3-14-5 052-919-0331052-919-0331
おくむら　み

づき

157157 18-291218-2912 山本　達哉山本　達哉 愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店 462-0847462-0847 名古屋市北区金城4-14-20名古屋市北区金城4-14-20 052-917-1802052-917-1802
やまもと　た

つや

158158 21-406121-4061 安達　和克安達　和克 愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店 462-0847462-0847 名古屋市北区金城4-14-20名古屋市北区金城4-14-20 052-917-1802052-917-1802
あだち　かず

よし

159159 5-14095-1409 山田　英子山田　英子 （有）あおい補聴器（有）あおい補聴器 462-0854462-0854
名古屋市北区若葉通5-7 名古屋市北区若葉通5-7 
豊嶋ビル1F豊嶋ビル1F

052-916-8333052-916-8333
やまだ　たい

き

160160 23-469423-4694 山田　大貴山田　大貴 （有）あおい補聴器（有）あおい補聴器 462-0854462-0854
名古屋市北区若葉通5-7 名古屋市北区若葉通5-7 
豊嶋ビル1F豊嶋ビル1F

052-916-8333052-916-8333
やまだ　えい

こ



※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。

愛知県愛知県
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 3-11993-1199 鈴木　昌郎鈴木　昌郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
本社・愛知営業部本社・愛知営業部

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-3512052-261-3512
すずき　まさ

お

122122 2-11402-1140 武田　智彦武田　智彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
たけだ　とも

ひこ

123123 4-13224-1322 木村　友則木村　友則
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
きむら　とも

のり

124124 5-13565-1356 桜井　雅之桜井　雅之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
さくらい　ま

さし

125125 10-186210-1862 福島　隆匡福島　隆匡
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
ふくしま　た

かまさ

126126 10-187810-1878 本田　誠本田　誠
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
ほんだ　まこ

と

127127 11-199311-1993 近藤　崇洋近藤　崇洋
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
こんどう　た

かひろ

128128 17-273817-2738 木嶋　和幸木嶋　和幸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
きしま　かず

ゆき

129129 20-351720-3517 森川　博文森川　博文
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
もりかわ　ひ

ろふみ

130130 20-352820-3528 尾﨑　史知尾﨑　史知
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
おざき　ふみ

とも

131131 22-417522-4175 坂上　健作坂上　健作
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
さかがみ　け

んさく

132132 26-548326-5483 原田　依子原田　依子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
はらだ　より

こ

133133 27-573827-5738 門谷　映見門谷　映見
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　名古屋本店理研産業補聴器センター　名古屋本店

460-0011460-0011 名古屋市中区大須4-10-20名古屋市中区大須4-10-20 052-261-1313052-261-1313
かどだに　え

み

134134 4-12894-1289 井上　ひとみ井上　ひとみ 日本福祉大学付属クリニックさくら日本福祉大学付属クリニックさくら 460-0012460-0012
名古屋市中区千代田4丁目5番3号 名古屋市中区千代田4丁目5番3号 
大日本土木鶴舞ビル1階大日本土木鶴舞ビル1階

052-212-7001052-212-7001
いのうえ　ひ

とみ

135135 8-16858-1685 西垣戸　聡西垣戸　聡
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
にしがいと　

さとし

136136 10-191910-1919 齋藤　正仲齋藤　正仲
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
さいとう　ま

さなか

137137 25-502825-5028 福谷　由貴子福谷　由貴子
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
ふくたに　ゆ

きこ

138138 25-517025-5170 後藤　美里後藤　美里
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
ごとう　みさ

と

139139 27-588327-5883 豊吉　裕太豊吉　裕太
理研産業（株）　理研産業（株）　
松坂屋名古屋店補聴器サロン松坂屋名古屋店補聴器サロン

460-8430460-8430
名古屋市中区栄3-16-1 名古屋市中区栄3-16-1 
松坂屋名古屋店本館7F松坂屋名古屋店本館7F

052-264-1582052-264-1582
とよし　ゆう

た

140140 11-203311-2033 諏訪　貴久諏訪　貴久
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
名古屋三越栄店　メガネ・補聴器サロン名古屋三越栄店　メガネ・補聴器サロン

460-8669460-8669
名古屋市中区栄3-5-1 名古屋市中区栄3-5-1 
名古屋三越栄店6F名古屋三越栄店6F

052-252-1788052-252-1788
すわ　たかひ

さ

141141 22-421122-4211 竹内　徹竹内　徹 マキチエ（株）　名古屋営業所マキチエ（株）　名古屋営業所 461-0008461-0008
名古屋市東区武平町5-1 名古屋市東区武平町5-1 
名古屋栄ビルディング3階名古屋栄ビルディング3階

052-857-5511052-857-5511
たけうち　と

おる

142142 26-563326-5633 永井　達也永井　達也 マキチエ（株）　名古屋営業所マキチエ（株）　名古屋営業所 461-0008461-0008
名古屋市東区武平町5-1 名古屋市東区武平町5-1 
名古屋栄ビルディング3階名古屋栄ビルディング3階

052-857-5511052-857-5511
ながい　たつ

や

143143 27-584027-5840 長﨑　芽生長﨑　芽生 マキチエ（株）　名古屋営業所マキチエ（株）　名古屋営業所 461-0008461-0008
名古屋市東区武平町5-1 名古屋市東区武平町5-1 
名古屋栄ビルディング3階名古屋栄ビルディング3階

052-857-5511052-857-5511
ながさき　め

い

144144 11-204511-2045 榊原　忠規榊原　忠規 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
さかきばら　

ただき

145145 19-321319-3213 天春　徹也天春　徹也 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
あまがす　て

つや

146146 19-322619-3226 松本　智松本　智 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
まつもと　さ

とし

147147 20-338820-3388 山本　純史山本　純史 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
やまもと　あ

つし

148148 21-368121-3681 西尾　健西尾　健 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216 にしお　けん

149149 21-370021-3700 渡邉　典久渡邉　典久 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
わたなべ　の

りひさ

150150 22-427122-4271 加藤　正浩加藤　正浩 （株）キクチメガネ　本店（株）キクチメガネ　本店 461-0015461-0015 名古屋市東区東片端町45名古屋市東区東片端町45 052-931-3216052-931-3216
かとう　まさ

ひろ

151151 18-289918-2899 藤田　学藤田　学 （株）キクチメガネ　豊山店（株）キクチメガネ　豊山店 462-0062462-0062 名古屋市北区新沼町104-3名古屋市北区新沼町104-3 052-902-8721052-902-8721
ふじた　まな

ぶ

152152 18-290318-2903 山口　麻里山口　麻里 （株）キクチメガネ　豊山店（株）キクチメガネ　豊山店 462-0062462-0062 名古屋市北区新沼町104-3名古屋市北区新沼町104-3 052-902-8721052-902-8721
やまぐち　ま

り

153153 23-447623-4476 早川　久康早川　久康 （株）キクチメガネ　豊山店（株）キクチメガネ　豊山店 462-0062462-0062 名古屋市北区新沼町104-3名古屋市北区新沼町104-3 052-902-8721052-902-8721
はやかわ　ひ

さやす

154154 21-376621-3766 見田　尚樹見田　尚樹
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大曽根店理研産業補聴器センター　大曽根店

462-0825462-0825 名古屋市北区大曽根3-14-5名古屋市北区大曽根3-14-5 052-919-0331052-919-0331 みた　なおき

155155 21-391521-3915 加藤　祥子加藤　祥子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大曽根店理研産業補聴器センター　大曽根店

462-0825462-0825 名古屋市北区大曽根3-14-5名古屋市北区大曽根3-14-5 052-919-0331052-919-0331
かとう　しょ

うこ

156156 28-612628-6126 奥村　美月奥村　美月
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大曽根店理研産業補聴器センター　大曽根店

462-0825462-0825 名古屋市北区大曽根3-14-5名古屋市北区大曽根3-14-5 052-919-0331052-919-0331
おくむら　み

づき

157157 18-291218-2912 山本　達哉山本　達哉 愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店 462-0847462-0847 名古屋市北区金城4-14-20名古屋市北区金城4-14-20 052-917-1802052-917-1802
やまもと　た

つや

158158 21-406121-4061 安達　和克安達　和克 愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店愛眼（株）　メガネの愛眼　名城本店 462-0847462-0847 名古屋市北区金城4-14-20名古屋市北区金城4-14-20 052-917-1802052-917-1802
あだち　かず

よし

159159 5-14095-1409 山田　英子山田　英子 （有）あおい補聴器（有）あおい補聴器 462-0854462-0854
名古屋市北区若葉通5-7 名古屋市北区若葉通5-7 
豊嶋ビル1F豊嶋ビル1F

052-916-8333052-916-8333
やまだ　たい

き

160160 23-469423-4694 山田　大貴山田　大貴 （有）あおい補聴器（有）あおい補聴器 462-0854462-0854
名古屋市北区若葉通5-7 名古屋市北区若葉通5-7 
豊嶋ビル1F豊嶋ビル1F

052-916-8333052-916-8333
やまだ　えい

こ

愛知県愛知県
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

161161 25-516025-5160 近藤　豪近藤　豪
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　名古屋辻本通り店眼鏡市場　名古屋辻本通り店

462-0861462-0861 名古屋市北区辻本通3-23名古屋市北区辻本通3-23 052-910-3158052-910-3158
こんどう　ご

う

162162 26-540326-5403 守田　修之守田　修之 （株）キクチメガネ　小幡店（株）キクチメガネ　小幡店 463-0013463-0013 名古屋市守山区小幡中1-15-18名古屋市守山区小幡中1-15-18 052-794-5620052-794-5620
もりた　のぶ

ゆき

163163 27-599427-5994 今枝　毅今枝　毅 ブルームヒアリング（株）　ブルーム小幡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム小幡店 463-0013463-0013
名古屋市守山区小幡中2丁目22番12号 名古屋市守山区小幡中2丁目22番12号 
第五深河ビル1階第五深河ビル1階

052-737-2933052-737-2933
いまえだ　つ

よし

164164 29-648729-6487 鷲見　葵鷲見　葵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム小幡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム小幡店 463-0013463-0013
名古屋市守山区小幡中2丁目22番12号 名古屋市守山区小幡中2丁目22番12号 
第五深河ビル1階第五深河ビル1階

052-737-2933052-737-2933 すみ　あおい

165165 17-276217-2762 井上　賢二井上　賢二 さくら補聴器さくら補聴器 463-0051463-0051
名古屋市守山区小幡太田16-17 名古屋市守山区小幡太田16-17 
アイルシティ小幡202アイルシティ小幡202

052-799-8272052-799-8272
いのうえ　け

んじ

166166 23-446923-4469 早川　雅弘早川　雅弘 （株）キクチメガネ　千代が丘（株）キクチメガネ　千代が丘 464-0005464-0005 名古屋市千種区千代が丘4-9名古屋市千種区千代が丘4-9 052-726-3505052-726-3505
はやかわ　ま

さひろ

167167 17-284517-2845 比良　嘉孝比良　嘉孝 （株）キクチメガネ　アピタ千代田橋店（株）キクチメガネ　アピタ千代田橋店 464-0011464-0011
名古屋市千種区千代田橋2-1-1 名古屋市千種区千代田橋2-1-1 
アピタ千代田橋3階アピタ千代田橋3階

052-711-2115052-711-2115
ひら　よした

か

168168 13-229313-2293 加藤　一太郎加藤　一太郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　星が丘店理研産業補聴器センター　星が丘店

464-0026464-0026 名古屋市千種区井上町117名古屋市千種区井上町117 052-788-2002052-788-2002
かとう　いち

たろう

169169 25-523125-5231 大場　佳樹大場　佳樹
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　星が丘店理研産業補聴器センター　星が丘店

464-0026464-0026 名古屋市千種区井上町117名古屋市千種区井上町117 052-788-2002052-788-2002
おおば　よし

き

170170 26-543926-5439 荒川　麻友荒川　麻友
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　星が丘店理研産業補聴器センター　星が丘店

464-0026464-0026 名古屋市千種区井上町117名古屋市千種区井上町117 052-788-2002052-788-2002
あらかわ　ま

ゆ

171171 25-502925-5029 仲田　貴博仲田　貴博
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　池下店ナショナル補聴器センター　池下店

464-0067464-0067
名古屋市千種区池下1-11-8 名古屋市千種区池下1-11-8 
ニシノビル1Fニシノビル1F

052-763-4133052-763-4133
なかだ　たか

ひろ

172172 20-331020-3310 長谷川　順子長谷川　順子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　今池店理研産業補聴器センター　今池店

464-0075464-0075
名古屋市千種区内山3-10-12 名古屋市千種区内山3-10-12 
今池堂ビル1階今池堂ビル1階

052-735-3341052-735-3341
はせがわ　

じゅんこ

173173 26-537426-5374 堀　将也堀　将也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　今池店理研産業補聴器センター　今池店

464-0075464-0075
名古屋市千種区内山3-10-12 名古屋市千種区内山3-10-12 
今池堂ビル1階今池堂ビル1階

052-735-3341052-735-3341 ほり　まさや

174174 15-251615-2516 川地　雅博川地　雅博 （有）カワチ　メガネ・補聴器のカワチ（有）カワチ　メガネ・補聴器のカワチ 464-0821464-0821 名古屋市千種区未盛通4-23名古屋市千種区未盛通4-23 052-751-8355052-751-8355
かわち　まさ

ひろ

175175 18-297818-2978 服部　浩久服部　浩久 （有）カワチ　メガネ・補聴器のカワチ（有）カワチ　メガネ・補聴器のカワチ 464-0821464-0821 名古屋市千種区未盛通4-23名古屋市千種区未盛通4-23 052-751-8355052-751-8355
はっとり　ひ

ろひさ

176176 19-323019-3230 川地　美和川地　美和 （有）カワチ　メガネ・補聴器のカワチ（有）カワチ　メガネ・補聴器のカワチ 464-0821464-0821 名古屋市千種区未盛通4-23名古屋市千種区未盛通4-23 052-751-8355052-751-8355 かわち　みわ

177177 15-248215-2482 大野　雅啓大野　雅啓 （株）キクチメガネ　池下店（株）キクチメガネ　池下店 464-0841464-0841
名古屋市千種区覚王山通8-70-1 名古屋市千種区覚王山通8-70-1 
サンクレア池下東棟1Fサンクレア池下東棟1F

052-764-6362052-764-6362
おおの　まさ

ひろ

178178 21-387021-3870 吉川　俊介吉川　俊介 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオンタウン千種店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオンタウン千種店 464-0858464-0858
名古屋市千種区千種2-16-13 名古屋市千種区千種2-16-13 
イオンタウン千種2Fイオンタウン千種2F

052-734-5342052-734-5342
よしかわ　

しゅんすけ

179179 21-383521-3835 酒井　浩司酒井　浩司 （株）シンコム　名古屋営業所（株）シンコム　名古屋営業所 465-0025465-0025
名古屋市名東区上社4-191 名古屋市名東区上社4-191 
ファスキアビル2Fファスキアビル2F

052-704-8633052-704-8633
さかい　こう

じ

180180 24-498024-4980 丸山　成彦丸山　成彦 （株）シンコム　名古屋営業所（株）シンコム　名古屋営業所 465-0025465-0025
名古屋市名東区上社4-191 名古屋市名東区上社4-191 
ファスキアビル2Fファスキアビル2F

052-704-8633052-704-8633
まるやま　な

るひこ

181181 26-537326-5373 友松　達哉友松　達哉 （株）シンコム　名古屋営業所（株）シンコム　名古屋営業所 465-0025465-0025
名古屋市名東区上社4-191 名古屋市名東区上社4-191 
ファスキアビル2Fファスキアビル2F

052-704-8633052-704-8633
ともまつ　た

つや

182182 26-548926-5489 市川　保廣市川　保廣 （株）シンコム　名古屋営業所（株）シンコム　名古屋営業所 465-0025465-0025
名古屋市名東区上社4-191 名古屋市名東区上社4-191 
ファスキアビル2Fファスキアビル2F

052-704-8633052-704-8633
いちかわ　や

すひろ

183183 28-617828-6178 蒲　圭一郎蒲　圭一郎 （株）シンコム　名古屋営業所（株）シンコム　名古屋営業所 465-0025465-0025
名古屋市名東区上社4-191 名古屋市名東区上社4-191 
ファスキアビル2Fファスキアビル2F

052-704-8633052-704-8633
かば　けいい

ちろう

184184 28-616028-6160 柴山　亮太柴山　亮太 （株）シンコム　補聴器本舗　上社店（株）シンコム　補聴器本舗　上社店 465-0025465-0025
名古屋市名東区上社4丁目191番地 名古屋市名東区上社4丁目191番地 
ファスキアビル1Fファスキアビル1F

052-704-2533052-704-2533
しばやま　

りょうた

185185 18-288718-2887 加藤　万希生加藤　万希生 （株）キクチメガネ　藤が丘店（株）キクチメガネ　藤が丘店 465-0032465-0032
名古屋市名東区藤が丘140-1 名古屋市名東区藤が丘140-1 
日本生命藤が丘ビル1階日本生命藤が丘ビル1階

052-775-0288052-775-0288
かとう　まき

お

186186 22-422222-4222 波多野　貴久波多野　貴久
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤が丘店理研産業補聴器センター　藤が丘店

465-0032465-0032
名古屋市名東区藤が丘148 名古屋市名東区藤が丘148 
浅野ビル1階102号浅野ビル1階102号

052-771-8733052-771-8733
はたの　たか

ひさ

187187 25-520925-5209 櫻井　健司櫻井　健司
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤が丘店理研産業補聴器センター　藤が丘店

465-0032465-0032
名古屋市名東区藤が丘148 名古屋市名東区藤が丘148 
浅野ビル1階102号浅野ビル1階102号

052-771-8733052-771-8733
さくらい　け

んじ

188188 27-580227-5802 福山　尚平福山　尚平
（株）メガネ流通センター　（株）メガネ流通センター　
メガワールド名古屋本館メガワールド名古屋本館

465-0095465-0095 名古屋市名東区高社2-123名古屋市名東区高社2-123 052-726-8310052-726-8310
ふくやま　

しょうへい

189189 24-475224-4752 長坂　祥平長坂　祥平
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　山手通店理研産業補聴器センター　山手通店

466-0815466-0815 名古屋市昭和区山手通3-24-1名古屋市昭和区山手通3-24-1 052-832-5885052-832-5885
ながさか　

しょうへい

190190 22-423422-4234 鈴木　孝明鈴木　孝明 （株）キクチメガネ　御器所店（株）キクチメガネ　御器所店 466-0854466-0854
名古屋市昭和区広路通1-12 名古屋市昭和区広路通1-12 
名古屋牛乳ビル1F名古屋牛乳ビル1F

052-841-6671052-841-6671
すずき　たか

あき

191191 11-196011-1960 髙田　章史髙田　章史 ワイデックス（株）　名古屋ブロックワイデックス（株）　名古屋ブロック 467-0066467-0066
名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 
堀内ビル413号堀内ビル413号

03-5631-285103-5631-2851
たかだ　しょ

うじ

192192 18-296818-2968 高木　新吉高木　新吉 ワイデックス（株）　名古屋ブロックワイデックス（株）　名古屋ブロック 467-0066467-0066
名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 
堀内ビル413号堀内ビル413号

03-5631-285103-5631-2851
たかぎ　しん

きち

193193 28-613928-6139 伊藤　準悟伊藤　準悟 ワイデックス（株）　西日本第 1営業ワイデックス（株）　西日本第 1営業 467-0066467-0066
名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 
堀内ビル413号堀内ビル413号

03-4236-196703-4236-1967
いとう　じゅ

んご

194194 28-615628-6156 川嶋　晋太朗川嶋　晋太朗 ワイデックス（株）　西日本第 1営業ワイデックス（株）　西日本第 1営業 467-0066467-0066
名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 名古屋市瑞穂区洲山町1-55-3 
堀内ビル413号堀内ビル413号

03-4236-196703-4236-1967
かわしま　し

んたろう

195195 20-342620-3426 岩崎　知英子岩崎　知英子 （株）アンプリライブ（株）アンプリライブ 467-0805467-0805
名古屋市瑞穂区桜見町2-12 名古屋市瑞穂区桜見町2-12 
亀井ビル2F亀井ビル2F

052-852-6207052-852-6207
いわさき　ち

えこ

196196 6-15256-1525 今井　浩詞今井　浩詞 （株）アンプリライブ　桜山補聴器センター（株）アンプリライブ　桜山補聴器センター 467-0806467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通1-4 名古屋市瑞穂区瑞穂通1-4 
LIVE桜山1階LIVE桜山1階

052-852-6201052-852-6201
いまい　ひろ

し

197197 15-245915-2459 山田　さをり山田　さをり （株）アンプリライブ　桜山補聴器センター（株）アンプリライブ　桜山補聴器センター 467-0806467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通1-4 名古屋市瑞穂区瑞穂通1-4 
LIVE桜山1階LIVE桜山1階

052-852-6201052-852-6201
やまだ　さを

り

198198 12-224412-2244 鈴木　雅勝鈴木　雅勝 ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店 467-0856467-0856
名古屋市瑞穂区新開町28-26 名古屋市瑞穂区新開町28-26 
名鉄堀田名店街内名鉄堀田名店街内

052-881-6116052-881-6116
すずき　まさ

かつ

199199 19-314419-3144 木村　嘉孝木村　嘉孝 ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店 467-0856467-0856
名古屋市瑞穂区新開町28-26 名古屋市瑞穂区新開町28-26 
名鉄堀田名店街内名鉄堀田名店街内

052-881-6116052-881-6116
きむら　よし

たか

200200 20-338520-3385 水谷　知洋水谷　知洋 ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店 467-0856467-0856
名古屋市瑞穂区新開町28-26 名古屋市瑞穂区新開町28-26 
名鉄堀田名店街内名鉄堀田名店街内

052-881-6116052-881-6116
みずたに　と

もひろ



※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。

愛知県愛知県
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 24-488724-4887 原田　裕里子原田　裕里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店 467-0856467-0856
名古屋市瑞穂区新開町28-26 名古屋市瑞穂区新開町28-26 
名鉄堀田名店街内名鉄堀田名店街内

052-881-6116052-881-6116
はらだ　ゆり

こ

202202 17-274617-2746 宮田　貴文宮田　貴文
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　平針店理研産業補聴器センター　平針店

468-0011468-0011 名古屋市天白区平針2-1511名古屋市天白区平針2-1511 052-806-3314052-806-3314
みやた　たか

ふみ

203203 27-573927-5739 加藤　美緒加藤　美緒
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　平針店理研産業補聴器センター　平針店

468-0011468-0011 名古屋市天白区平針2-1511名古屋市天白区平針2-1511 052-806-3314052-806-3314 かとう　みお

204204 19-306719-3067 飯野　徳也飯野　徳也 （株）キクチメガネ　原店（株）キクチメガネ　原店 468-0015468-0015 名古屋市天白区原1-514名古屋市天白区原1-514 052-803-6061052-803-6061
いいの　とく

や

205205 11-197011-1970 林　宏茂林　宏茂 理研産業補聴器センター　野並店理研産業補聴器センター　野並店 468-0045468-0045
名古屋市天白区野並3-405 名古屋市天白区野並3-405 
1F1F

052-899-4711052-899-4711
はやし　ひろ

しげ

206206 15-247415-2474 橋本　孝介橋本　孝介 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
はしもと　こ

うすけ

207207 15-248315-2483 山田　卓矢山田　卓矢 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
やまだ　たく

や

208208 17-280217-2802 成田　諭成田　諭 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
なりた　さと

る

209209 21-383121-3831 神田　吉則神田　吉則 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
かんだ　よし

のり

210210 22-426922-4269 全並　利晃全並　利晃 （株）キクチメガネ　日進店（株）キクチメガネ　日進店 470-0113470-0113 日進市栄1-1720日進市栄1-1720 0561-72-12050561-72-1205
ぜんなみ　と

しあき

211211 6-14956-1495 清水　隆久清水　隆久
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　みよし店理研産業補聴器センター　みよし店

470-0224470-0224 みよし市三好町木之本49番地2みよし市三好町木之本49番地2 0561-34-05270561-34-0527
しみず　たか

ひさ

212212 22-416122-4161 榊原　雅史榊原　雅史 （株）メガネトップ　眼鏡市場　豊明店（株）メガネトップ　眼鏡市場　豊明店 470-1124470-1124 豊明市三崎町ゆたか台28-8豊明市三崎町ゆたか台28-8 0562-92-88050562-92-8805
さかきばら　

まさし

213213 19-320819-3208 梅澤　毅梅澤　毅 （株）キクチメガネ　イオンモール東浦店（株）キクチメガネ　イオンモール東浦店 470-2102470-2102
知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 
イオンモール東浦 2Fイオンモール東浦 2F

0562-84-75610562-84-7561
うめざわ　つ

よし

214214 25-514525-5145 杉浦　政史杉浦　政史 （株）キクチメガネ　アピタ阿久比店（株）キクチメガネ　アピタ阿久比店 470-2214470-2214
知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 
アピタ阿久比店2Fアピタ阿久比店2F

0569-48-74660569-48-7466
すぎうら　ま

さふみ

215215 18-289118-2891 佐藤　一浩佐藤　一浩 （株）キクチメガネ　ドン・キホーテユニー武豊店（株）キクチメガネ　ドン・キホーテユニー武豊店 470-2349470-2349
知多郡武豊町字西田崎24-1 知多郡武豊町字西田崎24-1 
ドン・キホーテユニー武豊店1Fドン・キホーテユニー武豊店1F

0569-72-56050569-72-5605
さとう　かず

ひろ

216216 15-249715-2497 宮嶋　然宮嶋　然
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊田店理研産業補聴器センター　豊田店

471-0024471-0024
豊田市元城町4-19-1 豊田市元城町4-19-1 
名古庄ビル1F名古庄ビル1F

0565-32-77100565-32-7710
みやじま　ぜ

ん

217217 25-505725-5057 志村　祐志村　祐
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊田店理研産業補聴器センター　豊田店

471-0024471-0024
豊田市元城町4-19-1 豊田市元城町4-19-1 
名古庄ビル1F名古庄ビル1F

0565-32-77100565-32-7710
しむら　ゆた

か

218218 21-393321-3933 中島　文幸中島　文幸 ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店 471-0025471-0025
豊田市西町5-5 豊田市西町5-5 
VITS豊田タウン1FVITS豊田タウン1F

0565-36-03340565-36-0334
なかじま　ふ

みゆき

219219 29-640829-6408 畠山　和奏畠山　和奏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店 471-0025471-0025
豊田市西町5-5 豊田市西町5-5 
VITS豊田タウン1FVITS豊田タウン1F

0565-36-03340565-36-0334
はたけやま　

わかな

220220 14-238814-2388 林　正規林　正規 （株）キクチメガネ　豊田 T-FACE 店（株）キクチメガネ　豊田 T-FACE 店 471-0026471-0026
豊田市若宮町1-57-1 豊田市若宮町1-57-1 
T-FACE　A館3階T-FACE　A館3階

0565-85-06750565-85-0675
はやし　まさ

き

221221 19-320019-3200 藤谷　直樹藤谷　直樹 （株）キクチメガネ　豊田梅坪店（株）キクチメガネ　豊田梅坪店 471-0071471-0071 豊田市東梅坪町7丁目1-5豊田市東梅坪町7丁目1-5 0565-31-22880565-31-2288
ふじたに　な

おき

222222 8-16468-1646 富田　伸富田　伸 （株）メガネの和光　トヨタ生協店（株）メガネの和光　トヨタ生協店 471-0833471-0833
豊田市山之手8-92 豊田市山之手8-92 
トヨタ生協メグリア本店3Fトヨタ生協メグリア本店3F

0565-27-38470565-27-3847 とみた　しん

223223 20-356520-3565 寺島　保志寺島　保志 （株）キクチメガネ　アピタ豊田元町店（株）キクチメガネ　アピタ豊田元町店 471-0842471-0842
豊田市土橋町 2丁目65番地 豊田市土橋町 2丁目65番地 
アピタ豊田元町店1Fアピタ豊田元町店1F

0565-27-61220565-27-6122
てらしま　や

すし

224224 22-423822-4238 中川　直樹中川　直樹 （株）キクチメガネ　知立店（株）キクチメガネ　知立店 472-0045472-0045
知立市長篠町大山18-1 知立市長篠町大山18-1 
ギャラリエアピタ知立2階ギャラリエアピタ知立2階

0566-83-82110566-83-8211
なかがわ　な

おき

225225 22-424122-4241 太田　英樹太田　英樹 （株）キクチメガネ　知立店（株）キクチメガネ　知立店 472-0045472-0045
知立市長篠町大山18-1 知立市長篠町大山18-1 
ギャラリエアピタ知立2階ギャラリエアピタ知立2階

0566-83-82110566-83-8211
おおた　ひで

き

226226 24-491024-4910 湯浅　龍彦湯浅　龍彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　知立店愛眼（株）　メガネの愛眼　知立店 472-0045472-0045
知立市長篠町大山18-1 知立市長篠町大山18-1 
ギャラリエアピタ知立2Fギャラリエアピタ知立2F

0566-83-82280566-83-8228
ゆあさ　たつ

ひこ

227227 3-12323-1232 近藤　公子近藤　公子 豊田補聴器センター豊田補聴器センター 473-0901473-0901 豊田市御幸本町1-159豊田市御幸本町1-159 0565-28-47500565-28-4750
こんどう　き

みこ

228228 17-278617-2786 大橋　幸介大橋　幸介 （株）キクチメガネ　大府店（株）キクチメガネ　大府店 474-0053474-0053 大府市柊山町3-397大府市柊山町3-397 0562-48-75850562-48-7585
おおはし　こ

うすけ

229229 22-418822-4188 江﨑　光洋江﨑　光洋 （株）キクチメガネ　大府店（株）キクチメガネ　大府店 474-0053474-0053 大府市柊山町3-397大府市柊山町3-397 0562-48-75850562-48-7585
えさき　みつ

ひろ

230230 15-249015-2490 横山　倫也横山　倫也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大府店理研産業補聴器センター　大府店

474-0073474-0073
大府市東新町1丁目248 大府市東新町1丁目248 
共和不動産ビル北館1F北号室共和不動産ビル北館1F北号室

0562-48-00030562-48-0003
よこやま　と

もや

231231 19-321519-3215 薮下　文保薮下　文保 ブルームヒアリング（株）　ブルーム半田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム半田店 475-0836475-0836
半田市青山1-12-6 半田市青山1-12-6 
森ビル2 1F森ビル2 1F

0569-89-74550569-89-7455
やぶした　ふ

みやす

232232 5-14205-1420 二村　正人二村　正人 （株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店（株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店 476-0003476-0003
東海市荒尾町山王町20 東海市荒尾町山王町20 
アピタ東海荒尾2階アピタ東海荒尾2階

052-601-5350052-601-5350
ふたむら　ま

さと

233233 22-419422-4194 水野　裕之水野　裕之 （株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店（株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店 476-0003476-0003
東海市荒尾町山王町20 東海市荒尾町山王町20 
アピタ東海荒尾2階アピタ東海荒尾2階

052-601-5350052-601-5350
みずの　ひろ

ゆき

234234 20-363820-3638 近藤　文昭近藤　文昭
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海富木島店　理研産業補聴器センター　東海富木島店　

476-0012476-0012
東海市富木島町伏見3-9-5 東海市富木島町伏見3-9-5 
エトワール光1Fエトワール光1F

052-604-3341052-604-3341
こんどう　ふ

みあき

235235 24-475024-4750 加藤　有希加藤　有希
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海富木島店　理研産業補聴器センター　東海富木島店　

476-0012476-0012
東海市富木島町伏見3-9-5 東海市富木島町伏見3-9-5 
エトワール光1Fエトワール光1F

052-604-3341052-604-3341 かとう　ゆき

236236 25-514225-5142 港　佳美港　佳美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海富木島店　理研産業補聴器センター　東海富木島店　

476-0012476-0012
東海市富木島町伏見3-9-5 東海市富木島町伏見3-9-5 
エトワール光1Fエトワール光1F

052-604-3341052-604-3341
みなと　よし

み

237237 22-422522-4225 杉浦　政雄杉浦　政雄 杉浦時計店杉浦時計店 477-0036477-0036
東海市横須賀町三ノ割101 東海市横須賀町三ノ割101 
プログレス本町1Fプログレス本町1F

0562-33-03410562-33-0341
すぎうら　ま

さお

238238 18-289018-2890 後藤　英治後藤　英治 （株）キクチメガネ　知多店（株）キクチメガネ　知多店 478-0065478-0065
知多市新知東町1丁目10番地の1 知多市新知東町1丁目10番地の1 
イトーヨーカドー知多店 2Fイトーヨーカドー知多店 2F

0562-56-35510562-56-3551
ごとう　えい

じ

239239 26-558526-5585 佐々木　隆佐々木　隆
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルームイオンモール常滑店ブルームイオンモール常滑店

479-0882479-0882
常滑市りんくう町2丁目3 常滑市りんくう町2丁目3 
イオンモール常滑2F　OWNDAYS内イオンモール常滑2F　OWNDAYS内

0569-84-32320569-84-3232
ささき　たか

し

240240 26-550226-5502 丹下　龍一丹下　龍一
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール扶桑店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール扶桑店

480-0105480-0105
丹羽郡扶桑町南山名字高塚5-1 丹羽郡扶桑町南山名字高塚5-1 
イオンモール扶桑2Fイオンモール扶桑2F

0587-91-31790587-91-3179
たんげ　りゅ

ういち



※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。

愛知県愛知県
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 24-488724-4887 原田　裕里子原田　裕里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店 467-0856467-0856
名古屋市瑞穂区新開町28-26 名古屋市瑞穂区新開町28-26 
名鉄堀田名店街内名鉄堀田名店街内

052-881-6116052-881-6116
はらだ　ゆり

こ

202202 17-274617-2746 宮田　貴文宮田　貴文
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　平針店理研産業補聴器センター　平針店

468-0011468-0011 名古屋市天白区平針2-1511名古屋市天白区平針2-1511 052-806-3314052-806-3314
みやた　たか

ふみ

203203 27-573927-5739 加藤　美緒加藤　美緒
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　平針店理研産業補聴器センター　平針店

468-0011468-0011 名古屋市天白区平針2-1511名古屋市天白区平針2-1511 052-806-3314052-806-3314 かとう　みお

204204 19-306719-3067 飯野　徳也飯野　徳也 （株）キクチメガネ　原店（株）キクチメガネ　原店 468-0015468-0015 名古屋市天白区原1-514名古屋市天白区原1-514 052-803-6061052-803-6061
いいの　とく

や

205205 11-197011-1970 林　宏茂林　宏茂 理研産業補聴器センター　野並店理研産業補聴器センター　野並店 468-0045468-0045
名古屋市天白区野並3-405 名古屋市天白区野並3-405 
1F1F

052-899-4711052-899-4711
はやし　ひろ

しげ

206206 15-247415-2474 橋本　孝介橋本　孝介 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
はしもと　こ

うすけ

207207 15-248315-2483 山田　卓矢山田　卓矢 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
やまだ　たく

や

208208 17-280217-2802 成田　諭成田　諭 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
なりた　さと

る

209209 21-383121-3831 神田　吉則神田　吉則 （有）あかり補聴器（有）あかり補聴器 468-0053468-0053 名古屋市天白区植田南3丁目110名古屋市天白区植田南3丁目110 052-804-7272052-804-7272
かんだ　よし

のり

210210 22-426922-4269 全並　利晃全並　利晃 （株）キクチメガネ　日進店（株）キクチメガネ　日進店 470-0113470-0113 日進市栄1-1720日進市栄1-1720 0561-72-12050561-72-1205
ぜんなみ　と

しあき

211211 6-14956-1495 清水　隆久清水　隆久
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　みよし店理研産業補聴器センター　みよし店

470-0224470-0224 みよし市三好町木之本49番地2みよし市三好町木之本49番地2 0561-34-05270561-34-0527
しみず　たか

ひさ

212212 22-416122-4161 榊原　雅史榊原　雅史 （株）メガネトップ　眼鏡市場　豊明店（株）メガネトップ　眼鏡市場　豊明店 470-1124470-1124 豊明市三崎町ゆたか台28-8豊明市三崎町ゆたか台28-8 0562-92-88050562-92-8805
さかきばら　

まさし

213213 19-320819-3208 梅澤　毅梅澤　毅 （株）キクチメガネ　イオンモール東浦店（株）キクチメガネ　イオンモール東浦店 470-2102470-2102
知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 
イオンモール東浦 2Fイオンモール東浦 2F

0562-84-75610562-84-7561
うめざわ　つ

よし

214214 25-514525-5145 杉浦　政史杉浦　政史 （株）キクチメガネ　アピタ阿久比店（株）キクチメガネ　アピタ阿久比店 470-2214470-2214
知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 
アピタ阿久比店2Fアピタ阿久比店2F

0569-48-74660569-48-7466
すぎうら　ま

さふみ

215215 18-289118-2891 佐藤　一浩佐藤　一浩 （株）キクチメガネ　ドン・キホーテユニー武豊店（株）キクチメガネ　ドン・キホーテユニー武豊店 470-2349470-2349
知多郡武豊町字西田崎24-1 知多郡武豊町字西田崎24-1 
ドン・キホーテユニー武豊店1Fドン・キホーテユニー武豊店1F

0569-72-56050569-72-5605
さとう　かず

ひろ

216216 15-249715-2497 宮嶋　然宮嶋　然
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊田店理研産業補聴器センター　豊田店

471-0024471-0024
豊田市元城町4-19-1 豊田市元城町4-19-1 
名古庄ビル1F名古庄ビル1F

0565-32-77100565-32-7710
みやじま　ぜ

ん

217217 25-505725-5057 志村　祐志村　祐
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　豊田店理研産業補聴器センター　豊田店

471-0024471-0024
豊田市元城町4-19-1 豊田市元城町4-19-1 
名古庄ビル1F名古庄ビル1F

0565-32-77100565-32-7710
しむら　ゆた

か

218218 21-393321-3933 中島　文幸中島　文幸 ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店 471-0025471-0025
豊田市西町5-5 豊田市西町5-5 
VITS豊田タウン1FVITS豊田タウン1F

0565-36-03340565-36-0334
なかじま　ふ

みゆき

219219 29-640829-6408 畠山　和奏畠山　和奏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム豊田店 471-0025471-0025
豊田市西町5-5 豊田市西町5-5 
VITS豊田タウン1FVITS豊田タウン1F

0565-36-03340565-36-0334
はたけやま　

わかな

220220 14-238814-2388 林　正規林　正規 （株）キクチメガネ　豊田 T-FACE 店（株）キクチメガネ　豊田 T-FACE 店 471-0026471-0026
豊田市若宮町1-57-1 豊田市若宮町1-57-1 
T-FACE　A館3階T-FACE　A館3階

0565-85-06750565-85-0675
はやし　まさ

き

221221 19-320019-3200 藤谷　直樹藤谷　直樹 （株）キクチメガネ　豊田梅坪店（株）キクチメガネ　豊田梅坪店 471-0071471-0071 豊田市東梅坪町7丁目1-5豊田市東梅坪町7丁目1-5 0565-31-22880565-31-2288
ふじたに　な

おき

222222 8-16468-1646 富田　伸富田　伸 （株）メガネの和光　トヨタ生協店（株）メガネの和光　トヨタ生協店 471-0833471-0833
豊田市山之手8-92 豊田市山之手8-92 
トヨタ生協メグリア本店3Fトヨタ生協メグリア本店3F

0565-27-38470565-27-3847 とみた　しん

223223 20-356520-3565 寺島　保志寺島　保志 （株）キクチメガネ　アピタ豊田元町店（株）キクチメガネ　アピタ豊田元町店 471-0842471-0842
豊田市土橋町 2丁目65番地 豊田市土橋町 2丁目65番地 
アピタ豊田元町店1Fアピタ豊田元町店1F

0565-27-61220565-27-6122
てらしま　や

すし

224224 22-423822-4238 中川　直樹中川　直樹 （株）キクチメガネ　知立店（株）キクチメガネ　知立店 472-0045472-0045
知立市長篠町大山18-1 知立市長篠町大山18-1 
ギャラリエアピタ知立2階ギャラリエアピタ知立2階

0566-83-82110566-83-8211
なかがわ　な

おき

225225 22-424122-4241 太田　英樹太田　英樹 （株）キクチメガネ　知立店（株）キクチメガネ　知立店 472-0045472-0045
知立市長篠町大山18-1 知立市長篠町大山18-1 
ギャラリエアピタ知立2階ギャラリエアピタ知立2階

0566-83-82110566-83-8211
おおた　ひで

き

226226 24-491024-4910 湯浅　龍彦湯浅　龍彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　知立店愛眼（株）　メガネの愛眼　知立店 472-0045472-0045
知立市長篠町大山18-1 知立市長篠町大山18-1 
ギャラリエアピタ知立2Fギャラリエアピタ知立2F

0566-83-82280566-83-8228
ゆあさ　たつ

ひこ

227227 3-12323-1232 近藤　公子近藤　公子 豊田補聴器センター豊田補聴器センター 473-0901473-0901 豊田市御幸本町1-159豊田市御幸本町1-159 0565-28-47500565-28-4750
こんどう　き

みこ

228228 17-278617-2786 大橋　幸介大橋　幸介 （株）キクチメガネ　大府店（株）キクチメガネ　大府店 474-0053474-0053 大府市柊山町3-397大府市柊山町3-397 0562-48-75850562-48-7585
おおはし　こ

うすけ

229229 22-418822-4188 江﨑　光洋江﨑　光洋 （株）キクチメガネ　大府店（株）キクチメガネ　大府店 474-0053474-0053 大府市柊山町3-397大府市柊山町3-397 0562-48-75850562-48-7585
えさき　みつ

ひろ

230230 15-249015-2490 横山　倫也横山　倫也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　大府店理研産業補聴器センター　大府店

474-0073474-0073
大府市東新町1丁目248 大府市東新町1丁目248 
共和不動産ビル北館1F北号室共和不動産ビル北館1F北号室

0562-48-00030562-48-0003
よこやま　と

もや

231231 19-321519-3215 薮下　文保薮下　文保 ブルームヒアリング（株）　ブルーム半田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム半田店 475-0836475-0836
半田市青山1-12-6 半田市青山1-12-6 
森ビル2 1F森ビル2 1F

0569-89-74550569-89-7455
やぶした　ふ

みやす

232232 5-14205-1420 二村　正人二村　正人 （株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店（株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店 476-0003476-0003
東海市荒尾町山王町20 東海市荒尾町山王町20 
アピタ東海荒尾2階アピタ東海荒尾2階

052-601-5350052-601-5350
ふたむら　ま

さと

233233 22-419422-4194 水野　裕之水野　裕之 （株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店（株）キクチメガネ　アピタ東海荒尾店 476-0003476-0003
東海市荒尾町山王町20 東海市荒尾町山王町20 
アピタ東海荒尾2階アピタ東海荒尾2階

052-601-5350052-601-5350
みずの　ひろ

ゆき

234234 20-363820-3638 近藤　文昭近藤　文昭
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海富木島店　理研産業補聴器センター　東海富木島店　

476-0012476-0012
東海市富木島町伏見3-9-5 東海市富木島町伏見3-9-5 
エトワール光1Fエトワール光1F

052-604-3341052-604-3341
こんどう　ふ

みあき

235235 24-475024-4750 加藤　有希加藤　有希
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海富木島店　理研産業補聴器センター　東海富木島店　

476-0012476-0012
東海市富木島町伏見3-9-5 東海市富木島町伏見3-9-5 
エトワール光1Fエトワール光1F

052-604-3341052-604-3341 かとう　ゆき

236236 25-514225-5142 港　佳美港　佳美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東海富木島店　理研産業補聴器センター　東海富木島店　

476-0012476-0012
東海市富木島町伏見3-9-5 東海市富木島町伏見3-9-5 
エトワール光1Fエトワール光1F

052-604-3341052-604-3341
みなと　よし

み

237237 22-422522-4225 杉浦　政雄杉浦　政雄 杉浦時計店杉浦時計店 477-0036477-0036
東海市横須賀町三ノ割101 東海市横須賀町三ノ割101 
プログレス本町1Fプログレス本町1F

0562-33-03410562-33-0341
すぎうら　ま

さお

238238 18-289018-2890 後藤　英治後藤　英治 （株）キクチメガネ　知多店（株）キクチメガネ　知多店 478-0065478-0065
知多市新知東町1丁目10番地の1 知多市新知東町1丁目10番地の1 
イトーヨーカドー知多店 2Fイトーヨーカドー知多店 2F

0562-56-35510562-56-3551
ごとう　えい

じ

239239 26-558526-5585 佐々木　隆佐々木　隆
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルームイオンモール常滑店ブルームイオンモール常滑店

479-0882479-0882
常滑市りんくう町2丁目3 常滑市りんくう町2丁目3 
イオンモール常滑2F　OWNDAYS内イオンモール常滑2F　OWNDAYS内

0569-84-32320569-84-3232
ささき　たか

し

240240 26-550226-5502 丹下　龍一丹下　龍一
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール扶桑店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール扶桑店

480-0105480-0105
丹羽郡扶桑町南山名字高塚5-1 丹羽郡扶桑町南山名字高塚5-1 
イオンモール扶桑2Fイオンモール扶桑2F

0587-91-31790587-91-3179
たんげ　りゅ

ういち

愛知県愛知県
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

241241 19-321119-3211 伊藤　竜浩伊藤　竜浩 （株）キクチメガネ　アピタ大口店（株）キクチメガネ　アピタ大口店 480-0145480-0145
丹羽郡大口町丸2-30 丹羽郡大口町丸2-30 
アピタ大口1Fアピタ大口1F

0587-95-88620587-95-8862
いとう　たつ

ひろ

242242 16-266116-2661 渡邉　勝渡邉　勝 （株）キクチメガネ　長久手店（株）キクチメガネ　長久手店 480-1151480-1151 長久手市久保山1604長久手市久保山1604 0561-63-60410561-63-6041
わたなべ　ま

さる

243243 22-427222-4272 磯部　直人磯部　直人 （株）キクチメガネ　西春店（株）キクチメガネ　西春店 481-0032481-0032 北名古屋市弥勒寺西1-128北名古屋市弥勒寺西1-128 0568-25-35000568-25-3500
いそべ　なお

と

244244 21-370321-3703 難波　幸大難波　幸大
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　西春店理研産業補聴器センター　西春店

481-0033481-0033 北名古屋市西之保青野198-1北名古屋市西之保青野198-1 0568-22-40550568-22-4055
なんば　こう

た

245245 27-584527-5845 岡村　優貴子岡村　優貴子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　西春店理研産業補聴器センター　西春店

481-0033481-0033 北名古屋市西之保青野198-1北名古屋市西之保青野198-1 0568-22-40550568-22-4055
おかむら　ゆ

きこ

246246 18-288618-2886 加藤　久詞加藤　久詞 （株）キクチメガネ　アピタ岩倉店（株）キクチメガネ　アピタ岩倉店 482-0024482-0024
岩倉市旭町一丁目25 岩倉市旭町一丁目25 
アピタパワー岩倉店1Fアピタパワー岩倉店1F

0587-96-81350587-96-8135
かとう　ひさ

し

247247 19-320519-3205 山田　潤山田　潤 （株）キクチメガネ　アピタ岩倉店（株）キクチメガネ　アピタ岩倉店 482-0024482-0024
岩倉市旭町一丁目25 岩倉市旭町一丁目25 
アピタパワー岩倉店1Fアピタパワー岩倉店1F

0587-96-81350587-96-8135
やまだ　じゅ

ん

248248 20-341220-3412 山平　加津佐山平　加津佐 （株）サカイ　江南補聴器センター（株）サカイ　江南補聴器センター 483-8274483-8274 江南市古知野町広見10江南市古知野町広見10 0587-56-28470587-56-2847
やまひら　か

ずさ

249249 6-14776-1477 山田　祐三山田　祐三
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　犬山店理研産業補聴器センター　犬山店

484-0073484-0073
犬山市天神町1丁目17番地 犬山市天神町1丁目17番地 
しろひがし住宅1号棟西101しろひがし住宅1号棟西101

0568-65-33550568-65-3355
やまだ　ゆう

ぞう

250250 28-614428-6144 倉下　幸太倉下　幸太
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　犬山店理研産業補聴器センター　犬山店

484-0073484-0073
犬山市天神町1丁目17番地 犬山市天神町1丁目17番地 
しろひがし住宅1号棟西101しろひがし住宅1号棟西101

0568-65-33550568-65-3355
くらした　こ

うた

251251 16-265616-2656 渋谷　仁渋谷　仁 （株）キクチメガネ　犬山店（株）キクチメガネ　犬山店 484-0087484-0087 犬山市中山町2-39犬山市中山町2-39 0568-61-32260568-61-3226
しぶや　ひと

し

252252 17-278017-2780 大下　正哲大下　正哲 （株）キクチメガネ　犬山店（株）キクチメガネ　犬山店 484-0087484-0087 犬山市中山町2-39犬山市中山町2-39 0568-61-32260568-61-3226
おおした　ま

さのり

253253 18-288418-2884 太田　直樹太田　直樹 （株）キクチメガネ　小牧店（株）キクチメガネ　小牧店 485-0041485-0041 小牧市小牧1-235小牧市小牧1-235 0568-73-96430568-73-9643
おおた　なお

き

254254 26-541026-5410 古池　賢司古池　賢司 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　小牧店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　小牧店 485-0041485-0041 小牧市小牧5-300小牧市小牧5-300 0568-39-41330568-39-4133
こいけ　けん

じ

255255 21-405821-4058 野口　浩祐野口　浩祐 愛眼（株）　メガネの愛眼　小牧駅前店愛眼（株）　メガネの愛眼　小牧駅前店 485-0041485-0041 小牧市小牧1870-1小牧市小牧1870-1 0568-71-10280568-71-1028
のぐち　こう

すけ

256256 4-12884-1288 横浜　裕二横浜　裕二
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小牧店理研産業補聴器センター　小牧店

485-0041485-0041 小牧市小牧4-212-6小牧市小牧4-212-6 0568-41-36000568-41-3600
よこはま　ゆ

うじ

257257 25-501525-5015 前田　喜華前田　喜華
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小牧店理研産業補聴器センター　小牧店

485-0041485-0041 小牧市小牧4-212-6小牧市小牧4-212-6 0568-41-36000568-41-3600
まえだ　はる

か

258258 28-616428-6164 塩見　政幸塩見　政幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　小牧本店パリミキ　小牧本店

485-0046485-0046 小牧市堀の内2-146小牧市堀の内2-146 0568-75-20100568-75-2010
しおみ　まさ

ゆき

259259 17-283517-2835 鈴村　浩泰鈴村　浩泰
（株）キクチメガネ　（株）キクチメガネ　
ドン・キホーテ YUNY　桃花台店ドン・キホーテ YUNY　桃花台店

485-0814485-0814
小牧市古雅1-1 小牧市古雅1-1 
MEGAドン・キホーテUNY　桃花台店2FMEGAドン・キホーテUNY　桃花台店2F

0568-78-11520568-78-1152
すずむら　ひ

ろやす

260260 12-224212-2242 山田　嘉伸山田　嘉伸 （株）ムジカヒアリング（株）ムジカヒアリング 486-0817486-0817 春日井市東野町7-1-2春日井市東野町7-1-2 090-1987-3455090-1987-3455
やまだ　よし

のぶ

261261 17-278917-2789 鈴木　敦大鈴木　敦大 （株）ムジカヒアリング（株）ムジカヒアリング 486-0817486-0817 春日井市東野町7-1-2春日井市東野町7-1-2 090-1987-3455090-1987-3455
すずき　あつ

ひろ

262262 19-310019-3100 久米　一弘久米　一弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　春日井店理研産業補聴器センター　春日井店

486-0825486-0825 春日井市中央通1-113-1春日井市中央通1-113-1 0568-56-62800568-56-6280
くめ　かずひ

ろ

263263 17-273417-2734 市川　智也市川　智也 （株）キクチメガネ　春日井店（株）キクチメガネ　春日井店 486-0844486-0844
春日井市鳥居松町4-124 春日井市鳥居松町4-124 
イリヤビルイリヤビル

0568-81-90040568-81-9004
いちかわ　と

もなり

264264 17-274217-2742 伊藤　賢治伊藤　賢治 （株）キクチメガネ　春日井店（株）キクチメガネ　春日井店 486-0844486-0844
春日井市鳥居松町4-124 春日井市鳥居松町4-124 
イリヤビルイリヤビル

0568-81-90040568-81-9004
いとう　けん

じ

265265 18-290618-2906 由良　義行由良　義行 （株）メガネトップ　眼鏡市場　春日井店（株）メガネトップ　眼鏡市場　春日井店 486-0844486-0844 春日井市鳥居松町5-81-1春日井市鳥居松町5-81-1 0568-86-75780568-86-7578
ゆら　よしゆ

き

266266 26-531526-5315 宮脇　誠司宮脇　誠司 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　春日井店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　春日井店 486-0849486-0849 春日井市八田町8-3-1春日井市八田町8-3-1 0568-37-41330568-37-4133
みやわき　せ

いじ

267267 4-12924-1292 小関　博司小関　博司 春日井補聴器センター春日井補聴器センター 486-0851486-0851 春日井市篠木町5-1313春日井市篠木町5-1313 0568-83-71330568-83-7133
おぜき　ひろ

し

268268 16-265716-2657 橋場　努橋場　努 （株）キクチメガネ　高蔵寺店（株）キクチメガネ　高蔵寺店 487-0011487-0011
春日井市中央台1-2-2 春日井市中央台1-2-2 
サンマルシュ南館2Fサンマルシュ南館2F

0568-92-21890568-92-2189
はしば　つと

む

269269 19-321419-3214 林　直樹林　直樹 （株）キクチメガネ　高蔵寺店（株）キクチメガネ　高蔵寺店 487-0011487-0011
春日井市中央台1-2-2 春日井市中央台1-2-2 
サンマルシュ南館2Fサンマルシュ南館2F

0568-92-21890568-92-2189
はやし　なお

き

270270 28-613428-6134 伊藤　智仁伊藤　智仁 愛眼（株）　メガネの愛眼　高蔵寺店愛眼（株）　メガネの愛眼　高蔵寺店 487-0016487-0016 春日井市高蔵寺町北2丁目155春日井市高蔵寺町北2丁目155 0568-52-27520568-52-2752
いとう　とも

ひと

271271 29-648529-6485 塚本　昌毅塚本　昌毅
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高蔵寺店パリミキ　高蔵寺店

487-0025487-0025 春日井市出川町2-30-14春日井市出川町2-30-14 0568-52-33990568-52-3399
つかもと　ま

さき

272272 23-447123-4471 吉川　徳一吉川　徳一 （株）キクチメガネ　総合企画部（株）キクチメガネ　総合企画部 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-74150568-92-7415
よしかわ　の

りかず

273273 11-214811-2148 岩﨑　勝彦岩﨑　勝彦 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
いわさき　か

つひこ

274274 15-250415-2504 浜田　和成浜田　和成 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
はまだ　かず

なり

275275 16-257716-2577 大橋　勝己大橋　勝己 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
おおはし　か

つみ

276276 17-283717-2837 勝野　浩司勝野　浩司 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
かつの　ひろ

し

277277 18-288518-2885 岡田　心也岡田　心也 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
おかだ　しん

や

278278 18-289318-2893 柴田　久也柴田　久也 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
しばた　ひさ

や

279279 18-289718-2897 長谷川　久芳長谷川　久芳 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
はせがわ　ひ

さよし

280280 19-320619-3206 前田　宣彦前田　宣彦 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
まえだ　のぶ

ひこ
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281281 19-320719-3207 鈴森　啓一鈴森　啓一 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
すずもり　け

いいち

282282 23-447323-4473 渡邉　卓也渡邉　卓也 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
わたなべ　た

くや

283283 23-447423-4474 松本　祐樹松本　祐樹 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
まつもと　ゆ

うき

284284 16-261916-2619 黒杉　茂嗣黒杉　茂嗣 （株）キクチメガネ　尾張旭店（株）キクチメガネ　尾張旭店 488-0067488-0067
尾張旭市南原山町石原116-4 尾張旭市南原山町石原116-4 
イトーヨーカドー尾張旭店1階イトーヨーカドー尾張旭店1階

0561-51-26260561-51-2626
くろすぎ　し

げつぐ

285285 18-289618-2896 野田　圭野田　圭 （株）キクチメガネ　尾張旭店（株）キクチメガネ　尾張旭店 488-0067488-0067
尾張旭市南原山町石原116-4 尾張旭市南原山町石原116-4 
イトーヨーカドー尾張旭店1階イトーヨーカドー尾張旭店1階

0561-51-26260561-51-2626 のだ　けい

286286 21-373121-3731 井田　拓人井田　拓人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　尾張旭店理研産業補聴器センター　尾張旭店

488-0818488-0818 尾張旭市向町二丁目1番地1尾張旭市向町二丁目1番地1 0561-51-55590561-51-5559 いだ　たくと

287287 27-574127-5741 塚平　麻実塚平　麻実
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　尾張旭店理研産業補聴器センター　尾張旭店

488-0818488-0818 尾張旭市向町二丁目1番地1尾張旭市向町二丁目1番地1 0561-51-55590561-51-5559
つかだいら　

まみ

288288 7-15857-1585 岩﨑　泉岩﨑　泉 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
いわさき　い

ずみ

289289 17-277617-2776 臼井　誠臼井　誠 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
うすい　まこ

と

290290 22-418922-4189 山口　誠山口　誠 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
やまぐち　ま

こと

291291 25-514625-5146 久田　洋彰久田　洋彰 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
ひさだ　ひろ

あき

292292 16-261016-2610 松本　智昭松本　智昭 （株）キクチメガネ　大治店（株）キクチメガネ　大治店 490-1136490-1136 海部郡大治町花常本郷西66-1海部郡大治町花常本郷西66-1 052-441-7006052-441-7006
まつもと　と

もあき

293293 19-320419-3204 佐藤　義清佐藤　義清 （株）キクチメガネ　テラスウォーク一宮店（株）キクチメガネ　テラスウォーク一宮店 491-0022491-0022
一宮市両郷町一丁目2番地 一宮市両郷町一丁目2番地 
テラスウォーク一宮店1階テラスウォーク一宮店1階

0586-26-21770586-26-2177
さとう　よし

き

294294 24-493624-4936 奥田　稔奥田　稔 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　一宮店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　一宮店 491-0037491-0037 一宮市貴船2-2-1一宮市貴船2-2-1 0586-71-41330586-71-4133
おくだ　みの

る

295295 17-270117-2701 橋本　崇紀橋本　崇紀
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
はしもと　た

かのり

296296 20-346920-3469 粕谷　修一粕谷　修一
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
かすや　しゅ

ういち

297297 24-476924-4769 丹羽　真由美丹羽　真由美
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053 にわ　まゆみ

298298 27-591827-5918 天野　ひかる天野　ひかる
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
あまの　ひか

る

299299 19-324819-3248 丸山　英朗丸山　英朗 東海リオン（株）　リオネットセンター一宮東海リオン（株）　リオネットセンター一宮 491-0858491-0858
一宮市栄3-6-4 一宮市栄3-6-4 
今佐ビル西1F今佐ビル西1F

0586-24-04330586-24-0433
まるやま　ひ

であき

300300 12-225312-2253 伊串　和浩伊串　和浩
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　一宮店理研産業補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄3-8-11 一宮市栄3-8-11 
加藤ビル1階賃店舗加藤ビル1階賃店舗

0586-24-33770586-24-3377
いぐし　かず

ひろ

301301 23-446723-4467 岩間　真規子岩間　真規子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　一宮店理研産業補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄3-8-11 一宮市栄3-8-11 
加藤ビル1階賃店舗加藤ビル1階賃店舗

0586-24-33770586-24-3377
いわま　まき

こ

302302 4-12904-1290 猪子　裕史猪子　裕史 （株）いのこメガネ　一宮補聴器センター（株）いのこメガネ　一宮補聴器センター 491-0859491-0859 一宮市本町4-3-22一宮市本町4-3-22 0586-73-10030586-73-1003
いのこ　ひろ

し

303303 8-16648-1664 野口　幹也野口　幹也 （株）キクチメガネ　一宮駅前店（株）キクチメガネ　一宮駅前店 491-0859491-0859
一宮市本町2-2-11 一宮市本町2-2-11 
JES一宮ビルJES一宮ビル

0586-73-81010586-73-8101
のぐち　まさ

や

304304 19-321619-3216 青木　克之青木　克之 （株）キクチメガネ　一宮駅前店（株）キクチメガネ　一宮駅前店 491-0859491-0859
一宮市本町2-2-11 一宮市本町2-2-11 
JES一宮ビルJES一宮ビル

0586-73-81010586-73-8101
あおき　かつ

ゆき

305305 24-481324-4813 三橋　正和三橋　正和 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　稲沢店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　稲沢店 492-8145492-8145 稲沢市正明寺2-17-1稲沢市正明寺2-17-1 0587-33-41330587-33-4133
みつはし　ま

さかず

306306 21-393121-3931 永坂　章悟永坂　章悟
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　稲沢店理研産業補聴器センター　稲沢店

492-8212492-8212 稲沢市小沢4-14-8稲沢市小沢4-14-8 0587-23-10500587-23-1050
ながさか　

しょうご

307307 25-505925-5059 加藤　翔子加藤　翔子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　稲沢店理研産業補聴器センター　稲沢店

492-8212492-8212 稲沢市小沢4-14-8稲沢市小沢4-14-8 0587-23-10500587-23-1050
かとう　しょ

うこ

308308 24-480224-4802 星野　伊久雄星野　伊久雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アピタ稲沢店パリミキ　アピタ稲沢店

492-8681492-8681
稲沢市天池五反田町1 稲沢市天池五反田町1 
アピタ稲沢　1Fアピタ稲沢　1F

0587-23-55360587-23-5536
ほしの　いく

お

309309 19-320319-3203 大村　博明大村　博明 （株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店（株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店 493-0001493-0001
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 
イオンモール木曽川3Fイオンモール木曽川3F

0586-86-96310586-86-9631
おおむら　ひ

ろあき

310310 24-479524-4795 恒川　正人恒川　正人 （株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店（株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店 493-0001493-0001
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 
イオンモール木曽川3Fイオンモール木曽川3F

0586-86-96310586-86-9631
つねかわ　ま

さと

311311 17-282717-2827 岡本　貴志岡本　貴志 （株）キクチメガネ　ピアゴ尾西店（株）キクチメガネ　ピアゴ尾西店 494-0007494-0007
一宮市小信中島字東鵯平59 一宮市小信中島字東鵯平59 
ピアゴ尾西店1Fピアゴ尾西店1F

0586-85-54010586-85-5401
おかもと　た

かし

312312 2-10952-1095 多和田　和敏多和田　和敏 補聴器センター尾西補聴器センター尾西 494-0007494-0007 一宮市小信中島郷北43-1一宮市小信中島郷北43-1 0586-64-86420586-64-8642
たわだ　かず

とし

313313 20-339420-3394 浮田　英之浮田　英之 （株）キクチメガネ　津島ヨシヅヤ店（株）キクチメガネ　津島ヨシヅヤ店 496-0027496-0027
津島市大字津島字北新開351 津島市大字津島字北新開351 
イッツボナンザシティヨシヅヤ津島本店3Fイッツボナンザシティヨシヅヤ津島本店3F

0567-23-73570567-23-7357
うきた　ひで

ゆき

314314 17-272117-2721 江嵜　壮哉江嵜　壮哉
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　津島店理研産業補聴器センター　津島店

496-0046496-0046 津島市柳原町2丁目58-13津島市柳原町2丁目58-13 0567-25-33410567-25-3341
えさき　たけ

や

315315 25-505125-5051 伊藤　彩名伊藤　彩名
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　津島店理研産業補聴器センター　津島店

496-0046496-0046 津島市柳原町2丁目58-13津島市柳原町2丁目58-13 0567-25-33410567-25-3341
いとう　あや

な

316316 19-321019-3210 真野　孝裕真野　孝裕 （株）キクチメガネ　津島店（株）キクチメガネ　津島店 496-0047496-0047 津島市西柳原町3-4津島市西柳原町3-4 0567-25-66120567-25-6612
まの　たかひ

ろ

317317 20-339920-3399 堀部　俊二堀部　俊二 （株）キクチメガネ　津島店（株）キクチメガネ　津島店 496-0047496-0047 津島市西柳原町3-4津島市西柳原町3-4 0567-25-66120567-25-6612
ほりべ　しゅ

んじ

318318 27-584427-5844 矢切　峻平矢切　峻平 愛眼（株）　メガネの愛眼　蟹江店愛眼（株）　メガネの愛眼　蟹江店 497-0034497-0034 海部郡蟹江町本町5-28-1海部郡蟹江町本町5-28-1 0567-96-57750567-96-5775
やぎり　しゅ

んぺい

319319 27-575827-5758 武藤　貴博武藤　貴博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン弥冨店パリミキ　イオンタウン弥冨店

498-0014498-0014
弥富市五明町1371-4  弥富市五明町1371-4  
イオンタウン弥富内イオンタウン弥富内

0567-65-61210567-65-6121
むとう　たか

ひろ

320320 27-579927-5799 中川　敏中川　敏
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン弥冨店パリミキ　イオンタウン弥冨店

498-0014498-0014
弥富市五明町1371-4  弥富市五明町1371-4  
イオンタウン弥富内イオンタウン弥富内

0567-65-61210567-65-6121
なかがわ　さ

とし



※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。

愛知県愛知県
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

281281 19-320719-3207 鈴森　啓一鈴森　啓一 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
すずもり　け

いいち

282282 23-447323-4473 渡邉　卓也渡邉　卓也 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
わたなべ　た

くや

283283 23-447423-4474 松本　祐樹松本　祐樹 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
まつもと　ゆ

うき

284284 16-261916-2619 黒杉　茂嗣黒杉　茂嗣 （株）キクチメガネ　尾張旭店（株）キクチメガネ　尾張旭店 488-0067488-0067
尾張旭市南原山町石原116-4 尾張旭市南原山町石原116-4 
イトーヨーカドー尾張旭店1階イトーヨーカドー尾張旭店1階

0561-51-26260561-51-2626
くろすぎ　し

げつぐ

285285 18-289618-2896 野田　圭野田　圭 （株）キクチメガネ　尾張旭店（株）キクチメガネ　尾張旭店 488-0067488-0067
尾張旭市南原山町石原116-4 尾張旭市南原山町石原116-4 
イトーヨーカドー尾張旭店1階イトーヨーカドー尾張旭店1階

0561-51-26260561-51-2626 のだ　けい

286286 21-373121-3731 井田　拓人井田　拓人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　尾張旭店理研産業補聴器センター　尾張旭店

488-0818488-0818 尾張旭市向町二丁目1番地1尾張旭市向町二丁目1番地1 0561-51-55590561-51-5559 いだ　たくと

287287 27-574127-5741 塚平　麻実塚平　麻実
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　尾張旭店理研産業補聴器センター　尾張旭店

488-0818488-0818 尾張旭市向町二丁目1番地1尾張旭市向町二丁目1番地1 0561-51-55590561-51-5559
つかだいら　

まみ

288288 7-15857-1585 岩﨑　泉岩﨑　泉 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
いわさき　い

ずみ

289289 17-277617-2776 臼井　誠臼井　誠 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
うすい　まこ

と

290290 22-418922-4189 山口　誠山口　誠 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
やまぐち　ま

こと

291291 25-514625-5146 久田　洋彰久田　洋彰 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
ひさだ　ひろ

あき

292292 16-261016-2610 松本　智昭松本　智昭 （株）キクチメガネ　大治店（株）キクチメガネ　大治店 490-1136490-1136 海部郡大治町花常本郷西66-1海部郡大治町花常本郷西66-1 052-441-7006052-441-7006
まつもと　と

もあき

293293 19-320419-3204 佐藤　義清佐藤　義清 （株）キクチメガネ　テラスウォーク一宮店（株）キクチメガネ　テラスウォーク一宮店 491-0022491-0022
一宮市両郷町一丁目2番地 一宮市両郷町一丁目2番地 
テラスウォーク一宮店1階テラスウォーク一宮店1階

0586-26-21770586-26-2177
さとう　よし

き

294294 24-493624-4936 奥田　稔奥田　稔 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　一宮店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　一宮店 491-0037491-0037 一宮市貴船2-2-1一宮市貴船2-2-1 0586-71-41330586-71-4133
おくだ　みの

る

295295 17-270117-2701 橋本　崇紀橋本　崇紀
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
はしもと　た

かのり

296296 20-346920-3469 粕谷　修一粕谷　修一
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
かすや　しゅ

ういち

297297 24-476924-4769 丹羽　真由美丹羽　真由美
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053 にわ　まゆみ

298298 27-591827-5918 天野　ひかる天野　ひかる
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
あまの　ひか

る

299299 19-324819-3248 丸山　英朗丸山　英朗 東海リオン（株）　リオネットセンター一宮東海リオン（株）　リオネットセンター一宮 491-0858491-0858
一宮市栄3-6-4 一宮市栄3-6-4 
今佐ビル西1F今佐ビル西1F

0586-24-04330586-24-0433
まるやま　ひ

であき

300300 12-225312-2253 伊串　和浩伊串　和浩
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　一宮店理研産業補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄3-8-11 一宮市栄3-8-11 
加藤ビル1階賃店舗加藤ビル1階賃店舗

0586-24-33770586-24-3377
いぐし　かず

ひろ

301301 23-446723-4467 岩間　真規子岩間　真規子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　一宮店理研産業補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄3-8-11 一宮市栄3-8-11 
加藤ビル1階賃店舗加藤ビル1階賃店舗

0586-24-33770586-24-3377
いわま　まき

こ

302302 4-12904-1290 猪子　裕史猪子　裕史 （株）いのこメガネ　一宮補聴器センター（株）いのこメガネ　一宮補聴器センター 491-0859491-0859 一宮市本町4-3-22一宮市本町4-3-22 0586-73-10030586-73-1003
いのこ　ひろ

し

303303 8-16648-1664 野口　幹也野口　幹也 （株）キクチメガネ　一宮駅前店（株）キクチメガネ　一宮駅前店 491-0859491-0859
一宮市本町2-2-11 一宮市本町2-2-11 
JES一宮ビルJES一宮ビル

0586-73-81010586-73-8101
のぐち　まさ

や

304304 19-321619-3216 青木　克之青木　克之 （株）キクチメガネ　一宮駅前店（株）キクチメガネ　一宮駅前店 491-0859491-0859
一宮市本町2-2-11 一宮市本町2-2-11 
JES一宮ビルJES一宮ビル

0586-73-81010586-73-8101
あおき　かつ

ゆき

305305 24-481324-4813 三橋　正和三橋　正和 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　稲沢店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　稲沢店 492-8145492-8145 稲沢市正明寺2-17-1稲沢市正明寺2-17-1 0587-33-41330587-33-4133
みつはし　ま

さかず

306306 21-393121-3931 永坂　章悟永坂　章悟
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　稲沢店理研産業補聴器センター　稲沢店

492-8212492-8212 稲沢市小沢4-14-8稲沢市小沢4-14-8 0587-23-10500587-23-1050
ながさか　

しょうご

307307 25-505925-5059 加藤　翔子加藤　翔子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　稲沢店理研産業補聴器センター　稲沢店

492-8212492-8212 稲沢市小沢4-14-8稲沢市小沢4-14-8 0587-23-10500587-23-1050
かとう　しょ

うこ

308308 24-480224-4802 星野　伊久雄星野　伊久雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アピタ稲沢店パリミキ　アピタ稲沢店

492-8681492-8681
稲沢市天池五反田町1 稲沢市天池五反田町1 
アピタ稲沢　1Fアピタ稲沢　1F

0587-23-55360587-23-5536
ほしの　いく

お

309309 19-320319-3203 大村　博明大村　博明 （株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店（株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店 493-0001493-0001
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 
イオンモール木曽川3Fイオンモール木曽川3F

0586-86-96310586-86-9631
おおむら　ひ

ろあき

310310 24-479524-4795 恒川　正人恒川　正人 （株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店（株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店 493-0001493-0001
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 
イオンモール木曽川3Fイオンモール木曽川3F

0586-86-96310586-86-9631
つねかわ　ま

さと

311311 17-282717-2827 岡本　貴志岡本　貴志 （株）キクチメガネ　ピアゴ尾西店（株）キクチメガネ　ピアゴ尾西店 494-0007494-0007
一宮市小信中島字東鵯平59 一宮市小信中島字東鵯平59 
ピアゴ尾西店1Fピアゴ尾西店1F

0586-85-54010586-85-5401
おかもと　た

かし

312312 2-10952-1095 多和田　和敏多和田　和敏 補聴器センター尾西補聴器センター尾西 494-0007494-0007 一宮市小信中島郷北43-1一宮市小信中島郷北43-1 0586-64-86420586-64-8642
たわだ　かず

とし

313313 20-339420-3394 浮田　英之浮田　英之 （株）キクチメガネ　津島ヨシヅヤ店（株）キクチメガネ　津島ヨシヅヤ店 496-0027496-0027
津島市大字津島字北新開351 津島市大字津島字北新開351 
イッツボナンザシティヨシヅヤ津島本店3Fイッツボナンザシティヨシヅヤ津島本店3F

0567-23-73570567-23-7357
うきた　ひで

ゆき

314314 17-272117-2721 江嵜　壮哉江嵜　壮哉
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　津島店理研産業補聴器センター　津島店

496-0046496-0046 津島市柳原町2丁目58-13津島市柳原町2丁目58-13 0567-25-33410567-25-3341
えさき　たけ

や

315315 25-505125-5051 伊藤　彩名伊藤　彩名
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　津島店理研産業補聴器センター　津島店

496-0046496-0046 津島市柳原町2丁目58-13津島市柳原町2丁目58-13 0567-25-33410567-25-3341
いとう　あや

な

316316 19-321019-3210 真野　孝裕真野　孝裕 （株）キクチメガネ　津島店（株）キクチメガネ　津島店 496-0047496-0047 津島市西柳原町3-4津島市西柳原町3-4 0567-25-66120567-25-6612
まの　たかひ

ろ

317317 20-339920-3399 堀部　俊二堀部　俊二 （株）キクチメガネ　津島店（株）キクチメガネ　津島店 496-0047496-0047 津島市西柳原町3-4津島市西柳原町3-4 0567-25-66120567-25-6612
ほりべ　しゅ

んじ

318318 27-584427-5844 矢切　峻平矢切　峻平 愛眼（株）　メガネの愛眼　蟹江店愛眼（株）　メガネの愛眼　蟹江店 497-0034497-0034 海部郡蟹江町本町5-28-1海部郡蟹江町本町5-28-1 0567-96-57750567-96-5775
やぎり　しゅ

んぺい

319319 27-575827-5758 武藤　貴博武藤　貴博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン弥冨店パリミキ　イオンタウン弥冨店

498-0014498-0014
弥富市五明町1371-4  弥富市五明町1371-4  
イオンタウン弥富内イオンタウン弥富内

0567-65-61210567-65-6121
むとう　たか

ひろ

320320 27-579927-5799 中川　敏中川　敏
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン弥冨店パリミキ　イオンタウン弥冨店

498-0014498-0014
弥富市五明町1371-4  弥富市五明町1371-4  
イオンタウン弥富内イオンタウン弥富内

0567-65-61210567-65-6121
なかがわ　さ

とし

愛知県愛知県
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

321321 23-454623-4546 服部　勉服部　勉 （有）メガネの服部（有）メガネの服部 498-0027498-0027
弥富市鯏浦町南前新田123 弥富市鯏浦町南前新田123 
ウィングプラザパディー2Fウィングプラザパディー2F

0567-67-33750567-67-3375
はっとり　つ

とむ

322322 29-642929-6429 菊地　亮仁菊地　亮仁 （株）川スミ　本社（株）川スミ　本社 498-8505498-8505 弥富市魚利浦町南前新田215弥富市魚利浦町南前新田215 0567-67-01110567-67-0111
きくち　あき

ひと

323323 11-214711-2147 長江　敦長江　敦
ながえ　あつ

し

324324 16-259716-2597 中本　直樹中本　直樹
なかもと　な

おき

325325 18-295718-2957 竹内　宏竹内　宏
たけうち　ひ

ろし

326326 20-359920-3599 宮嶋　郁恵宮嶋　郁恵
みやじま　い

くえ

327327 21-393621-3936 鈴木　友美鈴木　友美
すずき　とも

み

328328 26-556626-5566 杉田　雄平杉田　雄平
すぎた　ゆう

へい

329329 27-573727-5737 古澤　圭悟古澤　圭悟
ふるさわ　け

いご


