
※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。

大阪府大阪府
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 21-405421-4054 桂巻　厚桂巻　厚 パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪市北区梅田1-11-4 
大阪駅前第4ビル1F大阪駅前第4ビル1F

06-6344-334806-6344-3348
かつらまき　

あつし

22 26-554526-5545 大岐　健太大岐　健太 パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪市北区梅田1-11-4 
大阪駅前第4ビル1F大阪駅前第4ビル1F

06-6344-334806-6344-3348
おおき　けん

た

33 26-558626-5586 大島　一幸大島　一幸 パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪市北区梅田1-11-4 
大阪駅前第4ビル1F大阪駅前第4ビル1F

06-6344-334806-6344-3348
おおしま　か

ずゆき

44 11-211211-2112 大西　周二大西　周二 リオン（株）　西日本営業所リオン（株）　西日本営業所 530-0001530-0001
大阪市北区梅田2-5-5 大阪市北区梅田2-5-5 
横山ビル6F横山ビル6F

06-6363-413306-6363-4133
おおにし　

しゅうじ

55 18-302918-3029 石田　大司石田　大司 リオン（株）　西日本営業所リオン（株）　西日本営業所 530-0001530-0001
大阪市北区梅田2-5-5 大阪市北区梅田2-5-5 
横山ビル6F横山ビル6F

06-6363-413306-6363-4133
いしだ　だい

し

66 23-465423-4654 関口　陽太関口　陽太 リオン（株）　西日本営業所リオン（株）　西日本営業所 530-0001530-0001
大阪市北区梅田2-5-5 大阪市北区梅田2-5-5 
横山ビル6F横山ビル6F

06-6363-413306-6363-4133
せきぐち　よ

うた

77 1-10481-1048 竹田　利一竹田　利一 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
たけだ　とし

かず

88 15-247715-2477 道畑　隆寛道畑　隆寛 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
みちはた　た

かひろ

99 20-328720-3287 坂田　盛人坂田　盛人 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
さかた　もり

と

1010 21-375121-3751 植田　淳植田　淳 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
うえだ　じゅ

ん

1111 21-376321-3763 辻林　直辻林　直 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
つじばやし　

なお

1212 22-415422-4154 今村　隆之今村　隆之 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
いまむら　た

かゆき

1313 25-511125-5111 小林　百合小林　百合 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
こばやし　ゆ

り

1414 26-555826-5558 西村　亮祐西村　亮祐 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
にしむら　

りょうすけ

1515 27-583227-5832 鈴木　陽子鈴木　陽子 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
すずき　よう

こ

1616 12-222712-2227 伊藤　政次郎伊藤　政次郎 （株）東京メガネ　大阪事業所（株）東京メガネ　大阪事業所 530-0005530-0005
大阪市北区中之島5-3-68 大阪市北区中之島5-3-68 
リーガロイヤルホテル1階PISA内(株)東京メガネリーガロイヤルホテル1階PISA内(株)東京メガネ

06-6643-173306-6643-1733
いとう　せい

じろう

1717 17-285117-2851 北村　英樹北村　英樹 コルチトーン補聴器（株）　大阪支店コルチトーン補聴器（株）　大阪支店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田1-12-7 大阪市北区芝田1-12-7 
大栄ビル3階大栄ビル3階

06-6375-070006-6375-0700
きたむら　ひ

でき

1818 28-616628-6166 木村　佳旦木村　佳旦 コルチトーン補聴器（株）　大阪支店コルチトーン補聴器（株）　大阪支店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田1-12-7 大阪市北区芝田1-12-7 
大栄ビル3階大栄ビル3階

06-6375-070006-6375-0700
きむら　よし

あき

1919 3-12203-1220 中村　実中村　実
コルチトーン補聴器（株）　コルチトーン補聴器（株）　
大阪支店　サービスショップ大阪支店　サービスショップ

530-0012530-0012
大阪市北区芝田1-12-7 大阪市北区芝田1-12-7 
大栄ビル3F大栄ビル3F

06-6292-055406-6292-0554
なかむら　み

のる

2020 11-203711-2037 中本　隆宏中本　隆宏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
なかもと　た

かひろ

2121 14-233714-2337 荒木　浩二荒木　浩二 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
あらき　こう

じ

2222 16-257016-2570 中山　晃中山　晃 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
なかやま　あ

きら

2323 20-340820-3408 近藤　栄子近藤　栄子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
こんどう　え

いこ

2424 23-451723-4517 大下　浩一大下　浩一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
おおした　こ

ういち

2525 29-627729-6277 林　紗希林　紗希 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933 はやし　さき

2626 2-10702-1070 阿波　洋阿波　洋 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
くわはら　ひ

ろかず

2727 6-14596-1459 井上　雅夫井上　雅夫 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
あんご　けい

すけ

2828 14-239014-2390 桑原　弘一桑原　弘一 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
たなか　とし

ひろ

2929 17-282317-2823 安居　啓介安居　啓介 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629 あわ　ひろし

3030 18-297718-2977 田中　寿弘田中　寿弘 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
いのうえ　ま

さお

3131 18-302018-3020 老家　真実老家　真実 シバントス（株）　大阪営業所シバントス（株）　大阪営業所 530-0047530-0047
大阪市北区西天満3-14-16 大阪市北区西天満3-14-16 
西天満パークビル3号館6F西天満パークビル3号館6F

0800-222-41330800-222-4133
おいえ　まこ

と

3232 29-631229-6312 天保　隆宏天保　隆宏 シバントス（株）　大阪営業所シバントス（株）　大阪営業所 530-0047530-0047
大阪市北区西天満3-14-16 大阪市北区西天満3-14-16 
西天満パークビル3号館6F西天満パークビル3号館6F

0800-222-41330800-222-4133
てんぽ　たか

ひろ

3333 29-632229-6322 古結　隆博古結　隆博 シバントス（株）　大阪営業所シバントス（株）　大阪営業所 530-0047530-0047
大阪市北区西天満3-14-16 大阪市北区西天満3-14-16 
西天満パークビル3号館6F西天満パークビル3号館6F

0800-222-41330800-222-4133
こけつ　たか

ひろ

3434 24-491324-4913 加地　優加地　優 （株）NJH　大丸梅田店　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　大丸梅田店　補聴器オーダースタジオ 530-8202530-8202
大阪市北区梅田3-1-1 大阪市北区梅田3-1-1 
大丸梅田店11F大丸梅田店11F

06-6341-203406-6341-2034 かじ　まさる

3535 24-482124-4821 吉田　朋史吉田　朋史
（株）フジ医療器　（株）フジ医療器　
阪急うめだ本店　10F　補聴器売場阪急うめだ本店　10F　補聴器売場

530-8350530-8350 大阪市北区角田町8番7号大阪市北区角田町8番7号 06-6313-234206-6313-2342
よしだ　とも

ふみ

3636 21-373821-3738 佐久間　眞也佐久間　眞也 新大阪補聴器センター新大阪補聴器センター 531-0071531-0071
大阪市北区中津1-13-17 大阪市北区中津1-13-17 
メロディハイム3番館606号メロディハイム3番館606号

06-6371-093306-6371-0933
さくま　しん

や

3737 8-17178-1717 福澤　志郎福澤　志郎
（有）メガネのフクザワ　（有）メガネのフクザワ　
関西きこえ補聴器　東淀川店関西きこえ補聴器　東淀川店

532-0002532-0002 大阪市淀川区東三国1-1-6大阪市淀川区東三国1-1-6 06-6395-033206-6395-0332
ふくざわ　ゆ

きお

3838 13-230313-2303 瓦林　康孝瓦林　康孝 淀屋補聴器センター淀屋補聴器センター 532-0003532-0003 大阪市淀川区宮原2-5-19大阪市淀川区宮原2-5-19 06-6391-351806-6391-3518
かわらばやし　

やすたか

3939 15-248815-2488 中川　良雄中川　良雄 NPO 法人まちづくり福祉推進ネットNPO 法人まちづくり福祉推進ネット 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島6-2-3 大阪市淀川区西中島6-2-3 
チサンマンション第7新大阪923チサンマンション第7新大阪923

06-6886-737306-6886-7373
なかがわ　よ

しお

4040 27-578727-5787 佐藤　太亮佐藤　太亮 マキチエ（株）　大阪営業所マキチエ（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-26 大阪市淀川区西中島7-1-26 
オリエンタル新大阪ビル1101号オリエンタル新大阪ビル1101号

06-6885-558106-6885-5581
さとう　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。

大阪府大阪府
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 21-405421-4054 桂巻　厚桂巻　厚 パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪市北区梅田1-11-4 
大阪駅前第4ビル1F大阪駅前第4ビル1F

06-6344-334806-6344-3348
かつらまき　

あつし

22 26-554526-5545 大岐　健太大岐　健太 パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪市北区梅田1-11-4 
大阪駅前第4ビル1F大阪駅前第4ビル1F

06-6344-334806-6344-3348
おおき　けん

た

33 26-558626-5586 大島　一幸大島　一幸 パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪パナソニック補聴器（株）　プラザ大阪 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-11-4 大阪市北区梅田1-11-4 
大阪駅前第4ビル1F大阪駅前第4ビル1F

06-6344-334806-6344-3348
おおしま　か

ずゆき

44 11-211211-2112 大西　周二大西　周二 リオン（株）　西日本営業所リオン（株）　西日本営業所 530-0001530-0001
大阪市北区梅田2-5-5 大阪市北区梅田2-5-5 
横山ビル6F横山ビル6F

06-6363-413306-6363-4133
おおにし　

しゅうじ

55 18-302918-3029 石田　大司石田　大司 リオン（株）　西日本営業所リオン（株）　西日本営業所 530-0001530-0001
大阪市北区梅田2-5-5 大阪市北区梅田2-5-5 
横山ビル6F横山ビル6F

06-6363-413306-6363-4133
いしだ　だい

し

66 23-465423-4654 関口　陽太関口　陽太 リオン（株）　西日本営業所リオン（株）　西日本営業所 530-0001530-0001
大阪市北区梅田2-5-5 大阪市北区梅田2-5-5 
横山ビル6F横山ビル6F

06-6363-413306-6363-4133
せきぐち　よ

うた

77 1-10481-1048 竹田　利一竹田　利一 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
たけだ　とし

かず

88 15-247715-2477 道畑　隆寛道畑　隆寛 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
みちはた　た

かひろ

99 20-328720-3287 坂田　盛人坂田　盛人 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
さかた　もり

と

1010 21-375121-3751 植田　淳植田　淳 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
うえだ　じゅ

ん

1111 21-376321-3763 辻林　直辻林　直 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
つじばやし　

なお

1212 22-415422-4154 今村　隆之今村　隆之 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
いまむら　た

かゆき

1313 25-511125-5111 小林　百合小林　百合 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
こばやし　ゆ

り

1414 26-555826-5558 西村　亮祐西村　亮祐 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
にしむら　

りょうすけ

1515 27-583227-5832 鈴木　陽子鈴木　陽子 東神実業（株）　補聴器専門店トーシン東神実業（株）　補聴器専門店トーシン 530-0001530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪市北区梅田1-1-3 
大阪駅前第3ビル2階73号大阪駅前第3ビル2階73号

06-6345-283306-6345-2833
すずき　よう

こ

1616 12-222712-2227 伊藤　政次郎伊藤　政次郎 （株）東京メガネ　大阪事業所（株）東京メガネ　大阪事業所 530-0005530-0005
大阪市北区中之島5-3-68 大阪市北区中之島5-3-68 
リーガロイヤルホテル1階PISA内(株)東京メガネリーガロイヤルホテル1階PISA内(株)東京メガネ

06-6643-173306-6643-1733
いとう　せい

じろう

1717 17-285117-2851 北村　英樹北村　英樹 コルチトーン補聴器（株）　大阪支店コルチトーン補聴器（株）　大阪支店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田1-12-7 大阪市北区芝田1-12-7 
大栄ビル3階大栄ビル3階

06-6375-070006-6375-0700
きたむら　ひ

でき

1818 28-616628-6166 木村　佳旦木村　佳旦 コルチトーン補聴器（株）　大阪支店コルチトーン補聴器（株）　大阪支店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田1-12-7 大阪市北区芝田1-12-7 
大栄ビル3階大栄ビル3階

06-6375-070006-6375-0700
きむら　よし

あき

1919 3-12203-1220 中村　実中村　実
コルチトーン補聴器（株）　コルチトーン補聴器（株）　
大阪支店　サービスショップ大阪支店　サービスショップ

530-0012530-0012
大阪市北区芝田1-12-7 大阪市北区芝田1-12-7 
大栄ビル3F大栄ビル3F

06-6292-055406-6292-0554
なかむら　み

のる

2020 11-203711-2037 中本　隆宏中本　隆宏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
なかもと　た

かひろ

2121 14-233714-2337 荒木　浩二荒木　浩二 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
あらき　こう

じ

2222 16-257016-2570 中山　晃中山　晃 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
なかやま　あ

きら

2323 20-340820-3408 近藤　栄子近藤　栄子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
こんどう　え

いこ

2424 23-451723-4517 大下　浩一大下　浩一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933
おおした　こ

ういち

2525 29-627729-6277 林　紗希林　紗希 ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム梅田店 530-0012530-0012
大阪市北区芝田2-6-30 大阪市北区芝田2-6-30 
梅田清和ビル4F梅田清和ビル4F

06-6359-193306-6359-1933 はやし　さき

2626 2-10702-1070 阿波　洋阿波　洋 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
くわはら　ひ

ろかず

2727 6-14596-1459 井上　雅夫井上　雅夫 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
あんご　けい

すけ

2828 14-239014-2390 桑原　弘一桑原　弘一 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
たなか　とし

ひろ

2929 17-282317-2823 安居　啓介安居　啓介 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629 あわ　ひろし

3030 18-297718-2977 田中　寿弘田中　寿弘 川村義肢（株）　エイドセンター南森町店川村義肢（株）　エイドセンター南森町店 530-0041530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-4大阪市北区天神橋2-北1-4 06-6358-462906-6358-4629
いのうえ　ま

さお

3131 18-302018-3020 老家　真実老家　真実 シバントス（株）　大阪営業所シバントス（株）　大阪営業所 530-0047530-0047
大阪市北区西天満3-14-16 大阪市北区西天満3-14-16 
西天満パークビル3号館6F西天満パークビル3号館6F

0800-222-41330800-222-4133
おいえ　まこ

と

3232 29-631229-6312 天保　隆宏天保　隆宏 シバントス（株）　大阪営業所シバントス（株）　大阪営業所 530-0047530-0047
大阪市北区西天満3-14-16 大阪市北区西天満3-14-16 
西天満パークビル3号館6F西天満パークビル3号館6F

0800-222-41330800-222-4133
てんぽ　たか

ひろ

3333 29-632229-6322 古結　隆博古結　隆博 シバントス（株）　大阪営業所シバントス（株）　大阪営業所 530-0047530-0047
大阪市北区西天満3-14-16 大阪市北区西天満3-14-16 
西天満パークビル3号館6F西天満パークビル3号館6F

0800-222-41330800-222-4133
こけつ　たか

ひろ

3434 24-491324-4913 加地　優加地　優 （株）NJH　大丸梅田店　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　大丸梅田店　補聴器オーダースタジオ 530-8202530-8202
大阪市北区梅田3-1-1 大阪市北区梅田3-1-1 
大丸梅田店11F大丸梅田店11F

06-6341-203406-6341-2034 かじ　まさる

3535 24-482124-4821 吉田　朋史吉田　朋史
（株）フジ医療器　（株）フジ医療器　
阪急うめだ本店　10F　補聴器売場阪急うめだ本店　10F　補聴器売場

530-8350530-8350 大阪市北区角田町8番7号大阪市北区角田町8番7号 06-6313-234206-6313-2342
よしだ　とも

ふみ

3636 21-373821-3738 佐久間　眞也佐久間　眞也 新大阪補聴器センター新大阪補聴器センター 531-0071531-0071
大阪市北区中津1-13-17 大阪市北区中津1-13-17 
メロディハイム3番館606号メロディハイム3番館606号

06-6371-093306-6371-0933
さくま　しん

や

3737 8-17178-1717 福澤　志郎福澤　志郎
（有）メガネのフクザワ　（有）メガネのフクザワ　
関西きこえ補聴器　東淀川店関西きこえ補聴器　東淀川店

532-0002532-0002 大阪市淀川区東三国1-1-6大阪市淀川区東三国1-1-6 06-6395-033206-6395-0332
ふくざわ　ゆ

きお

3838 13-230313-2303 瓦林　康孝瓦林　康孝 淀屋補聴器センター淀屋補聴器センター 532-0003532-0003 大阪市淀川区宮原2-5-19大阪市淀川区宮原2-5-19 06-6391-351806-6391-3518
かわらばやし　

やすたか

3939 15-248815-2488 中川　良雄中川　良雄 NPO 法人まちづくり福祉推進ネットNPO 法人まちづくり福祉推進ネット 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島6-2-3 大阪市淀川区西中島6-2-3 
チサンマンション第7新大阪923チサンマンション第7新大阪923

06-6886-737306-6886-7373
なかがわ　よ

しお

4040 27-578727-5787 佐藤　太亮佐藤　太亮 マキチエ（株）　大阪営業所マキチエ（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-26 大阪市淀川区西中島7-1-26 
オリエンタル新大阪ビル1101号オリエンタル新大阪ビル1101号

06-6885-558106-6885-5581
さとう　だい

すけ

大阪府大阪府
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 29-644329-6443 英　葉瑠花英　葉瑠花 マキチエ（株）　大阪営業所マキチエ（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-26 大阪市淀川区西中島7-1-26 
オリエンタル新大阪ビル1101号オリエンタル新大阪ビル1101号

06-6885-558106-6885-5581
はなぶさ　は

るか

4242 9-17589-1758 小松　悟小松　悟 ワイデックス（株）　大阪営業所ワイデックス（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島3-10-12 大阪市淀川区西中島3-10-12 
サムティ西中島ビル7Fサムティ西中島ビル7F

06-6303-827006-6303-8270
こまつ　さと

る

4343 17-277217-2772 芦田　勝政芦田　勝政 ワイデックス（株）　大阪営業所ワイデックス（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島3-10-12 大阪市淀川区西中島3-10-12 
サムティ西中島ビル7Fサムティ西中島ビル7F

06-6303-827006-6303-8270
あしだ　かつ

まさ

4444 18-291718-2917 酒井　秀嗣酒井　秀嗣 ワイデックス（株）　大阪営業所ワイデックス（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島3-10-12 大阪市淀川区西中島3-10-12 
サムティ西中島ビル7Fサムティ西中島ビル7F

06-6303-827006-6303-8270
さかい　しゅ

うじ

4545 21-394921-3949 川中　貴弘川中　貴弘 ワイデックス（株）　大阪営業所ワイデックス（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島3-10-12 大阪市淀川区西中島3-10-12 
サムティ西中島ビル7Fサムティ西中島ビル7F

06-6303-827006-6303-8270
かわなか　た

かひろ

4646 23-461823-4618 平林　俊治平林　俊治 ワイデックス（株）　大阪営業所ワイデックス（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島3-10-12 大阪市淀川区西中島3-10-12 
サムティ西中島ビル7Fサムティ西中島ビル7F

06-6303-827006-6303-8270
ひらばやし　

としはる

4747 27-600327-6003 桑野　景太桑野　景太 ワイデックス（株）　大阪営業所ワイデックス（株）　大阪営業所 532-0011532-0011
大阪市淀川区西中島3-10-12 大阪市淀川区西中島3-10-12 
サムティ西中島ビル7Fサムティ西中島ビル7F

06-6303-827006-6303-8270
くわの　けい

た

4848 24-497824-4978 松川　潤一松川　潤一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東淀川大桐店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東淀川大桐店 533-0011533-0011 大阪市東淀川区大桐1-7-11大阪市東淀川区大桐1-7-11 06-6990-746806-6990-7468
まつかわ　

じゅんいち

4949 20-340120-3401 佐々木　信卓佐々木　信卓
（有）ハートめがね　（有）ハートめがね　
ハートオプト　淡路本町商店街店ハートオプト　淡路本町商店街店

533-0032533-0032 大阪市東淀川区淡路4-14-13大阪市東淀川区淡路4-14-13 06-6329-830006-6329-8300
ささき　のぶ

たか

5050 21-371121-3711 山元　学山元　学
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）　
大阪支社大阪支社

533-0033533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-10大阪市東淀川区東中島1-17-10 06-6327-413306-6327-4133
やまもと　ま

なぶ

5151 21-394121-3941 中舘　啓中舘　啓
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）　
大阪支社大阪支社

533-0033533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-10大阪市東淀川区東中島1-17-10 06-6327-413306-6327-4133
なかだて　け

い

5252 26-545826-5458 矢倉　伸一矢倉　伸一
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）　
大阪支社大阪支社

533-0033533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-10大阪市東淀川区東中島1-17-10 06-6327-413306-6327-4133
やぐら　しん

いち

5353 27-592127-5921 本松　伸昭本松　伸昭
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）　
大阪支社大阪支社

533-0033533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-10大阪市東淀川区東中島1-17-10 06-6327-413306-6327-4133
もとまつ　の

ぶあき

5454 27-592327-5923 森嶋　勝宣森嶋　勝宣
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）　
大阪支社大阪支社

533-0033533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-10大阪市東淀川区東中島1-17-10 06-6327-413306-6327-4133
もりしま　か

つのり

5555 28-615928-6159 岩田　一宏岩田　一宏
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）　
大阪支社大阪支社

533-0033533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-10大阪市東淀川区東中島1-17-10 06-6327-413306-6327-4133
いわた　かず

ひろ

5656 22-417822-4178 芦田　竜司芦田　竜司
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　都島店リケン補聴器センター　都島店

534-0014534-0014
大阪市都島区都島北通1-11-4 大阪市都島区都島北通1-11-4 
朝日プラザ都島1階朝日プラザ都島1階

06-6180-672006-6180-6720
あしだ　りゅ

うじ

5757 18-300618-3006 滝本　吉典滝本　吉典 京橋補聴器センター京橋補聴器センター 534-0024534-0024
大阪市都島区東野田町5-2-30 大阪市都島区東野田町5-2-30 
エイコービル4Fエイコービル4F

06-6353-413306-6353-4133
たきもと　よ

しのり

5858 21-396921-3969 熊谷　一人熊谷　一人 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　千林店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　千林店 535-0012535-0012 大阪市旭区千林1-1-16大阪市旭区千林1-1-16 06-6956-776106-6956-7761
くまがい　か

ずと

5959 20-336920-3369 濱﨑　文紀濱﨑　文紀 メガネのかとう　城東店メガネのかとう　城東店 536-0002536-0002 大阪市城東区今福東2-7-26-101大阪市城東区今福東2-7-26-101 06-6939-323606-6939-3236
はまさき　ふ

みのり

6060 21-376121-3761 吉浦　信幸吉浦　信幸 メガネのかとう　城東店メガネのかとう　城東店 536-0002536-0002 大阪市城東区今福東2-7-26-101大阪市城東区今福東2-7-26-101 06-6939-323606-6939-3236
よしうら　の

ぶゆき

6161 21-376221-3762 梅島　弘樹梅島　弘樹 メガネのかとう　城東店メガネのかとう　城東店 536-0002536-0002 大阪市城東区今福東2-7-26-101大阪市城東区今福東2-7-26-101 06-6939-323606-6939-3236
うめしま　ひ

ろき

6262 25-514025-5140 辻本　伸也辻本　伸也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ライフ関目店パリミキ　ライフ関目店

536-0008536-0008
大阪市城東区関目1-5-3 大阪市城東区関目1-5-3 
ライフ関目3Fライフ関目3F

06-6935-367106-6935-3671
つじもと　し

んや

6363 26-546826-5468 栗山　拓也栗山　拓也 （有）ドレミ補聴器　鶴見店（有）ドレミ補聴器　鶴見店 538-0043538-0043 大阪市鶴見区今津南1-8-7大阪市鶴見区今津南1-8-7 06-6978-453306-6978-4533
くりやま　た

くや

6464 26-545326-5453 山本　理山本　理 京合同会社　あおぞら補聴器京合同会社　あおぞら補聴器 538-0052538-0052 大阪市鶴見区鶴見4-12-15暁塾内大阪市鶴見区鶴見4-12-15暁塾内 090-5664-6944090-5664-6944
やまもと　た

だす

6565 5-13505-1350 長谷川　明夫長谷川　明夫 （株）明朗社（株）明朗社 540-0013540-0013 大阪市中央区内久宝寺町2-6-7大阪市中央区内久宝寺町2-6-7 06-6941-340606-6941-3406
はせがわ　た

かや

6666 21-406421-4064 長谷川　貴也長谷川　貴也 （株）明朗社（株）明朗社 540-0013540-0013 大阪市中央区内久宝寺町2-6-7大阪市中央区内久宝寺町2-6-7 06-6941-340606-6941-3406
はせがわ　あ

きお

6767 7-16117-1611 原田　以久原田　以久 医療法人交友会　ハラダきこえクリニック北浜医療法人交友会　ハラダきこえクリニック北浜 541-0043541-0043
大阪市中央区高麗橋2-4-2 大阪市中央区高麗橋2-4-2 
メディカルモール北浜2Fメディカルモール北浜2F

06-6233-413306-6233-4133 はらだ　いく

6868 7-15967-1596 砥綿　勇砥綿　勇 正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器 541-0054541-0054
大阪市中央区南本町3-6-2 大阪市中央区南本町3-6-2 
ケンガンビル4Fケンガンビル4F

06-6245-033006-6245-0330
とわた　いさ

む

6969 24-485324-4853 栗谷　史陽栗谷　史陽 正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器 541-0054541-0054
大阪市中央区南本町3-6-2 大阪市中央区南本町3-6-2 
ケンガンビル4Fケンガンビル4F

06-6245-033006-6245-0330
くりたに　し

よう

7070 28-620628-6206 須貝　政仁須貝　政仁 正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器 541-0054541-0054
大阪市中央区南本町3-6-2 大阪市中央区南本町3-6-2 
ケンガンビル4Fケンガンビル4F

06-6245-033006-6245-0330
すがい　まさ

ひと

7171 28-621428-6214 山田　亮二山田　亮二 正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器正正堂（株）　大阪聞こえ補聴器 541-0054541-0054
大阪市中央区南本町3-6-2 大阪市中央区南本町3-6-2 
ケンガンビル4Fケンガンビル4F

06-6245-033006-6245-0330
やまだ　りょ

うじ

7272 27-570727-5707 小濱　久美小濱　久美 にしむら耳鼻咽喉科クリニックにしむら耳鼻咽喉科クリニック 542-0012542-0012
大阪市中央区谷町6-1-14 大阪市中央区谷町6-1-14 
谷町大治ビル6階谷町大治ビル6階

06-6761-026506-6761-0265 こはま　くみ

7373 5-13445-1344 栗山　修栗山　修 （有）ドレミ補聴器　谷町店（有）ドレミ補聴器　谷町店 542-0061542-0061 大阪市中央区安堂寺町1-2-14大阪市中央区安堂寺町1-2-14 06-6763-971106-6763-9711
くりやま　お

さむ

7474 21-408821-4088 水谷　哲史水谷　哲史 （有）ドレミ補聴器　谷町店（有）ドレミ補聴器　谷町店 542-0061542-0061 大阪市中央区安堂寺町1-2-14大阪市中央区安堂寺町1-2-14 06-6763-971106-6763-9711
みずたに　さ

とし

7575 27-591627-5916 畑山　喜春畑山　喜春 （有）千里福祉情報センター（有）千里福祉情報センター 542-0061542-0061 大阪市中央区安堂寺町1-5-9大阪市中央区安堂寺町1-5-9 06-6763-171206-6763-1712
はたけやま　

よしはる

7676 19-312819-3128 山田　ゆかり山田　ゆかり ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店 542-0076542-0076
大阪市中央区難波4-4-1 大阪市中央区難波4-4-1 
難波駅前四丁目ビルB1F難波駅前四丁目ビルB1F

06-6648-113306-6648-1133
やまだ　ゆか

り

7777 21-383721-3837 祖父江　憲吾祖父江　憲吾 ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店 542-0076542-0076
大阪市中央区難波4-4-1 大阪市中央区難波4-4-1 
難波駅前四丁目ビルB1F難波駅前四丁目ビルB1F

06-6648-113306-6648-1133
そふえ　けん

ご

7878 21-390421-3904 髙天　千砂髙天　千砂 ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店 542-0076542-0076
大阪市中央区難波4-4-1 大阪市中央区難波4-4-1 
難波駅前四丁目ビルB1F難波駅前四丁目ビルB1F

06-6648-113306-6648-1133 たかま　ちさ

7979 27-583027-5830 柏木　渚柏木　渚 ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店 542-0076542-0076
大阪市中央区難波4-4-1 大阪市中央区難波4-4-1 
難波駅前四丁目ビルB1F難波駅前四丁目ビルB1F

06-6648-113306-6648-1133
かしわぎ　な

ぎさ

8080 28-622528-6225 吉田　加代子吉田　加代子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店ブルームヒアリング（株）　ブルーム難波店 542-0076542-0076
大阪市中央区難波4-4-1 大阪市中央区難波4-4-1 
難波駅前四丁目ビルB1F難波駅前四丁目ビルB1F

06-6648-113306-6648-1133
よしだ　かよ

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。
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8181 28-604128-6041 小嶋　一史小嶋　一史 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
こじま　かず

し

8282 28-608528-6085 沢井　義信沢井　義信 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
さわい　よし

のぶ

8383 28-613128-6131 岩佐　広太岩佐　広太 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
いわさ　こう

た

8484 29-626529-6265 中野　健二中野　健二 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
なかの　けん

じ

8585 29-643429-6434 小澤　かおり小澤　かおり （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
おざわ　かお

り

8686 25-509125-5091 島　由江島　由江
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　心斎橋本店パリミキ　心斎橋本店

542-0085542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-4-26大阪市中央区心斎橋筋1-4-26 06-6245-451006-6245-4510 しま　よしえ

8787 20-359120-3591 日浅　明美日浅　明美 （株）NJH　大阪髙島屋　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　大阪髙島屋　補聴器オーダースタジオ 542-8510542-8510
大阪市中央区難波5-1-5 大阪市中央区難波5-1-5 
大阪髙島屋6F大阪髙島屋6F

06-6631-265006-6631-2650
ひあさ　あけ

み

8888 19-309319-3093 中村　雅仁中村　雅仁
The 補聴器専門店合同会社　The 補聴器専門店合同会社　
The 補聴器専門店　中村The 補聴器専門店　中村

543-0001543-0001
大阪市天王寺区上本町5丁目2-11 大阪市天王寺区上本町5丁目2-11 
上六新興産ビル607上六新興産ビル607

06-4305-790406-4305-7904
なかむら　ま

さひと

8989 26-544326-5443 岩田　邦夫岩田　邦夫 （株）スリーエムメガネ本舗　本部（株）スリーエムメガネ本舗　本部 543-0017543-0017 大阪市天王寺区城南寺町8-22大阪市天王寺区城南寺町8-22 06-6762-526306-6762-5263
いわた　くに

お

9090 26-548126-5481 南　秀紀南　秀紀 （株）スリーエムメガネ本舗　本部（株）スリーエムメガネ本舗　本部 543-0017543-0017 大阪市天王寺区城南寺町8-22大阪市天王寺区城南寺町8-22 06-6762-526306-6762-5263
みなみ　ひで

き

9191 21-377921-3779 武本　孝幸武本　孝幸 愛眼（株）　愛眼営業本部愛眼（株）　愛眼営業本部 543-0052543-0052 大阪市天王寺区大道4-9-12大阪市天王寺区大道4-9-12 06-6772-338306-6772-3383
たけもと　た

かゆき

9292 21-380321-3803 政家　信広政家　信広 愛眼（株）　愛眼営業本部愛眼（株）　愛眼営業本部 543-0052543-0052 大阪市天王寺区大道4-9-12大阪市天王寺区大道4-9-12 06-6772-338306-6772-3383
まさか　のぶ

ひろ

9393 3-11553-1155 野崎　浩司野崎　浩司
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
のざき　ひろ

し

9494 7-15737-1573 城　達也城　達也
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
じょう　たつ

や

9595 18-297118-2971 久米　敦久米　敦
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033 くめ　あつし

9696 18-297218-2972 玉川　元基玉川　元基
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
たまがわ　も

とき

9797 22-439222-4392 森本　誉規森本　誉規
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
もりもと　た

かのり

9898 23-442123-4421 目釜　祥一目釜　祥一
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
めがま　しょ

ういち

9999 26-534626-5346 横田　優子横田　優子
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
よこた　ゆう

こ

100100 28-606828-6068 瓜生　達斗瓜生　達斗
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
うりゅう　た

つと

101101 29-638829-6388 池田　裕紀子池田　裕紀子
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
いけだ　ゆき

こ

102102 21-365421-3654 辻本　明枝辻本　明枝
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　天王寺店リケン補聴器センター　天王寺店

543-0056543-0056
大阪市天王寺区堀越町14-11 大阪市天王寺区堀越町14-11 
天王寺駅前商店街天王寺駅前商店街

06-6775-838806-6775-8388
つじもと　あ

きえ

103103 25-509225-5092 工藤　伸治工藤　伸治
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　天王寺店リケン補聴器センター　天王寺店

543-0056543-0056
大阪市天王寺区堀越町14-11 大阪市天王寺区堀越町14-11 
天王寺駅前商店街天王寺駅前商店街

06-6775-838806-6775-8388
くどう　しん

じ

104104 14-236114-2361 田村　覚田村　覚 タムラ　メガネ　本店タムラ　メガネ　本店 544-0011544-0011 大阪市生野区田島4-3-35大阪市生野区田島4-3-35 06-6758-295106-6758-2951
たむら　さと

る

105105 22-430122-4301 大倉　康一大倉　康一 愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店 545-0034545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3 06-4399-230106-4399-2301
おおくら　こ

ういち

106106 24-476024-4760 福本　順子福本　順子 愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店 545-0034545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3 06-4399-230106-4399-2301
ふくもと　

じゅんこ

107107 26-547826-5478 須田　登須田　登 補聴器本舗　帝塚山補聴器本舗　帝塚山 545-0037545-0037
大阪市阿倍野区帝塚山1-6-5 大阪市阿倍野区帝塚山1-6-5 
ニシオ帝塚山ビル201号ニシオ帝塚山ビル201号

06-6629-832706-6629-8327 すだ　のぼる

108108 14-233614-2336 濱　孝志濱　孝志
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341 はま　たかし

109109 16-257116-2571 早川　悟早川　悟
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341
はやかわ　さ

とる

110110 19-311019-3110 中島　美佐中島　美佐
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341
なかじま　み

さ

111111 19-312719-3127 藤村　啓介藤村　啓介
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341
ふじむら　け

いすけ

112112 24-483524-4835 長谷　一史長谷　一史 マキチエ（株）　天王寺店マキチエ（株）　天王寺店 545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 
あべのルシアス　10階 1002-3号室あべのルシアス　10階 1002-3号室

06-6585-923206-6585-9232
ながたに　か

ずふみ

113113 25-519925-5199 浅井　健一浅井　健一 マキチエ（株）　天王寺店マキチエ（株）　天王寺店 545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 
あべのルシアス　10階 1002-3号室あべのルシアス　10階 1002-3号室

06-6585-923206-6585-9232
あさい　けん

いち

114114 27-579127-5791 梶　友美梶　友美 マキチエ（株）　天王寺店マキチエ（株）　天王寺店 545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 
あべのルシアス　10階 1002-3号室あべのルシアス　10階 1002-3号室

06-6585-923206-6585-9232 かじ　ともみ

115115 27-572427-5724 米田　賢介米田　賢介 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東住吉矢田店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東住吉矢田店 546-0023546-0023 大阪市東住吉区矢田1-17-8大阪市東住吉区矢田1-17-8 06-4700-508806-4700-5088
よねだ　けん

すけ

116116 6-14896-1489 松井　友秀松井　友秀 川村義肢（株）　エイドセンター平野店川村義肢（株）　エイドセンター平野店 547-0027547-0027 大阪市平野区喜連4-8-67大阪市平野区喜連4-8-67 06-6799-334106-6799-3341
まつい　とも

ひで

117117 19-310919-3109 古川　達摩古川　達摩 川村義肢（株）　エイドセンター平野店川村義肢（株）　エイドセンター平野店 547-0027547-0027 大阪市平野区喜連4-8-67大阪市平野区喜連4-8-67 06-6799-334106-6799-3341
ふるかわ　た

つま

118118 20-360520-3605 辻村　宣男辻村　宣男 川村義肢（株）　エイドセンター平野店川村義肢（株）　エイドセンター平野店 547-0027547-0027 大阪市平野区喜連4-8-67大阪市平野区喜連4-8-67 06-6799-334106-6799-3341
つじむら　の

ぶお

119119 15-248115-2481 中尾　光宏中尾　光宏 補聴器の中尾　メガネと補聴器の中尾補聴器の中尾　メガネと補聴器の中尾 547-0033547-0033 大阪市平野区平野西5-8-33大阪市平野区平野西5-8-33 06-6702-299806-6702-2998
なかお　みつ

ひろ

120120 11-218311-2183 石田　真哉石田　真哉 メガネの田中チェーン（株）　平野店メガネの田中チェーン（株）　平野店 547-0046547-0046
大阪市平野区平野宮町 大阪市平野区平野宮町 
イズミヤ平野1Fイズミヤ平野1F

06-6792-064706-6792-0647
いしだ　しん

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。

大阪府大阪府
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 28-604128-6041 小嶋　一史小嶋　一史 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
こじま　かず

し

8282 28-608528-6085 沢井　義信沢井　義信 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
さわい　よし

のぶ

8383 28-613128-6131 岩佐　広太岩佐　広太 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
いわさ　こう

た

8484 29-626529-6265 中野　健二中野　健二 （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
なかの　けん

じ

8585 29-643429-6434 小澤　かおり小澤　かおり （株）エヌ・アイ・シー　関西支社（株）エヌ・アイ・シー　関西支社 542-0081542-0081
大阪市中央区南船場3-11-18 大阪市中央区南船場3-11-18 
郵政福祉心斎ビル10F郵政福祉心斎ビル10F

06-6245-250006-6245-2500
おざわ　かお

り

8686 25-509125-5091 島　由江島　由江
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　心斎橋本店パリミキ　心斎橋本店

542-0085542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-4-26大阪市中央区心斎橋筋1-4-26 06-6245-451006-6245-4510 しま　よしえ

8787 20-359120-3591 日浅　明美日浅　明美 （株）NJH　大阪髙島屋　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　大阪髙島屋　補聴器オーダースタジオ 542-8510542-8510
大阪市中央区難波5-1-5 大阪市中央区難波5-1-5 
大阪髙島屋6F大阪髙島屋6F

06-6631-265006-6631-2650
ひあさ　あけ

み

8888 19-309319-3093 中村　雅仁中村　雅仁
The 補聴器専門店合同会社　The 補聴器専門店合同会社　
The 補聴器専門店　中村The 補聴器専門店　中村

543-0001543-0001
大阪市天王寺区上本町5丁目2-11 大阪市天王寺区上本町5丁目2-11 
上六新興産ビル607上六新興産ビル607

06-4305-790406-4305-7904
なかむら　ま

さひと

8989 26-544326-5443 岩田　邦夫岩田　邦夫 （株）スリーエムメガネ本舗　本部（株）スリーエムメガネ本舗　本部 543-0017543-0017 大阪市天王寺区城南寺町8-22大阪市天王寺区城南寺町8-22 06-6762-526306-6762-5263
いわた　くに

お

9090 26-548126-5481 南　秀紀南　秀紀 （株）スリーエムメガネ本舗　本部（株）スリーエムメガネ本舗　本部 543-0017543-0017 大阪市天王寺区城南寺町8-22大阪市天王寺区城南寺町8-22 06-6762-526306-6762-5263
みなみ　ひで

き

9191 21-377921-3779 武本　孝幸武本　孝幸 愛眼（株）　愛眼営業本部愛眼（株）　愛眼営業本部 543-0052543-0052 大阪市天王寺区大道4-9-12大阪市天王寺区大道4-9-12 06-6772-338306-6772-3383
たけもと　た

かゆき

9292 21-380321-3803 政家　信広政家　信広 愛眼（株）　愛眼営業本部愛眼（株）　愛眼営業本部 543-0052543-0052 大阪市天王寺区大道4-9-12大阪市天王寺区大道4-9-12 06-6772-338306-6772-3383
まさか　のぶ

ひろ

9393 3-11553-1155 野崎　浩司野崎　浩司
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
のざき　ひろ

し

9494 7-15737-1573 城　達也城　達也
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
じょう　たつ

や

9595 18-297118-2971 久米　敦久米　敦
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033 くめ　あつし

9696 18-297218-2972 玉川　元基玉川　元基
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
たまがわ　も

とき

9797 22-439222-4392 森本　誉規森本　誉規
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
もりもと　た

かのり

9898 23-442123-4421 目釜　祥一目釜　祥一
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
めがま　しょ

ういち

9999 26-534626-5346 横田　優子横田　優子
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
よこた　ゆう

こ

100100 28-606828-6068 瓜生　達斗瓜生　達斗
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
うりゅう　た

つと

101101 29-638829-6388 池田　裕紀子池田　裕紀子
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・天王寺補聴器センタートーシン・天王寺補聴器センター

543-0052543-0052
大阪市天王寺区大道1-8-11 大阪市天王寺区大道1-8-11 
山野ビル1F山野ビル1F

06-6779-003306-6779-0033
いけだ　ゆき

こ

102102 21-365421-3654 辻本　明枝辻本　明枝
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　天王寺店リケン補聴器センター　天王寺店

543-0056543-0056
大阪市天王寺区堀越町14-11 大阪市天王寺区堀越町14-11 
天王寺駅前商店街天王寺駅前商店街

06-6775-838806-6775-8388
つじもと　あ

きえ

103103 25-509225-5092 工藤　伸治工藤　伸治
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　天王寺店リケン補聴器センター　天王寺店

543-0056543-0056
大阪市天王寺区堀越町14-11 大阪市天王寺区堀越町14-11 
天王寺駅前商店街天王寺駅前商店街

06-6775-838806-6775-8388
くどう　しん

じ

104104 14-236114-2361 田村　覚田村　覚 タムラ　メガネ　本店タムラ　メガネ　本店 544-0011544-0011 大阪市生野区田島4-3-35大阪市生野区田島4-3-35 06-6758-295106-6758-2951
たむら　さと

る

105105 22-430122-4301 大倉　康一大倉　康一 愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店 545-0034545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3 06-4399-230106-4399-2301
おおくら　こ

ういち

106106 24-476024-4760 福本　順子福本　順子 愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店愛眼（株）　メガネの愛眼 大阪本店 545-0034545-0034 大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3大阪市阿倍野区阿倍野元町19-3 06-4399-230106-4399-2301
ふくもと　

じゅんこ

107107 26-547826-5478 須田　登須田　登 補聴器本舗　帝塚山補聴器本舗　帝塚山 545-0037545-0037
大阪市阿倍野区帝塚山1-6-5 大阪市阿倍野区帝塚山1-6-5 
ニシオ帝塚山ビル201号ニシオ帝塚山ビル201号

06-6629-832706-6629-8327 すだ　のぼる

108108 14-233614-2336 濱　孝志濱　孝志
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341 はま　たかし

109109 16-257116-2571 早川　悟早川　悟
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341
はやかわ　さ

とる

110110 19-311019-3110 中島　美佐中島　美佐
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341
なかじま　み

さ

111111 19-312719-3127 藤村　啓介藤村　啓介
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム天王寺アポロ店ブルーム天王寺アポロ店

545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31  
きんえいアポロビル7階きんえいアポロビル7階

06-6635-334106-6635-3341
ふじむら　け

いすけ

112112 24-483524-4835 長谷　一史長谷　一史 マキチエ（株）　天王寺店マキチエ（株）　天王寺店 545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 
あべのルシアス　10階 1002-3号室あべのルシアス　10階 1002-3号室

06-6585-923206-6585-9232
ながたに　か

ずふみ

113113 25-519925-5199 浅井　健一浅井　健一 マキチエ（株）　天王寺店マキチエ（株）　天王寺店 545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 
あべのルシアス　10階 1002-3号室あべのルシアス　10階 1002-3号室

06-6585-923206-6585-9232
あさい　けん

いち

114114 27-579127-5791 梶　友美梶　友美 マキチエ（株）　天王寺店マキチエ（株）　天王寺店 545-0052545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 
あべのルシアス　10階 1002-3号室あべのルシアス　10階 1002-3号室

06-6585-923206-6585-9232 かじ　ともみ

115115 27-572427-5724 米田　賢介米田　賢介 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東住吉矢田店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東住吉矢田店 546-0023546-0023 大阪市東住吉区矢田1-17-8大阪市東住吉区矢田1-17-8 06-4700-508806-4700-5088
よねだ　けん

すけ

116116 6-14896-1489 松井　友秀松井　友秀 川村義肢（株）　エイドセンター平野店川村義肢（株）　エイドセンター平野店 547-0027547-0027 大阪市平野区喜連4-8-67大阪市平野区喜連4-8-67 06-6799-334106-6799-3341
まつい　とも

ひで

117117 19-310919-3109 古川　達摩古川　達摩 川村義肢（株）　エイドセンター平野店川村義肢（株）　エイドセンター平野店 547-0027547-0027 大阪市平野区喜連4-8-67大阪市平野区喜連4-8-67 06-6799-334106-6799-3341
ふるかわ　た

つま

118118 20-360520-3605 辻村　宣男辻村　宣男 川村義肢（株）　エイドセンター平野店川村義肢（株）　エイドセンター平野店 547-0027547-0027 大阪市平野区喜連4-8-67大阪市平野区喜連4-8-67 06-6799-334106-6799-3341
つじむら　の

ぶお

119119 15-248115-2481 中尾　光宏中尾　光宏 補聴器の中尾　メガネと補聴器の中尾補聴器の中尾　メガネと補聴器の中尾 547-0033547-0033 大阪市平野区平野西5-8-33大阪市平野区平野西5-8-33 06-6702-299806-6702-2998
なかお　みつ

ひろ

120120 11-218311-2183 石田　真哉石田　真哉 メガネの田中チェーン（株）　平野店メガネの田中チェーン（株）　平野店 547-0046547-0046
大阪市平野区平野宮町 大阪市平野区平野宮町 
イズミヤ平野1Fイズミヤ平野1F

06-6792-064706-6792-0647
いしだ　しん

や

大阪府大阪府
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 2-11372-1137 村上　眞吾村上　眞吾 （株）吉田勝恵商店　大阪店（株）吉田勝恵商店　大阪店 550-0004550-0004 大阪市西区靭本町1-18-7大阪市西区靭本町1-18-7 06-6441-302306-6441-3023
むらかみ　し

んご

122122 9-18039-1803 村上　勝人村上　勝人 （株）吉田勝恵商店　大阪店（株）吉田勝恵商店　大阪店 550-0004550-0004 大阪市西区靭本町1-18-7大阪市西区靭本町1-18-7 06-6441-302306-6441-3023
むらかみ　ま

さと

123123 17-272917-2729 村上　よし子村上　よし子 （株）吉田勝恵商店　大阪店（株）吉田勝恵商店　大阪店 550-0004550-0004 大阪市西区靭本町1-18-7大阪市西区靭本町1-18-7 06-6441-302306-6441-3023
むらかみ　よ

しこ

124124 1-10301-1030 岩渕　純子岩渕　純子 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店 550-0005550-0005 大阪市西区西本町2-4-7大阪市西区西本町2-4-7 06-6531-254106-6531-2541
いわぶち　

じゅんこ

125125 6-14836-1483 上田　浩三上田　浩三 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店 550-0005550-0005 大阪市西区西本町2-4-7大阪市西区西本町2-4-7 06-6531-254106-6531-2541
うえだ　こう

ぞう

126126 6-14986-1498 今井　哲也今井　哲也 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店 550-0005550-0005 大阪市西区西本町2-4-7大阪市西区西本町2-4-7 06-6531-254106-6531-2541
いまい　てつ

や

127127 15-251415-2514 梅澤　幸雄梅澤　幸雄 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店東神実業（株）　トーシン・補聴器センター本店 550-0005550-0005 大阪市西区西本町2-4-7大阪市西区西本町2-4-7 06-6531-254106-6531-2541
うめざわ　さ

ちお

128128 18-300118-3001 丸田　信之丸田　信之 ビジット補聴器ビジット補聴器 551-0002551-0002 大阪市大正区三軒家東2-8-29大阪市大正区三軒家東2-8-29 050-3706-4133050-3706-4133
まるた　のぶ

ゆき

129129 5-14355-1435 和田　敏明和田　敏明 ふれあい補聴器ふれあい補聴器 552-0001552-0001
大阪市港区波除3-2-5 大阪市港区波除3-2-5 
アミューズMAKI302アミューズMAKI302

06-6585-102206-6585-1022
わだ　としあ

き

130130 26-553726-5537 川崎　禎裕川崎　禎裕 大阪みなと中央病院大阪みなと中央病院 552-0021552-0021 大阪市港区築港1-8-30大阪市港区築港1-8-30 06-6572-572106-6572-5721
かわさき　よ

しひろ

131131 19-309019-3090 谷本　成基谷本　成基 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
たにもと　な

りき

132132 20-343620-3436 千住　宗一郎千住　宗一郎 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
せんじゅう　

そういちろう

133133 20-352720-3527 木野　将行木野　将行 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
きの　まさゆ

き

134134 21-365321-3653 富永　英久富永　英久 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
とみなが　ひ

でひさ

135135 24-476824-4768 古賀　聡史古賀　聡史 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255 こが　さとし

136136 24-489124-4891 長谷川　浩之長谷川　浩之 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
はせがわ　ひ

ろゆき

137137 27-571027-5710 峰松　慶造峰松　慶造 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
みねまつ　け

いぞう

138138 28-609228-6092 大西　達也大西　達也 （有）ふたば補聴器　大阪店（有）ふたば補聴器　大阪店 553-0003553-0003
大阪市福島区福島6-12-13 大阪市福島区福島6-12-13 
西梅田ファーストビル1階西梅田ファーストビル1階

06-6343-825506-6343-8255
おおにし　た

つや

139139 25-504825-5048 西窪　静西窪　静 キンキメガネキンキメガネ 553-0003553-0003 大阪市福島区福島7丁目6−9 大阪市福島区福島7丁目6−9 06-6458-328806-6458-3288
にしくぼ　し

ず

140140 3-11743-1174 石井　栄一石井　栄一 石井医療器（株）　石井補聴器店石井医療器（株）　石井補聴器店 555-0024555-0024 大阪市西淀川区野里1-28-11大阪市西淀川区野里1-28-11 06-6471-885006-6471-8850
いしい　えい

いち

141141 12-219112-2191 林　信弘林　信弘 石井医療器（株）　石井補聴器店石井医療器（株）　石井補聴器店 555-0024555-0024 大阪市西淀川区野里1-28-11大阪市西淀川区野里1-28-11 06-6471-885006-6471-8850
はやし　のぶ

ひろ

142142 10-190610-1906 吉村　正一吉村　正一 ヨシムラ補聴器ヨシムラ補聴器 557-0054557-0054
大阪市西成区千本中1-3-23 大阪市西成区千本中1-3-23 
マンションむさしⅡマンションむさしⅡ

06-6653-334906-6653-3349
よしむら　ま

さかず

143143 24-484724-4847 馬場　直之馬場　直之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　あびこ店パリミキ　あびこ店

558-0011558-0011
大阪市住吉区苅田7-12-26 大阪市住吉区苅田7-12-26 
日鑑ビル1F日鑑ビル1F

06-6697-533306-6697-5333
ばば　なおゆ

き

144144 11-205111-2051 髙橋　義和髙橋　義和 （株）粉浜補聴器　こはま補聴器専門店（株）粉浜補聴器　こはま補聴器専門店 559-0001559-0001 大阪市住之江区粉浜3-17-19大阪市住之江区粉浜3-17-19 06-7710-353606-7710-3536
たかはし　よ

しかず

145145 16-268816-2688 滝本　由紀滝本　由紀 クローバー補聴器クローバー補聴器 559-0003559-0003 大阪市住之江区安立2-6-12大阪市住之江区安立2-6-12 06-6672-672706-6672-6727
たきもと　ゆ

き

146146 25-515425-5154 杉原　雅郞杉原　雅郞
（株）ニシオカ　（株）ニシオカ　
補聴器のニシオカ　オスカードリーム店補聴器のニシオカ　オスカードリーム店

559-0024559-0024
大阪市住之江区新北島1-2-1 大阪市住之江区新北島1-2-1 
オスカードリーム1Fオスカードリーム1F

06-6684-234006-6684-2340
すぎはら　ま

さお

147147 12-222612-2226 柳川　篤史柳川　篤史
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・北大阪補聴器センタートーシン・北大阪補聴器センター

560-0021560-0021
豊中市本町1-13-34 豊中市本町1-13-34 
チェリオビル4Fチェリオビル4F

06-6853-413306-6853-4133
やながわ　あ

つし

148148 25-512325-5123 梶原　三貴子梶原　三貴子
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・北大阪補聴器センタートーシン・北大阪補聴器センター

560-0021560-0021
豊中市本町1-13-34 豊中市本町1-13-34 
チェリオビル4Fチェリオビル4F

06-6853-413306-6853-4133
かじわら　み

きこ

149149 27-576427-5764 船田　純子船田　純子 （株）Re　補聴器工房　豊中（株）Re　補聴器工房　豊中 560-0024560-0024
豊中市末広町2-1-4 豊中市末広町2-1-4 
末広ビル302末広ビル302

06-6845-513306-6845-5133
ふなだ　じゅ

んこ

150150 16-266016-2660 中尾　修司中尾　修司 （株）メガネのセンリ　千里補聴器センター（株）メガネのセンリ　千里補聴器センター 560-0082560-0082
豊中市新千里東町1-3-308 豊中市新千里東町1-3-308 
せんちゅうパル3階せんちゅうパル3階

06-6834-566506-6834-5665
なかお　しゅ

うじ

151151 8-16578-1657 園原　裕將園原　裕將 ヒヤリングアート（株）　豊中補聴器センターヒヤリングアート（株）　豊中補聴器センター 561-0884561-0884 豊中市岡町北1-1-15　1F豊中市岡町北1-1-15　1F 06-6848-413306-6848-4133
そのはら　ひ

ろまさ

152152 15-249615-2496 中本　明男中本　明男 ヒヤリングアート（株）　豊中補聴器センターヒヤリングアート（株）　豊中補聴器センター 561-0884561-0884 豊中市岡町北1-1-15　1F豊中市岡町北1-1-15　1F 06-6848-413306-6848-4133
なかもと　あ

きお

153153 26-553526-5535 最所　佑二最所　佑二 ヒヤリングアート（株）　豊中補聴器センターヒヤリングアート（株）　豊中補聴器センター 561-0884561-0884 豊中市岡町北1-1-15　1F豊中市岡町北1-1-15　1F 06-6848-413306-6848-4133
さいしょ　ゆ

うじ

154154 23-464323-4643 中西　敏郎中西　敏郎 メガネの田中チェーン（株）　箕面本店メガネの田中チェーン（株）　箕面本店 562-0003562-0003 箕面市西小路2-7-14箕面市西小路2-7-14 072-720-5581072-720-5581
なかにし　と

しろう

155155 21-366921-3669 高野　勇一高野　勇一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　箕面市役所前店パリミキ　箕面市役所前店

562-0004562-0004 箕面市牧落3-2-4箕面市牧落3-2-4 072-724-8653072-724-8653
たかの　ゆう

いち

156156 23-449023-4490 岡崎　知果岡崎　知果
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　箕面市役所前店パリミキ　箕面市役所前店

562-0004562-0004 箕面市牧落3-2-4箕面市牧落3-2-4 072-724-8653072-724-8653
おかざき　ち

か

157157 22-412522-4125 加藤　陽子加藤　陽子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　池田店パリミキ　池田店

563-0025563-0025 池田市城南1-9-22池田市城南1-9-22 072-753-2101072-753-2101
かとう　よう

こ

158158 29-656729-6567 松本　千里松本　千里 松本耳鼻咽喉科松本耳鼻咽喉科 563-0025563-0025
池田市城南3-1-15 池田市城南3-1-15 
ザ・ライオンズ池田I棟101-3ザ・ライオンズ池田I棟101-3

072-754-4187072-754-4187
まつもと　ち

さと

159159 17-279717-2797 小切間　邦泰小切間　邦泰 ヒヤリングアート（株）　池田補聴器専門店ヒヤリングアート（株）　池田補聴器専門店 563-0047563-0047
池田市室町4-1 池田市室町4-1 
ウィングス室町ビルウィングス室町ビル

072-751-3341072-751-3341
こぎりま　く

にやす

160160 7-16327-1632 辻　一央辻　一央 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
つじ　かずひ

ろ
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161161 11-214311-2143 辻　陽子辻　陽子 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002 つじ　ようこ

162162 24-474924-4749 矢尾　博信矢尾　博信 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
やお　ひろの

ぶ

163163 25-512925-5129 辻　一功辻　一功 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
つじ　かずの

り

164164 27-573327-5733 川添　希久丸川添　希久丸 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
かわぞえ　き

くまる

165165 29-655529-6555 瀬脇　賢瀬脇　賢 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002 せわき　けん

166166 19-319719-3197 川田　雄一川田　雄一 吹田駅前補聴器スタジオ吹田駅前補聴器スタジオ 564-0027564-0027
吹田市朝日町1-216 吹田市朝日町1-216 
さんくす1番館さんくす1番館

06-6317-413306-6317-4133
かわた　ゆう

いち

167167 26-544726-5447 岩倉　美奈子岩倉　美奈子
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　吹田グリーンプレイス店眼鏡市場　吹田グリーンプレイス店

564-0082564-0082
吹田市片山町 吹田市片山町 
吹田グリーンプレイス　1階吹田グリーンプレイス　1階

06-6388-220806-6388-2208
いわくら　み

なこ

168168 9-18219-1821 長江　和子長江　和子 （有）メガネは長江　吹田補聴器センター（有）メガネは長江　吹田補聴器センター 565-0834565-0834
吹田市五月が丘北25-40 吹田市五月が丘北25-40 
ユタカビル1Fユタカビル1F

06-6878-100006-6878-1000
ながえ　かず

こ

169169 23-466923-4669 長江　亜矢長江　亜矢 （有）メガネは長江　吹田補聴器センター（有）メガネは長江　吹田補聴器センター 565-0834565-0834
吹田市五月が丘北25-40 吹田市五月が丘北25-40 
ユタカビル1Fユタカビル1F

06-6878-100006-6878-1000 ながえ　あや

170170 29-656129-6561 藤原　正和藤原　正和 関西補聴器　いこいの広場　関西補聴器関西補聴器　いこいの広場　関西補聴器 565-0851565-0851 吹田市千里山西4-9-20　1階店舗吹田市千里山西4-9-20　1階店舗 06-6310-225006-6310-2250
ふじわら　ま

さかず

171171 18-298818-2988 野村　誠人野村　誠人 はじめて補聴器　桃山台店はじめて補聴器　桃山台店 565-0854565-0854
吹田市桃山台5-2-2 吹田市桃山台5-2-2 
アザール桃山台2Fアザール桃山台2F

06-6170-161506-6170-1615
のむら　まこ

と

172172 26-547726-5477 野村　真美子野村　真美子 はじめて補聴器　桃山台店はじめて補聴器　桃山台店 565-0854565-0854
吹田市桃山台5-2-2 吹田市桃山台5-2-2 
アザール桃山台2Fアザール桃山台2F

06-6170-161506-6170-1615
のむら　まみ

こ

173173 27-566827-5668 赤澤　美智代赤澤　美智代 赤沢商店　EYE PLAN赤沢商店　EYE PLAN 566-0052566-0052 摂津市鳥飼本町4-20-10摂津市鳥飼本町4-20-10 072-653-1328072-653-1328
あかざわ　み

ちよ

174174 28-605228-6052 小川　達也小川　達也
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　茨木店ナニワ補聴器センター　茨木店

567-0815567-0815
茨木市竹橋町6-13 茨木市竹橋町6-13 
ハイツオーキタ竹橋102ハイツオーキタ竹橋102

072-665-9333072-665-9333
おがわ　たつ

や

175175 22-416822-4168 田中　智仁田中　智仁 愛眼（株）　メガネのアイガン　阪急茨木店愛眼（株）　メガネのアイガン　阪急茨木店 567-0816567-0816
茨木市永代町1-5 茨木市永代町1-5 
セントロサヴィア1Fセントロサヴィア1F

072-623-0640072-623-0640
たなか　とも

ひと

176176 23-452823-4528 森　裕之森　裕之 ヒヤリングアート（株）　茨木補聴器センターヒヤリングアート（株）　茨木補聴器センター 567-0829567-0829
茨木市双葉町2-19 茨木市双葉町2-19 
富士マンション105号富士マンション105号

072-634-4133072-634-4133
もり　ひろゆ

き

177177 25-511925-5119 住吉　辰哉住吉　辰哉 ヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センターヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町5-23 高槻市高槻町5-23 
ファイブビル1階ファイブビル1階

072-683-4133072-683-4133
すみよし　た

つや

178178 27-597527-5975 森澤　勇人森澤　勇人 ヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センターヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町5-23 高槻市高槻町5-23 
ファイブビル1階ファイブビル1階

072-683-4133072-683-4133
もりさわ　ゆ

うと

179179 11-215511-2155 鬼塚　陽一鬼塚　陽一 東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町1-23 高槻市高槻町1-23 
ネオ常磐1Fネオ常磐1F

072-683-3341072-683-3341
おにつか　よ

ういち

180180 21-365121-3651 小林　慶郁小林　慶郁 東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町1-23 高槻市高槻町1-23 
ネオ常磐1Fネオ常磐1F

072-683-3341072-683-3341
こばやし　よ

しふみ

181181 23-452723-4527 清水　千枝清水　千枝 東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町1-23 高槻市高槻町1-23 
ネオ常磐1Fネオ常磐1F

072-683-3341072-683-3341 しみず　ちえ

182182 25-506625-5066 島　直樹島　直樹 （株）イシガミ　高槻店（株）イシガミ　高槻店 569-0804569-0804 高槻市紺屋町7-19高槻市紺屋町7-19 072-681-1985072-681-1985 しま　なおき

183183 20-353920-3539 岩田　隆司岩田　隆司
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　富田店ナニワ補聴器センター　富田店

569-0814569-0814 高槻市富田町1-6-10高槻市富田町1-6-10 072-692-6822072-692-6822
いわた　りゅ

うじ

184184 27-582527-5825 福澤　正一朗福澤　正一朗
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　富田店ナニワ補聴器センター　富田店

569-0814569-0814 高槻市富田町1-6-10高槻市富田町1-6-10 072-692-6822072-692-6822
ふくざわ　しょ

ういちろう

185185 27-587827-5878 湯浅　啓太湯浅　啓太
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　富田店ナニワ補聴器センター　富田店

569-0814569-0814 高槻市富田町1-6-10高槻市富田町1-6-10 072-692-6822072-692-6822
ゆあさ　けい

た

186186 2-10692-1069 田中　智明田中　智明 川村義肢（株）　エイドセンター高槻店川村義肢（株）　エイドセンター高槻店 569-1116569-1116
高槻市白梅町5-7 高槻市白梅町5-7 
愛仁会リハビリテーション病院内3F愛仁会リハビリテーション病院内3F

072-691-1733072-691-1733
たなか　とも

あき

187187 15-247015-2470 北山　浩二北山　浩二 川村義肢（株）　エイドセンター高槻店川村義肢（株）　エイドセンター高槻店 569-1116569-1116
高槻市白梅町5-7 高槻市白梅町5-7 
愛仁会リハビリテーション病院内3F愛仁会リハビリテーション病院内3F

072-691-1733072-691-1733
きたやま　こ

うじ

188188 21-368421-3684 坂元　睦大坂元　睦大 愛眼（株）　メガネの愛眼　摂津富田店愛眼（株）　メガネの愛眼　摂津富田店 569-1144569-1144
高槻市大畑町13-1 高槻市大畑町13-1 
イオンフードスタイル摂津富田店1Fイオンフードスタイル摂津富田店1F

072-695-9300072-695-9300
さかもと　む

つひろ

189189 17-279017-2790 光野　正明光野　正明 （株）東京メガネ　高槻店（株）東京メガネ　高槻店 569-1196569-1196
高槻市白梅町4-1 高槻市白梅町4-1 
高槻阪急 3F メガネサロン高槻阪急 3F メガネサロン

072-682-8002072-682-8002
みつの　まさ

あき

190190 18-302118-3021 那須　大典那須　大典 らくらく補聴器　守口本店らくらく補聴器　守口本店 570-0038570-0038
守口市河原町10-15 守口市河原町10-15 
テルプラザ1Fテルプラザ1F

06-6998-413306-6998-4133
なす　だいす

け

191191 11-196111-1961 関口　典夫関口　典夫
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）京阪百貨店守口店　メガネサロン（株）京阪百貨店守口店　メガネサロン
570-8558570-8558

守口市河原町8-3 守口市河原町8-3 
京阪百貨店守口店6階京阪百貨店守口店6階

06-6998-107106-6998-1071
せきぐち　の

りお

192192 27-582727-5827 宮口　典久宮口　典久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ライフ門真店パリミキ　ライフ門真店

571-0016571-0016
門真市島頭3-4-1 門真市島頭3-4-1 
ライフ2Fライフ2F

072-881-7131072-881-7131
みやぐち　の

りひさ

193193 24-487624-4876 岸本　晃岸本　晃
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　門真補聴器コスモスリケン補聴器センター　門真補聴器コスモス

571-0030571-0030
門真市末広町39-19 門真市末広町39-19 
ホワイトパル101号ホワイトパル101号

06-6902-118106-6902-1181
きしもと　あ

きら

194194 24-479324-4793 西岡　光人西岡　光人 愛眼（株）　メガネの愛眼　アルプラザ香里園店愛眼（株）　メガネの愛眼　アルプラザ香里園店 572-0028572-0028
寝屋川市日新町5-5 寝屋川市日新町5-5 
アルプラザ香里園1Fアルプラザ香里園1F

072-835-0181072-835-0181
にしおか　み

つひと

195195 11-216411-2164 下門　一彦下門　一彦 補聴器専門店　百聞補聴器専門店　百聞 572-0029572-0029
寝屋川市寿町50-10 寝屋川市寿町50-10 
丸強マンション102丸強マンション102

072-813-1941072-813-1941
しもかど　か

ずひこ

196196 24-472724-4727 赤木　伸治赤木　伸治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　香里店パリミキ　香里店

572-0085572-0085 寝屋川市香里新町29-1寝屋川市香里新町29-1 072-832-2613072-832-2613
あかぎ　しん

じ

197197 21-374221-3742 渡部　淳司渡部　淳司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　寝屋川店パリミキ　寝屋川店

572-0837572-0837
寝屋川市早子町23番2-201 寝屋川市早子町23番2-201 
アドバンス寝屋川2号館2Fアドバンス寝屋川2号館2F

072-821-1514072-821-1514
わたなべ　

じゅんじ

198198 28-608428-6084 増山　和司増山　和司
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ビバモール寝屋川店OPTIQUE PARIS MIKI　ビバモール寝屋川店

572-0855572-0855
寝屋川市寝屋南2-22-2 寝屋川市寝屋南2-22-2 
ビバモール寝屋川2階ビバモール寝屋川2階

072-880-1080072-880-1080
ますやま　か

ずし

199199 24-498924-4989 高橋　有佳里高橋　有佳里
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　田宮店パリミキ　田宮店

573-0024573-0024 枚方市田宮本町9-37枚方市田宮本町9-37 072-846-4510072-846-4510
たかはし　ゆ

かり

200200 22-412722-4127 鴨井　祐司鴨井　祐司 愛眼（株）　メガネの愛眼　枚方店愛眼（株）　メガネの愛眼　枚方店 573-0026573-0026 枚方市朝日丘1-8枚方市朝日丘1-8 072-841-3741072-841-3741
かもい　ゆう

じ



※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。

大阪府大阪府
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 11-214311-2143 辻　陽子辻　陽子 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002 つじ　ようこ

162162 24-474924-4749 矢尾　博信矢尾　博信 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
やお　ひろの

ぶ

163163 25-512925-5129 辻　一功辻　一功 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
つじ　かずの

り

164164 27-573327-5733 川添　希久丸川添　希久丸 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002
かわぞえ　き

くまる

165165 29-655529-6555 瀬脇　賢瀬脇　賢 （有）ナルホ堂　池田店（有）ナルホ堂　池田店 563-0056563-0056 池田市栄町1-1池田市栄町1-1 072-751-1002072-751-1002 せわき　けん

166166 19-319719-3197 川田　雄一川田　雄一 吹田駅前補聴器スタジオ吹田駅前補聴器スタジオ 564-0027564-0027
吹田市朝日町1-216 吹田市朝日町1-216 
さんくす1番館さんくす1番館

06-6317-413306-6317-4133
かわた　ゆう

いち

167167 26-544726-5447 岩倉　美奈子岩倉　美奈子
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　吹田グリーンプレイス店眼鏡市場　吹田グリーンプレイス店

564-0082564-0082
吹田市片山町 吹田市片山町 
吹田グリーンプレイス　1階吹田グリーンプレイス　1階

06-6388-220806-6388-2208
いわくら　み

なこ

168168 9-18219-1821 長江　和子長江　和子 （有）メガネは長江　吹田補聴器センター（有）メガネは長江　吹田補聴器センター 565-0834565-0834
吹田市五月が丘北25-40 吹田市五月が丘北25-40 
ユタカビル1Fユタカビル1F

06-6878-100006-6878-1000
ながえ　かず

こ

169169 23-466923-4669 長江　亜矢長江　亜矢 （有）メガネは長江　吹田補聴器センター（有）メガネは長江　吹田補聴器センター 565-0834565-0834
吹田市五月が丘北25-40 吹田市五月が丘北25-40 
ユタカビル1Fユタカビル1F

06-6878-100006-6878-1000 ながえ　あや

170170 29-656129-6561 藤原　正和藤原　正和 関西補聴器　いこいの広場　関西補聴器関西補聴器　いこいの広場　関西補聴器 565-0851565-0851 吹田市千里山西4-9-20　1階店舗吹田市千里山西4-9-20　1階店舗 06-6310-225006-6310-2250
ふじわら　ま

さかず

171171 18-298818-2988 野村　誠人野村　誠人 はじめて補聴器　桃山台店はじめて補聴器　桃山台店 565-0854565-0854
吹田市桃山台5-2-2 吹田市桃山台5-2-2 
アザール桃山台2Fアザール桃山台2F

06-6170-161506-6170-1615
のむら　まこ

と

172172 26-547726-5477 野村　真美子野村　真美子 はじめて補聴器　桃山台店はじめて補聴器　桃山台店 565-0854565-0854
吹田市桃山台5-2-2 吹田市桃山台5-2-2 
アザール桃山台2Fアザール桃山台2F

06-6170-161506-6170-1615
のむら　まみ

こ

173173 27-566827-5668 赤澤　美智代赤澤　美智代 赤沢商店　EYE PLAN赤沢商店　EYE PLAN 566-0052566-0052 摂津市鳥飼本町4-20-10摂津市鳥飼本町4-20-10 072-653-1328072-653-1328
あかざわ　み

ちよ

174174 28-605228-6052 小川　達也小川　達也
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　茨木店ナニワ補聴器センター　茨木店

567-0815567-0815
茨木市竹橋町6-13 茨木市竹橋町6-13 
ハイツオーキタ竹橋102ハイツオーキタ竹橋102

072-665-9333072-665-9333
おがわ　たつ

や

175175 22-416822-4168 田中　智仁田中　智仁 愛眼（株）　メガネのアイガン　阪急茨木店愛眼（株）　メガネのアイガン　阪急茨木店 567-0816567-0816
茨木市永代町1-5 茨木市永代町1-5 
セントロサヴィア1Fセントロサヴィア1F

072-623-0640072-623-0640
たなか　とも

ひと

176176 23-452823-4528 森　裕之森　裕之 ヒヤリングアート（株）　茨木補聴器センターヒヤリングアート（株）　茨木補聴器センター 567-0829567-0829
茨木市双葉町2-19 茨木市双葉町2-19 
富士マンション105号富士マンション105号

072-634-4133072-634-4133
もり　ひろゆ

き

177177 25-511925-5119 住吉　辰哉住吉　辰哉 ヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センターヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町5-23 高槻市高槻町5-23 
ファイブビル1階ファイブビル1階

072-683-4133072-683-4133
すみよし　た

つや

178178 27-597527-5975 森澤　勇人森澤　勇人 ヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センターヒヤリングアート（株）　高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町5-23 高槻市高槻町5-23 
ファイブビル1階ファイブビル1階

072-683-4133072-683-4133
もりさわ　ゆ

うと

179179 11-215511-2155 鬼塚　陽一鬼塚　陽一 東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町1-23 高槻市高槻町1-23 
ネオ常磐1Fネオ常磐1F

072-683-3341072-683-3341
おにつか　よ

ういち

180180 21-365121-3651 小林　慶郁小林　慶郁 東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町1-23 高槻市高槻町1-23 
ネオ常磐1Fネオ常磐1F

072-683-3341072-683-3341
こばやし　よ

しふみ

181181 23-452723-4527 清水　千枝清水　千枝 東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター東神実業（株）　トーシン高槻補聴器センター 569-0803569-0803
高槻市高槻町1-23 高槻市高槻町1-23 
ネオ常磐1Fネオ常磐1F

072-683-3341072-683-3341 しみず　ちえ

182182 25-506625-5066 島　直樹島　直樹 （株）イシガミ　高槻店（株）イシガミ　高槻店 569-0804569-0804 高槻市紺屋町7-19高槻市紺屋町7-19 072-681-1985072-681-1985 しま　なおき

183183 20-353920-3539 岩田　隆司岩田　隆司
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　富田店ナニワ補聴器センター　富田店

569-0814569-0814 高槻市富田町1-6-10高槻市富田町1-6-10 072-692-6822072-692-6822
いわた　りゅ

うじ

184184 27-582527-5825 福澤　正一朗福澤　正一朗
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　富田店ナニワ補聴器センター　富田店

569-0814569-0814 高槻市富田町1-6-10高槻市富田町1-6-10 072-692-6822072-692-6822
ふくざわ　しょ

ういちろう

185185 27-587827-5878 湯浅　啓太湯浅　啓太
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ナニワ補聴器センター　富田店ナニワ補聴器センター　富田店

569-0814569-0814 高槻市富田町1-6-10高槻市富田町1-6-10 072-692-6822072-692-6822
ゆあさ　けい

た

186186 2-10692-1069 田中　智明田中　智明 川村義肢（株）　エイドセンター高槻店川村義肢（株）　エイドセンター高槻店 569-1116569-1116
高槻市白梅町5-7 高槻市白梅町5-7 
愛仁会リハビリテーション病院内3F愛仁会リハビリテーション病院内3F

072-691-1733072-691-1733
たなか　とも

あき

187187 15-247015-2470 北山　浩二北山　浩二 川村義肢（株）　エイドセンター高槻店川村義肢（株）　エイドセンター高槻店 569-1116569-1116
高槻市白梅町5-7 高槻市白梅町5-7 
愛仁会リハビリテーション病院内3F愛仁会リハビリテーション病院内3F

072-691-1733072-691-1733
きたやま　こ

うじ

188188 21-368421-3684 坂元　睦大坂元　睦大 愛眼（株）　メガネの愛眼　摂津富田店愛眼（株）　メガネの愛眼　摂津富田店 569-1144569-1144
高槻市大畑町13-1 高槻市大畑町13-1 
イオンフードスタイル摂津富田店1Fイオンフードスタイル摂津富田店1F

072-695-9300072-695-9300
さかもと　む

つひろ

189189 17-279017-2790 光野　正明光野　正明 （株）東京メガネ　高槻店（株）東京メガネ　高槻店 569-1196569-1196
高槻市白梅町4-1 高槻市白梅町4-1 
高槻阪急 3F メガネサロン高槻阪急 3F メガネサロン

072-682-8002072-682-8002
みつの　まさ

あき

190190 18-302118-3021 那須　大典那須　大典 らくらく補聴器　守口本店らくらく補聴器　守口本店 570-0038570-0038
守口市河原町10-15 守口市河原町10-15 
テルプラザ1Fテルプラザ1F

06-6998-413306-6998-4133
なす　だいす

け

191191 11-196111-1961 関口　典夫関口　典夫
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）京阪百貨店守口店　メガネサロン（株）京阪百貨店守口店　メガネサロン
570-8558570-8558

守口市河原町8-3 守口市河原町8-3 
京阪百貨店守口店6階京阪百貨店守口店6階

06-6998-107106-6998-1071
せきぐち　の

りお

192192 27-582727-5827 宮口　典久宮口　典久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ライフ門真店パリミキ　ライフ門真店

571-0016571-0016
門真市島頭3-4-1 門真市島頭3-4-1 
ライフ2Fライフ2F

072-881-7131072-881-7131
みやぐち　の

りひさ

193193 24-487624-4876 岸本　晃岸本　晃
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　門真補聴器コスモスリケン補聴器センター　門真補聴器コスモス

571-0030571-0030
門真市末広町39-19 門真市末広町39-19 
ホワイトパル101号ホワイトパル101号

06-6902-118106-6902-1181
きしもと　あ

きら

194194 24-479324-4793 西岡　光人西岡　光人 愛眼（株）　メガネの愛眼　アルプラザ香里園店愛眼（株）　メガネの愛眼　アルプラザ香里園店 572-0028572-0028
寝屋川市日新町5-5 寝屋川市日新町5-5 
アルプラザ香里園1Fアルプラザ香里園1F

072-835-0181072-835-0181
にしおか　み

つひと

195195 11-216411-2164 下門　一彦下門　一彦 補聴器専門店　百聞補聴器専門店　百聞 572-0029572-0029
寝屋川市寿町50-10 寝屋川市寿町50-10 
丸強マンション102丸強マンション102

072-813-1941072-813-1941
しもかど　か

ずひこ

196196 24-472724-4727 赤木　伸治赤木　伸治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　香里店パリミキ　香里店

572-0085572-0085 寝屋川市香里新町29-1寝屋川市香里新町29-1 072-832-2613072-832-2613
あかぎ　しん

じ

197197 21-374221-3742 渡部　淳司渡部　淳司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　寝屋川店パリミキ　寝屋川店

572-0837572-0837
寝屋川市早子町23番2-201 寝屋川市早子町23番2-201 
アドバンス寝屋川2号館2Fアドバンス寝屋川2号館2F

072-821-1514072-821-1514
わたなべ　

じゅんじ

198198 28-608428-6084 増山　和司増山　和司
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ビバモール寝屋川店OPTIQUE PARIS MIKI　ビバモール寝屋川店

572-0855572-0855
寝屋川市寝屋南2-22-2 寝屋川市寝屋南2-22-2 
ビバモール寝屋川2階ビバモール寝屋川2階

072-880-1080072-880-1080
ますやま　か

ずし

199199 24-498924-4989 高橋　有佳里高橋　有佳里
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　田宮店パリミキ　田宮店

573-0024573-0024 枚方市田宮本町9-37枚方市田宮本町9-37 072-846-4510072-846-4510
たかはし　ゆ

かり

200200 22-412722-4127 鴨井　祐司鴨井　祐司 愛眼（株）　メガネの愛眼　枚方店愛眼（株）　メガネの愛眼　枚方店 573-0026573-0026 枚方市朝日丘1-8枚方市朝日丘1-8 072-841-3741072-841-3741
かもい　ゆう

じ

大阪府大阪府
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 28-604428-6044 福田　正雄福田　正雄 愛眼（株）　メガネの愛眼　枚方店愛眼（株）　メガネの愛眼　枚方店 573-0026573-0026 枚方市朝日丘1-8枚方市朝日丘1-8 072-841-3741072-841-3741
ふくだ　まさ

お

202202 21-381721-3817 渡場　丈司渡場　丈司 （有）枚方補聴器センター（有）枚方補聴器センター 573-0032573-0032
枚方市岡東町12-1 枚方市岡東町12-1 
サンプラザ1号館306号室サンプラザ1号館306号室

072-841-3339072-841-3339
わたしば　た

けし

203203 29-653329-6533 飯嶋　寛記飯嶋　寛記 （有）枚方補聴器センター（有）枚方補聴器センター 573-0032573-0032
枚方市岡東町12-1 枚方市岡東町12-1 
サンプラザ1号館306号室サンプラザ1号館306号室

072-841-3339072-841-3339
いいじま　も

とき

204204 29-640429-6404 塩田　邦夫塩田　邦夫 （株）シンコム　大阪営業所（株）シンコム　大阪営業所 573-1103573-1103
枚方市楠葉野田1-30-13 枚方市楠葉野田1-30-13 
サンエイハイツ1Fサンエイハイツ1F

072-866-4739072-866-4739
しおた　くに

お

205205 12-222812-2228 三浦　誠治三浦　誠治 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方 573-1191573-1191
枚方市新町1丁目7-35 枚方市新町1丁目7-35 
ラ・ソワ枚方新町101号ラ・ソワ枚方新町101号

072-804-3311072-804-3311
みうら　せい

じ

206206 21-378221-3782 宮宗　剛祥宮宗　剛祥 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方 573-1191573-1191
枚方市新町1丁目7-35 枚方市新町1丁目7-35 
ラ・ソワ枚方新町101号ラ・ソワ枚方新町101号

072-804-3311072-804-3311
みやそう　つ

よなが

207207 22-438222-4382 髙木　陽平髙木　陽平 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方 573-1191573-1191
枚方市新町1丁目7-35 枚方市新町1丁目7-35 
ラ・ソワ枚方新町101号ラ・ソワ枚方新町101号

072-804-3311072-804-3311
たかぎ　よう

へい

208208 27-586527-5865 金谷　尭生金谷　尭生 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方東神実業（株）　トーシン・補聴器センター枚方 573-1191573-1191
枚方市新町1丁目7-35 枚方市新町1丁目7-35 
ラ・ソワ枚方新町101号ラ・ソワ枚方新町101号

072-804-3311072-804-3311
かなや　たか

お

209209 21-380121-3801 中田　博之中田　博之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　枚方店パリミキ　枚方店

573-1197573-1197
枚方市禁野本町1丁目871番地 枚方市禁野本町1丁目871番地 
イズミヤ枚方S.C　1Fイズミヤ枚方S.C　1F

072-840-5368072-840-5368
なかた　ひろ

ゆき

210210 25-501825-5018 藤井　茂藤井　茂
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　枚方店パリミキ　枚方店

573-1197573-1197
枚方市禁野本町1丁目871番地 枚方市禁野本町1丁目871番地 
イズミヤ枚方S.C　1Fイズミヤ枚方S.C　1F

072-840-5368072-840-5368
ふじい　しげ

る

211211 21-396021-3960 上杉　真悟上杉　真悟 メガネの上杉メガネの上杉 574-0016574-0016 大東市南津の辺町22-16大東市南津の辺町22-16 072-878-0489072-878-0489
うえすぎ　し

んご

212212 15-251915-2519 濵田　英樹濵田　英樹
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・東大阪補聴器センタートーシン・東大阪補聴器センター

577-0056577-0056
東大阪市長堂1-5-6 東大阪市長堂1-5-6 
布施駅前セントラルビル地下1階布施駅前セントラルビル地下1階

06-6787-413306-6787-4133
はまだ　ひで

き

213213 21-376521-3765 明尾　洋輔明尾　洋輔
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・東大阪補聴器センタートーシン・東大阪補聴器センター

577-0056577-0056
東大阪市長堂1-5-6 東大阪市長堂1-5-6 
布施駅前セントラルビル地下1階布施駅前セントラルビル地下1階

06-6787-413306-6787-4133
あけお　よう

すけ

214214 22-424422-4244 岸田　剛岸田　剛
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・東大阪補聴器センタートーシン・東大阪補聴器センター

577-0056577-0056
東大阪市長堂1-5-6 東大阪市長堂1-5-6 
布施駅前セントラルビル地下1階布施駅前セントラルビル地下1階

06-6787-413306-6787-4133
きしだ　たけ

し

215215 25-513025-5130 馬本　良子馬本　良子
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・東大阪補聴器センタートーシン・東大阪補聴器センター

577-0056577-0056
東大阪市長堂1-5-6 東大阪市長堂1-5-6 
布施駅前セントラルビル地下1階布施駅前セントラルビル地下1階

06-6787-413306-6787-4133
うまもと　

りょうこ

216216 29-636129-6361 大槻　理紗大槻　理紗
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・東大阪補聴器センタートーシン・東大阪補聴器センター

577-0056577-0056
東大阪市長堂1-5-6 東大阪市長堂1-5-6 
布施駅前セントラルビル地下1階布施駅前セントラルビル地下1階

06-6787-413306-6787-4133
おおつき　り

さ

217217 25-527125-5271 山下　勝也山下　勝也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　八戸ノ里店パリミキ　八戸ノ里店

577-0801577-0801
東大阪市小阪3-2-38 東大阪市小阪3-2-38 
サニーボックスサニーボックス

06-6783-487606-6783-4876
やました　か

つや

218218 9-17779-1777 小芝　広一小芝　広一 （有）吉田勝恵商店（有）吉田勝恵商店 577-0801577-0801
東大阪市小阪2丁目11-10 東大阪市小阪2丁目11-10 
タチバナコーポタチバナコーポ

06-6787-235706-6787-2357
こしば　こう

いち

219219 20-362320-3623 尾野上　貴康尾野上　貴康 （有）吉田勝恵商店（有）吉田勝恵商店 577-0801577-0801
東大阪市小阪2丁目11-10 東大阪市小阪2丁目11-10 
タチバナコーポタチバナコーポ

06-6787-235706-6787-2357
おのうえ　た

かやす

220220 13-231113-2311 広瀬　好秀広瀬　好秀 鴻池補聴器スタジオ鴻池補聴器スタジオ 578-0961578-0961 東大阪市南鴻池町2-4-21東大阪市南鴻池町2-4-21 080-5773-4133080-5773-4133
ひろせ　よし

ひで

221221 20-337020-3370 川東　章久川東　章久 （株）喜久幸堂　喜久幸堂眼鏡店（株）喜久幸堂　喜久幸堂眼鏡店 578-0974578-0974 東大阪市鴻池元町8-5東大阪市鴻池元町8-5 06-6747-283306-6747-2833
かわひがし　

あきひさ

222222 23-459523-4595 藤原　大介藤原　大介 （株）喜久幸堂　喜久幸堂眼鏡店（株）喜久幸堂　喜久幸堂眼鏡店 578-0974578-0974 東大阪市鴻池元町8-5東大阪市鴻池元町8-5 06-6747-283306-6747-2833
ふじわら　だ

いすけ

223223 1-10431-1043 笠脇　伸元笠脇　伸元 （有）南大阪リオン補聴器センター（有）南大阪リオン補聴器センター 580-0016580-0016 松原市上田3-8-22松原市上田3-8-22 072-335-3341072-335-3341
かさわき　の

ぶちか

224224 27-565327-5653 齊藤　眞佐宏齊藤　眞佐宏 （株）三愛　メガネの三愛（株）三愛　メガネの三愛 581-0803581-0803 八尾市光町2-60　リノアス  7階八尾市光町2-60　リノアス  7階 072-997-1153072-997-1153
さいとう　ま

さひろ

225225 29-653129-6531 加川　哲也加川　哲也 （株）三愛　メガネの三愛（株）三愛　メガネの三愛 581-0803581-0803 八尾市光町2-60　リノアス  7階八尾市光町2-60　リノアス  7階 072-997-1153072-997-1153
かがわ　てつ

や

226226 26-544826-5448 岩倉　浩一郎岩倉　浩一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　富田林駅前店パリミキ　富田林駅前店

584-0025584-0025 富田林市若松町西1-1874-1富田林市若松町西1-1874-1 0721-25-57310721-25-5731
いわくら　こ

ういちろう

227227 17-282517-2825 櫻井　英喜櫻井　英喜 （株）キクチメガネ　富田林店（株）キクチメガネ　富田林店 584-0082584-0082
富田林市向陽台3-1-1 富田林市向陽台3-1-1 
エコールロゼ3階エコールロゼ3階

0721-28-35130721-28-3513
さくらい　ひ

でき

228228 25-505625-5056 仲野　洋仲野　洋 （株）メガネの金剛　ノバティながの店（株）メガネの金剛　ノバティながの店 586-0015586-0015
河内長野市本町24-1 河内長野市本町24-1 
ノバティながの3階ノバティながの3階

0721-53-03530721-53-0353
なかの　ひろ

し

229229 19-318919-3189 南　秀明南　秀明 メガネのミナミメガネのミナミ 586-0018586-0018 河内長野市千代田南町1-12河内長野市千代田南町1-12 0721-53-65750721-53-6575
みなみ　ひで

あき

230230 5-14255-1425 櫻井　陽子櫻井　陽子 （有）ユータン　補聴器専門店　ユータン（有）ユータン　補聴器専門店　ユータン 586-0024586-0024 河内長野市西之山町9-11河内長野市西之山町9-11 0721-52-34330721-52-3433
さくらい　よ

うこ

231231 20-347020-3470 尾上　和代尾上　和代 （有）ユータン　補聴器専門店　ユータン（有）ユータン　補聴器専門店　ユータン 586-0024586-0024 河内長野市西之山町9-11河内長野市西之山町9-11 0721-52-34330721-52-3433
おうえ　かず

よ

232232 24-489224-4892 伏谷　明美伏谷　明美 （有）ユータン　補聴器専門店　ユータン（有）ユータン　補聴器専門店　ユータン 586-0024586-0024 河内長野市西之山町9-11河内長野市西之山町9-11 0721-52-34330721-52-3433
ふしたに　あ

けみ

233233 25-505525-5055 大橋　直也大橋　直也 （株）メガネの金剛　イオン金剛店（株）メガネの金剛　イオン金剛店 589-0011589-0011
大阪狭山市半田1-35-1 大阪狭山市半田1-35-1 
イオン金剛店3Fイオン金剛店3F

072-366-9030072-366-9030
おおはし　な

おや

234234 28-622228-6222 岡　正博岡　正博 （有）西村眼鏡店　　近大病院店（有）西村眼鏡店　　近大病院店 589-0023589-0023 大阪狭山市大野台4-3-9大阪狭山市大野台4-3-9 072-367-6762072-367-6762
おか　まさひ

ろ

235235 25-504525-5045 河合　信一河合　信一 （株）西村三十郎商店　メガネの三光（株）西村三十郎商店　メガネの三光 590-0014590-0014
堺市堺区田出井町1-1-100 堺市堺区田出井町1-1-100 
ベルマージュ堺1Fベルマージュ堺1F

072-228-0465072-228-0465
かわい　しん

いち

236236 11-217411-2174 松本　道明松本　道明 川村義肢（株）　エイドセンター堺店川村義肢（株）　エイドセンター堺店 590-0026590-0026 堺市堺区向陵西町4-10-8-101堺市堺区向陵西町4-10-8-101 072-229-9733072-229-9733
まつもと　み

ちあき

237237 11-218011-2180 森田　千都森田　千都 川村義肢（株）　エイドセンター堺店川村義肢（株）　エイドセンター堺店 590-0026590-0026 堺市堺区向陵西町4-10-8-101堺市堺区向陵西町4-10-8-101 072-229-9733072-229-9733 もりた　ちづ

238238 28-624728-6247 工藤　あゆみ工藤　あゆみ 川村義肢（株）　エイドセンター堺店川村義肢（株）　エイドセンター堺店 590-0026590-0026 堺市堺区向陵西町4-10-8-101堺市堺区向陵西町4-10-8-101 072-229-9733072-229-9733
くどう　あゆ

み

239239 14-236614-2366 東畑　文子東畑　文子 （株）NJH　堺髙島屋　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　堺髙島屋　補聴器オーダースタジオ 590-0028590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 072-228-1960072-228-1960
ひがしはた　

ふみこ

240240 14-236514-2365 金倉　充彦金倉　充彦 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺 590-0028590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 
三国ヶ丘ビル1F三国ヶ丘ビル1F

072-222-3324072-222-3324
かねくら　み

つひこ
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241241 21-366321-3663 青野　尚美青野　尚美 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺 590-0028590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 
三国ヶ丘ビル1F三国ヶ丘ビル1F

072-222-3324072-222-3324
あおの　なお

み

242242 24-481824-4818 天堀　真純天堀　真純 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺 590-0028590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 
三国ヶ丘ビル1F三国ヶ丘ビル1F

072-222-3324072-222-3324
あまほり　ま

すみ

243243 24-493824-4938 中谷　泰記中谷　泰記 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺 590-0028590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 
三国ヶ丘ビル1F三国ヶ丘ビル1F

072-222-3324072-222-3324
なかたに　や

すき

244244 26-553426-5534 今給黎　貴史今給黎　貴史 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺 590-0028590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 
三国ヶ丘ビル1F三国ヶ丘ビル1F

072-222-3324072-222-3324
いまぎいれ　

たかふみ

245245 28-603228-6032 西川　実加西川　実加 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター堺 590-0028590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8番地 
三国ヶ丘ビル1F三国ヶ丘ビル1F

072-222-3324072-222-3324
にしかわ　み

か

246246 28-608728-6087 大谷　明史大谷　明史 愛眼（株）　メガネの愛眼　泉が丘店愛眼（株）　メガネの愛眼　泉が丘店 590-0115590-0115
堺市南区茶山台1-2 堺市南区茶山台1-2 
ショップタウン泉が丘店1Fショップタウン泉が丘店1F

072-291-0962072-291-0962
おおたに　あ

きふみ

247247 21-409221-4092 古川　佳邦古川　佳邦 愛眼（株）　アイガン　イオンそよら新金岡店愛眼（株）　アイガン　イオンそよら新金岡店 591-8021591-8021
堺市北区新金岡町4-1-11 堺市北区新金岡町4-1-11 
そよら新金岡2Fそよら新金岡2F

072-250-9677072-250-9677
ふるかわ　よ

しくに

248248 24-492524-4925 福井　真福井　真 愛眼（株）　アイガン　イオンそよら新金岡店愛眼（株）　アイガン　イオンそよら新金岡店 591-8021591-8021
堺市北区新金岡町4-1-11 堺市北区新金岡町4-1-11 
そよら新金岡2Fそよら新金岡2F

072-250-9677072-250-9677
ふくい　まこ

と

249249 23-441523-4415 中村　剛士中村　剛士 （株）中村　中村時計店（株）中村　中村時計店 591-8044591-8044 堺市北区中長尾町3-1-20堺市北区中長尾町3-1-20 072-252-1602072-252-1602
なかむら　つ

よし

250250 22-434322-4343 河野　将樹河野　将樹 愛眼（株）　メガネの愛眼　高石店愛眼（株）　メガネの愛眼　高石店 592-0012592-0012 高石市西取石8-8-7高石市西取石8-8-7 072-261-3589072-261-3589
こうの　まさ

き

251251 23-443723-4437 白川　欣孝白川　欣孝 愛眼（株）　メガネの愛眼　高石店愛眼（株）　メガネの愛眼　高石店 592-0012592-0012 高石市西取石8-8-7高石市西取石8-8-7 072-261-3589072-261-3589
しらかわ　よ

したか

252252 25-502625-5026 倉橋　愛子倉橋　愛子 （有）原田鳳プロジェクト　鳳ヒヤリングセンター（有）原田鳳プロジェクト　鳳ヒヤリングセンター 593-8327593-8327 堺市西区鳳中町3-62-30堺市西区鳳中町3-62-30 072-266-0157072-266-0157
くらはし　あ

いこ

253253 9-17549-1754 近藤　英信近藤　英信 すみれ補聴器すみれ補聴器 594-0071594-0071
和泉市府中町1-20-1 和泉市府中町1-20-1 
フチュール和泉1F　105号フチュール和泉1F　105号

0725-92-80270725-92-8027
こんどう　ひ

でのぶ

254254 26-563726-5637 柳　隆志柳　隆志
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）　
和泉倉庫店和泉倉庫店

594-1157594-1157 和泉市あゆみ野4-4-45和泉市あゆみ野4-4-45 0725-53-53410725-53-5341
やなぎ　たか

し

255255 27-568227-5682 西口　隆治西口　隆治
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）　
和泉倉庫店和泉倉庫店

594-1157594-1157 和泉市あゆみ野4-4-45和泉市あゆみ野4-4-45 0725-53-53410725-53-5341
にしぐち　た

かはる

256256 28-610128-6101 石田　巧石田　巧 愛眼（株）　メガネの愛眼　岸和田カンカン店愛眼（株）　メガネの愛眼　岸和田カンカン店 596-0014596-0014
岸和田市港緑町3-1 岸和田市港緑町3-1 
岸和田カンカン　ベイサイドモール　EAST2階岸和田カンカン　ベイサイドモール　EAST2階

072-438-3807072-438-3807
いしだ　たく

み

257257 25-514925-5149 上野　裕香上野　裕香 東神実業（株）　トーシン・岸和田補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岸和田補聴器センター 596-0825596-0825 岸和田市土生町2-26-11岸和田市土生町2-26-11 072-438-4133072-438-4133 うえの　ゆか

258258 28-610228-6102 草野　美穂草野　美穂 東神実業（株）　トーシン・岸和田補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岸和田補聴器センター 596-0825596-0825 岸和田市土生町2-26-11岸和田市土生町2-26-11 072-438-4133072-438-4133 くさの　みほ

259259 2-10562-1056 藤田　隆司藤田　隆司 藤田ヒヤリングセンター藤田ヒヤリングセンター 596-0825596-0825 岸和田市土生町2-8-24岸和田市土生町2-8-24 072-422-4600072-422-4600
ふじた　たか

し

260260 18-294418-2944 石谷　博司石谷　博司 ほちょうき工房ヨシノほちょうき工房ヨシノ 598-0007598-0007
泉佐野市上町2-8-48 泉佐野市上町2-8-48 
セントビィラエムズ102号セントビィラエムズ102号

072-477-2287072-477-2287
いしたに　ひ

ろし

261261 5-13905-1390 樺山　由賀里樺山　由賀里 （株）サウンドベル　泉佐野補聴器センター（株）サウンドベル　泉佐野補聴器センター 598-0012598-0012
泉佐野市高松東1-9-18 泉佐野市高松東1-9-18 
コーポ橋本1階コーポ橋本1階

072-462-1122072-462-1122
かばやま　ゆ

かり

262262 25-513625-5136 山内　敦山内　敦
（株）メガネの金剛　（株）メガネの金剛　
メガネの金剛　北野田店メガネの金剛　北野田店

599-8122599-8122
堺市東区丈六183-18 堺市東区丈六183-18 
ダイエー北野田店1Fダイエー北野田店1F

072-234-2856072-234-2856
やまうち　あ

つし

263263 28-619628-6196 吉田　彩香吉田　彩香
（株）メガネの金剛　（株）メガネの金剛　
メガネの金剛　北野田店メガネの金剛　北野田店

599-8122599-8122
堺市東区丈六183-18 堺市東区丈六183-18 
ダイエー北野田店1Fダイエー北野田店1F

072-234-2856072-234-2856
よしだ　あや

か

264264 21-397221-3972 東　孝治東　孝治 愛眼（株）　メガネの愛眼　深井駅前店愛眼（株）　メガネの愛眼　深井駅前店 599-8273599-8273 堺市中区深井清水町3823堺市中区深井清水町3823 072-277-2350072-277-2350
あずま　こう

じ

265265 10-191010-1910 橋本　剛史橋本　剛史
はしもと　つ

よし

266266 21-373521-3735 本多　佳子本多　佳子
ほんだ　よし

こ

267267 26-556526-5565 朝比奈　聡朝比奈　聡
あさひな　さ

とし

268268 27-588227-5882 田中　さくら田中　さくら
たなか　さく

ら

269269 28-612028-6120 増田　真次増田　真次
ますだ　しん

じ


