
※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。

福岡県福岡県
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

11 7-16227-1622 熊澤　正二熊澤　正二 九州リオン（株）　リオネットセンター門司九州リオン（株）　リオネットセンター門司 800-0025800-0025 北九州市門司区柳町1-9-27北九州市門司区柳町1-9-27 093-382-5633093-382-5633
くまざわ　

しょうじ

22 25-502525-5025 内田　慎二内田　慎二 （株）メガネトップ　眼鏡市場　門司大里店（株）メガネトップ　眼鏡市場　門司大里店 800-0026800-0026 北九州市門司区梅ノ木町1-18北九州市門司区梅ノ木町1-18 093-382-0518093-382-0518
うちだ　しん

じ

33 11-213911-2139 村上　健二郎村上　健二郎 （株）九州補聴器センター　小倉南店（株）九州補聴器センター　小倉南店 800-0207800-0207 北九州市小倉南区沼緑町1-11-24北九州市小倉南区沼緑町1-11-24 093-475-3400093-475-3400
むらかみ　け

んじろう

44 26-561026-5610 米村　あずさ米村　あずさ 九州リオン（株）　リオネットセンター曽根九州リオン（株）　リオネットセンター曽根 800-0226800-0226 北九州市小倉南区田原新町2-4-32北九州市小倉南区田原新町2-4-32 093-474-3313093-474-3313
よねむら　あ

ずさ

55 11-215811-2158 藤　一豊藤　一豊 九州リオン（株）　リオネットセンター小倉九州リオン（株）　リオネットセンター小倉 802-0002802-0002 北九州市小倉北区京町1-2-7北九州市小倉北区京町1-2-7 093-541-4133093-541-4133
とう　かずと

よ

66 16-262716-2627 力丸　純二力丸　純二 九州リオン（株）　リオネットセンター小倉九州リオン（株）　リオネットセンター小倉 802-0002802-0002 北九州市小倉北区京町1-2-7北九州市小倉北区京町1-2-7 093-541-4133093-541-4133
りきまる　

じゅんじ

77 7-15657-1565 猪俣　浩三猪俣　浩三 （株）九州補聴器センター　小倉本店（株）九州補聴器センター　小倉本店 802-0006802-0006 北九州市小倉北区魚町2-2-19北九州市小倉北区魚町2-2-19 093-521-3354093-521-3354
いのまた　こ

うぞう

88 15-250915-2509 印具　大輔印具　大輔 （株）九州補聴器センター　小倉本店（株）九州補聴器センター　小倉本店 802-0006802-0006 北九州市小倉北区魚町2-2-19北九州市小倉北区魚町2-2-19 093-521-3354093-521-3354
いんぐ　だい

すけ

99 15-255815-2558 吉武　あけみ吉武　あけみ （株）九州補聴器センター　小倉本店（株）九州補聴器センター　小倉本店 802-0006802-0006 北九州市小倉北区魚町2-2-19北九州市小倉北区魚町2-2-19 093-521-3354093-521-3354
よしたけ　あ

けみ

1010 23-452223-4522 高瀬　登美子高瀬　登美子
（株）武田メガネ　（株）武田メガネ　
小倉井筒屋めがね補聴器サロン小倉井筒屋めがね補聴器サロン

802-8511802-8511
北九州市小倉北区船場町1-1 北九州市小倉北区船場町1-1 
小倉井筒屋新館6F小倉井筒屋新館6F

093-522-2510093-522-2510
たかせ　とみ

こ

1111 20-356120-3561 松尾　忠憲松尾　忠憲 （有）岩永　小倉補聴器　小倉店（有）岩永　小倉補聴器　小倉店 803-0811803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-20北九州市小倉北区大門2-1-20 093-592-6700093-592-6700
まつお　ただ

よし

1212 27-579227-5792 南　亮南　亮
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ   イオン戸畑店メガネのヨネザワ   イオン戸畑店

804-0067804-0067
北九州市戸畑区汐井町2-2 北九州市戸畑区汐井町2-2 
イオン戸畑ショッピングセンター2階イオン戸畑ショッピングセンター2階

093-616-6628093-616-6628
みなみ　りょ

う

1313 17-282617-2826 真﨑　由美子真﨑　由美子 九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑 804-0083804-0083
北九州市戸畑区旭町2-3 北九州市戸畑区旭町2-3 
旭町イデアビル1F旭町イデアビル1F

093-873-7933093-873-7933
まさき　ゆみ

こ

1414 24-499924-4999 門司　聡門司　聡 九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑 804-0083804-0083
北九州市戸畑区旭町2-3 北九州市戸畑区旭町2-3 
旭町イデアビル1F旭町イデアビル1F

093-873-7933093-873-7933
もんじ　さと

し

1515 24-500924-5009 田島　満昭田島　満昭 池田補聴器（株）　八幡店池田補聴器（株）　八幡店 805-0019805-0019
北九州市八幡東区中央3-1-26 北九州市八幡東区中央3-1-26 
アーバン中央1階アーバン中央1階

093-661-7061093-661-7061
たしま　みつ

あき

1616 7-16247-1624 馬原　祥聡馬原　祥聡 九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎 806-0021806-0021 北九州市八幡西区黒崎4-1-6北九州市八幡西区黒崎4-1-6 093-622-1133093-622-1133
まはら　よし

あき

1717 29-638629-6386 古賀　敦子古賀　敦子 九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎 806-0021806-0021 北九州市八幡西区黒崎4-1-6北九州市八幡西区黒崎4-1-6 093-622-1133093-622-1133 こが　あつこ

1818 23-460523-4605 本田　恵子本田　恵子 （有）岩永　小倉補聴器　黒崎店（有）岩永　小倉補聴器　黒崎店 806-0033806-0033 北九州市八幡西区岡田町2-20北九州市八幡西区岡田町2-20 093-622-5888093-622-5888
ほんだ　けい

こ

1919 17-281417-2814 浅田　二三成浅田　二三成
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　ミスターマックス本城店眼鏡市場　ミスターマックス本城店

807-0801807-0801
北九州市八幡西区本城5-1-1 北九州市八幡西区本城5-1-1 
ミスターマックス本城店内ミスターマックス本城店内

093-695-3908093-695-3908
あさだ　ふみ

なり

2020 19-318519-3185 榎本　良博榎本　良博 （株）九州補聴器センター　産医大前店（株）九州補聴器センター　産医大前店 807-0805807-0805 北九州市八幡西区光貞台1-1-1-102北九州市八幡西区光貞台1-1-1-102 093-692-1133093-692-1133
えのもと　よ

しひろ

2121 5-13795-1379 乙藤　吉満乙藤　吉満 （株）おとふじ補聴器（株）おとふじ補聴器 807-0846807-0846 北九州市八幡西区里中2-2-8北九州市八幡西区里中2-2-8 093-614-3313093-614-3313
おとふじ　よ

しみつ

2222 15-250215-2502 乙藤　暢史乙藤　暢史 （株）おとふじ補聴器（株）おとふじ補聴器 807-0846807-0846 北九州市八幡西区里中2-2-8北九州市八幡西区里中2-2-8 093-614-3313093-614-3313
おとふじ　ま

さし

2323 20-360220-3602 勝田　知徳勝田　知徳 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ若松店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ若松店 808-0034808-0034
北九州市若松区本町3-11-1 北九州市若松区本町3-11-1 
サンリブ一階　サンリブ若松店サンリブ一階　サンリブ若松店

093-752-3350093-752-3350
かつた　とも

のり

2424 1-10211-1021 平田　謙治平田　謙治 補聴器のひらた補聴器のひらた 809-0015809-0015
中間市太賀1-2-3 中間市太賀1-2-3 
2F2F

093-244-4133093-244-4133
ひらた　けん

じ

2525 20-340520-3405 平田　裕子平田　裕子 補聴器のひらた補聴器のひらた 809-0015809-0015
中間市太賀1-2-3 中間市太賀1-2-3 
2F2F

093-244-4133093-244-4133
ひらた　ゆう

こ

2626 15-244515-2445 澤　秀利澤　秀利 （株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター（株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-7-15 福岡市中央区天神1-7-15 
天神愛眼ビル7F天神愛眼ビル7F

092-712-0888092-712-0888
さわ　ひでと

し

2727 21-373921-3739 権藤　孔覚権藤　孔覚 （株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター（株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-7-15 福岡市中央区天神1-7-15 
天神愛眼ビル7F天神愛眼ビル7F

092-712-0888092-712-0888
ごんどう　よ

しあき

2828 13-227613-2276 野上　純一野上　純一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-1-1 福岡市中央区天神1-1-1 
アクロス福岡地下1階アクロス福岡地下1階

092-724-3341092-724-3341
のがみ　よし

かず

2929 21-385521-3855 藤村　宜久藤村　宜久 ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-1-1 福岡市中央区天神1-1-1 
アクロス福岡地下1階アクロス福岡地下1階

092-724-3341092-724-3341
ふじむら　よ

しひさ

3030 24-500424-5004 尾形　健一尾形　健一 メガネの田中チェーン（株）　天神地下街店メガネの田中チェーン（株）　天神地下街店 810-0001810-0001
福岡市中央区天神 福岡市中央区天神 
地下街　東5番街地下街　東5番街

092-401-0163092-401-0163
おがた　けん

いち

3131 26-544126-5441 小西　一郎小西　一郎
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　天神店あそう補聴器　天神店

810-0001810-0001
福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡市中央区天神2丁目8番41号 
朝日会館1F朝日会館1F

092-753-8662092-753-8662
こにし　いち

ろう

3232 29-655129-6551 渡邊　愛子渡邊　愛子
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　天神店あそう補聴器　天神店

810-0001810-0001
福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡市中央区天神2丁目8番41号 
朝日会館1F朝日会館1F

092-753-8662092-753-8662
わたなべ　あ

いこ

3333 3-11563-1156 末松　邦朗末松　邦朗 （株）福岡補聴器センター（株）福岡補聴器センター 810-0004810-0004 福岡市中央区渡辺通4-10-10福岡市中央区渡辺通4-10-10 092-781-1133092-781-1133
すえまつ　く

にあき

3434 24-495524-4955 文本　進文本　進 （株）福岡補聴器センター（株）福岡補聴器センター 810-0004810-0004 福岡市中央区渡辺通4-10-10福岡市中央区渡辺通4-10-10 092-781-1133092-781-1133
ふみもと　す

すむ

3535 4-13014-1301 小柳　一郎小柳　一郎 博多補聴器博多補聴器 810-0004810-0004
福岡市中央区渡辺通5丁目24-30 福岡市中央区渡辺通5丁目24-30 
東カンビル507東カンビル507

092-726-0025092-726-0025
こやなぎ　い

ちろう

3636 19-323519-3235 八幡原　忍八幡原　忍 アート補聴器ショップアート補聴器ショップ 810-0054810-0054 福岡市中央区今川2-3-48福岡市中央区今川2-3-48 092-731-3382092-731-3382
やはたばら　

しのぶ

3737 5-14345-1434 稲田　健治稲田　健治 （有）ヒヤリングメディカル（有）ヒヤリングメディカル 810-0062810-0062
福岡市中央区荒戸2-2-8 福岡市中央区荒戸2-2-8 
ロワールマンション大濠Ⅱ1Fロワールマンション大濠Ⅱ1F

092-711-8903092-711-8903
いなだ　けん

じ

3838 19-316419-3164 山本　洋介山本　洋介
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
福岡三越　メガネ・補聴器サロン福岡三越　メガネ・補聴器サロン

810-8544810-8544
福岡市中央区天神2-1-1 福岡市中央区天神2-1-1 
福岡三越8F福岡三越8F

092-726-7683092-726-7683
やまもと　よ

うすけ

3939 21-367521-3675 坂井　宏次坂井　宏次
ベターライフデザイン（株）　ベターライフデザイン（株）　
岩田屋　補聴器オーダースタジオ岩田屋　補聴器オーダースタジオ

810-8680810-8680
福岡市中央区天神2-5-35 福岡市中央区天神2-5-35 
岩田屋本店　本館4階　岩田屋本店　本館4階　

092-741-0433092-741-0433
さかい　こう

じ

4040 19-323319-3233 駒田　守昭駒田　守昭 （株）NJH　大丸福岡天神店　補聴器スタジオ（株）NJH　大丸福岡天神店　補聴器スタジオ 810-8717810-8717
福岡市中央区天神1-4-1 福岡市中央区天神1-4-1 
東館エルガーラ4F東館エルガーラ4F

092-771-0755092-771-0755
こまだ　もり

あき



※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。

福岡県福岡県
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

11 7-16227-1622 熊澤　正二熊澤　正二 九州リオン（株）　リオネットセンター門司九州リオン（株）　リオネットセンター門司 800-0025800-0025 北九州市門司区柳町1-9-27北九州市門司区柳町1-9-27 093-382-5633093-382-5633
くまざわ　

しょうじ

22 25-502525-5025 内田　慎二内田　慎二 （株）メガネトップ　眼鏡市場　門司大里店（株）メガネトップ　眼鏡市場　門司大里店 800-0026800-0026 北九州市門司区梅ノ木町1-18北九州市門司区梅ノ木町1-18 093-382-0518093-382-0518
うちだ　しん

じ

33 11-213911-2139 村上　健二郎村上　健二郎 （株）九州補聴器センター　小倉南店（株）九州補聴器センター　小倉南店 800-0207800-0207 北九州市小倉南区沼緑町1-11-24北九州市小倉南区沼緑町1-11-24 093-475-3400093-475-3400
むらかみ　け

んじろう

44 26-561026-5610 米村　あずさ米村　あずさ 九州リオン（株）　リオネットセンター曽根九州リオン（株）　リオネットセンター曽根 800-0226800-0226 北九州市小倉南区田原新町2-4-32北九州市小倉南区田原新町2-4-32 093-474-3313093-474-3313
よねむら　あ

ずさ

55 11-215811-2158 藤　一豊藤　一豊 九州リオン（株）　リオネットセンター小倉九州リオン（株）　リオネットセンター小倉 802-0002802-0002 北九州市小倉北区京町1-2-7北九州市小倉北区京町1-2-7 093-541-4133093-541-4133
とう　かずと

よ

66 16-262716-2627 力丸　純二力丸　純二 九州リオン（株）　リオネットセンター小倉九州リオン（株）　リオネットセンター小倉 802-0002802-0002 北九州市小倉北区京町1-2-7北九州市小倉北区京町1-2-7 093-541-4133093-541-4133
りきまる　

じゅんじ

77 7-15657-1565 猪俣　浩三猪俣　浩三 （株）九州補聴器センター　小倉本店（株）九州補聴器センター　小倉本店 802-0006802-0006 北九州市小倉北区魚町2-2-19北九州市小倉北区魚町2-2-19 093-521-3354093-521-3354
いのまた　こ

うぞう

88 15-250915-2509 印具　大輔印具　大輔 （株）九州補聴器センター　小倉本店（株）九州補聴器センター　小倉本店 802-0006802-0006 北九州市小倉北区魚町2-2-19北九州市小倉北区魚町2-2-19 093-521-3354093-521-3354
いんぐ　だい

すけ

99 15-255815-2558 吉武　あけみ吉武　あけみ （株）九州補聴器センター　小倉本店（株）九州補聴器センター　小倉本店 802-0006802-0006 北九州市小倉北区魚町2-2-19北九州市小倉北区魚町2-2-19 093-521-3354093-521-3354
よしたけ　あ

けみ

1010 23-452223-4522 高瀬　登美子高瀬　登美子
（株）武田メガネ　（株）武田メガネ　
小倉井筒屋めがね補聴器サロン小倉井筒屋めがね補聴器サロン

802-8511802-8511
北九州市小倉北区船場町1-1 北九州市小倉北区船場町1-1 
小倉井筒屋新館6F小倉井筒屋新館6F

093-522-2510093-522-2510
たかせ　とみ

こ

1111 20-356120-3561 松尾　忠憲松尾　忠憲 （有）岩永　小倉補聴器　小倉店（有）岩永　小倉補聴器　小倉店 803-0811803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-20北九州市小倉北区大門2-1-20 093-592-6700093-592-6700
まつお　ただ

よし

1212 27-579227-5792 南　亮南　亮
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ   イオン戸畑店メガネのヨネザワ   イオン戸畑店

804-0067804-0067
北九州市戸畑区汐井町2-2 北九州市戸畑区汐井町2-2 
イオン戸畑ショッピングセンター2階イオン戸畑ショッピングセンター2階

093-616-6628093-616-6628
みなみ　りょ

う

1313 17-282617-2826 真﨑　由美子真﨑　由美子 九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑 804-0083804-0083
北九州市戸畑区旭町2-3 北九州市戸畑区旭町2-3 
旭町イデアビル1F旭町イデアビル1F

093-873-7933093-873-7933
まさき　ゆみ

こ

1414 24-499924-4999 門司　聡門司　聡 九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑九州リオン（株）　リオネットセンター戸畑 804-0083804-0083
北九州市戸畑区旭町2-3 北九州市戸畑区旭町2-3 
旭町イデアビル1F旭町イデアビル1F

093-873-7933093-873-7933
もんじ　さと

し

1515 24-500924-5009 田島　満昭田島　満昭 池田補聴器（株）　八幡店池田補聴器（株）　八幡店 805-0019805-0019
北九州市八幡東区中央3-1-26 北九州市八幡東区中央3-1-26 
アーバン中央1階アーバン中央1階

093-661-7061093-661-7061
たしま　みつ

あき

1616 7-16247-1624 馬原　祥聡馬原　祥聡 九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎 806-0021806-0021 北九州市八幡西区黒崎4-1-6北九州市八幡西区黒崎4-1-6 093-622-1133093-622-1133
まはら　よし

あき

1717 29-638629-6386 古賀　敦子古賀　敦子 九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎九州リオン（株）　リオネットセンター黒崎 806-0021806-0021 北九州市八幡西区黒崎4-1-6北九州市八幡西区黒崎4-1-6 093-622-1133093-622-1133 こが　あつこ

1818 23-460523-4605 本田　恵子本田　恵子 （有）岩永　小倉補聴器　黒崎店（有）岩永　小倉補聴器　黒崎店 806-0033806-0033 北九州市八幡西区岡田町2-20北九州市八幡西区岡田町2-20 093-622-5888093-622-5888
ほんだ　けい

こ

1919 17-281417-2814 浅田　二三成浅田　二三成
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　ミスターマックス本城店眼鏡市場　ミスターマックス本城店

807-0801807-0801
北九州市八幡西区本城5-1-1 北九州市八幡西区本城5-1-1 
ミスターマックス本城店内ミスターマックス本城店内

093-695-3908093-695-3908
あさだ　ふみ

なり

2020 19-318519-3185 榎本　良博榎本　良博 （株）九州補聴器センター　産医大前店（株）九州補聴器センター　産医大前店 807-0805807-0805 北九州市八幡西区光貞台1-1-1-102北九州市八幡西区光貞台1-1-1-102 093-692-1133093-692-1133
えのもと　よ

しひろ

2121 5-13795-1379 乙藤　吉満乙藤　吉満 （株）おとふじ補聴器（株）おとふじ補聴器 807-0846807-0846 北九州市八幡西区里中2-2-8北九州市八幡西区里中2-2-8 093-614-3313093-614-3313
おとふじ　よ

しみつ

2222 15-250215-2502 乙藤　暢史乙藤　暢史 （株）おとふじ補聴器（株）おとふじ補聴器 807-0846807-0846 北九州市八幡西区里中2-2-8北九州市八幡西区里中2-2-8 093-614-3313093-614-3313
おとふじ　ま

さし

2323 20-360220-3602 勝田　知徳勝田　知徳 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ若松店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ若松店 808-0034808-0034
北九州市若松区本町3-11-1 北九州市若松区本町3-11-1 
サンリブ一階　サンリブ若松店サンリブ一階　サンリブ若松店

093-752-3350093-752-3350
かつた　とも

のり

2424 1-10211-1021 平田　謙治平田　謙治 補聴器のひらた補聴器のひらた 809-0015809-0015
中間市太賀1-2-3 中間市太賀1-2-3 
2F2F

093-244-4133093-244-4133
ひらた　けん

じ

2525 20-340520-3405 平田　裕子平田　裕子 補聴器のひらた補聴器のひらた 809-0015809-0015
中間市太賀1-2-3 中間市太賀1-2-3 
2F2F

093-244-4133093-244-4133
ひらた　ゆう

こ

2626 15-244515-2445 澤　秀利澤　秀利 （株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター（株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-7-15 福岡市中央区天神1-7-15 
天神愛眼ビル7F天神愛眼ビル7F

092-712-0888092-712-0888
さわ　ひでと

し

2727 21-373921-3739 権藤　孔覚権藤　孔覚 （株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター（株）天神愛眼　天神愛眼補聴器センター 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-7-15 福岡市中央区天神1-7-15 
天神愛眼ビル7F天神愛眼ビル7F

092-712-0888092-712-0888
ごんどう　よ

しあき

2828 13-227613-2276 野上　純一野上　純一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-1-1 福岡市中央区天神1-1-1 
アクロス福岡地下1階アクロス福岡地下1階

092-724-3341092-724-3341
のがみ　よし

かず

2929 21-385521-3855 藤村　宜久藤村　宜久 ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福岡店 810-0001810-0001
福岡市中央区天神1-1-1 福岡市中央区天神1-1-1 
アクロス福岡地下1階アクロス福岡地下1階

092-724-3341092-724-3341
ふじむら　よ

しひさ

3030 24-500424-5004 尾形　健一尾形　健一 メガネの田中チェーン（株）　天神地下街店メガネの田中チェーン（株）　天神地下街店 810-0001810-0001
福岡市中央区天神 福岡市中央区天神 
地下街　東5番街地下街　東5番街

092-401-0163092-401-0163
おがた　けん

いち

3131 26-544126-5441 小西　一郎小西　一郎
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　天神店あそう補聴器　天神店

810-0001810-0001
福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡市中央区天神2丁目8番41号 
朝日会館1F朝日会館1F

092-753-8662092-753-8662
こにし　いち

ろう

3232 29-655129-6551 渡邊　愛子渡邊　愛子
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　天神店あそう補聴器　天神店

810-0001810-0001
福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡市中央区天神2丁目8番41号 
朝日会館1F朝日会館1F

092-753-8662092-753-8662
わたなべ　あ

いこ

3333 3-11563-1156 末松　邦朗末松　邦朗 （株）福岡補聴器センター（株）福岡補聴器センター 810-0004810-0004 福岡市中央区渡辺通4-10-10福岡市中央区渡辺通4-10-10 092-781-1133092-781-1133
すえまつ　く

にあき

3434 24-495524-4955 文本　進文本　進 （株）福岡補聴器センター（株）福岡補聴器センター 810-0004810-0004 福岡市中央区渡辺通4-10-10福岡市中央区渡辺通4-10-10 092-781-1133092-781-1133
ふみもと　す

すむ

3535 4-13014-1301 小柳　一郎小柳　一郎 博多補聴器博多補聴器 810-0004810-0004
福岡市中央区渡辺通5丁目24-30 福岡市中央区渡辺通5丁目24-30 
東カンビル507東カンビル507

092-726-0025092-726-0025
こやなぎ　い

ちろう

3636 19-323519-3235 八幡原　忍八幡原　忍 アート補聴器ショップアート補聴器ショップ 810-0054810-0054 福岡市中央区今川2-3-48福岡市中央区今川2-3-48 092-731-3382092-731-3382
やはたばら　

しのぶ

3737 5-14345-1434 稲田　健治稲田　健治 （有）ヒヤリングメディカル（有）ヒヤリングメディカル 810-0062810-0062
福岡市中央区荒戸2-2-8 福岡市中央区荒戸2-2-8 
ロワールマンション大濠Ⅱ1Fロワールマンション大濠Ⅱ1F

092-711-8903092-711-8903
いなだ　けん

じ

3838 19-316419-3164 山本　洋介山本　洋介
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
福岡三越　メガネ・補聴器サロン福岡三越　メガネ・補聴器サロン

810-8544810-8544
福岡市中央区天神2-1-1 福岡市中央区天神2-1-1 
福岡三越8F福岡三越8F

092-726-7683092-726-7683
やまもと　よ

うすけ

3939 21-367521-3675 坂井　宏次坂井　宏次
ベターライフデザイン（株）　ベターライフデザイン（株）　
岩田屋　補聴器オーダースタジオ岩田屋　補聴器オーダースタジオ

810-8680810-8680
福岡市中央区天神2-5-35 福岡市中央区天神2-5-35 
岩田屋本店　本館4階　岩田屋本店　本館4階　

092-741-0433092-741-0433
さかい　こう

じ

4040 19-323319-3233 駒田　守昭駒田　守昭 （株）NJH　大丸福岡天神店　補聴器スタジオ（株）NJH　大丸福岡天神店　補聴器スタジオ 810-8717810-8717
福岡市中央区天神1-4-1 福岡市中央区天神1-4-1 
東館エルガーラ4F東館エルガーラ4F

092-771-0755092-771-0755
こまだ　もり

あき

福岡県福岡県
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

4141 20-358620-3586 赤司　敏彦赤司　敏彦 （株）NJH　大丸福岡天神店　補聴器スタジオ（株）NJH　大丸福岡天神店　補聴器スタジオ 810-8717810-8717
福岡市中央区天神1-4-1 福岡市中央区天神1-4-1 
東館エルガーラ4F東館エルガーラ4F

092-771-0755092-771-0755
あかし　とし

ひこ

4242 24-484224-4842 水野　直樹水野　直樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新宮店パリミキ　新宮店

811-0101811-0101 糟屋郡新宮町原上1623-1糟屋郡新宮町原上1623-1 092-962-0050092-962-0050
みずの　なお

き

4343 18-301318-3013 小西　圭介小西　圭介 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　和白店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　和白店 811-0202811-0202 福岡市東区和白3-1-5 福岡市東区和白3-1-5 092-608-3411092-608-3411
こにし　けい

すけ

4444 25-524325-5243 山本　和豊山本　和豊 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　和白店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　和白店 811-0202811-0202 福岡市東区和白3-1-5 福岡市東区和白3-1-5 092-608-3411092-608-3411
やまもと　か

ずとよ

4545 4-13244-1324 松本　貴博松本　貴博 九州リオン（株）　リオネットセンター粕屋九州リオン（株）　リオネットセンター粕屋 811-2307811-2307 糟屋郡粕屋町原町2-2-3糟屋郡粕屋町原町2-2-3 092-692-7033092-692-7033
まつもと　た

かひろ

4646 26-563926-5639 山﨑　陽山﨑　陽
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）　
久山倉庫店久山倉庫店

811-2502811-2502 糟屋郡久山町山田1152-1糟屋郡久山町山田1152-1 092-931-9075092-931-9075
やまさき　の

ぼる

4747 27-596127-5961 佐事　直斗佐事　直斗
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）　
久山倉庫店久山倉庫店

811-2502811-2502 糟屋郡久山町山田1152-1糟屋郡久山町山田1152-1 092-931-9075092-931-9075 さじ　なおと

4848 21-394621-3946 小倉　佳秀小倉　佳秀 久山補聴器センター久山補聴器センター 811-2502811-2502 糟屋郡久山町大字山田1075糟屋郡久山町大字山田1075 092-652-3400092-652-3400
おぐら　よし

ひで

4949 22-437422-4374 中村　幸司中村　幸司 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ古賀店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ古賀店 811-3101811-3101 古賀市天神2-5-1古賀市天神2-5-1 092-944-6070092-944-6070
なかむら　こ

うじ

5050 21-398021-3980 三根　悟三根　悟 （株）九州補聴器センター　福津店（株）九州補聴器センター　福津店 811-3217811-3217 福津市中央3丁目8-7福津市中央3丁目8-7 0940-35-83700940-35-8370 みね　さとる

5151 16-264216-2642 馬渡　将和馬渡　将和 まわたり補聴器まわたり補聴器 811-3217811-3217
福津市中央3-9-30 福津市中央3-9-30 
ラ・ガール福間102号ラ・ガール福間102号

0940-72-46200940-72-4620
まわたり　ま

さかず

5252 22-435422-4354 加峰　隆太郎加峰　隆太郎 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　遠賀店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　遠賀店 811-4305811-4305 遠賀郡遠賀町松の本2-19-25遠賀郡遠賀町松の本2-19-25 093-291-2055093-291-2055
かみね　りゅ

うたろう

5353 9-17599-1759 大下　真司大下　真司 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン遠賀店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン遠賀店 811-4305811-4305
遠賀郡遠賀町松の本1-1-1 遠賀郡遠賀町松の本1-1-1 
ゆめタウン1Fゆめタウン1F

093-293-8452093-293-8452
おおしも　し

んじ

5454 24-481124-4811 遠藤　雅一遠藤　雅一 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン遠賀店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン遠賀店 811-4305811-4305
遠賀郡遠賀町松の本1-1-1 遠賀郡遠賀町松の本1-1-1 
ゆめタウン1Fゆめタウン1F

093-293-8452093-293-8452
えんどう　ま

さかず

5555 12-223712-2237 池間　義浩池間　義浩
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
いけま　よし

ひろ

5656 15-250815-2508 西　竜一西　竜一
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
にし　りゅう

いち

5757 21-393821-3938 坂田　隆文坂田　隆文
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
さかた　たか

ふみ

5858 21-394021-3940 清田　正一清田　正一
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
きよた　しょ

ういち

5959 21-394221-3942 西尾　義則西尾　義則
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
にしお　よし

のり

6060 21-394421-3944 喜多　賢太郎喜多　賢太郎
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
きた　けんた

ろう

6161 22-436922-4369 大村　恭之大村　恭之
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
おおむら　や

すゆき

6262 23-459823-4598 吉田　桂介吉田　桂介
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
よしだ　けい

すけ

6363 26-561826-5618 長谷部　雄一長谷部　雄一
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
はせべ　ゆう

いち

6464 29-642129-6421 松尾　光二松尾　光二
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133
まつお　こう

じ

6565 29-642729-6427 森　正恵森　正恵
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）　
福岡支社福岡支社

812-0007812-0007 福岡市博多区東比恵2-19-1福岡市博多区東比恵2-19-1 092-473-4133092-473-4133 もり　まさえ

6666 21-394821-3948 岡村　芳則岡村　芳則 （株）日本補聴器九州（株）日本補聴器九州 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡市博多区博多駅前2-1-1 
福岡朝日ビル福岡朝日ビル

092-472-5348092-472-5348
おかむら　よ

しのり

6767 28-616728-6167 藤野　健太郎藤野　健太郎 （株）日本補聴器九州（株）日本補聴器九州 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡市博多区博多駅前2-1-1 
福岡朝日ビル福岡朝日ビル

092-472-5348092-472-5348
ふじの　けん

たろう

6868 20-344320-3443 久我　直子久我　直子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム博多駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム博多駅前店 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前2-2-1 福岡市博多区博多駅前2-2-1 
福岡センタービル地下1F福岡センタービル地下1F

092-472-3314092-472-3314 くが　なおこ

6969 22-425222-4252 山本　小百合山本　小百合 ブルームヒアリング（株）　ブルーム博多駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム博多駅前店 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前2-2-1 福岡市博多区博多駅前2-2-1 
福岡センタービル地下1F福岡センタービル地下1F

092-472-3314092-472-3314
やまもと　さ

ゆり

7070 23-445323-4453 内山　龍太郎内山　龍太郎 マキチエ（株）　福岡店マキチエ（株）　福岡店 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前4-15-7 福岡市博多区博多駅前4-15-7 
コンドミニアムステーションサイド博多1Fコンドミニアムステーションサイド博多1F

092-431-8800092-431-8800
うちやま　

りゅうたろう

7171 27-587527-5875 姫野　愛子姫野　愛子 マキチエ（株）　福岡店マキチエ（株）　福岡店 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前4-15-7 福岡市博多区博多駅前4-15-7 
コンドミニアムステーションサイド博多1Fコンドミニアムステーションサイド博多1F

092-431-8800092-431-8800
ひめの　あい

こ

7272 27-599527-5995 永住　千春永住　千春 マキチエ（株）　福岡店マキチエ（株）　福岡店 812-0011812-0011
福岡市博多区博多駅前4-15-7 福岡市博多区博多駅前4-15-7 
コンドミニアムステーションサイド博多1Fコンドミニアムステーションサイド博多1F

092-431-8800092-431-8800
ながずみ　ち

はる

7373 20-359020-3590 実松　輝実松　輝 ワイデックス（株）　福岡営業所ワイデックス（株）　福岡営業所 812-0012812-0012
福岡市博多区博多駅南2-12-26 福岡市博多区博多駅南2-12-26 
福岡Dビル9F福岡Dビル9F

092-409-2507092-409-2507
じつまつ　あ

きら

7474 28-601828-6018 長尾　かおり長尾　かおり （株）エヌ・アイ・シー　九州支社（株）エヌ・アイ・シー　九州支社 812-0013812-0013
福岡市博多区博多駅東1-14-25 福岡市博多区博多駅東1-14-25 
新幹線ビル2号館3F新幹線ビル2号館3F

092-477-8855092-477-8855
ながお　かお

り

7575 28-611628-6116 宇都　彰浩宇都　彰浩 （株）エヌ・アイ・シー　九州支社（株）エヌ・アイ・シー　九州支社 812-0013812-0013
福岡市博多区博多駅東1-14-25 福岡市博多区博多駅東1-14-25 
新幹線ビル2号館3F新幹線ビル2号館3F

092-477-8855092-477-8855
うと　あきひ

ろ

7676 29-628729-6287 中川　伸一中川　伸一 （株）エヌ・アイ・シー　九州支社（株）エヌ・アイ・シー　九州支社 812-0013812-0013
福岡市博多区博多駅東1-14-25 福岡市博多区博多駅東1-14-25 
新幹線ビル2号館3F新幹線ビル2号館3F

092-477-8855092-477-8855
なかがわ　し

んいち

7777 29-648629-6486 田口　英明田口　英明 （株）エヌ・アイ・シー　九州支社（株）エヌ・アイ・シー　九州支社 812-0013812-0013
福岡市博多区博多駅東1-14-25 福岡市博多区博多駅東1-14-25 
新幹線ビル2号館3F新幹線ビル2号館3F

092-477-8855092-477-8855
たぐち　ひで

あき

7878 17-272817-2728 小松屋　潤小松屋　潤 シバントス（株）　福岡営業所シバントス（株）　福岡営業所 812-0013812-0013
福岡市博多区博多駅東2-5-19 福岡市博多区博多駅東2-5-19 
サンライフ第3ビル610　リージャス博多駅筑紫口気付サンライフ第3ビル610　リージャス博多駅筑紫口気付

0800-222-41330800-222-4133
こまつや　

じゅん

7979 18-302218-3022 前原　直人前原　直人 パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡 812-0016812-0016
福岡市博多区博多駅南1-2-13 福岡市博多区博多駅南1-2-13 
福岡パナソニックビル2F福岡パナソニックビル2F

092-414-3164092-414-3164
まえはら　な

おと

8080 18-304118-3041 磯部　健一磯部　健一 パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡 812-0016812-0016
福岡市博多区博多駅南1-2-13 福岡市博多区博多駅南1-2-13 
福岡パナソニックビル2F福岡パナソニックビル2F

092-414-3164092-414-3164
いそべ　けん

いち
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8181 29-644929-6449 一鬼　直哉一鬼　直哉 パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡 812-0016812-0016
福岡市博多区博多駅南1-2-13 福岡市博多区博多駅南1-2-13 
福岡パナソニックビル2F福岡パナソニックビル2F

092-414-3164092-414-3164
いちき　なお

や

8282 2-11262-1126 西元　克茂西元　克茂 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
にしもと　か

つしげ

8383 8-17008-1700 安達　直城安達　直城 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
あだち　なお

き

8484 10-190510-1905 中武　豊和中武　豊和 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
なかたけ　と

よかず

8585 12-226112-2261 竹松　知紀竹松　知紀 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
たけまつ　と

ものり

8686 14-238714-2387 松田　由希子松田　由希子 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
まつだ　ゆき

こ

8787 27-570627-5706 藤吉　亮平藤吉　亮平 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
ふじよし　

りょうへい

8888 27-583527-5835 髙木　慎也髙木　慎也 九州リオン（株）　福岡営業所九州リオン（株）　福岡営業所 812-0025812-0025 博多区店屋町5番22号-3F博多区店屋町5番22号-3F 092-281-5361092-281-5361
たかき　しん

や

8989 25-520425-5204 岩崎　和章岩崎　和章
（有）岩永　（有）岩永　
岩永補聴器　ヒアリングデザイン博多店岩永補聴器　ヒアリングデザイン博多店

812-0026812-0026 福岡市博多区上川端町5-115福岡市博多区上川端町5-115 092-281-8700092-281-8700
いわさき　か

ずあき

9090 10-184510-1845 児島　高次児島　高次 コルチトーン補聴器（株）　九州支店コルチトーン補聴器（株）　九州支店 812-0038812-0038
福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 
Eternoすずか1階Eternoすずか1階

092-692-1745092-692-1745
こじま　こう

じ

9191 22-430722-4307 山鼻　憲士山鼻　憲士 コルチトーン補聴器（株）　九州支店コルチトーン補聴器（株）　九州支店 812-0038812-0038
福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 
Eternoすずか1階Eternoすずか1階

092-692-1745092-692-1745
やまはな　け

んじ

9292 25-522425-5224 塚本　啓介塚本　啓介 コルチトーン補聴器（株）　九州支店コルチトーン補聴器（株）　九州支店 812-0038812-0038
福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 
Eternoすずか1階Eternoすずか1階

092-692-1745092-692-1745
つかもと　け

いすけ

9393 29-636829-6368 渡部　伸也渡部　伸也 九州リオン（株）　営業統括部九州リオン（株）　営業統括部 812-0039812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18福岡市博多区冷泉町5-18 092-281-5361092-281-5361
わたなべ　し

んや

9494 26-564726-5647 蒲原　賢一蒲原　賢一
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ゆめタウン博多店OPTIQUE PARIS MIKI　ゆめタウン博多店

812-0055812-0055
福岡市東区東浜1-1-1 福岡市東区東浜1-1-1 
ゆめタウン博多1Fゆめタウン博多1F

092-632-3537092-632-3537
かまはら　け

んいち

9595 29-638429-6384 上野　貴之上野　貴之
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルームららぽーと福岡店ブルームららぽーと福岡店

812-8627812-8627
福岡市博多区那珂6丁目23番1号 福岡市博多区那珂6丁目23番1号 
1階17070 OWNDAYS内1階17070 OWNDAYS内

092-558-8097092-558-8097
うえの　たか

ゆき

9696 17-273917-2739 井澤　利津子井澤　利津子 九州リオン（株）　リオネットセンター香椎九州リオン（株）　リオネットセンター香椎 813-0013813-0013
福岡市東区香椎駅前2-52-1 福岡市東区香椎駅前2-52-1 
セピアテラス西鉄香椎1階セピアテラス西鉄香椎1階

092-674-4133092-674-4133
いざわ　りつ

こ

9797 18-293818-2938 首藤　真美首藤　真美 九州リオン（株）　リオネットセンター香椎九州リオン（株）　リオネットセンター香椎 813-0013813-0013
福岡市東区香椎駅前2-52-1 福岡市東区香椎駅前2-52-1 
セピアテラス西鉄香椎1階セピアテラス西鉄香椎1階

092-674-4133092-674-4133
しゅどう　ま

み

9898 5-14305-1430 鈴木　庸介鈴木　庸介 （有）スズキ補聴器センター（有）スズキ補聴器センター 814-0003814-0003
福岡市早良区城西3-21-15 福岡市早良区城西3-21-15 
ジョイフル西新1Fジョイフル西新1F

092-822-1133092-822-1133
すずき　つね

ゆき

9999 10-194710-1947 池田　達也池田　達也 （有）スズキ補聴器センター（有）スズキ補聴器センター 814-0003814-0003
福岡市早良区城西3-21-15 福岡市早良区城西3-21-15 
ジョイフル西新1Fジョイフル西新1F

092-822-1133092-822-1133
いけだ　たつ

や

100100 14-237714-2377 鈴木　庸一鈴木　庸一 （有）スズキ補聴器センター（有）スズキ補聴器センター 814-0003814-0003
福岡市早良区城西3-21-15 福岡市早良区城西3-21-15 
ジョイフル西新1Fジョイフル西新1F

092-822-1133092-822-1133
すずき　よう

いち

101101 28-620028-6200 加藤　省一加藤　省一 池田補聴器（株）　福岡店池田補聴器（株）　福岡店 814-0011814-0011 福岡市早良区高取1-1-12福岡市早良区高取1-1-12 092-832-1670092-832-1670
かとう　しょ

ういち

102102 25-513225-5132 北岸　真理子北岸　真理子 ふじい耳鼻咽喉科クリニックふじい耳鼻咽喉科クリニック 814-0013814-0013 福岡市早良区藤崎1-1-32福岡市早良区藤崎1-1-32 092-407-0365092-407-0365
きたぎし　ま

りこ

103103 27-591027-5910 末吉　輝雄末吉　輝雄 （有）すえよし　すえよし時計店（有）すえよし　すえよし時計店 814-0133814-0133
福岡市城南区七隈4-3-1 福岡市城南区七隈4-3-1 
すえよしビル1Fすえよしビル1F

092-801-0263092-801-0263
すえよし　て

るお

104104 26-549526-5495 長江　和紀長江　和紀 （有）岩永　ヒアリングデザイン（有）岩永　ヒアリングデザイン 815-0033815-0033
福岡市南区大橋1-27-13 福岡市南区大橋1-27-13 
トルテュ大橋1Fトルテュ大橋1F

092-555-6085092-555-6085
ながえ　かず

のり

105105 6-14466-1446 藤川　浩祐藤川　浩祐 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155
ふじかわ　こ

うすけ

106106 21-376421-3764 友田　豊友田　豊 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155
ともだ　ゆた

か

107107 23-450423-4504 窪田　慧窪田　慧 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155 くぼた　けい

108108 24-491224-4912 飛松　葉子飛松　葉子 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155
とびまつ　よ

うこ

109109 23-462723-4627 篠原　徳弘篠原　徳弘 篠原時計店篠原時計店 815-0041815-0041
福岡市南区野間4-1-35 福岡市南区野間4-1-35 
グリーンマンション野間104グリーンマンション野間104

092-541-2227092-541-2227
しのはら　の

りひろ

110110 18-294318-2943 秦　祐一秦　祐一 めがねカントリーめがねカントリー 816-0813816-0813
春日市惣利2丁目32 春日市惣利2丁目32 
メゾン春日南1F　Bメゾン春日南1F　B

092-589-2626092-589-2626
しん　ゆうい

ち

111111 17-278117-2781 今住　宗治今住　宗治 （株）サトキチ　かすが補聴器専門店（株）サトキチ　かすが補聴器専門店 816-0814816-0814 春日市春日1-38春日市春日1-38 092-558-4338092-558-4338
いまずみ　む

ねはる

112112 20-352320-3523 岩本　有司岩本　有司 医療法人本田耳鼻咽喉科医院医療法人本田耳鼻咽喉科医院 816-0844816-0844 春日市上白水3-81春日市上白水3-81 092-584-5553092-584-5553
いわもと　ゆ

うじ

113113 9-18369-1836 藤丸　雄一郎藤丸　雄一郎 （株）シンコム　福岡営業所（株）シンコム　福岡営業所 816-0943816-0943
大野城市白木原3-8-11 大野城市白木原3-8-11 
エルパラシオA号エルパラシオA号

092-558-7302092-558-7302
ふじまる　ゆ

ういちろう

114114 11-216711-2167 田中　充田中　充
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　筑紫野店あそう補聴器　筑紫野店

818-0035818-0035 筑紫野市美しが丘北4-2-2筑紫野市美しが丘北4-2-2 092-926-4130092-926-4130
たなか　みつ

る

115115 20-334020-3340 高田　昌一高田　昌一
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　筑紫野店あそう補聴器　筑紫野店

818-0035818-0035 筑紫野市美しが丘北4-2-2筑紫野市美しが丘北4-2-2 092-926-4130092-926-4130
たかだ　しょ

ういち

116116 21-385421-3854 櫻井　剛史櫻井　剛史
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　筑紫野店あそう補聴器　筑紫野店

818-0035818-0035 筑紫野市美しが丘北4-2-2筑紫野市美しが丘北4-2-2 092-926-4130092-926-4130
さくらい　つ

よし

117117 26-563226-5632 中島　敬中島　敬 （有）メガネの視正堂（有）メガネの視正堂 818-0056818-0056 筑紫野市二日市北 2-1-28筑紫野市二日市北 2-1-28 092-923-4100092-923-4100
なかしま　た

かし

118118 27-575027-5750 田中　悠嗣田中　悠嗣 九州リオン（株）　リオネットセンター二日市九州リオン（株）　リオネットセンター二日市 818-0056818-0056 筑紫野市二日市北2-1-7筑紫野市二日市北2-1-7 092-917-6020092-917-6020
たなか　ゆう

じ

119119 27-592227-5922 原　美佳原　美佳 九州リオン（株）　リオネットセンター二日市九州リオン（株）　リオネットセンター二日市 818-0056818-0056 筑紫野市二日市北2-1-7筑紫野市二日市北2-1-7 092-917-6020092-917-6020 はら　みか

120120 23-450623-4506 小田原　輝明小田原　輝明 （有）時計宝石メガネ ヒラヤマ（有）時計宝石メガネ ヒラヤマ 818-0072818-0072 筑紫野市二日市中央2-5-7筑紫野市二日市中央2-5-7 092-922-3242092-922-3242
おだはら　て

るあき



※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。

福岡県福岡県
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

8181 29-644929-6449 一鬼　直哉一鬼　直哉 パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡パナソニック補聴器（株）　プラザ福岡 812-0016812-0016
福岡市博多区博多駅南1-2-13 福岡市博多区博多駅南1-2-13 
福岡パナソニックビル2F福岡パナソニックビル2F

092-414-3164092-414-3164
いちき　なお

や

8282 2-11262-1126 西元　克茂西元　克茂 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
にしもと　か

つしげ

8383 8-17008-1700 安達　直城安達　直城 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
あだち　なお

き

8484 10-190510-1905 中武　豊和中武　豊和 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
なかたけ　と

よかず

8585 12-226112-2261 竹松　知紀竹松　知紀 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
たけまつ　と

ものり

8686 14-238714-2387 松田　由希子松田　由希子 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
まつだ　ゆき

こ

8787 27-570627-5706 藤吉　亮平藤吉　亮平 九州リオン（株）　リオネットセンター博多九州リオン（株）　リオネットセンター博多 812-0025812-0025 福岡市博多区店屋町5-22福岡市博多区店屋町5-22 092-281-1133092-281-1133
ふじよし　

りょうへい

8888 27-583527-5835 髙木　慎也髙木　慎也 九州リオン（株）　福岡営業所九州リオン（株）　福岡営業所 812-0025812-0025 博多区店屋町5番22号-3F博多区店屋町5番22号-3F 092-281-5361092-281-5361
たかき　しん

や

8989 25-520425-5204 岩崎　和章岩崎　和章
（有）岩永　（有）岩永　
岩永補聴器　ヒアリングデザイン博多店岩永補聴器　ヒアリングデザイン博多店

812-0026812-0026 福岡市博多区上川端町5-115福岡市博多区上川端町5-115 092-281-8700092-281-8700
いわさき　か

ずあき

9090 10-184510-1845 児島　高次児島　高次 コルチトーン補聴器（株）　九州支店コルチトーン補聴器（株）　九州支店 812-0038812-0038
福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 
Eternoすずか1階Eternoすずか1階

092-692-1745092-692-1745
こじま　こう

じ

9191 22-430722-4307 山鼻　憲士山鼻　憲士 コルチトーン補聴器（株）　九州支店コルチトーン補聴器（株）　九州支店 812-0038812-0038
福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 
Eternoすずか1階Eternoすずか1階

092-692-1745092-692-1745
やまはな　け

んじ

9292 25-522425-5224 塚本　啓介塚本　啓介 コルチトーン補聴器（株）　九州支店コルチトーン補聴器（株）　九州支店 812-0038812-0038
福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 福岡市東区香椎駅前1丁目10-8 
Eternoすずか1階Eternoすずか1階

092-692-1745092-692-1745
つかもと　け

いすけ

9393 29-636829-6368 渡部　伸也渡部　伸也 九州リオン（株）　営業統括部九州リオン（株）　営業統括部 812-0039812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18福岡市博多区冷泉町5-18 092-281-5361092-281-5361
わたなべ　し

んや

9494 26-564726-5647 蒲原　賢一蒲原　賢一
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ゆめタウン博多店OPTIQUE PARIS MIKI　ゆめタウン博多店

812-0055812-0055
福岡市東区東浜1-1-1 福岡市東区東浜1-1-1 
ゆめタウン博多1Fゆめタウン博多1F

092-632-3537092-632-3537
かまはら　け

んいち

9595 29-638429-6384 上野　貴之上野　貴之
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルームららぽーと福岡店ブルームららぽーと福岡店

812-8627812-8627
福岡市博多区那珂6丁目23番1号 福岡市博多区那珂6丁目23番1号 
1階17070 OWNDAYS内1階17070 OWNDAYS内

092-558-8097092-558-8097
うえの　たか

ゆき

9696 17-273917-2739 井澤　利津子井澤　利津子 九州リオン（株）　リオネットセンター香椎九州リオン（株）　リオネットセンター香椎 813-0013813-0013
福岡市東区香椎駅前2-52-1 福岡市東区香椎駅前2-52-1 
セピアテラス西鉄香椎1階セピアテラス西鉄香椎1階

092-674-4133092-674-4133
いざわ　りつ

こ

9797 18-293818-2938 首藤　真美首藤　真美 九州リオン（株）　リオネットセンター香椎九州リオン（株）　リオネットセンター香椎 813-0013813-0013
福岡市東区香椎駅前2-52-1 福岡市東区香椎駅前2-52-1 
セピアテラス西鉄香椎1階セピアテラス西鉄香椎1階

092-674-4133092-674-4133
しゅどう　ま

み

9898 5-14305-1430 鈴木　庸介鈴木　庸介 （有）スズキ補聴器センター（有）スズキ補聴器センター 814-0003814-0003
福岡市早良区城西3-21-15 福岡市早良区城西3-21-15 
ジョイフル西新1Fジョイフル西新1F

092-822-1133092-822-1133
すずき　つね

ゆき

9999 10-194710-1947 池田　達也池田　達也 （有）スズキ補聴器センター（有）スズキ補聴器センター 814-0003814-0003
福岡市早良区城西3-21-15 福岡市早良区城西3-21-15 
ジョイフル西新1Fジョイフル西新1F

092-822-1133092-822-1133
いけだ　たつ

や

100100 14-237714-2377 鈴木　庸一鈴木　庸一 （有）スズキ補聴器センター（有）スズキ補聴器センター 814-0003814-0003
福岡市早良区城西3-21-15 福岡市早良区城西3-21-15 
ジョイフル西新1Fジョイフル西新1F

092-822-1133092-822-1133
すずき　よう

いち

101101 28-620028-6200 加藤　省一加藤　省一 池田補聴器（株）　福岡店池田補聴器（株）　福岡店 814-0011814-0011 福岡市早良区高取1-1-12福岡市早良区高取1-1-12 092-832-1670092-832-1670
かとう　しょ

ういち

102102 25-513225-5132 北岸　真理子北岸　真理子 ふじい耳鼻咽喉科クリニックふじい耳鼻咽喉科クリニック 814-0013814-0013 福岡市早良区藤崎1-1-32福岡市早良区藤崎1-1-32 092-407-0365092-407-0365
きたぎし　ま

りこ

103103 27-591027-5910 末吉　輝雄末吉　輝雄 （有）すえよし　すえよし時計店（有）すえよし　すえよし時計店 814-0133814-0133
福岡市城南区七隈4-3-1 福岡市城南区七隈4-3-1 
すえよしビル1Fすえよしビル1F

092-801-0263092-801-0263
すえよし　て

るお

104104 26-549526-5495 長江　和紀長江　和紀 （有）岩永　ヒアリングデザイン（有）岩永　ヒアリングデザイン 815-0033815-0033
福岡市南区大橋1-27-13 福岡市南区大橋1-27-13 
トルテュ大橋1Fトルテュ大橋1F

092-555-6085092-555-6085
ながえ　かず

のり

105105 6-14466-1446 藤川　浩祐藤川　浩祐 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155
ふじかわ　こ

うすけ

106106 21-376421-3764 友田　豊友田　豊 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155
ともだ　ゆた

か

107107 23-450423-4504 窪田　慧窪田　慧 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155 くぼた　けい

108108 24-491224-4912 飛松　葉子飛松　葉子 九州リオン（株）　リオネットセンター大橋九州リオン（株）　リオネットセンター大橋 815-0033815-0033 福岡市南区大橋1-16-5福岡市南区大橋1-16-5 092-541-1155092-541-1155
とびまつ　よ

うこ

109109 23-462723-4627 篠原　徳弘篠原　徳弘 篠原時計店篠原時計店 815-0041815-0041
福岡市南区野間4-1-35 福岡市南区野間4-1-35 
グリーンマンション野間104グリーンマンション野間104

092-541-2227092-541-2227
しのはら　の

りひろ

110110 18-294318-2943 秦　祐一秦　祐一 めがねカントリーめがねカントリー 816-0813816-0813
春日市惣利2丁目32 春日市惣利2丁目32 
メゾン春日南1F　Bメゾン春日南1F　B

092-589-2626092-589-2626
しん　ゆうい

ち

111111 17-278117-2781 今住　宗治今住　宗治 （株）サトキチ　かすが補聴器専門店（株）サトキチ　かすが補聴器専門店 816-0814816-0814 春日市春日1-38春日市春日1-38 092-558-4338092-558-4338
いまずみ　む

ねはる

112112 20-352320-3523 岩本　有司岩本　有司 医療法人本田耳鼻咽喉科医院医療法人本田耳鼻咽喉科医院 816-0844816-0844 春日市上白水3-81春日市上白水3-81 092-584-5553092-584-5553
いわもと　ゆ

うじ

113113 9-18369-1836 藤丸　雄一郎藤丸　雄一郎 （株）シンコム　福岡営業所（株）シンコム　福岡営業所 816-0943816-0943
大野城市白木原3-8-11 大野城市白木原3-8-11 
エルパラシオA号エルパラシオA号

092-558-7302092-558-7302
ふじまる　ゆ

ういちろう

114114 11-216711-2167 田中　充田中　充
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　筑紫野店あそう補聴器　筑紫野店

818-0035818-0035 筑紫野市美しが丘北4-2-2筑紫野市美しが丘北4-2-2 092-926-4130092-926-4130
たなか　みつ

る

115115 20-334020-3340 高田　昌一高田　昌一
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　筑紫野店あそう補聴器　筑紫野店

818-0035818-0035 筑紫野市美しが丘北4-2-2筑紫野市美しが丘北4-2-2 092-926-4130092-926-4130
たかだ　しょ

ういち

116116 21-385421-3854 櫻井　剛史櫻井　剛史
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　筑紫野店あそう補聴器　筑紫野店

818-0035818-0035 筑紫野市美しが丘北4-2-2筑紫野市美しが丘北4-2-2 092-926-4130092-926-4130
さくらい　つ

よし

117117 26-563226-5632 中島　敬中島　敬 （有）メガネの視正堂（有）メガネの視正堂 818-0056818-0056 筑紫野市二日市北 2-1-28筑紫野市二日市北 2-1-28 092-923-4100092-923-4100
なかしま　た

かし

118118 27-575027-5750 田中　悠嗣田中　悠嗣 九州リオン（株）　リオネットセンター二日市九州リオン（株）　リオネットセンター二日市 818-0056818-0056 筑紫野市二日市北2-1-7筑紫野市二日市北2-1-7 092-917-6020092-917-6020
たなか　ゆう

じ

119119 27-592227-5922 原　美佳原　美佳 九州リオン（株）　リオネットセンター二日市九州リオン（株）　リオネットセンター二日市 818-0056818-0056 筑紫野市二日市北2-1-7筑紫野市二日市北2-1-7 092-917-6020092-917-6020 はら　みか

120120 23-450623-4506 小田原　輝明小田原　輝明 （有）時計宝石メガネ ヒラヤマ（有）時計宝石メガネ ヒラヤマ 818-0072818-0072 筑紫野市二日市中央2-5-7筑紫野市二日市中央2-5-7 092-922-3242092-922-3242
おだはら　て

るあき

福岡県福岡県
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 24-500024-5000 堀　悠祐堀　悠祐 （有）時計宝石メガネ ヒラヤマ（有）時計宝石メガネ ヒラヤマ 818-0072818-0072 筑紫野市二日市中央2-5-7筑紫野市二日市中央2-5-7 092-922-3242092-922-3242
ほり　ゆうす

け

122122 21-409121-4091 阿部　隆治阿部　隆治 アース・ヒヤリング・サービスアース・ヒヤリング・サービス 818-0117818-0117 太宰府市宰府5丁目3番6号太宰府市宰府5丁目3番6号 092-924-6639092-924-6639
あべ　たかは

る

123123 11-214211-2142 織方　かおる織方　かおる 九州リオン（株）　リオネットセンター姪浜店九州リオン（株）　リオネットセンター姪浜店 819-0006819-0006 福岡市西区姪浜駅南1丁目6-21福岡市西区姪浜駅南1丁目6-21 092-892-4133092-892-4133
おがた　かお

る

124124 18-295518-2955 北島　美智子北島　美智子 九州リオン（株）　リオネットセンター姪浜店九州リオン（株）　リオネットセンター姪浜店 819-0006819-0006 福岡市西区姪浜駅南1丁目6-21福岡市西区姪浜駅南1丁目6-21 092-892-4133092-892-4133
きたじま　み

ちこ

125125 28-625228-6252 田島　満博田島　満博 眼鏡の一心堂　あさひ補聴器　前原店眼鏡の一心堂　あさひ補聴器　前原店 819-1112819-1112 糸島市浦志2-14-17糸島市浦志2-14-17 092-324-1510092-324-1510
たしま　みつ

ひろ

126126 21-391121-3911 和多　篤和多　篤 メガネの WADAメガネの WADA 820-0021820-0021
飯塚市潤野53-1 飯塚市潤野53-1 
スーパーASO潤野店内スーパーASO潤野店内

0948-25-26310948-25-2631 わだ　あつし

127127 21-405521-4055 松井　祐介松井　祐介 九州リオン（株）　リオネットセンター飯塚九州リオン（株）　リオネットセンター飯塚 820-0040820-0040 飯塚市吉原町3-14飯塚市吉原町3-14 0948-24-48220948-24-4822
まつい　ゆう

すけ

128128 23-443623-4436 角谷　成那角谷　成那 いいづか補聴器（株）　聴こえの相談室いいづか補聴器（株）　聴こえの相談室 820-0042820-0042 飯塚市本町17-43飯塚市本町17-43 0948-24-33460948-24-3346
かくたに　せ

いな

129129 21-395821-3958 前田　和憲前田　和憲 （株）佐藤眼鏡店　メガネのサトー　穂波店（株）佐藤眼鏡店　メガネのサトー　穂波店 820-0081820-0081
飯塚市枝国長浦666-48 飯塚市枝国長浦666-48 
イオン穂波店1Fイオン穂波店1F

0948-26-17280948-26-1728
まえだ　かず

のり

130130 22-425022-4250 前田　裕人前田　裕人 （株）佐藤眼鏡店　メガネのサトー　穂波店（株）佐藤眼鏡店　メガネのサトー　穂波店 820-0081820-0081
飯塚市枝国長浦666-48 飯塚市枝国長浦666-48 
イオン穂波店1Fイオン穂波店1F

0948-26-17280948-26-1728
まえだ　ひろ

と

131131 28-604028-6040 大坪　雄一大坪　雄一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　直方店パリミキ　直方店

822-0002822-0002 直方市頓野字羽高2771-7直方市頓野字羽高2771-7 0949-23-25610949-23-2561
おおつぼ　ゆ

ういち

132132 25-530225-5302 名越　大騎名越　大騎 （株）ビジョンメガネ　直方店（株）ビジョンメガネ　直方店 822-0002822-0002 直方市頓野3004-1直方市頓野3004-1 0949-52-70670949-52-7067
なごし　だい

き

133133 21-403221-4032 大森　洋行大森　洋行
（株）コクラヤ眼鏡店　（株）コクラヤ眼鏡店　
めがねのコクラヤ　イオンモール直方店めがねのコクラヤ　イオンモール直方店

822-0008822-0008
直方市湯野原2-1-1 直方市湯野原2-1-1 
イオンモール直方ショッピングセンター2階イオンモール直方ショッピングセンター2階

0949-29-86380949-29-8638
おおもり　ひ

ろゆき

134134 18-291318-2913 乾　慎一郎乾　慎一郎 （有）ナギノ　あさひ補聴器　直方店（有）ナギノ　あさひ補聴器　直方店 822-0017822-0017 直方市津田町1-29直方市津田町1-29 0949-22-50700949-22-5070
いぬい　しん

いちろう

135135 21-371621-3716 江藤　則行江藤　則行 メガネの正視堂　行橋本店メガネの正視堂　行橋本店 824-0005824-0005 行橋市中央2-5-20行橋市中央2-5-20 0930-22-06460930-22-0646
えとう　のり

ゆき

136136 26-544426-5444 下村　涼下村　涼 メガネの正視堂　行橋本店メガネの正視堂　行橋本店 824-0005824-0005 行橋市中央2-5-20行橋市中央2-5-20 0930-22-06460930-22-0646
しもむら　

りょう

137137 24-474824-4748 岡﨑　寿岡﨑　寿 （株）エノモト（株）エノモト 824-0008824-0008 行橋市宮市町1-27行橋市宮市町1-27 0930-22-07390930-22-0739
おかざき　ひ

さし

138138 9-17619-1761 柳川　浩文柳川　浩文 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン行橋店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン行橋店 824-0031824-0031 行橋市西宮市3-8-1行橋市西宮市3-8-1 0930-26-20320930-26-2032
やながわ　ひ

ろふみ

139139 19-311119-3111 伊藤　法智伊藤　法智 （有）ナギノ　あさひ補聴器　田川店（有）ナギノ　あさひ補聴器　田川店 825-0014825-0014 田川市伊田魚町8-21田川市伊田魚町8-21 0947-46-25780947-46-2578
いとう　のり

とも

140140 14-237214-2372 福島　友幸福島　友幸 （株）九州補聴器センター　田川店（株）九州補聴器センター　田川店 826-0022826-0022 田川市本町3-22田川市本町3-22 0947-49-33600947-49-3360
ふくしま　と

もゆき

141141 21-409821-4098 太田　眞弓美太田　眞弓美 めがねファクトリーめがねファクトリー 826-0042826-0042
田川市川宮1656-1 田川市川宮1656-1 
OAビル2OAビル2

0947-49-11660947-49-1166
おおた　まゆ

み

142142 27-592027-5920 田辺　準也田辺　準也 （株）立石光視堂　メガネの立石　本店（株）立石光視堂　メガネの立石　本店 830-0023830-0023
久留米市中央町35番地の16 久留米市中央町35番地の16 
立石ビル立石ビル

0942-35-21660942-35-2166
たなべ　じゅ

んや

143143 25-510725-5107 田中　一幸田中　一幸 ブルームヒアリング（株）　ブルーム久留米店ブルームヒアリング（株）　ブルーム久留米店 830-0032830-0032
久留米市東町316‐2 久留米市東町316‐2 
エマックスクルメ3Fエマックスクルメ3F

0942-65-41330942-65-4133
たなか　かず

ゆき

144144 6-14756-1475 江﨑　大治江﨑　大治 九州リオン（株）　リオネットセンター久留米九州リオン（株）　リオネットセンター久留米 830-0032830-0032
久留米市東町42-14 久留米市東町42-14 
ワカナステートビル2Fワカナステートビル2F

0942-33-41330942-33-4133
えさき　だい

じ

145145 15-244815-2448 井本　美鈴井本　美鈴 九州リオン（株）　リオネットセンター久留米九州リオン（株）　リオネットセンター久留米 830-0032830-0032
久留米市東町42-14 久留米市東町42-14 
ワカナステートビル2Fワカナステートビル2F

0942-33-41330942-33-4133
いもと　みす

ず

146146 19-317619-3176 西尾　勝治西尾　勝治 九州リオン（株）　リオネットセンター久留米九州リオン（株）　リオネットセンター久留米 830-0032830-0032
久留米市東町42-14 久留米市東町42-14 
ワカナステートビル2Fワカナステートビル2F

0942-33-41330942-33-4133
にしお　かつ

じ

147147 29-635029-6350 大津　文明大津　文明 九州リオン（株）　リオネットセンター久留米九州リオン（株）　リオネットセンター久留米 830-0032830-0032
久留米市東町42-14 久留米市東町42-14 
ワカナステートビル2Fワカナステートビル2F

0942-33-41330942-33-4133
おおつ　ふみ

あき

148148 21-377421-3774 髙松　栄一髙松　栄一 駅前補聴器　西鉄久留米店駅前補聴器　西鉄久留米店 830-0033830-0033
久留米市天神町1-6 久留米市天神町1-6 
岩田屋新館1階岩田屋新館1階

0942-31-03390942-31-0339
たかまつ　え

いいち

149149 2-10642-1064 森園　重隆森園　重隆 （有）久留米補聴器センター（有）久留米補聴器センター 830-0035830-0035
久留米市東和町3-16 久留米市東和町3-16 
水城ビル1階水城ビル1階

0942-39-11330942-39-1133
もりぞの　し

げたか

150150 6-14616-1461 小山　積小山　積 ふれあい補聴器（株）　久留米店ふれあい補聴器（株）　久留米店 830-0035830-0035
久留米市東和町1-14 久留米市東和町1-14 
成冨第1ビル2F-1成冨第1ビル2F-1

0942-33-00020942-33-0002
こやま　つも

る

151151 14-238114-2381 生永　勝成生永　勝成
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　久留米店あそう補聴器　久留米店

830-0035830-0035
久留米市東和町1-14 久留米市東和町1-14 
成冨第一ビル3F成冨第一ビル3F

0942-65-37340942-65-3734
いきなが　か

つや

152152 23-465023-4650 上條　敏文上條　敏文
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　久留米店あそう補聴器　久留米店

830-0035830-0035
久留米市東和町1-14 久留米市東和町1-14 
成冨第一ビル3F成冨第一ビル3F

0942-65-37340942-65-3734
かみじょう　

としふみ

153153 20-362120-3621 坂梨　貴寿坂梨　貴寿
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　久留米上津店メガネのヨネザワ　久留米上津店

830-0058830-0058 久留米市野伏間1-5-21久留米市野伏間1-5-21 0942-22-02020942-22-0202
さかなし　た

かとし

154154 20-363120-3631 大淵　昭和大淵　昭和
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　久留米上津店メガネのヨネザワ　久留米上津店

830-0058830-0058 久留米市野伏間1-5-21久留米市野伏間1-5-21 0942-22-02020942-22-0202
おおぶち　て

るかず

155155 11-213411-2134 脇田　真澄脇田　真澄 脇田時計店脇田時計店 830-1122830-1122 久留米市北野町今山613-6久留米市北野町今山613-6 0942-78-22440942-78-2244
わきだ　ます

み

156156 26-539926-5399 野口　邦雄野口　邦雄 （株）メガネは野口屋　京町本店（株）メガネは野口屋　京町本店 832-0023832-0023 柳川市京町81柳川市京町81 0944-72-31470944-72-3147
のぐち　くに

お

157157 15-244015-2440 白川　国秀白川　国秀 ふれあい補聴器　柳川店ふれあい補聴器　柳川店 832-0023832-0023
柳川市京町83番地2 柳川市京町83番地2 
コアマンション京町1Fコアマンション京町1F

0944-85-17000944-85-1700
しらかわ　く

にひで

158158 20-355020-3550 牛島　忍牛島　忍 ふれあい補聴器　柳川店ふれあい補聴器　柳川店 832-0023832-0023
柳川市京町83番地2 柳川市京町83番地2 
コアマンション京町1Fコアマンション京町1F

0944-85-17000944-85-1700
うしじま　し

のぶ

159159 20-345920-3459 太田黒　幹夫太田黒　幹夫 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　柳川店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　柳川店 832-0045832-0045 柳川市本町37-2柳川市本町37-2 0944-72-59510944-72-5951
おおたぐろ　

みきお

160160 29-634729-6347 工藤　貴之工藤　貴之 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　柳川店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　柳川店 832-0045832-0045 柳川市本町37-2柳川市本町37-2 0944-72-59510944-72-5951
くどう　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。

福岡県福岡県
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

161161 26-540026-5400 野口　雅雄野口　雅雄 （株）メガネは野口屋　官庁通店（株）メガネは野口屋　官庁通店 832-0824832-0824 柳川市三橋町藤吉84-4柳川市三橋町藤吉84-4 0944-72-61120944-72-6112
のぐち　まさ

お

162162 25-517625-5176 関　考一関　考一
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめモール筑後店メガネのヨネザワ　ゆめモール筑後店

833-0002833-0002 筑後市前津土地区画整理事業区域内10画地筑後市前津土地区画整理事業区域内10画地 0942-52-81750942-52-8175
せき　こうい

ち

163163 19-306919-3069 喜田　康信喜田　康信 キダ時計店キダ時計店 833-0053833-0053
筑後市西牟田4330-1 筑後市西牟田4330-1 
マミーズ西牟田店内マミーズ西牟田店内

0942-53-68660942-53-6866
きだ　やすの

ぶ

164164 25-517725-5177 吉原　正敏吉原　正敏 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　八女店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　八女店 834-0005834-0005 八女市大島73-2八女市大島73-2 0943-24-40200943-24-4020
よしはら　ま

さとし

165165 28-604628-6046 松野　花也松野　花也
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　八女店あそう補聴器　八女店

834-0005834-0005 八女市大島533-1八女市大島533-1 0943-58-03530943-58-0353 まつの　かや

166166 29-636729-6367 黒岩　登黒岩　登
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめタウン八女店メガネのヨネザワ　ゆめタウン八女店

834-0064834-0064
八女市大字蒲原988-28 八女市大字蒲原988-28 
ゆめタウン八女店1Fゆめタウン八女店1F

0943-25-18500943-25-1850
くろいわ　の

ぼる

167167 7-15897-1589 上津原　啓作上津原　啓作 象牙堂めがね店象牙堂めがね店 835-0024835-0024 みやま市瀬高町下庄1568-1みやま市瀬高町下庄1568-1 0944-62-35670944-62-3567
うえつはら　

けいさく

168168 21-384721-3847 古庄　孝行古庄　孝行 象牙堂めがね店象牙堂めがね店 835-0024835-0024 みやま市瀬高町下庄1568-1みやま市瀬高町下庄1568-1 0944-62-35670944-62-3567
ふるしょう　

たかゆき

169169 29-629029-6290 道野　真二郎道野　真二郎
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　イオンモール大牟田店メガネのヨネザワ　イオンモール大牟田店

836-0037836-0037
大牟田市岬町3-4 大牟田市岬町3-4 
イオンモール大牟田1Fイオンモール大牟田1F

0944-41-05510944-41-0551
みちの　しん

じろう

170170 23-465923-4659 石崎　潤石崎　潤 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大牟田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大牟田店 836-0842836-0842
大牟田市有明町1-3-1 大牟田市有明町1-3-1 
大牟田中央ビル1F大牟田中央ビル1F

0944-59-67330944-59-6733
いしざき　

じゅん

171171 26-545726-5457 寺﨑　優子寺﨑　優子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大牟田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大牟田店 836-0842836-0842
大牟田市有明町1-3-1 大牟田市有明町1-3-1 
大牟田中央ビル1F大牟田中央ビル1F

0944-59-67330944-59-6733
てらさき　ゆ

うこ

172172 5-14015-1401 山口　和男山口　和男 リオネットセンター甘木リオネットセンター甘木 838-0068838-0068
朝倉市甘木1837-4 朝倉市甘木1837-4 
具嶋ビル一階具嶋ビル一階

0946-21-22330946-21-2233
やまぐち　か

ずお

173173 28-621828-6218 広瀬　里志広瀬　里志 （株）立石光視堂　メガネの立石　小郡店（株）立石光視堂　メガネの立石　小郡店 838-0144838-0144 小郡市祇園1-3-10小郡市祇園1-3-10 0942-72-18750942-72-1875
ひろせ　さと

し

174174 21-400621-4006 平山　和久平山　和久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　久留米店パリミキ　久留米店

839-0809839-0809 久留米市東合川1-9-50久留米市東合川1-9-50 0942-43-32820942-43-3282
ひらやま　か

ずひさ

175175 27-579627-5796 大渕　泰隆大渕　泰隆 （株）武田メガネ　ゆめタウン久留米店（株）武田メガネ　ゆめタウン久留米店 839-0865839-0865
久留米市新合川町1-2-1 久留米市新合川町1-2-1 
ゆめタウン久留米2Fゆめタウン久留米2F

0942-45-73410942-45-7341
おおぶち　や

すたか

176176 25-525625-5256 三島　孝義三島　孝義 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　吉井店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　吉井店 839-1342839-1342 うきは市吉井町生葉624-1うきは市吉井町生葉624-1 0943-76-51130943-76-5113
みしま　たか

よし

177177 1-10441-1044 上野　正高上野　正高
うえの　まさ

たか

178178 10-193410-1934 高見　かなえ高見　かなえ
たかみ　かな

え

179179 11-202511-2025 小田　光江小田　光江 おだ　みつえ

180180 16-259016-2590 江藤　善子江藤　善子
えとう　よし

こ

181181 20-337420-3374 古谷　由美古谷　由美 ふるや　ゆみ

182182 21-367221-3672 小林　秀成小林　秀成
こばやし　ひ

でなり

183183 23-456623-4566 野元　秀樹野元　秀樹
のもと　ひで

き


