
※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。

都道府県別認定補聴器技能者掲載一覧
都道府県 掲載者数 都道府県 掲載者数

北海道 184 滋賀県 36

青森県 36 京都府 83

岩手県 33 大阪府 269

宮城県 107 兵庫県 128

秋田県 21 奈良県 33

山形県 24 和歌山県 46

福島県 48 鳥取県 28

茨城県 43 島根県 28

栃木県 66 岡山県 79

群馬県 83 広島県 99

埼玉県 203 山口県 44

千葉県 150 徳島県 26

東京都 604 香川県 39

神奈川県 295 愛媛県 52

新潟県 57 高知県 29

富山県 23 福岡県 183

石川県 41 佐賀県 25

福井県 27 長崎県 39

山梨県 24 熊本県 84

長野県 79 大分県 80

岐阜県 86 宮崎県 43

静岡県 121 鹿児島県 54

愛知県 329 沖縄県 35

三重県 64 合　計 4,310

名簿について
１．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。
２．掲載順は①都道府県②郵便番号③勤務先名称④ ID番号の順になっています。
３．掲載者は4,310名です。（掲載を希望されない方は除いてます。）



※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。

北海道北海道
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 18-293418-2934 佐藤　卓佐藤　卓 グラスタイムシバタグラスタイムシバタ 001-0023001-0023 札幌市北区北23条西4-1-20札幌市北区北23条西4-1-20 011-716-9496011-716-9496 さとう　たく

22 26-563626-5636 小貫　義勝小貫　義勝 （株）ムラタ　メガネのプリンス　北 24 条店（株）ムラタ　メガネのプリンス　北 24 条店 001-0024001-0024
札幌市北区北二十四条西9丁目28番地 札幌市北区北二十四条西9丁目28番地 
スーパーアークス北24条店内スーパーアークス北24条店内

011-707-9088011-707-9088
こぬき　よし

かつ

33 21-369621-3696 長谷川　英作長谷川　英作
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）　
札幌営業所札幌営業所

001-0033001-0033
札幌市北区北33条西3-2-17 札幌市北区北33条西3-2-17 
ノースアクシア1Fノースアクシア1F

011-709-8333011-709-8333
はせがわ　え

いさく

44 27-599027-5990 前村　直也前村　直也
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）　
札幌営業所札幌営業所

001-0033001-0033
札幌市北区北33条西3-2-17 札幌市北区北33条西3-2-17 
ノースアクシア1Fノースアクシア1F

011-709-8333011-709-8333
まえむら　な

おや

55 20-355120-3551 刑部　顕之進刑部　顕之進 （株）富士メガネ　麻生店（株）富士メガネ　麻生店 001-0040001-0040 札幌市北区北四十条西4丁目2-20札幌市北区北四十条西4丁目2-20 011-746-7151011-746-7151
おさかべ　あ

きのしん

66 28-606028-6060 桑野　一幹桑野　一幹 （株）富士メガネ　麻生店（株）富士メガネ　麻生店 001-0040001-0040 札幌市北区北四十条西4丁目2-20札幌市北区北四十条西4丁目2-20 011-746-7151011-746-7151
くわの　かず

みき

77 19-313319-3133 志野原　広義志野原　広義 （株）富士メガネ　新琴似店（株）富士メガネ　新琴似店 001-0908001-0908 札幌市北区新琴似8条10丁目1-15札幌市北区新琴似8条10丁目1-15 011-762-2670011-762-2670
しのはら　ひ

ろよし

88 27-593727-5937 坂尻　結樹子坂尻　結樹子 （株）富士メガネ　新琴似店（株）富士メガネ　新琴似店 001-0908001-0908 札幌市北区新琴似8条10丁目1-15札幌市北区新琴似8条10丁目1-15 011-762-2670011-762-2670
さかじり　ゆ

きこ

99 28-608228-6082 三井　綾恵三井　綾恵 （株）富士メガネ　新琴似店（株）富士メガネ　新琴似店 001-0908001-0908 札幌市北区新琴似8条10丁目1-15札幌市北区新琴似8条10丁目1-15 011-762-2670011-762-2670
みつい　あや

え

1010 23-465623-4656 宮田　裕子宮田　裕子 （株）MIYATA　メガネのミヤタ（株）MIYATA　メガネのミヤタ 002-8022002-8022 札幌市北区篠路二条5-1-14札幌市北区篠路二条5-1-14 011-771-3187011-771-3187
みやた　ゆう

こ

1111 26-547326-5473 熊谷　英俊熊谷　英俊 （株）富士メガネ　イオン東札幌店（株）富士メガネ　イオン東札幌店 003-0003003-0003
札幌市白石区東札幌3条2丁目1 札幌市白石区東札幌3条2丁目1 
イオン東札幌1Fイオン東札幌1F

011-823-7151011-823-7151
くまがい　ひ

でとし

1212 29-629429-6294 関根　和也関根　和也 （株）富士メガネ　ラソラ札幌店（株）富士メガネ　ラソラ札幌店 003-0003003-0003 札幌市白石区東札幌三条1-1-1札幌市白石区東札幌三条1-1-1 011-832-7151011-832-7151
せきね　かず

や

1313 19-316819-3168 村上　貴則村上　貴則
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　新札幌店岩崎電子補聴器センター　新札幌店

004-0051004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 
ホクノー新札幌ビル3階ホクノー新札幌ビル3階

011-892-1133011-892-1133
むらかみ　た

かのり

1414 5-13515-1351 太田　実太田　実
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　新札幌店岩崎電子補聴器センター　新札幌店

004-0051004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 
ホクノー新札幌ビル3階ホクノー新札幌ビル3階

011-892-1133011-892-1133
おおた　みの

る

1515 4-13234-1323 高西　正憲高西　正憲
（株）ムラタ　（株）ムラタ　
メガネのプリンス　新札幌サンピアザ本店メガネのプリンス　新札幌サンピアザ本店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2 札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2 
新札幌サンピアザセンターモール2F新札幌サンピアザセンターモール2F

011-892-7700011-892-7700
たかにし　ま

さのり

1616 27-593927-5939 遠藤　詩子遠藤　詩子 （株）富士メガネ　サンピアザ店（株）富士メガネ　サンピアザ店 004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 
センターモール地下1階センターモール地下1階

011-892-6677011-892-6677
えんどう　う

たこ

1717 27-594327-5943 菊地　翔平菊地　翔平 （株）富士メガネ　サンピアザ店（株）富士メガネ　サンピアザ店 004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 
センターモール地下1階センターモール地下1階

011-892-6677011-892-6677
きくち　しょ

うへい

1818 27-594127-5941 中谷　清人中谷　清人 （株）富士メガネ　デュオ店（株）富士メガネ　デュオ店 004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2 札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2 
デュオⅠ・3FデュオⅠ・3F

011-890-2577011-890-2577
なかや　きよ

と

1919 5-14065-1406 髙田　秀樹髙田　秀樹 （株）富士メガネ　新さっぽろ店（株）富士メガネ　新さっぽろ店 004-0052004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条6-5-4札幌市厚別区厚別中央2条6-5-4 011-892-1761011-892-1761
たかだ　ひで

き

2020 20-343720-3437 原田　慶弘原田　慶弘
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　新さっぽろ店さくら補聴器センター　新さっぽろ店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 
デュオ2-4F  デュオ メディカルモールデュオ2-4F  デュオ メディカルモール

011-802-3311011-802-3311
はらだ　よし

ひろ

2121 29-651029-6510 久保田　裕妃久保田　裕妃
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　新さっぽろ店さくら補聴器センター　新さっぽろ店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 
デュオ2-4F  デュオ メディカルモールデュオ2-4F  デュオ メディカルモール

011-802-3311011-802-3311 くぼた　ゆき

2222 7-15587-1558 青戸　義彦青戸　義彦
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　新さっぽろ店さくら補聴器センター　新さっぽろ店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 
デュオ2-4F  デュオ メディカルモールデュオ2-4F  デュオ メディカルモール

011-802-3311011-802-3311
あおと　よし

ひこ

2323 20-355320-3553 髙田　真郷髙田　真郷 （株）富士メガネ　厚別西友店（株）富士メガネ　厚別西友店 004-0064004-0064
札幌市厚別区厚別西4条6-700-126 札幌市厚別区厚別西4条6-700-126 
西友2F西友2F

011-890-5850011-890-5850
たかだ　まさ

と

2424 23-464623-4646 浅井　江梨奈浅井　江梨奈 医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院 004-0065004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22 011-894-7003011-894-7003
あさい　えり

な

2525 25-506225-5062 工藤　ユキ子工藤　ユキ子 医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院 004-0065004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22 011-894-7003011-894-7003
くどう　ゆき

こ

2626 29-641229-6412 大橋　麻美大橋　麻美
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）　
札幌倉庫店札幌倉庫店

004-0811004-0811 札幌市清田区美しが丘一条9-3-1札幌市清田区美しが丘一条9-3-1 011-887-5610011-887-5610
おおはし　あ

さみ

2727 17-281317-2813 滝田　克実滝田　克実 （株）富士メガネ　イオン平岡店（株）富士メガネ　イオン平岡店 004-0873004-0873
札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 
イオンモール札幌平岡2Fイオンモール札幌平岡2F

011-889-6215011-889-6215
たきた　かつ

み

2828 24-492824-4928 上田　修平上田　修平 （株）富士メガネ　イオン平岡店（株）富士メガネ　イオン平岡店 004-0873004-0873
札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 
イオンモール札幌平岡2Fイオンモール札幌平岡2F

011-889-6215011-889-6215
うえだ　しゅ

うへい

2929 26-547426-5474 橘井　友康橘井　友康 （株）富士メガネ　イオン平岡店（株）富士メガネ　イオン平岡店 004-0873004-0873
札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 
イオンモール札幌平岡2Fイオンモール札幌平岡2F

011-889-6215011-889-6215
きつい　とも

やす

3030 23-445423-4454 小島　直樹小島　直樹 （株）富士メガネ　川沿店（株）富士メガネ　川沿店 005-0805005-0805 札幌市南区川沿5条2-4-13札幌市南区川沿5条2-4-13 011-571-8451011-571-8451
こじま　なお

き

3131 11-200211-2002 春木　秀之春木　秀之
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　手稲店岩崎電子補聴器センター　手稲店

006-0811006-0811 札幌市手稲区前田1条12-3-25札幌市手稲区前田1条12-3-25 011-685-1933011-685-1933
はるき　ひで

ゆき

3232 22-427922-4279 高木　康基高木　康基 （株）富士メガネ　手稲前田店（株）富士メガネ　手稲前田店 006-0812006-0812 札幌市手稲区前田二条11丁目13-20札幌市手稲区前田二条11丁目13-20 011-685-9251011-685-9251
たかぎ　こう

き

3333 23-445623-4456 西沢　雄志西沢　雄志 （株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店 007-0801007-0801 札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12 011-788-0368011-788-0368
にしざわ　ゆ

うじ

3434 24-471224-4712 合田　雅裕合田　雅裕 （株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店 007-0801007-0801 札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12 011-788-0368011-788-0368
ごうだ　まさ

ひろ

3535 20-355620-3556 鈴木　秀昭鈴木　秀昭 （株）富士メガネ　イオン札幌苗穂店（株）富士メガネ　イオン札幌苗穂店 007-0802007-0802
札幌市東区東苗穂2条3-1-1 札幌市東区東苗穂2条3-1-1 
イオンモール札幌苗穂2Fイオンモール札幌苗穂2F

011-785-7288011-785-7288
すずき　ひで

あき

3636 16-260216-2602 吉谷地　舞子吉谷地　舞子
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店

007-0840007-0840 札幌市東区北40条東1-1-27札幌市東区北40条東1-1-27 011-723-4133011-723-4133
よしやち　ま

いこ

3737 20-353720-3537 白岩　行範白岩　行範
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店

007-0840007-0840 札幌市東区北40条東1-1-27札幌市東区北40条東1-1-27 011-723-4133011-723-4133
しらいわ　ゆ

きのり

3838 22-431022-4310 西田　吉秀西田　吉秀
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店

007-0840007-0840 札幌市東区北40条東1-1-27札幌市東区北40条東1-1-27 011-723-4133011-723-4133
にしだ　よし

ひで

3939 22-415322-4153 澤田　祐一澤田　祐一 岩崎電子（株）　函館補聴器センター岩崎電子（株）　函館補聴器センター 040-0004040-0004
函館市杉並町8-20 函館市杉並町8-20 
オカダビル1Fオカダビル1F

0138-56-87330138-56-8733
さわだ　ゆう

いち

4040 21-366221-3662 佐々木　治子佐々木　治子 新日本補聴器（株）　函館店新日本補聴器（株）　函館店 040-0015040-0015
函館市梁川町1-7 函館市梁川町1-7 
エール梁川1Fエール梁川1F

0138-31-83380138-31-8338
ささき　はる

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。

北海道北海道
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 18-293418-2934 佐藤　卓佐藤　卓 グラスタイムシバタグラスタイムシバタ 001-0023001-0023 札幌市北区北23条西4-1-20札幌市北区北23条西4-1-20 011-716-9496011-716-9496 さとう　たく

22 26-563626-5636 小貫　義勝小貫　義勝 （株）ムラタ　メガネのプリンス　北 24 条店（株）ムラタ　メガネのプリンス　北 24 条店 001-0024001-0024
札幌市北区北二十四条西9丁目28番地 札幌市北区北二十四条西9丁目28番地 
スーパーアークス北24条店内スーパーアークス北24条店内

011-707-9088011-707-9088
こぬき　よし

かつ

33 21-369621-3696 長谷川　英作長谷川　英作
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）　
札幌営業所札幌営業所

001-0033001-0033
札幌市北区北33条西3-2-17 札幌市北区北33条西3-2-17 
ノースアクシア1Fノースアクシア1F

011-709-8333011-709-8333
はせがわ　え

いさく

44 27-599027-5990 前村　直也前村　直也
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）　
札幌営業所札幌営業所

001-0033001-0033
札幌市北区北33条西3-2-17 札幌市北区北33条西3-2-17 
ノースアクシア1Fノースアクシア1F

011-709-8333011-709-8333
まえむら　な

おや

55 20-355120-3551 刑部　顕之進刑部　顕之進 （株）富士メガネ　麻生店（株）富士メガネ　麻生店 001-0040001-0040 札幌市北区北四十条西4丁目2-20札幌市北区北四十条西4丁目2-20 011-746-7151011-746-7151
おさかべ　あ

きのしん

66 28-606028-6060 桑野　一幹桑野　一幹 （株）富士メガネ　麻生店（株）富士メガネ　麻生店 001-0040001-0040 札幌市北区北四十条西4丁目2-20札幌市北区北四十条西4丁目2-20 011-746-7151011-746-7151
くわの　かず

みき

77 19-313319-3133 志野原　広義志野原　広義 （株）富士メガネ　新琴似店（株）富士メガネ　新琴似店 001-0908001-0908 札幌市北区新琴似8条10丁目1-15札幌市北区新琴似8条10丁目1-15 011-762-2670011-762-2670
しのはら　ひ

ろよし

88 27-593727-5937 坂尻　結樹子坂尻　結樹子 （株）富士メガネ　新琴似店（株）富士メガネ　新琴似店 001-0908001-0908 札幌市北区新琴似8条10丁目1-15札幌市北区新琴似8条10丁目1-15 011-762-2670011-762-2670
さかじり　ゆ

きこ

99 28-608228-6082 三井　綾恵三井　綾恵 （株）富士メガネ　新琴似店（株）富士メガネ　新琴似店 001-0908001-0908 札幌市北区新琴似8条10丁目1-15札幌市北区新琴似8条10丁目1-15 011-762-2670011-762-2670
みつい　あや

え

1010 23-465623-4656 宮田　裕子宮田　裕子 （株）MIYATA　メガネのミヤタ（株）MIYATA　メガネのミヤタ 002-8022002-8022 札幌市北区篠路二条5-1-14札幌市北区篠路二条5-1-14 011-771-3187011-771-3187
みやた　ゆう

こ

1111 26-547326-5473 熊谷　英俊熊谷　英俊 （株）富士メガネ　イオン東札幌店（株）富士メガネ　イオン東札幌店 003-0003003-0003
札幌市白石区東札幌3条2丁目1 札幌市白石区東札幌3条2丁目1 
イオン東札幌1Fイオン東札幌1F

011-823-7151011-823-7151
くまがい　ひ

でとし

1212 29-629429-6294 関根　和也関根　和也 （株）富士メガネ　ラソラ札幌店（株）富士メガネ　ラソラ札幌店 003-0003003-0003 札幌市白石区東札幌三条1-1-1札幌市白石区東札幌三条1-1-1 011-832-7151011-832-7151
せきね　かず

や

1313 19-316819-3168 村上　貴則村上　貴則
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　新札幌店岩崎電子補聴器センター　新札幌店

004-0051004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 
ホクノー新札幌ビル3階ホクノー新札幌ビル3階

011-892-1133011-892-1133
むらかみ　た

かのり

1414 5-13515-1351 太田　実太田　実
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　新札幌店岩崎電子補聴器センター　新札幌店

004-0051004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番1号 
ホクノー新札幌ビル3階ホクノー新札幌ビル3階

011-892-1133011-892-1133
おおた　みの

る

1515 4-13234-1323 高西　正憲高西　正憲
（株）ムラタ　（株）ムラタ　
メガネのプリンス　新札幌サンピアザ本店メガネのプリンス　新札幌サンピアザ本店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2 札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2 
新札幌サンピアザセンターモール2F新札幌サンピアザセンターモール2F

011-892-7700011-892-7700
たかにし　ま

さのり

1616 27-593927-5939 遠藤　詩子遠藤　詩子 （株）富士メガネ　サンピアザ店（株）富士メガネ　サンピアザ店 004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 
センターモール地下1階センターモール地下1階

011-892-6677011-892-6677
えんどう　う

たこ

1717 27-594327-5943 菊地　翔平菊地　翔平 （株）富士メガネ　サンピアザ店（株）富士メガネ　サンピアザ店 004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7-2 
センターモール地下1階センターモール地下1階

011-892-6677011-892-6677
きくち　しょ

うへい

1818 27-594127-5941 中谷　清人中谷　清人 （株）富士メガネ　デュオ店（株）富士メガネ　デュオ店 004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2 札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2 
デュオⅠ・3FデュオⅠ・3F

011-890-2577011-890-2577
なかや　きよ

と

1919 5-14065-1406 髙田　秀樹髙田　秀樹 （株）富士メガネ　新さっぽろ店（株）富士メガネ　新さっぽろ店 004-0052004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条6-5-4札幌市厚別区厚別中央2条6-5-4 011-892-1761011-892-1761
たかだ　ひで

き

2020 20-343720-3437 原田　慶弘原田　慶弘
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　新さっぽろ店さくら補聴器センター　新さっぽろ店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 
デュオ2-4F  デュオ メディカルモールデュオ2-4F  デュオ メディカルモール

011-802-3311011-802-3311
はらだ　よし

ひろ

2121 29-651029-6510 久保田　裕妃久保田　裕妃
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　新さっぽろ店さくら補聴器センター　新さっぽろ店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 
デュオ2-4F  デュオ メディカルモールデュオ2-4F  デュオ メディカルモール

011-802-3311011-802-3311 くぼた　ゆき

2222 7-15587-1558 青戸　義彦青戸　義彦
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　新さっぽろ店さくら補聴器センター　新さっぽろ店

004-0052004-0052
札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目6番3号 
デュオ2-4F  デュオ メディカルモールデュオ2-4F  デュオ メディカルモール

011-802-3311011-802-3311
あおと　よし

ひこ

2323 20-355320-3553 髙田　真郷髙田　真郷 （株）富士メガネ　厚別西友店（株）富士メガネ　厚別西友店 004-0064004-0064
札幌市厚別区厚別西4条6-700-126 札幌市厚別区厚別西4条6-700-126 
西友2F西友2F

011-890-5850011-890-5850
たかだ　まさ

と

2424 23-464623-4646 浅井　江梨奈浅井　江梨奈 医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院 004-0065004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22 011-894-7003011-894-7003
あさい　えり

な

2525 25-506225-5062 工藤　ユキ子工藤　ユキ子 医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院 004-0065004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22 011-894-7003011-894-7003
くどう　ゆき

こ

2626 29-641229-6412 大橋　麻美大橋　麻美
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）　
札幌倉庫店札幌倉庫店

004-0811004-0811 札幌市清田区美しが丘一条9-3-1札幌市清田区美しが丘一条9-3-1 011-887-5610011-887-5610
おおはし　あ

さみ

2727 17-281317-2813 滝田　克実滝田　克実 （株）富士メガネ　イオン平岡店（株）富士メガネ　イオン平岡店 004-0873004-0873
札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 
イオンモール札幌平岡2Fイオンモール札幌平岡2F

011-889-6215011-889-6215
たきた　かつ

み

2828 24-492824-4928 上田　修平上田　修平 （株）富士メガネ　イオン平岡店（株）富士メガネ　イオン平岡店 004-0873004-0873
札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 
イオンモール札幌平岡2Fイオンモール札幌平岡2F

011-889-6215011-889-6215
うえだ　しゅ

うへい

2929 26-547426-5474 橘井　友康橘井　友康 （株）富士メガネ　イオン平岡店（株）富士メガネ　イオン平岡店 004-0873004-0873
札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 
イオンモール札幌平岡2Fイオンモール札幌平岡2F

011-889-6215011-889-6215
きつい　とも

やす

3030 23-445423-4454 小島　直樹小島　直樹 （株）富士メガネ　川沿店（株）富士メガネ　川沿店 005-0805005-0805 札幌市南区川沿5条2-4-13札幌市南区川沿5条2-4-13 011-571-8451011-571-8451
こじま　なお

き

3131 11-200211-2002 春木　秀之春木　秀之
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　手稲店岩崎電子補聴器センター　手稲店

006-0811006-0811 札幌市手稲区前田1条12-3-25札幌市手稲区前田1条12-3-25 011-685-1933011-685-1933
はるき　ひで

ゆき

3232 22-427922-4279 高木　康基高木　康基 （株）富士メガネ　手稲前田店（株）富士メガネ　手稲前田店 006-0812006-0812 札幌市手稲区前田二条11丁目13-20札幌市手稲区前田二条11丁目13-20 011-685-9251011-685-9251
たかぎ　こう

き

3333 23-445623-4456 西沢　雄志西沢　雄志 （株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店 007-0801007-0801 札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12 011-788-0368011-788-0368
にしざわ　ゆ

うじ

3434 24-471224-4712 合田　雅裕合田　雅裕 （株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　札幌東苗穂店 007-0801007-0801 札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12 011-788-0368011-788-0368
ごうだ　まさ

ひろ

3535 20-355620-3556 鈴木　秀昭鈴木　秀昭 （株）富士メガネ　イオン札幌苗穂店（株）富士メガネ　イオン札幌苗穂店 007-0802007-0802
札幌市東区東苗穂2条3-1-1 札幌市東区東苗穂2条3-1-1 
イオンモール札幌苗穂2Fイオンモール札幌苗穂2F

011-785-7288011-785-7288
すずき　ひで

あき

3636 16-260216-2602 吉谷地　舞子吉谷地　舞子
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店

007-0840007-0840 札幌市東区北40条東1-1-27札幌市東区北40条東1-1-27 011-723-4133011-723-4133
よしやち　ま

いこ

3737 20-353720-3537 白岩　行範白岩　行範
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店

007-0840007-0840 札幌市東区北40条東1-1-27札幌市東区北40条東1-1-27 011-723-4133011-723-4133
しらいわ　ゆ

きのり

3838 22-431022-4310 西田　吉秀西田　吉秀
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店麻生補聴器プラザ　エクセア札幌店

007-0840007-0840 札幌市東区北40条東1-1-27札幌市東区北40条東1-1-27 011-723-4133011-723-4133
にしだ　よし

ひで

3939 22-415322-4153 澤田　祐一澤田　祐一 岩崎電子（株）　函館補聴器センター岩崎電子（株）　函館補聴器センター 040-0004040-0004
函館市杉並町8-20 函館市杉並町8-20 
オカダビル1Fオカダビル1F

0138-56-87330138-56-8733
さわだ　ゆう

いち

4040 21-366221-3662 佐々木　治子佐々木　治子 新日本補聴器（株）　函館店新日本補聴器（株）　函館店 040-0015040-0015
函館市梁川町1-7 函館市梁川町1-7 
エール梁川1Fエール梁川1F

0138-31-83380138-31-8338
ささき　はる

こ

北海道北海道
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 21-385921-3859 五十嵐　靖雄五十嵐　靖雄 （株）富士メガネ　函館駅前店（株）富士メガネ　函館駅前店 040-0063040-0063 函館市若松町19-3函館市若松町19-3 0138-23-37520138-23-3752
いがらし　や

すお

4242 18-292318-2923 光冨　信也光冨　信也 （株）富士メガネ　小樽店（株）富士メガネ　小樽店 047-0032047-0032 小樽市稲穂1-4-14小樽市稲穂1-4-14 0134-33-68800134-33-6880
みつとみ　し

んや

4343 23-452323-4523 山田　省吾山田　省吾
（有）メガネのタカダ　（有）メガネのタカダ　
メガネ補聴器専門店タカダメガネ補聴器専門店タカダ

047-0032047-0032 小樽市稲穂2-16-15小樽市稲穂2-16-15 0134-25-30030134-25-3003
やまだ　しょ

うご

4444 6-14846-1484 髙田　嗣久髙田　嗣久
（有）メガネのタカダ　（有）メガネのタカダ　
メガネ補聴器専門店タカダメガネ補聴器専門店タカダ

047-0032047-0032 小樽市稲穂2-16-15小樽市稲穂2-16-15 0134-25-30030134-25-3003
たかだ　つぐ

ひさ

4545 18-295918-2959 田中　きよみ田中　きよみ タナカ総研（株）　補聴器舘　おたる本店タナカ総研（株）　補聴器舘　おたる本店 047-0032047-0032
小樽市稲穂3-9-1 小樽市稲穂3-9-1 
サンビルスクエア1Fサンビルスクエア1F

0134-31-29330134-31-2933
たなか　きよ

み

4646 14-241014-2410 田中　英樹田中　英樹 （株）なの花北海道　小樽補聴器センター（株）なの花北海道　小樽補聴器センター 047-0036047-0036
小樽市長橋2-17-17 小樽市長橋2-17-17 
なの花薬局　西小樽店内なの花薬局　西小樽店内

0134-33-11330134-33-1133
たなか　ひで

き

4747 22-414622-4146 塚田　大樹塚田　大樹 （株）なの花北海道　小樽補聴器センター（株）なの花北海道　小樽補聴器センター 047-0036047-0036
小樽市長橋2-17-17 小樽市長橋2-17-17 
なの花薬局　西小樽店内なの花薬局　西小樽店内

0134-33-11330134-33-1133
つかだ　だい

き

4848 14-243014-2430 唯木　秀行唯木　秀行 メガネ・補聴器のタダキメガネ・補聴器のタダキ 050-0073050-0073 室蘭市宮の森町3-11-12室蘭市宮の森町3-11-12 0143-44-84640143-44-8464
ただき　ひで

ゆき

4949 7-15577-1557 唯木　賢一唯木　賢一 メガネ・補聴器のタダキメガネ・補聴器のタダキ 050-0073050-0073 室蘭市宮の森町3-11-12室蘭市宮の森町3-11-12 0143-44-84640143-44-8464
ただき　けん

いち

5050 19-313619-3136 小池　充小池　充 （株）富士メガネ　室蘭店（株）富士メガネ　室蘭店 050-0074050-0074
室蘭市中島町1-19 室蘭市中島町1-19 
長崎屋1階長崎屋1階

0143-45-33410143-45-3341
こいけ　みつ

る

5151 9-17809-1780 植村　篤詞植村　篤詞 岩崎電子（株）　室蘭補聴器センター岩崎電子（株）　室蘭補聴器センター 050-0074050-0074
室蘭市中島町3-25-1 室蘭市中島町3-25-1 
TMビル1FTMビル1F

0143-45-41330143-45-4133
うえむら　あ

つし

5252 12-225412-2254 羽山　佳秀羽山　佳秀 （株）札幌補聴器センター　苫小牧店（株）札幌補聴器センター　苫小牧店 053-0015053-0015 苫小牧市本幸町1丁目3-18苫小牧市本幸町1丁目3-18 0144-37-33180144-37-3318
はやま　よし

ひで

5353 25-524825-5248 河野　慎治河野　慎治 （株）富士メガネ　苫小牧駅前店（株）富士メガネ　苫小牧駅前店 053-0022053-0022 苫小牧市表町5丁目5番4号苫小牧市表町5丁目5番4号 0144-33-30300144-33-3030
こうの　しん

じ

5454 15-246715-2467 瀬高　靖之瀬高　靖之 岩崎電子（株）　苫小牧補聴器センター岩崎電子（株）　苫小牧補聴器センター 053-0022053-0022
苫小牧市表町5-4-7 苫小牧市表町5-4-7 
海晃第一ビル1階海晃第一ビル1階

0144-37-41330144-37-4133
せたか　やす

ゆき

5555 27-594027-5940 原田　峻原田　峻 （株）富士メガネ　苫小牧イオン前店（株）富士メガネ　苫小牧イオン前店 053-0054053-0054 苫小牧市明野新町1丁目1-3苫小牧市明野新町1丁目1-3 0144-52-57250144-52-5725
はらだ　しゅ

ん

5656 29-630229-6302 山口　洋平山口　洋平 （株）富士メガネ　苫小牧イオン前店（株）富士メガネ　苫小牧イオン前店 053-0054053-0054 苫小牧市明野新町1丁目1-3苫小牧市明野新町1丁目1-3 0144-52-57250144-52-5725
やまぐち　よ

うへい

5757 23-464723-4647 安藤　清紀安藤　清紀 （株）オオミチ　苫小牧店（株）オオミチ　苫小牧店 053-0833053-0833 苫小牧市日新町5-1-3苫小牧市日新町5-1-3 0144-75-10000144-75-1000
あんどう　き

よのり

5858 25-512825-5128 小野　一美小野　一美 （株）オオミチ　しらおい店（株）オオミチ　しらおい店 059-0904059-0904 白老郡白老町東町2-1-39白老郡白老町東町2-1-39 0144-82-10000144-82-1000 おの　かずみ

5959 4-12534-1253 菊井　雄介菊井　雄介 （株）富士メガネ　グランドホテル前店（株）富士メガネ　グランドホテル前店 060-0001060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3-26札幌市中央区北1条西3丁目3-26 011-281-2531011-281-2531
きくい　ゆう

すけ

6060 22-438522-4385 神田　徳哉神田　徳哉 （株）富士メガネ　グランドホテル前店（株）富士メガネ　グランドホテル前店 060-0001060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3-26札幌市中央区北1条西3丁目3-26 011-281-2531011-281-2531
かんだ　とく

や

6161 24-493124-4931 阿部　優作阿部　優作 （株）富士メガネ　グランドホテル前店（株）富士メガネ　グランドホテル前店 060-0001060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3-26札幌市中央区北1条西3丁目3-26 011-281-2531011-281-2531
あべ　ゆうさ

く

6262 18-304218-3042 平田　敦之平田　敦之 シバントス（株）　札幌営業所シバントス（株）　札幌営業所 060-0001060-0001
札幌市中央区北1条西3-3 札幌市中央区北1条西3-3 
札幌プラザビル8F札幌プラザビル8F

0800-222-41330800-222-4133
ひらた　あつ

し

6363 21-387221-3872 阿部　聖明阿部　聖明
（株）ホクレン商事　（株）ホクレン商事　
営業部情報サービス課　補聴器センター営業部情報サービス課　補聴器センター

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西1丁目2-9 札幌市中央区北3条西1丁目2-9 
ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階

011-261-3370011-261-3370
あべ　きよあ

き

6464 21-389721-3897 五十嵐　新五十嵐　新
（株）ホクレン商事　（株）ホクレン商事　
営業部情報サービス課　補聴器センター営業部情報サービス課　補聴器センター

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西1丁目2-9 札幌市中央区北3条西1丁目2-9 
ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階

011-261-3370011-261-3370
いがらし　あ

らた

6565 21-389921-3899 小林　武弘小林　武弘
（株）ホクレン商事　（株）ホクレン商事　
営業部情報サービス課　補聴器センター営業部情報サービス課　補聴器センター

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西1丁目2-9 札幌市中央区北3条西1丁目2-9 
ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階

011-261-3370011-261-3370
こばやし　た

けひろ

6666 21-390121-3901 山田　良之山田　良之
（株）ホクレン商事　（株）ホクレン商事　
営業部情報サービス課　補聴器センター営業部情報サービス課　補聴器センター

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西1丁目2-9 札幌市中央区北3条西1丁目2-9 
ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階

011-261-3370011-261-3370
やまだ　よし

ゆき

6767 26-548026-5480 三谷　晴喜三谷　晴喜
（株）ホクレン商事営業部情報サービス課　（株）ホクレン商事営業部情報サービス課　
補聴器センター補聴器センター

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西1丁目2-9 札幌市中央区北3条西1丁目2-9 
ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階ANAクラウンプラザホテル札幌地下1階

011-261-3370011-261-3370
みたに　はる

き

6868 20-346820-3468 小川　訓正小川　訓正
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西2 札幌市中央区北3条西2 
札幌HSビル1F札幌HSビル1F

011-231-2005011-231-2005
おがわ　のり

まさ

6969 21-366121-3661 桝井　美沙桝井　美沙
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西2 札幌市中央区北3条西2 
札幌HSビル1F札幌HSビル1F

011-231-2005011-231-2005 ますい　みさ

7070 23-442923-4429 竹内　翔太竹内　翔太
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西2 札幌市中央区北3条西2 
札幌HSビル1F札幌HSビル1F

011-231-2005011-231-2005
たけうち　

しょうた

7171 6-14486-1448 福舛　敏一福舛　敏一
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店

060-0003060-0003
札幌市中央区北3条西2 札幌市中央区北3条西2 
札幌HSビル1F札幌HSビル1F

011-231-2005011-231-2005
ふくます　と

しかず

7272 19-313419-3134 小倉　康広小倉　康広 （株）富士メガネ　地下街オーロラタウン店（株）富士メガネ　地下街オーロラタウン店 060-0042060-0042
札幌市中央区大通西2丁目 札幌市中央区大通西2丁目 
(札幌地下街オーロラタウン)(札幌地下街オーロラタウン)

011-231-7555011-231-7555
おぐら　やす

ひろ

7373 25-524725-5247 小林　千江子小林　千江子 （株）富士メガネ　地下街オーロラタウン店（株）富士メガネ　地下街オーロラタウン店 060-0042060-0042
札幌市中央区大通西2丁目 札幌市中央区大通西2丁目 
(札幌地下街オーロラタウン)(札幌地下街オーロラタウン)

011-231-7555011-231-7555
こばやし　ち

えこ

7474 27-593827-5938 熊木　祥一熊木　祥一 （株）富士メガネ　地下街オーロラタウン店（株）富士メガネ　地下街オーロラタウン店 060-0042060-0042
札幌市中央区大通西2丁目 札幌市中央区大通西2丁目 
(札幌地下街オーロラタウン)(札幌地下街オーロラタウン)

011-231-7555011-231-7555
くまき　よし

かず

7575 27-589027-5890 白幡　裕一白幡　裕一 ワイデックス（株）　札幌営業所ワイデックス（株）　札幌営業所 060-0052060-0052
札幌市中央区南二条東1-1-12 札幌市中央区南二条東1-1-12 
フラーテ札幌511フラーテ札幌511

03-5511-853903-5511-8539
しらはた　ゆ

ういち

7676 25-518525-5185 浦　竜也浦　竜也
（株）メガネ・コンタクトの井上　（株）メガネ・コンタクトの井上　
メガネの井上　札幌シャンテ店メガネの井上　札幌シャンテ店

060-0061060-0061
札幌市中央区南一条西1丁目 札幌市中央区南一条西1丁目 
札幌シャンテ地下1階札幌シャンテ地下1階

011-222-5450011-222-5450 うら　たつや

7777 11-208011-2080 山田　富雄山田　富雄 （株）札幌補聴器センター　本店（株）札幌補聴器センター　本店 060-0061060-0061
札幌市中央区南一条西2-1-1 札幌市中央区南一条西2-1-1 
らんたんびる6階らんたんびる6階

011-221-2185011-221-2185
やまだ　とみ

お

7878 17-269817-2698 中嶋　隆治中嶋　隆治 （株）札幌補聴器センター　本店（株）札幌補聴器センター　本店 060-0061060-0061
札幌市中央区南一条西2-1-1 札幌市中央区南一条西2-1-1 
らんたんびる6階らんたんびる6階

011-221-2185011-221-2185
なかじま　

りゅうじ

7979 25-512125-5121 山田　康二山田　康二 （株）札幌補聴器センター　本店（株）札幌補聴器センター　本店 060-0061060-0061
札幌市中央区南一条西2-1-1 札幌市中央区南一条西2-1-1 
らんたんびる6階らんたんびる6階

011-221-2185011-221-2185
やまだ　こう

じ

8080 26-558126-5581 三浦　拓也三浦　拓也 （株）札幌補聴器センター　本店（株）札幌補聴器センター　本店 060-0061060-0061
札幌市中央区南一条西2-1-1 札幌市中央区南一条西2-1-1 
らんたんびる6階らんたんびる6階

011-221-2185011-221-2185
みうら　たく

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。

北海道北海道
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 17-271217-2712 門脇　貴之門脇　貴之 ヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センターヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センター 060-0061060-0061
札幌市中央区南1条西5-7 札幌市中央区南1条西5-7 
愛生館ビル2F愛生館ビル2F

011-207-3383011-207-3383
かどわき　た

かゆき

8282 17-276917-2769 松原　小百合松原　小百合 ヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センターヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センター 060-0061060-0061
札幌市中央区南1条西5-7 札幌市中央区南1条西5-7 
愛生館ビル2F愛生館ビル2F

011-207-3383011-207-3383
まつばら　さ

ゆり

8383 19-315019-3150 佐藤　健一佐藤　健一 ヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センターヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センター 060-0061060-0061
札幌市中央区南1条西5-7 札幌市中央区南1条西5-7 
愛生館ビル2F愛生館ビル2F

011-207-3383011-207-3383
さとう　けん

いち

8484 21-372121-3721 米沢　和恵米沢　和恵 ヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センターヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センター 060-0061060-0061
札幌市中央区南1条西5-7 札幌市中央区南1条西5-7 
愛生館ビル2F愛生館ビル2F

011-207-3383011-207-3383
よねざわ　か

ずえ

8585 26-564226-5642 鈴木　翔悟鈴木　翔悟 ヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センターヒヤリング技研（有）　さくら補聴器センター 060-0061060-0061
札幌市中央区南1条西5-7 札幌市中央区南1条西5-7 
愛生館ビル2F愛生館ビル2F

011-207-3383011-207-3383
すずき　しょ

うご

8686 20-354920-3549 伊藤　吉一伊藤　吉一 （株）富士メガネ　狸小路本店（株）富士メガネ　狸小路本店 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西4丁目7番地札幌市中央区南2条西4丁目7番地 011-231-7151011-231-7151
いとう　よし

かず

8787 11-200911-2009 安西　秀利安西　秀利 （株）水野眼鏡店（株）水野眼鏡店 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西4-1札幌市中央区南2条西4-1 011-231-0732011-231-0732
あんざい　ひ

でとし

8888 25-518625-5186 斎藤　雅憲斎藤　雅憲 （株）水野眼鏡店（株）水野眼鏡店 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西4-1札幌市中央区南2条西4-1 011-231-0732011-231-0732
さいとう　ま

さのり

8989 28-625728-6257 福川　博之福川　博之 （株）水野眼鏡店（株）水野眼鏡店 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西4-1札幌市中央区南2条西4-1 011-231-0732011-231-0732
ふくかわ　ひ

ろゆき

9090 2-10912-1091 熊谷　英司熊谷　英司 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
くまがい　え

いじ

9191 5-13675-1367 中津　政典中津　政典 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
なかつ　まさ

のり

9292 6-14636-1463 中村　孝行中村　孝行 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
なかむら　た

かゆき

9393 10-194310-1943 浜田　正也浜田　正也 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
はまだ　まさ

や

9494 11-208111-2081 鈴木　靖子鈴木　靖子 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
すずき　やす

こ

9595 14-242014-2420 佐々木　智佐々木　智 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
ささき　さと

し

9696 18-292218-2922 萩坂　天一萩坂　天一 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
はぎさか　て

んいち

9797 19-318019-3180 角地　隆嗣角地　隆嗣 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
かくち　たか

つぐ

9898 21-393521-3935 竹村　仁志竹村　仁志 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
たけむら　ひ

とし

9999 26-555126-5551 中村　公哉中村　公哉 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
なかむら　き

みや

100100 26-557026-5570 大久　大地大久　大地 岩崎電子（株）岩崎電子（株） 060-0062060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目11-7札幌市中央区南2条西3丁目11-7 011-231-2002011-231-2002
おおひさ　だ

いち

101101 2-11462-1146 石川　雄洋石川　雄洋
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　時計台補聴器センター　

060-0062060-0062 札幌市中央区南二条西2-11-1札幌市中央区南二条西2-11-1 011-223-8133011-223-8133
いしかわ　か

つひろ

102102 14-241114-2411 三田村　美佳三田村　美佳
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　時計台補聴器センター　

060-0062060-0062 札幌市中央区南二条西2-11-1札幌市中央区南二条西2-11-1 011-223-8133011-223-8133
みたむら　み

か

103103 21-367121-3671 齋藤　信広齋藤　信広
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　時計台補聴器センター　

060-0062060-0062 札幌市中央区南二条西2-11-1札幌市中央区南二条西2-11-1 011-223-8133011-223-8133
さいとう　の

ぶひろ

104104 19-313819-3138 横山　雅人横山　雅人 （株）富士メガネ　パセオ店（株）富士メガネ　パセオ店 060-0806060-0806
札幌市北区北6条西2丁目 札幌市北区北6条西2丁目 
JR札幌駅　パセオイースト1FJR札幌駅　パセオイースト1F

011-213-5677011-213-5677
よこやま　ま

さと

105105 29-656629-6566 羽場　政人羽場　政人 マキチエ（株）　札幌営業所マキチエ（株）　札幌営業所 060-0807060-0807
札幌市北区北7条西2-6 札幌市北区北7条西2-6 
37山京ビル518号室37山京ビル518号室

011-747-6652011-747-6652 はば　まさと

106106 23-458923-4589 尾山　正樹尾山　正樹
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
札幌三越　メガネ補聴器サロン札幌三越　メガネ補聴器サロン

060-8666060-8666
札幌市中央区南1条西3-8 札幌市中央区南1条西3-8 
札幌三越9階札幌三越9階

011-222-1873011-222-1873
おやま　まさ

き

107107 22-427722-4277 北潟　成一北潟　成一 （株）富士メガネ　恵庭ビッグハウス店（株）富士メガネ　恵庭ビッグハウス店 061-1413061-1413
恵庭市本町210番地 恵庭市本町210番地 
ビッグハウス1Fビッグハウス1F

0123-34-43000123-34-4300
きたがた　せ

いいち

108108 17-281917-2819 沖田　安和沖田　安和 （株）富士メガネ　月寒店（株）富士メガネ　月寒店 062-0020062-0020 札幌市豊平区月寒中央通10-1-11札幌市豊平区月寒中央通10-1-11 011-852-7151011-852-7151
おきた　やす

かず

109109 28-605128-6051 青木　晃青木　晃 （株）富士メガネ　月寒店（株）富士メガネ　月寒店 062-0020062-0020 札幌市豊平区月寒中央通10-1-11札幌市豊平区月寒中央通10-1-11 011-852-7151011-852-7151
あおき　みつ

る

110110 27-572727-5727 畠山　泰樹畠山　泰樹 （株）富士メガネ　西町西友店（株）富士メガネ　西町西友店 063-0062063-0062
札幌市西区西町南6丁目1 札幌市西区西町南6丁目1 
西友2F西友2F

011-662-4171011-662-4171
はたけやま　

たいき

111111 29-627229-6272 奥山　華保奥山　華保 （株）富士メガネ　西町西友店（株）富士メガネ　西町西友店 063-0062063-0062
札幌市西区西町南6丁目1 札幌市西区西町南6丁目1 
西友2F西友2F

011-662-4171011-662-4171
おくやま　か

ほ

112112 25-529025-5290 的場　英治的場　英治 （株）SDL・HD　E・テラス　琴似店（株）SDL・HD　E・テラス　琴似店 063-0811063-0811 札幌市西区琴似一条2丁目6-8札幌市西区琴似一条2丁目6-8 011-624-3336011-624-3336
まとば　えい

じ

113113 26-564026-5640 齋藤　聖齋藤　聖 （株）SDL・HD　E・テラス　琴似店（株）SDL・HD　E・テラス　琴似店 063-0811063-0811 札幌市西区琴似一条2丁目6-8札幌市西区琴似一条2丁目6-8 011-624-3336011-624-3336
さいとう　ひ

じり

114114 19-313519-3135 石塚　勝石塚　勝 （株）富士メガネ　5588 琴似店（株）富士メガネ　5588 琴似店 063-0812063-0812
札幌市西区琴似2条1丁目2 札幌市西区琴似2条1丁目2 
5588KOTONI 1F5588KOTONI 1F

011-633-7151011-633-7151
いしづか　ま

さる

115115 24-491724-4917 江戸　淳一江戸　淳一 （株）富士メガネ　イオン札幌発寒 SC 店（株）富士メガネ　イオン札幌発寒 SC 店 063-0828063-0828
札幌市西区発寒八条12丁目1-1 札幌市西区発寒八条12丁目1-1 
イオン札幌発寒ショッピングセンター2Fイオン札幌発寒ショッピングセンター2F

011-668-0715011-668-0715
えど　じゅん

いち

116116 27-594227-5942 中川　宏介中川　宏介 （株）富士メガネ　旭ヶ丘西友店（株）富士メガネ　旭ヶ丘西友店 064-0808064-0808
札幌市中央区南8条西25丁目2‐1 札幌市中央区南8条西25丁目2‐1 
西友2F西友2F

011-562-7181011-562-7181
なかがわ　こ

うすけ

117117 22-427822-4278 村上　俊雅村上　俊雅 （株）富士メガネ　円山店（株）富士メガネ　円山店 064-0820064-0820 札幌市中央区大通西27丁目2-10札幌市中央区大通西27丁目2-10 011-640-3770011-640-3770
むらかみ　と

しまさ

118118 28-602628-6026 高橋　潤高橋　潤 （株）富士メガネ　円山店（株）富士メガネ　円山店 064-0820064-0820 札幌市中央区大通西27丁目2-10札幌市中央区大通西27丁目2-10 011-640-3770011-640-3770
たかはし　

じゅん

119119 15-255015-2550 鳥飼　洋子鳥飼　洋子 （株）鳥飼商店　クラーク補聴器（株）鳥飼商店　クラーク補聴器 064-0823064-0823
札幌市中央区北三条西28-2-1 札幌市中央区北三条西28-2-1 
サンビル1階サンビル1階

011-676-8826011-676-8826
とりがい　よ

うこ

120120 17-280617-2806 鳥飼　祐介鳥飼　祐介 （株）鳥飼商店　クラーク補聴器（株）鳥飼商店　クラーク補聴器 064-0823064-0823
札幌市中央区北三条西28-2-1 札幌市中央区北三条西28-2-1 
サンビル1階サンビル1階

011-676-8826011-676-8826
とりがい　ゆ

うすけ
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121121 8-16558-1655 水島　英樹水島　英樹
岩崎電子（株）　岩崎電子（株）　
岩崎電子補聴器センター　元町店岩崎電子補聴器センター　元町店

065-0022065-0022
札幌市東区北22条東16丁目1-10 札幌市東区北22条東16丁目1-10 
メープル元町1Fメープル元町1F

011-786-4133011-786-4133
みずしま　ひ

でき

122122 29-634129-6341 長岡　菜穂子長岡　菜穂子 （株）富士メガネ　元町店（株）富士メガネ　元町店 065-0024065-0024 札幌市東区北二十四条東21-1-1札幌市東区北二十四条東21-1-1 011-782-7151011-782-7151
ながおか　な

おこ

123123 24-492324-4923 下坂　昇一下坂　昇一 （株）富士メガネ　イオン札幌元町店（株）富士メガネ　イオン札幌元町店 065-0031065-0031
札幌市東区北31条東15-1-1 札幌市東区北31条東15-1-1 
イオン札幌元町ショッピングセンター2Fイオン札幌元町ショッピングセンター2F

011-751-6767011-751-6767
しもさか　

しょういち

124124 24-492124-4921 千葉　竜志千葉　竜志 （株）富士メガネ　アリオ札幌店（株）富士メガネ　アリオ札幌店 065-8518065-8518
札幌市東区北7条東9丁目2-20 札幌市東区北7条東9丁目2-20 
アリオ札幌3Fアリオ札幌3F

011-721-0200011-721-0200 ちば　たつし

125125 28-607328-6073 山口　尚山口　尚 （株）富士メガネ　アリオ札幌店（株）富士メガネ　アリオ札幌店 065-8518065-8518
札幌市東区北7条東9丁目2-20 札幌市東区北7条東9丁目2-20 
アリオ札幌3Fアリオ札幌3F

011-721-0200011-721-0200
やまぐち　た

かし

126126 18-292418-2924 藤井　幹彦藤井　幹彦 （株）富士メガネ　千歳店（株）富士メガネ　千歳店 066-0061066-0061
千歳市栄町6丁目51番地 千歳市栄町6丁目51番地 
イオン千歳ショッピングセンター1Fイオン千歳ショッピングセンター1F

0123-26-18090123-26-1809
ふじい　みき

ひこ

127127 16-260616-2606 田中　広文田中　広文 タナカ総研（株）　補聴器舘　千歳駅前店タナカ総研（株）　補聴器舘　千歳駅前店 066-0062066-0062 千歳市千代田町6-41千歳市千代田町6-41 0123-42-29330123-42-2933
たなか　ひろ

ふみ

128128 26-560126-5601 倉町　真二倉町　真二 （株）富士メガネ　江別店（株）富士メガネ　江別店 069-0812069-0812
江別市幸町35番地 江別市幸町35番地 
イオン江別SC3Fイオン江別SC3F

011-384-1141011-384-1141
くらまち　し

んじ

129129 12-219412-2194 近藤　吉一近藤　吉一
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　江別店さくら補聴器センター　江別店

069-0812069-0812
江別市幸町33-6 江別市幸町33-6 
須藤ビル1F須藤ビル1F

011-383-4133011-383-4133
こんどう　よ

しかず

130130 24-489824-4898 加藤　瑞恵加藤　瑞恵
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　江別店さくら補聴器センター　江別店

069-0812069-0812
江別市幸町33-6 江別市幸町33-6 
須藤ビル1F須藤ビル1F

011-383-4133011-383-4133
かとう　みず

え

131131 6-15146-1514 田中　常王田中　常王 （株）富士メガネ　野幌店（株）富士メガネ　野幌店 069-0813069-0813 江別市野幌町82-8江別市野幌町82-8 011-389-7151011-389-7151
たなか　つね

お

132132 20-354520-3545 今野　光博今野　光博 （株）富士メガネ　イオンモール旭川駅前店（株）富士メガネ　イオンモール旭川駅前店 070-0030070-0030
旭川市宮下通7-2-5 旭川市宮下通7-2-5 
イオンモール旭川駅前2Fイオンモール旭川駅前2F

0166-26-01380166-26-0138
こんの　みつ

ひろ

133133 19-319219-3192 大川　剛大川　剛
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　旭川店時計台補聴器センター　旭川店

070-0030070-0030
旭川市宮下通9丁目396-1 旭川市宮下通9丁目396-1 
たまメディカルビル1Fたまメディカルビル1F

0166-24-17330166-24-1733
おおかわ　ご

う

134134 24-474024-4740 佐々木　喜兵衛佐々木　喜兵衛
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　旭川店時計台補聴器センター　旭川店

070-0030070-0030
旭川市宮下通9丁目396-1 旭川市宮下通9丁目396-1 
たまメディカルビル1Fたまメディカルビル1F

0166-24-17330166-24-1733
ささき　きへ

い

135135 16-266816-2668 中野　憲一中野　憲一 岩崎電子（株）　旭川補聴器センター岩崎電子（株）　旭川補聴器センター 070-0030070-0030
旭川市宮下通9丁目766 旭川市宮下通9丁目766 
フージャース旭川駅前ビル1階フージャース旭川駅前ビル1階

0166-25-22630166-25-2263
なかの　けん

いち

136136 21-374021-3740 加藤　裕斗加藤　裕斗 岩崎電子（株）　旭川補聴器センター岩崎電子（株）　旭川補聴器センター 070-0030070-0030
旭川市宮下通9丁目766 旭川市宮下通9丁目766 
フージャース旭川駅前ビル1階フージャース旭川駅前ビル1階

0166-25-22630166-25-2263
かとう　ゆう

と

137137 26-561726-5617 権城　和恵権城　和恵 タナカ総研（株）　補聴器舘　旭川店タナカ総研（株）　補聴器舘　旭川店 070-0031070-0031
旭川市1条通7丁目左1号 旭川市1条通7丁目左1号 
エンドレス17　1Fエンドレス17　1F

0166-23-29330166-23-2933
ごんじょう　

かずえ

138138 22-429122-4291 金木　圭三金木　圭三 （株）HA-L　ハル旭川（株）HA-L　ハル旭川 070-0034070-0034 旭川市4条通8丁目1705番地41旭川市4条通8丁目1705番地41 0166-27-24330166-27-2433
かねき　けい

ぞう

139139 7-16167-1616 木村　志津子木村　志津子 （有）キムラ補聴器センター（有）キムラ補聴器センター 070-0034070-0034 旭川市4条通7丁目左10旭川市4条通7丁目左10 0166-22-30140166-22-3014
きむら　しづ

こ

140140 17-276317-2763 木村　光宏木村　光宏 （有）キムラ補聴器センター（有）キムラ補聴器センター 070-0034070-0034 旭川市4条通7丁目左10旭川市4条通7丁目左10 0166-22-30140166-22-3014
きむら　みつ

ひろ

141141 17-278417-2784 濱田　貴弘濱田　貴弘 旭川ヒアリング（株）旭川ヒアリング（株） 071-8154071-8154 旭川市東鷹栖4線14号2948-14旭川市東鷹栖4線14号2948-14 0166-57-09330166-57-0933
はまだ　たか

ひろ

142142 25-523725-5237 川口　裕史川口　裕史 メガネ・補聴器の川口メガネ・補聴器の川口 073-0021073-0021 滝川市本町2-1-30滝川市本町2-1-30 0125-22-23340125-22-2334
かわぐち　ひ

ろふみ

143143 25-507725-5077 片山　陽介片山　陽介 （株）セイコー堂　片山時計眼鏡店（株）セイコー堂　片山時計眼鏡店 074-0002074-0002 深川市2条9-41深川市2条9-41 0164-22-24410164-22-2441
かたやま　よ

うすけ

144144 22-421722-4217 三浦　和夫三浦　和夫 マイスター補聴器マイスター補聴器 074-0003074-0003
深川市3条8番1号　 深川市3条8番1号　 
カワグチビル103カワグチビル103

0164-34-63770164-34-6377
みうら　かず

お

145145 18-291818-2918 髙瀬　紳髙瀬　紳 （有）タカセ（有）タカセ 075-0001075-0001 芦別市北1条西1-1芦別市北1条西1-1 0124-22-31970124-22-3197 たかせ　しん

146146 21-400721-4007 吉田　幸生吉田　幸生 （株）宝屋時計店（株）宝屋時計店 076-0031076-0031 富良野市本町1-20富良野市本町1-20 0167-22-25360167-22-2536
よしだ　ゆき

お

147147 27-594627-5946 阿部　修一阿部　修一 （株）宝屋時計店（株）宝屋時計店 076-0031076-0031 富良野市本町1-20富良野市本町1-20 0167-22-25360167-22-2536
あべ　しゅう

いち

148148 3-12153-1215 奥村　昌文奥村　昌文 （株）めがねのナカムラ　本店（株）めがねのナカムラ　本店 078-8234078-8234 旭川市豊岡4条2旭川市豊岡4条2 0166-34-17260166-34-1726
おくむら　ま

さふみ

149149 26-546526-5465 福井　大輔福井　大輔 （株）めがねのナカムラ　本店（株）めがねのナカムラ　本店 078-8234078-8234 旭川市豊岡4条2旭川市豊岡4条2 0166-34-17260166-34-1726
ふくい　だい

すけ

150150 24-482624-4826 兼松　知秀兼松　知秀 ともメディカル　補聴器のともメディカルともメディカル　補聴器のともメディカル 078-8340078-8340 旭川市東旭川町共栄304旭川市東旭川町共栄304 090-9753-2387090-9753-2387
かねまつ　と

もひで

151151 20-329620-3296 安井　新安井　新 リオン補聴器センター帯広リオン補聴器センター帯広 080-0011080-0011 帯広市西1条南12-2帯広市西1条南12-2 0155-24-58770155-24-5877 やすい　しん

152152 23-460923-4609 石原　正大石原　正大 （株）水晶堂　藤丸店（株）水晶堂　藤丸店 080-0012080-0012
帯広市西二条南八丁目 帯広市西二条南八丁目 
藤丸デパート 1F藤丸デパート 1F

0155-27-28040155-27-2804
いしはら　ま

さひろ

153153 16-260716-2607 横山　祐司横山　祐司
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　帯広店さくら補聴器センター　帯広店

080-0028080-0028
帯広市西18条南3丁目25-13   帯広市西18条南3丁目25-13   
NCウィング18ビル1FNCウィング18ビル1F

0155-38-55810155-38-5581
よこやま　ゆ

うじ

154154 27-578827-5788 川原　良介川原　良介
ヒヤリング技研（有）　ヒヤリング技研（有）　
さくら補聴器センター　帯広店さくら補聴器センター　帯広店

080-0028080-0028
帯広市西18条南3丁目25-13   帯広市西18条南3丁目25-13   
NCウィング18ビル1FNCウィング18ビル1F

0155-38-55810155-38-5581
かわはら　

りょうすけ

155155 21-372321-3723 佐々木　健一佐々木　健一 スマイル補聴器スマイル補聴器 080-0136080-0136 河東郡音更町宝来東町南1丁目13-9河東郡音更町宝来東町南1丁目13-9 090-8637-0357090-8637-0357
ささき　けん

いち

156156 20-354020-3540 佐々木　康之佐々木　康之 （株）アデス　補聴器相談室みみサポート帯広（株）アデス　補聴器相談室みみサポート帯広 080-0802080-0802 帯広市東二条南1丁目1-15帯広市東二条南1丁目1-15 0155-23-80000155-23-8000
ささき　やす

ゆき

157157 20-362020-3620 伊藤　昌彦伊藤　昌彦
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　帯広店時計台補聴器センター　帯広店

080-0802080-0802 帯広市西2条南10-19帯広市西2条南10-19 0155-24-86670155-24-8667
いとう　まさ

ひこ

158158 21-384421-3844 小原　英章小原　英章
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　帯広店時計台補聴器センター　帯広店

080-0802080-0802 帯広市西2条南10-19帯広市西2条南10-19 0155-24-86670155-24-8667
こはら　ひで

あき

159159 26-541126-5411 長谷川　博之長谷川　博之 （株）水晶堂　イトーヨーカ堂店（株）水晶堂　イトーヨーカ堂店 080-0831080-0831
帯広市稲田町南8線西10-1 帯広市稲田町南8線西10-1 
イトーヨーカ堂帯広店2Fイトーヨーカ堂帯広店2F

0155-49-25330155-49-2533
はせがわ　ひ

ろゆき

160160 20-357020-3570 松永　香織松永　香織 タナカ総研（株）　補聴器舘　帯広藤丸店タナカ総研（株）　補聴器舘　帯広藤丸店 080-8677080-8677
帯広市西2-8-1 帯広市西2-8-1 
藤丸5F藤丸5F

0155-26-33410155-26-3341
まつなが　か

おり



※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。

北海道北海道
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 24-500624-5006 切明　裕之切明　裕之 （株）メガネトップ　眼鏡市場　釧路入江店（株）メガネトップ　眼鏡市場　釧路入江店 085-0008085-0008 釧路市入江町14-4釧路市入江町14-4 0154-32-36080154-32-3608
きりあけ　ひ

ろゆき

162162 19-315119-3151 髙橋　和志髙橋　和志
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　釧路店時計台補聴器センター　釧路店

085-0014085-0014 釧路市末広町9-1-2釧路市末広町9-1-2 0154-32-15150154-32-1515
たかはし　か

ずし

163163 20-355820-3558 佐々木　真弓佐々木　真弓
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　釧路店時計台補聴器センター　釧路店

085-0014085-0014 釧路市末広町9-1-2釧路市末広町9-1-2 0154-32-15150154-32-1515
ささき　まゆ

み

164164 13-230113-2301 佐久間　貴史佐久間　貴史 （株）サクマ　釧路補聴器センター（株）サクマ　釧路補聴器センター 085-0015085-0015 釧路市北大通12-1-5釧路市北大通12-1-5 0154-25-60480154-25-6048
さくま　たか

ふみ

165165 20-329420-3294 佐久間　和史佐久間　和史 （株）サクマ　釧路補聴器センター（株）サクマ　釧路補聴器センター 085-0015085-0015 釧路市北大通12-1-5釧路市北大通12-1-5 0154-25-60480154-25-6048
さくま　かず

ふみ

166166 6-14796-1479 椿原　利明椿原　利明 （株）すずき　中標津店（株）すずき　中標津店 086-1146086-1146
標津郡中標津町南町3-10 標津郡中標津町南町3-10 
東武サウスヒルズ内東武サウスヒルズ内

0153-73-30130153-73-3013
つばきはら　

としあき

167167 25-525025-5250 山崎　卓山崎　卓 （株）富士メガネ　釧路桂木店（株）富士メガネ　釧路桂木店 088-0621088-0621
釧路郡釧路町桂木4丁目2 釧路郡釧路町桂木4丁目2 
桂木ショッピングプラザ桂木ショッピングプラザ

0154-38-63310154-38-6331
やまざき　た

かし

168168 7-16137-1613 川上　康夫川上　康夫 片岡電機（株）片岡電機（株） 090-0040090-0040 北見市大通西3丁目10-1 北見市大通西3丁目10-1 0157-24-62880157-24-6288
かわかみ　や

すお

169169 26-541726-5417 小野　弥小野　弥 補聴器屋補聴器屋 090-0833090-0833
北見市とん田東町453番地3 北見市とん田東町453番地3 
仲野オフィス1-6仲野オフィス1-6

080-6949-9921080-6949-9921 おの　わたる

170170 28-609028-6090 大川　修大川　修 （株）富士メガネ　北見店（株）富士メガネ　北見店 090-0835090-0835
北見市光西町186番地 北見市光西町186番地 
イトーヨーカドー1Fイトーヨーカドー1F

0157-25-26450157-25-2645
おおかわ　お

さむ

171171 8-16778-1677 小倉　泰浩小倉　泰浩
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア北見店麻生補聴器プラザ　エクセア北見店

090-0836090-0836 北見市東三輪2-54-9-1北見市東三輪2-54-9-1 0157-22-41330157-22-4133
おぐら　やす

ひろ

172172 17-286217-2862 伊藤　亮人伊藤　亮人 千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店 093-0014093-0014 網走市南4条西3丁目3番地網走市南4条西3丁目3番地 0152-44-22330152-44-2233
いとう　あき

ひと

173173 20-346320-3463 平塚　智治平塚　智治 千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店 093-0014093-0014 網走市南4条西3丁目3番地網走市南4条西3丁目3番地 0152-44-22330152-44-2233
ひらつか　と

もはる

174174 29-654129-6541 増子　隼人増子　隼人 千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店 093-0014093-0014 網走市南4条西3丁目3番地網走市南4条西3丁目3番地 0152-44-22330152-44-2233
ますこ　はや

と

175175 23-443123-4431 澤田　達矢澤田　達矢
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
道北補聴器　名寄店道北補聴器　名寄店

096-0014096-0014
名寄市西4条南6丁目2 名寄市西4条南6丁目2 
オートビットビル1Fオートビットビル1F

01654-3-131301654-3-1313
さわだ　たつ

や

176176 17-283817-2838 辻　勝辻　勝 （株）富士メガネ　イオン名寄店（株）富士メガネ　イオン名寄店 096-0071096-0071
名寄市徳田80-1 名寄市徳田80-1 
イオン名寄ショッピングセンターイオン名寄ショッピングセンター

01654-2-715101654-2-7151 つじ　まさる

177177 21-407721-4077 東　正敏東　正敏 アルバ補聴器アルバ補聴器 099-0410099-0410 紋別郡遠軽町東町2-3-6紋別郡遠軽町東町2-3-6 090-8370-8332090-8370-8332
あずま　まさ

とし

178178 26-538026-5380 藤田　昭裕藤田　昭裕 千里堂（株）　メガネのウィンク東武端野店千里堂（株）　メガネのウィンク東武端野店 099-2103099-2103
北見市端野町3区572-1 北見市端野町3区572-1 
東武イーストモール端野店内東武イーストモール端野店内

0157-56-40500157-56-4050
ふじた　あき

ひろ

179179 16-258916-2589 古川　晋祐古川　晋祐 千里堂（株）　crear de 千里堂千里堂（株）　crear de 千里堂 099-4141099-4141
斜里郡斜里町豊倉50-8  斜里郡斜里町豊倉50-8  
ラルズマート斜里店内ラルズマート斜里店内

0152-23-10700152-23-1070
ふるかわ　し

んすけ

180180 3-11873-1187 米澤　英次米澤　英次
よねざわ　え

いじ

181181 20-354720-3547 嶋田　和久嶋田　和久
しまだ　かず

ひさ

182182 21-390721-3907 本内　めぐみ本内　めぐみ
もとうち　め

ぐみ

183183 26-556726-5567 山本　恒星山本　恒星
やまもと　こ

うせい

184184 27-584127-5841 富盛　康仁富盛　康仁
とみもり　や

すひと

青森県青森県
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 25-524925-5249 阿部　俊之阿部　俊之 （株）富士メガネ　青森さくら野店（株）富士メガネ　青森さくら野店 030-0801030-0801
青森市新町1-13-2 青森市新町1-13-2 
さくら野青森店5Fさくら野青森店5F

017-722-5039017-722-5039
あべ　としゆ

き

22 2-11162-1116 下田　冴子下田　冴子 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
しもだ　さえ

こ

33 15-252015-2520 下田　和夫下田　和夫 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
しもだ　かず

お

44 17-271717-2717 下田　圭介下田　圭介 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
しもだ　けい

すけ

55 21-377721-3777 三浦　恵子三浦　恵子 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
みうら　けい

こ

66 19-314819-3148 前田　有朋前田　有朋 きこえ工房いとうきこえ工房いとう 030-0802030-0802 青森市本町1-4-27青森市本町1-4-27 017-753-1897017-753-1897
まえた　あり

とも

77 21-395121-3951 伊藤　学伊藤　学 きこえ工房いとうきこえ工房いとう 030-0802030-0802 青森市本町1-4-27青森市本町1-4-27 017-753-1897017-753-1897
いとう　まな

ぶ

88 23-445523-4455 末守　仁末守　仁 （株）富士メガネ　青森イトーヨーカドー店（株）富士メガネ　青森イトーヨーカドー店 030-0843030-0843
青森市浜田1-14-1 青森市浜田1-14-1 
イトーヨーカドー1Fイトーヨーカドー1F

017-762-3311017-762-3311
すえもり　ひ

とし

99 22-438022-4380 佐藤　直佐藤　直 新日本補聴器（株）　青森店新日本補聴器（株）　青森店 030-0861030-0861
青森市長島2-10-4 青森市長島2-10-4 
新藤ビル1F新藤ビル1F

017-774-0933017-774-0933
さとう　なお

し

1010 10-191510-1915 石沢　富美子石沢　富美子 東北補聴器（株）東北補聴器（株） 030-0903030-0903 青森市栄町2丁目4番6号青森市栄町2丁目4番6号 017-741-6862017-741-6862
いしざわ　ふ

みこ

1111 22-433822-4338 外﨑　耕士外﨑　耕士 東北補聴器（株）東北補聴器（株） 030-0903030-0903 青森市栄町2丁目4番6号青森市栄町2丁目4番6号 017-741-6862017-741-6862
とのさき　こ

うじ

1212 24-472224-4722 工藤　渉工藤　渉 東北補聴器（株）東北補聴器（株） 030-0903030-0903 青森市栄町2丁目4番6号青森市栄町2丁目4番6号 017-741-6862017-741-6862
くどう　わた

る

1313 9-17389-1738 蝦名　和夫蝦名　和夫 （株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店（株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店 031-0041031-0041 八戸市廿三日町31八戸市廿三日町31 0178-22-27580178-22-2758
えびな　かず

お

1414 14-239514-2395 石鉢　智広石鉢　智広 （株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店（株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店 031-0041031-0041 八戸市廿三日町31八戸市廿三日町31 0178-22-27580178-22-2758
いしのはち　

ともひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

北海道北海道
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 24-500624-5006 切明　裕之切明　裕之 （株）メガネトップ　眼鏡市場　釧路入江店（株）メガネトップ　眼鏡市場　釧路入江店 085-0008085-0008 釧路市入江町14-4釧路市入江町14-4 0154-32-36080154-32-3608
きりあけ　ひ

ろゆき

162162 19-315119-3151 髙橋　和志髙橋　和志
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　釧路店時計台補聴器センター　釧路店

085-0014085-0014 釧路市末広町9-1-2釧路市末広町9-1-2 0154-32-15150154-32-1515
たかはし　か

ずし

163163 20-355820-3558 佐々木　真弓佐々木　真弓
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
時計台補聴器センター　釧路店時計台補聴器センター　釧路店

085-0014085-0014 釧路市末広町9-1-2釧路市末広町9-1-2 0154-32-15150154-32-1515
ささき　まゆ

み

164164 13-230113-2301 佐久間　貴史佐久間　貴史 （株）サクマ　釧路補聴器センター（株）サクマ　釧路補聴器センター 085-0015085-0015 釧路市北大通12-1-5釧路市北大通12-1-5 0154-25-60480154-25-6048
さくま　たか

ふみ

165165 20-329420-3294 佐久間　和史佐久間　和史 （株）サクマ　釧路補聴器センター（株）サクマ　釧路補聴器センター 085-0015085-0015 釧路市北大通12-1-5釧路市北大通12-1-5 0154-25-60480154-25-6048
さくま　かず

ふみ

166166 6-14796-1479 椿原　利明椿原　利明 （株）すずき　中標津店（株）すずき　中標津店 086-1146086-1146
標津郡中標津町南町3-10 標津郡中標津町南町3-10 
東武サウスヒルズ内東武サウスヒルズ内

0153-73-30130153-73-3013
つばきはら　

としあき

167167 25-525025-5250 山崎　卓山崎　卓 （株）富士メガネ　釧路桂木店（株）富士メガネ　釧路桂木店 088-0621088-0621
釧路郡釧路町桂木4丁目2 釧路郡釧路町桂木4丁目2 
桂木ショッピングプラザ桂木ショッピングプラザ

0154-38-63310154-38-6331
やまざき　た

かし

168168 7-16137-1613 川上　康夫川上　康夫 片岡電機（株）片岡電機（株） 090-0040090-0040 北見市大通西3丁目10-1 北見市大通西3丁目10-1 0157-24-62880157-24-6288
かわかみ　や

すお

169169 26-541726-5417 小野　弥小野　弥 補聴器屋補聴器屋 090-0833090-0833
北見市とん田東町453番地3 北見市とん田東町453番地3 
仲野オフィス1-6仲野オフィス1-6

080-6949-9921080-6949-9921 おの　わたる

170170 28-609028-6090 大川　修大川　修 （株）富士メガネ　北見店（株）富士メガネ　北見店 090-0835090-0835
北見市光西町186番地 北見市光西町186番地 
イトーヨーカドー1Fイトーヨーカドー1F

0157-25-26450157-25-2645
おおかわ　お

さむ

171171 8-16778-1677 小倉　泰浩小倉　泰浩
（株）フラックス　（株）フラックス　
麻生補聴器プラザ　エクセア北見店麻生補聴器プラザ　エクセア北見店

090-0836090-0836 北見市東三輪2-54-9-1北見市東三輪2-54-9-1 0157-22-41330157-22-4133
おぐら　やす

ひろ

172172 17-286217-2862 伊藤　亮人伊藤　亮人 千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店 093-0014093-0014 網走市南4条西3丁目3番地網走市南4条西3丁目3番地 0152-44-22330152-44-2233
いとう　あき

ひと

173173 20-346320-3463 平塚　智治平塚　智治 千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店 093-0014093-0014 網走市南4条西3丁目3番地網走市南4条西3丁目3番地 0152-44-22330152-44-2233
ひらつか　と

もはる

174174 29-654129-6541 増子　隼人増子　隼人 千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店千里堂（株）　千里堂メガネ　網走本店 093-0014093-0014 網走市南4条西3丁目3番地網走市南4条西3丁目3番地 0152-44-22330152-44-2233
ますこ　はや

と

175175 23-443123-4431 澤田　達矢澤田　達矢
デジタルヒヤリング（株）　デジタルヒヤリング（株）　
道北補聴器　名寄店道北補聴器　名寄店

096-0014096-0014
名寄市西4条南6丁目2 名寄市西4条南6丁目2 
オートビットビル1Fオートビットビル1F

01654-3-131301654-3-1313
さわだ　たつ

や

176176 17-283817-2838 辻　勝辻　勝 （株）富士メガネ　イオン名寄店（株）富士メガネ　イオン名寄店 096-0071096-0071
名寄市徳田80-1 名寄市徳田80-1 
イオン名寄ショッピングセンターイオン名寄ショッピングセンター

01654-2-715101654-2-7151 つじ　まさる

177177 21-407721-4077 東　正敏東　正敏 アルバ補聴器アルバ補聴器 099-0410099-0410 紋別郡遠軽町東町2-3-6紋別郡遠軽町東町2-3-6 090-8370-8332090-8370-8332
あずま　まさ

とし

178178 26-538026-5380 藤田　昭裕藤田　昭裕 千里堂（株）　メガネのウィンク東武端野店千里堂（株）　メガネのウィンク東武端野店 099-2103099-2103
北見市端野町3区572-1 北見市端野町3区572-1 
東武イーストモール端野店内東武イーストモール端野店内

0157-56-40500157-56-4050
ふじた　あき

ひろ

179179 16-258916-2589 古川　晋祐古川　晋祐 千里堂（株）　crear de 千里堂千里堂（株）　crear de 千里堂 099-4141099-4141
斜里郡斜里町豊倉50-8  斜里郡斜里町豊倉50-8  
ラルズマート斜里店内ラルズマート斜里店内

0152-23-10700152-23-1070
ふるかわ　し

んすけ

180180 3-11873-1187 米澤　英次米澤　英次
よねざわ　え

いじ

181181 20-354720-3547 嶋田　和久嶋田　和久
しまだ　かず

ひさ

182182 21-390721-3907 本内　めぐみ本内　めぐみ
もとうち　め

ぐみ

183183 26-556726-5567 山本　恒星山本　恒星
やまもと　こ

うせい

184184 27-584127-5841 富盛　康仁富盛　康仁
とみもり　や

すひと

青森県青森県
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 25-524925-5249 阿部　俊之阿部　俊之 （株）富士メガネ　青森さくら野店（株）富士メガネ　青森さくら野店 030-0801030-0801
青森市新町1-13-2 青森市新町1-13-2 
さくら野青森店5Fさくら野青森店5F

017-722-5039017-722-5039
あべ　としゆ

き

22 2-11162-1116 下田　冴子下田　冴子 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
しもだ　さえ

こ

33 15-252015-2520 下田　和夫下田　和夫 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
しもだ　かず

お

44 17-271717-2717 下田　圭介下田　圭介 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
しもだ　けい

すけ

55 21-377721-3777 三浦　恵子三浦　恵子 （株）文明堂補聴器（株）文明堂補聴器 030-0801030-0801 青森市新町2-5-12-1青森市新町2-5-12-1 017-776-7633017-776-7633
みうら　けい

こ

66 19-314819-3148 前田　有朋前田　有朋 きこえ工房いとうきこえ工房いとう 030-0802030-0802 青森市本町1-4-27青森市本町1-4-27 017-753-1897017-753-1897
まえた　あり

とも

77 21-395121-3951 伊藤　学伊藤　学 きこえ工房いとうきこえ工房いとう 030-0802030-0802 青森市本町1-4-27青森市本町1-4-27 017-753-1897017-753-1897
いとう　まな

ぶ

88 23-445523-4455 末守　仁末守　仁 （株）富士メガネ　青森イトーヨーカドー店（株）富士メガネ　青森イトーヨーカドー店 030-0843030-0843
青森市浜田1-14-1 青森市浜田1-14-1 
イトーヨーカドー1Fイトーヨーカドー1F

017-762-3311017-762-3311
すえもり　ひ

とし

99 22-438022-4380 佐藤　直佐藤　直 新日本補聴器（株）　青森店新日本補聴器（株）　青森店 030-0861030-0861
青森市長島2-10-4 青森市長島2-10-4 
新藤ビル1F新藤ビル1F

017-774-0933017-774-0933
さとう　なお

し

1010 10-191510-1915 石沢　富美子石沢　富美子 東北補聴器（株）東北補聴器（株） 030-0903030-0903 青森市栄町2丁目4番6号青森市栄町2丁目4番6号 017-741-6862017-741-6862
いしざわ　ふ

みこ

1111 22-433822-4338 外﨑　耕士外﨑　耕士 東北補聴器（株）東北補聴器（株） 030-0903030-0903 青森市栄町2丁目4番6号青森市栄町2丁目4番6号 017-741-6862017-741-6862
とのさき　こ

うじ

1212 24-472224-4722 工藤　渉工藤　渉 東北補聴器（株）東北補聴器（株） 030-0903030-0903 青森市栄町2丁目4番6号青森市栄町2丁目4番6号 017-741-6862017-741-6862
くどう　わた

る

1313 9-17389-1738 蝦名　和夫蝦名　和夫 （株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店（株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店 031-0041031-0041 八戸市廿三日町31八戸市廿三日町31 0178-22-27580178-22-2758
えびな　かず

お

1414 14-239514-2395 石鉢　智広石鉢　智広 （株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店（株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店 031-0041031-0041 八戸市廿三日町31八戸市廿三日町31 0178-22-27580178-22-2758
いしのはち　

ともひろ

青森県青森県
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

1515 16-257216-2572 三浦　浩之三浦　浩之 （株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店（株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店 031-0041031-0041 八戸市廿三日町31八戸市廿三日町31 0178-22-27580178-22-2758
みうら　ひろ

ゆき

1616 20-342720-3427 向谷地　工向谷地　工 （株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店（株）玉屋眼鏡店　メガネの玉屋　廿三日町店 031-0041031-0041 八戸市廿三日町31八戸市廿三日町31 0178-22-27580178-22-2758
むかいやち　

たくみ

1717 21-364821-3648 盛　法英盛　法英
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　シンフォニープラザ沼館店OPTIQUE PARIS MIKI　シンフォニープラザ沼館店

031-0071031-0071
八戸市沼館4-4-8 八戸市沼館4-4-8 
シンフォニープラザ沼館店1Fシンフォニープラザ沼館店1F

0178-43-00860178-43-0086
もり　のりひ

で

1818 2-11352-1135 阿部　秀実阿部　秀実 八戸リオン補聴器センター八戸リオン補聴器センター 031-0081031-0081 八戸市柏崎1-11-12八戸市柏崎1-11-12 0178-44-05350178-44-0535 あべ　ひでみ

1919 27-581227-5812 種村　康一種村　康一 八戸リオン補聴器センター八戸リオン補聴器センター 031-0081031-0081 八戸市柏崎1-11-12八戸市柏崎1-11-12 0178-44-05350178-44-0535
たねむら　こ

ういち

2020 10-189010-1890 近藤　寿秀近藤　寿秀 （有）菊屋眼鏡店　メガネの菊屋（有）菊屋眼鏡店　メガネの菊屋 031-0089031-0089 八戸市大字長横町8-1八戸市大字長横町8-1 0178-22-10860178-22-1086
こんどう　と

しひで

2121 25-524525-5245 小向　泰朝小向　泰朝 （有）菊屋眼鏡店　メガネの菊屋（有）菊屋眼鏡店　メガネの菊屋 031-0089031-0089 八戸市大字長横町8-1八戸市大字長横町8-1 0178-22-10860178-22-1086
こむかい　や

すとも

2222 20-344720-3447 藤谷　学藤谷　学 （有）メガネのふじや（有）メガネのふじや 035-0071035-0071 むつ市小川町2-4-14むつ市小川町2-4-14 0175-22-29320175-22-2932
ふじや　まな

ぶ

2323 20-344920-3449 野中　雅人野中　雅人 （有）メガネのふじや（有）メガネのふじや 035-0071035-0071 むつ市小川町2-4-14むつ市小川町2-4-14 0175-22-29320175-22-2932
のなか　まさ

と

2424 26-562826-5628 川村　拓也川村　拓也 （株）トータルサービス岩木（株）トータルサービス岩木 036-1334036-1334 弘前市如来瀬字種本57-2弘前市如来瀬字種本57-2 0172-88-74680172-88-7468
かわむら　た

くや

2525 23-442623-4426 鈴木　伸一鈴木　伸一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　弘前城東店（株）メガネトップ　眼鏡市場　弘前城東店 036-8087036-8087 弘前市早稲田3丁目3-2弘前市早稲田3丁目3-2 0172-29-35080172-29-3508
すずき　しん

いち

2626 26-545426-5454 阿部　侯子阿部　侯子 （株）金正堂本店　弘前店（株）金正堂本店　弘前店 036-8182036-8182 弘前市土手町45-1弘前市土手町45-1 0172-34-37110172-34-3711 あべ　きみこ

2727 20-352420-3524 三上　信吾三上　信吾 （株）弘前天賞堂本店　天賞堂補聴器センター（株）弘前天賞堂本店　天賞堂補聴器センター 036-8182036-8182 弘前市土手町131弘前市土手町131 0172-33-50160172-33-5016
みかみ　しん

ご

2828 11-198411-1984 後藤　安彦後藤　安彦 （有）弘前ヒヤリング（有）弘前ヒヤリング 036-8203036-8203 弘前市大字本町87-1弘前市大字本町87-1 0172-36-55410172-36-5541
ごとう　やす

ひこ

2929 15-252315-2523 須藤　孝子須藤　孝子 （有）弘前ヒヤリング（有）弘前ヒヤリング 036-8203036-8203 弘前市大字本町87-1弘前市大字本町87-1 0172-36-55410172-36-5541
すとう　たか

こ

3030 20-341920-3419 宮川　創宮川　創 （有）弘前ヒヤリング（有）弘前ヒヤリング 036-8203036-8203 弘前市大字本町87-1弘前市大字本町87-1 0172-36-55410172-36-5541
みやかわ　は

じめ

3131 20-342120-3421 一戸　麻実一戸　麻実 （有）弘前ヒヤリング（有）弘前ヒヤリング 036-8203036-8203 弘前市大字本町87-1弘前市大字本町87-1 0172-36-55410172-36-5541
いちのへ　あ

さみ

3232 19-326719-3267 木村　泰輔木村　泰輔 （株）メガネの菊屋　五所川原店（株）メガネの菊屋　五所川原店 037-0075037-0075 五所川原市寺町74五所川原市寺町74 0173-34-35730173-34-3573
きむら　たい

すけ

3333 11-209711-2097 中村　信治中村　信治 （株）メガネショップナカムラ（株）メガネショップナカムラ 039-0135039-0135 三戸郡三戸町八日町33三戸郡三戸町八日町33 0179-23-54330179-23-5433
なかむら　し

んじ

3434 16-266916-2669 中村　絵里子中村　絵里子 （株）メガネショップナカムラ（株）メガネショップナカムラ 039-0135039-0135 三戸郡三戸町八日町33三戸郡三戸町八日町33 0179-23-54330179-23-5433
なかむら　え

りこ

3535 26-537626-5376 三浦　琢弥三浦　琢弥 三浦時計宝石店三浦時計宝石店 039-1533039-1533 三戸郡五戸町上大町34-3三戸郡五戸町上大町34-3 0178-62-34160178-62-3416
みうら　たく

や

3636 26-545526-5455 瓜田　由美子瓜田　由美子
うりた　ゆみ

こ

岩手県岩手県
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 28-620128-6201 逢坂　和哉逢坂　和哉 ブルームヒアリング（株）　ブルーム盛岡店ブルームヒアリング（株）　ブルーム盛岡店 020-0022020-0022 盛岡市大通3-9-20盛岡市大通3-9-20 019-654-1136019-654-1136
おおさか　か

ずや

22 6-14686-1468 前川　好見前川　好見 マエカワ補聴器マエカワ補聴器 020-0025020-0025
盛岡市大沢川原3-7-3 盛岡市大沢川原3-7-3 
トーカンマンション不来方第2-102トーカンマンション不来方第2-102

019-613-8633019-613-8633
まえかわ　よ

しみ

33 10-192510-1925 藤村　四耕藤村　四耕 （株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店（株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店 020-0034020-0034 盛岡市盛岡駅前通8-14盛岡市盛岡駅前通8-14 019-654-5313019-654-5313
ふじむら　し

こう

44 24-470824-4708 千原　みなみ千原　みなみ （株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店（株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店 020-0034020-0034 盛岡市盛岡駅前通8-14盛岡市盛岡駅前通8-14 019-654-5313019-654-5313
ちはら　みな

み

55 24-478924-4789 橋坂　幸司橋坂　幸司 （株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店（株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店 020-0034020-0034 盛岡市盛岡駅前通8-14盛岡市盛岡駅前通8-14 019-654-5313019-654-5313
はしざか　こ

うじ

66 26-532226-5322 大谷　成美大谷　成美 （株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店（株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店 020-0034020-0034 盛岡市盛岡駅前通8-14盛岡市盛岡駅前通8-14 019-654-5313019-654-5313
おおたに　な

るみ

77 26-540226-5402 石澤　弘樹石澤　弘樹 （株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店（株）岩手リオン補聴器センター　盛岡本店 020-0034020-0034 盛岡市盛岡駅前通8-14盛岡市盛岡駅前通8-14 019-654-5313019-654-5313
いしざわ　ひ

ろき

88 20-333520-3335 田中　敦田中　敦 補聴器 1番館補聴器 1番館 020-0117020-0117 盛岡市緑が丘3-10-7盛岡市緑が丘3-10-7 019-661-3381019-661-3381
たなか　あつ

し

99 24-473324-4733 南舘　芳樹南舘　芳樹
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　アクロスプラザ盛岡みたけ店眼鏡市場　アクロスプラザ盛岡みたけ店

020-0122020-0122
盛岡市みたけ2丁目9番55号 盛岡市みたけ2丁目9番55号 
アクロスプラザ盛岡みたけアクロスプラザ盛岡みたけ

019-641-8228019-641-8228
みなみだて　

よしき

1010 29-654429-6544 高山　俊一高山　俊一 ヒアリングレーベルヒアリングレーベル 020-0127020-0127 盛岡市前九年1-10-13盛岡市前九年1-10-13 019-618-0698019-618-0698
たかやま　

しゅんいち

1111 22-409922-4099 松村　将松村　将 （有）メガネの松村　リュネット・ミュゼ（有）メガネの松村　リュネット・ミュゼ 020-0133020-0133 盛岡市青山2-24-22盛岡市青山2-24-22 019-601-1914019-601-1914
まつむら　ま

さし

1212 5-14245-1424 徳田　弘幸徳田　弘幸 （有）盛岡補聴器センター（有）盛岡補聴器センター 020-0633020-0633 滝沢市穴口463-11滝沢市穴口463-11 019-684-3624019-684-3624
とくた　ひろ

ゆき

1313 21-364921-3649 川村　淳川村　淳
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　盛岡中央店パリミキ　盛岡中央店

020-0816020-0816 盛岡市中野1丁目4-1盛岡市中野1丁目4-1 019-624-5357019-624-5357
かわむら　あ

つし

1414 17-270817-2708 佐藤　誠佐藤　誠 （株）メガネの水晶堂（株）メガネの水晶堂 020-0871020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-20盛岡市中ノ橋通1-4-20 019-653-3434019-653-3434
さとう　まこ

と

1515 20-331820-3318 渡邊　純渡邊　純 （株）メガネの水晶堂（株）メガネの水晶堂 020-0871020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-20盛岡市中ノ橋通1-4-20 019-653-3434019-653-3434
わたなべ　

じゅん

1616 22-419322-4193 菊地　賢一朗菊地　賢一朗 （株）メガネの水晶堂（株）メガネの水晶堂 020-0871020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-20盛岡市中ノ橋通1-4-20 019-653-3434019-653-3434
きくち　けん

いちろう
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岩手県岩手県
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

1717 28-608128-6081 池田　洋池田　洋 （株）東京メガネ　盛岡カワトク店（株）東京メガネ　盛岡カワトク店 020-8655020-8655
盛岡市菜園1-10-1 盛岡市菜園1-10-1 
カワトク5階　東京メガネカワトク5階　東京メガネ

019-622-6652019-622-6652
いけだ　ひろ

し

1818 8-16688-1668 濵田　洋濵田　洋 （株）東京メガネ　盛岡店（株）東京メガネ　盛岡店 020-8655020-8655
盛岡市菜園1丁目10番1丁目 盛岡市菜園1丁目10番1丁目 
カワトク5階　東京メガネカワトク5階　東京メガネ

019-622-6652019-622-6652
はまだ　ひろ

し

1919 7-15927-1592 及川　敏秋及川　敏秋 （株）メガネの相沢　一関山目店（株）メガネの相沢　一関山目店 021-0053021-0053 一関市山目字中野56-1一関市山目字中野56-1 0191-25-55110191-25-5511
おいかわ　と

しあき

2020 24-486224-4862 佐々木　繁樹佐々木　繁樹 （株）メガネの相沢　一関山目店（株）メガネの相沢　一関山目店 021-0053021-0053 一関市山目字中野56-1一関市山目字中野56-1 0191-25-55110191-25-5511
ささき　しげ

き

2121 15-252415-2524 本城　訓仁本城　訓仁 （株）岩手リオン補聴器センター　一関店（株）岩手リオン補聴器センター　一関店 021-0881021-0881 一関市大町4-22一関市大町4-22 0191-26-32720191-26-3272
ほんじょう　

くにひと

2222 21-388721-3887 及川　勇二及川　勇二 （株）岩手リオン補聴器センター　大船渡店（株）岩手リオン補聴器センター　大船渡店 022-0003022-0003 大船渡市盛町字町10-17大船渡市盛町字町10-17 0192-21-12520192-21-1252
おいかわ　ゆ

うじ

2323 20-347920-3479 村上　浩村上　浩 （株）メガネの相沢　水沢常盤通り店（株）メガネの相沢　水沢常盤通り店 023-0003023-0003 奥州市水沢区佐倉河字石橋7奥州市水沢区佐倉河字石橋7 0197-24-36300197-24-3630
むらかみ　ひ

ろし

2424 20-337320-3373 宍戸　毅宍戸　毅 （有）メガネのシシド　奥州宍戸眼鏡店（有）メガネのシシド　奥州宍戸眼鏡店 023-0811023-0811
奥州市水沢区寺小路30-1 奥州市水沢区寺小路30-1 
悠ビル1F悠ビル1F

0197-24-44440197-24-4444
ししど　つよ

し

2525 15-254715-2547 佐藤　周二佐藤　周二 （株）岩手リオン補聴器センター　水沢店（株）岩手リオン補聴器センター　水沢店 023-0813023-0813 奥州市水沢区中町108奥州市水沢区中町108 0197-23-41330197-23-4133
さとう　しゅ

うじ

2626 29-649129-6491 村上　博克村上　博克
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水沢店パリミキ　水沢店

023-0827023-0827 奥州市水沢太日通り1丁目5番9号奥州市水沢太日通り1丁目5番9号 0197-22-46020197-22-4602
むらかみ　ひ

ろかつ

2727 10-190810-1908 藤村　泰四藤村　泰四 （株）岩手リオン補聴器センター　北上店（株）岩手リオン補聴器センター　北上店 024-0061024-0061 北上市大通り1-8-19北上市大通り1-8-19 0197-65-29330197-65-2933
ふじむら　や

すし

2828 23-452923-4529 佐藤　寛朗佐藤　寛朗 （有）メガネの松村　松村補聴器サロン（有）メガネの松村　松村補聴器サロン 024-0094024-0094 北上市本通2-3-43北上市本通2-3-43 0197-64-61210197-64-6121
さとう　ひろ

あき

2929 20-343020-3430 横地　忠志横地　忠志 （株）補聴器のよこち　あおぞら補聴器（株）補聴器のよこち　あおぞら補聴器 025-0038025-0038 花巻市不動町1丁目3番地1号花巻市不動町1丁目3番地1号 0198-29-56610198-29-5661
よこち　ただ

し

3030 20-343220-3432 川村　明川村　明 （株）岩手リオン補聴器センター　花巻店（株）岩手リオン補聴器センター　花巻店 025-0092025-0092 花巻市大通り1-9-27花巻市大通り1-9-27 0198-22-32440198-22-3244
かわむら　あ

きら

3131 11-199511-1995 長澤　満弘長澤　満弘 （株）愛ネット補聴器　釜石店（株）愛ネット補聴器　釜石店 026-0021026-0021
釜石市只越町1丁目3-1 釜石市只越町1丁目3-1 
セキヤビル1階セキヤビル1階

0193-27-66330193-27-6633
ながさわ　み

ちひろ

3232 19-314919-3149 三上　大伸三上　大伸 （株）岩手リオン補聴器センター　宮古店（株）岩手リオン補聴器センター　宮古店 027-0075027-0075 宮古市和見町7-21宮古市和見町7-21 0193-63-51330193-63-5133
みかみ　だい

しん

3333 6-15266-1526 小森　光則小森　光則 （株）玉屋眼鏡店　久慈店（株）玉屋眼鏡店　久慈店 028-0061028-0061 久慈市中央4-2久慈市中央4-2 0194-53-43520194-53-4352
こもり　みつ

のり

宮城県宮城県
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 22-426122-4261 新沼　尚広新沼　尚広
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）　
仙台営業所仙台営業所

980-0014980-0014
仙台市青葉区本町1-3-9 仙台市青葉区本町1-3-9 
第六広瀬ビル1F第六広瀬ビル1F

022-215-3733022-215-3733
にいぬま　た

かひろ

22 16-262316-2623 寺岡　健一寺岡　健一 マキチエ（株）　仙台店マキチエ（株）　仙台店 980-0014980-0014
仙台市青葉区本町2-10-33 仙台市青葉区本町2-10-33 
第2日本オフィスビル9階第2日本オフィスビル9階

022-721-8321022-721-8321
てらおか　け

んいち

33 27-593627-5936 福田　和浩福田　和浩 マキチエ（株）　仙台店マキチエ（株）　仙台店 980-0014980-0014
仙台市青葉区本町2-10-33 仙台市青葉区本町2-10-33 
第2日本オフィスビル9階第2日本オフィスビル9階

022-721-8321022-721-8321
ふくだ　かず

ひろ

44 29-646329-6463 庄司　奈々恵庄司　奈々恵 マキチエ（株）　仙台店マキチエ（株）　仙台店 980-0014980-0014
仙台市青葉区本町2-10-33 仙台市青葉区本町2-10-33 
第2日本オフィスビル9階第2日本オフィスビル9階

022-721-8321022-721-8321
しょうじ　な

なえ

55 29-627629-6276 太田　一久太田　一久 （株）エヌ・アイ・シー　東北支社（株）エヌ・アイ・シー　東北支社 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央2丁目9-1 仙台市青葉区中央2丁目9-1 
河西ビル4F河西ビル4F

022-224-7711022-224-7711
おおた　かず

ひさ

66 29-651829-6518 鈴木　徳郎鈴木　徳郎 （株）エヌ・アイ・シー　東北支社（株）エヌ・アイ・シー　東北支社 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央2丁目9-1 仙台市青葉区中央2丁目9-1 
河西ビル4F河西ビル4F

022-224-7711022-224-7711
すずき　のり

お

77 22-429222-4292 阿部　優子阿部　優子 （株）メガネの相沢　南町通り店（株）メガネの相沢　南町通り店 980-0021980-0021 仙台市青葉区中央3-8-31仙台市青葉区中央3-8-31 022-262-0581022-262-0581 あべ　ゆうこ

88 29-647029-6470 今川　善晃今川　善晃 （株）メガネの相沢　南町通り店（株）メガネの相沢　南町通り店 980-0021980-0021 仙台市青葉区中央3-8-31仙台市青葉区中央3-8-31 022-262-0581022-262-0581
いまかわ　よ

しあき

99 11-198211-1982 水沼　洋一水沼　洋一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央3-1-24 仙台市青葉区中央3-1-24 
荘銀ビル3F荘銀ビル3F

022-214-4133022-214-4133
みずぬま　よ

ういち

1010 15-254215-2542 及川　久子及川　久子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央3-1-24 仙台市青葉区中央3-1-24 
荘銀ビル3F荘銀ビル3F

022-214-4133022-214-4133
おいかわ　ひ

さこ

1111 29-634629-6346 志村　暢子志村　暢子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央3-1-24 仙台市青葉区中央3-1-24 
荘銀ビル3F荘銀ビル3F

022-214-4133022-214-4133
しむら　まさ

こ

1212 29-627029-6270 佐久間　健治佐久間　健治
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター仙台店仙台リオン補聴器センター仙台店

980-0802980-0802
仙台市青葉区二日町6-26 仙台市青葉区二日町6-26 
VIP仙台二日町ビル1FVIP仙台二日町ビル1F

022-268-3311022-268-3311
さくま　けん

じ

1313 29-629129-6291 鹿野　純子鹿野　純子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター仙台店仙台リオン補聴器センター仙台店

980-0802980-0802
仙台市青葉区二日町6-26 仙台市青葉区二日町6-26 
VIP仙台二日町ビル1FVIP仙台二日町ビル1F

022-268-3311022-268-3311
かの　じゅん

こ

1414 29-632029-6320 赤堀　純子赤堀　純子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター仙台店仙台リオン補聴器センター仙台店

980-0802980-0802
仙台市青葉区二日町6-26 仙台市青葉区二日町6-26 
VIP仙台二日町ビル1FVIP仙台二日町ビル1F

022-268-3311022-268-3311
あかほり　

じゅんこ

1515 7-15497-1549 桂　小治郎桂　小治郎 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
かつら　こじ

ろう

1616 18-303218-3032 伊藤　健治伊藤　健治 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
いとう　けん

じ

1717 20-331320-3313 佐藤　薫佐藤　薫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
さとう　かお

り

1818 25-516125-5161 両国　美和両国　美和 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
りょうごく　

みわ

1919 26-550426-5504 大沼　江里子大沼　江里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
おおぬま　え

りこ

2020 27-569727-5697 三浦　卓朗三浦　卓朗 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
みうら　たく

ろう

2121 23-443523-4435 鷲尾　直樹鷲尾　直樹 ワイデックス（株）　仙台営業所ワイデックス（株）　仙台営業所 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-1-6 仙台市青葉区大町1-1-6 
第一青葉ビル3階第一青葉ビル3階

022-722-0411022-722-0411
わしお　なお

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。

岩手県岩手県
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

1717 28-608128-6081 池田　洋池田　洋 （株）東京メガネ　盛岡カワトク店（株）東京メガネ　盛岡カワトク店 020-8655020-8655
盛岡市菜園1-10-1 盛岡市菜園1-10-1 
カワトク5階　東京メガネカワトク5階　東京メガネ

019-622-6652019-622-6652
いけだ　ひろ

し

1818 8-16688-1668 濵田　洋濵田　洋 （株）東京メガネ　盛岡店（株）東京メガネ　盛岡店 020-8655020-8655
盛岡市菜園1丁目10番1丁目 盛岡市菜園1丁目10番1丁目 
カワトク5階　東京メガネカワトク5階　東京メガネ

019-622-6652019-622-6652
はまだ　ひろ

し

1919 7-15927-1592 及川　敏秋及川　敏秋 （株）メガネの相沢　一関山目店（株）メガネの相沢　一関山目店 021-0053021-0053 一関市山目字中野56-1一関市山目字中野56-1 0191-25-55110191-25-5511
おいかわ　と

しあき

2020 24-486224-4862 佐々木　繁樹佐々木　繁樹 （株）メガネの相沢　一関山目店（株）メガネの相沢　一関山目店 021-0053021-0053 一関市山目字中野56-1一関市山目字中野56-1 0191-25-55110191-25-5511
ささき　しげ

き

2121 15-252415-2524 本城　訓仁本城　訓仁 （株）岩手リオン補聴器センター　一関店（株）岩手リオン補聴器センター　一関店 021-0881021-0881 一関市大町4-22一関市大町4-22 0191-26-32720191-26-3272
ほんじょう　

くにひと

2222 21-388721-3887 及川　勇二及川　勇二 （株）岩手リオン補聴器センター　大船渡店（株）岩手リオン補聴器センター　大船渡店 022-0003022-0003 大船渡市盛町字町10-17大船渡市盛町字町10-17 0192-21-12520192-21-1252
おいかわ　ゆ

うじ

2323 20-347920-3479 村上　浩村上　浩 （株）メガネの相沢　水沢常盤通り店（株）メガネの相沢　水沢常盤通り店 023-0003023-0003 奥州市水沢区佐倉河字石橋7奥州市水沢区佐倉河字石橋7 0197-24-36300197-24-3630
むらかみ　ひ

ろし

2424 20-337320-3373 宍戸　毅宍戸　毅 （有）メガネのシシド　奥州宍戸眼鏡店（有）メガネのシシド　奥州宍戸眼鏡店 023-0811023-0811
奥州市水沢区寺小路30-1 奥州市水沢区寺小路30-1 
悠ビル1F悠ビル1F

0197-24-44440197-24-4444
ししど　つよ

し

2525 15-254715-2547 佐藤　周二佐藤　周二 （株）岩手リオン補聴器センター　水沢店（株）岩手リオン補聴器センター　水沢店 023-0813023-0813 奥州市水沢区中町108奥州市水沢区中町108 0197-23-41330197-23-4133
さとう　しゅ

うじ

2626 29-649129-6491 村上　博克村上　博克
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水沢店パリミキ　水沢店

023-0827023-0827 奥州市水沢太日通り1丁目5番9号奥州市水沢太日通り1丁目5番9号 0197-22-46020197-22-4602
むらかみ　ひ

ろかつ

2727 10-190810-1908 藤村　泰四藤村　泰四 （株）岩手リオン補聴器センター　北上店（株）岩手リオン補聴器センター　北上店 024-0061024-0061 北上市大通り1-8-19北上市大通り1-8-19 0197-65-29330197-65-2933
ふじむら　や

すし

2828 23-452923-4529 佐藤　寛朗佐藤　寛朗 （有）メガネの松村　松村補聴器サロン（有）メガネの松村　松村補聴器サロン 024-0094024-0094 北上市本通2-3-43北上市本通2-3-43 0197-64-61210197-64-6121
さとう　ひろ

あき

2929 20-343020-3430 横地　忠志横地　忠志 （株）補聴器のよこち　あおぞら補聴器（株）補聴器のよこち　あおぞら補聴器 025-0038025-0038 花巻市不動町1丁目3番地1号花巻市不動町1丁目3番地1号 0198-29-56610198-29-5661
よこち　ただ

し

3030 20-343220-3432 川村　明川村　明 （株）岩手リオン補聴器センター　花巻店（株）岩手リオン補聴器センター　花巻店 025-0092025-0092 花巻市大通り1-9-27花巻市大通り1-9-27 0198-22-32440198-22-3244
かわむら　あ

きら

3131 11-199511-1995 長澤　満弘長澤　満弘 （株）愛ネット補聴器　釜石店（株）愛ネット補聴器　釜石店 026-0021026-0021
釜石市只越町1丁目3-1 釜石市只越町1丁目3-1 
セキヤビル1階セキヤビル1階

0193-27-66330193-27-6633
ながさわ　み

ちひろ

3232 19-314919-3149 三上　大伸三上　大伸 （株）岩手リオン補聴器センター　宮古店（株）岩手リオン補聴器センター　宮古店 027-0075027-0075 宮古市和見町7-21宮古市和見町7-21 0193-63-51330193-63-5133
みかみ　だい

しん

3333 6-15266-1526 小森　光則小森　光則 （株）玉屋眼鏡店　久慈店（株）玉屋眼鏡店　久慈店 028-0061028-0061 久慈市中央4-2久慈市中央4-2 0194-53-43520194-53-4352
こもり　みつ

のり

宮城県宮城県
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 22-426122-4261 新沼　尚広新沼　尚広
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）　
仙台営業所仙台営業所

980-0014980-0014
仙台市青葉区本町1-3-9 仙台市青葉区本町1-3-9 
第六広瀬ビル1F第六広瀬ビル1F

022-215-3733022-215-3733
にいぬま　た

かひろ

22 16-262316-2623 寺岡　健一寺岡　健一 マキチエ（株）　仙台店マキチエ（株）　仙台店 980-0014980-0014
仙台市青葉区本町2-10-33 仙台市青葉区本町2-10-33 
第2日本オフィスビル9階第2日本オフィスビル9階

022-721-8321022-721-8321
てらおか　け

んいち

33 27-593627-5936 福田　和浩福田　和浩 マキチエ（株）　仙台店マキチエ（株）　仙台店 980-0014980-0014
仙台市青葉区本町2-10-33 仙台市青葉区本町2-10-33 
第2日本オフィスビル9階第2日本オフィスビル9階

022-721-8321022-721-8321
ふくだ　かず

ひろ

44 29-646329-6463 庄司　奈々恵庄司　奈々恵 マキチエ（株）　仙台店マキチエ（株）　仙台店 980-0014980-0014
仙台市青葉区本町2-10-33 仙台市青葉区本町2-10-33 
第2日本オフィスビル9階第2日本オフィスビル9階

022-721-8321022-721-8321
しょうじ　な

なえ

55 29-627629-6276 太田　一久太田　一久 （株）エヌ・アイ・シー　東北支社（株）エヌ・アイ・シー　東北支社 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央2丁目9-1 仙台市青葉区中央2丁目9-1 
河西ビル4F河西ビル4F

022-224-7711022-224-7711
おおた　かず

ひさ

66 29-651829-6518 鈴木　徳郎鈴木　徳郎 （株）エヌ・アイ・シー　東北支社（株）エヌ・アイ・シー　東北支社 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央2丁目9-1 仙台市青葉区中央2丁目9-1 
河西ビル4F河西ビル4F

022-224-7711022-224-7711
すずき　のり

お

77 22-429222-4292 阿部　優子阿部　優子 （株）メガネの相沢　南町通り店（株）メガネの相沢　南町通り店 980-0021980-0021 仙台市青葉区中央3-8-31仙台市青葉区中央3-8-31 022-262-0581022-262-0581 あべ　ゆうこ

88 29-647029-6470 今川　善晃今川　善晃 （株）メガネの相沢　南町通り店（株）メガネの相沢　南町通り店 980-0021980-0021 仙台市青葉区中央3-8-31仙台市青葉区中央3-8-31 022-262-0581022-262-0581
いまかわ　よ

しあき

99 11-198211-1982 水沼　洋一水沼　洋一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央3-1-24 仙台市青葉区中央3-1-24 
荘銀ビル3F荘銀ビル3F

022-214-4133022-214-4133
みずぬま　よ

ういち

1010 15-254215-2542 及川　久子及川　久子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央3-1-24 仙台市青葉区中央3-1-24 
荘銀ビル3F荘銀ビル3F

022-214-4133022-214-4133
おいかわ　ひ

さこ

1111 29-634629-6346 志村　暢子志村　暢子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台駅前店 980-0021980-0021
仙台市青葉区中央3-1-24 仙台市青葉区中央3-1-24 
荘銀ビル3F荘銀ビル3F

022-214-4133022-214-4133
しむら　まさ

こ

1212 29-627029-6270 佐久間　健治佐久間　健治
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター仙台店仙台リオン補聴器センター仙台店

980-0802980-0802
仙台市青葉区二日町6-26 仙台市青葉区二日町6-26 
VIP仙台二日町ビル1FVIP仙台二日町ビル1F

022-268-3311022-268-3311
さくま　けん

じ

1313 29-629129-6291 鹿野　純子鹿野　純子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター仙台店仙台リオン補聴器センター仙台店

980-0802980-0802
仙台市青葉区二日町6-26 仙台市青葉区二日町6-26 
VIP仙台二日町ビル1FVIP仙台二日町ビル1F

022-268-3311022-268-3311
かの　じゅん

こ

1414 29-632029-6320 赤堀　純子赤堀　純子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター仙台店仙台リオン補聴器センター仙台店

980-0802980-0802
仙台市青葉区二日町6-26 仙台市青葉区二日町6-26 
VIP仙台二日町ビル1FVIP仙台二日町ビル1F

022-268-3311022-268-3311
あかほり　

じゅんこ

1515 7-15497-1549 桂　小治郎桂　小治郎 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
かつら　こじ

ろう

1616 18-303218-3032 伊藤　健治伊藤　健治 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
いとう　けん

じ

1717 20-331320-3313 佐藤　薫佐藤　薫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
さとう　かお

り

1818 25-516125-5161 両国　美和両国　美和 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
りょうごく　

みわ

1919 26-550426-5504 大沼　江里子大沼　江里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
おおぬま　え

りこ

2020 27-569727-5697 三浦　卓朗三浦　卓朗 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙台店 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-4-1 仙台市青葉区大町1-4-1 
明治安田生命仙台ビル1F明治安田生命仙台ビル1F

022-267-3435022-267-3435
みうら　たく

ろう

2121 23-443523-4435 鷲尾　直樹鷲尾　直樹 ワイデックス（株）　仙台営業所ワイデックス（株）　仙台営業所 980-0804980-0804
仙台市青葉区大町1-1-6 仙台市青葉区大町1-1-6 
第一青葉ビル3階第一青葉ビル3階

022-722-0411022-722-0411
わしお　なお

き

宮城県宮城県
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

2222 12-222012-2220 伊藤　純一郎伊藤　純一郎 （株）メガネの相沢　一番町店（株）メガネの相沢　一番町店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町4-4-34仙台市青葉区一番町4-4-34 022-223-9439022-223-9439
いとう　じゅ

んいちろう

2323 24-486124-4861 阿部　善宏阿部　善宏 （株）メガネの相沢　一番町店（株）メガネの相沢　一番町店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町4-4-34仙台市青葉区一番町4-4-34 022-223-9439022-223-9439
あべ　よしひ

ろ

2424 6-15216-1521 渋谷　勝弘渋谷　勝弘 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
しぶや　かつ

ひろ

2525 11-199911-1999 池下　順仁池下　順仁 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
いけした　よ

りひと

2626 11-211511-2115 小島　吉男小島　吉男 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
おじま　よし

お

2727 14-241814-2418 佐々木　充範佐々木　充範 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
ささき　みつ

のり

2828 18-298918-2989 榧野　稔榧野　稔 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
かやの　みの

る

2929 20-348120-3481 安積　裕治安積　裕治 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
あづみ　ゆう

じ

3030 21-402521-4025 大沼　正義大沼　正義 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
おおぬま　ま

さよし

3131 21-402721-4027 工藤　昌章工藤　昌章 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
くどう　まさ

あき

3232 22-428822-4288 梅津　芙未子梅津　芙未子 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
うめつ　ふみ

こ

3333 29-647929-6479 阿部　晃典阿部　晃典 （株）メガネの相沢　本店（株）メガネの相沢　本店 980-0811980-0811 仙台市青葉区一番町3-5-6仙台市青葉区一番町3-5-6 022-223-8155022-223-8155
あべ　てるよ

し

3434 11-199611-1996 菅原　義博菅原　義博 （株）メガネの相沢　利府店（株）メガネの相沢　利府店 981-0104981-0104 宮城郡利府町中央3-14-5宮城郡利府町中央3-14-5 022-356-8777022-356-8777
すがわら　よ

しひろ

3535 19-310819-3108 尾山　亮尾山　亮 （株）メガネの相沢　利府店（株）メガネの相沢　利府店 981-0104981-0104 宮城郡利府町中央3-14-5宮城郡利府町中央3-14-5 022-356-8777022-356-8777
おやま　りょ

う

3636 29-649029-6490 文屋　和英文屋　和英 あんしん　まつしま補聴器あんしん　まつしま補聴器 981-0205981-0205 宮城郡松島町幡谷字観音104-4宮城郡松島町幡谷字観音104-4 022-352-3289022-352-3289
ぶんや　かず

ひで

3737 10-186910-1869 村松　順村松　順 （株）メガネの相沢　桜ヶ丘店（株）メガネの相沢　桜ヶ丘店 981-0961981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-7仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-7 022-278-6277022-278-6277
むらまつ　

じゅん

3838 13-228513-2285 千葉　信寿千葉　信寿 （株）メガネの相沢　桜ヶ丘店（株）メガネの相沢　桜ヶ丘店 981-0961981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-7仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-7 022-278-6277022-278-6277 ちば　しんじ

3939 25-518825-5188 齋藤　政齋藤　政 （株）メガネの相沢　桜ヶ丘店（株）メガネの相沢　桜ヶ丘店 981-0961981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-7仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-7 022-278-6277022-278-6277
さいとう　ま

さし

4040 24-492024-4920 花輪　智則花輪　智則 （株）メガネトップ　眼鏡市場　仙台西中田店（株）メガネトップ　眼鏡市場　仙台西中田店 981-1105981-1105 仙台市太白区西中田7-26-6仙台市太白区西中田7-26-6 022-242-4758022-242-4758
はなわ　とも

のり

4141 15-254815-2548 岩間　和英岩間　和英 （株）メガネの相沢　南仙台店（株）メガネの相沢　南仙台店 981-1106981-1106 仙台市太白区柳生2-6-17仙台市太白区柳生2-6-17 022-306-6255022-306-6255
いわま　かず

ひで

4242 19-309919-3099 阿部　達也阿部　達也 東日本総研（株）東日本総研（株） 981-1106981-1106 仙台市太白区柳生2丁目26-4仙台市太白区柳生2丁目26-4 022-242-7613022-242-7613 あべ　たつや

4343 14-241214-2412 石山　寿石山　寿 （株）メガネの相沢　名取店（株）メガネの相沢　名取店 981-1224981-1224 名取市増田五丁目18-42名取市増田五丁目18-42 022-384-0248022-384-0248
いしやま　ひ

さし

4444 15-255615-2556 千田　祐治千田　祐治 （株）メガネの相沢　名取店（株）メガネの相沢　名取店 981-1224981-1224 名取市増田五丁目18-42名取市増田五丁目18-42 022-384-0248022-384-0248 ちだ　ゆうじ

4545 23-456923-4569 高橋　央高橋　央 （株）メガネの相沢　泉アリオ店（株）メガネの相沢　泉アリオ店 981-3133981-3133
仙台市泉区泉中央1-5-1 仙台市泉区泉中央1-5-1 
アリオ仙台泉3Fアリオ仙台泉3F

022-375-8801022-375-8801
たかはし　ひ

ろ

4646 2-10852-1085 吉田　憲司吉田　憲司
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター泉店仙台リオン補聴器センター泉店

981-3133981-3133
仙台市泉区泉中央3-26-1 仙台市泉区泉中央3-26-1 
泉セレクトビル102泉セレクトビル102

022-343-6933022-343-6933
よしだ　けん

じ

4747 24-484624-4846 太田　剛嘉太田　剛嘉
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター泉店仙台リオン補聴器センター泉店

981-3133981-3133
仙台市泉区泉中央3-26-1 仙台市泉区泉中央3-26-1 
泉セレクトビル102泉セレクトビル102

022-343-6933022-343-6933
おおた　　た

かひろ

4848 15-244615-2446 渡邉　真弓渡邉　真弓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム泉中央店ブルームヒアリング（株）　ブルーム泉中央店 981-3133981-3133
仙台市泉区泉中央3丁目34-7 仙台市泉区泉中央3丁目34-7 
セントレアカマセントレアカマⅦ

022-771-1033022-771-1033
わたなべ　ま

ゆみ

4949 18-290918-2909 矢口　利宗矢口　利宗 ブルームヒアリング（株）　ブルーム泉中央店ブルームヒアリング（株）　ブルーム泉中央店 981-3133981-3133
仙台市泉区泉中央3丁目34-7 仙台市泉区泉中央3丁目34-7 
セントレアカマセントレアカマⅦ

022-771-1033022-771-1033
やぐち　とし

むね

5050 25-501625-5016 西村　さと子西村　さと子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム泉中央店ブルームヒアリング（株）　ブルーム泉中央店 981-3133981-3133
仙台市泉区泉中央3丁目34-7 仙台市泉区泉中央3丁目34-7 
セントレアカマセントレアカマⅦ

022-771-1033022-771-1033
にしむら　さ

とこ

5151 21-378421-3784 栗田　亜弥栗田　亜弥 仙台補聴器センター　南中山店仙台補聴器センター　南中山店 981-3213981-3213 仙台市泉区南中山2丁目2-6-102仙台市泉区南中山2丁目2-6-102 022-346-6038022-346-6038 くりた　あや

5252 10-188910-1889 岡本　文彦岡本　文彦 （株）メガネの相沢　明石台店（株）メガネの相沢　明石台店 981-3332981-3332 富谷市明石台6-1-39富谷市明石台6-1-39 022-771-8707022-771-8707
おかもと　ふ

みひこ

5353 10-190110-1901 後藤　忠一後藤　忠一 （株）ワールドオプチカル（株）ワールドオプチカル 981-4261981-4261 加美郡加美町字町裏23-3加美郡加美町字町裏23-3 0229-63-24170229-63-2417
ごとう　ちゅ

ういち

5454 20-332720-3327 木村　雅和木村　雅和 （株）ワールドオプチカル（株）ワールドオプチカル 981-4261981-4261 加美郡加美町字町裏23-3加美郡加美町字町裏23-3 0229-63-24170229-63-2417
きむら　まさ

かず

5555 25-504725-5047 浦川　佳美浦川　佳美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　南光台店パリミキ　南光台店

981-8001981-8001 仙台市泉区南光台東2-1-1仙台市泉区南光台東2-1-1 022-252-6471022-252-6471
うらかわ　よ

しみ

5656 27-596527-5965 串田　之和串田　之和 リオン（株）　仙台営業所リオン（株）　仙台営業所 982-0015982-0015 仙台市太白区南大野田25-13仙台市太白区南大野田25-13 022-249-5533022-249-5533
くしだ　ゆき

かず

5757 11-199811-1998 伊藤　康清伊藤　康清 （株）メガネの相沢　仙台港店（株）メガネの相沢　仙台港店 983-0013983-0013
仙台市宮城野区中野3-5-4 仙台市宮城野区中野3-5-4 
カインズモール仙台港内カインズモール仙台港内

022-786-3601022-786-3601
いとう　こう

せい

5858 27-595427-5954 奥山　芳広奥山　芳広 （株）メガネの相沢　仙台港店（株）メガネの相沢　仙台港店 983-0013983-0013
仙台市宮城野区中野3-5-4 仙台市宮城野区中野3-5-4 
カインズモール仙台港内カインズモール仙台港内

022-786-3601022-786-3601
おくやま　よ

しひろ

5959 21-368521-3685 安野　英彦安野　英彦 わとな補聴器わとな補聴器 983-0037983-0037 仙台市宮城野区平成2-1-3仙台市宮城野区平成2-1-3 022-369-3369022-369-3369
やすの　ひで

ひこ

6060 21-383921-3839 村田　正実村田　正実 （株）シンコム　補聴器本舗 せんだい（株）シンコム　補聴器本舗 せんだい 983-0841983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-43仙台市宮城野区原町1-3-43 022-352-4762022-352-4762
むらた　まさ

み

6161 27-572027-5720 長田　伸二長田　伸二 （株）シンコム　補聴器本舗 せんだい（株）シンコム　補聴器本舗 せんだい 983-0841983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-43仙台市宮城野区原町1-3-43 022-352-4762022-352-4762
おさだ　しん

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。
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6262 27-601627-6016 橋本　志のぶ橋本　志のぶ （有）橋本商店　時計・メガネの橋本（有）橋本商店　時計・メガネの橋本 983-0841983-0841 仙台市宮城野区原町2-4-33仙台市宮城野区原町2-4-33 022-291-7766022-291-7766
はしもと　し

のぶ

6363 10-187010-1870 菅野　昇菅野　昇 （株）メガネの相沢　大和町店（株）メガネの相沢　大和町店 984-0042984-0042 仙台市若林区大和町4-6-37仙台市若林区大和町4-6-37 022-239-8521022-239-8521
かんの　のぼ

る

6464 12-220712-2207 伊藤　則夫伊藤　則夫 （株）メガネの相沢　大和町店（株）メガネの相沢　大和町店 984-0042984-0042 仙台市若林区大和町4-6-37仙台市若林区大和町4-6-37 022-239-8521022-239-8521
いとう　のり

お

6565 25-524625-5246 邉見　輝男邉見　輝男
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター塩釜店仙台リオン補聴器センター塩釜店

985-0021985-0021 塩竈市尾島町1-10塩竈市尾島町1-10 022-794-9130022-794-9130
へんみ　てる

お

6666 27-583427-5834 今野　かつ枝今野　かつ枝
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター石巻店仙台リオン補聴器センター石巻店

986-0814986-0814 石巻市南中里3丁目13-5石巻市南中里3丁目13-5 0225-93-33960225-93-3396
こんの　かつ

え

6767 3-12103-1210 北村　弘北村　弘
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター石巻店仙台リオン補聴器センター石巻店

986-0814986-0814 石巻市南中里3丁目13-5石巻市南中里3丁目13-5 0225-93-33960225-93-3396
きたむら　ひ

ろし

6868 5-13655-1365 瀨川　佳洋瀨川　佳洋 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
せがわ　よし

ひろ

6969 5-13785-1378 伊藤　宏美伊藤　宏美 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
いとう　ひろ

み

7070 14-240914-2409 瀨川　誠瀨川　誠 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
せがわ　まこ

と

7171 22-411722-4117 佐藤　均佐藤　均 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
さとう　ひと

し

7272 22-413822-4138 佐藤　茜佐藤　茜 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
さとう　あか

ね

7373 22-423622-4236 石川　修石川　修 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
いしかわ　お

さむ

7474 24-470924-4709 須田　萌須田　萌 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132 すだ　もえ

7575 25-507025-5070 渡辺　晃渡辺　晃 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
わたなべ　あ

きら

7676 26-536926-5369 佐々木　美帆佐々木　美帆 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132 ささき　みほ

7777 26-537026-5370 瀨川　宏行瀨川　宏行 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
せがわ　ひろ

ゆき

7878 27-582927-5829 清野　晃司清野　晃司 （有）めがね補聴器のセガワ（有）めがね補聴器のセガワ 986-0862986-0862 石巻市あけぼの1-6-1石巻市あけぼの1-6-1 0225-94-31320225-94-3132
せいの　こう

し

7979 12-221112-2211 鳳京　勉鳳京　勉 （株）メガネの相沢　佐沼店（株）メガネの相沢　佐沼店 987-0511987-0511 登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1 0220-23-18400220-23-1840
ほうきょう　

つとむ

8080 24-486324-4863 佐々木　克佐々木　克 （株）メガネの相沢　佐沼店（株）メガネの相沢　佐沼店 987-0511987-0511 登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1 0220-23-18400220-23-1840
ささき　しげ

る

8181 24-486424-4864 相澤　茂相澤　茂 （株）メガネの相沢　佐沼店（株）メガネの相沢　佐沼店 987-0511987-0511 登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1 0220-23-18400220-23-1840
あいざわ　し

げる

8282 25-518725-5187 亀谷　秀逸亀谷　秀逸 （株）メガネの相沢　佐沼店（株）メガネの相沢　佐沼店 987-0511987-0511 登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1登米市迫町佐沼字荻洗2-6-1 0220-23-18400220-23-1840
かめや　しゅ

ういつ

8383 25-528325-5283 髙橋　雄樹髙橋　雄樹 冨士屋冨士屋 987-2216987-2216 栗原市築館伊豆1-7-11栗原市築館伊豆1-7-11 0228-22-30510228-22-3051
たかはし　ゆ

うき

8484 11-199711-1997 梶原　孝宏梶原　孝宏
（有）アイザワオプティカル　（有）アイザワオプティカル　
メガネの相沢　気仙沼田中前店メガネの相沢　気仙沼田中前店

988-0053988-0053 気仙沼市田中前1-6-18気仙沼市田中前1-6-18 0226-22-15510226-22-1551
かじわら　た

かひろ

8585 23-456723-4567 内海　景介内海　景介
（有）アイザワオプティカル　（有）アイザワオプティカル　
メガネの相沢　気仙沼田中前店メガネの相沢　気仙沼田中前店

988-0053988-0053 気仙沼市田中前1-6-18気仙沼市田中前1-6-18 0226-22-15510226-22-1551
うつみ　けい

すけ

8686 27-595327-5953 鈴木　亜希子鈴木　亜希子 （株）メガネの相沢　白石セラビ店（株）メガネの相沢　白石セラビ店 989-0247989-0247
白石市八幡町11-1　 白石市八幡町11-1　 
みやぎ生協セラビ白石店1Fみやぎ生協セラビ白石店1F

0224-24-27730224-24-2773
すずき　あき

こ

8787 27-573527-5735 坂元　千秋坂元　千秋
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター大河原店仙台リオン補聴器センター大河原店

989-1201989-1201
柴田郡大河原町大谷字町向211-3 柴田郡大河原町大谷字町向211-3 
セブンビル1Fセブンビル1F

0224-52-25510224-52-2551
さかもと　ち

あき

8888 11-209111-2091 佐藤　美光佐藤　美光 （株）メガネの相沢　フォルテ店（株）メガネの相沢　フォルテ店 989-1267989-1267
柴田郡大河原町字小島2-1 柴田郡大河原町字小島2-1 
フォルテ1Fフォルテ1F

0224-52-76770224-52-7677
さとう　よし

みつ

8989 12-221312-2213 市川　通市川　通 （株）メガネの相沢　フォルテ店（株）メガネの相沢　フォルテ店 989-1267989-1267
柴田郡大河原町字小島2-1 柴田郡大河原町字小島2-1 
フォルテ1Fフォルテ1F

0224-52-76770224-52-7677
いちかわ　と

おる

9090 18-299018-2990 菅原　輝行菅原　輝行 （株）メガネの相沢　フォルテ店（株）メガネの相沢　フォルテ店 989-1267989-1267
柴田郡大河原町字小島2-1 柴田郡大河原町字小島2-1 
フォルテ1Fフォルテ1F

0224-52-76770224-52-7677
すがわら　て

るゆき

9191 19-310619-3106 遠藤　将行遠藤　将行 （株）メガネの相沢　フォルテ店（株）メガネの相沢　フォルテ店 989-1267989-1267
柴田郡大河原町字小島2-1 柴田郡大河原町字小島2-1 
フォルテ1Fフォルテ1F

0224-52-76770224-52-7677
えんどう　ま

さゆき

9292 23-457023-4570 山﨑　浩山﨑　浩 （株）メガネの相沢　フォルテ店（株）メガネの相沢　フォルテ店 989-1267989-1267
柴田郡大河原町字小島2-1 柴田郡大河原町字小島2-1 
フォルテ1Fフォルテ1F

0224-52-76770224-52-7677
やまざき　ひ

ろし

9393 11-209311-2093 佐々木　洋佐々木　洋 （株）メガネの相沢　柴田店（株）メガネの相沢　柴田店 989-1607989-1607 柴田郡柴田町船岡新栄4-6-18柴田郡柴田町船岡新栄4-6-18 0224-55-56190224-55-5619
ささき　ひろ

し

9494 24-486524-4865 鹿郷　雄基鹿郷　雄基 （株）メガネの相沢　柴田店（株）メガネの相沢　柴田店 989-1607989-1607 柴田郡柴田町船岡新栄4-6-18柴田郡柴田町船岡新栄4-6-18 0224-55-56190224-55-5619
かごう　ゆう

き

9595 15-254415-2544 渡辺　一広渡辺　一広 （株）メガネの相沢　亘理店（株）メガネの相沢　亘理店 989-2324989-2324 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 0223-32-95550223-32-9555
わたなべ　か

ずひろ

9696 19-310719-3107 宮下　祐宮下　祐 （株）メガネの相沢　亘理店（株）メガネの相沢　亘理店 989-2324989-2324 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100 0223-32-95550223-32-9555
みやした　ゆ

う

9797 21-402321-4023 遠藤　健太郎遠藤　健太郎 （株）メガネの相沢　岩沼店（株）メガネの相沢　岩沼店 989-2426989-2426 岩沼市末広1-1-16岩沼市末広1-1-16 0223-24-69060223-24-6906
えんどう　け

んたろう

9898 22-417122-4171 田口　俊宏田口　俊宏 （株）メガネの相沢　岩沼店（株）メガネの相沢　岩沼店 989-2426989-2426 岩沼市末広1-1-16岩沼市末広1-1-16 0223-24-69060223-24-6906
たぐち　とし

ひろ

9999 20-352620-3526 股野　和重股野　和重
大町プロパティマネジメント（株）　大町プロパティマネジメント（株）　
補聴器リード補聴器リード

989-2432989-2432 岩沼市中央1-2-2　102号岩沼市中央1-2-2　102号 0223-24-20080223-24-2008
またの　かず

しげ

100100 23-460223-4602 吉浜　執吉浜　執
（株）パリミキ　OPTIQUE PARIS MIKI　（株）パリミキ　OPTIQUE PARIS MIKI　
イオンスーパーセンター栗原志波姫店イオンスーパーセンター栗原志波姫店

989-5612989-5612
栗原市志波姫新熊谷11番 栗原市志波姫新熊谷11番 
イオンスーパーセンター栗原志波姫店1階イオンスーパーセンター栗原志波姫店1階

0228-22-58820228-22-5882
よしはま　ま

もる

101101 20-331520-3315 鈴木　浩之鈴木　浩之
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター古川店仙台リオン補聴器センター古川店

989-6106989-6106
大崎市古川幸町1-5-37 大崎市古川幸町1-5-37 
ジュネス幸町Ⅱ103ジュネス幸町Ⅱ103

0229-22-33320229-22-3332
すずき　ひろ

ゆき



※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。

宮城県宮城県
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

102102 29-630029-6300 木村　倫太郎木村　倫太郎
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター古川店仙台リオン補聴器センター古川店

989-6106989-6106
大崎市古川幸町1-5-37 大崎市古川幸町1-5-37 
ジュネス幸町Ⅱ103ジュネス幸町Ⅱ103

0229-22-33320229-22-3332
きむら　りん

たろう

103103 29-633929-6339 鈴木　文子鈴木　文子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
仙台リオン補聴器センター古川店仙台リオン補聴器センター古川店

989-6106989-6106
大崎市古川幸町1-5-37 大崎市古川幸町1-5-37 
ジュネス幸町Ⅱ103ジュネス幸町Ⅱ103

0229-22-33320229-22-3332
すずき　ふみ

こ

104104 13-228413-2284 阿部　光彦阿部　光彦 （株）メガネの相沢　古川中里店（株）メガネの相沢　古川中里店 989-6143989-6143 大崎市古川中里5-15-43大崎市古川中里5-15-43 0229-23-30050229-23-3005
あべ　みつひ

こ

105105 15-252915-2529 清野　智宏清野　智宏 （株）メガネの相沢　古川中里店（株）メガネの相沢　古川中里店 989-6143989-6143 大崎市古川中里5-15-43大崎市古川中里5-15-43 0229-23-30050229-23-3005
せいの　とも

ひろ

106106 23-447723-4477 伊勢　和矢伊勢　和矢 いせ　かずや

107107 27-579727-5797 石川　愛美石川　愛美
いしかわ　ま

なみ

秋田県秋田県
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 21-375221-3752 大曽根　晋大曽根　晋 補聴器専門店　秋田ミミック補聴器専門店　秋田ミミック 010-0001010-0001
秋田市中通1-3-5 秋田市中通1-3-5 
秋田キャッスルホテル2F秋田キャッスルホテル2F

018-853-8800018-853-8800
おおそね　す

すむ

22 22-424322-4243 小西　智久小西　智久 （株）小西時計店　コニシ本店（株）小西時計店　コニシ本店 010-0001010-0001
秋田市中通2-6-1 秋田市中通2-6-1 
西武秋田店2階西武秋田店2階

018-832-6274018-832-6274
こにし　とも

ひさ

33 3-11593-1159 田松　俊美田松　俊美 （有）玉屋眼鏡店　玉屋補聴器センター（有）玉屋眼鏡店　玉屋補聴器センター 010-0001010-0001 秋田市中通2-1-37秋田市中通2-1-37 018-834-4331018-834-4331
たまつ　とし

み

44 19-325219-3252 河村　直樹河村　直樹 （有）玉屋眼鏡店　玉屋補聴器センター（有）玉屋眼鏡店　玉屋補聴器センター 010-0001010-0001 秋田市中通2-1-37秋田市中通2-1-37 018-834-4331018-834-4331
かわむら　な

おき

55 3-11823-1182 照井　賢照井　賢 秋田リオン補聴器販売（株）　秋田店秋田リオン補聴器販売（株）　秋田店 010-0013010-0013 秋田市南通築地4-14秋田市南通築地4-14 018-835-1369018-835-1369 てるい　けん

66 20-353320-3533 小原　憲昭小原　憲昭 （株）アサコウ　おおまち補聴器センター（株）アサコウ　おおまち補聴器センター 010-0921010-0921 秋田市大町二丁目2-11秋田市大町二丁目2-11 018-864-0018018-864-0018
おばら　のり

あき

77 29-654929-6549 平川　修平川　修 （株）メガネの平川　仁井田本店（株）メガネの平川　仁井田本店 010-1433010-1433 秋田市仁井田栄町2-36秋田市仁井田栄町2-36 018-829-0550018-829-0550
ひらかわ　お

さむ

88 4-12514-1251 藤井　彦藤井　彦 秋田リオン補聴器販売（株）　横手店秋田リオン補聴器販売（株）　横手店 013-0031013-0031 横手市鍛冶町8-17横手市鍛冶町8-17 0182-33-52500182-33-5250 ふじい　げん

99 27-599127-5991 髙橋　勇喜髙橋　勇喜 レ・メエル秋田（有）　レ・メエルレ・メエル秋田（有）　レ・メエル 013-0063013-0063 横手市婦気大堤字田久保下208-1横手市婦気大堤字田久保下208-1 0182-35-55500182-35-5550
たかはし　ゆ

うき

1010 21-403721-4037 大阪　美智子大阪　美智子 秋田リオン補聴器販売（株）　大曲店秋田リオン補聴器販売（株）　大曲店 014-0027014-0027 大仙市大曲通町3-4大仙市大曲通町3-4 0187-62-00830187-62-0083
おおさか　み

ちこ

1111 21-374621-3746 平石　雄介平石　雄介
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール大曲店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール大曲店

014-0033014-0033
大仙市和合字坪立177 大仙市和合字坪立177 
イオンモール大曲1Fイオンモール大曲1F

0187-73-72250187-73-7225
ひらいし　ゆ

うすけ

1212 18-298718-2987 冨樫　勇幸冨樫　勇幸 メガネのトガシメガネのトガシ 014-0048014-0048 大仙市大曲上大町12-32大仙市大曲上大町12-32 0187-63-48890187-63-4889
とがし　ゆう

こう

1313 27-578027-5780 冨樫　彩冨樫　彩 メガネのトガシメガネのトガシ 014-0048014-0048 大仙市大曲上大町12-32大仙市大曲上大町12-32 0187-63-48890187-63-4889 とがし　あや

1414 25-513125-5131 柏倉　大輔柏倉　大輔 （有）メガネの和光（有）メガネの和光 015-0072015-0072 由利本荘市裏尾崎町3-4由利本荘市裏尾崎町3-4 0184-22-03390184-22-0339
かしわくら　

だいすけ

1515 26-543826-5438 池田　友記池田　友記 （有）メガネの和光（有）メガネの和光 015-0072015-0072 由利本荘市裏尾崎町3-4由利本荘市裏尾崎町3-4 0184-22-03390184-22-0339
いけだ　ゆう

き

1616 5-13715-1371 赤川　彰夫赤川　彰夫 秋田リオン補聴器販売（株）　本荘店秋田リオン補聴器販売（株）　本荘店 015-0078015-0078 由利本荘市谷地町105由利本荘市谷地町105 0184-23-57070184-23-5707
あかがわ　あ

きお

1717 2-10532-1053 簾内　博人簾内　博人 秋田リオン補聴器販売（株）　能代店秋田リオン補聴器販売（株）　能代店 016-0831016-0831 能代市元町7-22能代市元町7-22 0185-54-68000185-54-6800
すのうち　ひ

ろひと

1818 21-406221-4062 金野　洋子金野　洋子 秋田リオン補聴器販売（株）　能代店秋田リオン補聴器販売（株）　能代店 016-0831016-0831 能代市元町7-22能代市元町7-22 0185-54-68000185-54-6800
こんの　よう

こ

1919 21-386521-3865 渡辺　文子渡辺　文子 新日本補聴器（株）　大館店新日本補聴器（株）　大館店 017-0044017-0044 大館市御成町3丁目6-75大館市御成町3丁目6-75 0186-43-41330186-43-4133
わたなべ　ふ

みこ

2020 16-257516-2575 田村　幸雄田村　幸雄 秋田リオン補聴器販売（株）　大館店秋田リオン補聴器販売（株）　大館店 017-0847017-0847 大館市幸町1-21大館市幸町1-21 0186-42-48330186-42-4833
たむら　ゆき

お

2121 21-403921-4039 川上　智恵子川上　智恵子 秋田リオン補聴器販売（株）　大館店秋田リオン補聴器販売（株）　大館店 017-0847017-0847 大館市幸町1-21大館市幸町1-21 0186-42-48330186-42-4833
かわかみ　ち

えこ

山形県山形県
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 3-12013-1201 東海林　慶子東海林　慶子 （株）秀電社　本店（株）秀電社　本店 990-0041990-0041 山形市緑町2-14-28山形市緑町2-14-28 023-622-4133023-622-4133
とうかいりん　

けいこ

22 3-12033-1203 阿部　俊阿部　俊 （株）秀電社　本店（株）秀電社　本店 990-0041990-0041 山形市緑町2-14-28山形市緑町2-14-28 023-622-4133023-622-4133 あべ　しゅん

33 16-266616-2666 髙橋　紀美子髙橋　紀美子 （株）秀電社　本店（株）秀電社　本店 990-0041990-0041 山形市緑町2-14-28山形市緑町2-14-28 023-622-4133023-622-4133
たかはし　き

みこ

44 20-333720-3337 山口　吉昭山口　吉昭 （株）秀電社　本店（株）秀電社　本店 990-0041990-0041 山形市緑町2-14-28山形市緑町2-14-28 023-622-4133023-622-4133
やまぐち　よ

しあき

55 20-334720-3347 明日　勇一明日　勇一 （株）秀電社　本店（株）秀電社　本店 990-0041990-0041 山形市緑町2-14-28山形市緑町2-14-28 023-622-4133023-622-4133
ぬくい　ゆう

いち

66 27-598527-5985 大場　新大場　新 （株）秀電社　本店（株）秀電社　本店 990-0041990-0041 山形市緑町2-14-28山形市緑町2-14-28 023-622-4133023-622-4133
おおば　あら

た

77 20-350620-3506 安達　俊幸安達　俊幸 （有）さくら補聴器（有）さくら補聴器 990-2331990-2331 山形市飯田西4-4-13山形市飯田西4-4-13 023-615-4481023-615-4481
あだち　とし

ゆき

88 23-453023-4530 中尾　弘幸中尾　弘幸 （有）さくら補聴器（有）さくら補聴器 990-2331990-2331 山形市飯田西4-4-13山形市飯田西4-4-13 023-615-4481023-615-4481
なかお　ひろ

ゆき

99 25-509525-5095 篠原　浩一篠原　浩一 （有）さくら補聴器（有）さくら補聴器 990-2331990-2331 山形市飯田西4-4-13山形市飯田西4-4-13 023-615-4481023-615-4481
しのはら　こ

ういち



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

山形県山形県
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

1010 1-10491-1049 木村　房夫木村　房夫 （株）秀電社　あかねヶ丘店（株）秀電社　あかねヶ丘店 990-2483990-2483 山形市上町4-14-15山形市上町4-14-15 023-647-8133023-647-8133
きむら　ふさ

お

1111 6-14786-1478 佐藤　孝則佐藤　孝則 米沢補聴器センター　「きこえの相談室」米沢補聴器センター　「きこえの相談室」 992-0031992-0031 米沢市大町4-6-10米沢市大町4-6-10 0238-24-55350238-24-5535
さとう　たか

のり

1212 21-386921-3869 杉原　美香杉原　美香 （株）秀電社　米沢店（株）秀電社　米沢店 992-0039992-0039 米沢市門東町3-3-1米沢市門東町3-3-1 0238-23-41330238-23-4133
すぎはら　み

か

1313 29-651229-6512 岡崎　雅和岡崎　雅和 （株）秀電社　米沢店（株）秀電社　米沢店 992-0039992-0039 米沢市門東町3-3-1米沢市門東町3-3-1 0238-23-41330238-23-4133
おかざき　ま

さかず

1414 20-351820-3518 那須　丈雄那須　丈雄 （有）金栄堂（有）金栄堂 993-0084993-0084 長井市栄町4-3長井市栄町4-3 0238-88-30620238-88-3062 なす　たけお

1515 22-422322-4223 高橋　政司高橋　政司 （有）タカハシ　ヴェールタカハシ（有）タカハシ　ヴェールタカハシ 994-0033994-0033 天童市三日町1-5-36天童市三日町1-5-36 023-653-2211023-653-2211
たかはし　ま

さし

1616 8-16638-1663 斎藤　咲子斎藤　咲子 （株）秀電社　鶴岡店（株）秀電社　鶴岡店 997-0034997-0034 鶴岡市本町1-9-24鶴岡市本町1-9-24 0235-23-41330235-23-4133
さいとう　さ

きこ

1717 21-376021-3760 本間　和樹本間　和樹 （株）秀電社　鶴岡店（株）秀電社　鶴岡店 997-0034997-0034 鶴岡市本町1-9-24鶴岡市本町1-9-24 0235-23-41330235-23-4133
ほんま　かず

き

1818 22-417022-4170 笹原　容子笹原　容子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンモール三川店パリミキ　イオンモール三川店

997-1316997-1316 東田川郡三川町猪子和田庫128-1東田川郡三川町猪子和田庫128-1 0235-26-10820235-26-1082
ささはら　よ

うこ

1919 15-253915-2539 松田　智幸松田　智幸 （株）秀電社　酒田店（株）秀電社　酒田店 998-0044998-0044
酒田市中町2-4-1 酒田市中町2-4-1 
マルホンビル1Fマルホンビル1F

0234-26-41330234-26-4133
まつた　とも

ゆき

2020 19-325619-3256 大友　鐡朗大友　鐡朗 タウン補聴器タウン補聴器 999-2211999-2211 南陽市赤湯3075-2南陽市赤湯3075-2 0238-40-08000238-40-0800
おおとも　て

つろう

2121 21-398521-3985 古山　陽子古山　陽子 タウン補聴器タウン補聴器 999-2211999-2211 南陽市赤湯3075-2南陽市赤湯3075-2 0238-40-08000238-40-0800
ふるやま　よ

うこ

2222 21-373221-3732 千葉　ゆか千葉　ゆか
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）　
かみのやま倉庫店かみのやま倉庫店

999-3107999-3107 上山市みはらしの丘21番上山市みはらしの丘21番 023-679-8752023-679-8752 ちば　ゆか

2323 27-590327-5903 管　雅和管　雅和 （有）精工堂（有）精工堂 999-3511999-3511 西村山郡河北町谷地乙81西村山郡河北町谷地乙81 0237-72-34240237-72-3424
かん　まさか

ず

2424 21-397121-3971 高橋　和春高橋　和春 （有）高橋時計店　ひがしね補聴器（有）高橋時計店　ひがしね補聴器 999-3711999-3711 東根市中央4-2-17東根市中央4-2-17 0237-43-05550237-43-0555
たかはし　か

ずはる

福島県福島県
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 20-330120-3301 後藤　秀和後藤　秀和 （株）ヒカリネット　ひかり補聴器（株）ヒカリネット　ひかり補聴器 960-0111960-0111 福島市丸子石名田2-4福島市丸子石名田2-4 024-563-7494024-563-7494
ごとう　ひで

かず

22 20-330320-3303 安　敏彦安　敏彦 （株）ヒカリネット　ひかり補聴器（株）ヒカリネット　ひかり補聴器 960-0111960-0111 福島市丸子石名田2-4福島市丸子石名田2-4 024-563-7494024-563-7494
やす　としひ

こ

33 15-252615-2526 後藤　研一後藤　研一 （株）メガネの相沢　福島南矢野目店（株）メガネの相沢　福島南矢野目店 960-0112960-0112 福島市南矢野目字中江12-17福島市南矢野目字中江12-17 024-556-1101024-556-1101
ごとう　けん

いち

44 22-428922-4289 渡辺　和広渡辺　和広 （株）メガネの相沢　福島南矢野目店（株）メガネの相沢　福島南矢野目店 960-0112960-0112 福島市南矢野目字中江12-17福島市南矢野目字中江12-17 024-556-1101024-556-1101
わたなべ　か

ずひろ

55 24-471324-4713 木村　浩昭木村　浩昭 （株）和真　和真メガネ　福島駅東口店（株）和真　和真メガネ　福島駅東口店 960-8031960-8031 福島市栄町1-1福島市栄町1-1 024-524-1717024-524-1717
きむら　ひろ

あき

66 15-253715-2537 渡辺　昌則渡辺　昌則 （株）ミミプラザ　福島店（株）ミミプラザ　福島店 960-8034960-8034
福島市置賜町1-29 福島市置賜町1-29 
佐平ビル1F佐平ビル1F

024-523-4133024-523-4133
わたなべ　ま

さのり

77 23-454523-4545 中澤　勲中澤　勲 （株）ミミプラザ　福島店（株）ミミプラザ　福島店 960-8034960-8034
福島市置賜町1-29 福島市置賜町1-29 
佐平ビル1F佐平ビル1F

024-523-4133024-523-4133
なかざわ　い

さお

88 25-509925-5099 杉原　理恵杉原　理恵 （株）ミミプラザ　福島店（株）ミミプラザ　福島店 960-8034960-8034
福島市置賜町1-29 福島市置賜町1-29 
佐平ビル1F佐平ビル1F

024-523-4133024-523-4133
すぎはら　り

え

99 2-11222-1122 菅野　純一菅野　純一
（株）プライムシステムズ　（株）プライムシステムズ　
福島ヒヤリングセンター福島ヒヤリングセンター

960-8035960-8035 福島市本町5-19福島市本町5-19 024-522-1880024-522-1880
すがの　じゅ

んいち

1010 23-441023-4410 石和　雅史石和　雅史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店 960-8036960-8036 福島市新町8-42福島市新町8-42 024-523-0056024-523-0056
いしわ　まさ

し

1111 28-613728-6137 香野　しのぶ香野　しのぶ ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店 960-8036960-8036 福島市新町8-42福島市新町8-42 024-523-0056024-523-0056
こうの　しの

ぶ

1212 21-377221-3772 坂本　美和子坂本　美和子 福島補聴器福島補聴器 960-8043960-8043
福島市中町1-30 福島市中町1-30 
アイシーハウス中町101アイシーハウス中町101

024-573-7843024-573-7843
さかもと　み

わこ

1313 17-280017-2800 笠間　康弘笠間　康弘 （株）メガネの相沢　福島野田町店（株）メガネの相沢　福島野田町店 960-8055960-8055 福島市野田町5-1-11福島市野田町5-1-11 024-535-5211024-535-5211
かさま　やす

ひろ

1414 21-402921-4029 木幡　義信木幡　義信 （株）メガネの相沢　福島野田町店（株）メガネの相沢　福島野田町店 960-8055960-8055 福島市野田町5-1-11福島市野田町5-1-11 024-535-5211024-535-5211
こわた　よし

のぶ

1515 27-595227-5952 石井　真志石井　真志 （株）メガネの相沢　福島野田町店（株）メガネの相沢　福島野田町店 960-8055960-8055 福島市野田町5-1-11福島市野田町5-1-11 024-535-5211024-535-5211
いしい　まさ

し

1616 21-393221-3932 藤田　智藤田　智 （株）ミミプラザ　新白河店（株）ミミプラザ　新白河店 961-0856961-0856
白河市新白河1-38 白河市新白河1-38 
グラン玉屋A102グラン玉屋A102

0248-21-62010248-21-6201
ふじた　さと

し

1717 22-413722-4137 阿部　和明阿部　和明 （株）和光　和光メガネ　白河店（株）和光　和光メガネ　白河店 961-0856961-0856 白河市新白河1丁目104番地白河市新白河1丁目104番地 0248-27-18880248-27-1888
あべ　かずあ

き

1818 23-445823-4458 松谷　亨松谷　亨 （株）和光　和光メガネ　白河店（株）和光　和光メガネ　白河店 961-0856961-0856 白河市新白河1丁目104番地白河市新白河1丁目104番地 0248-27-18880248-27-1888
まつたに　と

おる

1919 25-514325-5143 米倉　攻米倉　攻
（株）ヨネクラ　（株）ヨネクラ　
ヨネクラ補聴器センター　須賀川駅前本店ヨネクラ補聴器センター　須賀川駅前本店

962-0859962-0859 須賀川市塚田74須賀川市塚田74 0248-63-23860248-63-2386
よねくら　お

さむ

2020 16-265816-2658 鈴木　剛志鈴木　剛志 （株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店（株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 963-8022963-8022
郡山市西ノ内2-11 郡山市西ノ内2-11 
イトーヨーカドー郡山店4Fイトーヨーカドー郡山店4F

024-939-0655024-939-0655
すずき　たけ

し

2121 21-403121-4031 糠澤　薫糠澤　薫 （株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店（株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 963-8022963-8022
郡山市西ノ内2-11 郡山市西ノ内2-11 
イトーヨーカドー郡山店4Fイトーヨーカドー郡山店4F

024-939-0655024-939-0655
ぬかざわ　か

おる

2222 23-456823-4568 佐藤　順佐藤　順 （株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店（株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 963-8022963-8022
郡山市西ノ内2-11 郡山市西ノ内2-11 
イトーヨーカドー郡山店4Fイトーヨーカドー郡山店4F

024-939-0655024-939-0655
さとう　じゅ

ん

2323 9-17669-1766 今泉　美枝子今泉　美枝子 （株）ミミプラザ　郡山店（株）ミミプラザ　郡山店 963-8025963-8025
郡山市桑野5-4-10 郡山市桑野5-4-10 
小沼ビル小沼ビル

024-935-4133024-935-4133
わたなべ　し

んじ



※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。

山形県山形県
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

1010 1-10491-1049 木村　房夫木村　房夫 （株）秀電社　あかねヶ丘店（株）秀電社　あかねヶ丘店 990-2483990-2483 山形市上町4-14-15山形市上町4-14-15 023-647-8133023-647-8133
きむら　ふさ

お

1111 6-14786-1478 佐藤　孝則佐藤　孝則 米沢補聴器センター　「きこえの相談室」米沢補聴器センター　「きこえの相談室」 992-0031992-0031 米沢市大町4-6-10米沢市大町4-6-10 0238-24-55350238-24-5535
さとう　たか

のり

1212 21-386921-3869 杉原　美香杉原　美香 （株）秀電社　米沢店（株）秀電社　米沢店 992-0039992-0039 米沢市門東町3-3-1米沢市門東町3-3-1 0238-23-41330238-23-4133
すぎはら　み

か

1313 29-651229-6512 岡崎　雅和岡崎　雅和 （株）秀電社　米沢店（株）秀電社　米沢店 992-0039992-0039 米沢市門東町3-3-1米沢市門東町3-3-1 0238-23-41330238-23-4133
おかざき　ま

さかず

1414 20-351820-3518 那須　丈雄那須　丈雄 （有）金栄堂（有）金栄堂 993-0084993-0084 長井市栄町4-3長井市栄町4-3 0238-88-30620238-88-3062 なす　たけお

1515 22-422322-4223 高橋　政司高橋　政司 （有）タカハシ　ヴェールタカハシ（有）タカハシ　ヴェールタカハシ 994-0033994-0033 天童市三日町1-5-36天童市三日町1-5-36 023-653-2211023-653-2211
たかはし　ま

さし

1616 8-16638-1663 斎藤　咲子斎藤　咲子 （株）秀電社　鶴岡店（株）秀電社　鶴岡店 997-0034997-0034 鶴岡市本町1-9-24鶴岡市本町1-9-24 0235-23-41330235-23-4133
さいとう　さ

きこ

1717 21-376021-3760 本間　和樹本間　和樹 （株）秀電社　鶴岡店（株）秀電社　鶴岡店 997-0034997-0034 鶴岡市本町1-9-24鶴岡市本町1-9-24 0235-23-41330235-23-4133
ほんま　かず

き

1818 22-417022-4170 笹原　容子笹原　容子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンモール三川店パリミキ　イオンモール三川店

997-1316997-1316 東田川郡三川町猪子和田庫128-1東田川郡三川町猪子和田庫128-1 0235-26-10820235-26-1082
ささはら　よ

うこ

1919 15-253915-2539 松田　智幸松田　智幸 （株）秀電社　酒田店（株）秀電社　酒田店 998-0044998-0044
酒田市中町2-4-1 酒田市中町2-4-1 
マルホンビル1Fマルホンビル1F

0234-26-41330234-26-4133
まつた　とも

ゆき

2020 19-325619-3256 大友　鐡朗大友　鐡朗 タウン補聴器タウン補聴器 999-2211999-2211 南陽市赤湯3075-2南陽市赤湯3075-2 0238-40-08000238-40-0800
おおとも　て

つろう

2121 21-398521-3985 古山　陽子古山　陽子 タウン補聴器タウン補聴器 999-2211999-2211 南陽市赤湯3075-2南陽市赤湯3075-2 0238-40-08000238-40-0800
ふるやま　よ

うこ

2222 21-373221-3732 千葉　ゆか千葉　ゆか
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）　
かみのやま倉庫店かみのやま倉庫店

999-3107999-3107 上山市みはらしの丘21番上山市みはらしの丘21番 023-679-8752023-679-8752 ちば　ゆか

2323 27-590327-5903 管　雅和管　雅和 （有）精工堂（有）精工堂 999-3511999-3511 西村山郡河北町谷地乙81西村山郡河北町谷地乙81 0237-72-34240237-72-3424
かん　まさか

ず

2424 21-397121-3971 高橋　和春高橋　和春 （有）高橋時計店　ひがしね補聴器（有）高橋時計店　ひがしね補聴器 999-3711999-3711 東根市中央4-2-17東根市中央4-2-17 0237-43-05550237-43-0555
たかはし　か

ずはる

福島県福島県
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 20-330120-3301 後藤　秀和後藤　秀和 （株）ヒカリネット　ひかり補聴器（株）ヒカリネット　ひかり補聴器 960-0111960-0111 福島市丸子石名田2-4福島市丸子石名田2-4 024-563-7494024-563-7494
ごとう　ひで

かず

22 20-330320-3303 安　敏彦安　敏彦 （株）ヒカリネット　ひかり補聴器（株）ヒカリネット　ひかり補聴器 960-0111960-0111 福島市丸子石名田2-4福島市丸子石名田2-4 024-563-7494024-563-7494
やす　としひ

こ

33 15-252615-2526 後藤　研一後藤　研一 （株）メガネの相沢　福島南矢野目店（株）メガネの相沢　福島南矢野目店 960-0112960-0112 福島市南矢野目字中江12-17福島市南矢野目字中江12-17 024-556-1101024-556-1101
ごとう　けん

いち

44 22-428922-4289 渡辺　和広渡辺　和広 （株）メガネの相沢　福島南矢野目店（株）メガネの相沢　福島南矢野目店 960-0112960-0112 福島市南矢野目字中江12-17福島市南矢野目字中江12-17 024-556-1101024-556-1101
わたなべ　か

ずひろ

55 24-471324-4713 木村　浩昭木村　浩昭 （株）和真　和真メガネ　福島駅東口店（株）和真　和真メガネ　福島駅東口店 960-8031960-8031 福島市栄町1-1福島市栄町1-1 024-524-1717024-524-1717
きむら　ひろ

あき

66 15-253715-2537 渡辺　昌則渡辺　昌則 （株）ミミプラザ　福島店（株）ミミプラザ　福島店 960-8034960-8034
福島市置賜町1-29 福島市置賜町1-29 
佐平ビル1F佐平ビル1F

024-523-4133024-523-4133
わたなべ　ま

さのり

77 23-454523-4545 中澤　勲中澤　勲 （株）ミミプラザ　福島店（株）ミミプラザ　福島店 960-8034960-8034
福島市置賜町1-29 福島市置賜町1-29 
佐平ビル1F佐平ビル1F

024-523-4133024-523-4133
なかざわ　い

さお

88 25-509925-5099 杉原　理恵杉原　理恵 （株）ミミプラザ　福島店（株）ミミプラザ　福島店 960-8034960-8034
福島市置賜町1-29 福島市置賜町1-29 
佐平ビル1F佐平ビル1F

024-523-4133024-523-4133
すぎはら　り

え

99 2-11222-1122 菅野　純一菅野　純一
（株）プライムシステムズ　（株）プライムシステムズ　
福島ヒヤリングセンター福島ヒヤリングセンター

960-8035960-8035 福島市本町5-19福島市本町5-19 024-522-1880024-522-1880
すがの　じゅ

んいち

1010 23-441023-4410 石和　雅史石和　雅史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店 960-8036960-8036 福島市新町8-42福島市新町8-42 024-523-0056024-523-0056
いしわ　まさ

し

1111 28-613728-6137 香野　しのぶ香野　しのぶ ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店ブルームヒアリング（株）　ブルーム福島店 960-8036960-8036 福島市新町8-42福島市新町8-42 024-523-0056024-523-0056
こうの　しの

ぶ

1212 21-377221-3772 坂本　美和子坂本　美和子 福島補聴器福島補聴器 960-8043960-8043
福島市中町1-30 福島市中町1-30 
アイシーハウス中町101アイシーハウス中町101

024-573-7843024-573-7843
さかもと　み

わこ

1313 17-280017-2800 笠間　康弘笠間　康弘 （株）メガネの相沢　福島野田町店（株）メガネの相沢　福島野田町店 960-8055960-8055 福島市野田町5-1-11福島市野田町5-1-11 024-535-5211024-535-5211
かさま　やす

ひろ

1414 21-402921-4029 木幡　義信木幡　義信 （株）メガネの相沢　福島野田町店（株）メガネの相沢　福島野田町店 960-8055960-8055 福島市野田町5-1-11福島市野田町5-1-11 024-535-5211024-535-5211
こわた　よし

のぶ

1515 27-595227-5952 石井　真志石井　真志 （株）メガネの相沢　福島野田町店（株）メガネの相沢　福島野田町店 960-8055960-8055 福島市野田町5-1-11福島市野田町5-1-11 024-535-5211024-535-5211
いしい　まさ

し

1616 21-393221-3932 藤田　智藤田　智 （株）ミミプラザ　新白河店（株）ミミプラザ　新白河店 961-0856961-0856
白河市新白河1-38 白河市新白河1-38 
グラン玉屋A102グラン玉屋A102

0248-21-62010248-21-6201
ふじた　さと

し

1717 22-413722-4137 阿部　和明阿部　和明 （株）和光　和光メガネ　白河店（株）和光　和光メガネ　白河店 961-0856961-0856 白河市新白河1丁目104番地白河市新白河1丁目104番地 0248-27-18880248-27-1888
あべ　かずあ

き

1818 23-445823-4458 松谷　亨松谷　亨 （株）和光　和光メガネ　白河店（株）和光　和光メガネ　白河店 961-0856961-0856 白河市新白河1丁目104番地白河市新白河1丁目104番地 0248-27-18880248-27-1888
まつたに　と

おる

1919 25-514325-5143 米倉　攻米倉　攻
（株）ヨネクラ　（株）ヨネクラ　
ヨネクラ補聴器センター　須賀川駅前本店ヨネクラ補聴器センター　須賀川駅前本店

962-0859962-0859 須賀川市塚田74須賀川市塚田74 0248-63-23860248-63-2386
よねくら　お

さむ

2020 16-265816-2658 鈴木　剛志鈴木　剛志 （株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店（株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 963-8022963-8022
郡山市西ノ内2-11 郡山市西ノ内2-11 
イトーヨーカドー郡山店4Fイトーヨーカドー郡山店4F

024-939-0655024-939-0655
すずき　たけ

し

2121 21-403121-4031 糠澤　薫糠澤　薫 （株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店（株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 963-8022963-8022
郡山市西ノ内2-11 郡山市西ノ内2-11 
イトーヨーカドー郡山店4Fイトーヨーカドー郡山店4F

024-939-0655024-939-0655
ぬかざわ　か

おる

2222 23-456823-4568 佐藤　順佐藤　順 （株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店（株）メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 963-8022963-8022
郡山市西ノ内2-11 郡山市西ノ内2-11 
イトーヨーカドー郡山店4Fイトーヨーカドー郡山店4F

024-939-0655024-939-0655
さとう　じゅ

ん

2323 9-17669-1766 今泉　美枝子今泉　美枝子 （株）ミミプラザ　郡山店（株）ミミプラザ　郡山店 963-8025963-8025
郡山市桑野5-4-10 郡山市桑野5-4-10 
小沼ビル小沼ビル

024-935-4133024-935-4133
わたなべ　し

んじ

福島県福島県
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

2424 11-211911-2119 渡辺　伸二渡辺　伸二 （株）ミミプラザ　郡山店（株）ミミプラザ　郡山店 963-8025963-8025
郡山市桑野5-4-10 郡山市桑野5-4-10 
小沼ビル小沼ビル

024-935-4133024-935-4133
くさの　やす

ひろ

2525 17-282817-2828 草野　康弘草野　康弘 （株）ミミプラザ　郡山店（株）ミミプラザ　郡山店 963-8025963-8025
郡山市桑野5-4-10 郡山市桑野5-4-10 
小沼ビル小沼ビル

024-935-4133024-935-4133
ひしぬま　と

おる

2626 20-351520-3515 菱沼　徹菱沼　徹 （株）ミミプラザ　郡山店（株）ミミプラザ　郡山店 963-8025963-8025
郡山市桑野5-4-10 郡山市桑野5-4-10 
小沼ビル小沼ビル

024-935-4133024-935-4133
いまいずみ　

みえこ

2727 27-568827-5688 伊藤　祐樹伊藤　祐樹 （株）メガネトップ　眼鏡市場　郡山城清水店（株）メガネトップ　眼鏡市場　郡山城清水店 963-8842963-8842 郡山市城清水141-1郡山市城清水141-1 024-990-0778024-990-0778
いとう　ゆう

き

2828 24-471024-4710 木村　まどか木村　まどか ブルームヒアリング（株）　ブルーム郡山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム郡山店 963-8877963-8877
郡山市堂前町31-13 郡山市堂前町31-13 
筒井第一ビル1F筒井第一ビル1F

024-935-8339024-935-8339
きむら　まど

か

2929 11-201411-2014 小椋　隆光小椋　隆光 愛眼堂メガネ（株）愛眼堂メガネ（株） 965-0024965-0024 会津若松市白虎町218-1会津若松市白虎町218-1 0242-25-38720242-25-3872
おぐら　たか

みつ

3030 24-478024-4780 成田　正人成田　正人 さかえ電気工業（株）　会津リオン補聴器センターさかえ電気工業（株）　会津リオン補聴器センター 965-0041965-0041 会津若松市駅前町7-10会津若松市駅前町7-10 0242-32-33410242-32-3341
なりた　まさ

と

3131 25-515525-5155 大須賀　直人大須賀　直人 （有）ケンシン（有）ケンシン 965-0817965-0817
会津若松市千石町6-61 会津若松市千石町6-61 
シルバーキングダム102シルバーキングダム102

0242-32-14230242-32-1423
おおすか　な

おと

3232 21-382321-3823 佐々木　友和佐々木　友和 愛眼堂メガネ（株）　喜多方店愛眼堂メガネ（株）　喜多方店 966-0056966-0056 喜多方市字屋敷免3989-5喜多方市字屋敷免3989-5 0241-23-13660241-23-1366
ささき　とも

かず

3333 22-431622-4316 大内　由幸大内　由幸 （株）石沢　メガネの石沢　本宮店（株）石沢　メガネの石沢　本宮店 969-1128969-1128 本宮市本宮字舘町169本宮市本宮字舘町169 0243-33-17000243-33-1700
おおうち　よ

しゆき

3434 20-329020-3290 大竹　陽介大竹　陽介 大竹時計眼鏡店大竹時計眼鏡店 969-3513969-3513 喜多方市塩川町中町1918喜多方市塩川町中町1918 0241-27-20240241-27-2024
おおたけ　よ

うすけ

3535 6-14376-1437 小椋　匠小椋　匠 愛眼堂メガネ（株）　愛眼堂メガネ　坂下店愛眼堂メガネ（株）　愛眼堂メガネ　坂下店 969-6551969-6551 河沼郡会津坂下町舘ノ下193-3河沼郡会津坂下町舘ノ下193-3 0242-83-47880242-83-4788
おぐら　たく

み

3636 1-10041-1004 川村　芳博川村　芳博 （株）いわきリオン補聴器センター（株）いわきリオン補聴器センター 970-8026970-8026 いわき市平1-2いわき市平1-2 0246-23-33220246-23-3322
かわむら　よ

しひろ

3737 18-306018-3060 川村　美雪川村　美雪 （株）いわきリオン補聴器センター（株）いわきリオン補聴器センター 970-8026970-8026 いわき市平1-2いわき市平1-2 0246-23-33220246-23-3322
かわむら　み

ゆき

3838 8-17138-1713 野木　慶一野木　慶一 （株）ネモト　メガネサロン（株）ネモト　メガネサロン 970-8026970-8026
いわき市平字三町目24 いわき市平字三町目24 
Q21ネモトビル2FQ21ネモトビル2F

0246-22-88990246-22-8899
のぎ　けいい

ち

3939 19-326419-3264 根本　浩一根本　浩一 （有）和光　メガネと補聴器の和光　平店（有）和光　メガネと補聴器の和光　平店 970-8026970-8026 いわき市平字田町1-11いわき市平字田町1-11 0246-21-35740246-21-3574
ねもと　こう

いち

4040 29-636529-6365 内川　智内川　智
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　谷川瀬店パリミキ　谷川瀬店

970-8036970-8036 いわき市平谷川瀬2-2-4いわき市平谷川瀬2-2-4 0246-25-95100246-25-9510
うちかわ　さ

とい

4141 21-372921-3729 佐藤　直人佐藤　直人 メガネと補聴器カームメガネと補聴器カーム 971-8124971-8124 いわき市小名浜住吉字飯塚25番4いわき市小名浜住吉字飯塚25番4 0246-85-02990246-85-0299
さとう　なお

と

4242 18-292618-2926 一条　尚史一条　尚史 （株）あかまつ補聴器センター　いわき店（株）あかまつ補聴器センター　いわき店 972-8321972-8321 いわき市常磐湯本町天王崎43-11いわき市常磐湯本町天王崎43-11 0246-44-54480246-44-5448
いちじょう　

たかし

4343 21-405021-4050 井田　勝明井田　勝明 （有）内山眼鏡店　植田本店（有）内山眼鏡店　植田本店 974-8212974-8212 いわき市東田町2-20-2いわき市東田町2-20-2 0246-62-54680246-62-5468
いだ　かつあ

き

4444 24-479224-4792 松原　るみ松原　るみ （株）いわきリオン補聴器センター　いわき南店（株）いわきリオン補聴器センター　いわき南店 974-8232974-8232 いわき市錦町江栗3-66-1いわき市錦町江栗3-66-1 0246-38-35250246-38-3525
まつばら　る

み

4545 2-11212-1121 吉田　郁吉田　郁 （株）いわきリオン補聴器センター　原町店（株）いわきリオン補聴器センター　原町店 975-0031975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目25番地 南相馬市原町区錦町一丁目25番地 
アースム1Fアースム1F

0244-23-39000244-23-3900
よしだ　れい

こ

4646 16-261316-2613 吉田　礼子吉田　礼子 （株）いわきリオン補聴器センター　原町店（株）いわきリオン補聴器センター　原町店 975-0031975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目25番地 南相馬市原町区錦町一丁目25番地 
アースム1Fアースム1F

0244-23-39000244-23-3900
よしだ　かお

る

4747 26-533126-5331 佐藤　和弘佐藤　和弘
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　相馬店パリミキ　相馬店

976-0042976-0042 相馬市中村字桜ケ丘184相馬市中村字桜ケ丘184 0244-36-20130244-36-2013
さとう　かず

ひろ

4848 22-422022-4220 志田　秀和志田　秀和
しだ　ひでか

ず

茨城県茨城県
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 6-14626-1462 深沢　昭彦深沢　昭彦 （株）関東補聴器　土浦店（株）関東補聴器　土浦店 300-0037300-0037
土浦市桜町1-14-4 土浦市桜町1-14-4 
サンライズビル1Fサンライズビル1F

029-827-1220029-827-1220
ふかざわ　あ

きひこ

22 22-420822-4208 深沢　尚規深沢　尚規 （株）関東補聴器　土浦店（株）関東補聴器　土浦店 300-0037300-0037
土浦市桜町1-14-4 土浦市桜町1-14-4 
サンライズビル1Fサンライズビル1F

029-827-1220029-827-1220
ふかざわ　な

おき

33 5-14155-1415 大山　直樹大山　直樹 大山電機（株）　オオヤマ補聴器センター大山電機（株）　オオヤマ補聴器センター 300-0042300-0042 土浦市城北町14-14土浦市城北町14-14 029-821-1123029-821-1123
おおやま　な

おき

44 20-351620-3516 高橋　浩幸高橋　浩幸
新日本補聴器（株）　新日本補聴器（株）　
新日本補聴器センター　土浦店新日本補聴器センター　土浦店

300-0045300-0045 土浦市文京町12-16土浦市文京町12-16 029-827-3317029-827-3317
たかはし　ひ

ろゆき

55 21-378921-3789 淡路　文子淡路　文子
新日本補聴器（株）　新日本補聴器（株）　
新日本補聴器センター　土浦店新日本補聴器センター　土浦店

300-0045300-0045 土浦市文京町12-16土浦市文京町12-16 029-827-3317029-827-3317
あわじ　あや

こ

66 26-554926-5549 髙村　守髙村　守
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　牛久店パリミキ　牛久店

300-1233300-1233 牛久市栄町4-51牛久市栄町4-51 029-872-6368029-872-6368
たかむら　ま

もる

77 17-281117-2811 久地岡　俊幸久地岡　俊幸 メガネの久地岡メガネの久地岡 300-1236300-1236 牛久市田宮町144-5牛久市田宮町144-5 029-872-0163029-872-0163
くちおか　と

しゆき

88 18-287618-2876 久地岡　雪枝久地岡　雪枝 メガネの久地岡メガネの久地岡 300-1236300-1236 牛久市田宮町144-5牛久市田宮町144-5 029-872-0163029-872-0163
くちおか　ゆ

きえ

99 5-14145-1414 木村　英明木村　英明 （株）つくば補聴器センター（株）つくば補聴器センター 302-0034302-0034 取手市戸頭2-47-7取手市戸頭2-47-7 0297-78-77710297-78-7771
しんどう　さ

つき

1010 19-314219-3142 新藤　さつき新藤　さつき （株）つくば補聴器センター（株）つくば補聴器センター 302-0034302-0034 取手市戸頭2-47-7取手市戸頭2-47-7 0297-78-77710297-78-7771
きむら　ひで

あき

1111 4-12454-1245 大橋　清人大橋　清人 テクテク補聴器テクテク補聴器 302-0128302-0128 守谷市けやき台2-11-3守谷市けやき台2-11-3 0297-34-08700297-34-0870
おおはし　き

よひと

1212 19-308019-3080 池ヶ谷　恭任池ヶ谷　恭任
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンターつくばリオネットセンターつくば

305-0028305-0028 つくば市妻木416-4つくば市妻木416-4 029-856-2819029-856-2819
いけがや　や

すひで

1313 20-330820-3308 井上　祐二井上　祐二
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンターつくばリオネットセンターつくば

305-0028305-0028 つくば市妻木416-4つくば市妻木416-4 029-856-2819029-856-2819
いのうえ　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。

茨城県茨城県
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

1414 27-583327-5833 小松﨑　明小松﨑　明 （株）東京メガネ　つくば店（株）東京メガネ　つくば店 305-0816305-0816 つくば市学園の森1-19-9つくば市学園の森1-19-9 029-855-0308029-855-0308
こまつざき　

あきら

1515 27-577127-5771 新倉　一男新倉　一男
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）　
つくば倉庫店つくば倉庫店

305-0816305-0816 つくば市学園の森2-19つくば市学園の森2-19 029-850-5600029-850-5600
にいくら　か

ずお

1616 27-596827-5968 川村　明弘川村　明弘
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）　
つくば倉庫店つくば倉庫店

305-0816305-0816 つくば市学園の森2-19つくば市学園の森2-19 029-850-5600029-850-5600
かわむら　あ

きひろ

1717 11-207811-2078 菊井　嘉菊井　嘉 ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店 305-0817305-0817
つくば市研究学園5-11-1 つくば市研究学園5-11-1 
サーパスつくば研究学園一階3号室サーパスつくば研究学園一階3号室

029-860-3341029-860-3341
きくい　よし

み

1818 28-622728-6227 根岸　寛人根岸　寛人 ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店 305-0817305-0817
つくば市研究学園5-11-1 つくば市研究学園5-11-1 
サーパスつくば研究学園一階3号室サーパスつくば研究学園一階3号室

029-860-3341029-860-3341
ねぎし　ひろ

と

1919 27-592827-5928 志賀　智史志賀　智史 （株）幸和義肢研究所（株）幸和義肢研究所 305-0845305-0845 つくば市大白硲341-1つくば市大白硲341-1 029-875-7627029-875-7627 しが　さとし

2020 26-554026-5540 矢口　太一矢口　太一 （株）和光　和光メガネ　古河店（株）和光　和光メガネ　古河店 306-0012306-0012 古河市旭町2-13-13古河市旭町2-13-13 0280-33-06550280-33-0655
やぐち　たい

ち

2121 26-543226-5432 押田　哲也押田　哲也 アイジャパン（株）　アイメガネ　古河イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　古河イオン店 306-0012306-0012
古河市旭町1-2-17 古河市旭町1-2-17 
イオン古河店2Fイオン古河店2F

0280-33-00010280-33-0001
おしだ　てつ

や

2222 24-497024-4970 佐々木　利幸佐々木　利幸 （株）関東補聴器　古河店（株）関東補聴器　古河店 306-0013306-0013
古河市東本町3-3-12 古河市東本町3-3-12 
ネオイーストビル1Fネオイーストビル1F

0280-31-49140280-31-4914
ささき　とし

ゆき

2323 26-557126-5571 慶野　隆一慶野　隆一 （株）和光　和光メガネ　下館店（株）和光　和光メガネ　下館店 308-0841308-0841 筑西市二木成1390筑西市二木成1390 0296-24-00320296-24-0032
けいの　りゅ

ういち

2424 27-600227-6002 大槻　信成大槻　信成 （株）関東補聴器　本社（株）関東補聴器　本社 310-0011310-0011 水戸市三の丸1-2-25水戸市三の丸1-2-25 029-224-4196029-224-4196
おおつき　の

ぶなり

2525 9-18229-1822 黒澤　昌寿黒澤　昌寿
（株）クロサワ眼鏡店　（株）クロサワ眼鏡店　
メガネのクロサワ　本店メガネのクロサワ　本店

310-0021310-0021 水戸市南町2-4-37水戸市南町2-4-37 029-224-9630029-224-9630
くろさわ　ま

さとし

2626 23-459223-4592 小磯　勝朗小磯　勝朗
（株）クロサワ眼鏡店　（株）クロサワ眼鏡店　
メガネのクロサワ　本店メガネのクロサワ　本店

310-0021310-0021 水戸市南町2-4-37水戸市南町2-4-37 029-224-9630029-224-9630
こいそ　かつ

ろう

2727 27-578127-5781 濱田　克濱田　克 アイジャパン（株）　京成百貨店メガネサロンアイジャパン（株）　京成百貨店メガネサロン 310-0026310-0026
水戸市泉町1-6-1 水戸市泉町1-6-1 
京成百貨店5F京成百貨店5F

029-227-0001029-227-0001
はまだ　すぐ

る

2828 28-612828-6128 根本　宏明根本　宏明 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866
ねもと　ひろ

あき

2929 28-614028-6140 平山　文恵平山　文恵 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866
ひらやま　ふ

みえ

3030 29-627429-6274 赤上　季穂赤上　季穂 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866
あかがみ　き

ほ

3131 29-633329-6333 芳賀　愛美芳賀　愛美 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866 はが　なるみ

3232 20-336520-3365 荒　敬道荒　敬道
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター水戸リオネットセンター水戸

310-0851310-0851 水戸市千波町727-1水戸市千波町727-1 029-241-2444029-241-2444
あら　たかみ

ち

3333 25-522125-5221 吉田　真弓吉田　真弓
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター水戸リオネットセンター水戸

310-0851310-0851 水戸市千波町727-1水戸市千波町727-1 029-241-2444029-241-2444
よしだ　まゆ

み

3434 24-494324-4943 美保　佳憲美保　佳憲
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水戸店パリミキ　水戸店

310-0852310-0852 水戸市笠原町1188-3水戸市笠原町1188-3 029-243-8266029-243-8266
みほ　よしの

り

3535 10-187510-1875 大和田　貴之大和田　貴之 リオネットセンター茨城リオネットセンター茨城 310-0852310-0852
水戸市笠原町200-3 水戸市笠原町200-3 
芙蓉第3ビル1F芙蓉第3ビル1F

029-303-5556029-303-5556
おおわだ　た

かゆき

3636 27-600127-6001 菊池　尚美菊池　尚美
（株）クロサワ眼鏡店　（株）クロサワ眼鏡店　
メガネのクロサワ　那珂店メガネのクロサワ　那珂店

311-0105311-0105 那珂市菅谷2653-1那珂市菅谷2653-1 029-295-4824029-295-4824
きくち　なお

み

3737 23-451823-4518 根本　純一根本　純一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　河和田店パリミキ　河和田店

311-4152311-4152 水戸市河和田1-1513-49水戸市河和田1-1513-49 029-253-3622029-253-3622
ねもと　じゅ

んいち

3838 27-587427-5874 成瀬　由美子成瀬　由美子 （株）あかまつ補聴器センター　勝田店（株）あかまつ補聴器センター　勝田店 312-0042312-0042 ひたちなか市東大島1丁目17-6ひたちなか市東大島1丁目17-6 029-275-5252029-275-5252
なるせ　ゆみ

こ

3939 23-458723-4587 樽井　直人樽井　直人
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター鹿嶋リオネットセンター鹿嶋

314-0034314-0034
鹿嶋市鉢形1084-25 鹿嶋市鉢形1084-25 
ヨネカワ第3ビルC号室ヨネカワ第3ビルC号室

0299-77-99090299-77-9909
たるい　なお

と

4040 20-333420-3334 松浦　勝美松浦　勝美
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター日立リオネットセンター日立

317-0073317-0073
日立市幸町1-8-15 日立市幸町1-8-15 
ベルメゾンひたち101号ベルメゾンひたち101号

0294-21-21610294-21-2161
まつうら　か

つみ

4141 18-292518-2925 鈴木　秀峰鈴木　秀峰 はなまる補聴器専門店はなまる補聴器専門店 317-0073317-0073
日立市幸町1-7-1 日立市幸町1-7-1 
はなまる補聴器専門店はなまる補聴器専門店

0294-24-15330294-24-1533
すずき　しゅ

うほう

4242 28-615228-6152 小松﨑　誠小松﨑　誠 （株）メガネトップ　眼鏡市場　水戸内原店（株）メガネトップ　眼鏡市場　水戸内原店 319-0317319-0317 水戸市内原1-189水戸市内原1-189 029-259-0059029-259-0059
こまつざき　

まこと

4343 26-539026-5390 志賀　恒志賀　恒 しが　ひさし

栃木県栃木県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-307919-3079 竹内　美帆竹内　美帆
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
たけうち　み

ほ

22 20-356220-3562 瀬谷　孝広瀬谷　孝広
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
せや　たかひ

ろ

33 20-361020-3610 西田　秀彰西田　秀彰
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
にしだ　ひで

あき

44 24-493424-4934 浦山　万喜子浦山　万喜子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
うらやま　ま

きこ

55 26-551626-5516 鈴木　正徳鈴木　正徳
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
すずき　まさ

のり

66 26-551726-5517 山口　直人山口　直人
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
やまぐち　な

おと

77 27-600927-6009 江連　祐紀江連　祐紀
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
えづれ　ゆう

き

88 24-491524-4915 松本　友大松本　友大 （株）和光　和光メガネ　宇都宮戸祭店（株）和光　和光メガネ　宇都宮戸祭店 320-0058320-0058
宇都宮市上戸祭2-3-9 宇都宮市上戸祭2-3-9 
雀屋1F雀屋1F

028-600-6667028-600-6667
まつもと　と

もひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

茨城県茨城県
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

1414 27-583327-5833 小松﨑　明小松﨑　明 （株）東京メガネ　つくば店（株）東京メガネ　つくば店 305-0816305-0816 つくば市学園の森1-19-9つくば市学園の森1-19-9 029-855-0308029-855-0308
こまつざき　

あきら

1515 27-577127-5771 新倉　一男新倉　一男
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）　
つくば倉庫店つくば倉庫店

305-0816305-0816 つくば市学園の森2-19つくば市学園の森2-19 029-850-5600029-850-5600
にいくら　か

ずお

1616 27-596827-5968 川村　明弘川村　明弘
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）　
つくば倉庫店つくば倉庫店

305-0816305-0816 つくば市学園の森2-19つくば市学園の森2-19 029-850-5600029-850-5600
かわむら　あ

きひろ

1717 11-207811-2078 菊井　嘉菊井　嘉 ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店 305-0817305-0817
つくば市研究学園5-11-1 つくば市研究学園5-11-1 
サーパスつくば研究学園一階3号室サーパスつくば研究学園一階3号室

029-860-3341029-860-3341
きくい　よし

み

1818 28-622728-6227 根岸　寛人根岸　寛人 ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店ブルームヒアリング（株）　ブルームつくば店 305-0817305-0817
つくば市研究学園5-11-1 つくば市研究学園5-11-1 
サーパスつくば研究学園一階3号室サーパスつくば研究学園一階3号室

029-860-3341029-860-3341
ねぎし　ひろ

と

1919 27-592827-5928 志賀　智史志賀　智史 （株）幸和義肢研究所（株）幸和義肢研究所 305-0845305-0845 つくば市大白硲341-1つくば市大白硲341-1 029-875-7627029-875-7627 しが　さとし

2020 26-554026-5540 矢口　太一矢口　太一 （株）和光　和光メガネ　古河店（株）和光　和光メガネ　古河店 306-0012306-0012 古河市旭町2-13-13古河市旭町2-13-13 0280-33-06550280-33-0655
やぐち　たい

ち

2121 26-543226-5432 押田　哲也押田　哲也 アイジャパン（株）　アイメガネ　古河イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　古河イオン店 306-0012306-0012
古河市旭町1-2-17 古河市旭町1-2-17 
イオン古河店2Fイオン古河店2F

0280-33-00010280-33-0001
おしだ　てつ

や

2222 24-497024-4970 佐々木　利幸佐々木　利幸 （株）関東補聴器　古河店（株）関東補聴器　古河店 306-0013306-0013
古河市東本町3-3-12 古河市東本町3-3-12 
ネオイーストビル1Fネオイーストビル1F

0280-31-49140280-31-4914
ささき　とし

ゆき

2323 26-557126-5571 慶野　隆一慶野　隆一 （株）和光　和光メガネ　下館店（株）和光　和光メガネ　下館店 308-0841308-0841 筑西市二木成1390筑西市二木成1390 0296-24-00320296-24-0032
けいの　りゅ

ういち

2424 27-600227-6002 大槻　信成大槻　信成 （株）関東補聴器　本社（株）関東補聴器　本社 310-0011310-0011 水戸市三の丸1-2-25水戸市三の丸1-2-25 029-224-4196029-224-4196
おおつき　の

ぶなり

2525 9-18229-1822 黒澤　昌寿黒澤　昌寿
（株）クロサワ眼鏡店　（株）クロサワ眼鏡店　
メガネのクロサワ　本店メガネのクロサワ　本店

310-0021310-0021 水戸市南町2-4-37水戸市南町2-4-37 029-224-9630029-224-9630
くろさわ　ま

さとし

2626 23-459223-4592 小磯　勝朗小磯　勝朗
（株）クロサワ眼鏡店　（株）クロサワ眼鏡店　
メガネのクロサワ　本店メガネのクロサワ　本店

310-0021310-0021 水戸市南町2-4-37水戸市南町2-4-37 029-224-9630029-224-9630
こいそ　かつ

ろう

2727 27-578127-5781 濱田　克濱田　克 アイジャパン（株）　京成百貨店メガネサロンアイジャパン（株）　京成百貨店メガネサロン 310-0026310-0026
水戸市泉町1-6-1 水戸市泉町1-6-1 
京成百貨店5F京成百貨店5F

029-227-0001029-227-0001
はまだ　すぐ

る

2828 28-612828-6128 根本　宏明根本　宏明 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866
ねもと　ひろ

あき

2929 28-614028-6140 平山　文恵平山　文恵 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866
ひらやま　ふ

みえ

3030 29-627429-6274 赤上　季穂赤上　季穂 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866
あかがみ　き

ほ

3131 29-633329-6333 芳賀　愛美芳賀　愛美 マキチエ（株）　水戸店マキチエ（株）　水戸店 310-0804310-0804 水戸市白梅1-2-39水戸市白梅1-2-39 029-300-3866029-300-3866 はが　なるみ

3232 20-336520-3365 荒　敬道荒　敬道
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター水戸リオネットセンター水戸

310-0851310-0851 水戸市千波町727-1水戸市千波町727-1 029-241-2444029-241-2444
あら　たかみ

ち

3333 25-522125-5221 吉田　真弓吉田　真弓
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター水戸リオネットセンター水戸

310-0851310-0851 水戸市千波町727-1水戸市千波町727-1 029-241-2444029-241-2444
よしだ　まゆ

み

3434 24-494324-4943 美保　佳憲美保　佳憲
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水戸店パリミキ　水戸店

310-0852310-0852 水戸市笠原町1188-3水戸市笠原町1188-3 029-243-8266029-243-8266
みほ　よしの

り

3535 10-187510-1875 大和田　貴之大和田　貴之 リオネットセンター茨城リオネットセンター茨城 310-0852310-0852
水戸市笠原町200-3 水戸市笠原町200-3 
芙蓉第3ビル1F芙蓉第3ビル1F

029-303-5556029-303-5556
おおわだ　た

かゆき

3636 27-600127-6001 菊池　尚美菊池　尚美
（株）クロサワ眼鏡店　（株）クロサワ眼鏡店　
メガネのクロサワ　那珂店メガネのクロサワ　那珂店

311-0105311-0105 那珂市菅谷2653-1那珂市菅谷2653-1 029-295-4824029-295-4824
きくち　なお

み

3737 23-451823-4518 根本　純一根本　純一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　河和田店パリミキ　河和田店

311-4152311-4152 水戸市河和田1-1513-49水戸市河和田1-1513-49 029-253-3622029-253-3622
ねもと　じゅ

んいち

3838 27-587427-5874 成瀬　由美子成瀬　由美子 （株）あかまつ補聴器センター　勝田店（株）あかまつ補聴器センター　勝田店 312-0042312-0042 ひたちなか市東大島1丁目17-6ひたちなか市東大島1丁目17-6 029-275-5252029-275-5252
なるせ　ゆみ

こ

3939 23-458723-4587 樽井　直人樽井　直人
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター鹿嶋リオネットセンター鹿嶋

314-0034314-0034
鹿嶋市鉢形1084-25 鹿嶋市鉢形1084-25 
ヨネカワ第3ビルC号室ヨネカワ第3ビルC号室

0299-77-99090299-77-9909
たるい　なお

と

4040 20-333420-3334 松浦　勝美松浦　勝美
（株）水戸リオネット補聴器　（株）水戸リオネット補聴器　
リオネットセンター日立リオネットセンター日立

317-0073317-0073
日立市幸町1-8-15 日立市幸町1-8-15 
ベルメゾンひたち101号ベルメゾンひたち101号

0294-21-21610294-21-2161
まつうら　か

つみ

4141 18-292518-2925 鈴木　秀峰鈴木　秀峰 はなまる補聴器専門店はなまる補聴器専門店 317-0073317-0073
日立市幸町1-7-1 日立市幸町1-7-1 
はなまる補聴器専門店はなまる補聴器専門店

0294-24-15330294-24-1533
すずき　しゅ

うほう

4242 28-615228-6152 小松﨑　誠小松﨑　誠 （株）メガネトップ　眼鏡市場　水戸内原店（株）メガネトップ　眼鏡市場　水戸内原店 319-0317319-0317 水戸市内原1-189水戸市内原1-189 029-259-0059029-259-0059
こまつざき　

まこと

4343 26-539026-5390 志賀　恒志賀　恒 しが　ひさし

栃木県栃木県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-307919-3079 竹内　美帆竹内　美帆
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
たけうち　み

ほ

22 20-356220-3562 瀬谷　孝広瀬谷　孝広
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
せや　たかひ

ろ

33 20-361020-3610 西田　秀彰西田　秀彰
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
にしだ　ひで

あき

44 24-493424-4934 浦山　万喜子浦山　万喜子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
うらやま　ま

きこ

55 26-551626-5516 鈴木　正徳鈴木　正徳
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
すずき　まさ

のり

66 26-551726-5517 山口　直人山口　直人
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
やまぐち　な

おと

77 27-600927-6009 江連　祐紀江連　祐紀
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター宇都宮店リオネットセンター宇都宮店

320-0035320-0035
宇都宮市伝馬町3-4 宇都宮市伝馬町3-4 
越野ビル1F越野ビル1F

028-635-2933028-635-2933
えづれ　ゆう

き

88 24-491524-4915 松本　友大松本　友大 （株）和光　和光メガネ　宇都宮戸祭店（株）和光　和光メガネ　宇都宮戸祭店 320-0058320-0058
宇都宮市上戸祭2-3-9 宇都宮市上戸祭2-3-9 
雀屋1F雀屋1F

028-600-6667028-600-6667
まつもと　と

もひろ

栃木県栃木県
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

99 21-364521-3645 大胡　順子大胡　順子 新日本補聴器（株）　宇都宮店新日本補聴器（株）　宇都宮店 320-0806320-0806 宇都宮市中央5-17-12宇都宮市中央5-17-12 028-638-0131028-638-0131
だいご　じゅ

んこ

1010 22-414822-4148 小竹　澄男小竹　澄男 新日本補聴器（株）　宇都宮店新日本補聴器（株）　宇都宮店 320-0806320-0806 宇都宮市中央5-17-12宇都宮市中央5-17-12 028-638-0131028-638-0131
こたけ　すみ

お

1111 4-12674-1267 後藤　永房後藤　永房 （株）きこえの相談室　宇都宮店（株）きこえの相談室　宇都宮店 320-0811320-0811 宇都宮市大通り1-2-14宇都宮市大通り1-2-14 028-627-4133028-627-4133
ごとう　なが

ふさ

1212 10-187910-1879 和泉　恵和泉　恵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム宇都宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム宇都宮店 320-0811320-0811
宇都宮市大通り4-2-10 宇都宮市大通り4-2-10 
宇都宮駅前ビル2階宇都宮駅前ビル2階

028-600-0203028-600-0203
いずみ　めぐ

み

1313 22-426622-4266 木村　裕一木村　裕一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム宇都宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム宇都宮店 320-0811320-0811
宇都宮市大通り4-2-10 宇都宮市大通り4-2-10 
宇都宮駅前ビル2階宇都宮駅前ビル2階

028-600-0203028-600-0203
きむら　ゆう

いち

1414 22-437122-4371 小岩　亜紀小岩　亜紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム宇都宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム宇都宮店 320-0811320-0811
宇都宮市大通り4-2-10 宇都宮市大通り4-2-10 
宇都宮駅前ビル2階宇都宮駅前ビル2階

028-600-0203028-600-0203 こいわ　あき

1515 26-562626-5626 尾花　義文尾花　義文 （株）和光　和光メガネ宇都宮鶴田店（株）和光　和光メガネ宇都宮鶴田店 320-0851320-0851 宇都宮市鶴田町2050-1宇都宮市鶴田町2050-1 028-649-3933028-649-3933
おばな　よし

ふみ

1616 17-272517-2725 太田　政男太田　政男
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武宇都宮百貨店　メガネサロン東武宇都宮百貨店　メガネサロン

320-8560320-8560
宇都宮市宮園町5-4 宇都宮市宮園町5-4 
株式会社東武宇都宮百貨店7階株式会社東武宇都宮百貨店7階

028-636-1950028-636-1950
おおた　まさ

お

1717 26-539426-5394 栗原　信一栗原　信一
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
東武宇都宮百貨店　メガネサロン東武宇都宮百貨店　メガネサロン

320-8560320-8560
宇都宮市宮園町5-4 宇都宮市宮園町5-4 
株式会社東武宇都宮百貨店7階株式会社東武宇都宮百貨店7階

028-636-1950028-636-1950
くりはら　し

んいち

1818 22-417722-4177 八巻　徹八巻　徹
（株）和光　和光聴こえのサロン （株）和光　和光聴こえのサロン 
宇都宮インターパーク店宇都宮インターパーク店

321-0118321-0118 宇都宮市インターパーク4-1-2宇都宮市インターパーク4-1-2 028-657-5959028-657-5959
やまき　とお

る

1919 27-573627-5736 猪瀬　剛也猪瀬　剛也
（株）和光　和光聴こえのサロン （株）和光　和光聴こえのサロン 
宇都宮インターパーク店宇都宮インターパーク店

321-0118321-0118 宇都宮市インターパーク4-1-2宇都宮市インターパーク4-1-2 028-657-5959028-657-5959
いのせ　たか

や

2020 24-491424-4914 渡邊　修渡邊　修
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　おもちゃのまち西口店アイメガネ　おもちゃのまち西口店

321-0204321-0204
下都賀郡壬生町緑町3-9-17 下都賀郡壬生町緑町3-9-17 
サンエンスビル1Fサンエンスビル1F

0282-85-00010282-85-0001
わたなべ　お

さむ

2121 25-521425-5214 杉山　祐一杉山　祐一
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　おもちゃのまち西口店アイメガネ　おもちゃのまち西口店

321-0204321-0204
下都賀郡壬生町緑町3-9-17 下都賀郡壬生町緑町3-9-17 
サンエンスビル1Fサンエンスビル1F

0282-85-00010282-85-0001
すぎやま　ゆ

ういち

2222 25-521125-5211 青栁　享成青栁　享成 （株）和光　和光メガネ　おもちゃのまち店（株）和光　和光メガネ　おもちゃのまち店 321-0206321-0206 下都賀郡壬生町あけぼの町5-14下都賀郡壬生町あけぼの町5-14 0282-86-50550282-86-5055
あおやぎ　た

かなり

2323 22-413122-4131 北田　英幸北田　英幸 （株）和光　和光聴こえのサロン　プレミアム館（株）和光　和光聴こえのサロン　プレミアム館 321-0904321-0904 宇都宮市陽東3-18-1宇都宮市陽東3-18-1 028-613-6801028-613-6801
きただ　ひで

ゆき

2424 12-219212-2192 宮本　紀宏宮本　紀宏 （株）関東補聴器　宇都宮店（株）関東補聴器　宇都宮店 321-0953321-0953
宇都宮市東宿郷6-1-21 宇都宮市東宿郷6-1-21 
東パークハイツ1F東パークハイツ1F

028-634-2240028-634-2240
みやもと　の

りひろ

2525 13-231813-2318 前田　康之前田　康之 マキチエ（株）　宇都宮営業所マキチエ（株）　宇都宮営業所 321-0954321-0954
宇都宮市元今泉4-8-19 宇都宮市元今泉4-8-19 
グランディコート元今泉101号室グランディコート元今泉101号室

028-611-3446028-611-3446
まえだ　やす

ゆき

2626 19-308119-3081 水野　由香里水野　由香里 エイド（株）　宇都宮営業所エイド（株）　宇都宮営業所 321-0966321-0966
宇都宮市今泉4-12-1 宇都宮市今泉4-12-1 
Kハイツ1F　B号室Kハイツ1F　B号室

028-612-1412028-612-1412
みずの　ゆか

り

2727 28-610728-6107 吉田　正志郎吉田　正志郎 アイジャパン（株）　アイメガネ　宇都宮錦店アイジャパン（株）　アイメガネ　宇都宮錦店 321-0967321-0967
宇都宮市錦3-9-11 宇都宮市錦3-9-11 
アルテージ錦 1Fアルテージ錦 1F

028-627-0001028-627-0001
よしだ　せい

しろう

2828 26-562526-5625 半田　康司半田　康司 （株）和光　和光メガネ　宇都宮竹林店（株）和光　和光メガネ　宇都宮竹林店 321-0974321-0974 宇都宮市竹林町422-5宇都宮市竹林町422-5 028-643-2413028-643-2413
はんだ　こう

じ

2929 24-495224-4952 吉本　祐介吉本　祐介 （株）和光　和光メガネ　今市店（株）和光　和光メガネ　今市店 321-1261321-1261 日光市今市1479日光市今市1479 0288-22-45330288-22-4533
よしもと　ゆ

うすけ

3030 19-307519-3075 尾崎　哲哉尾崎　哲哉 （有）オザキ時計店（有）オザキ時計店 321-1261321-1261 日光市今市796-2日光市今市796-2 0288-21-15480288-21-1548
おざき　てつ

や

3131 23-445223-4452 林　信行林　信行 （株）和光　和光メガネ　鹿沼店（株）和光　和光メガネ　鹿沼店 322-0029322-0029 鹿沼市西茂呂1-4-5鹿沼市西茂呂1-4-5 0289-63-67000289-63-6700
はやし　のぶ

ゆき

3232 11-208611-2086 高堀　厚典高堀　厚典 （株）リオネットセンター鹿沼（株）リオネットセンター鹿沼 322-0039322-0039 鹿沼市東末広町1073鹿沼市東末広町1073 0289-65-60060289-65-6006
たかほり　あ

つのり

3333 21-393421-3934 髙堀　悟史髙堀　悟史 （株）リオネットセンター鹿沼（株）リオネットセンター鹿沼 322-0039322-0039 鹿沼市東末広町1073鹿沼市東末広町1073 0289-65-60060289-65-6006
たかほり　さ

とし

3434 18-291618-2916 宮田　靖之宮田　靖之
（有）栃木補聴器センター　小山店　（有）栃木補聴器センター　小山店　
補聴器屋さん補聴器屋さん

323-0022323-0022 小山市駅東通り1-25-19小山市駅東通り1-25-19 0285-21-33700285-21-3370
みやた　やす

ゆき

3535 14-239914-2399 髙山　優髙山　優 （株）きこえの相談室　小山店（株）きこえの相談室　小山店 323-0023323-0023 小山市中央町2-9-8小山市中央町2-9-8 0285-22-62330285-22-6233
たかやま　ま

さる

3636 24-500324-5003 市岡　千絵市岡　千絵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム小山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム小山店 323-0025323-0025 小山市城山町2-10-19小山市城山町2-10-19 0285-25-00800285-25-0080
いちおか　ち

え

3737 21-392121-3921 今井　直樹今井　直樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　小山店パリミキ　小山店

323-0827323-0827 小山市神鳥谷693-1小山市神鳥谷693-1 0285-25-01030285-25-0103
いまい　なお

き

3838 27-574227-5742 鯉沼　弘光鯉沼　弘光 （株）和光　和光メガネ　小山店（株）和光　和光メガネ　小山店 323-0829323-0829 小山市東城南5-27-3小山市東城南5-27-3 0285-31-80080285-31-8008
こいぬま　ひ

ろみつ

3939 29-629229-6292 梅田　雅裕梅田　雅裕 （株）メガネトップ　眼鏡市場　大田原店（株）メガネトップ　眼鏡市場　大田原店 324-0028324-0028 大田原市富士見1-1626大田原市富士見1-1626 0287-23-77980287-23-7798
うめた　まさ

ひろ

4040 23-456223-4562 大塚　清貴大塚　清貴 （株）和光　和光メガネ　大田原店（株）和光　和光メガネ　大田原店 324-0043324-0043 大田原市浅香3-3728-7大田原市浅香3-3728-7 0287-22-80100287-22-8010
おおつか　き

よたか

4141 20-363020-3630 森田　成樹森田　成樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大田原店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大田原店 324-0055324-0055 大田原市新富町1-2-22大田原市新富町1-2-22 0287-24-20240287-24-2024
もりた　しげ

き

4242 7-15757-1575 飯泉　哲朗飯泉　哲朗 （株）きこえの相談室　大田原店（株）きこえの相談室　大田原店 324-0057324-0057 大田原市住吉町1-15-20大田原市住吉町1-15-20 0287-22-86330287-22-8633
おかべ　けい

こ

4343 16-260916-2609 岡部　恵子岡部　恵子 （株）きこえの相談室　大田原店（株）きこえの相談室　大田原店 324-0057324-0057 大田原市住吉町1-15-20大田原市住吉町1-15-20 0287-22-86330287-22-8633
いいずみ　て

つあき

4444 11-207411-2074 秋元　昌晃秋元　昌晃
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター大田原店リオネットセンター大田原店

324-0057324-0057
大田原市住吉町2-19-13 大田原市住吉町2-19-13 
野洲ビル1F野洲ビル1F

0287-22-41410287-22-4141
あきもと　ま

さあき

4545 20-329820-3298 大武　政光大武　政光
（有）ボイス　（有）ボイス　
ボイスセンター黒磯補聴器相談室ボイスセンター黒磯補聴器相談室

325-0044325-0044 那須塩原市弥生町251-99那須塩原市弥生町251-99 0287-60-51650287-60-5165
おおたけ　ま

さみつ

4646 24-490724-4907 薗部　弘章薗部　弘章
（株）和光　（株）和光　
和光メガネ　MEGA ドン・キホーテ黒磯店和光メガネ　MEGA ドン・キホーテ黒磯店

325-0048325-0048
那須塩原市材木町3-5 那須塩原市材木町3-5 
MEGAドン・キホーテ黒磯店内1FMEGAドン・キホーテ黒磯店内1F

0287-62-77970287-62-7797
そのべ　ひろ

あき

4747 24-490324-4903 斉藤　良斉藤　良
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　足利トンネル通り店眼鏡市場　足利トンネル通り店

326-0035326-0035 足利市芳町59足利市芳町59 0284-40-22080284-40-2208
さいとう　

りょう

4848 1-10171-1017 赤間　一善赤間　一善 （有）補聴器の赤間　リオネットセンター足利（有）補聴器の赤間　リオネットセンター足利 326-0814326-0814 足利市通4-2801-1足利市通4-2801-1 0284-21-30750284-21-3075
あかま　かず

よし



※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。

栃木県栃木県
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

4949 27-573127-5731 磯　昌樹磯　昌樹 （株）和光　和光メガネ　足利店（株）和光　和光メガネ　足利店 326-0823326-0823 足利市朝倉町3-23-2足利市朝倉町3-23-2 0284-73-26200284-73-2620 いそ　まさき

5050 15-254315-2543 赤間　正善赤間　正善 （有）補聴器の赤間　リオネットセンター佐野（有）補聴器の赤間　リオネットセンター佐野 327-0022327-0022 佐野市高砂町2861-1佐野市高砂町2861-1 0283-24-31220283-24-3122
あかま　ただ

よし

5151 11-218711-2187 鈴木　弘通鈴木　弘通 鈴木ヒアリングエイド鈴木ヒアリングエイド 327-0042327-0042 佐野市上羽田町846-12佐野市上羽田町846-12 0283-24-76510283-24-7651
すずき　ひろ

みち

5252 23-446423-4464 渡辺　将人渡辺　将人 （株）和光　和光メガネ　佐野店（株）和光　和光メガネ　佐野店 327-0831327-0831 佐野市浅沼町413-1佐野市浅沼町413-1 0283-22-46220283-22-4622
わたなべ　ま

さと

5353 23-448523-4485 藤田　雅之藤田　雅之 （株）和光　和光メガネ　佐野店（株）和光　和光メガネ　佐野店 327-0831327-0831 佐野市浅沼町413-1佐野市浅沼町413-1 0283-22-46220283-22-4622
ふじた　まさ

ゆき

5454 23-461123-4611 沼里　修沼里　修 （株）和光　和光メガネ　佐野店（株）和光　和光メガネ　佐野店 327-0831327-0831 佐野市浅沼町413-1佐野市浅沼町413-1 0283-22-46220283-22-4622
ぬまさと　お

さむ

5555 1-10051-1005 宮田　敏幸宮田　敏幸 （有）栃木補聴器センター　栃木店（有）栃木補聴器センター　栃木店 328-0041328-0041 栃木市河合町4-16栃木市河合町4-16 0282-22-20360282-22-2036
みやた　とし

ゆき

5656 23-459023-4590 中村　哲也中村　哲也 （有）栃木補聴器センター　栃木店（有）栃木補聴器センター　栃木店 328-0041328-0041 栃木市河合町4-16栃木市河合町4-16 0282-22-20360282-22-2036
なかむら　て

つや

5757 26-547026-5470 大門　健太郎大門　健太郎 （株）和光　和光メガネ　自治医大店（株）和光　和光メガネ　自治医大店 329-0434329-0434 下野市祇園1丁目10-1下野市祇園1丁目10-1 0285-40-12340285-40-1234
おおかど　け

んたろう

5858 27-570227-5702 金子　能央金子　能央 （株）和光　和光メガネ　高根沢店（株）和光　和光メガネ　高根沢店 329-1232329-1232 塩谷郡高根沢町光陽台1-5-5塩谷郡高根沢町光陽台1-5-5 028-675-8001028-675-8001
かねこ　よし

ひさ

5959 23-466823-4668 前橋　厚前橋　厚 （有）前橋時計店（有）前橋時計店 329-1311329-1311 さくら市氏家2773-4さくら市氏家2773-4 028-682-6776028-682-6776
まえばし　あ

つし

6060 24-490524-4905 矢板橋　哲矢板橋　哲 （株）和光　和光メガネ　氏家店（株）和光　和光メガネ　氏家店 329-1312329-1312 さくら市桜野1035さくら市桜野1035 028-682-0333028-682-0333
やいたばし　

さとし

6161 20-341820-3418 菊地　理菊地　理 （有）ジュエリきくち（有）ジュエリきくち 329-2163329-2163 矢板市鹿島町7-7矢板市鹿島町7-7 0287-43-13470287-43-1347
きくち　おさ

む

6262 25-528125-5281 山口　勇一山口　勇一 （株）和光　和光メガネ　西那須野店（株）和光　和光メガネ　西那須野店 329-2712329-2712 那須塩原市下永田1-1006-24那須塩原市下永田1-1006-24 0287-36-75330287-36-7533
やまぐち　ゆ

ういち

6363 23-445123-4451 高橋　弘高橋　弘 （株）和光　和光メガネ　那須塩原店（株）和光　和光メガネ　那須塩原店 329-3135329-3135 那須塩原市前弥六57-1那須塩原市前弥六57-1 0287-67-20050287-67-2005
たかはし　ひ

ろし

6464 22-424722-4247 渡辺　功渡辺　功 （株）和光　和光メガネ　大平店（株）和光　和光メガネ　大平店 329-4406329-4406 栃木市大平町下皆川2026-5栃木市大平町下皆川2026-5 0282-45-22000282-45-2200
わたなべ　い

さお

6565 27-569527-5695 杉山　剛史杉山　剛史
すぎやま　た

けし

6666 27-598127-5981 大山　昌俊大山　昌俊
おおやま　ま

さとし

群馬県群馬県
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 28-603128-6031 羽鳥　素生羽鳥　素生
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　高崎本店メガネ・補聴器の板垣　高崎本店

370-0031370-0031 高崎市上大類町778高崎市上大類町778 027-350-1300027-350-1300
はとり　もと

お

22 28-615528-6155 尾形　宏基尾形　宏基
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　高崎本店メガネ・補聴器の板垣　高崎本店

370-0031370-0031 高崎市上大類町778高崎市上大類町778 027-350-1300027-350-1300
おがた　ひろ

き

33 23-448123-4481 新井　豊新井　豊 医療法人多聞会　たかさき耳鼻咽喉科医療法人多聞会　たかさき耳鼻咽喉科 370-0031370-0031 高崎市上大類町1277-1高崎市上大類町1277-1 027-352-3341027-352-3341
あらい　ゆた

か

44 28-613828-6138 塩田　裕子塩田　裕子 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
しおだ　ゆう

こ

55 29-644529-6445 森屋　小百合森屋　小百合 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
もりや　さゆ

り

66 29-647629-6476 田所　朋邦田所　朋邦 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
たどころ　と

もくに

77 29-649929-6499 石田　弘毅石田　弘毅 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
いしだ　こう

き

88 3-11683-1168 髙木　寛明髙木　寛明 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
たかぎ　かつ

ひさ

99 21-382421-3824 亀井　英樹亀井　英樹 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
かめい　ひで

き

1010 23-462023-4620 髙木　克尚髙木　克尚 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
たかぎ　かつ

ひさ

1111 23-462123-4621 大田部　恭子大田部　恭子 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
おおたべ　

きょうこ

1212 11-199111-1991 池谷　健池谷　健
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322
いけたに　け

ん

1313 22-414922-4149 小渕　武史小渕　武史
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322
おぶち　たけ

ふみ

1414 22-415022-4150 小渕　里奈小渕　里奈
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322 おぶち　りな

1515 27-574627-5746 岡田　真文岡田　真文
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322
おかだ　まさ

ふみ

1616 23-453723-4537 矢野　隆明矢野　隆明
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高崎店パリミキ　高崎店

370-0074370-0074 高崎市下小鳥町441-1高崎市下小鳥町441-1 027-361-5563027-361-5563
やの　たかあ

き

1717 25-501925-5019 荒谷　拓雄荒谷　拓雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高崎店パリミキ　高崎店

370-0074370-0074 高崎市下小鳥町441-1高崎市下小鳥町441-1 027-361-5563027-361-5563
あらたに　た

くお

1818 7-15697-1569 岩崎　武岩崎　武 イワザキ補聴器イワザキ補聴器 370-0086370-0086 高崎市沖町151-13高崎市沖町151-13 027-344-8639027-344-8639
いわざき　た

けし

1919 28-623728-6237 馬　冬生馬　冬生
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新田店パリミキ　新田店

370-0314370-0314 太田市新田市野井町436-1太田市新田市野井町436-1 0276-57-47200276-57-4720 ま　とうせい

2020 15-253115-2531 山縣　正和山縣　正和 東日本リオン（株）　リオネットセンター高崎店東日本リオン（株）　リオネットセンター高崎店 370-0832370-0832
高崎市砂賀町94番地 高崎市砂賀町94番地 
ハヤカワビル1階ハヤカワビル1階

027-388-0723027-388-0723
やまがた　ま

さかず



※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。

栃木県栃木県
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

4949 27-573127-5731 磯　昌樹磯　昌樹 （株）和光　和光メガネ　足利店（株）和光　和光メガネ　足利店 326-0823326-0823 足利市朝倉町3-23-2足利市朝倉町3-23-2 0284-73-26200284-73-2620 いそ　まさき

5050 15-254315-2543 赤間　正善赤間　正善 （有）補聴器の赤間　リオネットセンター佐野（有）補聴器の赤間　リオネットセンター佐野 327-0022327-0022 佐野市高砂町2861-1佐野市高砂町2861-1 0283-24-31220283-24-3122
あかま　ただ

よし

5151 11-218711-2187 鈴木　弘通鈴木　弘通 鈴木ヒアリングエイド鈴木ヒアリングエイド 327-0042327-0042 佐野市上羽田町846-12佐野市上羽田町846-12 0283-24-76510283-24-7651
すずき　ひろ

みち

5252 23-446423-4464 渡辺　将人渡辺　将人 （株）和光　和光メガネ　佐野店（株）和光　和光メガネ　佐野店 327-0831327-0831 佐野市浅沼町413-1佐野市浅沼町413-1 0283-22-46220283-22-4622
わたなべ　ま

さと

5353 23-448523-4485 藤田　雅之藤田　雅之 （株）和光　和光メガネ　佐野店（株）和光　和光メガネ　佐野店 327-0831327-0831 佐野市浅沼町413-1佐野市浅沼町413-1 0283-22-46220283-22-4622
ふじた　まさ

ゆき

5454 23-461123-4611 沼里　修沼里　修 （株）和光　和光メガネ　佐野店（株）和光　和光メガネ　佐野店 327-0831327-0831 佐野市浅沼町413-1佐野市浅沼町413-1 0283-22-46220283-22-4622
ぬまさと　お

さむ

5555 1-10051-1005 宮田　敏幸宮田　敏幸 （有）栃木補聴器センター　栃木店（有）栃木補聴器センター　栃木店 328-0041328-0041 栃木市河合町4-16栃木市河合町4-16 0282-22-20360282-22-2036
みやた　とし

ゆき

5656 23-459023-4590 中村　哲也中村　哲也 （有）栃木補聴器センター　栃木店（有）栃木補聴器センター　栃木店 328-0041328-0041 栃木市河合町4-16栃木市河合町4-16 0282-22-20360282-22-2036
なかむら　て

つや

5757 26-547026-5470 大門　健太郎大門　健太郎 （株）和光　和光メガネ　自治医大店（株）和光　和光メガネ　自治医大店 329-0434329-0434 下野市祇園1丁目10-1下野市祇園1丁目10-1 0285-40-12340285-40-1234
おおかど　け

んたろう

5858 27-570227-5702 金子　能央金子　能央 （株）和光　和光メガネ　高根沢店（株）和光　和光メガネ　高根沢店 329-1232329-1232 塩谷郡高根沢町光陽台1-5-5塩谷郡高根沢町光陽台1-5-5 028-675-8001028-675-8001
かねこ　よし

ひさ

5959 23-466823-4668 前橋　厚前橋　厚 （有）前橋時計店（有）前橋時計店 329-1311329-1311 さくら市氏家2773-4さくら市氏家2773-4 028-682-6776028-682-6776
まえばし　あ

つし

6060 24-490524-4905 矢板橋　哲矢板橋　哲 （株）和光　和光メガネ　氏家店（株）和光　和光メガネ　氏家店 329-1312329-1312 さくら市桜野1035さくら市桜野1035 028-682-0333028-682-0333
やいたばし　

さとし

6161 20-341820-3418 菊地　理菊地　理 （有）ジュエリきくち（有）ジュエリきくち 329-2163329-2163 矢板市鹿島町7-7矢板市鹿島町7-7 0287-43-13470287-43-1347
きくち　おさ

む

6262 25-528125-5281 山口　勇一山口　勇一 （株）和光　和光メガネ　西那須野店（株）和光　和光メガネ　西那須野店 329-2712329-2712 那須塩原市下永田1-1006-24那須塩原市下永田1-1006-24 0287-36-75330287-36-7533
やまぐち　ゆ

ういち

6363 23-445123-4451 高橋　弘高橋　弘 （株）和光　和光メガネ　那須塩原店（株）和光　和光メガネ　那須塩原店 329-3135329-3135 那須塩原市前弥六57-1那須塩原市前弥六57-1 0287-67-20050287-67-2005
たかはし　ひ

ろし

6464 22-424722-4247 渡辺　功渡辺　功 （株）和光　和光メガネ　大平店（株）和光　和光メガネ　大平店 329-4406329-4406 栃木市大平町下皆川2026-5栃木市大平町下皆川2026-5 0282-45-22000282-45-2200
わたなべ　い

さお

6565 27-569527-5695 杉山　剛史杉山　剛史
すぎやま　た

けし

6666 27-598127-5981 大山　昌俊大山　昌俊
おおやま　ま

さとし

群馬県群馬県
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 28-603128-6031 羽鳥　素生羽鳥　素生
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　高崎本店メガネ・補聴器の板垣　高崎本店

370-0031370-0031 高崎市上大類町778高崎市上大類町778 027-350-1300027-350-1300
はとり　もと

お

22 28-615528-6155 尾形　宏基尾形　宏基
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　高崎本店メガネ・補聴器の板垣　高崎本店

370-0031370-0031 高崎市上大類町778高崎市上大類町778 027-350-1300027-350-1300
おがた　ひろ

き

33 23-448123-4481 新井　豊新井　豊 医療法人多聞会　たかさき耳鼻咽喉科医療法人多聞会　たかさき耳鼻咽喉科 370-0031370-0031 高崎市上大類町1277-1高崎市上大類町1277-1 027-352-3341027-352-3341
あらい　ゆた

か

44 28-613828-6138 塩田　裕子塩田　裕子 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
しおだ　ゆう

こ

55 29-644529-6445 森屋　小百合森屋　小百合 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
もりや　さゆ

り

66 29-647629-6476 田所　朋邦田所　朋邦 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
たどころ　と

もくに

77 29-649929-6499 石田　弘毅石田　弘毅 （株）エヌ・アイ・シー　北関東支社（株）エヌ・アイ・シー　北関東支社 370-0045370-0045
高崎市東町70 高崎市東町70 
イースト70ビル2Fイースト70ビル2F

027-310-3388027-310-3388
いしだ　こう

き

88 3-11683-1168 髙木　寛明髙木　寛明 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
たかぎ　かつ

ひさ

99 21-382421-3824 亀井　英樹亀井　英樹 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
かめい　ひで

き

1010 23-462023-4620 髙木　克尚髙木　克尚 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
たかぎ　かつ

ひさ

1111 23-462123-4621 大田部　恭子大田部　恭子 寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店寿物産（株）　コトブキ補聴器　高崎店 370-0046370-0046 高崎市江木町185高崎市江木町185 027-326-4133027-326-4133
おおたべ　

きょうこ

1212 11-199111-1991 池谷　健池谷　健
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322
いけたに　け

ん

1313 22-414922-4149 小渕　武史小渕　武史
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322
おぶち　たけ

ふみ

1414 22-415022-4150 小渕　里奈小渕　里奈
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322 おぶち　りな

1515 27-574627-5746 岡田　真文岡田　真文
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　高崎支店アヅマ補聴器センター　高崎支店

370-0053370-0053
高崎市通町93-26 高崎市通町93-26 
山一ビル1F山一ビル1F

027-325-3322027-325-3322
おかだ　まさ

ふみ

1616 23-453723-4537 矢野　隆明矢野　隆明
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高崎店パリミキ　高崎店

370-0074370-0074 高崎市下小鳥町441-1高崎市下小鳥町441-1 027-361-5563027-361-5563
やの　たかあ

き

1717 25-501925-5019 荒谷　拓雄荒谷　拓雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高崎店パリミキ　高崎店

370-0074370-0074 高崎市下小鳥町441-1高崎市下小鳥町441-1 027-361-5563027-361-5563
あらたに　た

くお

1818 7-15697-1569 岩崎　武岩崎　武 イワザキ補聴器イワザキ補聴器 370-0086370-0086 高崎市沖町151-13高崎市沖町151-13 027-344-8639027-344-8639
いわざき　た

けし

1919 28-623728-6237 馬　冬生馬　冬生
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新田店パリミキ　新田店

370-0314370-0314 太田市新田市野井町436-1太田市新田市野井町436-1 0276-57-47200276-57-4720 ま　とうせい

2020 15-253115-2531 山縣　正和山縣　正和 東日本リオン（株）　リオネットセンター高崎店東日本リオン（株）　リオネットセンター高崎店 370-0832370-0832
高崎市砂賀町94番地 高崎市砂賀町94番地 
ハヤカワビル1階ハヤカワビル1階

027-388-0723027-388-0723
やまがた　ま

さかず

群馬県群馬県
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

2121 26-561526-5615 島田　健一島田　健一 東日本リオン（株）　リオネットセンター高崎店東日本リオン（株）　リオネットセンター高崎店 370-0832370-0832
高崎市砂賀町94番地 高崎市砂賀町94番地 
ハヤカワビル1階ハヤカワビル1階

027-388-0723027-388-0723
しまだ　けん

いち

2222 20-328520-3285 吉井　和香子吉井　和香子 （株）オオシマ補聴器センター　高崎店（株）オオシマ補聴器センター　高崎店 370-0851370-0851
高崎市上中居町175-1 高崎市上中居町175-1 
カツミビル1Fカツミビル1F

027-327-2933027-327-2933
よしい　わか

こ

2323 21-370521-3705 斉藤　晶斉藤　晶 （株）オオシマ補聴器センター　高崎店（株）オオシマ補聴器センター　高崎店 370-0851370-0851
高崎市上中居町175-1 高崎市上中居町175-1 
カツミビル1Fカツミビル1F

027-327-2933027-327-2933
さいとう　あ

きら

2424 29-634029-6340 関口　学関口　学
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　吉井店メガネ・補聴器の板垣　吉井店

370-2107370-2107 高崎市吉井町池49高崎市吉井町池49 027-386-0100027-386-0100
せきぐち　ま

なぶ

2525 28-611828-6118 茂原　貴史茂原　貴史
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　富岡本店メガネ・補聴器の板垣　富岡本店

370-2316370-2316 富岡市富岡1330-1富岡市富岡1330-1 0274-60-15550274-60-1555
しげはら　た

かし

2626 28-613328-6133 信澤　圭信澤　圭
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　富岡バイパス店メガネ・補聴器の板垣　富岡バイパス店

370-2344370-2344 富岡市黒川696-1富岡市黒川696-1 0274-89-25250274-89-2525
のぶさわ　け

い

2727 29-633029-6330 平野　智久平野　智久
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　榛名店メガネ・補聴器の板垣　榛名店

370-3344370-3344 高崎市中里見町89-4高崎市中里見町89-4 027-340-5900027-340-5900
ひらの　とも

ひさ

2828 28-608628-6086 高橋　春樹高橋　春樹
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　吉岡店メガネ・補聴器の板垣　吉岡店

370-3602370-3602 北群馬郡吉岡町大久保1020-1北群馬郡吉岡町大久保1020-1 0279-30-62010279-30-6201
たかはし　は

るき

2929 14-242814-2428 水谷　清隆水谷　清隆
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033
みずたに　き

よたか

3030 19-315319-3153 大歳　将彦大歳　将彦
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033
おおとし　ま

さひこ

3131 20-347520-3475 伊藤　久美伊藤　久美
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033 いとう　くみ

3232 21-380721-3807 小暮　佳宏小暮　佳宏
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033
こぐれ　よし

ひろ

3333 21-380921-3809 小林　妙子小林　妙子
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033
こばやし　た

えこ

3434 25-523025-5230 矢崎　敬矢崎　敬
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033 やざき　けい

3535 27-574727-5747 藤井　絵美理藤井　絵美理
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033
ふじい　えみ

り

3636 27-574827-5748 池上　孔規池上　孔規
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　前橋本店アヅマ補聴器センター　前橋本店

371-0025371-0025 前橋市紅雲町2-3-7前橋市紅雲町2-3-7 027-221-3033027-221-3033
いけがみ　こ

うき

3737 27-588627-5886 齋藤　泰隆齋藤　泰隆
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　前橋本店メガネ・補聴器の板垣　前橋本店

371-0031371-0031 前橋市下小出町1-20-1前橋市下小出町1-20-1 027-210-3800027-210-3800
さいとう　や

すたか

3838 27-596227-5962 阿部　稔阿部　稔
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　前橋本店メガネ・補聴器の板垣　前橋本店

371-0031371-0031 前橋市下小出町1-20-1前橋市下小出町1-20-1 027-210-3800027-210-3800 あべ　みのる

3939 11-212811-2128 木寺　哲雄木寺　哲雄
（株）補聴器プラザ群馬　（株）補聴器プラザ群馬　
リオネットセンター前橋店リオネットセンター前橋店

371-0805371-0805 前橋市南町3-6-1前橋市南町3-6-1 027-226-1133027-226-1133
きでら　てつ

お

4040 15-252715-2527 五十嵐　俊介五十嵐　俊介
（株）補聴器プラザ群馬　（株）補聴器プラザ群馬　
リオネットセンター前橋店リオネットセンター前橋店

371-0805371-0805 前橋市南町3-6-1前橋市南町3-6-1 027-226-1133027-226-1133
いがらし　

しゅんすけ

4141 22-419522-4195 小川　能史小川　能史 寿物産（株）　コトブキ補聴器　前橋店寿物産（株）　コトブキ補聴器　前橋店 371-0805371-0805 前橋市南町3-63-8前橋市南町3-63-8 027-243-4133027-243-4133
おがわ　よし

ふみ

4242 23-462223-4622 麥　耀翹麥　耀翹 寿物産（株）　コトブキ補聴器　前橋店寿物産（株）　コトブキ補聴器　前橋店 371-0805371-0805 前橋市南町3-63-8前橋市南町3-63-8 027-243-4133027-243-4133
まっく　ゆう

きゅう

4343 23-462323-4623 髙木　聡衣髙木　聡衣 寿物産（株）　コトブキ補聴器　前橋店寿物産（株）　コトブキ補聴器　前橋店 371-0805371-0805 前橋市南町3-63-8前橋市南町3-63-8 027-243-4133027-243-4133
たかぎ　さと

い

4444 26-541226-5412 渡邉　将司渡邉　将司
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　伊勢崎本店メガネ・補聴器の板垣　伊勢崎本店

372-0047372-0047 伊勢崎市本町4-26伊勢崎市本町4-26 0270-24-17460270-24-1746
わたなべ　

しょうじ

4545 28-605428-6054 小野　浩司小野　浩司
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　伊勢崎本店メガネ・補聴器の板垣　伊勢崎本店

372-0047372-0047 伊勢崎市本町4-26伊勢崎市本町4-26 0270-24-17460270-24-1746 おの　こうじ

4646 3-11903-1190 阿久津　人一阿久津　人一 （有）両毛補聴器センター　伊勢崎店（有）両毛補聴器センター　伊勢崎店 372-0048372-0048 伊勢崎市大手町28-8伊勢崎市大手町28-8 0270-24-33580270-24-3358
あくつ　じん

いち

4747 7-15907-1590 糸井　美恵子糸井　美恵子 （有）両毛補聴器センター　伊勢崎店（有）両毛補聴器センター　伊勢崎店 372-0048372-0048 伊勢崎市大手町28-8伊勢崎市大手町28-8 0270-24-33580270-24-3358
いとい　みえ

こ

4848 23-440723-4407 黒﨑　浩太黒﨑　浩太 （株）メガネトップ　眼鏡市場　伊勢崎店（株）メガネトップ　眼鏡市場　伊勢崎店 372-0801372-0801 伊勢崎市宮子町178伊勢崎市宮子町178 0270-22-39780270-22-3978
くろさき　こ

うた

4949 26-538926-5389 佐藤　孝佐藤　孝
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店

372-0801372-0801 伊勢崎市宮子町3424-2伊勢崎市宮子町3424-2 0270-20-15000270-20-1500
さとう　たか

し

5050 28-606628-6066 狩野　大輔狩野　大輔
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店

372-0801372-0801 伊勢崎市宮子町3424-2伊勢崎市宮子町3424-2 0270-20-15000270-20-1500
かのう　だい

すけ

5151 29-627129-6271 粟田口　雅子粟田口　雅子
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店

372-0801372-0801 伊勢崎市宮子町3424-2伊勢崎市宮子町3424-2 0270-20-15000270-20-1500
あわたぐち　

まさこ

5252 29-628229-6282 村田　広紀村田　広紀
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店メガネ・補聴器の板垣　グランド伊勢崎店

372-0801372-0801 伊勢崎市宮子町3424-2伊勢崎市宮子町3424-2 0270-20-15000270-20-1500
むらた　ひろ

き

5353 20-357120-3571 松井　庸介松井　庸介
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店

372-0812372-0812 伊勢崎市連取町1561-1伊勢崎市連取町1561-1 0270-75-58330270-75-5833
まつい　よう

すけ

5454 23-458123-4581 神宮　正幸神宮　正幸
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店

372-0812372-0812 伊勢崎市連取町1561-1伊勢崎市連取町1561-1 0270-75-58330270-75-5833
じんぐう　ま

さゆき

5555 27-574527-5745 城代　恵利佳城代　恵利佳
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店

372-0812372-0812 伊勢崎市連取町1561-1伊勢崎市連取町1561-1 0270-75-58330270-75-5833
きのしろ　え

りか

5656 10-192310-1923 下山　勉下山　勉
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　太田支店アヅマ補聴器センター　太田支店

373-0026373-0026 太田市東本町26-7太田市東本町26-7 0276-25-31330276-25-3133
しもやま　つ

とむ

5757 21-382921-3829 上原　敦之上原　敦之
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　太田支店アヅマ補聴器センター　太田支店

373-0026373-0026 太田市東本町26-7太田市東本町26-7 0276-25-31330276-25-3133
うえはら　あ

つゆき

5858 24-481024-4810 齋藤　守齋藤　守
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　太田支店アヅマ補聴器センター　太田支店

373-0026373-0026 太田市東本町26-7太田市東本町26-7 0276-25-31330276-25-3133
さいとう　ま

もる

5959 27-574427-5744 長島　章子長島　章子
サウンドパレット（株）　サウンドパレット（株）　
アヅマ補聴器センター　太田支店アヅマ補聴器センター　太田支店

373-0026373-0026 太田市東本町26-7太田市東本町26-7 0276-25-31330276-25-3133
ながしま　あ

きこ

6060 24-477924-4779 菊地　伸彦菊地　伸彦 イトイ（株）　イトイ補聴器専門店イトイ（株）　イトイ補聴器専門店 373-0821373-0821 太田市下浜田町1086-20太田市下浜田町1086-20 0276-57-69000276-57-6900
きくち　のぶ

ひこ



※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。

群馬県群馬県
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6161 25-518025-5180 上原　健一上原　健一 イトイ（株）　イトイ補聴器専門店イトイ（株）　イトイ補聴器専門店 373-0821373-0821 太田市下浜田町1086-20太田市下浜田町1086-20 0276-57-69000276-57-6900
うえはら　け

んいち

6262 16-259116-2591 植竹　徹植竹　徹
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　太田本店メガネ・補聴器の板垣　太田本店

373-0852373-0852 太田市新井町565-3太田市新井町565-3 0276-49-29770276-49-2977
うえたけ　と

おる

6363 20-338120-3381 小林　貴生小林　貴生
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　太田本店メガネ・補聴器の板垣　太田本店

373-0852373-0852 太田市新井町565-3太田市新井町565-3 0276-49-29770276-49-2977
こばやし　た

かお

6464 23-461223-4612 阿久津　菜穂阿久津　菜穂 （有）両毛補聴器センター　太田店（有）両毛補聴器センター　太田店 373-0853373-0853
太田市浜町66-27 太田市浜町66-27 
ビーフィットビル1Fビーフィットビル1F

0276-48-55170276-48-5517 あくつ　なほ

6565 27-580727-5807 糸井　優太郎糸井　優太郎 （有）両毛補聴器センター　太田店（有）両毛補聴器センター　太田店 373-0853373-0853
太田市浜町66-27 太田市浜町66-27 
ビーフィットビル1Fビーフィットビル1F

0276-48-55170276-48-5517
いとい　ゆう

たろう

6666 28-602028-6020 桐藤　和気桐藤　和気
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　藤岡店メガネ・補聴器の板垣　藤岡店

375-0024375-0024 藤岡市藤岡1677-10藤岡市藤岡1677-10 0274-22-18800274-22-1880
きりふじ　か

ずき

6767 21-370921-3709 蛭間　康充蛭間　康充 メガネのヒルマメガネのヒルマ 376-0011376-0011 桐生市相生町2-836桐生市相生町2-836 0277-52-23280277-52-2328
ひるま　やす

みつ

6868 27-585827-5858 蛭間　優介蛭間　優介 メガネのヒルマメガネのヒルマ 376-0011376-0011 桐生市相生町2-836桐生市相生町2-836 0277-52-23280277-52-2328
ひるま　ゆう

すけ

6969 28-624128-6241 中野　将義中野　将義
（株）補聴器プラザ群馬　（株）補聴器プラザ群馬　
リオネットセンター桐生店リオネットセンター桐生店

376-0045376-0045 桐生市末広町7-21桐生市末広町7-21 0277-47-68860277-47-6886
なかの　まさ

よし

7070 24-484024-4840 小保方　聡小保方　聡 （株）小保方本店　イースト 1（株）小保方本店　イースト 1 376-0101376-0101
みどり市大間々町大間々40 みどり市大間々町大間々40 
さくらもーる内さくらもーる内

0277-73-55510277-73-5551
おぼかた　さ

とし

7171 28-604328-6043 石井　大樹石井　大樹
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　渋川店メガネ・補聴器の板垣　渋川店

377-0005377-0005 渋川市有馬157-1渋川市有馬157-1 0279-30-08000279-30-0800
いしい　だい

き

7272 27-571227-5712 岩井　雅史岩井　雅史
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　原町店メガネ・補聴器の板垣　原町店

377-0801377-0801 吾妻郡東吾妻町原町765-1吾妻郡東吾妻町原町765-1 0279-70-22770279-70-2277
いわい　まさ

し

7373 27-590727-5907 久保田　知之久保田　知之
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　沼田材木町店メガネ・補聴器の板垣　沼田材木町店

378-0045378-0045 沼田市材木町162-3沼田市材木町162-3 0278-30-23040278-30-2304
くぼた　とも

ゆき

7474 21-404421-4044 小熊　恭子小熊　恭子 （有）オグマ時計店（有）オグマ時計店 378-0047378-0047 沼田市上之町1154沼田市上之町1154 0278-22-45650278-22-4565
おぐま　きょ

うこ

7575 13-231213-2312 大塚　孝英大塚　孝英 （株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店（株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店 378-0053378-0053 沼田市東原新町1897-6沼田市東原新町1897-6 0278-25-95330278-25-9533
おおつか　た

かひで

7676 24-473424-4734 角田　恵美角田　恵美 （株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店（株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店 378-0053378-0053 沼田市東原新町1897-6沼田市東原新町1897-6 0278-25-95330278-25-9533
つのだ　めぐ

み

7777 20-357920-3579 諏佐　昌美諏佐　昌美 （株）多胡電化（株）多胡電化 379-0116379-0116 安中市安中3-22-33安中市安中3-22-33 027-381-1383027-381-1383 すさ　まさみ

7878 26-537926-5379 荻原　教幸荻原　教幸
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
前橋倉庫店前橋倉庫店

379-2141379-2141 前橋市鶴光路町137-2前橋市鶴光路町137-2 027-287-4310027-287-4310
おぎわら　の

りゆき

7979 27-567727-5677 宮内　利江子宮内　利江子
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
前橋倉庫店前橋倉庫店

379-2141379-2141 前橋市鶴光路町137-2前橋市鶴光路町137-2 027-287-4310027-287-4310
みやうち　り

えこ

8080 19-309619-3096 大塚　亜矢子大塚　亜矢子 （株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店（株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店 379-2221379-2221 伊勢崎市国定町1-634-3伊勢崎市国定町1-634-3 0270-63-60600270-63-6060
おおつか　あ

やこ

8181 19-309719-3097 小林　孝子小林　孝子 （株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店（株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店 379-2221379-2221 伊勢崎市国定町1-634-3伊勢崎市国定町1-634-3 0270-63-60600270-63-6060
こばやし　た

かこ

8282 29-632129-6321 森下　幸子森下　幸子
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　笠懸店メガネ・補聴器の板垣　笠懸店

379-2311379-2311 みどり市笠懸町阿左美1053-34みどり市笠懸町阿左美1053-34 0277-76-08500277-76-0850
もりした　さ

ちこ

8383 20-346420-3464 山本　大介山本　大介
やまもと　だ

いすけ

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

11 1-10191-1019 福澤　理福澤　理 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
ふくざわ　ま

さし

22 11-198911-1989 神原　一志神原　一志 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
かんばら　か

ずし

33 11-200111-2001 大倉　伸也大倉　伸也 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
おおくら　し

んや

44 21-378021-3780 持田　賢二持田　賢二 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
もちだ　けん

じ

55 29-628629-6286 遠藤　充洋遠藤　充洋
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン北浦和店パリミキ　イオン北浦和店

330-0061330-0061
さいたま市浦和区常盤10-20-29 さいたま市浦和区常盤10-20-29 
イオン1階イオン1階

048-832-4780048-832-4780
えんどう　み

つひろ

66 13-228113-2281 大島　憲児大島　憲児 東日本リオン（株）東日本リオン（株） 330-0062330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2さいたま市浦和区仲町3-11-2 048-824-1205048-824-1205
おおしま　け

んじ

77 28-612428-6124 星　大樹星　大樹 東日本リオン（株）東日本リオン（株） 330-0062330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2さいたま市浦和区仲町3-11-2 048-824-1205048-824-1205 ほし　だいき

88 10-187410-1874 小西　真治小西　真治 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
こにし　しん

じ

99 11-211011-2110 須崎　邦雄須崎　邦雄 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
すざき　くに

お

1010 14-242714-2427 大島　稔之大島　稔之 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
おおしま　と

しゆき

1111 20-336220-3362 牛島　俊和牛島　俊和 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
うしじま　と

しかず

1212 25-516225-5162 薄井　崇薄井　崇 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
うすい　たか

し

1313 24-496024-4960 井出　智子井出　智子 （株）イワキ　浦和店（株）イワキ　浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-11 さいたま市浦和区高砂2-6-11 
尾張屋第3ビル1・2階尾張屋第3ビル1・2階

048-824-7866048-824-7866 いで　ともこ

1414 26-537226-5372 田上　潤田上　潤 （株）イワキ　浦和店（株）イワキ　浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-11 さいたま市浦和区高砂2-6-11 
尾張屋第3ビル1・2階尾張屋第3ビル1・2階

048-824-7866048-824-7866
たがみ　じゅ

ん

1515 21-385121-3851 大淵　円大淵　円 （株）金鳳堂　伊勢丹浦和店（株）金鳳堂　伊勢丹浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂1-15-1 さいたま市浦和区高砂1-15-1 
伊勢丹浦和店5F伊勢丹浦和店5F

048-824-5233048-824-5233
おおぶち　ま

どか



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

群馬県群馬県
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

6161 25-518025-5180 上原　健一上原　健一 イトイ（株）　イトイ補聴器専門店イトイ（株）　イトイ補聴器専門店 373-0821373-0821 太田市下浜田町1086-20太田市下浜田町1086-20 0276-57-69000276-57-6900
うえはら　け

んいち

6262 16-259116-2591 植竹　徹植竹　徹
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　太田本店メガネ・補聴器の板垣　太田本店

373-0852373-0852 太田市新井町565-3太田市新井町565-3 0276-49-29770276-49-2977
うえたけ　と

おる

6363 20-338120-3381 小林　貴生小林　貴生
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　太田本店メガネ・補聴器の板垣　太田本店

373-0852373-0852 太田市新井町565-3太田市新井町565-3 0276-49-29770276-49-2977
こばやし　た

かお

6464 23-461223-4612 阿久津　菜穂阿久津　菜穂 （有）両毛補聴器センター　太田店（有）両毛補聴器センター　太田店 373-0853373-0853
太田市浜町66-27 太田市浜町66-27 
ビーフィットビル1Fビーフィットビル1F

0276-48-55170276-48-5517 あくつ　なほ

6565 27-580727-5807 糸井　優太郎糸井　優太郎 （有）両毛補聴器センター　太田店（有）両毛補聴器センター　太田店 373-0853373-0853
太田市浜町66-27 太田市浜町66-27 
ビーフィットビル1Fビーフィットビル1F

0276-48-55170276-48-5517
いとい　ゆう

たろう

6666 28-602028-6020 桐藤　和気桐藤　和気
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　藤岡店メガネ・補聴器の板垣　藤岡店

375-0024375-0024 藤岡市藤岡1677-10藤岡市藤岡1677-10 0274-22-18800274-22-1880
きりふじ　か

ずき

6767 21-370921-3709 蛭間　康充蛭間　康充 メガネのヒルマメガネのヒルマ 376-0011376-0011 桐生市相生町2-836桐生市相生町2-836 0277-52-23280277-52-2328
ひるま　やす

みつ

6868 27-585827-5858 蛭間　優介蛭間　優介 メガネのヒルマメガネのヒルマ 376-0011376-0011 桐生市相生町2-836桐生市相生町2-836 0277-52-23280277-52-2328
ひるま　ゆう

すけ

6969 28-624128-6241 中野　将義中野　将義
（株）補聴器プラザ群馬　（株）補聴器プラザ群馬　
リオネットセンター桐生店リオネットセンター桐生店

376-0045376-0045 桐生市末広町7-21桐生市末広町7-21 0277-47-68860277-47-6886
なかの　まさ

よし

7070 24-484024-4840 小保方　聡小保方　聡 （株）小保方本店　イースト 1（株）小保方本店　イースト 1 376-0101376-0101
みどり市大間々町大間々40 みどり市大間々町大間々40 
さくらもーる内さくらもーる内

0277-73-55510277-73-5551
おぼかた　さ

とし

7171 28-604328-6043 石井　大樹石井　大樹
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　渋川店メガネ・補聴器の板垣　渋川店

377-0005377-0005 渋川市有馬157-1渋川市有馬157-1 0279-30-08000279-30-0800
いしい　だい

き

7272 27-571227-5712 岩井　雅史岩井　雅史
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　原町店メガネ・補聴器の板垣　原町店

377-0801377-0801 吾妻郡東吾妻町原町765-1吾妻郡東吾妻町原町765-1 0279-70-22770279-70-2277
いわい　まさ

し

7373 27-590727-5907 久保田　知之久保田　知之
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　沼田材木町店メガネ・補聴器の板垣　沼田材木町店

378-0045378-0045 沼田市材木町162-3沼田市材木町162-3 0278-30-23040278-30-2304
くぼた　とも

ゆき

7474 21-404421-4044 小熊　恭子小熊　恭子 （有）オグマ時計店（有）オグマ時計店 378-0047378-0047 沼田市上之町1154沼田市上之町1154 0278-22-45650278-22-4565
おぐま　きょ

うこ

7575 13-231213-2312 大塚　孝英大塚　孝英 （株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店（株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店 378-0053378-0053 沼田市東原新町1897-6沼田市東原新町1897-6 0278-25-95330278-25-9533
おおつか　た

かひで

7676 24-473424-4734 角田　恵美角田　恵美 （株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店（株）フィッティング Otuka　補聴器沼田店 378-0053378-0053 沼田市東原新町1897-6沼田市東原新町1897-6 0278-25-95330278-25-9533
つのだ　めぐ

み

7777 20-357920-3579 諏佐　昌美諏佐　昌美 （株）多胡電化（株）多胡電化 379-0116379-0116 安中市安中3-22-33安中市安中3-22-33 027-381-1383027-381-1383 すさ　まさみ

7878 26-537926-5379 荻原　教幸荻原　教幸
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
前橋倉庫店前橋倉庫店

379-2141379-2141 前橋市鶴光路町137-2前橋市鶴光路町137-2 027-287-4310027-287-4310
おぎわら　の

りゆき

7979 27-567727-5677 宮内　利江子宮内　利江子
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
前橋倉庫店前橋倉庫店

379-2141379-2141 前橋市鶴光路町137-2前橋市鶴光路町137-2 027-287-4310027-287-4310
みやうち　り

えこ

8080 19-309619-3096 大塚　亜矢子大塚　亜矢子 （株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店（株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店 379-2221379-2221 伊勢崎市国定町1-634-3伊勢崎市国定町1-634-3 0270-63-60600270-63-6060
おおつか　あ

やこ

8181 19-309719-3097 小林　孝子小林　孝子 （株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店（株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店 379-2221379-2221 伊勢崎市国定町1-634-3伊勢崎市国定町1-634-3 0270-63-60600270-63-6060
こばやし　た

かこ

8282 29-632129-6321 森下　幸子森下　幸子
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　笠懸店メガネ・補聴器の板垣　笠懸店

379-2311379-2311 みどり市笠懸町阿左美1053-34みどり市笠懸町阿左美1053-34 0277-76-08500277-76-0850
もりした　さ

ちこ

8383 20-346420-3464 山本　大介山本　大介
やまもと　だ

いすけ

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

11 1-10191-1019 福澤　理福澤　理 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
ふくざわ　ま

さし

22 11-198911-1989 神原　一志神原　一志 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
かんばら　か

ずし

33 11-200111-2001 大倉　伸也大倉　伸也 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
おおくら　し

んや

44 21-378021-3780 持田　賢二持田　賢二 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
もちだ　けん

じ

55 29-628629-6286 遠藤　充洋遠藤　充洋
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン北浦和店パリミキ　イオン北浦和店

330-0061330-0061
さいたま市浦和区常盤10-20-29 さいたま市浦和区常盤10-20-29 
イオン1階イオン1階

048-832-4780048-832-4780
えんどう　み

つひろ

66 13-228113-2281 大島　憲児大島　憲児 東日本リオン（株）東日本リオン（株） 330-0062330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2さいたま市浦和区仲町3-11-2 048-824-1205048-824-1205
おおしま　け

んじ

77 28-612428-6124 星　大樹星　大樹 東日本リオン（株）東日本リオン（株） 330-0062330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2さいたま市浦和区仲町3-11-2 048-824-1205048-824-1205 ほし　だいき

88 10-187410-1874 小西　真治小西　真治 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
こにし　しん

じ

99 11-211011-2110 須崎　邦雄須崎　邦雄 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
すざき　くに

お

1010 14-242714-2427 大島　稔之大島　稔之 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
おおしま　と

しゆき

1111 20-336220-3362 牛島　俊和牛島　俊和 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
うしじま　と

しかず

1212 25-516225-5162 薄井　崇薄井　崇 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
うすい　たか

し

1313 24-496024-4960 井出　智子井出　智子 （株）イワキ　浦和店（株）イワキ　浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-11 さいたま市浦和区高砂2-6-11 
尾張屋第3ビル1・2階尾張屋第3ビル1・2階

048-824-7866048-824-7866 いで　ともこ

1414 26-537226-5372 田上　潤田上　潤 （株）イワキ　浦和店（株）イワキ　浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-11 さいたま市浦和区高砂2-6-11 
尾張屋第3ビル1・2階尾張屋第3ビル1・2階

048-824-7866048-824-7866
たがみ　じゅ

ん

1515 21-385121-3851 大淵　円大淵　円 （株）金鳳堂　伊勢丹浦和店（株）金鳳堂　伊勢丹浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂1-15-1 さいたま市浦和区高砂1-15-1 
伊勢丹浦和店5F伊勢丹浦和店5F

048-824-5233048-824-5233
おおぶち　ま

どか

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

1616 22-436522-4365 三田　勝浩三田　勝浩 （株）和真　和真メガネ　浦和本館（株）和真　和真メガネ　浦和本館 330-0063330-0063 さいたま市浦和区高砂1-13-2さいたま市浦和区高砂1-13-2 048-822-6661048-822-6661
みた　かつひ

ろ

1717 28-610628-6106 久保田　樹久保田　樹 （株）和真　和真メガネ　浦和本館（株）和真　和真メガネ　浦和本館 330-0063330-0063 さいたま市浦和区高砂1-13-2さいたま市浦和区高砂1-13-2 048-822-6661048-822-6661 くぼた　みき

1818 29-653529-6535 寺﨑　泰平寺﨑　泰平
（有）テラグレイス　（有）テラグレイス　
パリミキ浦和店パリミキ浦和店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-4-8 さいたま市浦和区高砂2-4-8 
レインボー高砂1Fレインボー高砂1F

048-824-6515048-824-6515
てらさき　た

いへい

1919 9-17659-1765 遠藤　智恵子遠藤　智恵子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533
えんどう　ち

えこ

2020 11-198811-1988 稲毛田　眞嗣稲毛田　眞嗣
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533
いなげた　ま

さし

2121 17-284917-2849 簑原　理恵子簑原　理恵子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533
みのはら　り

えこ

2222 19-319919-3199 石井　有希石井　有希
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533 いしい　ゆき

2323 22-427322-4273 薄井　美穂薄井　美穂
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533 うすい　みほ

2424 29-651729-6517 宮前　良隆宮前　良隆
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　ビバモールさいたま新都心パリミキ　ビバモールさいたま新都心

330-0071330-0071
さいたま市浦和区上木崎1-13-1 さいたま市浦和区上木崎1-13-1 
ビバモールさいたま新都心店3階ビバモールさいたま新都心店3階

048-711-8771048-711-8771
みやまえ　よ

したか

2525 24-488424-4884 坂西　洋亮坂西　洋亮 （有）青柳時計店　Wink　アオヤギ（有）青柳時計店　Wink　アオヤギ 330-0074330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-9-5さいたま市浦和区北浦和1-9-5 048-882-5620048-882-5620
ばんざい　よ

うすけ

2626 26-552826-5528 藤江　周一藤江　周一 （有）青柳時計店　Wink　アオヤギ（有）青柳時計店　Wink　アオヤギ 330-0074330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-9-5さいたま市浦和区北浦和1-9-5 048-882-5620048-882-5620
ふじえ　しゅ

ういち

2727 9-17709-1770 鈴木　慎一鈴木　慎一 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
すずき　しん

いち

2828 21-377621-3776 相川　舞相川　舞 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
あいかわ　ま

い

2929 23-448223-4482 田中　一如田中　一如 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
たなか　たか

ゆき

3030 24-475124-4751 小峰　竜平小峰　竜平 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
こみね　りょ

うへい

3131 29-645129-6451 橋本　郁弥橋本　郁弥 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
はしもと　ふ

みや

3232 15-244215-2442 戸蒔　健一戸蒔　健一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
とまき　けん

いち

3333 27-570927-5709 前納　由美子前納　由美子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
まえの　ゆみ

こ

3434 28-625528-6255 今村　俊貴今村　俊貴 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
いまむら　と

しき

3535 29-643529-6435 岡村　和周岡村　和周 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
おかむら　か

ずのり

3636 14-234814-2348 小林　孝行小林　孝行
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　大宮店リケン補聴器センター　大宮店

330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-6-12 さいたま市大宮区桜木町2-6-12 
一佳ビル1F一佳ビル1F

048-662-9012048-662-9012
こばやし　た

かゆき

3737 19-315419-3154 矢作　昌哉矢作　昌哉 マキチエ（株）　大宮営業所マキチエ（株）　大宮営業所 330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-8-5 さいたま市大宮区桜木町2-8-5 
黒須ビル5F黒須ビル5F

048-643-7077048-643-7077
やはぎ　まさ

や

3838 29-639929-6399 鳥居　聖広鳥居　聖広 マキチエ（株）　大宮営業所マキチエ（株）　大宮営業所 330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-8-5 さいたま市大宮区桜木町2-8-5 
黒須ビル5F黒須ビル5F

048-643-7077048-643-7077
とりい　きよ

ひろ

3939 29-657629-6576 渡辺　佑貴子渡辺　佑貴子 マキチエ（株）　大宮営業所マキチエ（株）　大宮営業所 330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-8-5 さいたま市大宮区桜木町2-8-5 
黒須ビル5F黒須ビル5F

048-643-7077048-643-7077
わたなべ　ゆ

きこ

4040 23-458023-4580 林　和也林　和也 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335
はやし　かず

や

4141 27-571427-5714 坂　八重子坂　八重子 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335 さか　やえこ

4242 28-608928-6089 広川　義晃広川　義晃 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335
ひろかわ　よ

しあき

4343 23-452423-4524 野口　真野口　真
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　大宮北店パリミキ　大宮北店

331-0811331-0811 さいたま市北区吉野町1-4-5さいたま市北区吉野町1-4-5 048-652-9981048-652-9981
のぐち　まこ

と

4444 22-427522-4275 小檜山　崇小檜山　崇 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン大宮店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン大宮店 331-0825331-0825
さいたま市北区櫛引町2-574-1 さいたま市北区櫛引町2-574-1 
イオン大宮店2Fイオン大宮店2F

048-653-0715048-653-0715
こびやま　た

かし

4545 26-543526-5435 山﨑　真也山﨑　真也 アイジャパン（株）　アイメガネ　本店アイジャパン（株）　アイメガネ　本店 331-8760331-8760
さいたま市北区宮原町1-505-1 さいたま市北区宮原町1-505-1 
アイ第一ビルアイ第一ビル

048-660-1111048-660-1111
やまざき　し

んや

4646 28-608028-6080 関根　崇史関根　崇史 アイジャパン（株）　アイメガネ　本店アイジャパン（株）　アイメガネ　本店 331-8760331-8760
さいたま市北区宮原町1-505-1 さいたま市北区宮原町1-505-1 
アイ第一ビルアイ第一ビル

048-660-1111048-660-1111
せきね　たか

し

4747 20-337820-3378 杉浦　幹人杉浦　幹人 （株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」（株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」 332-0012332-0012
川口市本町4-13-3 川口市本町4-13-3 
デュオプラザ川口壱番館104-2デュオプラザ川口壱番館104-2

048-299-9642048-299-9642
すぎうら　み

きひと

4848 28-610828-6108 伊東　剛伊東　剛 （株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」（株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」 332-0012332-0012
川口市本町4-13-3 川口市本町4-13-3 
デュオプラザ川口壱番館104-2デュオプラザ川口壱番館104-2

048-299-9642048-299-9642
いとう　つよ

し

4949 20-328620-3286 横溝　美菜子横溝　美菜子 （有）ハーモニー補聴器（有）ハーモニー補聴器 332-0012332-0012
川口市本町4-1-8 川口市本町4-1-8 
川口センタービル1F川口センタービル1F

048-222-7801048-222-7801
よこみぞ　み

なこ

5050 18-294818-2948 田代　哲郎田代　哲郎 （株）岡野電気　リオネットセンター川口店（株）岡野電気　リオネットセンター川口店 332-0015332-0015
川口市川口3-2-4 川口市川口3-2-4 
リプレ川口一番街4号棟102リプレ川口一番街4号棟102

048-259-6896048-259-6896
たしろ　てつ

ろう

5151 20-360720-3607 前戸　友美前戸　友美 （株）東京メガネ　そごう川口店（株）東京メガネ　そごう川口店 332-8511332-8511 川口市栄町3-5-1川口市栄町3-5-1 048-258-2111048-258-2111 まえと　ゆみ

5252 29-649829-6498 齋藤　至史齋藤　至史
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　東川口店パリミキ　東川口店

333-0811333-0811 川口市戸塚2-25-12川口市戸塚2-25-12 048-297-7072048-297-7072
さいとう　ゆ

きふみ

5353 24-473724-4737 平田　尚丈平田　尚丈 （株）岡野電気　リオネットセンター蕨店（株）岡野電気　リオネットセンター蕨店 333-0851333-0851 川口市芝新町8-29川口市芝新町8-29 048-423-4520048-423-4520
ひらた　なお

ひろ

5454 6-15306-1530 坪田　修坪田　修 （株）ボイス　ボイス補聴器センター（株）ボイス　ボイス補聴器センター 335-0004335-0004 蕨市中央3-13-7蕨市中央3-13-7 048-431-3353048-431-3353
つぼた　おさ

む

5555 29-653829-6538 大月　かおり大月　かおり （株）ボイス　ボイス補聴器センター（株）ボイス　ボイス補聴器センター 335-0004335-0004 蕨市中央3-13-7蕨市中央3-13-7 048-431-3353048-431-3353
おおつき　か

おり



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

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

5656 28-619928-6199 鶴見　髙徳鶴見　髙徳 補聴器専門店　きこえさろんクロス補聴器専門店　きこえさろんクロス 335-0023335-0023
戸田市本町4-3-9 戸田市本町4-3-9 
プランドール戸田公園101-Aプランドール戸田公園101-A

048-287-3354048-287-3354
つるみ　たか

のり

5757 16-256416-2564 菊地　晃一菊地　晃一 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
きくち　こう

いち

5858 21-367621-3676 石川　秀男石川　秀男 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
いしかわ　ひ

でお

5959 27-585027-5850 榊原　暁榊原　暁 ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店 336-0022336-0022
さいたま市南区白幡3-10-11 さいたま市南区白幡3-10-11 
細淵ビル1F細淵ビル1F

048-799-2283048-799-2283
さかきばら　

さとる

6060 28-603528-6035 大塚　進一大塚　進一 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店 338-0003338-0003 さいたま市中央区本町東1-6-3さいたま市中央区本町東1-6-3 048-852-0001048-852-0001
おおつか　し

んいち

6161 26-542826-5428 見村　輝彦見村　輝彦 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
みむら　てる

ひこ

6262 28-608828-6088 伊東　史樹伊東　史樹 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
いとう　ふみ

き

6363 12-222312-2223 坂内　明坂内　明 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
ばんない　あ

きら

6464 17-279317-2793 前田　由美子前田　由美子 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
まえだ　ゆみ

こ

6565 7-15677-1567 田中　淳田中　淳 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たなか　じゅ

ん

6666 16-268516-2685 髙橋　厚志髙橋　厚志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たかはし　こ

うじ

6767 22-415222-4152 新井　丈顕新井　丈顕 （株）岡野電気　リオネットセンター草加店（株）岡野電気　リオネットセンター草加店 340-0015340-0015 草加市高砂2-16-20草加市高砂2-16-20 048-951-7550048-951-7550
あらい　たけ

あき

6868 26-543626-5436 多ヶ谷　高廣多ヶ谷　高廣
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　谷塚ファイン店アイメガネ　谷塚ファイン店

340-0023340-0023 草加市谷塚1-1-23草加市谷塚1-1-23 048-924-0001048-924-0001
たがや　たか

ひろ

6969 26-543126-5431 石川　昇石川　昇
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
いしかわ　の

ぼる

7070 27-578227-5782 山本　信弘山本　信弘
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
やまもと　の

ぶひろ

7171 21-369821-3698 青木　勝也青木　勝也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　八潮店パリミキ　八潮店

340-0816340-0816 八潮市中央2-22-1八潮市中央2-22-1 048-997-9343048-997-9343
あおき　かつ

や

7272 26-562726-5627 山戸　藤代山戸　藤代
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）　
新三郷倉庫店　新三郷倉庫店　

341-0009341-0009 三郷市新三郷ららシティ3-1-2三郷市新三郷ららシティ3-1-2 048-950-6606048-950-6606
やまと　ふじ

よ

7373 26-543026-5430 泉澤　克彦泉澤　克彦
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店

341-0021341-0021 三郷市さつき平1-1-1三郷市さつき平1-1-1 048-950-0001048-950-0001
いずみさわ　

かつひこ

7474 25-522025-5220 山城　伸之山城　伸之
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷南口駅前通り店アイメガネ　三郷南口駅前通り店

341-0024341-0024 三郷市三郷1-27-7三郷市三郷1-27-7 048-949-0002048-949-0002
やましろ　の

ぶゆき

7575 28-610028-6100 平塚　慎司平塚　慎司
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　吉川店メガネ・補聴器の板垣　吉川店

342-0056342-0056 吉川市平沼1-24-5吉川市平沼1-24-5 048-984-1616048-984-1616
ひらつか　し

んじ

7676 29-640729-6407 岡戸　隆博岡戸　隆博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　越谷店パリミキ　越谷店

343-0022343-0022 越谷市花田1-20-15越谷市花田1-20-15 048-972-5116048-972-5116
おかど　たか

ひろ

7777 19-327219-3272 野口　英秋野口　英秋 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
のぐち　ひで

あき

7878 29-655829-6558 髙橋　宏幸髙橋　宏幸 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
たかはし　ひ

ろゆき

7979 18-288818-2888 河合　弘順河合　弘順 （株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店（株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店 343-0828343-0828
越谷市レイクタウン3-1-1 越谷市レイクタウン3-1-1 
イオンレイクタウンmori2Fイオンレイクタウンmori2F

048-988-7147048-988-7147
かわい　ひろ

ゆき

8080 25-508925-5089 駒崎　紀子駒崎　紀子 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
こまざき　の

りこ

8181 27-580627-5806 利根澤　大利根澤　大 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
とねざわ　だ

い

8282 5-13555-1355 谷口　英司谷口　英司 （株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店（株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店 344-0067344-0067 春日部市中央5-1-17春日部市中央5-1-17 048-738-3445048-738-3445
たにぐち　え

いじ

8383 28-620928-6209 宮内　直治宮内　直治 （株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店（株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店 344-0067344-0067 春日部市中央5-1-17春日部市中央5-1-17 048-738-3445048-738-3445
みやうち　な

おはる

8484 21-377821-3778 畠山　傑畠山　傑 （株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店（株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店 344-0067344-0067
春日部市中央1-10-1 春日部市中央1-10-1 
小関ビル1階小関ビル1階

048-761-7798048-761-7798
はたけやま　

すぐる

8585 21-378521-3785 井出　愛井出　愛 （株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店（株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店 344-0067344-0067
春日部市中央1-10-1 春日部市中央1-10-1 
小関ビル1階小関ビル1階

048-761-7798048-761-7798 いで　あい

8686 28-623228-6232 佐々木　隆治佐々木　隆治 （株）鈴木薬局　春日部中央店　補聴器相談室（株）鈴木薬局　春日部中央店　補聴器相談室 344-0067344-0067
春日部市中央1-52-1 春日部市中央1-52-1 
セントラルビル1階セントラルビル1階

048-795-8181048-795-8181
ささき　りゅ

うじ

8787 21-370121-3701 大野　泰樹大野　泰樹
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110
おおの　やす

き

8888 21-370421-3704 山本　春美山本　春美
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110
やまもと　は

るみ

8989 21-371321-3713 坪井　梨恵坪井　梨恵
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110 つぼい　りえ

9090 19-316019-3160 小島　真由美小島　真由美 （株）岡野電気　リオネットセンター久喜店（株）岡野電気　リオネットセンター久喜店 346-0003346-0003
久喜市久喜中央1-1-3 久喜市久喜中央1-1-3 
熊谷ビル1F熊谷ビル1F

0480-53-61230480-53-6123
こじま　まゆ

み

9191 22-419722-4197 池田　憲史池田　憲史 （株）岡野電気　リオネットセンター久喜店（株）岡野電気　リオネットセンター久喜店 346-0003346-0003
久喜市久喜中央1-1-3 久喜市久喜中央1-1-3 
熊谷ビル1F熊谷ビル1F

0480-53-61230480-53-6123
いけだ　のり

ふみ

9292 21-374821-3748 塩田　直塩田　直 たいよう補聴器たいよう補聴器 347-0055347-0055 加須市中央2-9-9-102加須市中央2-9-9-102 0480-38-91080480-38-9108 しおだ　なお

9393 29-636429-6364 笹山　高志笹山　高志 アイジャパン（株）　アイメガネ　蓮田関山店アイジャパン（株）　アイメガネ　蓮田関山店 349-0121349-0121 蓮田市関山2-6-13蓮田市関山2-6-13 048-764-0001048-764-0001
ささやま　た

かし

9494 23-441323-4413 菊地　晃洋菊地　晃洋 （株）金鳳堂　まるひろ　川越店（株）金鳳堂　まるひろ　川越店 350-0043350-0043
川越市新富町2-6-1 川越市新富町2-6-1 
丸広川越店3F丸広川越店3F

049-224-2575049-224-2575
きくち　あき

ひろ

9595 21-402821-4028 武藤　竜二武藤　竜二 （株）和真　和真メガネ　川越店（株）和真　和真メガネ　川越店 350-0043350-0043 川越市新富町2-4-2川越市新富町2-4-2 049-222-9955049-222-9955
むとう　りゅ

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。

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

5656 28-619928-6199 鶴見　髙徳鶴見　髙徳 補聴器専門店　きこえさろんクロス補聴器専門店　きこえさろんクロス 335-0023335-0023
戸田市本町4-3-9 戸田市本町4-3-9 
プランドール戸田公園101-Aプランドール戸田公園101-A

048-287-3354048-287-3354
つるみ　たか

のり

5757 16-256416-2564 菊地　晃一菊地　晃一 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
きくち　こう

いち

5858 21-367621-3676 石川　秀男石川　秀男 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
いしかわ　ひ

でお

5959 27-585027-5850 榊原　暁榊原　暁 ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店 336-0022336-0022
さいたま市南区白幡3-10-11 さいたま市南区白幡3-10-11 
細淵ビル1F細淵ビル1F

048-799-2283048-799-2283
さかきばら　

さとる

6060 28-603528-6035 大塚　進一大塚　進一 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店 338-0003338-0003 さいたま市中央区本町東1-6-3さいたま市中央区本町東1-6-3 048-852-0001048-852-0001
おおつか　し

んいち

6161 26-542826-5428 見村　輝彦見村　輝彦 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
みむら　てる

ひこ

6262 28-608828-6088 伊東　史樹伊東　史樹 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
いとう　ふみ

き

6363 12-222312-2223 坂内　明坂内　明 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
ばんない　あ

きら

6464 17-279317-2793 前田　由美子前田　由美子 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
まえだ　ゆみ

こ

6565 7-15677-1567 田中　淳田中　淳 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たなか　じゅ

ん

6666 16-268516-2685 髙橋　厚志髙橋　厚志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たかはし　こ

うじ

6767 22-415222-4152 新井　丈顕新井　丈顕 （株）岡野電気　リオネットセンター草加店（株）岡野電気　リオネットセンター草加店 340-0015340-0015 草加市高砂2-16-20草加市高砂2-16-20 048-951-7550048-951-7550
あらい　たけ

あき

6868 26-543626-5436 多ヶ谷　高廣多ヶ谷　高廣
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　谷塚ファイン店アイメガネ　谷塚ファイン店

340-0023340-0023 草加市谷塚1-1-23草加市谷塚1-1-23 048-924-0001048-924-0001
たがや　たか

ひろ

6969 26-543126-5431 石川　昇石川　昇
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
いしかわ　の

ぼる

7070 27-578227-5782 山本　信弘山本　信弘
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
やまもと　の

ぶひろ

7171 21-369821-3698 青木　勝也青木　勝也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　八潮店パリミキ　八潮店

340-0816340-0816 八潮市中央2-22-1八潮市中央2-22-1 048-997-9343048-997-9343
あおき　かつ

や

7272 26-562726-5627 山戸　藤代山戸　藤代
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）　
新三郷倉庫店　新三郷倉庫店　

341-0009341-0009 三郷市新三郷ららシティ3-1-2三郷市新三郷ららシティ3-1-2 048-950-6606048-950-6606
やまと　ふじ

よ

7373 26-543026-5430 泉澤　克彦泉澤　克彦
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店

341-0021341-0021 三郷市さつき平1-1-1三郷市さつき平1-1-1 048-950-0001048-950-0001
いずみさわ　

かつひこ

7474 25-522025-5220 山城　伸之山城　伸之
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷南口駅前通り店アイメガネ　三郷南口駅前通り店

341-0024341-0024 三郷市三郷1-27-7三郷市三郷1-27-7 048-949-0002048-949-0002
やましろ　の

ぶゆき

7575 28-610028-6100 平塚　慎司平塚　慎司
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　吉川店メガネ・補聴器の板垣　吉川店

342-0056342-0056 吉川市平沼1-24-5吉川市平沼1-24-5 048-984-1616048-984-1616
ひらつか　し

んじ

7676 29-640729-6407 岡戸　隆博岡戸　隆博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　越谷店パリミキ　越谷店

343-0022343-0022 越谷市花田1-20-15越谷市花田1-20-15 048-972-5116048-972-5116
おかど　たか

ひろ

7777 19-327219-3272 野口　英秋野口　英秋 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
のぐち　ひで

あき

7878 29-655829-6558 髙橋　宏幸髙橋　宏幸 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
たかはし　ひ

ろゆき

7979 18-288818-2888 河合　弘順河合　弘順 （株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店（株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店 343-0828343-0828
越谷市レイクタウン3-1-1 越谷市レイクタウン3-1-1 
イオンレイクタウンmori2Fイオンレイクタウンmori2F

048-988-7147048-988-7147
かわい　ひろ

ゆき

8080 25-508925-5089 駒崎　紀子駒崎　紀子 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
こまざき　の

りこ

8181 27-580627-5806 利根澤　大利根澤　大 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
とねざわ　だ

い

8282 5-13555-1355 谷口　英司谷口　英司 （株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店（株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店 344-0067344-0067 春日部市中央5-1-17春日部市中央5-1-17 048-738-3445048-738-3445
たにぐち　え

いじ

8383 28-620928-6209 宮内　直治宮内　直治 （株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店（株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店 344-0067344-0067 春日部市中央5-1-17春日部市中央5-1-17 048-738-3445048-738-3445
みやうち　な

おはる

8484 21-377821-3778 畠山　傑畠山　傑 （株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店（株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店 344-0067344-0067
春日部市中央1-10-1 春日部市中央1-10-1 
小関ビル1階小関ビル1階

048-761-7798048-761-7798
はたけやま　

すぐる

8585 21-378521-3785 井出　愛井出　愛 （株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店（株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店 344-0067344-0067
春日部市中央1-10-1 春日部市中央1-10-1 
小関ビル1階小関ビル1階

048-761-7798048-761-7798 いで　あい

8686 28-623228-6232 佐々木　隆治佐々木　隆治 （株）鈴木薬局　春日部中央店　補聴器相談室（株）鈴木薬局　春日部中央店　補聴器相談室 344-0067344-0067
春日部市中央1-52-1 春日部市中央1-52-1 
セントラルビル1階セントラルビル1階

048-795-8181048-795-8181
ささき　りゅ

うじ

8787 21-370121-3701 大野　泰樹大野　泰樹
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110
おおの　やす

き

8888 21-370421-3704 山本　春美山本　春美
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110
やまもと　は

るみ

8989 21-371321-3713 坪井　梨恵坪井　梨恵
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110 つぼい　りえ

9090 19-316019-3160 小島　真由美小島　真由美 （株）岡野電気　リオネットセンター久喜店（株）岡野電気　リオネットセンター久喜店 346-0003346-0003
久喜市久喜中央1-1-3 久喜市久喜中央1-1-3 
熊谷ビル1F熊谷ビル1F

0480-53-61230480-53-6123
こじま　まゆ

み

9191 22-419722-4197 池田　憲史池田　憲史 （株）岡野電気　リオネットセンター久喜店（株）岡野電気　リオネットセンター久喜店 346-0003346-0003
久喜市久喜中央1-1-3 久喜市久喜中央1-1-3 
熊谷ビル1F熊谷ビル1F

0480-53-61230480-53-6123
いけだ　のり

ふみ

9292 21-374821-3748 塩田　直塩田　直 たいよう補聴器たいよう補聴器 347-0055347-0055 加須市中央2-9-9-102加須市中央2-9-9-102 0480-38-91080480-38-9108 しおだ　なお

9393 29-636429-6364 笹山　高志笹山　高志 アイジャパン（株）　アイメガネ　蓮田関山店アイジャパン（株）　アイメガネ　蓮田関山店 349-0121349-0121 蓮田市関山2-6-13蓮田市関山2-6-13 048-764-0001048-764-0001
ささやま　た

かし

9494 23-441323-4413 菊地　晃洋菊地　晃洋 （株）金鳳堂　まるひろ　川越店（株）金鳳堂　まるひろ　川越店 350-0043350-0043
川越市新富町2-6-1 川越市新富町2-6-1 
丸広川越店3F丸広川越店3F

049-224-2575049-224-2575
きくち　あき

ひろ

9595 21-402821-4028 武藤　竜二武藤　竜二 （株）和真　和真メガネ　川越店（株）和真　和真メガネ　川越店 350-0043350-0043 川越市新富町2-4-2川越市新富町2-4-2 049-222-9955049-222-9955
むとう　りゅ

うじ

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

9696 28-611228-6112 伊藤　友伊藤　友 ブルームヒアリング（株）　ブルーム本川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム本川越店 350-0066350-0066 川越市連雀町1-24川越市連雀町1-24 049-277-4053049-277-4053 いとう　ゆう

9797 26-543326-5433 若山　英仁若山　英仁
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　坂戸アクロスプラザ店アイメガネ　坂戸アクロスプラザ店

350-0225350-0225 坂戸市日の出町5-30坂戸市日の出町5-30 049-282-0001049-282-0001
わかやま　ひ

でひと

9898 17-272617-2726 市川　大市川　大 補聴器のイチカワ補聴器のイチカワ 350-0225350-0225 坂戸市日の出町9-20坂戸市日の出町9-20 049-281-0107049-281-0107
いちかわ　だ

い

9999 26-555326-5553 寺田　大平寺田　大平
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　坂戸店パリミキ　坂戸店

350-0229350-0229 坂戸市薬師町18-10坂戸市薬師町18-10 049-283-8028049-283-8028
てらだ　だい

へい

100100 28-602428-6024 清水　裕之清水　裕之 アイジャパン（株）　アイメガネ　坂戸にっさい店アイジャパン（株）　アイメガネ　坂戸にっさい店 350-0269350-0269 坂戸市にっさい花みず木3-11-3坂戸市にっさい花みず木3-11-3 049-280-0001049-280-0001
しみず　ひろ

ゆき

101101 25-521625-5216 内田　丞内田　丞 アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店 350-1101350-1101 川越市大字的場字六畑823-1川越市大字的場字六畑823-1 049-233-0001049-233-0001
うちだ　じょ

う

102102 27-575627-5756 安藤　雅夫安藤　雅夫 アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店 350-1101350-1101 川越市大字的場字六畑823-1川越市大字的場字六畑823-1 049-233-0001049-233-0001
あんどう　ま

さお

103103 19-312019-3120 柿崎　美穂柿崎　美穂 （一社）かわごえイヤーセンター（一社）かわごえイヤーセンター 350-1122350-1122
川越市脇田町103 川越市脇田町103 
川越マイン・メディカルセンター2階　A区画川越マイン・メディカルセンター2階　A区画

070-2627-8604070-2627-8604
かきざき　み

ほ

104104 19-310519-3105 本多　忠勝本多　忠勝 （株）岡野電気　リオネットセンター川越店（株）岡野電気　リオネットセンター川越店 350-1122350-1122 川越市脇田町15-4川越市脇田町15-4 049-224-0366049-224-0366
ほんだ　ただ

かつ

105105 23-440123-4401 江森　正志江森　正志 （株）岡野電気　リオネットセンター川越店（株）岡野電気　リオネットセンター川越店 350-1122350-1122 川越市脇田町15-4川越市脇田町15-4 049-224-0366049-224-0366
えもり　まさ

し

106106 13-228613-2286 前野　剛前野　剛 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店 350-1122350-1122
川越市脇田町4-9 川越市脇田町4-9 
川越大野ビル4F川越大野ビル4F

049-229-4133049-229-4133
まえの　つよ

し

107107 28-619328-6193 アキヤマ　美貴アキヤマ　美貴 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店 350-1122350-1122
川越市脇田町4-9 川越市脇田町4-9 
川越大野ビル4F川越大野ビル4F

049-229-4133049-229-4133
あきやま　み

き

108108 29-632629-6326 大野　由稀大野　由稀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店 350-1122350-1122
川越市脇田町4-9 川越市脇田町4-9 
川越大野ビル4F川越大野ビル4F

049-229-4133049-229-4133 おおの　ゆき

109109 2-11122-1112 小池　博小池　博 （株）コイフク　関東補聴器センター　川越店（株）コイフク　関東補聴器センター　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町13-23 川越市脇田本町13-23 
飯島ビル1F飯島ビル1F

049-246-8863049-246-8863
こいけ　ひろ

し

110110 18-297518-2975 福井　美穂福井　美穂 （株）コイフク　関東補聴器センター　川越店（株）コイフク　関東補聴器センター　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町13-23 川越市脇田本町13-23 
飯島ビル1F飯島ビル1F

049-246-8863049-246-8863 ふくい　みほ

111111 24-483124-4831 風間　俊一風間　俊一 マキチエ（株）　川越店マキチエ（株）　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町14-20 川越市脇田本町14-20 
遠藤ビル1F遠藤ビル1F

049-249-4133049-249-4133
かざま　しゅ

んいち

112112 26-559426-5594 岩沢　紗耶果岩沢　紗耶果 マキチエ（株）　川越店マキチエ（株）　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町14-20 川越市脇田本町14-20 
遠藤ビル1F遠藤ビル1F

049-249-4133049-249-4133
いわさわ　さ

やか

113113 29-639029-6390 宮岡　孝多宮岡　孝多 マキチエ（株）　川越店マキチエ（株）　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町14-20 川越市脇田本町14-20 
遠藤ビル1F遠藤ビル1F

049-249-4133049-249-4133
みやおか　こ

うた

114114 25-521525-5215 大月　公貴大月　公貴 アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店 350-1231350-1231 日高市鹿山301-6日高市鹿山301-6 042-986-0001042-986-0001
おおつき　ひ

ろたか

115115 25-521925-5219 齋藤　綾香齋藤　綾香 アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店 350-1231350-1231 日高市鹿山301-6日高市鹿山301-6 042-986-0001042-986-0001
さいとう　あ

やか

116116 23-441723-4417 三井　珠眞巳三井　珠眞巳 補聴器のラビット補聴器のラビット 350-1304350-1304 狭山市狭山台1-18-11狭山市狭山台1-18-11 04-2001-914404-2001-9144
みつい　たま

み

117117 22-420522-4205 鳥越　勉鳥越　勉
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　狭山店パリミキ　狭山店

350-1305350-1305
狭山市入間川2-30-17 狭山市入間川2-30-17 
S&Aビル1FS&Aビル1F

04-2953-734104-2953-7341
とりこし　つ

とむ

118118 23-465823-4658 市野　貴康市野　貴康 東日本リオン（株）　リオネットセンター狭山店東日本リオン（株）　リオネットセンター狭山店 350-1305350-1305
狭山市入間川1-3-2 狭山市入間川1-3-2 
スカイテラス2階205スカイテラス2階205

04-2969-733304-2969-7333
いちの　たか

やす

119119 27-566927-5669 千葉　光樹千葉　光樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　根岸店パリミキ　根岸店

350-1325350-1325 狭山市根岸1-7-3狭山市根岸1-7-3 04-2953-286604-2953-2866 ちば　みつき

120120 29-644429-6444 中原　潤司中原　潤司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　根岸店パリミキ　根岸店

350-1325350-1325 狭山市根岸1-7-3狭山市根岸1-7-3 04-2953-286604-2953-2866
なかはら　

じゅんじ

121121 21-392221-3922 野口　裕文野口　裕文 （株）サンワールド（株）サンワールド 350-2204350-2204 鶴ヶ島市鶴ヶ丘69-17鶴ヶ島市鶴ヶ丘69-17 049-286-5589049-286-5589
のぐち　ひろ

ふみ

122122 27-571627-5716 原　七重原　七重 埼玉医科大学総合医療センター埼玉医科大学総合医療センター 350-8550350-8550 川越市大字鴨田1981川越市大字鴨田1981 049-228-3683049-228-3683 はら　ななえ

123123 18-306518-3065 菅野　雅文菅野　雅文 （有）菅野補聴器　リオネットセンター朝霞店（有）菅野補聴器　リオネットセンター朝霞店 351-0011351-0011
朝霞市本町2-4-7 朝霞市本町2-4-7 
曽根田ビル1階曽根田ビル1階

048-468-6638048-468-6638
かんの　まさ

ふみ

124124 20-335420-3354 福井　康福井　康 （株）コイフク　関東補聴器センター　志木新座店（株）コイフク　関東補聴器センター　志木新座店 352-0001352-0001 新座市東北2-28-3新座市東北2-28-3 048-475-3684048-475-3684
ふくい　やす

し

125125 20-329720-3297 諏訪　剛諏訪　剛 東日本リオン（株）　リオネットセンター新座店東日本リオン（株）　リオネットセンター新座店 352-0011352-0011 新座市野火止5-2-13新座市野火止5-2-13 048-483-4400048-483-4400 すわ　つよし

126126 29-642329-6423 入江　真紀入江　真紀
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　志木店パリミキ　志木店

353-0004353-0004 志木市本町5-18-17志木市本町5-18-17 048-476-0955048-476-0955 いりえ　まき

127127 27-575527-5755 奥村　博奥村　博 アイジャパン（株）　アイメガネ　東松山松本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　東松山松本町店 355-0014355-0014 東松山市松本町2-7-1東松山市松本町2-7-1 0493-27-00010493-27-0001
おくむら　ひ

ろし

128128 29-651129-6511 栗原　正樹栗原　正樹 ヒロノヒロノ 355-0221355-0221 比企郡嵐山町菅谷141-22比企郡嵐山町菅谷141-22 0493-62-31470493-62-3147
くりはら　ま

さき

129129 24-476724-4767 久次　正徳久次　正徳 （株）和真　ピオニウォーク東松山店（株）和真　ピオニウォーク東松山店 355-8606355-8606
東松山市あずま町4-3 東松山市あずま町4-3 
ピオニウォーク東松山2階ピオニウォーク東松山2階

0493-59-82700493-59-8270
ひさつぐ　ま

さのり

130130 25-525425-5254 浅見　和子浅見　和子 （株）和真　ピオニウォーク東松山店（株）和真　ピオニウォーク東松山店 355-8606355-8606
東松山市あずま町4-3 東松山市あずま町4-3 
ピオニウォーク東松山2階ピオニウォーク東松山2階

0493-59-82700493-59-8270
あさみ　かず

こ

131131 21-387321-3873 金山　正雄金山　正雄 JUN ヒアリング・ヘルスケアJUN ヒアリング・ヘルスケア 356-0051356-0051 ふじみ野市亀久保671-22ふじみ野市亀久保671-22 080-3157-0545080-3157-0545
かねやま　ま

さお

132132 24-475324-4753 大山　良一大山　良一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　飯能店（株）メガネトップ　眼鏡市場　飯能店 357-0024357-0024 飯能市緑町16-5飯能市緑町16-5 0429-74-72880429-74-7288
おおやま　

りょういち

133133 20-329520-3295 飯嶋　純飯嶋　純 オンワ（株）　リオネットセンター飯能店オンワ（株）　リオネットセンター飯能店 357-0024357-0024 飯能市緑町3-7飯能市緑町3-7 042-971-3567042-971-3567
いいじま　

じゅん

134134 22-428322-4283 多賀　恵里多賀　恵里 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341 たが　えり

135135 22-431422-4314 大久保　由香大久保　由香 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341
おおくぼ　ゆ

か
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136136 26-551126-5511 宮嵜　聡宮嵜　聡 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341
みやざき　さ

とし

137137 11-212311-2123 服部　直人服部　直人 補聴器のハットリ補聴器のハットリ 358-0003358-0003
入間市豊岡3-1-14 入間市豊岡3-1-14 
ヨコタビル1階ヨコタビル1階

04-2941-331904-2941-3319
はつとり　な

おと

138138 27-584227-5842 松尾　薫松尾　薫 （株）ノオミ　グリーンガーデン店（株）ノオミ　グリーンガーデン店 358-0012358-0012
入間市東藤沢3-5-2 入間市東藤沢3-5-2 
グリーンガーデン内グリーンガーデン内

04-2964-341104-2964-3411
まつお　かお

る

139139 21-397321-3973 中村　友哉中村　友哉 オンワ（株）　リオネットセンター入間店オンワ（株）　リオネットセンター入間店 358-0012358-0012
入間市東藤沢3-13-8 入間市東藤沢3-13-8 
ウェスタ武蔵藤沢109ウェスタ武蔵藤沢109

04-2937-699604-2937-6996
なかむら　と

もや

140140 26-534326-5343 和島　尚生和島　尚生
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）　
入間倉庫店入間倉庫店

358-0014358-0014 入間市宮寺3169-2入間市宮寺3169-2 04-2935-276704-2935-2767
わじま　なお

き

141141 21-369521-3695 島田　賢二島田　賢二 （有）所沢補聴器センター（有）所沢補聴器センター 359-0037359-0037 所沢市くすのき台3-18-13所沢市くすのき台3-18-13 04-2994-413304-2994-4133
しまだ　けん

じ

142142 14-240114-2401 増田　創一増田　創一 東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店 359-0037359-0037
所沢市くすのき台3-6-5 所沢市くすのき台3-6-5 
関口ビル1F関口ビル1F

04-2992-475804-2992-4758
ますだ　そう

いち

143143 20-345120-3451 藤堂　隆藤堂　隆 東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店 359-0037359-0037
所沢市くすのき台3-6-5 所沢市くすのき台3-6-5 
関口ビル1F関口ビル1F

04-2992-475804-2992-4758
とうどう　た

かし

144144 28-624228-6242 坂本　和敏坂本　和敏 所沢ヒアリング所沢ヒアリング 359-1111359-1111
所沢市緑町3-15-5 所沢市緑町3-15-5 
久保田ビル1階久保田ビル1階

04-2946-980904-2946-9809
さかもと　か

ずとし

145145 13-227413-2274 内田　佐代子内田　佐代子
（同）アドバンスドヒアリング　（同）アドバンスドヒアリング　
ファースト補聴器ファースト補聴器

359-1116359-1116
所沢市東町10-2 所沢市東町10-2 
ベルワンビル2階ベルワンビル2階

04-2937-308004-2937-3080
うちだ　さよ

こ

146146 6-15066-1506 原　雅幸原　雅幸 （株）東京メガネ　西武所沢店　メガネサロン（株）東京メガネ　西武所沢店　メガネサロン 359-1198359-1198
所沢市日吉町12-1 所沢市日吉町12-1 
西武所沢店7F西武所沢店7F

04-2927-336804-2927-3368
はら　まさゆ

き

147147 26-552626-5526 黒澤　芳美黒澤　芳美 （株）オオシマ補聴器センター　熊谷店（株）オオシマ補聴器センター　熊谷店 360-0037360-0037
熊谷市筑波1-27-3 熊谷市筑波1-27-3 
サンハイツ大和第1,1Fサンハイツ大和第1,1F

048-527-4141048-527-4141
くろさわ　よ

しみ

148148 28-622028-6220 長谷川　智恵長谷川　智恵 （株）オオシマ補聴器センター　熊谷店（株）オオシマ補聴器センター　熊谷店 360-0037360-0037
熊谷市筑波1-27-3 熊谷市筑波1-27-3 
サンハイツ大和第1,1Fサンハイツ大和第1,1F

048-527-4141048-527-4141
はせがわ　さ

とみ

149149 11-210311-2103 柴崎　巧柴崎　巧 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
しばざき　た

くみ

150150 11-211411-2114 柿沼　洋一柿沼　洋一 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
かきぬま　よ

ういち

151151 14-240614-2406 大中　剛大中　剛 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
おおなか　つ

よし

152152 20-328220-3282 竹内　豪竹内　豪 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
たけうち　ご

う

153153 21-364321-3643 榎戸　しげ子榎戸　しげ子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
えのきど　し

げこ

154154 23-466323-4663 永井　美和子永井　美和子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
ながい　みわ

こ

155155 27-583927-5839 丹治　亜紀子丹治　亜紀子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
たんじ　あき

こ

156156 17-275717-2757 間弓　幸貴間弓　幸貴 （株）南海堂　本店（株）南海堂　本店 360-0046360-0046 熊谷市鎌倉町100熊谷市鎌倉町100 048-522-1874048-522-1874
まゆみ　ゆき

たか

157157 23-461623-4616 滝澤　和樹滝澤　和樹 （株）南海堂　本店（株）南海堂　本店 360-0046360-0046 熊谷市鎌倉町100熊谷市鎌倉町100 048-522-1874048-522-1874
たきざわ　か

ずき

158158 23-467223-4672 戸ヶ﨑　裕戸ヶ﨑　裕 （株）南海堂　八木橋店（株）南海堂　八木橋店 360-0047360-0047
熊谷市仲町74 熊谷市仲町74 
八木橋デパート6F八木橋デパート6F

048-522-4312048-522-4312
とがさき　ゆ

たか

159159 27-590027-5900 皆山　真由美皆山　真由美 （株）南海堂　八木橋店（株）南海堂　八木橋店 360-0047360-0047
熊谷市仲町74 熊谷市仲町74 
八木橋デパート6F八木橋デパート6F

048-522-4312048-522-4312
みなやま　ま

ゆみ

160160 27-595727-5957 金井　哲彦金井　哲彦 （株）南海堂　円光店（株）南海堂　円光店 360-0813360-0813 熊谷市円光2-4-54熊谷市円光2-4-54 048-528-5799048-528-5799
かない　てつ

ひこ

161161 20-357820-3578 丸木　仁丸木　仁 （株）東京メガネ　八木橋　メガネ・補聴器サロン（株）東京メガネ　八木橋　メガネ・補聴器サロン 360-8502360-8502 熊谷市仲町74番地熊谷市仲町74番地 048-598-5182048-598-5182 まるき　じん

162162 28-621728-6217 坂田　頼彦坂田　頼彦 （有）サカタ　サカタメガネ本店（有）サカタ　サカタメガネ本店 361-0073361-0073 行田市行田19-8行田市行田19-8 048-556-8808048-556-8808
さかた　よし

ひこ

163163 15-253815-2538 林　政人林　政人 彩音補聴器彩音補聴器 362-0014362-0014
上尾市本町1-1-5 上尾市本町1-1-5 
遠山ビル101遠山ビル101

048-780-2323048-780-2323
はやし　まさ

と

164164 28-623128-6231 清水　桂清水　桂
（株）ミラール　（株）ミラール　
メガネ・補聴器のミラール　上尾店メガネ・補聴器のミラール　上尾店

362-0042362-0042 上尾市谷津2-1-50上尾市谷津2-1-50 048-774-8668048-774-8668 しみず　けい

165165 8-16958-1695 松江　秀一松江　秀一 （有）マツエ　ルック　マツエ（有）マツエ　ルック　マツエ 362-0042362-0042
上尾市谷津2-1-50-9 上尾市谷津2-1-50-9 
モンシェリー3号館　1階モンシェリー3号館　1階

048-776-2809048-776-2809
まちや　のり

こ

166166 21-364121-3641 町屋　典子町屋　典子 （有）マツエ　ルック　マツエ（有）マツエ　ルック　マツエ 362-0042362-0042
上尾市谷津2-1-50-9 上尾市谷津2-1-50-9 
モンシェリー3号館　1階モンシェリー3号館　1階

048-776-2809048-776-2809
まつえ　しゅ

ういち

167167 22-417622-4176 佐藤　麻衣子佐藤　麻衣子 （株）岡野電気　リオネットセンター上尾店（株）岡野電気　リオネットセンター上尾店 362-0075362-0075
上尾市柏座1-13-3 上尾市柏座1-13-3 
富士ビル1F富士ビル1F

048-772-6056048-772-6056
さとう　まい

こ

168168 23-441423-4414 井原　克章井原　克章 （株）岡野電気　リオネットセンター上尾店（株）岡野電気　リオネットセンター上尾店 362-0075362-0075
上尾市柏座1-13-3 上尾市柏座1-13-3 
富士ビル1F富士ビル1F

048-772-6056048-772-6056
いはら　かつ

あき

169169 28-626028-6260 松本　英里香松本　英里香 （株）岡野電気　リオネットセンター上尾店（株）岡野電気　リオネットセンター上尾店 362-0075362-0075
上尾市柏座1-13-3 上尾市柏座1-13-3 
富士ビル1F富士ビル1F

048-772-6056048-772-6056
まつもと　え

りか

170170 22-410522-4105 鈴木　晴彦鈴木　晴彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　伊奈店パリミキ　伊奈店

362-0807362-0807 北足立郡伊奈町寿2-280-281北足立郡伊奈町寿2-280-281 048-723-8103048-723-8103
すずき　はる

ひこ

171171 25-530725-5307 三田　美季三田　美季 上尾中央総合病院上尾中央総合病院 362-8588362-8588 上尾市柏座1-10-10上尾市柏座1-10-10 048-773-1111048-773-1111 みた　みき

172172 22-431522-4315 吉井　敦吉井　敦
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ベニバナウォーク桶川店OPTIQUE PARIS MIKI　ベニバナウォーク桶川店

363-8555363-8555
桶川市下日出谷42-1 桶川市下日出谷42-1 
ベニバナウォーク桶川106区画ベニバナウォーク桶川106区画

048-787-3113048-787-3113
よしい　あつ

し

173173 20-328820-3288 柴田　治柴田　治 補聴器相談室ライカ補聴器相談室ライカ 364-0033364-0033
北本市本町6-33-1 北本市本町6-33-1 
北栄ビル102北栄ビル102

048-577-4080048-577-4080
しばた　おさ

む

174174 21-378321-3783 相川　幸永相川　幸永 （株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店（株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店 365-0038365-0038
鴻巣市本町4-2-1 鴻巣市本町4-2-1 
糀屋ビル1F糀屋ビル1F

048-543-3600048-543-3600
あいかわ　ゆ

きなが

175175 29-645929-6459 木村　勇人木村　勇人 （株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店（株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店 365-0038365-0038
鴻巣市本町4-2-1 鴻巣市本町4-2-1 
糀屋ビル1F糀屋ビル1F

048-543-3600048-543-3600
きむら　はや

と



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

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

176176 25-521325-5213 岡田　一茂岡田　一茂 アイジャパン（株）　アイメガネ　鴻巣東駅通り店アイジャパン（株）　アイメガネ　鴻巣東駅通り店 365-0039365-0039 鴻巣市東2-6-2鴻巣市東2-6-2 048-542-0001048-542-0001
おかだ　かず

しげ

177177 26-552726-5527 髙田　徳光髙田　徳光
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店

366-0051366-0051 深谷市上柴町東4-14-7深谷市上柴町東4-14-7 048-577-4871048-577-4871
たかだ　のり

みつ

178178 27-569327-5693 根岸　研之介根岸　研之介
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店

366-0051366-0051 深谷市上柴町東4-14-7深谷市上柴町東4-14-7 048-577-4871048-577-4871
ねぎし　けん

のすけ

179179 21-385021-3850 堀内　英行堀内　英行
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　深谷店パリミキ　深谷店

366-0052366-0052 深谷市上柴町西1丁目18-5深谷市上柴町西1丁目18-5 048-573-5587048-573-5587
ほりうち　ひ

でゆき

180180 27-578627-5786 佐々木　崚佐々木　崚 アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店 366-0052366-0052 深谷市上柴町西 3-7-9深谷市上柴町西 3-7-9 048-572-0001048-572-0001
ささき　りょ

う

181181 29-637129-6371 竹鼻　伸浩竹鼻　伸浩 アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店 366-0052366-0052 深谷市上柴町西 3-7-9深谷市上柴町西 3-7-9 048-572-0001048-572-0001
たけはな　の

ぶひろ

182182 6-15016-1501 飯塚　邦明飯塚　邦明 メガネのホズミ　アリオ深谷店メガネのホズミ　アリオ深谷店 366-0052366-0052
深谷市上柴町西4-2-14 深谷市上柴町西4-2-14 
アリオ深谷店1Fアリオ深谷店1F

048-572-8008048-572-8008
いいづか　く

にあき

183183 21-372821-3728 松浦　賢松浦　賢
スリーアイ松浦（有）　スリーアイ松浦（有）　
アイメガネ　本庄南大通り店アイメガネ　本庄南大通り店

367-0044367-0044 本庄市見福3-13-12本庄市見福3-13-12 0495-21-00010495-21-0001
まつうら　け

ん

184184 25-521725-5217 小沢　伸一郎小沢　伸一郎 アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店 368-0022368-0022 秩父市中宮地町5-7秩父市中宮地町5-7 0494-21-00010494-21-0001
おざわ　しん

いちろう

185185 27-578427-5784 浦　正幸浦　正幸 アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店 368-0022368-0022 秩父市中宮地町5-7秩父市中宮地町5-7 0494-21-00010494-21-0001
うら　まさゆ

き

186186 6-14476-1447 大島　厚志大島　厚志 （株）オオシマ補聴器センター　秩父本店（株）オオシマ補聴器センター　秩父本店 368-0032368-0032 秩父市熊木町7-6秩父市熊木町7-6 0494-23-33500494-23-3350
おおしま　あ

つし

187187 22-411422-4114 大島　徳子大島　徳子 （株）オオシマ補聴器センター　秩父本店（株）オオシマ補聴器センター　秩父本店 368-0032368-0032 秩父市熊木町7-6秩父市熊木町7-6 0494-23-33500494-23-3350
おおしま　の

りこ

188188 22-411522-4115 新井　恵名新井　恵名 （株）オオシマ補聴器センター　秩父本店（株）オオシマ補聴器センター　秩父本店 368-0032368-0032 秩父市熊木町7-6秩父市熊木町7-6 0494-23-33500494-23-3350
あらい　やす

な

189189 4-13284-1328 漆原　良成漆原　良成 日勝電機（株）　秩父補聴器センター日勝電機（株）　秩父補聴器センター 368-0032368-0032 秩父市熊木町12-21秩父市熊木町12-21 0494-22-21070494-22-2107
うるしばら　

よしなり

190190 7-15617-1561 原島　和子原島　和子 （有）三愛メガネ　野坂店（有）三愛メガネ　野坂店 368-0033368-0033 秩父市野坂町1-5-2秩父市野坂町1-5-2 0494-22-30330494-22-3033
はらしま　か

ずこ

191191 27-578327-5783 吉野　哲彦吉野　哲彦
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　矢尾メガネサロンアイメガネ　矢尾メガネサロン

368-0035368-0035
秩父市上町1-5-9 秩父市上町1-5-9 
矢尾百貨店5F矢尾百貨店5F

0494-25-00010494-25-0001
よしの　てつ

ひこ

192192 28-622428-6224 早川　進早川　進 （有）早川時計店（有）早川時計店 368-0042368-0042 秩父市東町6-11秩父市東町6-11 0494-22-08120494-22-0812
はやかわ　す

すむ

193193 19-311719-3117 高木　宏光高木　宏光 （株）ノオミ　本店（株）ノオミ　本店 368-0043368-0043 秩父市中町4-11秩父市中町4-11 0494-24-22220494-24-2222
たかぎ　ひろ

みつ

194194 19-311819-3118 能見　敏明能見　敏明 （株）ノオミ　本店（株）ノオミ　本店 368-0043368-0043 秩父市中町4-11秩父市中町4-11 0494-24-22220494-24-2222
のうみ　とし

あき

195195 19-311919-3119 小澤　弘行小澤　弘行 （株）ノオミ　本店（株）ノオミ　本店 368-0043368-0043 秩父市中町4-11秩父市中町4-11 0494-24-22220494-24-2222
おざわ　ひろ

ゆき

196196 23-445723-4457 原島　達昭原島　達昭 （有）三愛メガネ　宮側店（有）三愛メガネ　宮側店 368-0046368-0046 秩父市宮側町23-3秩父市宮側町23-3 0494-23-77160494-23-7716
はらしま　た

つあき

197197 6-15296-1529 橋本　邦康橋本　邦康
はしもと　く

にやす

198198 9-18319-1831 前川　直子前川　直子
まえかわ　な

おこ

199199 16-269116-2691 吉岡　典保吉岡　典保
よしおか　の

りやす

200200 21-407421-4074 上村　祐生上村　祐生
うえむら　ゆ

うき

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

んじ

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

み

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

かひろ

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

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

みお

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

んこ

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

043-202-0303043-202-0303
かもしだ　せ

いじ

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

043-202-0303043-202-0303
こじま　かお

り

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

043-202-0303043-202-0303
こやま　えつ

こ

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

043-202-0303043-202-0303
おぎす　えり

も

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

043-202-0303043-202-0303
こねむら　ゆ

うや

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

043-202-0303043-202-0303
かんの　ます

み

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

043-225-4133043-225-4133
すずき　まさ

はる

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

043-246-3321043-246-3321 はた　ちえ



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

043-246-3321043-246-3321
かたやま　て

るあき

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

043-246-3321043-246-3321
あだち　まゆ

み

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

043-246-3321043-246-3321
いちみや　さ

とこ

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

043-441-6667043-441-6667 やぎ　つよし

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

043-441-6667043-441-6667 みやた　けい

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

043-441-6667043-441-6667
おかだ　けん

じ

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

043-441-6667043-441-6667
きもと　さと

し

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

043-379-1982043-379-1982
つづき　まさ

き

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

043-379-1982043-379-1982
ふじさき　さ

とみ

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

043-379-1982043-379-1982
かりの　りゅ

うじ

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

043-379-1982043-379-1982
かとう　しん

じ

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

043-379-1982043-379-1982
いわだて　か

ずのり

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

043-379-1982043-379-1982 とだ　まみ

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

つし

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

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

こ

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

043-278-3366043-278-3366
はせべ　とし

お

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

し

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

ろ

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

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

043-213-4362043-213-4362
まつはし　し

げる

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

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

ういち

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

ふみ

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

043-290-0325043-290-0325
おぐら　とも

こ

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

043-256-5557043-256-5557
いなだ　くに

あき

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

043-226-9326043-226-9326
いわせ　よし

ひこ

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

047-701-5230047-701-5230 ちば　としお

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

ひろ

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

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

04-7155-005804-7155-0058
ほそい　ひろ

き

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

ゆき

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

04-7158-166104-7158-1661 あべ　かつや

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

04-7158-166104-7158-1661
さわだ　しん

や

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

ゆき

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

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

ゆき

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

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

ぶゆき

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

0476-48-47220476-48-4722
さかもと　ゆ

ういち

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

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

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

こ

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

お

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

047-394-4137047-394-4137
おかだ　ひで

たか



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

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

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

043-246-3321043-246-3321
かたやま　て

るあき

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

043-246-3321043-246-3321
あだち　まゆ

み

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

043-246-3321043-246-3321
いちみや　さ

とこ

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

043-441-6667043-441-6667 やぎ　つよし

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

043-441-6667043-441-6667 みやた　けい

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

043-441-6667043-441-6667
おかだ　けん

じ

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

043-441-6667043-441-6667
きもと　さと

し

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

043-379-1982043-379-1982
つづき　まさ

き

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

043-379-1982043-379-1982
ふじさき　さ

とみ

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

043-379-1982043-379-1982
かりの　りゅ

うじ

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

043-379-1982043-379-1982
かとう　しん

じ

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

043-379-1982043-379-1982
いわだて　か

ずのり

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

043-379-1982043-379-1982 とだ　まみ

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

つし

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

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

こ

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

043-278-3366043-278-3366
はせべ　とし

お

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

し

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

ろ

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

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

043-213-4362043-213-4362
まつはし　し

げる

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

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

ういち

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

ふみ

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

043-290-0325043-290-0325
おぐら　とも

こ

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

043-256-5557043-256-5557
いなだ　くに

あき

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

043-226-9326043-226-9326
いわせ　よし

ひこ

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

047-701-5230047-701-5230 ちば　としお

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

ひろ

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

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

04-7155-005804-7155-0058
ほそい　ひろ

き

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

ゆき

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

04-7158-166104-7158-1661 あべ　かつや

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

04-7158-166104-7158-1661
さわだ　しん

や

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

ゆき

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

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

ゆき

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

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

ぶゆき

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

0476-48-47220476-48-4722
さかもと　ゆ

ういち

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

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

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

こ

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

お

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

047-394-4137047-394-4137
おかだ　ひで

たか

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

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

047-368-4133047-368-4133
かわい　ひろ

み

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

047-368-4133047-368-4133
さいとう　よ

しみ

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

047-368-4133047-368-4133
さいとう　と

もみ

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

047-335-5722047-335-5722
ないとう　こ

うすけ

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

047-321-4137047-321-4137
まきぶち　ゆ

きお

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

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

047-407-4327047-407-4327
まつだ　りょ

ういち

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

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

047-424-3492047-424-3492
あんざい　や

すまさ

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

047-422-4133047-422-4133
まえだ　やす

たか

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

047-422-4133047-422-4133
たなか　かず

なり

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

047-422-4133047-422-4133 はが　しの

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

047-422-4133047-422-4133
よこさわ　や

よい

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

047-422-4133047-422-4133
ながた　しょ

りん

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

047-426-3311047-426-3311
のむら　たか

ゆき

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

047-426-3311047-426-3311
ながしま　み

ゆき

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

047-426-3311047-426-3311
たかはし　と

おる

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

047-407-3328047-407-3328
とみた　たけ

ひこ

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

047-407-3328047-407-3328
やまだ　しげ

のり

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

047-407-3328047-407-3328
ごとう　ただ

ひろ

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

047-407-3328047-407-3328
やまぐち　

りょう

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

047-404-6177047-404-6177
わたなべ　や

すゆき

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

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

047-445-6200047-445-6200
すどう　のり

とも

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

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

いちろう

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

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

047-425-2032047-425-2032
よねかわ　め

ぐる

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

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

047-425-2032047-425-2032
みやざわ　ふ

みひろ

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

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

047-425-2032047-425-2032 はせ　かずお

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

あき

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

047-467-5639047-467-5639
かみやま　か

ずひこ

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

047-470-0325047-470-0325
にいむら　な

み

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

み

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

047-405-1123047-405-1123
やまざき　か

ずみ

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

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

047-485-0001047-485-0001
みやら　しげ

る

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

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

047-485-0001047-485-0001
かねこ　たか

し

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

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

047-485-0001047-485-0001
きゅうこ　ひ

ろやす

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

047-458-5426047-458-5426
むろた　ひろ

あき

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

04-7167-294104-7167-2941
ぬまざき　け

ん

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

04-7167-413304-7167-4133
おかもと　あ

つし

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

04-7167-413304-7167-4133
みずの　あけ

み

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

04-7167-413304-7167-4133
くらもち　あ

やこ

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

04-7163-413304-7163-4133
おきもと　あ

きら

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

04-7163-413304-7163-4133 えもり　みき
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9191 29-635429-6354 下土居　将下土居　将
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　柏本店パリミキ　柏本店

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

04-7163-821204-7163-8212
しもどい　す

すむ

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

んこ

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

04-7144-827804-7144-8278
なりた　ちか

こ

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

04-7145-809604-7145-8096
たかはし　あ

きら

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

04-7145-809604-7145-8096
はまおか　あ

きお

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

04-7145-809604-7145-8096
くらた　だい

すけ

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

04-7145-809604-7145-8096
さんどうち　

みか

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

04-7145-809604-7145-8096
よしたま　

りょうぞう

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

04-7145-809604-7145-8096
くげ　けんた

ろう

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

04-7145-809604-7145-8096
わかばやし　

いちえ

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

04-7123-141404-7123-1414
まるやま　け

んいち

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

ろ

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

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

047-329-2802047-329-2802
おかもと　あ

つひろ

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

りあき

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

ずお

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

つろう

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

み

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

043-421-4101043-421-4101
いしたき　よ

ういちろう

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

043-421-4101043-421-4101
りゅうの　だ

いすけ

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

よえ

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

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

0476-23-82460476-23-8246
かわしま　け

んいち

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

ん

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

ろし

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

し

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

0479-27-91270479-27-9127
みぞぐち　だ

いち

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

ひさ

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

しふみ

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

ねお

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

う

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

りゆき

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

こ

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

し

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

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

お

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

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

0436-76-02380436-76-0238
にしむら　よ

うすけ

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

ぐみ

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

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

こ

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

0438-72-41330438-72-4133
こばやし　ゆ

うじ

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

0438-22-41330438-22-4133
いその　のぶ

ゆき

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

0438-42-18410438-42-1841
ひらの　のぶ

お



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

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

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

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

04-7163-821204-7163-8212
しもどい　す

すむ

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

んこ

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

04-7144-827804-7144-8278
なりた　ちか

こ

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

04-7145-809604-7145-8096
たかはし　あ

きら

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

04-7145-809604-7145-8096
はまおか　あ

きお

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

04-7145-809604-7145-8096
くらた　だい

すけ

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

04-7145-809604-7145-8096
さんどうち　

みか

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

04-7145-809604-7145-8096
よしたま　

りょうぞう

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

04-7145-809604-7145-8096
くげ　けんた

ろう

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

04-7145-809604-7145-8096
わかばやし　

いちえ

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

04-7123-141404-7123-1414
まるやま　け

んいち

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

ろ

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

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

047-329-2802047-329-2802
おかもと　あ

つひろ

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

りあき

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

ずお

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

つろう

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

み

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

043-421-4101043-421-4101
いしたき　よ

ういちろう

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

043-421-4101043-421-4101
りゅうの　だ

いすけ

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

よえ

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

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

0476-23-82460476-23-8246
かわしま　け

んいち

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

ん

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

ろし

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

し

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

0479-27-91270479-27-9127
みぞぐち　だ

いち

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

ひさ

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

しふみ

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

ねお

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

う

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

りゆき

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

こ

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

し

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

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

お

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

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

0436-76-02380436-76-0238
にしむら　よ

うすけ

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

ぐみ

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

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

こ

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

0438-72-41330438-72-4133
こばやし　ゆ

うじ

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

0438-22-41330438-22-4133
いその　のぶ

ゆき

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

0438-42-18410438-42-1841
ひらの　のぶ

お

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

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

き

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

よ

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

ひろ

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

んじ

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

お

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

0475-25-00190475-25-0019
やすかわ　か

ずお

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

0475-25-43000475-25-4300
たかはし　え

いいち

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

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

たけ

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

む

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

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

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

0436-62-03320436-62-0332
さとなか　こ

ういち

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

お

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

いち

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

のぶ

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

うへい

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

やの

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

こ

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

かひろ

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

うたろう

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

東京都東京都
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 22-428122-4281 小塚　照司小塚　照司 （株）富士メガネ　大手町ビル店（株）富士メガネ　大手町ビル店 100-0004100-0004
千代田区大手町1-6-1 千代田区大手町1-6-1 
大手町ビル1階大手町ビル1階

03-3214-475103-3214-4751
こづか　てる

じ

22 29-628329-6283 三浦　現三浦　現 （株）富士メガネ　大手町ビル店（株）富士メガネ　大手町ビル店 100-0004100-0004
千代田区大手町1-6-1 千代田区大手町1-6-1 
大手町ビル1階大手町ビル1階

03-3214-475103-3214-4751 みうら　げん

33 10-192410-1924 白川　公明白川　公明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
しらかわ　き

みあき

44 11-208211-2082 原田　明美原田　明美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
はらだ　あけ

み

55 25-511325-5113 松田　奈津子松田　奈津子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
まつだ　なつ

こ

66 26-559726-5597 片平　亮太片平　亮太 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
かたひら　

りょうた

77 29-646629-6466 山口　賢太郎山口　賢太郎 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
やまぐち　け

んたろう

88 21-377521-3775 菊地　大輔菊地　大輔 （有）優美堂（有）優美堂 100-1401100-1401 八丈島八丈町大賀郷1523-2八丈島八丈町大賀郷1523-2 04996-2-015004996-2-0150
きくち　だい

すけ

99 27-577027-5770 堀　一郎堀　一郎 （株）オグラ　大丸東京店（株）オグラ　大丸東京店 100-6701100-6701
千代田区丸の内1丁目9-1 千代田区丸の内1丁目9-1 
大丸東京店10階メガネサロン大丸東京店10階メガネサロン

03-3212-898003-3212-8980
ほり　いちろ

う

1010 29-641129-6411 湯田　慎一湯田　慎一 （株）オグラ　大丸東京店（株）オグラ　大丸東京店 100-6701100-6701
千代田区丸の内1丁目9-1 千代田区丸の内1丁目9-1 
大丸東京店10階メガネサロン大丸東京店10階メガネサロン

03-3212-898003-3212-8980
ゆだ　しんい

ち

1111 14-237114-2371 野田　圭男野田　圭男 秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ 101-0021101-0021
千代田区外神田4-6-7 千代田区外神田4-6-7 
カンダエイトビルB1FカンダエイトビルB1F

03-5298-557303-5298-5573 のだ　よしお

1212 28-620428-6204 藏内　佑介藏内　佑介 秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ 101-0021101-0021
千代田区外神田4-6-7 千代田区外神田4-6-7 
カンダエイトビルB1FカンダエイトビルB1F

03-5298-557303-5298-5573
くらうち　ゆ

うすけ

1313 24-482724-4827 宮本　恭太朗宮本　恭太朗 エイド（株）　東京秋葉原サテライトエイド（株）　東京秋葉原サテライト 101-0025101-0025
千代田区神田佐久間町1-26 千代田区神田佐久間町1-26 
第七砂川ビル2F3F第七砂川ビル2F3F

03-6206-427103-6206-4271
みやもと　

きょうたろう

1414 28-613528-6135 安部　麻衣子安部　麻衣子 エイド（株）　東京秋葉原サテライトエイド（株）　東京秋葉原サテライト 101-0025101-0025
千代田区神田佐久間町1-26 千代田区神田佐久間町1-26 
第七砂川ビル2F3F第七砂川ビル2F3F

03-6206-427103-6206-4271 あべ　まいこ

1515 29-646129-6461 中野　晃平中野　晃平 エイド（株）　東京秋葉原サテライトエイド（株）　東京秋葉原サテライト 101-0025101-0025
千代田区神田佐久間町1-26 千代田区神田佐久間町1-26 
第七砂川ビル2F3F第七砂川ビル2F3F

03-6206-427103-6206-4271
なかの　こう

へい

1616 24-477724-4777 中田　裕一中田　裕一 ジャパンオプティカル（株）　本社ジャパンオプティカル（株）　本社 101-0032101-0032 千代田区岩本町3-5-5千代田区岩本町3-5-5 03-6858-511803-6858-5118
なかた　ゆう

いち

1717 11-198511-1985 佐藤　利彦佐藤　利彦
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　神田店リケン補聴器センター　神田店

101-0044101-0044
千代田区鍛冶町1-8-8 千代田区鍛冶町1-8-8 
神田鍛冶町ビルディング1階神田鍛冶町ビルディング1階

03-3255-224503-3255-2245
さとう　とし

ひこ

1818 25-501425-5014 工藤　力工藤　力
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　神田店リケン補聴器センター　神田店

101-0044101-0044
千代田区鍛冶町1-8-8 千代田区鍛冶町1-8-8 
神田鍛冶町ビルディング1階神田鍛冶町ビルディング1階

03-3255-224503-3255-2245
くどう　ちか

ら



※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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1919 13-228813-2288 内田　昌宏内田　昌宏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店 101-0046101-0046
千代田区神田多町2-11-28 千代田区神田多町2-11-28 
中林ビル1F中林ビル1F

03-3256-473503-3256-4735
うちだ　まさ

ひろ

2020 27-565627-5656 原田　智史原田　智史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店 101-0046101-0046
千代田区神田多町2-11-28 千代田区神田多町2-11-28 
中林ビル1F中林ビル1F

03-3256-473503-3256-4735
はらだ　さと

し

2121 16-268416-2684 中市　真理子中市　真理子 （社）日本補聴器工業会（社）日本補聴器工業会 101-0047101-0047
千代田区内神田1-7-1 千代田区内神田1-7-1 
鎌倉橋ビル5F鎌倉橋ビル5F

03-5283-624403-5283-6244
なかいち　ま

りこ

2222 26-538426-5384 早瀬　大輔早瀬　大輔 パナソニック補聴器（株）　プラザ東京パナソニック補聴器（株）　プラザ東京 101-0062101-0062
千代田区神田駿河台3-2 千代田区神田駿河台3-2 
新御茶ノ水アーバントリニティビル地下2階新御茶ノ水アーバントリニティビル地下2階

03-3251-334903-3251-3349
はやせ　だい

すけ

2323 26-561326-5613 梅村　大助梅村　大助 メドエルジャパン（株）メドエルジャパン（株） 101-0062101-0062
千代田区神田駿河台 千代田区神田駿河台 
お茶の水ユニオンビル5階お茶の水ユニオンビル5階

03-5283-726603-5283-7266
うめむら　だ

いすけ

2424 16-257916-2579 西木戸　健悟西木戸　健悟 （株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町（株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町 101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2-21-11 千代田区神田淡路町2-21-11 
山崎ビル1階山崎ビル1階

03-6262-981103-6262-9811
にしきど　け

んご

2525 28-609428-6094 中村　優太中村　優太 （株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町（株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町 101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2-21-11 千代田区神田淡路町2-21-11 
山崎ビル1階山崎ビル1階

03-6262-981103-6262-9811
なかむら　ゆ

うた

2626 21-399421-3994 野田　幸義野田　幸義
医療法人財団　神尾記念病院　医療法人財団　神尾記念病院　
神尾記念病院附属聴覚クリニック神尾記念病院附属聴覚クリニック

101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2丁目21番地11 千代田区神田淡路町2丁目21番地11 
山崎ビル山崎ビル

03-3253-335103-3253-3351
のだ　ゆきよ

し

2727 24-482424-4824 高野　渚峰子高野　渚峰子
医療法人財団　神尾記念病院　医療法人財団　神尾記念病院　
神尾記念病院附属聴覚クリニック神尾記念病院附属聴覚クリニック

101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2丁目21番地11 千代田区神田淡路町2丁目21番地11 
山崎ビル山崎ビル

03-3253-335103-3253-3351
たかの　なほ

こ

2828 21-399821-3998 小島　健二小島　健二 （株）東京メガネ　日本橋人形町店（株）東京メガネ　日本橋人形町店 103-0013103-0013
中央区日本橋人形町1-15-6 中央区日本橋人形町1-15-6 
東京メガネ人形町店東京メガネ人形町店

03-3661-290603-3661-2906
こじま　けん

じ

2929 21-364721-3647 髙田　優髙田　優
（株）プチミキ　（株）プチミキ　
パリミキ　日本橋本店パリミキ　日本橋本店

103-0022103-0022
中央区日本橋室町2-4-3 中央区日本橋室町2-4-3 
日本橋室町野村ビルYUITO 1F日本橋室町野村ビルYUITO 1F

03-3242-357103-3242-3571
たかだ　まさ

る

3030 24-477224-4772 樋口　映子樋口　映子
（株）プチミキ　（株）プチミキ　
パリミキ　日本橋本店パリミキ　日本橋本店

103-0022103-0022
中央区日本橋室町2-4-3 中央区日本橋室町2-4-3 
日本橋室町野村ビルYUITO 1F日本橋室町野村ビルYUITO 1F

03-3242-357103-3242-3571
ひぐち　えい

こ

3131 28-609828-6098 前迫　俊明前迫　俊明 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
まえさこ　と

しあき

3232 29-631529-6315 原　淳子原　淳子 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
はら　じゅん

こ

3333 29-632529-6325 新藤　浩一新藤　浩一 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
しんどう　こ

ういち

3434 29-634529-6345 池田　美和池田　美和 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311 いけだ　みわ

3535 29-645429-6454 葭葉　靖子葭葉　靖子 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
よしば　やす

こ

3636 29-652429-6524 望月　美紗貴望月　美紗貴 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
もちづき　み

さき

3737 29-630429-6304 中村　朱里中村　朱里 マキチエ（株）　東京第二営業所マキチエ（株）　東京第二営業所 103-0027103-0027 中央区日本橋3-2-3中央区日本橋3-2-3 03-3277-253303-3277-2533
なかむら　あ

かり

3838 29-651629-6516 遠藤　彩遠藤　彩 マキチエ（株）　東京第二営業所マキチエ（株）　東京第二営業所 103-0027103-0027 中央区日本橋3-2-3中央区日本橋3-2-3 03-3277-253303-3277-2533
えんどう　あ

や

3939 9-17879-1787 柳　昌彦柳　昌彦 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
やなぎ　まさ

ひこ

4040 13-231413-2314 牧野　真明牧野　真明 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まきの　まさ

あき

4141 14-243114-2431 野島　嘉晃野島　嘉晃 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
のじま　よし

あき

4242 18-299418-2994 青柳　慶治青柳　慶治 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
あおやぎ　け

いじ

4343 18-299618-2996 鈴木　康之鈴木　康之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
すずき　やす

し

4444 19-315719-3157 湯浅　元博湯浅　元博 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ゆあさ　もと

ひろ

4545 22-421322-4213 小山内　篤史小山内　篤史 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おさない　あ

つし

4646 23-448423-4484 前原　一輝前原　一輝 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まえはら　か

ずてる

4747 25-519225-5192 石川　貴之石川　貴之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
いしかわ　た

かゆき

4848 25-519725-5197 小原　美咲小原　美咲 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おはら　みさ

き

4949 25-520125-5201 平松　知義平松　知義 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらまつ　と

もよし

5050 25-520225-5202 阿部　路子阿部　路子 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 あべ　みちこ

5151 26-544626-5446 曽根　彩花曽根　彩花 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 そね　あやか

5252 29-657429-6574 平沼　友佳平沼　友佳 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらぬま　ゆ

か

5353 6-14526-1452 鈴木　勇鈴木　勇
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
すずき　いさ

む

5454 8-16818-1681 森　信司森　信司
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 もり　しんじ

5555 11-203211-2032 平松　英樹平松　英樹
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
ひらまつ　ひ

でき

5656 11-213011-2130 大江　修大江　修
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
おおえ　おさ

む

5757 22-429522-4295 笹田　真笹田　真
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 ささだ　しん

5858 19-319119-3191 今井　譲今井　譲
（株）林商事　（株）林商事　
（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン

103-8265103-8265 中央区日本橋2-4-1中央区日本橋2-4-1 03-3211-411103-3211-4111
いまい　ゆず

る



※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。

東京都東京都
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

1919 13-228813-2288 内田　昌宏内田　昌宏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店 101-0046101-0046
千代田区神田多町2-11-28 千代田区神田多町2-11-28 
中林ビル1F中林ビル1F

03-3256-473503-3256-4735
うちだ　まさ

ひろ

2020 27-565627-5656 原田　智史原田　智史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店 101-0046101-0046
千代田区神田多町2-11-28 千代田区神田多町2-11-28 
中林ビル1F中林ビル1F

03-3256-473503-3256-4735
はらだ　さと

し

2121 16-268416-2684 中市　真理子中市　真理子 （社）日本補聴器工業会（社）日本補聴器工業会 101-0047101-0047
千代田区内神田1-7-1 千代田区内神田1-7-1 
鎌倉橋ビル5F鎌倉橋ビル5F

03-5283-624403-5283-6244
なかいち　ま

りこ

2222 26-538426-5384 早瀬　大輔早瀬　大輔 パナソニック補聴器（株）　プラザ東京パナソニック補聴器（株）　プラザ東京 101-0062101-0062
千代田区神田駿河台3-2 千代田区神田駿河台3-2 
新御茶ノ水アーバントリニティビル地下2階新御茶ノ水アーバントリニティビル地下2階

03-3251-334903-3251-3349
はやせ　だい

すけ

2323 26-561326-5613 梅村　大助梅村　大助 メドエルジャパン（株）メドエルジャパン（株） 101-0062101-0062
千代田区神田駿河台 千代田区神田駿河台 
お茶の水ユニオンビル5階お茶の水ユニオンビル5階

03-5283-726603-5283-7266
うめむら　だ

いすけ

2424 16-257916-2579 西木戸　健悟西木戸　健悟 （株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町（株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町 101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2-21-11 千代田区神田淡路町2-21-11 
山崎ビル1階山崎ビル1階

03-6262-981103-6262-9811
にしきど　け

んご

2525 28-609428-6094 中村　優太中村　優太 （株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町（株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町 101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2-21-11 千代田区神田淡路町2-21-11 
山崎ビル1階山崎ビル1階

03-6262-981103-6262-9811
なかむら　ゆ

うた

2626 21-399421-3994 野田　幸義野田　幸義
医療法人財団　神尾記念病院　医療法人財団　神尾記念病院　
神尾記念病院附属聴覚クリニック神尾記念病院附属聴覚クリニック

101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2丁目21番地11 千代田区神田淡路町2丁目21番地11 
山崎ビル山崎ビル

03-3253-335103-3253-3351
のだ　ゆきよ

し

2727 24-482424-4824 高野　渚峰子高野　渚峰子
医療法人財団　神尾記念病院　医療法人財団　神尾記念病院　
神尾記念病院附属聴覚クリニック神尾記念病院附属聴覚クリニック

101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2丁目21番地11 千代田区神田淡路町2丁目21番地11 
山崎ビル山崎ビル

03-3253-335103-3253-3351
たかの　なほ

こ

2828 21-399821-3998 小島　健二小島　健二 （株）東京メガネ　日本橋人形町店（株）東京メガネ　日本橋人形町店 103-0013103-0013
中央区日本橋人形町1-15-6 中央区日本橋人形町1-15-6 
東京メガネ人形町店東京メガネ人形町店

03-3661-290603-3661-2906
こじま　けん

じ

2929 21-364721-3647 髙田　優髙田　優
（株）プチミキ　（株）プチミキ　
パリミキ　日本橋本店パリミキ　日本橋本店

103-0022103-0022
中央区日本橋室町2-4-3 中央区日本橋室町2-4-3 
日本橋室町野村ビルYUITO 1F日本橋室町野村ビルYUITO 1F

03-3242-357103-3242-3571
たかだ　まさ

る

3030 24-477224-4772 樋口　映子樋口　映子
（株）プチミキ　（株）プチミキ　
パリミキ　日本橋本店パリミキ　日本橋本店

103-0022103-0022
中央区日本橋室町2-4-3 中央区日本橋室町2-4-3 
日本橋室町野村ビルYUITO 1F日本橋室町野村ビルYUITO 1F

03-3242-357103-3242-3571
ひぐち　えい

こ

3131 28-609828-6098 前迫　俊明前迫　俊明 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
まえさこ　と

しあき

3232 29-631529-6315 原　淳子原　淳子 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
はら　じゅん

こ

3333 29-632529-6325 新藤　浩一新藤　浩一 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
しんどう　こ

ういち

3434 29-634529-6345 池田　美和池田　美和 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311 いけだ　みわ

3535 29-645429-6454 葭葉　靖子葭葉　靖子 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
よしば　やす

こ

3636 29-652429-6524 望月　美紗貴望月　美紗貴 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
もちづき　み

さき

3737 29-630429-6304 中村　朱里中村　朱里 マキチエ（株）　東京第二営業所マキチエ（株）　東京第二営業所 103-0027103-0027 中央区日本橋3-2-3中央区日本橋3-2-3 03-3277-253303-3277-2533
なかむら　あ

かり

3838 29-651629-6516 遠藤　彩遠藤　彩 マキチエ（株）　東京第二営業所マキチエ（株）　東京第二営業所 103-0027103-0027 中央区日本橋3-2-3中央区日本橋3-2-3 03-3277-253303-3277-2533
えんどう　あ

や

3939 9-17879-1787 柳　昌彦柳　昌彦 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
やなぎ　まさ

ひこ

4040 13-231413-2314 牧野　真明牧野　真明 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まきの　まさ

あき

4141 14-243114-2431 野島　嘉晃野島　嘉晃 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
のじま　よし

あき

4242 18-299418-2994 青柳　慶治青柳　慶治 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
あおやぎ　け

いじ

4343 18-299618-2996 鈴木　康之鈴木　康之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
すずき　やす

し

4444 19-315719-3157 湯浅　元博湯浅　元博 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ゆあさ　もと

ひろ

4545 22-421322-4213 小山内　篤史小山内　篤史 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おさない　あ

つし

4646 23-448423-4484 前原　一輝前原　一輝 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まえはら　か

ずてる

4747 25-519225-5192 石川　貴之石川　貴之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
いしかわ　た

かゆき

4848 25-519725-5197 小原　美咲小原　美咲 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おはら　みさ

き

4949 25-520125-5201 平松　知義平松　知義 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらまつ　と

もよし

5050 25-520225-5202 阿部　路子阿部　路子 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 あべ　みちこ

5151 26-544626-5446 曽根　彩花曽根　彩花 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 そね　あやか

5252 29-657429-6574 平沼　友佳平沼　友佳 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらぬま　ゆ

か

5353 6-14526-1452 鈴木　勇鈴木　勇
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
すずき　いさ

む

5454 8-16818-1681 森　信司森　信司
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 もり　しんじ

5555 11-203211-2032 平松　英樹平松　英樹
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
ひらまつ　ひ

でき

5656 11-213011-2130 大江　修大江　修
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
おおえ　おさ

む

5757 22-429522-4295 笹田　真笹田　真
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 ささだ　しん

5858 19-319119-3191 今井　譲今井　譲
（株）林商事　（株）林商事　
（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン

103-8265103-8265 中央区日本橋2-4-1中央区日本橋2-4-1 03-3211-411103-3211-4111
いまい　ゆず

る

東京都東京都
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

5959 27-575127-5751 篠﨑　真哉篠﨑　真哉 （株）金鳳堂　京橋本店（株）金鳳堂　京橋本店 104-0031104-0031
中央区京橋2-2-1 中央区京橋2-2-1 
京橋エドグラン1階京橋エドグラン1階

03-3517-333103-3517-3331
しのざき　し

んや

6060 20-338420-3384 天野　浩樹天野　浩樹 （株）イワキ　銀座店（株）イワキ　銀座店 104-0061104-0061 中央区銀座8-4-26中央区銀座8-4-26 03-3571-203403-3571-2034
あまの　ひろ

き

6161 27-569127-5691 谷口　有哉谷口　有哉
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　メルサ銀座 2丁目店ヒヤリングストア　メルサ銀座 2丁目店

104-0061104-0061
中央区銀座2-7-18 中央区銀座2-7-18 
メルサGinza-2 3階メルサGinza-2 3階

03-6263-080003-6263-0800
たにぐち　ゆ

うや

6262 13-227513-2275 仲田　文人仲田　文人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
なかた　ふみ

と

6363 14-234114-2341 荻　幸司荻　幸司 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268 おぎ　こうじ

6464 20-346720-3467 林　京子林　京子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
はやし　きょ

うこ

6565 22-410622-4106 石黒　遼平石黒　遼平 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
いしぐろ　

りょうへい

6666 22-436022-4360 岡田　哲志岡田　哲志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
おかだ　さと

し

6767 27-569427-5694 上崎　修嗣上崎　修嗣 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
うえさき　

しゅうじ

6868 27-593327-5933 岩﨑　はるか岩﨑　はるか ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
いわさき　は

るか

6969 29-636629-6366 澁谷　鮎美澁谷　鮎美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
しぶや　あゆ

み

7070 14-242914-2429 仲田　和久仲田　和久 ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店 104-8212104-8212
中央区銀座4-6-16 中央区銀座4-6-16 
三越銀座店6F　メガネサロン三越銀座店6F　メガネサロン

03-3535-179303-3535-1793
なかだ　かず

ひさ

7171 27-569027-5690 桑原　徹也桑原　徹也 ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店 104-8212104-8212
中央区銀座4-6-16 中央区銀座4-6-16 
三越銀座店6F　メガネサロン三越銀座店6F　メガネサロン

03-3535-179303-3535-1793
くわはら　て

つや

7272 15-247515-2475 坂崎　浩坂崎　浩 （株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店（株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店 105-0001105-0001
港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 
オークラプレステージタワー4階オークラプレステージタワー4階

03-5570-337803-5570-3378
さかざき　ひ

ろし

7373 25-506525-5065 志水　多寿子志水　多寿子 （株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店（株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店 105-0001105-0001
港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 
オークラプレステージタワー4階オークラプレステージタワー4階

03-5570-337803-5570-3378
しみず　たず

こ

7474 14-235614-2356 諸塚　伸人諸塚　伸人 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
もろづか　の

ぶひと

7575 15-255115-2551 江藤　裕一郎江藤　裕一郎 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
えとう　ゆう

いちろう

7676 19-313219-3132 野瀬　いずみ野瀬　いずみ ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 のせ　いずみ

7777 20-334320-3343 手塚　博之手塚　博之 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
てづか　ひろ

ゆき

7878 20-337620-3376 北澤　豊博北澤　豊博 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
きたざわ　と

よひろ

7979 21-394521-3945 小野　智子小野　智子 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 おの　ともこ

8080 28-621228-6212 森　真帆森　真帆 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 もり　まほ

8181 9-17569-1756 水澤　政氏水澤　政氏 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
みずさわ　ま

さし

8282 11-209511-2095 櫻井　純平櫻井　純平 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ながい　とし

のり

8383 13-229813-2298 永井　利典永井　利典 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ながい　とし

のり

8484 14-235714-2357 江川　秀文江川　秀文 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
えがわ　ひで

ふみ

8585 15-244715-2447 山本　修也山本　修也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
やまもと　

しゅうや

8686 20-346220-3462 村永　成実村永　成実 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
むらなが　な

るみ

8787 21-396621-3966 田村　友男田村　友男 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
たむら　とも

お

8888 21-400221-4002 藤森　高幸藤森　高幸 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ふじもり　た

かゆき

8989 22-424022-4240 長橋　高昭長橋　高昭 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ながはし　た

かあき

9090 22-424222-4242 鎌田　博之鎌田　博之 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
かまた　ひろ

ゆき

9191 22-434022-4340 末松　道治末松　道治 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
すえまつ　み

ちはる

9292 22-436122-4361 葛西　宏樹葛西　宏樹 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
かさい　ひろ

き

9393 23-462823-4628 千葉　和美千葉　和美 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967 ちば　かずみ

9494 23-468123-4681 内田　達也内田　達也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
うちだ　たつ

や

9595 24-491824-4918 会津　琢也会津　琢也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
あいづ　たく

や

9696 26-539526-5395 越智　圭介越智　圭介 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
おち　けいす

け

9797 27-577927-5779 武田　絢也武田　絢也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
たけだ　じゅ

んや

9898 28-610328-6103 猿渡　博猿渡　博 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
さるわたり　

ひろし



※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。

東京都東京都
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

9999 28-612528-6125 松田　拓巳松田　拓巳 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
まつだ　たく

み

100100 29-639729-6397 荘司　洋行荘司　洋行 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
しょうじ　ひ

ろゆき

101101 29-641029-6410 黒飛　篤黒飛　篤 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
くろとび　あ

つし

102102 29-641629-6416 服部　雄太服部　雄太 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
はっとり　ゆ

うた

103103 29-651529-6515 光原　祥史光原　祥史 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
みつはら　よ

しふみ

104104 17-284117-2841 今井　喜章今井　喜章
（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　
長﨑ベルヒアリングセンター東京長﨑ベルヒアリングセンター東京

105-0014105-0014
港区芝3-17-14  港区芝3-17-14  
三田浜ビル7F三田浜ビル7F

03-6453-823303-6453-8233
いまい　よし

あき

105105 29-657129-6571 伊藤　隆浩伊藤　隆浩
（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　
長﨑ベルヒアリングセンター東京長﨑ベルヒアリングセンター東京

105-0014105-0014
港区芝3-17-14  港区芝3-17-14  
三田浜ビル7F三田浜ビル7F

03-6453-823303-6453-8233
いとう　たか

ひろ

106106 21-379521-3795 田村　慶博田村　慶博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　MD　商品開発パリミキ　MD　商品開発

105-0022105-0022
港区海岸1丁目2番3号 港区海岸1丁目2番3号 
汐留芝離宮ビルディング10F汐留芝離宮ビルディング10F

03-6432-072103-6432-0721
たむら　よし

ひろ

107107 21-409521-4095 大湊　貴之大湊　貴之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　店舗部パリミキ　店舗部

105-0022105-0022
港区海岸1-2-3 港区海岸1-2-3 
汐留芝離宮ビル10階汐留芝離宮ビル10階

03-6432-072503-6432-0725
おおみなと　

たかゆき

108108 21-398621-3986 瀬戸　信昌瀬戸　信昌
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　麻布十番店パリミキ　麻布十番店

106-0045106-0045
港区麻布十番1-7-3 港区麻布十番1-7-3 
藤原ビルディング1F藤原ビルディング1F

03-3404-141003-3404-1410
せと　のぶま

さ

109109 20-353820-3538 菅野　沙織菅野　沙織
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　青山店東京ヒアリングケアセンター　青山店

107-0061107-0061
港区北青山2-9-15 港区北青山2-9-15 
三輪ビル1F三輪ビル1F

03-3423-413303-3423-4133
すがの　さお

り

110110 24-487524-4875 千葉　星雄千葉　星雄 （株）ティー・エヌ・オー　にじいろ補聴器（株）ティー・エヌ・オー　にじいろ補聴器 108-0014108-0014
港区芝5-13-13 港区芝5-13-13 
つるやビル1階つるやビル1階

03-5730-241603-5730-2416 ちば　としお

111111 22-416722-4167 平田　敬太郎平田　敬太郎 （株）メガネのヒラタ　本店（株）メガネのヒラタ　本店 108-0014108-0014 港区芝5-22-8港区芝5-22-8 03-3453-290003-3453-2900
ひらた　けい

たろう

112112 21-383821-3838 小島　安国小島　安国
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　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
こじま　やす

くに

113113 21-384021-3840 田中　吾一田中　吾一
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　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
たなか　ごい

ち

114114 26-550826-5508 北原　寿里北原　寿里
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　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
きたはら　

じゅり

115115 21-396421-3964 来女木　靖和来女木　靖和
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　オーディオ部パリミキ　オーディオ部

108-0075108-0075
港区港南4-1-8 港区港南4-1-8 
リーバージュ品川14階リーバージュ品川14階

03-5781-602103-5781-6021
くるめぎ　や

すかず

116116 15-246615-2466 真田　裕司真田　裕司 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
さなだ　ゆう

じ

117117 16-267516-2675 程島　朝夫程島　朝夫 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
ほどしま　あ

さお

118118 21-403321-4033 五十畑　司五十畑　司 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
いかはた　つ

かさ

119119 21-403821-4038 小林　誠小林　誠 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こばやし　ま

こと

120120 21-404121-4041 齊藤　英希齊藤　英希 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
さいとう　ひ

でき

121121 22-425722-4257 小池　剛小池　剛 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こいけ　たけ

し

122122 25-507125-5071 阿部　眞人阿部　眞人 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541 あべ　まさと

123123 25-507225-5072 山田　昴山田　昴 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
やまだ　たか

し

124124 26-550626-5506 渡辺　聡渡辺　聡 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
わたなべ　さ

とし

125125 26-550726-5507 大木　啓一大木　啓一 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
おおき　けい

いち

126126 27-592727-5927 小島　直樹小島　直樹 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こじま　なお

き

127127 5-13875-1387 長谷川　浩明長谷川　浩明 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
はせがわ　ひ

ろあき

128128 14-243214-2432 島村　早苗島村　早苗 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
しまむら　さ

なえ

129129 23-467823-4678 宮村　祐輔宮村　祐輔 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
みやむら　ゆ

うすけ

130130 27-592627-5926 山崎　裕生山崎　裕生 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
やまざき　ゆ

うき

131131 28-619128-6191 中川　諭史中川　諭史 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
なかがわ　さ

とし

132132 28-619728-6197 大谷　桃子大谷　桃子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
おおや　もも

こ

133133 28-624528-6245 矢嶋　篤史矢嶋　篤史 ウインク（株）ウインク（株） 110-0016110-0016
台東区台東3-42-7 台東区台東3-42-7 
松田商事ビル7F松田商事ビル7F

03-3834-126603-3834-1266
やじま　あつ

し

134134 17-279417-2794 和田　正幸和田　正幸 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わだ　まさゆ

き

135135 20-339320-3393 山本　高史山本　高史 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
やまもと　た

かし

136136 21-385221-3852 渡辺　健次渡辺　健次 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わたなべ　け

んじ

137137 27-586227-5862 君塚　玲君塚　玲
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　浅草店リケン補聴器センター　浅草店

111-0033111-0033
台東区花川戸1-13-16 台東区花川戸1-13-16 
小林ビル1F小林ビル1F

03-5826-770103-5826-7701
きみづか　あ

きら

138138 24-479024-4790 仙石　敏裕仙石　敏裕 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
せんごく　と

しひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

東京都東京都
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

9999 28-612528-6125 松田　拓巳松田　拓巳 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
まつだ　たく

み

100100 29-639729-6397 荘司　洋行荘司　洋行 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
しょうじ　ひ

ろゆき

101101 29-641029-6410 黒飛　篤黒飛　篤 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
くろとび　あ

つし

102102 29-641629-6416 服部　雄太服部　雄太 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
はっとり　ゆ

うた

103103 29-651529-6515 光原　祥史光原　祥史 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
みつはら　よ

しふみ

104104 17-284117-2841 今井　喜章今井　喜章
（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　
長﨑ベルヒアリングセンター東京長﨑ベルヒアリングセンター東京

105-0014105-0014
港区芝3-17-14  港区芝3-17-14  
三田浜ビル7F三田浜ビル7F

03-6453-823303-6453-8233
いまい　よし

あき

105105 29-657129-6571 伊藤　隆浩伊藤　隆浩
（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　
長﨑ベルヒアリングセンター東京長﨑ベルヒアリングセンター東京

105-0014105-0014
港区芝3-17-14  港区芝3-17-14  
三田浜ビル7F三田浜ビル7F

03-6453-823303-6453-8233
いとう　たか

ひろ

106106 21-379521-3795 田村　慶博田村　慶博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　MD　商品開発パリミキ　MD　商品開発

105-0022105-0022
港区海岸1丁目2番3号 港区海岸1丁目2番3号 
汐留芝離宮ビルディング10F汐留芝離宮ビルディング10F

03-6432-072103-6432-0721
たむら　よし

ひろ

107107 21-409521-4095 大湊　貴之大湊　貴之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　店舗部パリミキ　店舗部

105-0022105-0022
港区海岸1-2-3 港区海岸1-2-3 
汐留芝離宮ビル10階汐留芝離宮ビル10階

03-6432-072503-6432-0725
おおみなと　

たかゆき

108108 21-398621-3986 瀬戸　信昌瀬戸　信昌
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　麻布十番店パリミキ　麻布十番店

106-0045106-0045
港区麻布十番1-7-3 港区麻布十番1-7-3 
藤原ビルディング1F藤原ビルディング1F

03-3404-141003-3404-1410
せと　のぶま

さ

109109 20-353820-3538 菅野　沙織菅野　沙織
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　青山店東京ヒアリングケアセンター　青山店

107-0061107-0061
港区北青山2-9-15 港区北青山2-9-15 
三輪ビル1F三輪ビル1F

03-3423-413303-3423-4133
すがの　さお

り

110110 24-487524-4875 千葉　星雄千葉　星雄 （株）ティー・エヌ・オー　にじいろ補聴器（株）ティー・エヌ・オー　にじいろ補聴器 108-0014108-0014
港区芝5-13-13 港区芝5-13-13 
つるやビル1階つるやビル1階

03-5730-241603-5730-2416 ちば　としお

111111 22-416722-4167 平田　敬太郎平田　敬太郎 （株）メガネのヒラタ　本店（株）メガネのヒラタ　本店 108-0014108-0014 港区芝5-22-8港区芝5-22-8 03-3453-290003-3453-2900
ひらた　けい

たろう

112112 21-383821-3838 小島　安国小島　安国
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　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
こじま　やす

くに

113113 21-384021-3840 田中　吾一田中　吾一
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　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
たなか　ごい

ち

114114 26-550826-5508 北原　寿里北原　寿里
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　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
きたはら　

じゅり

115115 21-396421-3964 来女木　靖和来女木　靖和
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　オーディオ部パリミキ　オーディオ部

108-0075108-0075
港区港南4-1-8 港区港南4-1-8 
リーバージュ品川14階リーバージュ品川14階

03-5781-602103-5781-6021
くるめぎ　や

すかず

116116 15-246615-2466 真田　裕司真田　裕司 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
さなだ　ゆう

じ

117117 16-267516-2675 程島　朝夫程島　朝夫 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
ほどしま　あ

さお

118118 21-403321-4033 五十畑　司五十畑　司 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
いかはた　つ

かさ

119119 21-403821-4038 小林　誠小林　誠 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こばやし　ま

こと

120120 21-404121-4041 齊藤　英希齊藤　英希 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
さいとう　ひ

でき

121121 22-425722-4257 小池　剛小池　剛 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こいけ　たけ

し

122122 25-507125-5071 阿部　眞人阿部　眞人 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541 あべ　まさと

123123 25-507225-5072 山田　昴山田　昴 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
やまだ　たか

し

124124 26-550626-5506 渡辺　聡渡辺　聡 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
わたなべ　さ

とし

125125 26-550726-5507 大木　啓一大木　啓一 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
おおき　けい

いち

126126 27-592727-5927 小島　直樹小島　直樹 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こじま　なお

き

127127 5-13875-1387 長谷川　浩明長谷川　浩明 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
はせがわ　ひ

ろあき

128128 14-243214-2432 島村　早苗島村　早苗 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
しまむら　さ

なえ

129129 23-467823-4678 宮村　祐輔宮村　祐輔 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
みやむら　ゆ

うすけ

130130 27-592627-5926 山崎　裕生山崎　裕生 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
やまざき　ゆ

うき

131131 28-619128-6191 中川　諭史中川　諭史 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
なかがわ　さ

とし

132132 28-619728-6197 大谷　桃子大谷　桃子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
おおや　もも

こ

133133 28-624528-6245 矢嶋　篤史矢嶋　篤史 ウインク（株）ウインク（株） 110-0016110-0016
台東区台東3-42-7 台東区台東3-42-7 
松田商事ビル7F松田商事ビル7F

03-3834-126603-3834-1266
やじま　あつ

し

134134 17-279417-2794 和田　正幸和田　正幸 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わだ　まさゆ

き

135135 20-339320-3393 山本　高史山本　高史 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
やまもと　た

かし

136136 21-385221-3852 渡辺　健次渡辺　健次 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わたなべ　け

んじ

137137 27-586227-5862 君塚　玲君塚　玲
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　浅草店リケン補聴器センター　浅草店

111-0033111-0033
台東区花川戸1-13-16 台東区花川戸1-13-16 
小林ビル1F小林ビル1F

03-5826-770103-5826-7701
きみづか　あ

きら

138138 24-479024-4790 仙石　敏裕仙石　敏裕 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
せんごく　と

しひろ

東京都東京都
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

139139 28-615428-6154 宮﨑　絢子宮﨑　絢子 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
みやざき　あ

やこ

140140 11-198711-1987 柴田　哲史柴田　哲史 コルチトーン補聴器（株）　サービスショップコルチトーン補聴器（株）　サービスショップ 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991603-3813-9916
しばた　さと

し

141141 24-490124-4901 倉田　紘充倉田　紘充 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
くらた　ひろ

みつ

142142 26-535326-5353 古谷　恵介古谷　恵介 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
ふるたに　け

いすけ

143143 26-545026-5450 佐々木　一馬佐々木　一馬 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
ささき　かず

ま

144144 21-400321-4003 高田　学者高田　学者 （株）世界のメガネプリンス　sound66（株）世界のメガネプリンス　sound66 113-0034113-0034
文京区湯島3-45-11 文京区湯島3-45-11 
北岡ビル3F北岡ビル3F

03-3831-596603-3831-5966
たかだ　みち

ひと

145145 23-442323-4423 石橋　おりょう石橋　おりょう 王子耳鼻咽喉科医院　ドルフィン補聴器王子耳鼻咽喉科医院　ドルフィン補聴器 114-0002114-0002
北区王子1-23-11 北区王子1-23-11 
王子SRビル地下1F王子SRビル地下1F

03-6903-351103-6903-3511
いしばし　お

りょう

146146 22-428222-4282 吉仲　豊和吉仲　豊和 平和眼鏡（有）　王子メガネ平和眼鏡（有）　王子メガネ 114-0002114-0002 北区王子1-9-1北区王子1-9-1 03-3913-154903-3913-1549
よしなか　と

よかず

147147 26-546126-5461 佐藤　早苗佐藤　早苗 （株）和真　赤羽すずらん通り店（株）和真　赤羽すずらん通り店 115-0045115-0045 北区赤羽2-4-13北区赤羽2-4-13 03-3902-454503-3902-4545
さとう　さな

え

148148 29-637829-6378 松原　章松原　章 （株）和真　赤羽すずらん通り店（株）和真　赤羽すずらん通り店 115-0045115-0045 北区赤羽2-4-13北区赤羽2-4-13 03-3902-454503-3902-4545
まつばら　あ

きら

149149 23-450923-4509 片谷　利江片谷　利江 ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店 115-0045115-0045
北区赤羽1-18-3 北区赤羽1-18-3 
富士越ビル1階富士越ビル1階

03-3903-228603-3903-2286 かたや　りえ

150150 27-576827-5768 北條　純平北條　純平 ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店 115-0045115-0045
北区赤羽1-18-3 北区赤羽1-18-3 
富士越ビル1階富士越ビル1階

03-3903-228603-3903-2286
ほうじょう　

じゅんぺい

151151 28-605928-6059 近松　治之近松　治之 （株）和真　和真メガネ　赤羽イトーヨーカドー店（株）和真　和真メガネ　赤羽イトーヨーカドー店 115-0055115-0055
北区赤羽西1-7-1　6F 北区赤羽西1-7-1　6F 
イトーヨーカドー赤羽店イトーヨーカドー赤羽店

03-3900-236803-3900-2368
ちかまつ　は

るゆき

152152 4-12644-1264 小川　行治小川　行治 イヤーテック（株）　リオネットセンター城北イヤーテック（株）　リオネットセンター城北 115-0055115-0055 北区赤羽西1-39-6北区赤羽西1-39-6 03-3909-331103-3909-3311
おがわ　ゆき

はる

153153 17-279617-2796 小川　順司小川　順司 イヤーテック（株）　リオネットセンター城北イヤーテック（株）　リオネットセンター城北 115-0055115-0055 北区赤羽西1-39-6北区赤羽西1-39-6 03-3909-331103-3909-3311
おがわ　じゅ

んじ

154154 11-212411-2124 山本　重治山本　重治 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店 120-0005120-0005 足立区綾瀬1-32-13足立区綾瀬1-32-13 03-5680-610603-5680-6106
やまもと　し

げはる

155155 21-403621-4036 木村　充男木村　充男 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店 120-0005120-0005 足立区綾瀬1-32-13足立区綾瀬1-32-13 03-5680-610603-5680-6106
きむら　みつ

お

156156 6-14496-1449 大久保　嘉二大久保　嘉二 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133
おおくぼ　よ

しつぐ

157157 23-444023-4440 元嶋　真希子元嶋　真希子 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133
もとじま　ま

きこ

158158 27-595827-5958 下司　えり下司　えり （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133 げし　えり

159159 11-201611-2016 依田　恒一依田　恒一 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店 121-0813121-0813 足立区竹の塚1-23-9足立区竹の塚1-23-9 03-3884-393303-3884-3933
よだ　こうい

ち

160160 21-404021-4040 菊池　由美子菊池　由美子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店 121-0813121-0813 足立区竹の塚1-23-9足立区竹の塚1-23-9 03-3884-393303-3884-3933
きくち　ゆみ

こ

161161 21-402621-4026 赤澤　利哉赤澤　利哉 （株）和真　和真メガネ　アリオ西新井店（株）和真　和真メガネ　アリオ西新井店 123-0843123-0843
足立区西新井栄町1-20-1 足立区西新井栄町1-20-1 
アリオ西新井内3Fアリオ西新井内3F

03-6807-229703-6807-2297
あかざわ　と

しや

162162 29-656929-6569 川口　晴夏川口　晴夏 東京女子医科大学附属足立医療センター東京女子医科大学附属足立医療センター 123-8558123-8558 足立区江北4-33-1足立区江北4-33-1 03-3857-0111103-3857-01111
かわぐち　は

るか

163163 22-413422-4134 金子　朋弘金子　朋弘 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ　金町店（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ　金町店 125-0041125-0041
葛飾区東金町1-22-7 葛飾区東金町1-22-7 
磯貝ビル1階磯貝ビル1階

03-5699-333903-5699-3339
かねこ　とも

ひろ

164164 28-607528-6075 畑井　直子畑井　直子 （株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店（株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店 125-0061125-0061
葛飾区亀有3-49-3 葛飾区亀有3-49-3 
アリオ亀有3Fアリオ亀有3F

03-5629-911803-5629-9118
はたい　なお

こ

165165 29-634929-6349 中居　健中居　健 （株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店（株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店 125-0061125-0061
葛飾区亀有3-49-3 葛飾区亀有3-49-3 
アリオ亀有3Fアリオ亀有3F

03-5629-911803-5629-9118 なかい　けん

166166 7-15477-1547 河村　時孝河村　時孝
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　錦糸町店城東補聴器センター　錦糸町店

130-0012130-0012
墨田区太平3-1-2 墨田区太平3-1-2 
KOWA第5ビル1FKOWA第5ビル1F

03-3624-330403-3624-3304
かわむら　と

きたか

167167 9-17329-1732 河村　恒孝河村　恒孝
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　錦糸町店城東補聴器センター　錦糸町店

130-0012130-0012
墨田区太平3-1-2 墨田区太平3-1-2 
KOWA第5ビル1FKOWA第5ビル1F

03-3624-330403-3624-3304
かわむら　つ

ねたか

168168 27-574327-5743 尾島　啓子尾島　啓子
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　錦糸町店城東補聴器センター　錦糸町店

130-0012130-0012
墨田区太平3-1-2 墨田区太平3-1-2 
KOWA第5ビル1FKOWA第5ビル1F

03-3624-330403-3624-3304
おじま　けい

こ

169169 27-592427-5924 水落　明日香水落　明日香 ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店 130-0013130-0013
墨田区錦糸3-2-1 墨田区錦糸3-2-1 
アルカイースト2Fアルカイースト2F

03-5619-413303-5619-4133
みずおち　あ

すか

170170 28-614528-6145 生田　萌生田　萌 ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店 130-0013130-0013
墨田区錦糸3-2-1 墨田区錦糸3-2-1 
アルカイースト2Fアルカイースト2F

03-5619-413303-5619-4133 いくた　もえ

171171 21-392821-3928 鶴岡　幸子鶴岡　幸子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　錦糸町店パリミキ　錦糸町店

130-0022130-0022
墨田区江東橋4-25-8 墨田区江東橋4-25-8 
オカバ錦糸町ビル1階オカバ錦糸町ビル1階

03-3634-232003-3634-2320
つるおか　さ

ちこ

172172 21-390321-3903 加藤　順一加藤　順一 （株）ニコン・エシロール（株）ニコン・エシロール 130-0026130-0026
墨田区両国2-10-8 墨田区両国2-10-8 
住友不動産両国ビル3F住友不動産両国ビル3F

03-5600-352803-5600-3528
かとう　じゅ

んいち

173173 27-587727-5877 吉田　好徳吉田　好徳 （株）ニコン・エシロール（株）ニコン・エシロール 130-0026130-0026
墨田区両国2-10-8 墨田区両国2-10-8 
住友不動産両国ビル3F住友不動産両国ビル3F

03-5600-352803-5600-3528
よしだ　よし

のり

174174 27-598927-5989 髙木　洋介髙木　洋介 （株）ニコン・エシロール（株）ニコン・エシロール 130-0026130-0026
墨田区両国2-10-8 墨田区両国2-10-8 
住友不動産両国ビル3F住友不動産両国ビル3F

03-5600-352803-5600-3528
たかぎ　よう

すけ

175175 28-611728-6117 髙橋　歩髙橋　歩
（株）メガネトップ（株）メガネトップ
眼鏡市場　イトーヨーカドー曳舟店眼鏡市場　イトーヨーカドー曳舟店

131-0046131-0046
墨田区京島1-2-1 墨田区京島1-2-1 
イトーヨーカドー曳舟店2階イトーヨーカドー曳舟店2階

03-5655-508803-5655-5088
たかはし　あ

ゆみ

176176 20-340220-3402 祖母賀　信人祖母賀　信人 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店 132-0011132-0011 江戸川区瑞江2-1-7江戸川区瑞江2-1-7 03-3670-808803-3670-8088
そぼが　のぶ

ひと

177177 20-340320-3403 永妻　恵子永妻　恵子 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店 132-0011132-0011 江戸川区瑞江2-1-7江戸川区瑞江2-1-7 03-3670-808803-3670-8088
ながつま　け

いこ

178178 27-583727-5837 水野　路子水野　路子 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店 132-0011132-0011 江戸川区瑞江2-1-7江戸川区瑞江2-1-7 03-3670-808803-3670-8088
みずの　のり

こ
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179179 11-206911-2069 小山田　有紀小山田　有紀
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　一之江店城東補聴器センター　一之江店

132-0024132-0024 江戸川区一之江7-88-20江戸川区一之江7-88-20 03-5663-330403-5663-3304
おやまだ　ゆ

き

180180 28-625628-6256 横山　恵横山　恵
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　一之江店城東補聴器センター　一之江店

132-0024132-0024 江戸川区一之江7-88-20江戸川区一之江7-88-20 03-5663-330403-5663-3304
よこやま　め

ぐみ

181181 2-10782-1078 戸井田　弘二戸井田　弘二 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661
といだ　こう

じ

182182 20-340020-3400 芳賀　麻里芳賀　麻里 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661 はが　まり

183183 29-654229-6542 民部　留美民部　留美 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661 みんぶ　るみ

184184 23-449923-4499 山口　拓也山口　拓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　北葛西店（株）メガネトップ　眼鏡市場　北葛西店 134-0081134-0081 江戸川区北葛西5-30-14江戸川区北葛西5-30-14 03-5679-554503-5679-5545
やまぐち　た

くや

185185 29-645829-6458 松澤　隆太郎松澤　隆太郎 （株）いしずか　37° by いしずか　東陽町店（株）いしずか　37° by いしずか　東陽町店 135-0016135-0016
江東区東陽3-27-25-105 江東区東陽3-27-25-105 
ストークマンションストークマンション

03-6659-803703-6659-8037
まつざわ　

りゅうたろう

186186 19-311619-3116 岡田　華恵岡田　華恵
（株）メディアシステムトウワ　（株）メディアシステムトウワ　
亀戸まごころ補聴器亀戸まごころ補聴器

136-0071136-0071
江東区亀戸2-45-4 江東区亀戸2-45-4 
コンフォールクレスト1Fコンフォールクレスト1F

03-5627-331703-5627-3317
おかだ　はな

え

187187 21-396221-3962 綾野　俊郎綾野　俊郎 補聴器専門店　ビーサー亀戸補聴器専門店　ビーサー亀戸 136-0071136-0071
江東区亀戸5-5-11 江東区亀戸5-5-11 
第一ビル304号室第一ビル304号室

03-5858-851103-5858-8511
あやの　とし

ろう

188188 26-536526-5365 宇佐美　弥生宇佐美　弥生 （有）メガネのアオキ（有）メガネのアオキ 136-0072136-0072 江東区大島6-1-1-102江東区大島6-1-1-102 03-3685-456103-3685-4561
うさみ　やよ

い

189189 17-280117-2801 光野　之雄光野　之雄 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
みつの　ゆき

お

190190 21-401521-4015 佐藤　功二佐藤　功二 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
さとう　こう

じ

191191 21-402121-4021 石川　文洋石川　文洋 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
いしかわ　ふ

みひろ

192192 26-562326-5623 大久保　真理子大久保　真理子 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
おおくぼ　ま

りこ

193193 20-353520-3535 勝原　宏樹勝原　宏樹 パナソニック補聴器（株）　営業本部パナソニック補聴器（株）　営業本部 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9Fカナルサイドビル9F

050-3758-3215050-3758-3215
かつはら　ひ

ろき

194194 21-380621-3806 高木　良明高木　良明 パナソニック補聴器（株）　営業本部パナソニック補聴器（株）　営業本部 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9Fカナルサイドビル9F

050-3758-3215050-3758-3215
たかぎ　よし

あき

195195 8-16978-1697 岩﨑　五郎岩﨑　五郎 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いわさき　ご

ろう

196196 13-232213-2322 石﨑　勇人石﨑　勇人 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いしざき　は

やと

197197 13-232413-2324 飯塚　雄介飯塚　雄介 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いいづか　ゆ

うすけ

198198 21-392621-3926 渡邉　真渡邉　真 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
わたなべ　ま

こと

199199 25-528025-5280 梅原　香織梅原　香織 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
うめはら　か

おり

200200 27-589927-5899 髙橋　敦紀髙橋　敦紀 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
たかはし　あ

つき

201201 28-617028-6170 岩井　梨沙岩井　梨沙 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311 いわい　りさ

202202 28-609928-6099 金子　大輔金子　大輔
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店

140-0014140-0014
品川区大井1-50-5 品川区大井1-50-5 
阪急大井町ガーデン2F阪急大井町ガーデン2F

03-6429-418803-6429-4188
かねこ　だい

すけ

203203 17-275217-2752 小島　武史小島　武史
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
こじま　たけ

し

204204 19-317919-3179 清水　大輔清水　大輔
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
しみず　だい

すけ

205205 20-344420-3444 栗山　彩栗山　彩
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
くりやま　あ

や

206206 9-17759-1775 岩﨑　信彦岩﨑　信彦 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884
いわさき　の

ぶひこ

207207 21-397521-3975 澤田　琢澤田　琢 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884 さわだ　たく

208208 25-508025-5080 夏堀　貴博夏堀　貴博 （株）オリゾン　五反田 TOC 店（株）オリゾン　五反田 TOC 店 141-0031141-0031 品川区西五反田7-22-17　B1-108品川区西五反田7-22-17　B1-108 03-3494-382003-3494-3820
なつぼり　た

かひろ

209209 6-15086-1508 岩村　歩岩村　歩 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いわむら　あ

ゆむ

210210 10-188610-1886 太田　勝基太田　勝基 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
おおた　かつ

き

211211 11-213511-2135 佐々木　康博佐々木　康博 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
ささき　やす

ひろ

212212 12-225512-2255 高田　利也高田　利也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
たかだ　とし

や

213213 16-267416-2674 内野　誠二内野　誠二 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
うちの　せい

じ

214214 19-311219-3112 三宅　俊孝三宅　俊孝 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
みやけ　とし

たか

215215 19-319519-3195 石川　正英石川　正英 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いしかわ　ま

さひで

216216 20-348520-3485 佐藤　幸一佐藤　幸一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
さとう　こう

いち

217217 21-381121-3811 茅野　智全茅野　智全 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かやの　とも

あき

218218 22-435722-4357 本久　宏一本久　宏一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
もとひさ　こ

ういち
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東京都東京都
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179179 11-206911-2069 小山田　有紀小山田　有紀
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　一之江店城東補聴器センター　一之江店

132-0024132-0024 江戸川区一之江7-88-20江戸川区一之江7-88-20 03-5663-330403-5663-3304
おやまだ　ゆ

き

180180 28-625628-6256 横山　恵横山　恵
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　一之江店城東補聴器センター　一之江店

132-0024132-0024 江戸川区一之江7-88-20江戸川区一之江7-88-20 03-5663-330403-5663-3304
よこやま　め

ぐみ

181181 2-10782-1078 戸井田　弘二戸井田　弘二 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661
といだ　こう

じ

182182 20-340020-3400 芳賀　麻里芳賀　麻里 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661 はが　まり

183183 29-654229-6542 民部　留美民部　留美 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661 みんぶ　るみ

184184 23-449923-4499 山口　拓也山口　拓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　北葛西店（株）メガネトップ　眼鏡市場　北葛西店 134-0081134-0081 江戸川区北葛西5-30-14江戸川区北葛西5-30-14 03-5679-554503-5679-5545
やまぐち　た

くや

185185 29-645829-6458 松澤　隆太郎松澤　隆太郎 （株）いしずか　37° by いしずか　東陽町店（株）いしずか　37° by いしずか　東陽町店 135-0016135-0016
江東区東陽3-27-25-105 江東区東陽3-27-25-105 
ストークマンションストークマンション

03-6659-803703-6659-8037
まつざわ　

りゅうたろう

186186 19-311619-3116 岡田　華恵岡田　華恵
（株）メディアシステムトウワ　（株）メディアシステムトウワ　
亀戸まごころ補聴器亀戸まごころ補聴器

136-0071136-0071
江東区亀戸2-45-4 江東区亀戸2-45-4 
コンフォールクレスト1Fコンフォールクレスト1F

03-5627-331703-5627-3317
おかだ　はな

え

187187 21-396221-3962 綾野　俊郎綾野　俊郎 補聴器専門店　ビーサー亀戸補聴器専門店　ビーサー亀戸 136-0071136-0071
江東区亀戸5-5-11 江東区亀戸5-5-11 
第一ビル304号室第一ビル304号室

03-5858-851103-5858-8511
あやの　とし

ろう

188188 26-536526-5365 宇佐美　弥生宇佐美　弥生 （有）メガネのアオキ（有）メガネのアオキ 136-0072136-0072 江東区大島6-1-1-102江東区大島6-1-1-102 03-3685-456103-3685-4561
うさみ　やよ

い

189189 17-280117-2801 光野　之雄光野　之雄 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
みつの　ゆき

お

190190 21-401521-4015 佐藤　功二佐藤　功二 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
さとう　こう

じ

191191 21-402121-4021 石川　文洋石川　文洋 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
いしかわ　ふ

みひろ

192192 26-562326-5623 大久保　真理子大久保　真理子 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
おおくぼ　ま

りこ

193193 20-353520-3535 勝原　宏樹勝原　宏樹 パナソニック補聴器（株）　営業本部パナソニック補聴器（株）　営業本部 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9Fカナルサイドビル9F

050-3758-3215050-3758-3215
かつはら　ひ

ろき

194194 21-380621-3806 高木　良明高木　良明 パナソニック補聴器（株）　営業本部パナソニック補聴器（株）　営業本部 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9Fカナルサイドビル9F

050-3758-3215050-3758-3215
たかぎ　よし

あき

195195 8-16978-1697 岩﨑　五郎岩﨑　五郎 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いわさき　ご

ろう

196196 13-232213-2322 石﨑　勇人石﨑　勇人 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いしざき　は

やと

197197 13-232413-2324 飯塚　雄介飯塚　雄介 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いいづか　ゆ

うすけ

198198 21-392621-3926 渡邉　真渡邉　真 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
わたなべ　ま

こと

199199 25-528025-5280 梅原　香織梅原　香織 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
うめはら　か

おり

200200 27-589927-5899 髙橋　敦紀髙橋　敦紀 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
たかはし　あ

つき

201201 28-617028-6170 岩井　梨沙岩井　梨沙 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311 いわい　りさ

202202 28-609928-6099 金子　大輔金子　大輔
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店

140-0014140-0014
品川区大井1-50-5 品川区大井1-50-5 
阪急大井町ガーデン2F阪急大井町ガーデン2F

03-6429-418803-6429-4188
かねこ　だい

すけ

203203 17-275217-2752 小島　武史小島　武史
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
こじま　たけ

し

204204 19-317919-3179 清水　大輔清水　大輔
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
しみず　だい

すけ

205205 20-344420-3444 栗山　彩栗山　彩
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
くりやま　あ

や

206206 9-17759-1775 岩﨑　信彦岩﨑　信彦 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884
いわさき　の

ぶひこ

207207 21-397521-3975 澤田　琢澤田　琢 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884 さわだ　たく

208208 25-508025-5080 夏堀　貴博夏堀　貴博 （株）オリゾン　五反田 TOC 店（株）オリゾン　五反田 TOC 店 141-0031141-0031 品川区西五反田7-22-17　B1-108品川区西五反田7-22-17　B1-108 03-3494-382003-3494-3820
なつぼり　た

かひろ

209209 6-15086-1508 岩村　歩岩村　歩 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いわむら　あ

ゆむ

210210 10-188610-1886 太田　勝基太田　勝基 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
おおた　かつ

き

211211 11-213511-2135 佐々木　康博佐々木　康博 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
ささき　やす

ひろ

212212 12-225512-2255 高田　利也高田　利也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
たかだ　とし

や

213213 16-267416-2674 内野　誠二内野　誠二 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
うちの　せい

じ

214214 19-311219-3112 三宅　俊孝三宅　俊孝 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
みやけ　とし

たか

215215 19-319519-3195 石川　正英石川　正英 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いしかわ　ま

さひで

216216 20-348520-3485 佐藤　幸一佐藤　幸一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
さとう　こう

いち

217217 21-381121-3811 茅野　智全茅野　智全 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かやの　とも

あき

218218 22-435722-4357 本久　宏一本久　宏一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
もとひさ　こ

ういち

東京都東京都
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

219219 23-456423-4564 野波　義明野波　義明 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
のなみ　よし

あき

220220 25-512725-5127 城山　智也城山　智也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
しろやま　と

もや

221221 26-556126-5561 小松　正伸小松　正伸 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
こまつ　まさ

のぶ

222222 27-583627-5836 今野　敬章今野　敬章 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
こんの　たか

あき

223223 27-591327-5913 橋本　美紀橋本　美紀 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
はしもと　み

のり

224224 28-626228-6262 河窪　貴広河窪　貴広 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かわくぼ　た

かひろ

225225 26-535026-5350 中川　菫中川　菫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム戸越銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム戸越銀座店 142-0051142-0051
品川区平塚2-16-4 品川区平塚2-16-4 
石井ビル1F石井ビル1F

03-6421-591103-6421-5911
なかがわ　す

みれ

226226 16-261216-2612 井上　俊之井上　俊之 （株）メガネスーパー　梅屋敷店（株）メガネスーパー　梅屋敷店 143-0015143-0015
大田区大森西6-13-16 大田区大森西6-13-16 
MKビル1FMKビル1F

03-3765-836103-3765-8361
いのうえ　と

しゆき

227227 22-426522-4265 本田　洋介本田　洋介
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　イトーヨーカドー大森店メガネの愛眼　イトーヨーカドー大森店

143-0016143-0016
大田区大森北2-13-1 大田区大森北2-13-1 
イトーヨーカドー大森店3Fイトーヨーカドー大森店3F

03-6404-958103-6404-9581
ほんだ　よう

すけ

228228 17-270417-2704 橋村　時綱橋村　時綱 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
はしむら　と

きつな

229229 24-473824-4738 保尊　貴裕保尊　貴裕 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
ほそん　たか

ひろ

230230 25-525125-5251 原　梢子原　梢子 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
はら　しょう

こ

231231 18-293018-2930 須藤　輝夫須藤　輝夫 メガネのすどうメガネのすどう 143-0025143-0025 大田区南馬込5-32-3大田区南馬込5-32-3 03-3771-405903-3771-4059
すどう　てる

お

232232 18-293118-2931 青木　暁青木　暁 メガネのすどうメガネのすどう 143-0025143-0025 大田区南馬込5-32-3大田区南馬込5-32-3 03-3771-405903-3771-4059
あおき　さと

る

233233 19-326519-3265 高橋　康広高橋　康広 （株）イワキ　蒲田店（株）イワキ　蒲田店 144-0051144-0051
大田区西蒲田7-69-1 大田区西蒲田7-69-1 
蒲田東急プラザ4階蒲田東急プラザ4階

03-3736-311703-3736-3117
たかはし　や

すひろ

234234 26-556826-5568 浅井　隆彦浅井　隆彦 （株）イワキ　蒲田店（株）イワキ　蒲田店 144-0051144-0051
大田区西蒲田7-69-1 大田区西蒲田7-69-1 
蒲田東急プラザ4階蒲田東急プラザ4階

03-3736-311703-3736-3117
あさい　たか

ひこ

235235 23-469023-4690 工藤　藍子工藤　藍子
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店

144-0051144-0051
大田区西蒲田7-68-1 大田区西蒲田7-68-1 
グランデュオ蒲田西館9Fグランデュオ蒲田西館9F

03-6424-852603-6424-8526
くどう　あい

こ

236236 26-548726-5487 首藤　真由美首藤　真由美
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店

144-0051144-0051
大田区西蒲田7-68-1 大田区西蒲田7-68-1 
グランデュオ蒲田西館9Fグランデュオ蒲田西館9F

03-6424-852603-6424-8526
しゅとう　ま

ゆみ

237237 21-369221-3692 谷村　直城谷村　直城 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
たにむら　な

おき

238238 25-516825-5168 高橋　浩大高橋　浩大 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
たかはし　こ

うだい

239239 28-610428-6104 岩田　直己岩田　直己 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
いわた　なお

き

240240 22-418422-4184 田中　多恵子田中　多恵子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店 144-0052144-0052
大田区蒲田5-46-10 大田区蒲田5-46-10 
金親ビル4階金親ビル4階

03-5744-866103-5744-8661
たなか　たえ

こ

241241 24-492724-4927 松永　和義松永　和義 ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店 144-0052144-0052
大田区蒲田5-46-10 大田区蒲田5-46-10 
金親ビル4階金親ビル4階

03-5744-866103-5744-8661
まつなが　か

ずよし

242242 21-398821-3988 伊澤　康一郎伊澤　康一郎 メガネのイザワメガネのイザワ 144-0055144-0055
大田区仲六郷2-31-9 大田区仲六郷2-31-9 
村井ビル1F村井ビル1F

03-3738-761203-3738-7612
いざわ　こう

いちろう

243243 21-391921-3919 下沢　拓典下沢　拓典 （株）リオネットセンター城南　大岡山店（株）リオネットセンター城南　大岡山店 145-0062145-0062 大田区北千束1-51-5大田区北千束1-51-5 03-6421-304103-6421-3041
しもざわ　た

くのり

244244 24-473224-4732 森　円花森　円花 （株）リオネットセンター城南　大岡山店（株）リオネットセンター城南　大岡山店 145-0062145-0062 大田区北千束1-51-5大田区北千束1-51-5 03-6421-304103-6421-3041 もり　まどか

245245 27-585427-5854 酒井　一嘉酒井　一嘉 （株）オリゾン　雪谷店（株）オリゾン　雪谷店 145-0066145-0066 大田区南雪谷2-15-8大田区南雪谷2-15-8 03-3727-523003-3727-5230
さかい　かず

よし

246246 29-641829-6418 城島　竜一城島　竜一 （株）オグラ　渋谷本店（株）オグラ　渋谷本店 150-0002150-0002
渋谷区渋谷1-24-2 渋谷区渋谷1-24-2 
朱ビル1F朱ビル1F

03-3499-215603-3499-2156
じょうじま　

りゅういち

247247 18-295318-2953 細井　賢一細井　賢一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店 150-0002150-0002
渋谷区渋谷2-19-20 渋谷区渋谷2-19-20 
宮益坂村瀬ビル2F宮益坂村瀬ビル2F

03-3406-334103-3406-3341
ほそい　けん

いち

248248 28-618428-6184 汐田　さやか汐田　さやか ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店 150-0002150-0002
渋谷区渋谷2-19-20 渋谷区渋谷2-19-20 
宮益坂村瀬ビル2F宮益坂村瀬ビル2F

03-3406-334103-3406-3341
しおた　さや

か

249249 19-316119-3161 平原　昭弘平原　昭弘 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
ひらばる　あ

きひろ

250250 24-497324-4973 佐藤　さやか佐藤　さやか 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
さとう　さや

か

251251 24-497924-4979 野田　了輔野田　了輔 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
のだ　りょう

すけ

252252 28-613628-6136 草間　雄太草間　雄太 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
くさま　ゆう

た

253253 29-642229-6422 須藤　皓昌須藤　皓昌 池田補聴器（株）　広尾店池田補聴器（株）　広尾店 150-0012150-0012
渋谷区広尾1丁目10-6 渋谷区広尾1丁目10-6 
広尾ピア寿々1F広尾ピア寿々1F

03-6447-745503-6447-7455
すどう　てる

まさ

254254 5-13735-1373 岡田　幸代岡田　幸代 （株）イワキ　渋谷店（株）イワキ　渋谷店 150-0043150-0043 渋谷区道玄坂2-9-11渋谷区道玄坂2-9-11 03-3463-751103-3463-7511
ほりえ　なお

こ

255255 16-269716-2697 堀江　直子堀江　直子 （株）イワキ　渋谷店（株）イワキ　渋谷店 150-0043150-0043 渋谷区道玄坂2-9-11渋谷区道玄坂2-9-11 03-3463-751103-3463-7511
おかだ　さち

よ

256256 16-268616-2686 菅野　聡菅野　聡
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店

150-0043150-0043
渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷区道玄坂1-2-3 
渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F

03-3461-413303-3461-4133
すがの　さと

し

257257 17-277517-2775 菅野　利雄菅野　利雄
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店

150-0043150-0043
渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷区道玄坂1-2-3 
渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F

03-3461-413303-3461-4133
すがの　とし

お

258258 21-379921-3799 小出　好修小出　好修 （株）イワキ　西武店（株）イワキ　西武店 150-8330150-8330
渋谷区宇田川町21-1 渋谷区宇田川町21-1 
西武渋谷店B館　8階西武渋谷店B館　8階

03-3462-328403-3462-3284
こいで　よし

のぶ



※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。

東京都東京都
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

259259 29-647129-6471 長砂　祐一長砂　祐一 三喜（株）　本社特販部三喜（株）　本社特販部 151-0051151-0051
渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 
2F2F

03-3478-787803-3478-7878
ながすな　ゆ

ういち

260260 2-11002-1100 杉森　ひとみ杉森　ひとみ （株）シンコム　補聴器本舗　代々木（株）シンコム　補聴器本舗　代々木 151-0053151-0053
渋谷区代々木1-28-1 渋谷区代々木1-28-1 
ダムビル2Fダムビル2F

03-3320-167003-3320-1670
すぎもり　ひ

とみ

261261 7-16157-1615 片山　和幸片山　和幸 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
かたやま　か

ずゆき

262262 9-18269-1826 大西　章生大西　章生 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
おおにし　あ

きお

263263 11-208511-2085 小林　聖江小林　聖江 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
こばやし　ま

さえ

264264 16-268016-2680 榎澤　渉榎澤　渉 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
えのさわ　わ

たる

265265 18-301818-3018 泉　智宏泉　智宏 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
いずみ　とも

ひろ

266266 18-303018-3030 小林　満治小林　満治 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
こばやし　み

ちはる

267267 18-304718-3047 原　博一原　博一 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
はら　ひろか

ず

268268 19-324219-3242 山口　慎二山口　慎二 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
やまぐち　し

んじ

269269 21-396321-3963 木村　真里木村　真里 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524 きむら　まり

270270 21-404321-4043 藤嶋　葉子藤嶋　葉子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふじしま　よ

うこ

271271 25-503325-5033 小谷　舞小谷　舞 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524 こたに　まい

272272 27-567427-5674 髙橋　理沙子髙橋　理沙子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
たかはし　り

さこ

273273 27-579427-5794 今井　麻子今井　麻子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
いまい　あさ

こ

274274 28-603628-6036 藤森　素良藤森　素良 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふじもり　そ

ら

275275 28-615328-6153 奥名　珠恵奥名　珠恵 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
おくな　たま

え

276276 29-646829-6468 福田　奏子福田　奏子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふくだ　かな

こ

277277 15-249815-2498 篠﨑　英典篠﨑　英典 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
しのざき　ひ

でのり

278278 15-254115-2541 中澤　智洋中澤　智洋 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
なかざわ　と

もひろ

279279 21-404521-4045 田島　圭田島　圭 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433 たじま　けい

280280 26-554326-5543 橋本　尚幸橋本　尚幸 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
はしもと　な

おゆき

281281 28-602728-6027 田中　裕斗田中　裕斗 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たなか　ゆう

と

282282 28-603928-6039 飯塚　雅飯塚　雅 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
いいづか　ま

さし

283283 28-617228-6172 宮澤　綾乃宮澤　綾乃 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
みやざわ　あ

やの

284284 29-646229-6462 髙山　拓也髙山　拓也 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たかやま　た

くや

285285 11-207911-2079 石田　裕三石田　裕三 イシダメガネイシダメガネ 151-0073151-0073
渋谷区笹塚1-30-8 渋谷区笹塚1-30-8 
デュオスカーラ笹塚101デュオスカーラ笹塚101

03-3466-541303-3466-5413
いしだ　ゆう

ぞう

286286 24-472124-4721 中西　俊量中西　俊量 （株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン（株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン 151-8580151-8580
渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 
新宿髙島屋11階メガネサロン新宿髙島屋11階メガネサロン

03-3356-196103-3356-1961
なかにし　と

しかず

287287 23-441923-4419 三浦　悠水三浦　悠水
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055
みうら　ゆう

すい

288288 27-572927-5729 尾田　汐里尾田　汐里
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055 おだ　しおり

289289 17-273717-2737 椎葉　実椎葉　実 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
しいば　みの

る

290290 25-523825-5238 瀬尾　智也瀬尾　智也 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520 せお　ともや

291291 28-611028-6110 広瀬　奈月広瀬　奈月 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
ひろせ　なつ

き

292292 20-347120-3471 甲斐　真弓甲斐　真弓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘2-12-19 目黒区自由が丘2-12-19 
3.4.1building west 2階3.4.1building west 2階

03-3724-334103-3724-3341 かい　まゆみ

293293 20-355220-3552 横溝　志穂横溝　志穂
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター自由が丘店リオネットセンター自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-8-18 目黒区自由が丘1-8-18 
マイセンビル2階マイセンビル2階

03-3718-419103-3718-4191
よこみぞ　し

ほ

294294 1-10151-1015 瀬部　保夫瀬部　保夫 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　やすお

295295 14-240214-2402 瀬部　祐美子瀬部　祐美子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　ゆみこ

296296 22-428022-4280 三森　由希子三森　由希子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460
みつもり　ゆ

きこ

297297 21-401321-4013 小西　健一小西　健一 （株）東京メガネ　世田谷若林店（株）東京メガネ　世田谷若林店 154-0023154-0023 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-631803-3411-6318
こにし　けん

いち

298298 28-619428-6194 原田　大雅原田　大雅 池田補聴器（株）　世田谷店池田補聴器（株）　世田谷店 154-0023154-0023
世田谷区若林3-17-1 世田谷区若林3-17-1 
佐藤ビル1F佐藤ビル1F

03-6450-797903-6450-7979
はらだ　たい

が



※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。

東京都東京都
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

259259 29-647129-6471 長砂　祐一長砂　祐一 三喜（株）　本社特販部三喜（株）　本社特販部 151-0051151-0051
渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 
2F2F

03-3478-787803-3478-7878
ながすな　ゆ

ういち

260260 2-11002-1100 杉森　ひとみ杉森　ひとみ （株）シンコム　補聴器本舗　代々木（株）シンコム　補聴器本舗　代々木 151-0053151-0053
渋谷区代々木1-28-1 渋谷区代々木1-28-1 
ダムビル2Fダムビル2F

03-3320-167003-3320-1670
すぎもり　ひ

とみ

261261 7-16157-1615 片山　和幸片山　和幸 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
かたやま　か

ずゆき

262262 9-18269-1826 大西　章生大西　章生 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
おおにし　あ

きお

263263 11-208511-2085 小林　聖江小林　聖江 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
こばやし　ま

さえ

264264 16-268016-2680 榎澤　渉榎澤　渉 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
えのさわ　わ

たる

265265 18-301818-3018 泉　智宏泉　智宏 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
いずみ　とも

ひろ

266266 18-303018-3030 小林　満治小林　満治 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
こばやし　み

ちはる

267267 18-304718-3047 原　博一原　博一 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
はら　ひろか

ず

268268 19-324219-3242 山口　慎二山口　慎二 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
やまぐち　し

んじ

269269 21-396321-3963 木村　真里木村　真里 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524 きむら　まり

270270 21-404321-4043 藤嶋　葉子藤嶋　葉子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふじしま　よ

うこ

271271 25-503325-5033 小谷　舞小谷　舞 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524 こたに　まい

272272 27-567427-5674 髙橋　理沙子髙橋　理沙子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
たかはし　り

さこ

273273 27-579427-5794 今井　麻子今井　麻子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
いまい　あさ

こ

274274 28-603628-6036 藤森　素良藤森　素良 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふじもり　そ

ら

275275 28-615328-6153 奥名　珠恵奥名　珠恵 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
おくな　たま

え

276276 29-646829-6468 福田　奏子福田　奏子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふくだ　かな

こ

277277 15-249815-2498 篠﨑　英典篠﨑　英典 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
しのざき　ひ

でのり

278278 15-254115-2541 中澤　智洋中澤　智洋 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
なかざわ　と

もひろ

279279 21-404521-4045 田島　圭田島　圭 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433 たじま　けい

280280 26-554326-5543 橋本　尚幸橋本　尚幸 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
はしもと　な

おゆき

281281 28-602728-6027 田中　裕斗田中　裕斗 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たなか　ゆう

と

282282 28-603928-6039 飯塚　雅飯塚　雅 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
いいづか　ま

さし

283283 28-617228-6172 宮澤　綾乃宮澤　綾乃 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
みやざわ　あ

やの

284284 29-646229-6462 髙山　拓也髙山　拓也 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たかやま　た

くや

285285 11-207911-2079 石田　裕三石田　裕三 イシダメガネイシダメガネ 151-0073151-0073
渋谷区笹塚1-30-8 渋谷区笹塚1-30-8 
デュオスカーラ笹塚101デュオスカーラ笹塚101

03-3466-541303-3466-5413
いしだ　ゆう

ぞう

286286 24-472124-4721 中西　俊量中西　俊量 （株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン（株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン 151-8580151-8580
渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 
新宿髙島屋11階メガネサロン新宿髙島屋11階メガネサロン

03-3356-196103-3356-1961
なかにし　と

しかず

287287 23-441923-4419 三浦　悠水三浦　悠水
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055
みうら　ゆう

すい

288288 27-572927-5729 尾田　汐里尾田　汐里
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055 おだ　しおり

289289 17-273717-2737 椎葉　実椎葉　実 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
しいば　みの

る

290290 25-523825-5238 瀬尾　智也瀬尾　智也 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520 せお　ともや

291291 28-611028-6110 広瀬　奈月広瀬　奈月 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
ひろせ　なつ

き

292292 20-347120-3471 甲斐　真弓甲斐　真弓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘2-12-19 目黒区自由が丘2-12-19 
3.4.1building west 2階3.4.1building west 2階

03-3724-334103-3724-3341 かい　まゆみ

293293 20-355220-3552 横溝　志穂横溝　志穂
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター自由が丘店リオネットセンター自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-8-18 目黒区自由が丘1-8-18 
マイセンビル2階マイセンビル2階

03-3718-419103-3718-4191
よこみぞ　し

ほ

294294 1-10151-1015 瀬部　保夫瀬部　保夫 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　やすお

295295 14-240214-2402 瀬部　祐美子瀬部　祐美子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　ゆみこ

296296 22-428022-4280 三森　由希子三森　由希子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460
みつもり　ゆ

きこ

297297 21-401321-4013 小西　健一小西　健一 （株）東京メガネ　世田谷若林店（株）東京メガネ　世田谷若林店 154-0023154-0023 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-631803-3411-6318
こにし　けん

いち

298298 28-619428-6194 原田　大雅原田　大雅 池田補聴器（株）　世田谷店池田補聴器（株）　世田谷店 154-0023154-0023
世田谷区若林3-17-1 世田谷区若林3-17-1 
佐藤ビル1F佐藤ビル1F

03-6450-797903-6450-7979
はらだ　たい

が

東京都東京都
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

299299 16-263416-2634 藤井　紀行藤井　紀行 （株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店（株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店 154-0024154-0024
世田谷区三軒茶屋2-20-13 世田谷区三軒茶屋2-20-13 
モナーク三軒茶屋109モナーク三軒茶屋109

03-6805-314003-6805-3140
ふじい　のり

ゆき

300300 29-654329-6543 岩瀬　由里香岩瀬　由里香 （株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店（株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店 154-0024154-0024
世田谷区三軒茶屋2-20-13 世田谷区三軒茶屋2-20-13 
モナーク三軒茶屋109モナーク三軒茶屋109

03-6805-314003-6805-3140
いわせ　ゆり

か

301301 11-207011-2070 杉本　弘毅杉本　弘毅 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すぎもと　こ

うき

302302 20-347320-3473 杉田　竜一杉田　竜一 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すぎた　りゅ

ういち

303303 25-507325-5073 我妻　三朗我妻　三朗 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
あづま　さぶ

ろう

304304 25-507425-5074 鈴木　義明鈴木　義明 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すずき　よし

あき

305305 29-643129-6431 原　博司原　博司 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347 はら　ひろし

306306 29-643329-6433 佐久間　博司佐久間　博司 アイ・ビー眼鏡（株）　アイビー眼鏡（株）アイ・ビー眼鏡（株）　アイビー眼鏡（株） 156-0044156-0044 世田谷区赤堤4-45-12世田谷区赤堤4-45-12 03-3325-301003-3325-3010
さくま　ひろ

し

307307 2-11082-1108 石田　信治石田　信治 補聴器 /経堂補聴器 /経堂 156-0052156-0052
世田谷区経堂2-7-13 世田谷区経堂2-7-13 
ランドール松峰1Fランドール松峰1F

03-5450-413303-5450-4133
いしだ　しん

じ

308308 8-16498-1649 石田　孝次石田　孝次 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
いしだ　たか

つぐ

309309 19-314319-3143 今井　恭子今井　恭子 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
いまい　きょ

うこ

310310 23-466123-4661 阿部　基阿部　基 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
あべ　もとず

く

311311 3-11883-1188 東谷　圭子東谷　圭子
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
ひがしたに　

けいこ

312312 19-324619-3246 金子　泰宏金子　泰宏
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
かねこ　やす

ひろ

313313 29-649429-6494 熊取谷　直樹熊取谷　直樹
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
ひしや　なお

き

314314 29-652629-6526 須賀田　亜美須賀田　亜美 （株）TK ヒアリング　喜多見ドレミ補聴器（株）TK ヒアリング　喜多見ドレミ補聴器 157-0067157-0067
世田谷区喜多見8-22-6 世田谷区喜多見8-22-6 
ヒラモトビルヒラモトビル

03-5727-820203-5727-8202
すがた　つぐ

み

315315 20-328420-3284 富澤　貴士富澤　貴士
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　自由が丘サウンドリケン補聴器センター　自由が丘サウンド

158-0083158-0083
世田谷区奥沢5-27-5 世田谷区奥沢5-27-5 
魚菜学園ビル2F魚菜学園ビル2F

03-5729-335703-5729-3357
とみさわ　た

かし

316316 11-208411-2084 荻野　順久荻野　順久 O・H・A（株）　リケン補聴器センター　世田谷店O・H・A（株）　リケン補聴器センター　世田谷店 158-0086158-0086 世田谷区尾山台1-1-1世田谷区尾山台1-1-1 03-6802-857803-6802-8578
おぎの　より

ひさ

317317 19-319619-3196 舛川　洋恵舛川　洋恵
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　二子玉川店ヒヤリングストア　二子玉川店

158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-8 世田谷区玉川3-10-8 
アークビル3階アークビル3階

03-5797-558803-5797-5588
ますかわ　ひ

ろえ

318318 28-622828-6228 渡邉　咲乃渡邉　咲乃
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　二子玉川店ヒヤリングストア　二子玉川店

158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-8 世田谷区玉川3-10-8 
アークビル3階アークビル3階

03-5797-558803-5797-5588
わたなべ　さ

きの

319319 13-230413-2304 門谷　欣一門谷　欣一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店 158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-11 世田谷区玉川3-10-11 
ジ・エイペックスビル2F-Aジ・エイペックスビル2F-A

03-6447-983303-6447-9833
かどや　きん

いち

320320 29-642529-6425 角田　康敏角田　康敏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店 158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-11 世田谷区玉川3-10-11 
ジ・エイペックスビル2F-Aジ・エイペックスビル2F-A

03-6447-983303-6447-9833
つのだ　やす

とし

321321 21-388521-3885 高谷　早苗高谷　早苗 （株）金鳳堂　玉川髙島屋店（株）金鳳堂　玉川髙島屋店 158-8701158-8701
世田谷区玉川3-17-1 世田谷区玉川3-17-1 
玉川髙島屋玉川髙島屋

03-3700-532103-3700-5321
たかや　さな

え

322322 25-510325-5103 田村　研二田村　研二 （株）メガネスーパー　新宿中央東口店（株）メガネスーパー　新宿中央東口店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-27-5 新宿区新宿3-27-5 
K3ビル3FK3ビル3F

03-3355-065303-3355-0653
たむら　けん

じ

323323 27-578527-5785 田口　収美田口　収美 （株）メガネスーパー　新宿中央東口店（株）メガネスーパー　新宿中央東口店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-27-5 新宿区新宿3-27-5 
K3ビル3FK3ビル3F

03-3355-065303-3355-0653
たぐち　かず

み

324324 22-417322-4173 加藤　浩一加藤　浩一 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
かとう　ひろ

かず

325325 25-501225-5012 小泉　清香小泉　清香 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
こいずみ　さ

やか

326326 26-532126-5321 那須　友和那須　友和 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
なす　ともか

ず

327327 27-589827-5898 木下　晴美木下　晴美 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
きのした　は

るみ

328328 25-520825-5208 鈴木　季和子鈴木　季和子 （株）和真　新宿本館（株）和真　新宿本館 160-0022160-0022 新宿区新宿3-28-7新宿区新宿3-28-7 03-3354-558803-3354-5588
すずき　きわ

こ

329329 28-607928-6079 喜多村　隆一喜多村　隆一 （株）和真　和真メガネ 新宿レディースショップ（株）和真　和真メガネ 新宿レディースショップ 160-0022160-0022 新宿区新宿3-36-13新宿区新宿3-36-13 03-5269-175103-5269-1751
きたむら　

りゅういち

330330 23-457423-4574 多紀　正典多紀　正典
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
たき　まさの

り

331331 27-582827-5828 加藤　孝次加藤　孝次
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
かとう　たか

つぐ

332332 28-617528-6175 松平　明憲松平　明憲
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
まつだいら　

あきのり

333333 29-655629-6556 富永　法子富永　法子
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
とみなが　の

りこ

334334 24-488024-4880 村松　桃子村松　桃子
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　新宿西口店ヒヤリングストア　新宿西口店

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-3-3 新宿区西新宿1-3-3 
シナガワステーションビル新宿5Fシナガワステーションビル新宿5F

03-6304-538803-6304-5388
むらまつ　も

もこ

335335 25-527725-5277 中玉利　杏美中玉利　杏美
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　新宿西口店ヒヤリングストア　新宿西口店

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-3-3 新宿区西新宿1-3-3 
シナガワステーションビル新宿5Fシナガワステーションビル新宿5F

03-6304-538803-6304-5388
なかたまり　

あずみ

336336 25-528825-5288 根岸　元広根岸　元広
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　新宿西口店ヒヤリングストア　新宿西口店

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-3-3 新宿区西新宿1-3-3 
シナガワステーションビル新宿5Fシナガワステーションビル新宿5F

03-6304-538803-6304-5388
ねぎし　もと

ひろ

337337 19-315919-3159 長谷川　裕樹長谷川　裕樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
はせがわ　ひ

ろき

338338 25-517225-5172 三ヶ尻　彩三ヶ尻　彩 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
みかじり　あ

や
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339339 28-606228-6062 橋本　聖橋本　聖 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
はしもと　き

よし

340340 28-615128-6151 奥津　理恵奥津　理恵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833 おくつ　りえ

341341 24-483624-4836 栗原　一民栗原　一民 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
くりはら　か

ずたみ

342342 29-634329-6343 関口　季帆関口　季帆 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
せきぐち　き

ほ

343343 29-635329-6353 菅野　乃里衣菅野　乃里衣 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
かんの　のり

え

344344 29-653629-6536 飯塚　菜月飯塚　菜月 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
いいづか　な

つき

345345 24-492424-4924 水野　忠雄水野　忠雄 （株）二橋　メガネニキョー　新宿店（株）二橋　メガネニキョー　新宿店 160-8001160-8001
新宿区西新宿1-1-3 新宿区西新宿1-1-3 
小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン

03-5325-256403-5325-2564
みずの　ただ

お

346346 28-617428-6174 宮川　恵璃花宮川　恵璃花 （株）二橋　メガネニキョー　新宿店（株）二橋　メガネニキョー　新宿店 160-8001160-8001
新宿区西新宿1-1-3 新宿区西新宿1-1-3 
小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン

03-5325-256403-5325-2564
みやがわ　え

りか

347347 28-604228-6042 笹生　富成笹生　富成 （株）メガネトップ　眼鏡市場　新宿東口本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　新宿東口本店 162-0022162-0022 新宿区新宿3-29-10新宿区新宿3-29-10 03-5369-320803-5369-3208
ささお　とみ

なり

348348 26-563026-5630 小竹　歩弥小竹　歩弥 若松河田耳鼻咽喉科クリニック若松河田耳鼻咽喉科クリニック 162-0056162-0056
新宿区若松町31-4  新宿区若松町31-4  
エスタンシア2Fエスタンシア2F

03-5292-378703-5292-3787
こたけ　あゆ

み

349349 13-230913-2309 山内　定基山内　定基 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
やまうち　さ

だき

350350 17-281217-2812 小田　和宏小田　和宏 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだ　かずひ

ろ

351351 18-295218-2952 徳永　清彦徳永　清彦 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
とくなが　き

よひこ

352352 20-349020-3490 立花　輝夫立花　輝夫 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
たちばな　て

るお

353353 20-349120-3491 川島　正之川島　正之 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
かわしま　ま

さゆき

354354 20-349620-3496 青野　基青野　基 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あおの　もと

き

355355 20-352220-3522 松浦　伸明松浦　伸明 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まつうら　の

ぶあき

356356 21-368321-3683 富永　雄三富永　雄三 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
とみなが　ゆ

うぞう

357357 21-368821-3688 横山　光恵横山　光恵 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
よこやま　み

つえ

358358 21-369421-3694 小西　光雄小西　光雄 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
こにし　みつ

お

359359 22-426022-4260 大石　敏雄大石　敏雄 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おおいし　と

しお

360360 23-457123-4571 今井　健二今井　健二 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
いまい　けん

じ

361361 23-457223-4572 水上　宗興水上　宗興 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
みずかみ　ひ

ろき

362362 24-490624-4906 阿部　健太郎阿部　健太郎 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あべ　けんた

ろう

363363 25-512025-5120 吾妻　秀司吾妻　秀司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あづま　しゅ

うじ

364364 27-588027-5880 藤原　元藤原　元 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじわら　げ

ん

365365 27-588527-5885 藤井　千里藤井　千里 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじい　せん

り

366366 28-617728-6177 小田倉　光司小田倉　光司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだくら　こ

うじ

367367 29-643629-6436 町山　隆史町山　隆史 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まちやま　た

かし

368368 21-369021-3690 橋下　和正橋下　和正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新宿センタービル店パリミキ　新宿センタービル店

163-0690163-0690
新宿区西新宿1-25-1 新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルB1F新宿センタービルB1F

03-3348-547603-3348-5476
はしした　か

ずまさ

369369 21-365921-3659 西野　秀行西野　秀行
（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　
中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　

164-0001164-0001
中野区中野3-34-32 中野区中野3-34-32 
凱旋ビル5F凱旋ビル5F

03-3229-413303-3229-4133
にしの　ひで

ゆき

370370 23-465123-4651 多比良　佑多比良　佑 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733 たひら　ゆう

371371 29-631629-6316 上嶋　朋子上嶋　朋子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733
うえしま　と

もこ

372372 23-449823-4498 松本　新松本　新
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
まつもと　し

ん

373373 27-566227-5662 石川　雄一石川　雄一
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
いしかわ　ゆ

ういち

374374 29-628129-6281 常盤　仁美常盤　仁美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
ときわ　ひと

み

375375 23-467523-4675 原　功一原　功一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
はら　こうい

ち

376376 27-585627-5856 井上　英法井上　英法
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
いのうえ　ひ

でのり

377377 25-528925-5289 鈴木　美紀鈴木　美紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店 166-0003166-0003
杉並区高円寺南2-20-11 杉並区高円寺南2-20-11 
シドニービル1Fシドニービル1F

03-6304-900103-6304-9001 すずき　みき

378378 19-309119-3091 大塚　祥仁大塚　祥仁 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　よ

しひと
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339339 28-606228-6062 橋本　聖橋本　聖 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
はしもと　き

よし

340340 28-615128-6151 奥津　理恵奥津　理恵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833 おくつ　りえ

341341 24-483624-4836 栗原　一民栗原　一民 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
くりはら　か

ずたみ

342342 29-634329-6343 関口　季帆関口　季帆 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
せきぐち　き

ほ

343343 29-635329-6353 菅野　乃里衣菅野　乃里衣 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
かんの　のり

え

344344 29-653629-6536 飯塚　菜月飯塚　菜月 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
いいづか　な

つき

345345 24-492424-4924 水野　忠雄水野　忠雄 （株）二橋　メガネニキョー　新宿店（株）二橋　メガネニキョー　新宿店 160-8001160-8001
新宿区西新宿1-1-3 新宿区西新宿1-1-3 
小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン

03-5325-256403-5325-2564
みずの　ただ

お

346346 28-617428-6174 宮川　恵璃花宮川　恵璃花 （株）二橋　メガネニキョー　新宿店（株）二橋　メガネニキョー　新宿店 160-8001160-8001
新宿区西新宿1-1-3 新宿区西新宿1-1-3 
小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン

03-5325-256403-5325-2564
みやがわ　え

りか

347347 28-604228-6042 笹生　富成笹生　富成 （株）メガネトップ　眼鏡市場　新宿東口本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　新宿東口本店 162-0022162-0022 新宿区新宿3-29-10新宿区新宿3-29-10 03-5369-320803-5369-3208
ささお　とみ

なり

348348 26-563026-5630 小竹　歩弥小竹　歩弥 若松河田耳鼻咽喉科クリニック若松河田耳鼻咽喉科クリニック 162-0056162-0056
新宿区若松町31-4  新宿区若松町31-4  
エスタンシア2Fエスタンシア2F

03-5292-378703-5292-3787
こたけ　あゆ

み

349349 13-230913-2309 山内　定基山内　定基 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
やまうち　さ

だき

350350 17-281217-2812 小田　和宏小田　和宏 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだ　かずひ

ろ

351351 18-295218-2952 徳永　清彦徳永　清彦 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
とくなが　き

よひこ

352352 20-349020-3490 立花　輝夫立花　輝夫 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
たちばな　て

るお

353353 20-349120-3491 川島　正之川島　正之 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
かわしま　ま

さゆき

354354 20-349620-3496 青野　基青野　基 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あおの　もと

き

355355 20-352220-3522 松浦　伸明松浦　伸明 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まつうら　の

ぶあき

356356 21-368321-3683 富永　雄三富永　雄三 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
とみなが　ゆ

うぞう

357357 21-368821-3688 横山　光恵横山　光恵 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
よこやま　み

つえ

358358 21-369421-3694 小西　光雄小西　光雄 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
こにし　みつ

お

359359 22-426022-4260 大石　敏雄大石　敏雄 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おおいし　と

しお

360360 23-457123-4571 今井　健二今井　健二 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
いまい　けん

じ

361361 23-457223-4572 水上　宗興水上　宗興 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
みずかみ　ひ

ろき

362362 24-490624-4906 阿部　健太郎阿部　健太郎 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あべ　けんた

ろう

363363 25-512025-5120 吾妻　秀司吾妻　秀司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あづま　しゅ

うじ

364364 27-588027-5880 藤原　元藤原　元 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじわら　げ

ん

365365 27-588527-5885 藤井　千里藤井　千里 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじい　せん

り

366366 28-617728-6177 小田倉　光司小田倉　光司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだくら　こ

うじ

367367 29-643629-6436 町山　隆史町山　隆史 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まちやま　た

かし

368368 21-369021-3690 橋下　和正橋下　和正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新宿センタービル店パリミキ　新宿センタービル店

163-0690163-0690
新宿区西新宿1-25-1 新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルB1F新宿センタービルB1F

03-3348-547603-3348-5476
はしした　か

ずまさ

369369 21-365921-3659 西野　秀行西野　秀行
（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　
中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　

164-0001164-0001
中野区中野3-34-32 中野区中野3-34-32 
凱旋ビル5F凱旋ビル5F

03-3229-413303-3229-4133
にしの　ひで

ゆき

370370 23-465123-4651 多比良　佑多比良　佑 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733 たひら　ゆう

371371 29-631629-6316 上嶋　朋子上嶋　朋子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733
うえしま　と

もこ

372372 23-449823-4498 松本　新松本　新
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
まつもと　し

ん

373373 27-566227-5662 石川　雄一石川　雄一
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
いしかわ　ゆ

ういち

374374 29-628129-6281 常盤　仁美常盤　仁美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
ときわ　ひと

み

375375 23-467523-4675 原　功一原　功一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
はら　こうい

ち

376376 27-585627-5856 井上　英法井上　英法
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
いのうえ　ひ

でのり

377377 25-528925-5289 鈴木　美紀鈴木　美紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店 166-0003166-0003
杉並区高円寺南2-20-11 杉並区高円寺南2-20-11 
シドニービル1Fシドニービル1F

03-6304-900103-6304-9001 すずき　みき

378378 19-309119-3091 大塚　祥仁大塚　祥仁 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　よ

しひと

東京都東京都
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

379379 26-562426-5624 大塚　文大塚　文 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　ふ

み

380380 28-620528-6205 河副　章広河副　章広 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
かわぞえ　あ

きひろ

381381 29-629929-6299 片川　祐美片川　祐美 （株）メガネトップ　眼鏡市場　杉並成田西店（株）メガネトップ　眼鏡市場　杉並成田西店 166-0016166-0016 杉並区成田西3-20-3杉並区成田西3-20-3 03-5335-232803-5335-2328
かたかわ　ひ

ろみ

382382 12-226012-2260 木村　道紀木村　道紀
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　荻窪店リケン補聴器センター　荻窪店

167-0032167-0032
杉並区天沼3-4-3 杉並区天沼3-4-3 
吉濱ビル1階吉濱ビル1階

03-3392-623303-3392-6233
きむら　みち

のり

383383 29-652729-6527 西嶋　達典西嶋　達典 （株）SUNNY PLACE　SUNNY PLACE（株）SUNNY PLACE　SUNNY PLACE 167-0042167-0042 杉並区西荻北3-31-15杉並区西荻北3-31-15 03-6913-726803-6913-7268
にしじま　た

つのり

384384 17-271317-2713 松本　幸夫松本　幸夫 ベターエイジベターエイジ 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-3 杉並区上荻1-24-3 
イーグル上荻101イーグル上荻101

03-3391-334103-3391-3341
まつもと　ゆ

きお

385385 10-190010-1900 山家　文行山家　文行 東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-17 杉並区上荻1-24-17 
丸華ビル1F丸華ビル1F

03-5347-416603-5347-4166
やんべ　ふみ

ゆき

386386 21-399021-3990 矢澤　元貴矢澤　元貴 東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-17 杉並区上荻1-24-17 
丸華ビル1F丸華ビル1F

03-5347-416603-5347-4166
やざわ　げん

き

387387 10-188010-1880 平野　幸生平野　幸生 JINO（株）　耳のそうだん室　JINOJINO（株）　耳のそうだん室　JINO 167-0051167-0051
杉並区荻窪5-10-22 杉並区荻窪5-10-22 
美好屋ビル1F美好屋ビル1F

03-5347-303003-5347-3030
ひらの　ゆき

お

388388 21-403421-4034 中村　周作中村　周作 池田補聴器（株）　浜田山店池田補聴器（株）　浜田山店 168-0065168-0065 杉並区浜田山3-24-7杉並区浜田山3-24-7 03-5357-819903-5357-8199
なかむら　

しゅうさく

389389 29-643829-6438 亀井　陽子亀井　陽子 池田補聴器（株）　浜田山店池田補聴器（株）　浜田山店 168-0065168-0065 杉並区浜田山3-24-7杉並区浜田山3-24-7 03-5357-819903-5357-8199
かめい　よう

こ

390390 27-570027-5700 衣笠　聡子衣笠　聡子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新大久保駅前店パリミキ　新大久保駅前店

169-0073169-0073 新宿区百人町2-3-23新宿区百人町2-3-23 03-3205-832003-3205-8320
きぬがさ　さ

とこ

391391 22-431722-4317 中光　太郎中光　太郎 （株）メガネスーパー　高田馬場本店（株）メガネスーパー　高田馬場本店 169-0075169-0075
新宿区高田馬場1-28-6 新宿区高田馬場1-28-6 
清光ハイム1F清光ハイム1F

03-3232-171803-3232-1718
なかみつ　た

ろう

392392 24-498824-4988 三井　雄一郎三井　雄一郎 （株）メガネスーパー　高田馬場本店（株）メガネスーパー　高田馬場本店 169-0075169-0075
新宿区高田馬場1-28-6 新宿区高田馬場1-28-6 
清光ハイム1F清光ハイム1F

03-3232-171803-3232-1718
みつい　ゆう

いちろう

393393 21-403021-4030 鹿川　雅彦鹿川　雅彦 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
しかがわ　ま

さひこ

394394 22-432122-4321 秋庭　浩一秋庭　浩一 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
あきば　こう

いち

395395 23-450223-4502 西村　敏明西村　敏明 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
にしむら　と

しあき

396396 23-451923-4519 瀬戸　優義瀬戸　優義 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
せと　まさよ

し

397397 26-558826-5588 宇賀　伸悟宇賀　伸悟 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112 うが　しんご

398398 26-558926-5589 酒井　信孝酒井　信孝 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
さかい　のぶ

たか

399399 5-13745-1374 菅谷　保巳菅谷　保巳 ミミー補聴器（株）　巣鴨店ミミー補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002 豊島区巣鴨4-28-4豊島区巣鴨4-28-4 03-5961-153303-5961-1533
すがや　やす

み

400400 29-653429-6534 大塚　俊明大塚　俊明 ミミー補聴器（株）　巣鴨店ミミー補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002 豊島区巣鴨4-28-4豊島区巣鴨4-28-4 03-5961-153303-5961-1533
おおつか　と

しあき

401401 25-518925-5189 小野　護小野　護 新日本補聴器（株）　巣鴨店新日本補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002
豊島区巣鴨3-1-11 豊島区巣鴨3-1-11 
ピカイヤ巣鴨1Fピカイヤ巣鴨1F

03-3576-163303-3576-1633 おの　まもる

402402 25-510525-5105 林　真弥林　真弥 （株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店（株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店 170-0013170-0013 豊島区東池袋1-4-6豊島区東池袋1-4-6 03-5979-905803-5979-9058
はやし　しん

や

403403 28-601928-6019 竹口　雄介竹口　雄介 （株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店（株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店 170-0013170-0013 豊島区東池袋1-4-6豊島区東池袋1-4-6 03-5979-905803-5979-9058
たけぐち　ゆ

うすけ

404404 7-16277-1627 葉山　裕二葉山　裕二
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　池袋店リオネットセンター城北　池袋店

170-0013170-0013
豊島区東池袋1-35-3 豊島区東池袋1-35-3 
池袋センタービル3F池袋センタービル3F

03-3983-314903-3983-3149
はやま　ゆう

じ

405405 15-255515-2555 横田　智子横田　智子
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　池袋店リオネットセンター城北　池袋店

170-0013170-0013
豊島区東池袋1-35-3 豊島区東池袋1-35-3 
池袋センタービル3F池袋センタービル3F

03-3983-314903-3983-3149
よこた　とも

こ

406406 21-372421-3724 岩下　ふさこ岩下　ふさこ ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店 170-0013170-0013
豊島区東池袋1-11-1 豊島区東池袋1-11-1 
オーク東池袋ビル7Fオーク東池袋ビル7F

03-3981-331103-3981-3311
いわした　ふ

さこ

407407 21-394321-3943 礒部　徳人礒部　徳人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店 170-0013170-0013
豊島区東池袋1-11-1 豊島区東池袋1-11-1 
オーク東池袋ビル7Fオーク東池袋ビル7F

03-3981-331103-3981-3311
いそべ　のり

ひと

408408 29-628829-6288 三橋　由佳三橋　由佳 ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店 170-0013170-0013
豊島区東池袋1-11-1 豊島区東池袋1-11-1 
オーク東池袋ビル7Fオーク東池袋ビル7F

03-3981-331103-3981-3311
みつはし　ゆ

か

409409 28-622928-6229 田中　智子田中　智子 うぐいすヘルスケア（株）　うぐいす補聴器うぐいすヘルスケア（株）　うぐいす補聴器 171-0014171-0014
豊島区池袋2-36-1 豊島区池袋2-36-1 
8F408F40

050-3590-5913050-3590-5913
たなか　とも

こ

410410 26-559026-5590 神田　慎太郎神田　慎太郎 （株）ビックカメラ　コンタクト事業部（株）ビックカメラ　コンタクト事業部 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-28-13 豊島区西池袋3-28-13 
池袋西口共同ビル8階池袋西口共同ビル8階

03-5396-070603-5396-0706
かんだ　しん

たろう

411411 25-519625-5196 東風谷　彬衣東風谷　彬衣 マキチエ（株）　池袋店マキチエ（株）　池袋店 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-23-7 豊島区西池袋3-23-7 
西池サンケイビル5F西池サンケイビル5F

03-6773-474103-6773-4741
こちや　あき

え

412412 26-560926-5609 塚本　壮紀塚本　壮紀 マキチエ（株）　池袋店マキチエ（株）　池袋店 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-23-7 豊島区西池袋3-23-7 
西池サンケイビル5F西池サンケイビル5F

03-6773-474103-6773-4741
つかもと　た

けのり

413413 29-640529-6405 須藤　邑弥須藤　邑弥 マキチエ（株）　池袋店マキチエ（株）　池袋店 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-23-7 豊島区西池袋3-23-7 
西池サンケイビル5F西池サンケイビル5F

03-6773-474103-6773-4741
すどう　ゆう

や

414414 25-526125-5261 村重　公亮村重　公亮
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　東武池袋店ヒヤリングストア　東武池袋店

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
東武百貨店池袋店本館8階東武百貨店池袋店本館8階

050-3116-8413050-3116-8413
むらしげ　ま

さあき

415415 22-421822-4218 工藤　美樹工藤　美樹
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030 くどう　みき

416416 22-434522-4345 豊川　勝聖豊川　勝聖
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
とよかわ　か

つまさ

417417 23-463723-4637 小池　幸子小池　幸子
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
こいけ　ゆき

こ

418418 24-488224-4882 窪田　満窪田　満
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
くぼた　みつ

る
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419419 24-494424-4944 小町　聡小町　聡
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
こまち　さと

し

420420 25-516525-5165 田中　宏滋田中　宏滋
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
たなか　ひろ

しげ

421421 28-615028-6150 榎本　優榎本　優
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
えのもと　ゆ

たか

422422 28-615728-6157 小川　泰央小川　泰央
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
おがわ　やす

お

423423 28-616528-6165 小倉　功小倉　功
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
おぐら　いさ

お

424424 15-253015-2530 石田　しずか石田　しずか
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
いしだ　しず

か

425425 18-297618-2976 田村　正彦田村　正彦
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
たむら　まさ

ひこ

426426 24-479924-4799 竹内　久宜竹内　久宜
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
たけうち　ひ

さのり

427427 25-508825-5088 冨井　潤子冨井　潤子
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
とみい　　

じゅんこ

428428 28-607228-6072 内田　祐子内田　祐子
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
うちだ　ゆう

こ

429429 23-450023-4500 永持　尚子永持　尚子
（株）林商事　（株）林商事　
西武池袋本店7階　スタジオヘルス西武池袋本店7階　スタジオヘルス

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-274303-5949-2743
ながもち　ひ

さこ

430430 10-194510-1945 野田　善敬野田　善敬 （株）元吉医科器械　城北補聴器大山店（株）元吉医科器械　城北補聴器大山店 173-0023173-0023
板橋区大山町41-16 板橋区大山町41-16 
マウンパティ1Fマウンパティ1F

03-5966-033103-5966-0331
のだ　よしの

り

431431 11-201911-2019 野田　伸子野田　伸子 （株）元吉医科器械　城北補聴器大山店（株）元吉医科器械　城北補聴器大山店 173-0023173-0023
板橋区大山町41-16 板橋区大山町41-16 
マウンパティ1Fマウンパティ1F

03-5966-033103-5966-0331 のだ　のぶこ

432432 17-278717-2787 黒沢　弘志黒沢　弘志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器 上板橋店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器 上板橋店 174-0071174-0071 板橋区常盤台4-29-18板橋区常盤台4-29-18 03-6913-063003-6913-0630
くろさわ　ひ

ろし

433433 26-556426-5564 佐藤　良春佐藤　良春 眼鏡工房　たちばな眼鏡工房　たちばな 175-0092175-0092 板橋区赤塚2-14-21板橋区赤塚2-14-21 03-3938-823303-3938-8233
さとう　よし

はる

434434 22-437022-4370 金森　隆俊金森　隆俊
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　成増店リオネットセンター城北　成増店

175-0094175-0094 板橋区成増2-17-35板橋区成増2-17-35 03-6789-331103-6789-3311
かなもり　た

かとし

435435 27-576627-5766 高田　悠也高田　悠也
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　成増店リオネットセンター城北　成増店

175-0094175-0094 板橋区成増2-17-35板橋区成増2-17-35 03-6789-331103-6789-3311
たかだ　ゆう

や

436436 26-559626-5596 下境　秀一下境　秀一
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　練馬店リケン補聴器センター　練馬店

176-0001176-0001
練馬区練馬1-2-2 練馬区練馬1-2-2 
八百弘ビル1F八百弘ビル1F

03-6914-903103-6914-9031
しもさかい　

しゅういち

437437 26-537826-5378 望月　剛望月　剛 （株）アメディア（株）アメディア 176-0011176-0011
練馬区豊玉上1-15-6 練馬区豊玉上1-15-6 
第10秋山ビル1F第10秋山ビル1F

03-6915-859703-6915-8597
もちづき　つ

よし

438438 20-344220-3442 宮廣　忠男宮廣　忠男 （株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店（株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-29-4 練馬区豊玉北5-29-4 
井門ビル1F井門ビル1F

03-5984-033003-5984-0330
みやひろ　た

だお

439439 22-435822-4358 宮廣　亜希子宮廣　亜希子 （株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店（株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-29-4 練馬区豊玉北5-29-4 
井門ビル1F井門ビル1F

03-5984-033003-5984-0330
みやひろ　あ

きこ

440440 9-18089-1808 伊藤　雅博伊藤　雅博 ミミー補聴器　練馬店ミミー補聴器　練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-5-1 練馬区豊玉北5-5-1 
ファミール豊玉1Fファミール豊玉1F

03-5877-603303-5877-6033
いとう　まさ

ひろ

441441 8-17148-1714 堀　正治堀　正治
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
ほり　まさは

る

442442 16-259816-2598 堀　三幸堀　三幸
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 ほり　みゆき

443443 16-264916-2649 宇野　泰志宇野　泰志
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 うの　ひろし

444444 22-419022-4190 羽鳥　亜紀子羽鳥　亜紀子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
はとり　あき

こ

445445 25-517325-5173 石井　澄夫石井　澄夫
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　上石神井店パリミキ　上石神井店

177-0044177-0044 練馬区上石神井2-25-5練馬区上石神井2-25-5 03-5991-477003-5991-4770
いしい　すみ

お

446446 23-450523-4505 山下　晃弘山下　晃弘 （株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店（株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店 178-0063178-0063 練馬区東大泉2-1-26練馬区東大泉2-1-26 03-5947-410303-5947-4103
やました　あ

きひろ

447447 23-449723-4497 椎名　悦男椎名　悦男 （株）和真　和真メガネ　大泉店（株）和真　和真メガネ　大泉店 178-0063178-0063
練馬区東大泉2-10-11 練馬区東大泉2-10-11 
リヴィン・オズ大泉店4Fリヴィン・オズ大泉店4F

03-3925-326003-3925-3260
しいな　えつ

お

448448 14-241314-2413 白鳥　聰子白鳥　聰子 ミミー補聴器（株）　大泉学園店ミミー補聴器（株）　大泉学園店 178-0063178-0063
練馬区東大泉4-26-6 練馬区東大泉4-26-6 
加藤マンション1F加藤マンション1F

03-6339-433603-6339-4336
しらとり　さ

とこ

449449 23-443923-4439 山田　圭山田　圭 （株）和真　和真メガネ　光が丘店（株）和真　和真メガネ　光が丘店 179-0072179-0072
練馬区光が丘5-1-1 練馬区光が丘5-1-1 
リヴィン光が丘5Fリヴィン光が丘5F

03-3976-923303-3976-9233 やまだ　けい

450450 14-241614-2416 山田　哲也山田　哲也
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
やまだ　てつ

や

451451 27-575427-5754 中西　紗保理中西　紗保理
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
なかにし　さ

おり

452452 29-657329-6573 小板橋　花織小板橋　花織
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
こいたばし　

かおり

453453 24-488524-4885 山田　和茂山田　和茂 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
やまだ　かず

しげ

454454 27-573027-5730 大川　琢也大川　琢也 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
おおかわ　た

くや

455455 28-602828-6028 赤星　利佳赤星　利佳 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
あかぼし　り

か

456456 28-609328-6093 北川　秀樹北川　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
きたがわ　ひ

でき

457457 29-639329-6393 瀧戸　楓瀧戸　楓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
たきど　かえ

で

458458 12-222212-2222 立松　弘至立松　弘至 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
たてまつ　ひ

ろし



※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。
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419419 24-494424-4944 小町　聡小町　聡
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
こまち　さと

し

420420 25-516525-5165 田中　宏滋田中　宏滋
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
たなか　ひろ

しげ

421421 28-615028-6150 榎本　優榎本　優
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
えのもと　ゆ

たか

422422 28-615728-6157 小川　泰央小川　泰央
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
おがわ　やす

お

423423 28-616528-6165 小倉　功小倉　功
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
おぐら　いさ

お

424424 15-253015-2530 石田　しずか石田　しずか
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
いしだ　しず

か

425425 18-297618-2976 田村　正彦田村　正彦
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
たむら　まさ

ひこ

426426 24-479924-4799 竹内　久宜竹内　久宜
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
たけうち　ひ

さのり

427427 25-508825-5088 冨井　潤子冨井　潤子
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
とみい　　

じゅんこ

428428 28-607228-6072 内田　祐子内田　祐子
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
うちだ　ゆう

こ

429429 23-450023-4500 永持　尚子永持　尚子
（株）林商事　（株）林商事　
西武池袋本店7階　スタジオヘルス西武池袋本店7階　スタジオヘルス

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-274303-5949-2743
ながもち　ひ

さこ

430430 10-194510-1945 野田　善敬野田　善敬 （株）元吉医科器械　城北補聴器大山店（株）元吉医科器械　城北補聴器大山店 173-0023173-0023
板橋区大山町41-16 板橋区大山町41-16 
マウンパティ1Fマウンパティ1F

03-5966-033103-5966-0331
のだ　よしの

り

431431 11-201911-2019 野田　伸子野田　伸子 （株）元吉医科器械　城北補聴器大山店（株）元吉医科器械　城北補聴器大山店 173-0023173-0023
板橋区大山町41-16 板橋区大山町41-16 
マウンパティ1Fマウンパティ1F

03-5966-033103-5966-0331 のだ　のぶこ

432432 17-278717-2787 黒沢　弘志黒沢　弘志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器 上板橋店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器 上板橋店 174-0071174-0071 板橋区常盤台4-29-18板橋区常盤台4-29-18 03-6913-063003-6913-0630
くろさわ　ひ

ろし

433433 26-556426-5564 佐藤　良春佐藤　良春 眼鏡工房　たちばな眼鏡工房　たちばな 175-0092175-0092 板橋区赤塚2-14-21板橋区赤塚2-14-21 03-3938-823303-3938-8233
さとう　よし

はる

434434 22-437022-4370 金森　隆俊金森　隆俊
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　成増店リオネットセンター城北　成増店

175-0094175-0094 板橋区成増2-17-35板橋区成増2-17-35 03-6789-331103-6789-3311
かなもり　た

かとし

435435 27-576627-5766 高田　悠也高田　悠也
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　成増店リオネットセンター城北　成増店

175-0094175-0094 板橋区成増2-17-35板橋区成増2-17-35 03-6789-331103-6789-3311
たかだ　ゆう

や

436436 26-559626-5596 下境　秀一下境　秀一
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　練馬店リケン補聴器センター　練馬店

176-0001176-0001
練馬区練馬1-2-2 練馬区練馬1-2-2 
八百弘ビル1F八百弘ビル1F

03-6914-903103-6914-9031
しもさかい　

しゅういち

437437 26-537826-5378 望月　剛望月　剛 （株）アメディア（株）アメディア 176-0011176-0011
練馬区豊玉上1-15-6 練馬区豊玉上1-15-6 
第10秋山ビル1F第10秋山ビル1F

03-6915-859703-6915-8597
もちづき　つ

よし

438438 20-344220-3442 宮廣　忠男宮廣　忠男 （株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店（株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-29-4 練馬区豊玉北5-29-4 
井門ビル1F井門ビル1F

03-5984-033003-5984-0330
みやひろ　た

だお

439439 22-435822-4358 宮廣　亜希子宮廣　亜希子 （株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店（株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-29-4 練馬区豊玉北5-29-4 
井門ビル1F井門ビル1F

03-5984-033003-5984-0330
みやひろ　あ

きこ

440440 9-18089-1808 伊藤　雅博伊藤　雅博 ミミー補聴器　練馬店ミミー補聴器　練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-5-1 練馬区豊玉北5-5-1 
ファミール豊玉1Fファミール豊玉1F

03-5877-603303-5877-6033
いとう　まさ

ひろ

441441 8-17148-1714 堀　正治堀　正治
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
ほり　まさは

る

442442 16-259816-2598 堀　三幸堀　三幸
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 ほり　みゆき

443443 16-264916-2649 宇野　泰志宇野　泰志
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 うの　ひろし

444444 22-419022-4190 羽鳥　亜紀子羽鳥　亜紀子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
はとり　あき

こ

445445 25-517325-5173 石井　澄夫石井　澄夫
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　上石神井店パリミキ　上石神井店

177-0044177-0044 練馬区上石神井2-25-5練馬区上石神井2-25-5 03-5991-477003-5991-4770
いしい　すみ

お

446446 23-450523-4505 山下　晃弘山下　晃弘 （株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店（株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店 178-0063178-0063 練馬区東大泉2-1-26練馬区東大泉2-1-26 03-5947-410303-5947-4103
やました　あ

きひろ

447447 23-449723-4497 椎名　悦男椎名　悦男 （株）和真　和真メガネ　大泉店（株）和真　和真メガネ　大泉店 178-0063178-0063
練馬区東大泉2-10-11 練馬区東大泉2-10-11 
リヴィン・オズ大泉店4Fリヴィン・オズ大泉店4F

03-3925-326003-3925-3260
しいな　えつ

お

448448 14-241314-2413 白鳥　聰子白鳥　聰子 ミミー補聴器（株）　大泉学園店ミミー補聴器（株）　大泉学園店 178-0063178-0063
練馬区東大泉4-26-6 練馬区東大泉4-26-6 
加藤マンション1F加藤マンション1F

03-6339-433603-6339-4336
しらとり　さ

とこ

449449 23-443923-4439 山田　圭山田　圭 （株）和真　和真メガネ　光が丘店（株）和真　和真メガネ　光が丘店 179-0072179-0072
練馬区光が丘5-1-1 練馬区光が丘5-1-1 
リヴィン光が丘5Fリヴィン光が丘5F

03-3976-923303-3976-9233 やまだ　けい

450450 14-241614-2416 山田　哲也山田　哲也
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
やまだ　てつ

や

451451 27-575427-5754 中西　紗保理中西　紗保理
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
なかにし　さ

おり

452452 29-657329-6573 小板橋　花織小板橋　花織
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
こいたばし　

かおり

453453 24-488524-4885 山田　和茂山田　和茂 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
やまだ　かず

しげ

454454 27-573027-5730 大川　琢也大川　琢也 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
おおかわ　た

くや

455455 28-602828-6028 赤星　利佳赤星　利佳 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
あかぼし　り

か

456456 28-609328-6093 北川　秀樹北川　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
きたがわ　ひ

でき

457457 29-639329-6393 瀧戸　楓瀧戸　楓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
たきど　かえ

で

458458 12-222212-2222 立松　弘至立松　弘至 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
たてまつ　ひ

ろし

東京都東京都
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

459459 26-550026-5500 柿原　悠也柿原　悠也 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
かきはら　ゆ

うや

460460 26-559926-5599 石澤　智之石澤　智之 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
こくざわ　と

もゆき

461461 27-589727-5897 野元　麻由野元　麻由 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631 のもと　まゆ

462462 29-638229-6382 佐野　翔平佐野　翔平 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
さの　しょう

へい

463463 29-641329-6413 末次　優子末次　優子 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
すえつぐ　ゆ

うこ

464464 19-325319-3253 齋藤　泰洋齋藤　泰洋
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
さいとう　や

すひろ

465465 22-410322-4103 大島　晴美大島　晴美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
おおしま　は

るみ

466466 23-468323-4683 野原　勝野原　勝
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
のはら　まさ

る

467467 27-577727-5777 羽島　佑軌羽島　佑軌
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
はしま　ゆう

き

468468 29-633129-6331 磯見　由佳磯見　由佳 （株）富士メガネ　武蔵境店（株）富士メガネ　武蔵境店 180-0023180-0023
武蔵野市境南町2-2-20 武蔵野市境南町2-2-20 
イトーヨーカドー武蔵境店東館4階イトーヨーカドー武蔵境店東館4階

0422-34-61560422-34-6156 いそみ　ゆか

469469 26-554126-5541 小島　章英小島　章英
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　武蔵野店リケン補聴器センター　武蔵野店

180-0023180-0023
武蔵野市境南町2-10-25 武蔵野市境南町2-10-25 
武蔵境マンション102武蔵境マンション102

0422-30-82160422-30-8216
こじま　あき

ひで

470470 15-254015-2540 八重樫　繁八重樫　繁 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
やえがし　し

げる

471471 21-374721-3747 上原　史子上原　史子 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
うえはら　ふ

みこ

472472 22-431922-4319 石飛　怜毅石飛　怜毅 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
いしとび　れ

いき

473473 20-354220-3542 濵地　智昭濵地　智昭 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店 182-0002182-0002
調布市仙川町1-25-4 調布市仙川町1-25-4 
シティハウス仙川1Fシティハウス仙川1F

03-5315-715003-5315-7150
はまち　とも

あき

474474 29-649229-6492 鳥羽　あかね鳥羽　あかね ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店 182-0002182-0002
調布市仙川町1-25-4 調布市仙川町1-25-4 
シティハウス仙川1Fシティハウス仙川1F

03-5315-715003-5315-7150 とば　あかね

475475 10-184910-1849 佐野　和弘佐野　和弘 ウインク佐野ウインク佐野 182-0022182-0022
調布市国領町2-5-15 調布市国領町2-5-15 
コクティ1Fコクティ1F

042-482-7522042-482-7522
さの　かずひ

ろ

476476 15-255215-2552 坂本　薫坂本　薫 （有）アルプス補聴器（有）アルプス補聴器 182-0024182-0024
調布市布田2-17-2 調布市布田2-17-2 
アークシティアレックス1Fアークシティアレックス1F

042-487-0901042-487-0901
さかもと　か

おる

477477 21-378621-3786 坂本　常江坂本　常江 （有）アルプス補聴器（有）アルプス補聴器 182-0024182-0024
調布市布田2-17-2 調布市布田2-17-2 
アークシティアレックス1Fアークシティアレックス1F

042-487-0901042-487-0901
さかもと　つ

ねえ

478478 15-244915-2449 田川　英之田川　英之 東日本リオン（株）　リオネットセンター調布店東日本リオン（株）　リオネットセンター調布店 182-0024182-0024
調布市布田1-43-2 調布市布田1-43-2 
グレースメゾン谷中S棟103グレースメゾン谷中S棟103

042-499-3340042-499-3340
たがわ　ひで

ゆき

479479 24-493224-4932 谷原　利和谷原　利和 （株）和光　和光メガネ（株）和光　和光メガネ 183-0023183-0023
府中市宮町1-100 府中市宮町1-100 
ル・シーニュ2Fル・シーニュ2F

042-368-2230042-368-2230
たにはら　と

しかず

480480 7-15547-1554 安斎　時弘安斎　時弘
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511
あんざい　と

きひろ

481481 10-189810-1898 久保　泰久保　泰
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511 くぼ　やすし

482482 11-200511-2005 蓮見　隆蓮見　隆
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511
はすみ　たか

し

483483 27-580927-5809 安田　裕雅安田　裕雅 （有）しえん　うさぎヒアリングセンター（有）しえん　うさぎヒアリングセンター 184-0003184-0003
小金井市緑町1-6-53 小金井市緑町1-6-53 
うさぎビルうさぎビル

042-386-3354042-386-3354
やすだ　ひろ

まさ

484484 21-369121-3691 鶴田　広幸鶴田　広幸 （株）小金井補聴器（株）小金井補聴器 184-0004184-0004
小金井市本町1-18-5 小金井市本町1-18-5 
村松ビル小金井3F村松ビル小金井3F

042-316-4347042-316-4347
つるた　ひろ

ゆき

485485 28-611428-6114 三浦　海音三浦　海音
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム武蔵小金井店ブルーム武蔵小金井店

184-0004184-0004
小金井市本町2-20-3 小金井市本町2-20-3 
小金井Mビル1F小金井Mビル1F

042-401-2309042-401-2309 みうら　みお

486486 29-630629-6306 下田　美保下田　美保
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム武蔵小金井店ブルーム武蔵小金井店

184-0004184-0004
小金井市本町2-20-3 小金井市本町2-20-3 
小金井Mビル1F小金井Mビル1F

042-401-2309042-401-2309 しもだ　みほ

487487 12-225012-2250 小谷　智紀小谷　智紀
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522
こたに　とも

のり

488488 19-319419-3194 松本　良蔵松本　良蔵
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522
まつもと　

りょうぞう

489489 21-386321-3863 井出　冬木井出　冬木
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522 いで　ふゆき

490490 27-566627-5666 小出　和法小出　和法
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522
こいで　かず

のり

491491 11-212511-2125 高田　浩高田　浩 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
たかだ　ひろ

し

492492 16-267816-2678 松井　和也松井　和也 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
まつい　かず

や

493493 20-353120-3531 久々江　隆行久々江　隆行 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
くぐえ　たか

ゆき

494494 26-551326-5513 尾澤　俊明尾澤　俊明 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
おざわ　とし

あき

495495 16-258716-2587 津田　直紀津田　直紀 リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7833042-359-7833 つだ　なおき

496496 20-330520-3305 細野　枝美細野　枝美 リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7833042-359-7833 ほその　えみ

497497 28-609128-6091 弥永　さえ弥永　さえ リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7833042-359-7833 やなが　さえ

498498 2-11112-1111 箭原　章雄箭原　章雄 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
やはら　あき

お
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499499 8-16758-1675 大友　晋一大友　晋一 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
おおとも　し

んいち

500500 11-218411-2184 長谷部　剛長谷部　剛 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
はせべ　たけ

し

501501 16-265516-2655 奥田　博昭奥田　博昭 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
おくだ　ひろ

あき

502502 19-324319-3243 吉岡　淳吉岡　淳 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
よしおか　

じゅん

503503 19-324519-3245 石川　智浩石川　智浩 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いしかわ　と

もひろ

504504 19-326819-3268 熊沢　義徳熊沢　義徳 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
くまさわ　よ

しのり

505505 20-350120-3501 水埀　稔亘水埀　稔亘 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
みずたる　と

しのぶ

506506 20-356020-3560 白石　二人白石　二人 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
しらいし　つ

ぎひと

507507 21-396121-3961 植田　真澄植田　真澄 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
うえた　ます

み

508508 21-397921-3979 木村　直広木村　直広 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
きむら　なお

ひろ

509509 21-404721-4047 三上　敦史三上　敦史 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
みかみ　あつ

し

510510 21-404921-4049 原田　耕太原田　耕太 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
はらだ　こう

た

511511 21-408921-4089 磯辺　雄大磯辺　雄大 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いそべ　ゆう

だい

512512 26-532726-5327 石川　聡一郎石川　聡一郎 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いしかわ　そ

ういちろう

513513 28-606128-6061 井上　諒也井上　諒也 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いのうえ　

りょうや

514514 23-469323-4693 玉川　雄一玉川　雄一 アイジャパン（株）　アイメガネ　小平小川町店アイジャパン（株）　アイメガネ　小平小川町店 187-0032187-0032 小平市小川町2-1328小平市小川町2-1328 042-347-6877042-347-6877
たまがわ　ゆ

ういち

515515 11-200711-2007 齋藤　勝齋藤　勝 （株）東京メガネ　リヴィン田無店（株）東京メガネ　リヴィン田無店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
リヴィン田無店4階リヴィン田無店4階

042-466-1498042-466-1498
さいとう　ま

さる

516516 19-317519-3175 北岡　和恵北岡　和恵 （株）東京メガネ　リヴィン田無店（株）東京メガネ　リヴィン田無店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
リヴィン田無店4階リヴィン田無店4階

042-466-1498042-466-1498
きたおか　か

ずえ

517517 20-355920-3559 渋谷　俊彦渋谷　俊彦 （株）東京メガネ　リヴィン田無店（株）東京メガネ　リヴィン田無店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
リヴィン田無店4階リヴィン田無店4階

042-466-1498042-466-1498
しぶや　とし

ひこ

518518 24-486024-4860 田原　瑞樹田原　瑞樹 愛眼（株）　メガネの愛眼　アスタ田無駅前店愛眼（株）　メガネの愛眼　アスタ田無駅前店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
アスタ1Fアスタ1F

042-460-2255042-460-2255
たはら　みず

き

519519 19-325419-3254 皆川　卓哉皆川　卓哉 補聴器専門店　きりん堂補聴器専門店　きりん堂 188-0011188-0011
西東京市田無町4-16-5  西東京市田無町4-16-5  
モンテローザ田無1Fモンテローザ田無1F

042-451-8288042-451-8288
みながわ　た

くや

520520 7-15607-1560 榊原　博文榊原　博文
（株）サンタイム　（株）サンタイム　
久米川補聴器専門店サンタイム久米川補聴器専門店サンタイム

189-0013189-0013 東村山市栄町2-21-3東村山市栄町2-21-3 042-395-2297042-395-2297
さかきばら　

ひろふみ

521521 29-650129-6501 千代　忠義千代　忠義
（株）サンタイム　（株）サンタイム　
久米川補聴器専門店サンタイム久米川補聴器専門店サンタイム

189-0013189-0013 東村山市栄町2-21-3東村山市栄町2-21-3 042-395-2297042-395-2297
せんだい　た

だよし

522522 21-364621-3646 飯嶋　裕二飯嶋　裕二 オンワ（株）　リオネットセンター東村山店オンワ（株）　リオネットセンター東村山店 189-0013189-0013
東村山市栄町2-19-3 東村山市栄町2-19-3 
森田ビル103森田ビル103

042-306-2202042-306-2202
いいじま　ゆ

うじ

523523 25-511825-5118 房宗　慶房宗　慶 立川補聴器センター立川補聴器センター 190-0011190-0011
立川市高松町3-21-4 立川市高松町3-21-4 
アストル1Fアストル1F

042-527-8555042-527-8555
ふさむね　け

い

524524 6-15006-1500 東原　一之東原　一之
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
とうはら　か

ずゆき

525525 21-395921-3959 木部　隆太郎木部　隆太郎
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
きべ　りゅう

たろう

526526 22-426822-4268 中田　裕久中田　裕久
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
なかた　ひろ

ひさ

527527 22-427022-4270 松永　隆裕松永　隆裕
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
まつなが　た

かひろ

528528 27-575327-5753 齋藤　裕子齋藤　裕子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
さいとう　ひ

ろこ

529529 29-632929-6329 板井　淳板井　淳
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
いたい　あつ

し

530530 20-335120-3351 永井　鎭夫永井　鎭夫 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
ながい　しず

お

531531 21-394721-3947 山野　恵里山野　恵里 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741 やまの　えり

532532 29-637529-6375 藤田　好子藤田　好子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
ふじた　よし

こ

533533 29-644629-6446 上條　智子上條　智子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
かみじょう　

ともこ

534534 11-195911-1959 斎藤　勝吉斎藤　勝吉 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
さいとう　か

つよし

535535 23-461723-4617 廣瀬　貴男廣瀬　貴男 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
ひろせ　たか

お

536536 24-499824-4998 緋田　健志緋田　健志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
あけだ　たけ

し

537537 20-356720-3567 小川　雅巨小川　雅巨
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
おがわ　まさ

お

538538 25-526025-5260 萩原　優果萩原　優果
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
はぎわら　ゆ

うか
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539539 27-586327-5863 佐々木　信子佐々木　信子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
ささき　のぶ

こ

540540 27-590127-5901 佐山　陽美佐山　陽美 （株）金鳳堂　立川髙島屋店（株）金鳳堂　立川髙島屋店 190-8507190-8507
立川市曙町2-39-3 立川市曙町2-39-3 
立川髙島屋S.C.1階立川髙島屋S.C.1階

042-529-6051042-529-6051
さやま　はる

み

541541 11-208311-2083 村田　明村田　明 （株）イワキ　八王子店（株）イワキ　八王子店 192-0082192-0082
八王子市東町9-8  八王子市東町9-8  
八王子東町センタービル1F八王子東町センタービル1F

042-646-2951042-646-2951
むらた　あき

ら

542542 27-566527-5665 山﨑　修治山﨑　修治 （株）和真　八王子店（株）和真　八王子店 192-0082192-0082 八王子市東町11-1八王子市東町11-1 042-644-5481042-644-5481
やまざき　

しゅうじ

543543 29-638729-6387 松森　仁司松森　仁司 （株）和真　八王子店（株）和真　八王子店 192-0082192-0082 八王子市東町11-1八王子市東町11-1 042-644-5481042-644-5481
まつもり　ひ

とし

544544 19-324019-3240 大矢　基史大矢　基史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八王子店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八王子店 192-0082192-0082
八王子市東町1-11 八王子市東町1-11 
クイーンズビル2　1階クイーンズビル2　1階

042-649-1493042-649-1493
おおや　もと

し

545545 27-575227-5752 飯作　未華飯作　未華 （株）オグラ　八王子店（株）オグラ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町12-7 八王子市旭町12-7 
KDX八王子ビル1FKDX八王子ビル1F

042-646-5515042-646-5515
いいさく　み

か

546546 11-204711-2047 柿島　良柿島　良 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
かきしま　

りょう

547547 16-267616-2676 竹山　朗竹山　朗 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
たけやま　あ

きら

548548 21-375921-3759 山口　輝彦山口　輝彦 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
やまぐち　て

るひこ

549549 16-258816-2588 五味　智香子五味　智香子
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380 ごみ　ちかこ

550550 17-274317-2743 竹村　由紀子竹村　由紀子
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380
たけむら　ゆ

きこ

551551 20-361620-3616 佐藤　紀美香佐藤　紀美香
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380
さとう　きみ

か

552552 11-200411-2004 綿貫　幸子綿貫　幸子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店 192-0904192-0904 八王子市子安町4-15-19八王子市子安町4-15-19 042-627-0201042-627-0201
わたぬき　さ

ちこ

553553 28-612928-6129 杉田　雄作杉田　雄作 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店 192-0904192-0904 八王子市子安町4-15-19八王子市子安町4-15-19 042-627-0201042-627-0201
すぎた　ゆう

さく

554554 21-386121-3861 大室　克弘大室　克弘 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
おおむろ　か

つひろ

555555 21-408221-4082 不破　大介不破　大介 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
ふわ　だいす

け

556556 22-430422-4304 佐藤　高志佐藤　高志 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
さとう　たか

し

557557 23-467123-4671 野口　雅史野口　雅史 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
のぐち　まさ

し

558558 25-517925-5179 大村　尊則大村　尊則 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
おおむら　た

かのり

559559 29-654529-6545 佐藤　北斗佐藤　北斗 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
さとう　ほく

と

560560 23-443323-4433 立入　俊輔立入　俊輔 （株）和真　和真メガネ　イーアス高尾店（株）和真　和真メガネ　イーアス高尾店 193-0834193-0834
八王子市東浅川町550-1 八王子市東浅川町550-1 
イーアス高尾1Fイーアス高尾1F

042-673-5744042-673-5744
たちいり　

しゅんすけ

561561 29-631829-6318 渡部　一成渡部　一成 愛眼（株）　メガネの愛眼 八王子店愛眼（株）　メガネの愛眼 八王子店 193-0941193-0941
八王子市狭間町1462-1  八王子市狭間町1462-1  
イトーヨーカドー八王子店3Fイトーヨーカドー八王子店3F

042-669-0951042-669-0951
わたべ　かず

なり

562562 14-242514-2425 江間　広敏江間　広敏 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535
えま　ひろと

し

563563 22-437222-4372 伊東　昌展伊東　昌展 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535
いとう　まさ

のぶ

564564 24-490224-4902 野間　皇徳野間　皇徳 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535
のま　きみの

り

565565 26-542326-5423 山田　亜矢山田　亜矢 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535 やまだ　あや

566566 24-497124-4971 下西　陽二郎下西　陽二郎 ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-17-1 町田市原町田6-17-1 
藤ビル1F藤ビル1F

042-739-4133042-739-4133
しもにし　よ

うじろう

567567 27-565427-5654 羽田　知子羽田　知子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-17-1 町田市原町田6-17-1 
藤ビル1F藤ビル1F

042-739-4133042-739-4133
はねだ　とも

こ

568568 28-619028-6190 堀内　遥堀内　遥 ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-17-1 町田市原町田6-17-1 
藤ビル1F藤ビル1F

042-739-4133042-739-4133
ほりうち　は

るか

569569 11-207111-2071 西村　邦夫西村　邦夫 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
にしむら　く

にお

570570 24-483024-4830 須藤　和也須藤　和也 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
すとう　かず

や

571571 26-540426-5404 髙橋　佳子髙橋　佳子 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
たかはし　け

いこ

572572 29-637329-6373 廣川　亮廣川　亮 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
ひろかわ　

りょう

573573 29-652929-6529 神戸　優兵神戸　優兵 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
かんべ　ゆう

へい

574574 10-194810-1948 宮永　勉宮永　勉
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　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133
みやなが　つ

とむ

575575 18-305618-3056 瀬戸　一也瀬戸　一也
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　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133 せと　かずや

576576 22-438622-4386 黒崎　伸黒崎　伸
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　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133
くろさき　し

ん

577577 23-467023-4670 只木　深雪只木　深雪
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　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133
ただき　みゆ

き

578578 25-524125-5241 坂本　智美坂本　智美 （株）イワキ　町田店（株）イワキ　町田店 194-0022194-0022 町田市森野1-23-1町田市森野1-23-1 042-728-8861042-728-8861
さかもと　と

もみ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

東京都東京都
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

579579 29-648929-6489 藤原　とも藤原　とも （株）イワキ　町田店（株）イワキ　町田店 194-0022194-0022 町田市森野1-23-1町田市森野1-23-1 042-728-8861042-728-8861
ふじわら　と

も

580580 28-607028-6070 高橋　裕也高橋　裕也 （株）和真　和真メガネ　町田店（株）和真　和真メガネ　町田店 194-0022194-0022
町田市森野1-14-17 町田市森野1-14-17 
西友町田店4F西友町田店4F

042-726-8701042-726-8701
たかはし　ゆ

うや

581581 3-12353-1235 神山　重晴神山　重晴
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
かみやま　し

げはる

582582 21-387921-3879 駒田　真吾駒田　真吾
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
こまだ　しん

ご

583583 28-625928-6259 鈴木　祥子鈴木　祥子
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
すずき　さち

こ

584584 28-604928-6049 菅谷　徹菅谷　徹 アイジャパン（株）　アイメガネ　町田木曽店アイジャパン（株）　アイメガネ　町田木曽店 194-0036194-0036 町田市木曽東3-8-1町田市木曽東3-8-1 042-724-0201042-724-0201
すがや　とお

る

585585 22-413322-4133 北村　美恵子北村　美恵子 池田補聴器（株）　昭島店池田補聴器（株）　昭島店 196-0015196-0015
昭島市昭和町2-3-3 昭島市昭和町2-3-3 
MSビル1FMSビル1F

042-541-2476042-541-2476
きたむら　み

えこ

586586 16-258316-2583 森　和子森　和子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店 197-0022197-0022 福生市本町97福生市本町97 042-530-2601042-530-2601 もり　かずこ

587587 26-543726-5437 土屋　和彦土屋　和彦 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店 197-0022197-0022 福生市本町97福生市本町97 042-530-2601042-530-2601
つちや　かず

ひこ

588588 27-585527-5855 吉岡　久美子吉岡　久美子 （株）日本トリカ　福生補聴器センター（株）日本トリカ　福生補聴器センター 197-0024197-0024 福生市牛浜92-1福生市牛浜92-1 042-539-1103042-539-1103
よしおか　く

みこ

589589 28-625128-6251 吉野　慶太吉野　慶太 （有）夢翔　ファミリーメガネ（有）夢翔　ファミリーメガネ 198-0024198-0024 青梅市新町9-4-2青梅市新町9-4-2 0428-33-11920428-33-1192
よしの　けい

た

590590 20-341020-3410 中嶋　健史中嶋　健史
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンターひばりが丘店リオネットセンターひばりが丘店

202-0001202-0001
西東京市ひばりが丘1-1-1 西東京市ひばりが丘1-1-1 
パルコひばりが丘1F南側パルコひばりが丘1F南側

042-439-3373042-439-3373
なかしま　た

けふみ

591591 21-391421-3914 山際　大輔山際　大輔 （株）和真　和真メガネ　ひばりヶ丘店（株）和真　和真メガネ　ひばりヶ丘店 202-0005202-0005
西東京市住吉町3-9-8 西東京市住吉町3-9-8 
西友ひばりヶ丘店3階西友ひばりヶ丘店3階

042-422-7333042-422-7333
やまぎわ　だ

いすけ

592592 28-613028-6130 内田　賢司内田　賢司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝山通り店パリミキ　滝山通り店

203-0044203-0044 東久留米市柳窪1-10-34東久留米市柳窪1-10-34 042-472-2861042-472-2861
うちだ　けん

じ

593593 29-646429-6464 松永　泰作松永　泰作
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝山通り店パリミキ　滝山通り店

203-0044203-0044 東久留米市柳窪1-10-34東久留米市柳窪1-10-34 042-472-2861042-472-2861
まつなが　た

いさく

594594 26-552926-5529 竹田　正典竹田　正典 （株）和真　和真メガネ　東久留米店（株）和真　和真メガネ　東久留米店 203-0053203-0053
東久留米市本町3-8-1 東久留米市本町3-8-1 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

042-471-2581042-471-2581
たけだ　まさ

のり

595595 11-212211-2122 川辺　吉彰川辺　吉彰 清瀬きこえの相談室　補聴器専門店かわべ清瀬きこえの相談室　補聴器専門店かわべ 204-0022204-0022
清瀬市松山1-25-1 清瀬市松山1-25-1 
アイランドパレス1Fアイランドパレス1F

042-497-3370042-497-3370
かわべ　よし

あき

596596 29-644729-6447 加畑　有紀子加畑　有紀子
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　聖蹟桜ヶ丘店リケン補聴器センター　聖蹟桜ヶ丘店

206-0011206-0011
多摩市関戸1-1-5  多摩市関戸1-1-5  
ザ・スクエア2Fザ・スクエア2F

042-319-6472042-319-6472
かばた　ゆき

こ

597597 28-605628-6056 渡邉　恭子渡邉　恭子 愛眼（株）　メガネの愛眼　聖蹟桜ヶ丘 OPA 店愛眼（株）　メガネの愛眼　聖蹟桜ヶ丘 OPA 店 206-0011206-0011
多摩市関戸4-22 多摩市関戸4-22 
聖蹟桜ヶ丘OPA2F聖蹟桜ヶ丘OPA2F

042-376-3582042-376-3582
わたなべ　

きょうこ

598598 14-243514-2435 市村　順子市村　順子
医療法人翔和仁誠会　医療法人翔和仁誠会　
東京みみ・はな・のどサージクリニック東京みみ・はな・のどサージクリニック

206-0011206-0011 多摩市関戸2-66-1多摩市関戸2-66-1 042-371-3387042-371-3387
いちむら　

じゅんこ

599599 21-382221-3822 三浦　卓也三浦　卓也
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモールむさし村山店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモールむさし村山店

208-0022208-0022
武蔵村山市榎1-3 武蔵村山市榎1-3 
イオンモールむさし村山3Fイオンモールむさし村山3F

042-563-0931042-563-0931
みうら　たく

や

600600 2-10812-1081 原田　朋栄原田　朋栄
はらだ　とも

え

601601 6-14996-1499 小林　勝小林　勝
こばやし　ま

さる

602602 21-384221-3842 秋葉　泰徳秋葉　泰徳
あきは　やす

のり

603603 26-532626-5326 中村　利光中村　利光
なかむら　と

しみつ

604604 27-596327-5963 瀬戸　美由紀瀬戸　美由紀 せと　みゆき

神奈川県神奈川県
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 14-240714-2407 片桐　宏文片桐　宏文 補聴器専門店　耳の友補聴器専門店　耳の友 210-0005210-0005
川崎市川崎区東田町11-1 川崎市川崎区東田町11-1 
エンゼル川崎グランディア1Fエンゼル川崎グランディア1F

044-244-9770044-244-9770
かたぎり　ひ

ろふみ

22 21-365221-3652 小畠　賢太小畠　賢太 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川崎店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川崎店 210-0006210-0006
川崎市川崎区砂子1-10-2 川崎市川崎区砂子1-10-2 
ソシオ砂子101ソシオ砂子101

044-280-8933044-280-8933
こばたけ　け

んた

33 19-319319-3193 長谷川　真弓長谷川　真弓
（株）BALLSEY　（株）BALLSEY　
ヒヤリングセンター神奈川　川崎本店ヒヤリングセンター神奈川　川崎本店

210-0007210-0007
川崎市川崎区駅前本町5-3 川崎市川崎区駅前本町5-3 
KOWA川崎駅前ビル4FKOWA川崎駅前ビル4F

044-222-9354044-222-9354
はせがわ　ま

ゆみ

44 22-421222-4212 長崎　友則長崎　友則 マキチエ（株）　川崎営業所マキチエ（株）　川崎営業所 210-0007210-0007
川崎市川崎区駅前本町18-2-602 川崎市川崎区駅前本町18-2-602 
金子ダイヤモンドビル6階金子ダイヤモンドビル6階

044-244-5955044-244-5955
ながさき　と

ものり

55 29-647429-6474 佐藤　郁実佐藤　郁実 マキチエ（株）　川崎営業所マキチエ（株）　川崎営業所 210-0007210-0007
川崎市川崎区駅前本町18-2-602 川崎市川崎区駅前本町18-2-602 
金子ダイヤモンドビル6階金子ダイヤモンドビル6階

044-244-5955044-244-5955
さとう　いく

み

66 29-641929-6419 粟野　浩司粟野　浩司
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）　
川崎倉庫店川崎倉庫店

210-0832210-0832 川崎市川崎区池上新町3-1-4川崎市川崎区池上新町3-1-4 044-270-1214044-270-1214
あわの　こう

じ

77 26-540726-5407 坂　芳絵坂　芳絵 コストコホールセールジャパン（株）　本社コストコホールセールジャパン（株）　本社 210-0832210-0832
川崎市川崎区池上新町3-1-4 川崎市川崎区池上新町3-1-4 
コストコホールセールジャパン・本社 5Fコストコホールセールジャパン・本社 5F

044-281-2600044-281-2600 さか　よしえ

88 29-648029-6480 窪島　智窪島　智 三喜（株）　さいか屋川崎店　補聴器サロン三喜（株）　さいか屋川崎店　補聴器サロン 210-8586210-8586
川崎市川崎区日進町1 川崎市川崎区日進町1 
川崎日航ホテルビル3F川崎日航ホテルビル3F

044-211-3984044-211-3984
くぼしま　と

も

99 23-467623-4676 中里　剛史中里　剛史
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
川崎リオン補聴器センター川崎リオン補聴器センター

211-0002211-0002 川崎市中原区上丸子山王町1-874-5川崎市中原区上丸子山王町1-874-5 044-434-8591044-434-8591
なかざと　ひ

ろし

1010 27-585127-5851 大坂　綾香大坂　綾香 （有）メガネのオーサカ（有）メガネのオーサカ 211-0063211-0063
川崎市中原区小杉町3-600 川崎市中原区小杉町3-600 
コスギサードアヴェニュー1Fコスギサードアヴェニュー1F

044-722-4262044-722-4262
おおさか　あ

やか

1111 17-282417-2824 山下　浩二山下　浩二
デマント・ジャパン（株）　デマント・ジャパン（株）　
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
やました　こ

うじ

1212 20-356820-3568 吉光　祐揮吉光　祐揮
デマント・ジャパン（株）　デマント・ジャパン（株）　
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
よしみつ　ゆ

うき



※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。

東京都東京都
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

579579 29-648929-6489 藤原　とも藤原　とも （株）イワキ　町田店（株）イワキ　町田店 194-0022194-0022 町田市森野1-23-1町田市森野1-23-1 042-728-8861042-728-8861
ふじわら　と

も

580580 28-607028-6070 高橋　裕也高橋　裕也 （株）和真　和真メガネ　町田店（株）和真　和真メガネ　町田店 194-0022194-0022
町田市森野1-14-17 町田市森野1-14-17 
西友町田店4F西友町田店4F

042-726-8701042-726-8701
たかはし　ゆ

うや

581581 3-12353-1235 神山　重晴神山　重晴
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
かみやま　し

げはる

582582 21-387921-3879 駒田　真吾駒田　真吾
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
こまだ　しん

ご

583583 28-625928-6259 鈴木　祥子鈴木　祥子
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
すずき　さち

こ

584584 28-604928-6049 菅谷　徹菅谷　徹 アイジャパン（株）　アイメガネ　町田木曽店アイジャパン（株）　アイメガネ　町田木曽店 194-0036194-0036 町田市木曽東3-8-1町田市木曽東3-8-1 042-724-0201042-724-0201
すがや　とお

る

585585 22-413322-4133 北村　美恵子北村　美恵子 池田補聴器（株）　昭島店池田補聴器（株）　昭島店 196-0015196-0015
昭島市昭和町2-3-3 昭島市昭和町2-3-3 
MSビル1FMSビル1F

042-541-2476042-541-2476
きたむら　み

えこ

586586 16-258316-2583 森　和子森　和子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店 197-0022197-0022 福生市本町97福生市本町97 042-530-2601042-530-2601 もり　かずこ

587587 26-543726-5437 土屋　和彦土屋　和彦 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店 197-0022197-0022 福生市本町97福生市本町97 042-530-2601042-530-2601
つちや　かず

ひこ

588588 27-585527-5855 吉岡　久美子吉岡　久美子 （株）日本トリカ　福生補聴器センター（株）日本トリカ　福生補聴器センター 197-0024197-0024 福生市牛浜92-1福生市牛浜92-1 042-539-1103042-539-1103
よしおか　く

みこ

589589 28-625128-6251 吉野　慶太吉野　慶太 （有）夢翔　ファミリーメガネ（有）夢翔　ファミリーメガネ 198-0024198-0024 青梅市新町9-4-2青梅市新町9-4-2 0428-33-11920428-33-1192
よしの　けい

た

590590 20-341020-3410 中嶋　健史中嶋　健史
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンターひばりが丘店リオネットセンターひばりが丘店

202-0001202-0001
西東京市ひばりが丘1-1-1 西東京市ひばりが丘1-1-1 
パルコひばりが丘1F南側パルコひばりが丘1F南側

042-439-3373042-439-3373
なかしま　た

けふみ

591591 21-391421-3914 山際　大輔山際　大輔 （株）和真　和真メガネ　ひばりヶ丘店（株）和真　和真メガネ　ひばりヶ丘店 202-0005202-0005
西東京市住吉町3-9-8 西東京市住吉町3-9-8 
西友ひばりヶ丘店3階西友ひばりヶ丘店3階

042-422-7333042-422-7333
やまぎわ　だ

いすけ

592592 28-613028-6130 内田　賢司内田　賢司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝山通り店パリミキ　滝山通り店

203-0044203-0044 東久留米市柳窪1-10-34東久留米市柳窪1-10-34 042-472-2861042-472-2861
うちだ　けん

じ

593593 29-646429-6464 松永　泰作松永　泰作
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝山通り店パリミキ　滝山通り店

203-0044203-0044 東久留米市柳窪1-10-34東久留米市柳窪1-10-34 042-472-2861042-472-2861
まつなが　た

いさく

594594 26-552926-5529 竹田　正典竹田　正典 （株）和真　和真メガネ　東久留米店（株）和真　和真メガネ　東久留米店 203-0053203-0053
東久留米市本町3-8-1 東久留米市本町3-8-1 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

042-471-2581042-471-2581
たけだ　まさ

のり

595595 11-212211-2122 川辺　吉彰川辺　吉彰 清瀬きこえの相談室　補聴器専門店かわべ清瀬きこえの相談室　補聴器専門店かわべ 204-0022204-0022
清瀬市松山1-25-1 清瀬市松山1-25-1 
アイランドパレス1Fアイランドパレス1F

042-497-3370042-497-3370
かわべ　よし

あき

596596 29-644729-6447 加畑　有紀子加畑　有紀子
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　聖蹟桜ヶ丘店リケン補聴器センター　聖蹟桜ヶ丘店

206-0011206-0011
多摩市関戸1-1-5  多摩市関戸1-1-5  
ザ・スクエア2Fザ・スクエア2F

042-319-6472042-319-6472
かばた　ゆき

こ

597597 28-605628-6056 渡邉　恭子渡邉　恭子 愛眼（株）　メガネの愛眼　聖蹟桜ヶ丘 OPA 店愛眼（株）　メガネの愛眼　聖蹟桜ヶ丘 OPA 店 206-0011206-0011
多摩市関戸4-22 多摩市関戸4-22 
聖蹟桜ヶ丘OPA2F聖蹟桜ヶ丘OPA2F

042-376-3582042-376-3582
わたなべ　

きょうこ

598598 14-243514-2435 市村　順子市村　順子
医療法人翔和仁誠会　医療法人翔和仁誠会　
東京みみ・はな・のどサージクリニック東京みみ・はな・のどサージクリニック

206-0011206-0011 多摩市関戸2-66-1多摩市関戸2-66-1 042-371-3387042-371-3387
いちむら　

じゅんこ

599599 21-382221-3822 三浦　卓也三浦　卓也
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモールむさし村山店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモールむさし村山店

208-0022208-0022
武蔵村山市榎1-3 武蔵村山市榎1-3 
イオンモールむさし村山3Fイオンモールむさし村山3F

042-563-0931042-563-0931
みうら　たく

や

600600 2-10812-1081 原田　朋栄原田　朋栄
はらだ　とも

え

601601 6-14996-1499 小林　勝小林　勝
こばやし　ま

さる

602602 21-384221-3842 秋葉　泰徳秋葉　泰徳
あきは　やす

のり

603603 26-532626-5326 中村　利光中村　利光
なかむら　と

しみつ

604604 27-596327-5963 瀬戸　美由紀瀬戸　美由紀 せと　みゆき
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11 14-240714-2407 片桐　宏文片桐　宏文 補聴器専門店　耳の友補聴器専門店　耳の友 210-0005210-0005
川崎市川崎区東田町11-1 川崎市川崎区東田町11-1 
エンゼル川崎グランディア1Fエンゼル川崎グランディア1F

044-244-9770044-244-9770
かたぎり　ひ

ろふみ

22 21-365221-3652 小畠　賢太小畠　賢太 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川崎店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川崎店 210-0006210-0006
川崎市川崎区砂子1-10-2 川崎市川崎区砂子1-10-2 
ソシオ砂子101ソシオ砂子101

044-280-8933044-280-8933
こばたけ　け

んた

33 19-319319-3193 長谷川　真弓長谷川　真弓
（株）BALLSEY　（株）BALLSEY　
ヒヤリングセンター神奈川　川崎本店ヒヤリングセンター神奈川　川崎本店

210-0007210-0007
川崎市川崎区駅前本町5-3 川崎市川崎区駅前本町5-3 
KOWA川崎駅前ビル4FKOWA川崎駅前ビル4F

044-222-9354044-222-9354
はせがわ　ま

ゆみ

44 22-421222-4212 長崎　友則長崎　友則 マキチエ（株）　川崎営業所マキチエ（株）　川崎営業所 210-0007210-0007
川崎市川崎区駅前本町18-2-602 川崎市川崎区駅前本町18-2-602 
金子ダイヤモンドビル6階金子ダイヤモンドビル6階

044-244-5955044-244-5955
ながさき　と

ものり

55 29-647429-6474 佐藤　郁実佐藤　郁実 マキチエ（株）　川崎営業所マキチエ（株）　川崎営業所 210-0007210-0007
川崎市川崎区駅前本町18-2-602 川崎市川崎区駅前本町18-2-602 
金子ダイヤモンドビル6階金子ダイヤモンドビル6階

044-244-5955044-244-5955
さとう　いく

み

66 29-641929-6419 粟野　浩司粟野　浩司
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）　
川崎倉庫店川崎倉庫店

210-0832210-0832 川崎市川崎区池上新町3-1-4川崎市川崎区池上新町3-1-4 044-270-1214044-270-1214
あわの　こう

じ

77 26-540726-5407 坂　芳絵坂　芳絵 コストコホールセールジャパン（株）　本社コストコホールセールジャパン（株）　本社 210-0832210-0832
川崎市川崎区池上新町3-1-4 川崎市川崎区池上新町3-1-4 
コストコホールセールジャパン・本社 5Fコストコホールセールジャパン・本社 5F

044-281-2600044-281-2600 さか　よしえ

88 29-648029-6480 窪島　智窪島　智 三喜（株）　さいか屋川崎店　補聴器サロン三喜（株）　さいか屋川崎店　補聴器サロン 210-8586210-8586
川崎市川崎区日進町1 川崎市川崎区日進町1 
川崎日航ホテルビル3F川崎日航ホテルビル3F

044-211-3984044-211-3984
くぼしま　と

も

99 23-467623-4676 中里　剛史中里　剛史
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
川崎リオン補聴器センター川崎リオン補聴器センター

211-0002211-0002 川崎市中原区上丸子山王町1-874-5川崎市中原区上丸子山王町1-874-5 044-434-8591044-434-8591
なかざと　ひ

ろし

1010 27-585127-5851 大坂　綾香大坂　綾香 （有）メガネのオーサカ（有）メガネのオーサカ 211-0063211-0063
川崎市中原区小杉町3-600 川崎市中原区小杉町3-600 
コスギサードアヴェニュー1Fコスギサードアヴェニュー1F

044-722-4262044-722-4262
おおさか　あ

やか

1111 17-282417-2824 山下　浩二山下　浩二
デマント・ジャパン（株）　デマント・ジャパン（株）　
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
やました　こ

うじ

1212 20-356820-3568 吉光　祐揮吉光　祐揮
デマント・ジャパン（株）　デマント・ジャパン（株）　
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
よしみつ　ゆ

うき
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1313 22-432722-4327 関根　俊文関根　俊文
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
せきね　とし

ふみ

1414 22-435022-4350 佐々木　一泰佐々木　一泰
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
ささき　かず

ひろ

1515 22-436322-4363 嘉奈　純一嘉奈　純一
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
かな　じゅん

いち

1616 26-546326-5463 川田　夏希川田　夏希
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
かわだ　なつ

き

1717 28-625028-6250 小野　晃一小野　晃一
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
おの　こうい

ち

1818 29-645229-6452 門前　勇樹門前　勇樹
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器オーティコン補聴器

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
もんぜん　ゆ

うき

1919 11-196211-1962 三橋　恵美子三橋　恵美子
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
みつはし　え

みこ

2020 12-220012-2200 山田　浩史山田　浩史
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
やまだ　ひろ

し

2121 20-333620-3336 吉見　明吉見　明
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
よしみ　あき

ら

2222 20-341420-3414 島﨑　高彰島﨑　高彰
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
しまさき　た

かあき

2323 20-360620-3606 福田　順一福田　順一
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
ふくだ　じゅ

んいち

2424 21-395221-3952 小堺　慎也小堺　慎也
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
こざかい　し

んや

2525 21-396821-3968 武田　和浩武田　和浩
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
たけだ　かず

ひろ

2626 21-399321-3993 安達　健介安達　健介
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
あだち　けん

すけ

2727 21-399521-3995 高橋　礼美高橋　礼美
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
たかはし　れ

み

2828 22-416222-4162 丸田　幸平丸田　幸平
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
まるた　こう

へい

2929 22-429622-4296 能登　恭平能登　恭平
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
のと　きょう

へい

3030 23-444823-4448 橋本　正輝橋本　正輝
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
はしもと　ま

さてる

3131 25-515325-5153 増渕　真美増渕　真美
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
ますぶち　ま

み

3232 25-527525-5275 藤原　重義藤原　重義
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
ふじわら　の

ぶよし

3333 25-529625-5296 榮田　真衣榮田　真衣
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
さかえだ　ま

い

3434 26-538826-5388 高橋　大樹高橋　大樹
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
たかはし　ひ

ろき

3535 27-566327-5663 西山　正樹西山　正樹
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
にしやま　ま

さき

3636 27-570427-5704 鈴木　勇介鈴木　勇介
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
すずき　ゆう

すけ

3737 27-576027-5760 桐田　昌始桐田　昌始
デマント・ジャパン（株）デマント・ジャパン（株）
オーティコン補聴器　本社オーティコン補聴器　本社

212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-543-0615044-543-0615
きりた　まさ

し

3838 26-534726-5347 木本　芳則木本　芳則 バーナフォン（株）バーナフォン（株） 212-0013212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 川崎市幸区堀川町580番地 
ソリッドスクエア西館16階ソリッドスクエア西館16階

044-520-6101044-520-6101
きもと　よし

のり

3939 22-414222-4142 玉城　のぞみ玉城　のぞみ
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　マルイファミリー溝口店パリミキ　マルイファミリー溝口店

213-0001213-0001
川崎市高津区溝口1-4-4 川崎市高津区溝口1-4-4 
マルイファミリー溝口店9Fマルイファミリー溝口店9F

044-281-3777044-281-3777
たましろ　の

ぞみ

4040 21-365621-3656 相田　紘司相田　紘司
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
ひめの補聴器センター　川崎高津店ひめの補聴器センター　川崎高津店

213-0001213-0001
川崎市高津区溝口4-2-1 川崎市高津区溝口4-2-1 
SKD高津駅前ビル2　1FSKD高津駅前ビル2　1F

044-829-5006044-829-5006
あいだ　こう

じ

4141 25-519825-5198 山岸　正俊山岸　正俊 マキチエ（株）　溝口営業所マキチエ（株）　溝口営業所 213-0001213-0001
川崎市高津区溝口3-9-4 川崎市高津区溝口3-9-4 
津田メディカルビル1-C号室津田メディカルビル1-C号室

044-388-9355044-388-9355
やまぎし　ま

さとし

4242 27-590527-5905 板谷越　寛尚板谷越　寛尚 マキチエ（株）　溝口営業所マキチエ（株）　溝口営業所 213-0001213-0001
川崎市高津区溝口3-9-4 川崎市高津区溝口3-9-4 
津田メディカルビル1-C号室津田メディカルビル1-C号室

044-388-9355044-388-9355
いたやごし　

ひろひさ

4343 11-209011-2090 田辺　晶田辺　晶 エイド（株）　登戸営業所エイド（株）　登戸営業所 214-0014214-0014
川崎市多摩区登戸2578 川崎市多摩区登戸2578 
登戸ハイデンス1階登戸ハイデンス1階

044-932-4040044-932-4040
たなべ　あき

ら

4444 17-286517-2865 丸山　仁美丸山　仁美 補聴器専門店　スマート補聴器専門店　スマート 215-0011215-0011 川崎市麻生区百合丘1-19-14川崎市麻生区百合丘1-19-14 044-965-0413044-965-0413
まるやま　ひ

とみ

4545 27-581427-5814 笠井　貴久笠井　貴久 愛眼（株）　メガネの愛眼　新百合ヶ丘店愛眼（株）　メガネの愛眼　新百合ヶ丘店 215-0021215-0021
川崎市麻生区上麻生1-1-1 川崎市麻生区上麻生1-1-1 
新百合ヶ丘 OPA　2F新百合ヶ丘 OPA　2F

044-965-8253044-965-8253
かさい　たか

ひさ

4646 28-613228-6132 中松　啓次中松　啓次
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　川崎新百合ヶ丘店眼鏡市場　川崎新百合ヶ丘店

215-0023215-0023 川崎市麻生区片平1-6-10川崎市麻生区片平1-6-10 044-969-6008044-969-6008
なかまつ　け

いじ

4747 18-304018-3040 蛭田　浩章蛭田　浩章 （有）蛭田　ひるた眼鏡店（有）蛭田　ひるた眼鏡店 216-0004216-0004
川崎市宮前区鷺沼3-5-7 川崎市宮前区鷺沼3-5-7 
スクエアワン1Fスクエアワン1F

044-877-2740044-877-2740
ひるた　ひろ

あき

4848 9-18059-1805 大根田　尚江大根田　尚江 （株）ニューライフ　横浜天理ビル店（株）ニューライフ　横浜天理ビル店 220-0004220-0004
横浜市西区北幸1-4-1 横浜市西区北幸1-4-1 
天理ビル5F天理ビル5F

045-317-1133045-317-1133
おおねだ　ひ

さえ

4949 24-472524-4725 内匠　位江内匠　位江 パナソニック補聴器（株）　プラザ横浜パナソニック補聴器（株）　プラザ横浜 220-0004220-0004
横浜市西区北幸1-1-8 横浜市西区北幸1-1-8 
エキニア横浜ビル7Fエキニア横浜ビル7F

045-321-8111045-321-8111
たくみ　たか

え

5050 13-227313-2273 大家　清一大家　清一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜西口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜西口店 220-0004220-0004
横浜市西区北幸1-5-10 横浜市西区北幸1-5-10 
JPR横浜ビル5FJPR横浜ビル5F

045-319-1133045-319-1133
おおや　せい

いち

5151 20-336720-3367 前村　千春前村　千春 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜西口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜西口店 220-0004220-0004
横浜市西区北幸1-5-10 横浜市西区北幸1-5-10 
JPR横浜ビル5FJPR横浜ビル5F

045-319-1133045-319-1133
まえむら　ち

はる

5252 28-623628-6236 芦谷　由衣芦谷　由衣 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜西口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜西口店 220-0004220-0004
横浜市西区北幸1-5-10 横浜市西区北幸1-5-10 
JPR横浜ビル5FJPR横浜ビル5F

045-319-1133045-319-1133
あしたに　ゆ

い
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5353 4-13034-1303 新井　英希新井　英希 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
あらい　ひで

き

5454 6-14416-1441 新井　高志新井　高志 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
あらい　たか

し

5555 15-248915-2489 小倉　大元小倉　大元 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
おぐら　だい

げん

5656 27-565027-5650 大友　理恵子大友　理恵子 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
おおとも　り

えこ

5757 29-642029-6420 福澤　諒福澤　諒 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
ふくざわ　

りょう

5858 29-642629-6426 山本　康太山本　康太 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
やまもと　こ

うた

5959 24-482824-4828 新納　智大新納　智大 （株）BALLSEY　横浜プレミアムラウンジ（株）BALLSEY　横浜プレミアムラウンジ 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-18-1 横浜市西区高島2-18-1 
横浜新都市ビル9F横浜新都市ビル9F

045-534-6651045-534-6651
にいの　とも

ひろ

6060 26-559126-5591 山本　雅哉山本　雅哉
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　マルイシティ横浜店ヒヤリングストア　マルイシティ横浜店

220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-12 横浜市西区高島2-19-12 
マルイシティ横浜B1Fマルイシティ横浜B1F

050-3198-2878050-3198-2878
やまもと　ま

さや

6161 12-221812-2218 西岡　幸一西岡　幸一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
にしおか　こ

ういち

6262 12-224512-2245 勝又　和彦勝又　和彦 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
かつまた　か

ずひこ

6363 16-267216-2672 永津　昌紀永津　昌紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
ながつ　まさ

のり

6464 22-412222-4122 杉浦　由加杉浦　由加 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
すぎうら　ゆ

か

6565 29-644229-6442 大家　彩音大家　彩音 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
おおや　あや

ね

6666 17-283917-2839 吉田　克義吉田　克義 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
よしだ　かつ

よし

6767 18-299518-2995 長谷川　みゆき長谷川　みゆき マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
はせがわ　み

ゆき

6868 19-315519-3155 鈴木　康生鈴木　康生 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
すずき　やす

お

6969 19-315819-3158 寺田　大寺田　大 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133 てらだ　だい

7070 27-565127-5651 叶　美和叶　美和 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133 かのう　みわ

7171 27-590427-5904 白石　正樹白石　正樹 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
しらいし　ま

さき

7272 2-11312-1131 梅沢　正之梅沢　正之 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
うめざわ　ま

さゆき

7373 11-202811-2028 田中　貴臣田中　貴臣 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
たなか　たか

おみ

7474 14-235114-2351 鈴木　貴昌鈴木　貴昌 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
すずき　たか

まさ

7575 20-337720-3377 島崎　歩島崎　歩 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
しまざき　あ

ゆむ

7676 20-337920-3379 南山　英司南山　英司 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
みなみやま　

えいじ

7777 20-338220-3382 齋藤　実齋藤　実 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
さいとう　み

のる

7878 20-347720-3477 増田　一輝増田　一輝 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
ますだ　かず

てる

7979 20-357420-3574 日裏　光志日裏　光志 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
ひうら　こう

じ

8080 22-432422-4324 藤垣　均藤垣　均 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
ふじがき　ひ

とし

8181 24-478724-4787 松山　知朗松山　知朗 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
まつやま　と

もあき

8282 25-503725-5037 赤石　徹赤石　徹 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
あかいし　と

おる

8383 25-511625-5116 江崎　優江崎　優 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
えざき　まさ

る

8484 25-515225-5152 加藤　昌宏加藤　昌宏 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
かとう　まさ

ひろ

8585 25-523525-5235 田中　宏成田中　宏成 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
たなか　ひろ

なり

8686 25-529725-5297 寺島　大輔寺島　大輔 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
てらじま　だ

いすけ

8787 25-530125-5301 畑　宏樹畑　宏樹 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310 はた　ひろき

8888 26-558226-5582 安曽　勝芳安曽　勝芳 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
あそ　かつよ

し

8989 26-562026-5620 尾都野　智也尾都野　智也 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
おずの　とも

や

9090 26-562226-5622 片岡　誠片岡　誠 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
かたおか　ま

こと

9191 11-210511-2105 老野生　建治老野生　建治
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
おいのしょう　

けんじ

9292 24-486924-4869 松本　国彦松本　国彦
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
まつもと　く

にひこ
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5353 4-13034-1303 新井　英希新井　英希 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
あらい　ひで

き

5454 6-14416-1441 新井　高志新井　高志 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
あらい　たか

し

5555 15-248915-2489 小倉　大元小倉　大元 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
おぐら　だい

げん

5656 27-565027-5650 大友　理恵子大友　理恵子 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
おおとも　り

えこ

5757 29-642029-6420 福澤　諒福澤　諒 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
ふくざわ　

りょう

5858 29-642629-6426 山本　康太山本　康太 神奈川リオネット販売（株）神奈川リオネット販売（株） 220-0004220-0004
横浜市西区北幸2-3-18 横浜市西区北幸2-3-18 
成和ビル1階成和ビル1階

045-311-4945045-311-4945
やまもと　こ

うた

5959 24-482824-4828 新納　智大新納　智大 （株）BALLSEY　横浜プレミアムラウンジ（株）BALLSEY　横浜プレミアムラウンジ 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-18-1 横浜市西区高島2-18-1 
横浜新都市ビル9F横浜新都市ビル9F

045-534-6651045-534-6651
にいの　とも

ひろ

6060 26-559126-5591 山本　雅哉山本　雅哉
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　マルイシティ横浜店ヒヤリングストア　マルイシティ横浜店

220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-12 横浜市西区高島2-19-12 
マルイシティ横浜B1Fマルイシティ横浜B1F

050-3198-2878050-3198-2878
やまもと　ま

さや

6161 12-221812-2218 西岡　幸一西岡　幸一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
にしおか　こ

ういち

6262 12-224512-2245 勝又　和彦勝又　和彦 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
かつまた　か

ずひこ

6363 16-267216-2672 永津　昌紀永津　昌紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
ながつ　まさ

のり

6464 22-412222-4122 杉浦　由加杉浦　由加 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
すぎうら　ゆ

か

6565 29-644229-6442 大家　彩音大家　彩音 ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店ブルームヒアリング（株）　ブルーム横浜東口店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-14-12 横浜市西区高島2-14-12 
ヨコハマ･ジャスト2号館9Fヨコハマ･ジャスト2号館9F

045-450-5580045-450-5580
おおや　あや

ね

6666 17-283917-2839 吉田　克義吉田　克義 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
よしだ　かつ

よし

6767 18-299518-2995 長谷川　みゆき長谷川　みゆき マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
はせがわ　み

ゆき

6868 19-315519-3155 鈴木　康生鈴木　康生 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
すずき　やす

お

6969 19-315819-3158 寺田　大寺田　大 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133 てらだ　だい

7070 27-565127-5651 叶　美和叶　美和 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133 かのう　みわ

7171 27-590427-5904 白石　正樹白石　正樹 マキチエ（株）　横浜店マキチエ（株）　横浜店 220-0011220-0011
横浜市西区高島2-19-2 横浜市西区高島2-19-2 
神谷ビル1F神谷ビル1F

045-444-1133045-444-1133
しらいし　ま

さき

7272 2-11312-1131 梅沢　正之梅沢　正之 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
うめざわ　ま

さゆき

7373 11-202811-2028 田中　貴臣田中　貴臣 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
たなか　たか

おみ

7474 14-235114-2351 鈴木　貴昌鈴木　貴昌 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
すずき　たか

まさ

7575 20-337720-3377 島崎　歩島崎　歩 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
しまざき　あ

ゆむ

7676 20-337920-3379 南山　英司南山　英司 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
みなみやま　

えいじ

7777 20-338220-3382 齋藤　実齋藤　実 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
さいとう　み

のる

7878 20-347720-3477 増田　一輝増田　一輝 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
ますだ　かず

てる

7979 20-357420-3574 日裏　光志日裏　光志 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
ひうら　こう

じ

8080 22-432422-4324 藤垣　均藤垣　均 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
ふじがき　ひ

とし

8181 24-478724-4787 松山　知朗松山　知朗 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
まつやま　と

もあき

8282 25-503725-5037 赤石　徹赤石　徹 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
あかいし　と

おる

8383 25-511625-5116 江崎　優江崎　優 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
えざき　まさ

る

8484 25-515225-5152 加藤　昌宏加藤　昌宏 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
かとう　まさ

ひろ

8585 25-523525-5235 田中　宏成田中　宏成 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
たなか　ひろ

なり

8686 25-529725-5297 寺島　大輔寺島　大輔 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
てらじま　だ

いすけ

8787 25-530125-5301 畑　宏樹畑　宏樹 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310 はた　ひろき

8888 26-558226-5582 安曽　勝芳安曽　勝芳 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
あそ　かつよ

し

8989 26-562026-5620 尾都野　智也尾都野　智也 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
おずの　とも

や

9090 26-562226-5622 片岡　誠片岡　誠 GN ヒアリングジャパン（株）GN ヒアリングジャパン（株） 220-0012220-0012
横浜市西区みなとみらい3-6-3 横浜市西区みなとみらい3-6-3 
MMパークビル8FMMパークビル8F

0120-921-3100120-921-310
かたおか　ま

こと

9191 11-210511-2105 老野生　建治老野生　建治
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
おいのしょう　

けんじ

9292 24-486924-4869 松本　国彦松本　国彦
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
まつもと　く

にひこ

神奈川県神奈川県
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

9393 26-535526-5355 足立　美紀足立　美紀
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606 あだち　みき

9494 26-553226-5532 康原　智博康原　智博
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
やすはら　と

もひろ

9595 28-603728-6037 中川　健治中川　健治
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
なかがわ　け

んじ

9696 28-605028-6050 行徳　則光行徳　則光
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部そごう横浜店補聴器サロン聴こえ倶楽部

220-8510220-8510
横浜市西区高島2-18-1 8F 横浜市西区高島2-18-1 8F 
そごう横浜店そごう横浜店

045-465-2606045-465-2606
ぎょうとく　

のりみつ

9797 22-439322-4393 高原　康弘高原　康弘
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　La Confiance by Paris Miki 横浜ビブレ店パリミキ　La Confiance by Paris Miki 横浜ビブレ店

220-8577220-8577
横浜市西区南幸2-15-13 横浜市西区南幸2-15-13 
横浜ビブレ1F横浜ビブレ1F

045-313-1660045-313-1660
たかはら　や

すひろ

9898 17-283317-2833 大上　由希子大上　由希子 （株）林商事　横浜髙島屋補聴器売場（株）林商事　横浜髙島屋補聴器売場 220-8601220-8601
横浜市西区南幸1-6-31 横浜市西区南幸1-6-31 
横浜髙島屋6F横浜髙島屋6F

045-311-5111045-311-5111
おおがみ　ゆ

きこ

9999 25-512625-5126 山田　邦博山田　邦博 （株）林商事　横浜髙島屋補聴器売場（株）林商事　横浜髙島屋補聴器売場 220-8601220-8601
横浜市西区南幸1-6-31 横浜市西区南幸1-6-31 
横浜髙島屋6F横浜髙島屋6F

045-311-5111045-311-5111
やまだ　くに

ひろ

100100 15-250315-2503 松木　貴皇松木　貴皇 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
まつき　たか

のり

101101 20-332820-3328 丸山　賢太郎丸山　賢太郎 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
まるやま　け

んたろう

102102 20-357320-3573 小谷田　茂幸小谷田　茂幸 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
こやた　しげ

ゆき

103103 23-445023-4450 室　和之室　和之 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
むろ　かずゆ

き

104104 28-618928-6189 岡野　正和岡野　正和 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
おかの　まさ

かず

105105 28-619528-6195 渡部　崇渡部　崇 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
わたなべ　た

かし

106106 29-653229-6532 河原　順之河原　順之 （株）キタガワ　アルファデシベル（株）キタガワ　アルファデシベル 221-0044221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 横浜市神奈川区東神奈川1-11-7 
マリンアベニュー1Fマリンアベニュー1F

045-442-0888045-442-0888
かわはら　ま

さゆき

107107 1-10391-1039 市野　翠市野　翠 （株）テクノス（株）テクノス 221-0835221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3 横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3 
伊藤ビル2F伊藤ビル2F

045-314-6576045-314-6576
いちの　みど

り

108108 6-14716-1471 市野　夏美市野　夏美 （株）テクノス（株）テクノス 221-0835221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3 横浜市神奈川区鶴屋町2-22-3 
伊藤ビル2F伊藤ビル2F

045-314-6576045-314-6576
いちの　なつ

み

109109 17-271517-2715 鈴木　隆一郎鈴木　隆一郎
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　横浜店リケン補聴器センター　横浜店

221-0835221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 
横浜YS西口ビル3F横浜YS西口ビル3F

045-410-0047045-410-0047
すずき　りゅ

ういちろう

110110 26-558726-5587 林　絵美林　絵美
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　横浜店リケン補聴器センター　横浜店

221-0835221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 
横浜YS西口ビル3F横浜YS西口ビル3F

045-410-0047045-410-0047 はやし　えみ

111111 21-405121-4051 瀧川　隼人瀧川　隼人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム菊名店ブルームヒアリング（株）　ブルーム菊名店 222-0021222-0021
横浜市港北区篠原北1-2-31 横浜市港北区篠原北1-2-31 
MISAWAビル2FMISAWAビル2F

045-633-8334045-633-8334
たきがわ　は

やと

112112 16-266216-2662 金丸　公治金丸　公治 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
かなまる　き

みはる

113113 18-301518-3015 高橋　健斗高橋　健斗 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
たかはし　け

んと

114114 19-319819-3198 加藤　修二加藤　修二 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
かとう　しゅ

うじ

115115 22-432622-4326 清水　浩子清水　浩子 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
しみず　ひろ

こ

116116 23-459923-4599 西川　愛理西川　愛理 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
にしかわ　あ

いり

117117 23-460023-4600 窪寺　正信窪寺　正信 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
くぼてら　ま

さのぶ

118118 24-487024-4870 伊東　智也伊東　智也 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
いとう　とも

や

119119 25-516325-5163 和島　晶子和島　晶子 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
わじま　あき

こ

120120 26-554726-5547 小林　洋介小林　洋介 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
こばやし　よ

うすけ

121121 26-557226-5572 白川　太白川　太 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
しらかわ　ふ

とし

122122 26-561626-5616 髙濵　泰行髙濵　泰行 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
たかはま　や

すゆき

123123 27-575927-5759 成瀬　亮司成瀬　亮司 スターキージャパン（株）スターキージャパン（株） 222-0033222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-23 横浜市港北区新横浜2-6-23 
金子第2ビル 3F金子第2ビル 3F

045-475-9701045-475-9701
なるせ　りょ

うじ

124124 22-436622-4366 和泉　千寿世和泉　千寿世 横浜市総合リハビリテーションセンター横浜市総合リハビリテーションセンター 222-0035222-0035 横浜市港北区島山町1770横浜市港北区島山町1770 045-473-0666045-473-0666
いずみ　ちと

せ

125125 22-436722-4367 薗田　晃子薗田　晃子 横浜市総合リハビリテーションセンター横浜市総合リハビリテーションセンター 222-0035222-0035 横浜市港北区島山町1770横浜市港北区島山町1770 045-473-0666045-473-0666
そのだ　あき

こ

126126 11-210711-2107 三﨑　英丈三﨑　英丈 （株）ダイドウ　補聴器相談センター　日吉店（株）ダイドウ　補聴器相談センター　日吉店 223-0062223-0062
横浜市港北区日吉本町1-3-18 横浜市港北区日吉本町1-3-18 
甲南ビルA号室甲南ビルA号室

045-566-0833045-566-0833
みさき　ひで

たけ

127127 20-357220-3572 星野　宏子星野　宏子 （株）ダイドウ　補聴器相談センター　日吉店（株）ダイドウ　補聴器相談センター　日吉店 223-0062223-0062
横浜市港北区日吉本町1-3-18 横浜市港北区日吉本町1-3-18 
甲南ビルA号室甲南ビルA号室

045-566-0833045-566-0833
ほしの　ひろ

こ

128128 25-520625-5206 田中　恵治田中　恵治 補聴器工房カノン補聴器工房カノン 224-0014224-0014 横浜市都筑区牛久保東2-22-28横浜市都筑区牛久保東2-22-28 045-883-0335045-883-0335
たなか　けい

じ

129129 26-536326-5363 田中　桂子田中　桂子 補聴器工房カノン補聴器工房カノン 224-0014224-0014 横浜市都筑区牛久保東2-22-28横浜市都筑区牛久保東2-22-28 045-883-0335045-883-0335
たなか　けい

こ

130130 20-346520-3465 早乙女　正則早乙女　正則
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム横浜センター南店ブルーム横浜センター南店

224-0032224-0032
横浜市都筑区茅ヶ崎中央11-5 横浜市都筑区茅ヶ崎中央11-5 
パスタビル1階パスタビル1階

045-949-2133045-949-2133
さおとめ　ま

さのり

131131 21-391321-3913 仁上　真吾仁上　真吾 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
にかみ　しん

ご

132132 24-485924-4859 小澤　賢紀小澤　賢紀 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
おざわ　たか

のり



※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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133133 24-486624-4866 門脇　誠門脇　誠 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
かどわき　ま

こと

134134 29-630829-6308 八鍬　瑠衣子八鍬　瑠衣子 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
やくわ　るい

こ

135135 29-632729-6327 村木　彩子村木　彩子 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
むらき　さい

こ

136136 22-420722-4207 松丸　政行松丸　政行 愛眼（株）　東部営業部愛眼（株）　東部営業部 224-0032224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央26-17 横浜市都筑区茅ケ崎中央26-17 
5階5階

045-944-2711045-944-2711
まつまる　ま

さゆき

137137 29-653929-6539 角田　雅志角田　雅志 （有）栄友堂　たまプラーザ店（有）栄友堂　たまプラーザ店 225-0002225-0002
横浜市青葉区美しが丘2-16-1 横浜市青葉区美しが丘2-16-1 
グロープラザビル101グロープラザビル101

045-901-6452045-901-6452
つのだ　まさ

し

138138 2-11282-1128 上野　明上野　明
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
たまプラーザリオン補聴器センターたまプラーザリオン補聴器センター

225-0002225-0002
横浜市青葉区美しが丘5-2-14 横浜市青葉区美しが丘5-2-14 
たまセンター第2ビル1Fたまセンター第2ビル1F

045-530-5196045-530-5196
うえの　あき

ら

139139 18-302818-3028 中村　篤中村　篤 （株）中村眼鏡店　メガネのなかむら　中山店（株）中村眼鏡店　メガネのなかむら　中山店 226-0014226-0014 横浜市緑区台村町290横浜市緑区台村町290 045-931-2499045-931-2499
なかむら　あ

つし

140140 24-478124-4781 二ノ宮　祐一二ノ宮　祐一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜中山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜中山店 226-0019226-0019 横浜市緑区中山4-22-3横浜市緑区中山4-22-3 045-938-5388045-938-5388
にのみや　ゆ

ういち

141141 18-302618-3026 糸川　浩司糸川　浩司
（有）アイティーオー　（有）アイティーオー　
ケアショップ　アイティーオーケアショップ　アイティーオー

226-0019226-0019 横浜市緑区中山町1丁目4-3横浜市緑区中山町1丁目4-3 045-932-7877045-932-7877
いとかわ　こ

うじ

142142 1-10201-1020 田代　実田代　実 （有）補聴器センター・ヨコハマ（有）補聴器センター・ヨコハマ 231-0011231-0011
横浜市中区太田町4-49 横浜市中区太田町4-49 
NGS横濱馬車道7階NGS横濱馬車道7階

045-651-4133045-651-4133
たしろ　みの

る

143143 25-524225-5242 安齋　由紀恵安齋　由紀恵 （有）補聴器センター・ヨコハマ（有）補聴器センター・ヨコハマ 231-0011231-0011
横浜市中区太田町4-49 横浜市中区太田町4-49 
NGS横濱馬車道7階NGS横濱馬車道7階

045-651-4133045-651-4133
あんざい　ゆ

きえ

144144 28-612728-6127 榎本　愛美榎本　愛美 （有）補聴器センター・ヨコハマ（有）補聴器センター・ヨコハマ 231-0011231-0011
横浜市中区太田町4-49 横浜市中区太田町4-49 
NGS横濱馬車道7階NGS横濱馬車道7階

045-651-4133045-651-4133
えのもと　ま

なみ

145145 4-13364-1336 辻岡　克明辻岡　克明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店 231-0016231-0016
横浜市中区真砂町3-33 横浜市中区真砂町3-33 
セルテ　1Fセルテ　1F

045-319-6262045-319-6262
つじおか　か

つあき

146146 22-412322-4123 熊谷　博幸熊谷　博幸 ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店 231-0016231-0016
横浜市中区真砂町3-33 横浜市中区真砂町3-33 
セルテ　1Fセルテ　1F

045-319-6262045-319-6262
くまがい　ひ

ろゆき

147147 29-635629-6356 久田　友英久田　友英 ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店 231-0016231-0016
横浜市中区真砂町3-33 横浜市中区真砂町3-33 
セルテ　1Fセルテ　1F

045-319-6262045-319-6262
くだ　ともひ

で

148148 18-302518-3025 永井　憲司永井　憲司 （株）林商事（株）林商事 231-0023231-0023
横浜市中区山下町23番地  横浜市中区山下町23番地  
日土地山下町ビル5階 日土地山下町ビル5階 

045-319-4491045-319-4491
ながい　けん

じ

149149 27-580427-5804 土屋　武司土屋　武司 メガネのツチヤメガネのツチヤ 232-0041232-0041 横浜市南区睦町1-34-8横浜市南区睦町1-34-8 045-731-2802045-731-2802
つちや　たけ

し

150150 17-280517-2805 小澤　英輔小澤　英輔 （有）オザワ　ウインク　オザワ（有）オザワ　ウインク　オザワ 232-0067232-0067 横浜市南区弘明寺町149横浜市南区弘明寺町149 045-712-5670045-712-5670
おざわ　えい

すけ

151151 27-598327-5983 西村　直純西村　直純
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　上大岡店リケン補聴器センター　上大岡店

233-0001233-0001
横浜市港南区上大岡東1-11-29 横浜市港南区上大岡東1-11-29 
相澤ビル1F相澤ビル1F

045-370-8254045-370-8254
にしむら　な

おずみ

152152 29-640329-6403 小林　智博小林　智博 （株）オグラ　京急百貨店メガネサロン（株）オグラ　京急百貨店メガネサロン 233-0002233-0002
横浜市港南区上大岡西1-6-1 横浜市港南区上大岡西1-6-1 
京急百貨店7Fメガネサロン京急百貨店7Fメガネサロン

045-848-7278045-848-7278
こばやし　と

もひろ

153153 7-16017-1601 味野和　正年味野和　正年 （株）ニューライフ　上大岡店（株）ニューライフ　上大岡店 233-0002233-0002 横浜市港南区上大岡西1-13-15-301横浜市港南区上大岡西1-13-15-301 045-846-1133045-846-1133
みのわ　まさ

とし

154154 23-454323-4543 五老海　健嗣五老海　健嗣 （株）ニューライフ　上大岡店（株）ニューライフ　上大岡店 233-0002233-0002 横浜市港南区上大岡西1-13-15-301横浜市港南区上大岡西1-13-15-301 045-846-1133045-846-1133
いさみ　けん

じ

155155 25-507625-5076 磯邊　学磯邊　学 （株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜上大岡店（株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜上大岡店 233-0002233-0002
横浜市港南区上大岡西1-18-5 横浜市港南区上大岡西1-18-5 
mioka 2Fmioka 2F

045-849-1218045-849-1218
いそべ　まな

ぶ

156156 20-354320-3543 山本　博朗山本　博朗
（株）富士メガネ　（株）富士メガネ　
横浜イトーヨーカドー上永谷店横浜イトーヨーカドー上永谷店

233-0013233-0013
横浜市港南区丸山台1-12-12 横浜市港南区丸山台1-12-12 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

045-845-3663045-845-3663
やまもと　ひ

ろあき

157157 24-487824-4878 宇川　伸大宇川　伸大
（株）富士メガネ　（株）富士メガネ　
横浜イトーヨーカドー上永谷店横浜イトーヨーカドー上永谷店

233-0013233-0013
横浜市港南区丸山台1-12-12 横浜市港南区丸山台1-12-12 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

045-845-3663045-845-3663
うかわ　のぶ

ひろ

158158 21-380421-3804 水上　理恵水上　理恵 （株）ニューライフ　港南台店（株）ニューライフ　港南台店 234-0054234-0054
横浜市港南区港南台4-3-9 横浜市港南区港南台4-3-9 
荒井ビル1階荒井ビル1階

045-832-1133045-832-1133
みずかみ　り

え

159159 22-413522-4135 白井　利彦白井　利彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店 234-0054234-0054
横浜市港南区港南台3-1-2 横浜市港南区港南台3-1-2 
イオンフードスタイル港南台店3Fイオンフードスタイル港南台店3F

045-831-1564045-831-1564
しらい　とし

ひこ

160160 22-434922-4349 村木　小二郎村木　小二郎 愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店 234-0054234-0054
横浜市港南区港南台3-1-2 横浜市港南区港南台3-1-2 
イオンフードスタイル港南台店3Fイオンフードスタイル港南台店3F

045-831-1564045-831-1564
むらき　こじ

ろう

161161 22-434422-4344 石川　敏明石川　敏明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム杉田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム杉田店 235-0036235-0036
横浜市磯子区中原4-26-27 横浜市磯子区中原4-26-27 
ライオンズ・ステーションプラザ杉田104ライオンズ・ステーションプラザ杉田104

045-770-1733045-770-1733
いしかわ　と

しあき

162162 27-590927-5909 久保寺　梢久保寺　梢
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）　
金沢シーサイド倉庫店金沢シーサイド倉庫店

236-0003236-0003 横浜市金沢区幸浦2-6横浜市金沢区幸浦2-6 045-791-6016045-791-6016
くぼてら　こ

ずえ

163163 25-508725-5087 中村　清中村　清 （株）和真　和真メガネ　アピタ金沢文庫店（株）和真　和真メガネ　アピタ金沢文庫店 236-0042236-0042
横浜市金沢区釜利谷東2-1-1 横浜市金沢区釜利谷東2-1-1 
アピタ金沢文庫店3Fアピタ金沢文庫店3F

045-349-7678045-349-7678
なかむら　き

よし

164164 21-381921-3819 岡田　豪岡田　豪 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364 おかだ　ごう

165165 21-390821-3908 加藤　洋平加藤　洋平 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364
かとう　よう

へい

166166 27-596027-5960 工藤　裕介工藤　裕介 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364
くどう　ゆう

すけ

167167 29-656429-6564 岡前　涼子岡前　涼子 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364
おかまえ　

りょうこ

168168 16-265916-2659 塚越　裕一塚越　裕一 （有）ベスト補聴器（有）ベスト補聴器 238-0006238-0006
横須賀市日の出町1-8 横須賀市日の出町1-8 
大和第3ビル大和第3ビル

046-825-8843046-825-8843
つかごし　ゆ

ういち

169169 24-483324-4833 佐藤　一考佐藤　一考 マキチエ（株）　横須賀営業所マキチエ（株）　横須賀営業所 238-0007238-0007
横須賀市若松町3-18 横須賀市若松町3-18 
北野ビル 7階北野ビル 7階

046-854-9300046-854-9300
さとう　かず

たか

170170 24-495924-4959 彦坂　大樹彦坂　大樹 （株）イカラ　めがねの荒木　衣笠店（株）イカラ　めがねの荒木　衣笠店 238-0031238-0031 横須賀市衣笠栄町1-70横須賀市衣笠栄町1-70 046-851-0838046-851-0838
ひこさか　た

いき

171171 27-593427-5934 佐々木　康晴佐々木　康晴 （株）ささき　メガネのささき　衣笠店（株）ささき　メガネのささき　衣笠店 238-0031238-0031 横須賀市衣笠栄町1-8横須賀市衣笠栄町1-8 046-851-2533046-851-2533
ささき　やす

はる

172172 29-635829-6358 田邊　満教田邊　満教 愛眼（株）　メガネの愛眼　COASKA 横須賀店愛眼（株）　メガネの愛眼　COASKA 横須賀店 238-0041238-0041
横須賀市本町2-1-12 横須賀市本町2-1-12 
コースカ・ベイサイド・ストアーズ3Fコースカ・ベイサイド・ストアーズ3F

046-821-2420046-821-2420
たなべ　みつ

のり



※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。

神奈川県神奈川県
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

133133 24-486624-4866 門脇　誠門脇　誠 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
かどわき　ま

こと

134134 29-630829-6308 八鍬　瑠衣子八鍬　瑠衣子 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
やくわ　るい

こ

135135 29-632729-6327 村木　彩子村木　彩子 愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店愛眼（株）　メガネの愛眼　横浜本店 224-0032224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-17 045-944-2701045-944-2701
むらき　さい

こ

136136 22-420722-4207 松丸　政行松丸　政行 愛眼（株）　東部営業部愛眼（株）　東部営業部 224-0032224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央26-17 横浜市都筑区茅ケ崎中央26-17 
5階5階

045-944-2711045-944-2711
まつまる　ま

さゆき

137137 29-653929-6539 角田　雅志角田　雅志 （有）栄友堂　たまプラーザ店（有）栄友堂　たまプラーザ店 225-0002225-0002
横浜市青葉区美しが丘2-16-1 横浜市青葉区美しが丘2-16-1 
グロープラザビル101グロープラザビル101

045-901-6452045-901-6452
つのだ　まさ

し

138138 2-11282-1128 上野　明上野　明
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
たまプラーザリオン補聴器センターたまプラーザリオン補聴器センター

225-0002225-0002
横浜市青葉区美しが丘5-2-14 横浜市青葉区美しが丘5-2-14 
たまセンター第2ビル1Fたまセンター第2ビル1F

045-530-5196045-530-5196
うえの　あき

ら

139139 18-302818-3028 中村　篤中村　篤 （株）中村眼鏡店　メガネのなかむら　中山店（株）中村眼鏡店　メガネのなかむら　中山店 226-0014226-0014 横浜市緑区台村町290横浜市緑区台村町290 045-931-2499045-931-2499
なかむら　あ

つし

140140 24-478124-4781 二ノ宮　祐一二ノ宮　祐一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜中山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜中山店 226-0019226-0019 横浜市緑区中山4-22-3横浜市緑区中山4-22-3 045-938-5388045-938-5388
にのみや　ゆ

ういち

141141 18-302618-3026 糸川　浩司糸川　浩司
（有）アイティーオー　（有）アイティーオー　
ケアショップ　アイティーオーケアショップ　アイティーオー

226-0019226-0019 横浜市緑区中山町1丁目4-3横浜市緑区中山町1丁目4-3 045-932-7877045-932-7877
いとかわ　こ

うじ

142142 1-10201-1020 田代　実田代　実 （有）補聴器センター・ヨコハマ（有）補聴器センター・ヨコハマ 231-0011231-0011
横浜市中区太田町4-49 横浜市中区太田町4-49 
NGS横濱馬車道7階NGS横濱馬車道7階

045-651-4133045-651-4133
たしろ　みの

る

143143 25-524225-5242 安齋　由紀恵安齋　由紀恵 （有）補聴器センター・ヨコハマ（有）補聴器センター・ヨコハマ 231-0011231-0011
横浜市中区太田町4-49 横浜市中区太田町4-49 
NGS横濱馬車道7階NGS横濱馬車道7階

045-651-4133045-651-4133
あんざい　ゆ

きえ

144144 28-612728-6127 榎本　愛美榎本　愛美 （有）補聴器センター・ヨコハマ（有）補聴器センター・ヨコハマ 231-0011231-0011
横浜市中区太田町4-49 横浜市中区太田町4-49 
NGS横濱馬車道7階NGS横濱馬車道7階

045-651-4133045-651-4133
えのもと　ま

なみ

145145 4-13364-1336 辻岡　克明辻岡　克明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店 231-0016231-0016
横浜市中区真砂町3-33 横浜市中区真砂町3-33 
セルテ　1Fセルテ　1F

045-319-6262045-319-6262
つじおか　か

つあき

146146 22-412322-4123 熊谷　博幸熊谷　博幸 ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店 231-0016231-0016
横浜市中区真砂町3-33 横浜市中区真砂町3-33 
セルテ　1Fセルテ　1F

045-319-6262045-319-6262
くまがい　ひ

ろゆき

147147 29-635629-6356 久田　友英久田　友英 ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店ブルームヒアリング（株）　ブルーム関内店 231-0016231-0016
横浜市中区真砂町3-33 横浜市中区真砂町3-33 
セルテ　1Fセルテ　1F

045-319-6262045-319-6262
くだ　ともひ

で

148148 18-302518-3025 永井　憲司永井　憲司 （株）林商事（株）林商事 231-0023231-0023
横浜市中区山下町23番地  横浜市中区山下町23番地  
日土地山下町ビル5階 日土地山下町ビル5階 

045-319-4491045-319-4491
ながい　けん

じ

149149 27-580427-5804 土屋　武司土屋　武司 メガネのツチヤメガネのツチヤ 232-0041232-0041 横浜市南区睦町1-34-8横浜市南区睦町1-34-8 045-731-2802045-731-2802
つちや　たけ

し

150150 17-280517-2805 小澤　英輔小澤　英輔 （有）オザワ　ウインク　オザワ（有）オザワ　ウインク　オザワ 232-0067232-0067 横浜市南区弘明寺町149横浜市南区弘明寺町149 045-712-5670045-712-5670
おざわ　えい

すけ

151151 27-598327-5983 西村　直純西村　直純
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　上大岡店リケン補聴器センター　上大岡店

233-0001233-0001
横浜市港南区上大岡東1-11-29 横浜市港南区上大岡東1-11-29 
相澤ビル1F相澤ビル1F

045-370-8254045-370-8254
にしむら　な

おずみ

152152 29-640329-6403 小林　智博小林　智博 （株）オグラ　京急百貨店メガネサロン（株）オグラ　京急百貨店メガネサロン 233-0002233-0002
横浜市港南区上大岡西1-6-1 横浜市港南区上大岡西1-6-1 
京急百貨店7Fメガネサロン京急百貨店7Fメガネサロン

045-848-7278045-848-7278
こばやし　と

もひろ

153153 7-16017-1601 味野和　正年味野和　正年 （株）ニューライフ　上大岡店（株）ニューライフ　上大岡店 233-0002233-0002 横浜市港南区上大岡西1-13-15-301横浜市港南区上大岡西1-13-15-301 045-846-1133045-846-1133
みのわ　まさ

とし

154154 23-454323-4543 五老海　健嗣五老海　健嗣 （株）ニューライフ　上大岡店（株）ニューライフ　上大岡店 233-0002233-0002 横浜市港南区上大岡西1-13-15-301横浜市港南区上大岡西1-13-15-301 045-846-1133045-846-1133
いさみ　けん

じ

155155 25-507625-5076 磯邊　学磯邊　学 （株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜上大岡店（株）メガネトップ　眼鏡市場　横浜上大岡店 233-0002233-0002
横浜市港南区上大岡西1-18-5 横浜市港南区上大岡西1-18-5 
mioka 2Fmioka 2F

045-849-1218045-849-1218
いそべ　まな

ぶ

156156 20-354320-3543 山本　博朗山本　博朗
（株）富士メガネ　（株）富士メガネ　
横浜イトーヨーカドー上永谷店横浜イトーヨーカドー上永谷店

233-0013233-0013
横浜市港南区丸山台1-12-12 横浜市港南区丸山台1-12-12 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

045-845-3663045-845-3663
やまもと　ひ

ろあき

157157 24-487824-4878 宇川　伸大宇川　伸大
（株）富士メガネ　（株）富士メガネ　
横浜イトーヨーカドー上永谷店横浜イトーヨーカドー上永谷店

233-0013233-0013
横浜市港南区丸山台1-12-12 横浜市港南区丸山台1-12-12 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

045-845-3663045-845-3663
うかわ　のぶ

ひろ

158158 21-380421-3804 水上　理恵水上　理恵 （株）ニューライフ　港南台店（株）ニューライフ　港南台店 234-0054234-0054
横浜市港南区港南台4-3-9 横浜市港南区港南台4-3-9 
荒井ビル1階荒井ビル1階

045-832-1133045-832-1133
みずかみ　り

え

159159 22-413522-4135 白井　利彦白井　利彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店 234-0054234-0054
横浜市港南区港南台3-1-2 横浜市港南区港南台3-1-2 
イオンフードスタイル港南台店3Fイオンフードスタイル港南台店3F

045-831-1564045-831-1564
しらい　とし

ひこ

160160 22-434922-4349 村木　小二郎村木　小二郎 愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店愛眼（株）　メガネの愛眼　港南台店 234-0054234-0054
横浜市港南区港南台3-1-2 横浜市港南区港南台3-1-2 
イオンフードスタイル港南台店3Fイオンフードスタイル港南台店3F

045-831-1564045-831-1564
むらき　こじ

ろう

161161 22-434422-4344 石川　敏明石川　敏明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム杉田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム杉田店 235-0036235-0036
横浜市磯子区中原4-26-27 横浜市磯子区中原4-26-27 
ライオンズ・ステーションプラザ杉田104ライオンズ・ステーションプラザ杉田104

045-770-1733045-770-1733
いしかわ　と

しあき

162162 27-590927-5909 久保寺　梢久保寺　梢
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）　
金沢シーサイド倉庫店金沢シーサイド倉庫店

236-0003236-0003 横浜市金沢区幸浦2-6横浜市金沢区幸浦2-6 045-791-6016045-791-6016
くぼてら　こ

ずえ

163163 25-508725-5087 中村　清中村　清 （株）和真　和真メガネ　アピタ金沢文庫店（株）和真　和真メガネ　アピタ金沢文庫店 236-0042236-0042
横浜市金沢区釜利谷東2-1-1 横浜市金沢区釜利谷東2-1-1 
アピタ金沢文庫店3Fアピタ金沢文庫店3F

045-349-7678045-349-7678
なかむら　き

よし

164164 21-381921-3819 岡田　豪岡田　豪 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364 おかだ　ごう

165165 21-390821-3908 加藤　洋平加藤　洋平 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364
かとう　よう

へい

166166 27-596027-5960 工藤　裕介工藤　裕介 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364
くどう　ゆう

すけ

167167 29-656429-6564 岡前　涼子岡前　涼子 （株）イカラ　めがねの荒木　追浜店（株）イカラ　めがねの荒木　追浜店 237-0064237-0064
横須賀市追浜町3-1 横須賀市追浜町3-1 
勝野ビル1F勝野ビル1F

046-866-2364046-866-2364
おかまえ　

りょうこ

168168 16-265916-2659 塚越　裕一塚越　裕一 （有）ベスト補聴器（有）ベスト補聴器 238-0006238-0006
横須賀市日の出町1-8 横須賀市日の出町1-8 
大和第3ビル大和第3ビル

046-825-8843046-825-8843
つかごし　ゆ

ういち

169169 24-483324-4833 佐藤　一考佐藤　一考 マキチエ（株）　横須賀営業所マキチエ（株）　横須賀営業所 238-0007238-0007
横須賀市若松町3-18 横須賀市若松町3-18 
北野ビル 7階北野ビル 7階

046-854-9300046-854-9300
さとう　かず

たか

170170 24-495924-4959 彦坂　大樹彦坂　大樹 （株）イカラ　めがねの荒木　衣笠店（株）イカラ　めがねの荒木　衣笠店 238-0031238-0031 横須賀市衣笠栄町1-70横須賀市衣笠栄町1-70 046-851-0838046-851-0838
ひこさか　た

いき

171171 27-593427-5934 佐々木　康晴佐々木　康晴 （株）ささき　メガネのささき　衣笠店（株）ささき　メガネのささき　衣笠店 238-0031238-0031 横須賀市衣笠栄町1-8横須賀市衣笠栄町1-8 046-851-2533046-851-2533
ささき　やす

はる

172172 29-635829-6358 田邊　満教田邊　満教 愛眼（株）　メガネの愛眼　COASKA 横須賀店愛眼（株）　メガネの愛眼　COASKA 横須賀店 238-0041238-0041
横須賀市本町2-1-12 横須賀市本町2-1-12 
コースカ・ベイサイド・ストアーズ3Fコースカ・ベイサイド・ストアーズ3F

046-821-2420046-821-2420
たなべ　みつ

のり

神奈川県神奈川県
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

173173 10-187110-1871 藤沢　靖藤沢　靖
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
横須賀リオン補聴器センター横須賀リオン補聴器センター

238-0041238-0041
横須賀市本町3-11 横須賀市本町3-11 
双葉ビル1F双葉ビル1F

046-826-3387046-826-3387
ふじさわ　や

すし

174174 28-604828-6048 萩原　健悟萩原　健悟 （株）和真　横須賀店（株）和真　横須賀店 238-8533238-8533 横須賀市若松町2-30横須賀市若松町2-30 046-824-2121046-824-2121
はぎわら　け

んご

175175 20-336820-3368 斉藤　雄一斉藤　雄一 （株）イカラ　Alenz&Co.（株）イカラ　Alenz&Co. 239-0831239-0831
横須賀市久里浜5-13-1 横須賀市久里浜5-13-1 
イオン横須賀久里浜店2階イオン横須賀久里浜店2階

046-838-5030046-838-5030
さいとう　ゆ

ういち

176176 22-434722-4347 山口　香苗山口　香苗 （株）イカラ　Alenz&Co.（株）イカラ　Alenz&Co. 239-0831239-0831
横須賀市久里浜5-13-1 横須賀市久里浜5-13-1 
イオン横須賀久里浜店2階イオン横須賀久里浜店2階

046-838-5030046-838-5030
やまぐち　か

なえ

177177 27-598227-5982 山田　貴之山田　貴之 （株）イカラ　Alenz&Co.（株）イカラ　Alenz&Co. 239-0831239-0831
横須賀市久里浜5-13-1 横須賀市久里浜5-13-1 
イオン横須賀久里浜店2階イオン横須賀久里浜店2階

046-838-5030046-838-5030
やまだ　たか

ゆき

178178 21-371021-3710 島田　敏孝島田　敏孝 （有）島田時計店　メガネのシマダ（有）島田時計店　メガネのシマダ 239-0831239-0831 横須賀市久里浜4-8-14横須賀市久里浜4-8-14 046-835-1780046-835-1780
しまだ　とし

たか

179179 27-572827-5728 島田　大介島田　大介 （有）島田時計店　メガネのシマダ（有）島田時計店　メガネのシマダ 239-0831239-0831 横須賀市久里浜4-8-14横須賀市久里浜4-8-14 046-835-1780046-835-1780
しまだ　だい

すけ

180180 28-621128-6211 水谷　裕水谷　裕 （有）千里福祉情報センター（有）千里福祉情報センター 240-0003240-0003
横浜市保土ケ谷区天王町1-9-6 横浜市保土ケ谷区天王町1-9-6 
祥ビル101祥ビル101

045-453-8375045-453-8375
みずたに　ゆ

たか

181181 28-624028-6240 小野　明夫小野　明夫
（有）オー・エヌ・オー　（有）オー・エヌ・オー　
メガネのオノ　星川本店メガネのオノ　星川本店

240-0006240-0006
横浜市保土ケ谷区星川2-4-1 横浜市保土ケ谷区星川2-4-1 
星川SFビル1F星川SFビル1F

045-331-7361045-331-7361 おの　あきお

182182 26-534226-5342 岩渕　栄岩渕　栄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　若葉台店パリミキ　若葉台店

241-0801241-0801
横浜市旭区若葉台3-4-1 横浜市旭区若葉台3-4-1 
ショッピングタウンわかば1Fショッピングタウンわかば1F

045-921-6216045-921-6216
いわぶち　さ

かえ

183183 29-635129-6351 折出　恭幸折出　恭幸 （株）和真　二俣川店（株）和真　二俣川店 241-0821241-0821
横浜市旭区二俣川2-52-1 横浜市旭区二俣川2-52-1 
西友3F西友3F

045-363-7550045-363-7550
おりで　やす

ゆき

184184 21-404621-4046 原　豪原　豪 エイド（株）　横浜営業所エイド（株）　横浜営業所 241-0821241-0821
横浜市旭区二俣川1-5 横浜市旭区二俣川1-5 
和田ビル1階和田ビル1階

045-366-7411045-366-7411 はら　ごう

185185 22-436822-4368 川原　康隆川原　康隆 エイド（株）　横浜営業所エイド（株）　横浜営業所 241-0821241-0821
横浜市旭区二俣川1-5 横浜市旭区二俣川1-5 
和田ビル1階和田ビル1階

045-366-7411045-366-7411
かわはら　や

すたか

186186 19-311419-3114 丹羽　佑介丹羽　佑介 シバントス（株）　東京営業所シバントス（株）　東京営業所 242-0001242-0001
大和市下鶴間1623-14　  大和市下鶴間1623-14　  
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
にわ　ゆうす

け

187187 20-351920-3519 品川　祐一品川　祐一 シバントス（株）　東京営業所シバントス（株）　東京営業所 242-0001242-0001
大和市下鶴間1623-14　  大和市下鶴間1623-14　  
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
しながわ　ゆ

ういち

188188 27-566127-5661 大山　智彦大山　智彦 シバントス（株）　東京営業所シバントス（株）　東京営業所 242-0001242-0001
大和市下鶴間1623-14　  大和市下鶴間1623-14　  
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
おおやま　と

もひこ

189189 29-633729-6337 太田　学太田　学 愛眼（株）　イトーヨーカドー大和鶴間店愛眼（株）　イトーヨーカドー大和鶴間店 242-0001242-0001
大和市下鶴間 大和市下鶴間 
イトーヨーカドー大和鶴間店3Fイトーヨーカドー大和鶴間店3F

046-200-0234046-200-0234
おおた　まな

ぶ

190190 22-415122-4151 畑瀬　清一畑瀬　清一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　南林間店パリミキ　南林間店

242-0006242-0006 大和市南林間2丁目12番1号大和市南林間2丁目12番1号 046-274-1170046-274-1170
はたせ　せい

いち

191191 20-340420-3404 遠藤　加奈子遠藤　加奈子 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
えんどう　か

なこ

192192 21-385621-3856 西村　寿夫西村　寿夫 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
にしむら　と

しお

193193 21-387121-3871 横溝　太佳士横溝　太佳士 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
よこみぞ　た

かし

194194 21-401621-4016 飯田　暁美飯田　暁美 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
いいだ　あけ

み

195195 25-530325-5303 小林　裕典小林　裕典 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
こばやし　ひ

ろのり

196196 26-545626-5456 﨑山　大介﨑山　大介 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
さきやま　だ

いすけ

197197 29-627329-6273 大矢　達朗大矢　達朗 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
おおや　たつ

お

198198 29-628429-6284 髙田　泰造髙田　泰造 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
たかだ　たい

ぞう

199199 29-629529-6295 大澤　亮大澤　亮 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133
おおさわ　

りょう

200200 29-633229-6332 阿部　洋阿部　洋 シバントス（株）　本社シバントス（株）　本社 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

0800-222-41330800-222-4133 あべ　ひろし

201201 24-494024-4940 馬場　崇馬場　崇 シバントス（株）　本社　営業部シバントス（株）　本社　営業部 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

046-289-0303046-289-0303 ばば　たかし

202202 24-494524-4945 小谷　勇友小谷　勇友 シバントス（株）　本社　営業部シバントス（株）　本社　営業部 242-0007242-0007
大和市中央林間7-10-1 大和市中央林間7-10-1 
三機大和ビル6F三機大和ビル6F

046-289-0303046-289-0303
こたに　たけ

とも

203203 11-195511-1955 冨井　光輝冨井　光輝 （株）こだま補聴器（株）こだま補聴器 242-0017242-0017 大和市大和東1-4-19大和市大和東1-4-19 046-264-7107046-264-7107
とみい　みつ

てる

204204 11-200811-2008 林　稔林　稔 エイド（株）　大和店エイド（株）　大和店 242-0021242-0021
大和市中央2-7-3 大和市中央2-7-3 
高木ビル1F高木ビル1F

046-263-4001046-263-4001
はやし　みの

る

205205 21-401821-4018 菅野　義人菅野　義人 エイド（株）　大和店エイド（株）　大和店 242-0021242-0021
大和市中央2-7-3 大和市中央2-7-3 
高木ビル1F高木ビル1F

046-263-4001046-263-4001
かんの　よし

と

206206 18-298018-2980 佐川　紀美夫佐川　紀美夫 厚木補聴器厚木補聴器 243-0003243-0003 厚木市寿町2-4-23厚木市寿町2-4-23 046-221-2678046-221-2678
さがわ　きみ

お

207207 11-196411-1964 加藤　弘之加藤　弘之
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
厚木リオン補聴器センター厚木リオン補聴器センター

243-0014243-0014 厚木市旭町1-28-1厚木市旭町1-28-1 046-228-9000046-228-9000
かとう　ひろ

ゆき

208208 22-415622-4156 中村　隆造中村　隆造 （株）カーサ・コーポレーション　めぐみ補聴器（株）カーサ・コーポレーション　めぐみ補聴器 243-0018243-0018
厚木市中町4-1-5 厚木市中町4-1-5 
木谷ビル3F木谷ビル3F

046-244-3349046-244-3349
なかむら　

りゅうぞう

209209 19-312419-3124 髙橋　智二髙橋　智二 エイド（株）　厚木店エイド（株）　厚木店 243-0018243-0018
厚木市中町1-7-25 厚木市中町1-7-25 
ミヤビル2Fミヤビル2F

046-223-6485046-223-6485
たかはし　と

もじ

210210 24-499624-4996 髙橋　靖彦髙橋　靖彦 エイド（株）　厚木店エイド（株）　厚木店 243-0018243-0018
厚木市中町1-7-25 厚木市中町1-7-25 
ミヤビル2Fミヤビル2F

046-223-6485046-223-6485
たかはし　や

すひこ

211211 26-557426-5574 高垣　美希高垣　美希 エイド（株）　厚木店エイド（株）　厚木店 243-0018243-0018
厚木市中町1-7-25 厚木市中町1-7-25 
ミヤビル2Fミヤビル2F

046-223-6485046-223-6485
たかがき　み

き

212212 26-557526-5575 松本　知子松本　知子 エイド（株）　厚木店エイド（株）　厚木店 243-0018243-0018
厚木市中町1-7-25 厚木市中町1-7-25 
ミヤビル2Fミヤビル2F

046-223-6485046-223-6485
まつもと　と

もこ



※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。

神奈川県神奈川県
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

213213 27-579527-5795 越川　章一越川　章一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　海老名店（株）メガネトップ　眼鏡市場　海老名店 243-0432243-0432 海老名市中央2丁目11-1海老名市中央2丁目11-1 046-236-1988046-236-1988
こしかわ　

しょういち

214214 10-194410-1944 蓮尾　淳蓮尾　淳
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　戸塚店リケン補聴器センター　戸塚店

244-0003244-0003
横浜市戸塚区戸塚町16-1 横浜市戸塚区戸塚町16-1 
戸塚西口共同ビル　トツカーナモール　A202戸塚西口共同ビル　トツカーナモール　A202

045-392-4102045-392-4102
はすお　じゅ

ん

215215 25-514825-5148 関根　祐美子関根　祐美子
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　戸塚店リケン補聴器センター　戸塚店

244-0003244-0003
横浜市戸塚区戸塚町16-1 横浜市戸塚区戸塚町16-1 
戸塚西口共同ビル　トツカーナモール　A202戸塚西口共同ビル　トツカーナモール　A202

045-392-4102045-392-4102
せきね　ゆみ

こ

216216 11-201111-2011 田口　俊一田口　俊一
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
戸塚リオン補聴器センター戸塚リオン補聴器センター

244-0003244-0003
横浜市戸塚区戸塚町4872 横浜市戸塚区戸塚町4872 
中西ビル1F中西ビル1F

045-869-6455045-869-6455
たぐち　とし

かず

217217 24-475924-4759 杉田　俊彦杉田　俊彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　東戸塚店愛眼（株）　メガネの愛眼　東戸塚店 244-0801244-0801
横浜市戸塚区品濃町537-1 横浜市戸塚区品濃町537-1 
オーロラモール東戸塚2F　オーロラモール東戸塚2F　

045-828-2471045-828-2471
すぎた　とし

ひこ

218218 24-486824-4868 野口　英孝野口　英孝 愛眼（株）　メガネの愛眼　東戸塚店愛眼（株）　メガネの愛眼　東戸塚店 244-0801244-0801
横浜市戸塚区品濃町537-1 横浜市戸塚区品濃町537-1 
オーロラモール東戸塚2F　オーロラモール東戸塚2F　

045-828-2471045-828-2471
のぐち　ひで

たか

219219 4-12624-1262 横山　義弘横山　義弘 補聴器工房ヨコヤマ補聴器工房ヨコヤマ 244-0814244-0814 横浜市戸塚区南舞岡1-18-23横浜市戸塚区南舞岡1-18-23 045-824-8416045-824-8416
よこやま　よ

しひろ

220220 18-288018-2880 鮎川　洋祐鮎川　洋祐 （株）キクチメガネ　戸塚店（株）キクチメガネ　戸塚店 244-0816244-0816
横浜市戸塚区上倉田町769-1 横浜市戸塚区上倉田町769-1 
アピタ戸塚店3Fアピタ戸塚店3F

045-881-1271045-881-1271
あゆかわ　よ

うすけ

221221 25-513825-5138 望月　貴之望月　貴之
愛眼（株）　愛眼（株）　
ガネの愛眼　イトーヨーカドー立場店ガネの愛眼　イトーヨーカドー立場店

245-0015245-0015
横浜市泉区中田西1-1-15 横浜市泉区中田西1-1-15 
イトーヨーカドー立場店2Fイトーヨーカドー立場店2F

045-806-0581045-806-0581
もちづき　た

かゆき

222222 29-636229-6362 皆川　友明皆川　友明 （株）メガネトップ　眼鏡市場　瀬谷店（株）メガネトップ　眼鏡市場　瀬谷店 246-0035246-0035 横浜市瀬谷区下瀬谷2-14-9横浜市瀬谷区下瀬谷2-14-9 045-306-0828045-306-0828
みながわ　と

もあき

223223 27-569627-5696 北村　美穂北村　美穂 （有）コロナ堂（有）コロナ堂 247-0056247-0056 鎌倉市大船1-22-31鎌倉市大船1-22-31 0467-44-56700467-44-5670
きたむら　み

ほ

224224 28-625828-6258 田中　博幸田中　博幸 （有）コロナ堂（有）コロナ堂 247-0056247-0056 鎌倉市大船1-22-31鎌倉市大船1-22-31 0467-44-56700467-44-5670
たなか　ひろ

ゆき

225225 15-247215-2472 小泉　計小泉　計 エイド（株）　大船営業所エイド（株）　大船営業所 247-0056247-0056
鎌倉市大船2-21-15 鎌倉市大船2-21-15 
浜田第2ビル1階浜田第2ビル1階

0467-47-33730467-47-3373
こいずみ　け

い

226226 24-472324-4723 鈴木　優聡鈴木　優聡 エイド（株）　大船営業所エイド（株）　大船営業所 247-0056247-0056
鎌倉市大船2-21-15 鎌倉市大船2-21-15 
浜田第2ビル1階浜田第2ビル1階

0467-47-33730467-47-3373
すずき　まさ

とし

227227 28-614728-6147 前田　恵子前田　恵子 エイド（株）　大船営業所エイド（株）　大船営業所 247-0056247-0056
鎌倉市大船2-21-15 鎌倉市大船2-21-15 
浜田第2ビル1階浜田第2ビル1階

0467-47-33730467-47-3373
まえだ　けい

こ

228228 25-520325-5203 坂田　昇一坂田　昇一 マキチエ（株）　大船店マキチエ（株）　大船店 247-0056247-0056
鎌倉市大船1-24-19 鎌倉市大船1-24-19 
カサハラビル大船Ⅳ 2Fカサハラビル大船Ⅳ 2F

0467-42-22700467-42-2270
さかた　しょ

ういち

229229 26-546726-5467 小原　邦芳小原　邦芳 マキチエ（株）　大船店マキチエ（株）　大船店 247-0056247-0056
鎌倉市大船1-24-19 鎌倉市大船1-24-19 
カサハラビル大船Ⅳ 2Fカサハラビル大船Ⅳ 2F

0467-42-22700467-42-2270
おはら　くに

よし

230230 26-560326-5603 伊藤　大賛伊藤　大賛 マキチエ（株）　大船店マキチエ（株）　大船店 247-0056247-0056
鎌倉市大船1-24-19 鎌倉市大船1-24-19 
カサハラビル大船Ⅳ 2Fカサハラビル大船Ⅳ 2F

0467-42-22700467-42-2270
いとう　だい

すけ

231231 29-632329-6323 川島　一恭川島　一恭 マキチエ（株）　大船店マキチエ（株）　大船店 247-0056247-0056
鎌倉市大船1-24-19 鎌倉市大船1-24-19 
カサハラビル大船Ⅳ 2Fカサハラビル大船Ⅳ 2F

0467-42-22700467-42-2270
かわしま　か

ずき

232232 24-499224-4992 西　清二西　清二 （株）ビジョンメガネ　鎌倉大船店（株）ビジョンメガネ　鎌倉大船店 247-0072247-0072 鎌倉市岡本1188番地1鎌倉市岡本1188番地1 0467-42-88890467-42-8889 にし　せいじ

233233 22-434822-4348 新行内　光宏新行内　光宏 （株）イカラ　めがねの荒木　逗子店（株）イカラ　めがねの荒木　逗子店 249-0006249-0006
逗子市逗子5-1-9 逗子市逗子5-1-9 
スズキビル1Fスズキビル1F

046-870-5560046-870-5560
しんぎょうち　

みつひろ

234234 25-509425-5094 大浦　拓実大浦　拓実 （株）イカラ　めがねの荒木　逗子店（株）イカラ　めがねの荒木　逗子店 249-0006249-0006
逗子市逗子5-1-9 逗子市逗子5-1-9 
スズキビル1Fスズキビル1F

046-870-5560046-870-5560
おおうら　た

くみ

235235 23-449323-4493 一寸木　国博一寸木　国博
合同会社ヒアリングソリューションズ　合同会社ヒアリングソリューションズ　
補聴器プラザ小田原補聴器プラザ小田原

250-0011250-0011 小田原市栄町3-21-1小田原市栄町3-21-1 0465-42-95700465-42-9570
いちずき　く

にひろ

236236 18-296318-2963 石塚　純一石塚　純一
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
小田原リオン補聴器センター小田原リオン補聴器センター

250-0011250-0011 小田原市栄町2-11-33小田原市栄町2-11-33 0465-21-06200465-21-0620
いしづか　

じゅんいち

237237 17-271817-2718 辻　誠辻　誠
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
カスタム補聴器小田原店カスタム補聴器小田原店

250-0012250-0012 小田原市本町4-2-43小田原市本町4-2-43 0465-22-53180465-22-5318 つじ　まこと

238238 26-558026-5580 青木　新青木　新
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
カスタム補聴器小田原店カスタム補聴器小田原店

250-0012250-0012 小田原市本町4-2-43小田原市本町4-2-43 0465-22-53180465-22-5318
あおき　あら

た

239239 27-594827-5948 志村　くにえ志村　くにえ
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
カスタム補聴器小田原店カスタム補聴器小田原店

250-0012250-0012 小田原市本町4-2-43小田原市本町4-2-43 0465-22-53180465-22-5318
しむら　くに

え

240240 18-298418-2984 高橋　誠高橋　誠 エイド（株）　小田原営業所エイド（株）　小田原営業所 250-0045250-0045
小田原市城山1-15-5 小田原市城山1-15-5 
中村ビル1F中村ビル1F

0465-20-38220465-20-3822
たかはし　ま

こと

241241 21-401921-4019 長島　俊輔長島　俊輔 （株）和真　小田原 DC 店（株）和真　小田原 DC 店 250-0787250-0787
小田原市中里208 小田原市中里208 
ダイナシティウエストモール4Fダイナシティウエストモール4F

0465-46-17070465-46-1707
ながしま　

しゅんすけ

242242 27-571127-5711 渋谷　樹一郎渋谷　樹一郎 （株）和真　小田原 DC 店（株）和真　小田原 DC 店 250-0787250-0787
小田原市中里208 小田原市中里208 
ダイナシティウエストモール4Fダイナシティウエストモール4F

0465-46-17070465-46-1707
しぶや　きい

ちろう

243243 28-617628-6176 山田　佳孝山田　佳孝
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　ダイナシティーイーストモール店パリミキ　ダイナシティーイーストモール店

250-0872250-0872
小田原市中里296-1 小田原市中里296-1 
ダイナシティーイーストモール店3Fダイナシティーイーストモール店3F

0465-49-64430465-49-6443
やまだ　よし

たか

244244 23-452023-4520 菅沼　守菅沼　守
（株）ミラール　（株）ミラール　
メガネ・補聴器のミラール　藤沢店メガネ・補聴器のミラール　藤沢店

251-0025251-0025
藤沢市鵠沼石上1-10-1 藤沢市鵠沼石上1-10-1 
イトーヨーカドー藤沢店2Fイトーヨーカドー藤沢店2F

0466-26-63020466-26-6302
すがぬま　ま

もる

245245 26-556226-5562 山根　晶子山根　晶子
（株）ミラール　（株）ミラール　
メガネ・補聴器のミラール　藤沢店メガネ・補聴器のミラール　藤沢店

251-0025251-0025
藤沢市鵠沼石上1-10-1 藤沢市鵠沼石上1-10-1 
イトーヨーカドー藤沢店2Fイトーヨーカドー藤沢店2F

0466-26-63020466-26-6302
やまね　あき

こ

246246 18-300718-3007 勝浦　研勝浦　研 ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店 251-0025251-0025
藤沢市鵠沼石上1-2-1 藤沢市鵠沼石上1-2-1 
シヴァ湘南1Fシヴァ湘南1F

0466-22-41330466-22-4133
かつうら　け

ん

247247 21-400821-4008 大矢　朱美礼大矢　朱美礼 ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店 251-0025251-0025
藤沢市鵠沼石上1-2-1 藤沢市鵠沼石上1-2-1 
シヴァ湘南1Fシヴァ湘南1F

0466-22-41330466-22-4133
おおや　すみ

れ

248248 23-466723-4667 柴田　雅子柴田　雅子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店 251-0025251-0025
藤沢市鵠沼石上1-2-1 藤沢市鵠沼石上1-2-1 
シヴァ湘南1Fシヴァ湘南1F

0466-22-41330466-22-4133
しばた　まさ

こ

249249 29-641529-6415 尾島　初暢尾島　初暢 ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム藤沢店 251-0025251-0025
藤沢市鵠沼石上1-2-1 藤沢市鵠沼石上1-2-1 
シヴァ湘南1Fシヴァ湘南1F

0466-22-41330466-22-4133
おじま　みそ

の

250250 24-494124-4941 鈴木　順也鈴木　順也
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　ミスターマックス湘南藤沢店眼鏡市場　ミスターマックス湘南藤沢店

251-0042251-0042 藤沢市辻堂新町4-3-5藤沢市辻堂新町4-3-5 0466-30-47700466-30-4770
すずき　じゅ

んや

251251 22-414022-4140 伊澤　曉伊澤　曉 愛眼（株）　メガネの愛眼　湘南モール藤沢店愛眼（株）　メガネの愛眼　湘南モール藤沢店 251-0042251-0042
藤沢市辻堂新町4-1-1 藤沢市辻堂新町4-1-1 
湘南モールFILL  2F湘南モールFILL  2F

0466-31-63800466-31-6380
いざわ　　あ

きら

252252 29-643729-6437 宮崎　真志宮崎　真志
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　辻堂店リケン補聴器センター　辻堂店

251-0047251-0047 藤沢市辻堂2-2-2藤沢市辻堂2-2-2 0466-53-91350466-53-9135
みやざき　ま

さし



※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。
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253253 15-252215-2522 高橋　一彦高橋　一彦
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　藤沢店リケン補聴器センター　藤沢店

251-0052251-0052
藤沢市藤沢555 藤沢市藤沢555 
サンパール藤沢ビルサンパール藤沢ビル

0466-26-61550466-26-6155
たかはし　か

ずひこ

254254 22-422122-4221 荻野　正子荻野　正子
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　藤沢店リケン補聴器センター　藤沢店

251-0052251-0052
藤沢市藤沢555 藤沢市藤沢555 
サンパール藤沢ビルサンパール藤沢ビル

0466-26-61550466-26-6155
おぎの　まさ

こ

255255 23-442423-4424 正路　理佳正路　理佳
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　藤沢店リケン補聴器センター　藤沢店

251-0052251-0052
藤沢市藤沢555 藤沢市藤沢555 
サンパール藤沢ビルサンパール藤沢ビル

0466-26-61550466-26-6155
しょうじ　り

か

256256 22-429822-4298 大本　純子大本　純子 神奈川県聴覚障害者福祉センター神奈川県聴覚障害者福祉センター 251-8533251-8533 藤沢市藤沢933-2藤沢市藤沢933-2 0466-27-19110466-27-1911
おおもと　

じゅんこ

257257 11-212711-2127 北岡　辰啓北岡　辰啓
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
さいか屋藤沢店メガネサロン　東京メガネさいか屋藤沢店メガネサロン　東京メガネ

251-8558251-8558
藤沢市藤沢555番地 藤沢市藤沢555番地 
さいか屋藤沢店5階さいか屋藤沢店5階

0466-22-53110466-22-5311
きたおか　た

つひろ

258258 26-549626-5496 三上　展央三上　展央
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）　
座間倉庫店座間倉庫店

252-0004252-0004 座間市東原1-13-3座間市東原1-13-3 046-298-2913046-298-2913
みかみ　のぶ

お

259259 27-584827-5848 関　清彦関　清彦
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）　
座間倉庫店座間倉庫店

252-0004252-0004 座間市東原1-13-3座間市東原1-13-3 046-298-2913046-298-2913
せき　きよひ

こ

260260 29-626829-6268 川津　孝誠川津　孝誠
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネのアイガン イオンモール座間店メガネのアイガン イオンモール座間店

252-0012252-0012
座間市広野台2-10-4 座間市広野台2-10-4 
イオンモール座間2階イオンモール座間2階

046-240-0437046-240-0437
かわづ　こう

せい

261261 9-18349-1834 大塚　浩正大塚　浩正 エイド（株）　橋本店エイド（株）　橋本店 252-0143252-0143
相模原市緑区橋本6-24-1 相模原市緑区橋本6-24-1 
プラウド橋本103プラウド橋本103

042-772-4008042-772-4008
おおつか　ひ

ろまさ

262262 29-646729-6467 櫻内　和樹櫻内　和樹 エイド（株）　橋本店エイド（株）　橋本店 252-0143252-0143
相模原市緑区橋本6-24-1 相模原市緑区橋本6-24-1 
プラウド橋本103プラウド橋本103

042-772-4008042-772-4008
さくらうち　

かずき

263263 27-570527-5705 柳沼　陽介柳沼　陽介 愛眼（株）　メガネの愛眼　アリオ橋本店愛眼（株）　メガネの愛眼　アリオ橋本店 252-0146252-0146
相模原市緑区大山町1-22 相模原市緑区大山町1-22 
アリオ橋本2Fアリオ橋本2F

042-774-1851042-774-1851
やぎぬま　よ

うすけ

264264 18-287018-2870 井上　吉文井上　吉文
（有）ヒヤリングメディカルサービス　（有）ヒヤリングメディカルサービス　
ヒヤリング補聴器センターヒヤリング補聴器センター

252-0231252-0231
相模原市中央区相模原5-10-10 相模原市中央区相模原5-10-10 
カンノインビル1Fカンノインビル1F

042-730-3530042-730-3530
いのうえ　よ

しふみ

265265 2-11342-1134 澤田　信次澤田　信次
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
相模原リオン補聴器センター相模原リオン補聴器センター

252-0231252-0231
相模原市中央区相模原2-1-6 相模原市中央区相模原2-1-6 
岩村ビル2階岩村ビル2階

042-786-1033042-786-1033
さわだ　のぶ

つぐ

266266 15-246415-2464 小出　拓小出　拓
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
相模原リオン補聴器センター相模原リオン補聴器センター

252-0231252-0231
相模原市中央区相模原2-1-6 相模原市中央区相模原2-1-6 
岩村ビル2階岩村ビル2階

042-786-1033042-786-1033
こいで　ひろ

む

267267 21-378121-3781 坂井　広明坂井　広明
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
相模原リオン補聴器センター相模原リオン補聴器センター

252-0231252-0231
相模原市中央区相模原2-1-6 相模原市中央区相模原2-1-6 
岩村ビル2階岩村ビル2階

042-786-1033042-786-1033
さかい　ひろ

あき

268268 28-607428-6074 福本　竜起福本　竜起 ブルームヒアリング（株）　ブルーム相模大野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム相模大野店 252-0303252-0303
相模原市南区相模大野3-3-2 相模原市南区相模大野3-3-2 
ボーノ相模大野サウスモール2Fボーノ相模大野サウスモール2F

042-701-0008042-701-0008
ふくもと　

りゅうき

269269 28-609628-6096 小貫　修小貫　修 ブルームヒアリング（株）　ブルーム相模大野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム相模大野店 252-0303252-0303
相模原市南区相模大野3-3-2 相模原市南区相模大野3-3-2 
ボーノ相模大野サウスモール2Fボーノ相模大野サウスモール2F

042-701-0008042-701-0008
おぬき　おさ

む

270270 12-226512-2265 宮﨑　裕司宮﨑　裕司 ひばり補聴器　相模原ひばり補聴器　相模原 252-0303252-0303
相模原市南区相模大野5-27-4 相模原市南区相模大野5-27-4 
ファイブワンファイブワン

042-705-3433042-705-3433
みやざき　ゆ

うじ

271271 28-625328-6253 木部　俊宏木部　俊宏 （有）一心堂　メガネの一心堂（有）一心堂　メガネの一心堂 252-0324252-0324 相模原市南区相武台1-24-5 相模原市南区相武台1-24-5 046-253-1410046-253-1410
きべ　としひ

ろ

272272 22-419222-4192 深澤　秀晴深澤　秀晴 愛眼（株）　メガネのアイガン　イオン相模原店愛眼（株）　メガネのアイガン　イオン相模原店 252-0344252-0344
相模原市南区古淵2-10-1 相模原市南区古淵2-10-1 
イオン相模原店1Fイオン相模原店1F

042-769-7680042-769-7680
ふかざわ　ひ

ではる

273273 23-457523-4575 大野　光輝大野　光輝
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　湘南台店パリミキ　湘南台店

252-0804252-0804 藤沢市湘南台6-50-12藤沢市湘南台6-50-12 0466-45-64600466-45-6460
おおの　こう

き

274274 29-633429-6334 守屋　雅博守屋　雅博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　湘南台店パリミキ　湘南台店

252-0804252-0804 藤沢市湘南台6-50-12藤沢市湘南台6-50-12 0466-45-64600466-45-6460
もりや　まさ

ひろ

275275 24-476624-4766 大林　博大林　博 メガネサロン亜須架メガネサロン亜須架 252-0807252-0807
藤沢市下土棚467 藤沢市下土棚467 
カートビル1Fカートビル1F

0466-46-11370466-46-1137
おおばやし　

ひろし

276276 28-606728-6067 髙木　二朗髙木　二朗 愛眼（株）　メガネの愛眼　綾瀬タウンヒルズ店愛眼（株）　メガネの愛眼　綾瀬タウンヒルズ店 252-1103252-1103
綾瀬市深谷3734-1 綾瀬市深谷3734-1 
綾瀬タウンヒルズショッピングセンター1F綾瀬タウンヒルズショッピングセンター1F

0467-70-67140467-70-6714
たかぎ　じろ

う

277277 26-535726-5357 青柳　修史青柳　修史 かしわ台補聴器かしわ台補聴器 252-1131252-1131 綾瀬市寺尾北1-10-19綾瀬市寺尾北1-10-19 0467-40-41930467-40-4193
あおやぎ　

しゅうじ

278278 24-476524-4765 中野　潤一郎中野　潤一郎 補聴器専門店　ミラックス補聴器専門店　ミラックス 253-0043253-0043
茅ヶ崎市元町3-17 茅ヶ崎市元町3-17 
村田ビル201村田ビル201

0467-53-84910467-53-8491
なかの　じゅ

んいちろう

279279 29-634829-6348 熊谷　久子熊谷　久子 愛眼（株）　メガネの愛眼　ラスカ平塚店愛眼（株）　メガネの愛眼　ラスカ平塚店 254-0034254-0034 平塚市宝町1-1 ラスカ平塚店4階平塚市宝町1-1 ラスカ平塚店4階 0463-71-52810463-71-5281
くまがい　ひ

さこ

280280 25-505225-5052 青木　枝里子青木　枝里子 （株）和真　平塚店（株）和真　平塚店 254-0043254-0043 平塚市紅谷町9-1平塚市紅谷町9-1 0463-23-38660463-23-3866
あおき　えり

こ

281281 1-10381-1038 新井　安男新井　安男
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
平塚リオン補聴器センター平塚リオン補聴器センター

254-0044254-0044 平塚市錦町1-16平塚市錦町1-16 0463-23-37350463-23-3735
あらい　やす

お

282282 8-16538-1653 長岡　直紀長岡　直紀
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
平塚リオン補聴器センター平塚リオン補聴器センター

254-0044254-0044 平塚市錦町1-16平塚市錦町1-16 0463-23-37350463-23-3735
ながおか　な

おき

283283 16-262116-2621 根路銘　安治根路銘　安治
神奈川リオネット販売（株）　神奈川リオネット販売（株）　
平塚リオン補聴器センター平塚リオン補聴器センター

254-0044254-0044 平塚市錦町1-16平塚市錦町1-16 0463-23-37350463-23-3735
ねろめ　やす

じ

284284 28-606528-6065 髙橋　敬裕髙橋　敬裕
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　フレスポ小田原シティモールクレッセ店眼鏡市場　フレスポ小田原シティモールクレッセ店

256-0813256-0813 小田原市前川120小田原市前川120 0465-46-08780465-46-0878
たかはし　た

かひろ

285285 29-626929-6269 丸山　隆太丸山　隆太 （株）メガネトップ　眼鏡市場　秦野東海大学前店（株）メガネトップ　眼鏡市場　秦野東海大学前店 257-0003257-0003 秦野市南矢名字宿ノ上438-4秦野市南矢名字宿ノ上438-4 0463-69-40880463-69-4088
まるやま　

りゅうた

286286 29-656029-6560 武　哲矢武　哲矢 （株）タケ　タケメガネ秦野本店（株）タケ　タケメガネ秦野本店 257-0043257-0043 秦野市栄町4-17秦野市栄町4-17 0463-81-55720463-81-5572 たけ　てつや

287287 26-532026-5320 椿　敏雄椿　敏雄 スマイルポケット（株）　和真メガネ二宮店スマイルポケット（株）　和真メガネ二宮店 259-0131259-0131
中郡二宮町中里2-6-28 中郡二宮町中里2-6-28 
西友3階西友3階

0463-73-20070463-73-2007
つばき　とし

お

288288 27-590827-5908 原田　伸一原田　伸一 （有）三洋時計店　メガネの三洋（有）三洋時計店　メガネの三洋 259-0303259-0303 足柄下郡湯河原町土肥5-1-2足柄下郡湯河原町土肥5-1-2 0465-63-66340465-63-6634
はらだ　しん

いち

289289 21-379121-3791 杉本　和美杉本　和美 きこえのパートナー　イマーゴきこえのパートナー　イマーゴ 259-1131259-1131
伊勢原市伊勢原2-5-32 伊勢原市伊勢原2-5-32 
OSAWAザ・セカンド　1階OSAWAザ・セカンド　1階

0463-75-82020463-75-8202
すぎもと　か

ずみ

290290 5-13955-1395 高宮　陽高宮　陽
たかみや　ひ

かる

291291 11-212111-2121 橋本　成生橋本　成生
はしもと　し

げお

292292 17-279817-2798 稲山　昇稲山　昇
いなやま　の

ぼる



※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。

神奈川県神奈川県
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

293293 20-334920-3349 星野　雄一星野　雄一
ほしの　ゆう

いち

294294 26-531926-5319 山中　謙太朗山中　謙太朗
やまなか　け

んたろう

295295 27-590627-5906 近藤　るり子近藤　るり子
こんどう　る

りこ

新潟県新潟県
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 21-368221-3682 渡邊　正樹渡邊　正樹
（株）イーチアザー　（株）イーチアザー　
リオネットセンター長岡駅前店リオネットセンター長岡駅前店

940-0061940-0061 長岡市城内町2-5-3長岡市城内町2-5-3 0258-37-13020258-37-1302
わたなべ　ま

さき

22 25-503425-5034 阿部　晃阿部　晃
（株）イーチアザー　（株）イーチアザー　
リオネットセンター長岡駅前店リオネットセンター長岡駅前店

940-0061940-0061 長岡市城内町2-5-3長岡市城内町2-5-3 0258-37-13020258-37-1302 あべ　あきら

33 25-506925-5069 金内　誠金内　誠
（株）イーチアザー　（株）イーチアザー　
リオネットセンター長岡駅前店リオネットセンター長岡駅前店

940-0061940-0061 長岡市城内町2-5-3長岡市城内町2-5-3 0258-37-13020258-37-1302
かねうち　ま

こと

44 2-10882-1088 渡邉　卓渡邉　卓 ニイガタエイド（株）　長岡店ニイガタエイド（株）　長岡店 940-0066940-0066 長岡市東坂之上町2-2-6長岡市東坂之上町2-2-6 0258-34-60070258-34-6007
わたなべ　た

かし

55 21-377121-3771 小林　武範小林　武範 ニイガタエイド（株）　長岡店ニイガタエイド（株）　長岡店 940-0066940-0066 長岡市東坂之上町2-2-6長岡市東坂之上町2-2-6 0258-34-60070258-34-6007
こばやし　た

けのり

66 21-387721-3877 五十嵐　雅裕五十嵐　雅裕 ニイガタエイド（株）　長岡店ニイガタエイド（株）　長岡店 940-0066940-0066 長岡市東坂之上町2-2-6長岡市東坂之上町2-2-6 0258-34-60070258-34-6007
いからし　ま

さひろ

77 24-482924-4829 鰐渕　章史鰐渕　章史 マキチエ（株）　長岡店マキチエ（株）　長岡店 940-0066940-0066
長岡市東坂之上町2-3-6 長岡市東坂之上町2-3-6 
ニュースズランビル1Fニュースズランビル1F

0258-35-12790258-35-1279
わにふち　あ

きふみ

88 29-647329-6473 古澤　壮一古澤　壮一 （有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂（有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂 940-2112940-2112
長岡市大島本町3-10-7 長岡市大島本町3-10-7 
メガネと補聴器の朝日堂メガネと補聴器の朝日堂

0258-27-36850258-27-3685
ふるさわ　そ

ういち

99 29-648229-6482 古澤　昌子古澤　昌子 （有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂（有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂 940-2112940-2112
長岡市大島本町3-10-7 長岡市大島本町3-10-7 
メガネと補聴器の朝日堂メガネと補聴器の朝日堂

0258-27-36850258-27-3685
ふるさわ　ま

さこ

1010 20-354120-3541 後藤　慎一後藤　慎一 Rヒヤリング（株）　リオネットセンター糸魚川Rヒヤリング（株）　リオネットセンター糸魚川 941-0006941-0006 糸魚川市竹ヶ花481-1糸魚川市竹ヶ花481-1 025-550-6980025-550-6980
ごとう　しん

いち

1111 2-11072-1107 土田　聡土田　聡 Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器 943-0832943-0832 上越市本町4丁目2番21号上越市本町4丁目2番21号 025-520-5552025-520-5552
つちだ　さと

し

1212 22-420322-4203 古川　義啓古川　義啓 Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器 943-0832943-0832 上越市本町4丁目2番21号上越市本町4丁目2番21号 025-520-5552025-520-5552
ふるかわ　よ

しひろ

1313 26-533726-5337 土田　颯土田　颯 Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器 943-0832943-0832 上越市本町4丁目2番21号上越市本町4丁目2番21号 025-520-5552025-520-5552
つちだ　はや

て

1414 24-483424-4834 富川　和幸富川　和幸 マキチエ（株）　上越店マキチエ（株）　上越店 943-0832943-0832 上越市本町5-3-27上越市本町5-3-27 025-523-7240025-523-7240
とみかわ　か

ずゆき

1515 20-335720-3357 野平　宏恵野平　宏恵 Rヒヤリング（株）　リオネットセンター新井Rヒヤリング（株）　リオネットセンター新井 944-0045944-0045
妙高市中町4-16 妙高市中町4-16 
いきいきプラザ内いきいきプラザ内

0255-72-00330255-72-0033
のだいら　ひ

ろえ

1616 27-591427-5914 三ツ木　美絵三ツ木　美絵 マキチエ（株）　柏崎店マキチエ（株）　柏崎店 945-0051945-0051 柏崎市東本町1-12-25柏崎市東本町1-12-25 0257-20-17110257-20-1711
みつき　よし

え

1717 9-17789-1778 宮代　正典宮代　正典 （株）優耳　リケン補聴器センター　小千谷店（株）優耳　リケン補聴器センター　小千谷店 947-0021947-0021
小千谷市本町2-1-2 小千谷市本町2-1-2 
サンワジョイナスビル1Fサンワジョイナスビル1F

0258-86-55320258-86-5532
みやしろ　ま

さのり

1818 25-505025-5050 高橋　雅人高橋　雅人 （株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店（株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店 948-0056948-0056
十日町市高田町6丁目 十日町市高田町6丁目 
妻有ショッピングセンター内妻有ショッピングセンター内

025-752-0177025-752-0177
たかはし　ま

さと

1919 25-505825-5058 中村　伸之中村　伸之 （株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店（株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店 948-0056948-0056
十日町市高田町6丁目 十日町市高田町6丁目 
妻有ショッピングセンター内妻有ショッピングセンター内

025-752-0177025-752-0177
なかむら　の

ぶゆき

2020 29-651429-6514 庭野　雄一庭野　雄一 （有）ニワノ　オプトニワノ（有）ニワノ　オプトニワノ 948-0079948-0079
十日町市旭町161 十日町市旭町161 
リオンドール十日町店内リオンドール十日町店内

025-757-1902025-757-1902
にわの　ゆう

いち

2121 24-491624-4916 笛木　寛笛木　寛 フエキ・サウンド・クリエイトフエキ・サウンド・クリエイト 949-5411949-5411 長岡市来迎寺2228番地1長岡市来迎寺2228番地1 090-7003-1133090-7003-1133
ふえき　ひろ

し

2222 29-655329-6553 福原　茂宝福原　茂宝 福原時計メガネ店福原時計メガネ店 949-8201949-8201 中魚沼郡津南町下船渡丁8006-3中魚沼郡津南町下船渡丁8006-3 025-765-2467025-765-2467
ふくはら　し

げとみ

2323 12-219312-2193 小熊　辰幸小熊　辰幸 （株）M.A.G　総合ほちょうきセンター新潟駅南店（株）M.A.G　総合ほちょうきセンター新潟駅南店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山9-8新潟市中央区米山9-8 025-240-7888025-240-7888
おぐま　たつ

ゆき

2424 1-10461-1046 佐藤　誠佐藤　誠 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
さとう　まこ

と

2525 2-11172-1117 石田　善二石田　善二 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
いしだ　ぜん

じ

2626 9-18119-1811 井上　由起子井上　由起子 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
いのうえ　ゆ

きこ

2727 11-210911-2109 渡邊　加奈子渡邊　加奈子 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
わたなべ　か

なこ

2828 27-573427-5734 奥田　静香奥田　静香 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
おくだ　しず

か

2929 8-17268-1726 鈴木　孝雪鈴木　孝雪 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
すずき　たか

ゆき

3030 25-519425-5194 二瓶　聖矢二瓶　聖矢 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
にへい　せい

や

3131 26-542126-5421 小林　真梨子小林　真梨子 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
こばやし　ま

りこ

3232 26-542526-5425 百崎　哲雄百崎　哲雄 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
ももざき　て

つお

3333 23-444923-4449 清水　千太郎清水　千太郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン白根店パリミキ　イオン白根店

950-1213950-1213
新潟市南区能登409-2 新潟市南区能登409-2 
イオン白根店1Fイオン白根店1F

025-372-6260025-372-6260
しみず　せん

たろう

3434 12-226312-2263 五十嵐　義則五十嵐　義則 ニイガタエイド（株）　白根店ニイガタエイド（株）　白根店 950-1217950-1217 新潟市南区白根3069新潟市南区白根3069 025-371-1333025-371-1333
いからし　よ

しのり

3535 15-247315-2473 髙野　涼子髙野　涼子 ニイガタエイド（株）　青山店ニイガタエイド（株）　青山店 950-2002950-2002
新潟市西区青山2-5-60 新潟市西区青山2-5-60 
KSビル1FKSビル1F

025-234-6633025-234-6633
たかの　りょ

うこ



※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。

神奈川県神奈川県
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

293293 20-334920-3349 星野　雄一星野　雄一
ほしの　ゆう

いち

294294 26-531926-5319 山中　謙太朗山中　謙太朗
やまなか　け

んたろう

295295 27-590627-5906 近藤　るり子近藤　るり子
こんどう　る

りこ

新潟県新潟県
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 21-368221-3682 渡邊　正樹渡邊　正樹
（株）イーチアザー　（株）イーチアザー　
リオネットセンター長岡駅前店リオネットセンター長岡駅前店

940-0061940-0061 長岡市城内町2-5-3長岡市城内町2-5-3 0258-37-13020258-37-1302
わたなべ　ま

さき

22 25-503425-5034 阿部　晃阿部　晃
（株）イーチアザー　（株）イーチアザー　
リオネットセンター長岡駅前店リオネットセンター長岡駅前店

940-0061940-0061 長岡市城内町2-5-3長岡市城内町2-5-3 0258-37-13020258-37-1302 あべ　あきら

33 25-506925-5069 金内　誠金内　誠
（株）イーチアザー　（株）イーチアザー　
リオネットセンター長岡駅前店リオネットセンター長岡駅前店

940-0061940-0061 長岡市城内町2-5-3長岡市城内町2-5-3 0258-37-13020258-37-1302
かねうち　ま

こと

44 2-10882-1088 渡邉　卓渡邉　卓 ニイガタエイド（株）　長岡店ニイガタエイド（株）　長岡店 940-0066940-0066 長岡市東坂之上町2-2-6長岡市東坂之上町2-2-6 0258-34-60070258-34-6007
わたなべ　た

かし

55 21-377121-3771 小林　武範小林　武範 ニイガタエイド（株）　長岡店ニイガタエイド（株）　長岡店 940-0066940-0066 長岡市東坂之上町2-2-6長岡市東坂之上町2-2-6 0258-34-60070258-34-6007
こばやし　た

けのり

66 21-387721-3877 五十嵐　雅裕五十嵐　雅裕 ニイガタエイド（株）　長岡店ニイガタエイド（株）　長岡店 940-0066940-0066 長岡市東坂之上町2-2-6長岡市東坂之上町2-2-6 0258-34-60070258-34-6007
いからし　ま

さひろ

77 24-482924-4829 鰐渕　章史鰐渕　章史 マキチエ（株）　長岡店マキチエ（株）　長岡店 940-0066940-0066
長岡市東坂之上町2-3-6 長岡市東坂之上町2-3-6 
ニュースズランビル1Fニュースズランビル1F

0258-35-12790258-35-1279
わにふち　あ

きふみ

88 29-647329-6473 古澤　壮一古澤　壮一 （有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂（有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂 940-2112940-2112
長岡市大島本町3-10-7 長岡市大島本町3-10-7 
メガネと補聴器の朝日堂メガネと補聴器の朝日堂

0258-27-36850258-27-3685
ふるさわ　そ

ういち

99 29-648229-6482 古澤　昌子古澤　昌子 （有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂（有）朝日堂　メガネと補聴器の朝日堂 940-2112940-2112
長岡市大島本町3-10-7 長岡市大島本町3-10-7 
メガネと補聴器の朝日堂メガネと補聴器の朝日堂

0258-27-36850258-27-3685
ふるさわ　ま

さこ

1010 20-354120-3541 後藤　慎一後藤　慎一 Rヒヤリング（株）　リオネットセンター糸魚川Rヒヤリング（株）　リオネットセンター糸魚川 941-0006941-0006 糸魚川市竹ヶ花481-1糸魚川市竹ヶ花481-1 025-550-6980025-550-6980
ごとう　しん

いち

1111 2-11072-1107 土田　聡土田　聡 Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器 943-0832943-0832 上越市本町4丁目2番21号上越市本町4丁目2番21号 025-520-5552025-520-5552
つちだ　さと

し

1212 22-420322-4203 古川　義啓古川　義啓 Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器 943-0832943-0832 上越市本町4丁目2番21号上越市本町4丁目2番21号 025-520-5552025-520-5552
ふるかわ　よ

しひろ

1313 26-533726-5337 土田　颯土田　颯 Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器Rヒヤリング（株）　上越リオネット補聴器 943-0832943-0832 上越市本町4丁目2番21号上越市本町4丁目2番21号 025-520-5552025-520-5552
つちだ　はや

て

1414 24-483424-4834 富川　和幸富川　和幸 マキチエ（株）　上越店マキチエ（株）　上越店 943-0832943-0832 上越市本町5-3-27上越市本町5-3-27 025-523-7240025-523-7240
とみかわ　か

ずゆき

1515 20-335720-3357 野平　宏恵野平　宏恵 Rヒヤリング（株）　リオネットセンター新井Rヒヤリング（株）　リオネットセンター新井 944-0045944-0045
妙高市中町4-16 妙高市中町4-16 
いきいきプラザ内いきいきプラザ内

0255-72-00330255-72-0033
のだいら　ひ

ろえ

1616 27-591427-5914 三ツ木　美絵三ツ木　美絵 マキチエ（株）　柏崎店マキチエ（株）　柏崎店 945-0051945-0051 柏崎市東本町1-12-25柏崎市東本町1-12-25 0257-20-17110257-20-1711
みつき　よし

え

1717 9-17789-1778 宮代　正典宮代　正典 （株）優耳　リケン補聴器センター　小千谷店（株）優耳　リケン補聴器センター　小千谷店 947-0021947-0021
小千谷市本町2-1-2 小千谷市本町2-1-2 
サンワジョイナスビル1Fサンワジョイナスビル1F

0258-86-55320258-86-5532
みやしろ　ま

さのり

1818 25-505025-5050 高橋　雅人高橋　雅人 （株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店（株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店 948-0056948-0056
十日町市高田町6丁目 十日町市高田町6丁目 
妻有ショッピングセンター内妻有ショッピングセンター内

025-752-0177025-752-0177
たかはし　ま

さと

1919 25-505825-5058 中村　伸之中村　伸之 （株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店（株）ミヤコヤ　メガネのミヤコヤ　妻有 SC 店 948-0056948-0056
十日町市高田町6丁目 十日町市高田町6丁目 
妻有ショッピングセンター内妻有ショッピングセンター内

025-752-0177025-752-0177
なかむら　の

ぶゆき

2020 29-651429-6514 庭野　雄一庭野　雄一 （有）ニワノ　オプトニワノ（有）ニワノ　オプトニワノ 948-0079948-0079
十日町市旭町161 十日町市旭町161 
リオンドール十日町店内リオンドール十日町店内

025-757-1902025-757-1902
にわの　ゆう

いち

2121 24-491624-4916 笛木　寛笛木　寛 フエキ・サウンド・クリエイトフエキ・サウンド・クリエイト 949-5411949-5411 長岡市来迎寺2228番地1長岡市来迎寺2228番地1 090-7003-1133090-7003-1133
ふえき　ひろ

し

2222 29-655329-6553 福原　茂宝福原　茂宝 福原時計メガネ店福原時計メガネ店 949-8201949-8201 中魚沼郡津南町下船渡丁8006-3中魚沼郡津南町下船渡丁8006-3 025-765-2467025-765-2467
ふくはら　し

げとみ

2323 12-219312-2193 小熊　辰幸小熊　辰幸 （株）M.A.G　総合ほちょうきセンター新潟駅南店（株）M.A.G　総合ほちょうきセンター新潟駅南店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山9-8新潟市中央区米山9-8 025-240-7888025-240-7888
おぐま　たつ

ゆき

2424 1-10461-1046 佐藤　誠佐藤　誠 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
さとう　まこ

と

2525 2-11172-1117 石田　善二石田　善二 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
いしだ　ぜん

じ

2626 9-18119-1811 井上　由起子井上　由起子 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
いのうえ　ゆ

きこ

2727 11-210911-2109 渡邊　加奈子渡邊　加奈子 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
わたなべ　か

なこ

2828 27-573427-5734 奥田　静香奥田　静香 ニイガタエイド（株）　新潟本店ニイガタエイド（株）　新潟本店 950-0916950-0916 新潟市中央区米山1-2-16新潟市中央区米山1-2-16 025-244-8803025-244-8803
おくだ　しず

か

2929 8-17268-1726 鈴木　孝雪鈴木　孝雪 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
すずき　たか

ゆき

3030 25-519425-5194 二瓶　聖矢二瓶　聖矢 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
にへい　せい

や

3131 26-542126-5421 小林　真梨子小林　真梨子 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
こばやし　ま

りこ

3232 26-542526-5425 百崎　哲雄百崎　哲雄 マキチエ（株）　新潟店マキチエ（株）　新潟店 950-0916950-0916
新潟市中央区米山3-2-11 新潟市中央区米山3-2-11 
新潟米山MKD5ビル1F新潟米山MKD5ビル1F

025-385-7068025-385-7068
ももざき　て

つお

3333 23-444923-4449 清水　千太郎清水　千太郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン白根店パリミキ　イオン白根店

950-1213950-1213
新潟市南区能登409-2 新潟市南区能登409-2 
イオン白根店1Fイオン白根店1F

025-372-6260025-372-6260
しみず　せん

たろう

3434 12-226312-2263 五十嵐　義則五十嵐　義則 ニイガタエイド（株）　白根店ニイガタエイド（株）　白根店 950-1217950-1217 新潟市南区白根3069新潟市南区白根3069 025-371-1333025-371-1333
いからし　よ

しのり

3535 15-247315-2473 髙野　涼子髙野　涼子 ニイガタエイド（株）　青山店ニイガタエイド（株）　青山店 950-2002950-2002
新潟市西区青山2-5-60 新潟市西区青山2-5-60 
KSビル1FKSビル1F

025-234-6633025-234-6633
たかの　りょ

うこ

新潟県新潟県
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

3636 21-386621-3866 髙野　克三髙野　克三 ニイガタエイド（株）　青山店ニイガタエイド（株）　青山店 950-2002950-2002
新潟市西区青山2-5-60 新潟市西区青山2-5-60 
KSビル1FKSビル1F

025-234-6633025-234-6633
たかの　かつ

み

3737 27-586827-5868 澁谷　春菜澁谷　春菜 ニイガタエイド（株）　青山店ニイガタエイド（株）　青山店 950-2002950-2002
新潟市西区青山2-5-60 新潟市西区青山2-5-60 
KSビル1FKSビル1F

025-234-6633025-234-6633
しぶや　はる

な

3838 21-386421-3864 星野　克俊星野　克俊 ホシノ補聴器専門店ホシノ補聴器専門店 950-2054950-2054
新潟市西区寺尾東2-24-19 新潟市西区寺尾東2-24-19 
サウスウェーブⅡサウスウェーブⅡ

025-211-3816025-211-3816
ほしの　かつ

とし

3939 16-256316-2563 稲垣　徳幸稲垣　徳幸
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター新潟東中通店リオネットセンター新潟東中通店

951-8116951-8116 新潟市中央区東中通1-86-46新潟市中央区東中通1-86-46 025-223-3009025-223-3009
いながき　の

りゆき

4040 20-344020-3440 武田　浩武田　浩
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター新潟東中通店リオネットセンター新潟東中通店

951-8116951-8116 新潟市中央区東中通1-86-46新潟市中央区東中通1-86-46 025-223-3009025-223-3009
たけだ　ひろ

し

4141 21-379321-3793 服部　隆宏服部　隆宏
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター新潟東中通店リオネットセンター新潟東中通店

951-8116951-8116 新潟市中央区東中通1-86-46新潟市中央区東中通1-86-46 025-223-3009025-223-3009
はっとり　た

かひろ

4242 25-506825-5068 内田　貴久内田　貴久
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンターさど店リオネットセンターさど店

952-1209952-1209 佐渡市千種113-14佐渡市千種113-14 0259-61-11510259-61-1151
うちだ　たか

ひさ

4343 18-295818-2958 山崎　直美山崎　直美 ニイガタエイド（株）　佐渡店ニイガタエイド（株）　佐渡店 952-1325952-1325 佐渡市窪田992佐渡市窪田992 0259-52-47150259-52-4715
やまざき　な

おみ

4444 21-395321-3953 吉川　和敬吉川　和敬
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター三条店リオネットセンター三条店

955-0047955-0047
三条市東三条1-2-3 三条市東三条1-2-3 
りとるたうん東りとるたうん東

0256-33-66370256-33-6637
よしかわ　か

ずたか

4545 12-220812-2208 荒木　健荒木　健
（株）クオリティオブライフ　（株）クオリティオブライフ　
総合ほちょうきセンター三条店総合ほちょうきセンター三条店

955-0065955-0065 三条市旭町2-5-16 1F三条市旭町2-5-16 1F 0256-36-28200256-36-2820
あらき　たけ

し

4646 11-197911-1979 前田　保前田　保 ニイガタエイド（株）　新津店ニイガタエイド（株）　新津店 956-0864956-0864 新潟市秋葉区新津本町2-3-11新潟市秋葉区新津本町2-3-11 0250-21-33410250-21-3341
まえだ　たも

つ

4747 17-275917-2759 吉田　麻美吉田　麻美 ニイガタエイド（株）　新津店ニイガタエイド（株）　新津店 956-0864956-0864 新潟市秋葉区新津本町2-3-11新潟市秋葉区新津本町2-3-11 0250-21-33410250-21-3341
よしだ　あさ

み

4848 25-515625-5156 宮嶋　誠宮嶋　誠
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター新津店リオネットセンター新津店

956-0864956-0864 新潟市秋葉区新津本町2-4-18新潟市秋葉区新津本町2-4-18 0250-21-11170250-21-1117
みやじま　ま

こと

4949 21-375021-3750 樋口　徹樋口　徹
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター新発田駅前店リオネットセンター新発田駅前店

957-0054957-0054
新発田市本町1-3-1 新発田市本町1-3-1 
岡本第一ビル1F岡本第一ビル1F

0254-20-82560254-20-8256
ひぐち　とお

る

5050 26-558426-5584 渡辺　俊雅渡辺　俊雅
プレヒアメディカル（株）　プレヒアメディカル（株）　
リオネットセンター新発田駅前店リオネットセンター新発田駅前店

957-0054957-0054
新発田市本町1-3-1 新発田市本町1-3-1 
岡本第一ビル1F岡本第一ビル1F

0254-20-82560254-20-8256
わたなべ　と

しまさ

5151 24-483724-4837 白井　智恵白井　智恵 マキチエ（株）　新発田店マキチエ（株）　新発田店 957-0054957-0054
新発田市本町1-4-18 新発田市本町1-4-18 
富樫ビル1F富樫ビル1F

0254-23-66640254-23-6664 しらい　ちえ

5252 21-373421-3734 佐野　稔佐野　稔 アイアイメガネ　分水店アイアイメガネ　分水店 959-0114959-0114 燕市一ノ山一丁目127番地燕市一ノ山一丁目127番地 0256-98-59270256-98-5927 さの　みのる

5353 20-352120-3521 笹岡　克己笹岡　克己 アイアイメガネ　吉田店アイアイメガネ　吉田店 959-0214959-0214 燕市吉田法花堂338番地13燕市吉田法花堂338番地13 0256-92-54850256-92-5485
ささおか　か

つみ

5454 27-595927-5959 大港　喜史大港　喜史
（株）マルイチ　（株）マルイチ　
燕三条のメガネ・補聴器の店　マルイチ燕三条のメガネ・補聴器の店　マルイチ

959-1289959-1289 燕市東太田2843-3（廿六本3区）燕市東太田2843-3（廿六本3区） 0256-62-34340256-62-3434
おおみなと　

よしふみ

5555 21-379421-3794 小池　俊木小池　俊木 （有）小池時計店　コイケメガネ（有）小池時計店　コイケメガネ 959-1372959-1372 加茂市本町1-1加茂市本町1-1 0256-52-23210256-52-2321
こいけ　とし

き

5656 26-535926-5359 広野　幹樹広野　幹樹
ひろの　もと

き

5757 29-635529-6355 諸橋　昌志諸橋　昌志
もろはし　ま

さし

富山県富山県
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 10-186410-1864 吉坂　浩司吉坂　浩司
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業富山支店　補聴器センター理研産業富山支店　補聴器センター

930-0005930-0005 富山市新桜町6-24富山市新桜町6-24 076-445-4660076-445-4660
よしさか　こ

うじ

22 15-246115-2461 板倉　啓之板倉　啓之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業富山支店　補聴器センター理研産業富山支店　補聴器センター

930-0005930-0005 富山市新桜町6-24富山市新桜町6-24 076-445-4660076-445-4660
いたくら　ひ

ろゆき

33 19-310119-3101 松原　翔松原　翔
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業富山支店　補聴器センター理研産業富山支店　補聴器センター

930-0005930-0005 富山市新桜町6-24富山市新桜町6-24 076-445-4660076-445-4660
まつばら　

しょう

44 25-526525-5265 上野　千芽上野　千芽
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業富山支店　補聴器センター理研産業富山支店　補聴器センター

930-0005930-0005 富山市新桜町6-24富山市新桜町6-24 076-445-4660076-445-4660 うえの　ちか

55 29-638929-6389 山城　洸二山城　洸二
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業富山支店　補聴器センター理研産業富山支店　補聴器センター

930-0005930-0005 富山市新桜町6-24富山市新桜町6-24 076-445-4660076-445-4660
やましろ　こ

うじ

66 7-15917-1591 森　伸治森　伸治 （有）富山福祉用具販売　富山県補聴器センター（有）富山福祉用具販売　富山県補聴器センター 930-0042930-0042 富山市泉町1-2-7富山市泉町1-2-7 076-493-0216076-493-0216
ゆあさ　みな

こ

77 11-197711-1977 湯朝　美奈子湯朝　美奈子 （有）富山福祉用具販売　富山県補聴器センター（有）富山福祉用具販売　富山県補聴器センター 930-0042930-0042 富山市泉町1-2-7富山市泉町1-2-7 076-493-0216076-493-0216
ふかまつ　ゆ

うすけ

88 18-297418-2974 深松　祐介深松　祐介 （有）富山福祉用具販売　富山県補聴器センター（有）富山福祉用具販売　富山県補聴器センター 930-0042930-0042 富山市泉町1-2-7富山市泉町1-2-7 076-493-0216076-493-0216 もり　しんじ

99 25-519525-5195 杉本　清杉本　清 マキチエ（株）　富山営業所マキチエ（株）　富山営業所 930-0046930-0046
富山市堤町通り1-1-28 富山市堤町通り1-1-28 
シティハウス富山西町1階104シティハウス富山西町1階104

076-492-8890076-492-8890
すぎもと　き

よし

1010 20-332420-3324 大久保　智史大久保　智史 東海リオン（株）　リオネットセンター富山東海リオン（株）　リオネットセンター富山 930-0067930-0067
富山市越前町3-1 富山市越前町3-1 
石黒ビル1F石黒ビル1F

076-425-3317076-425-3317
おおくぼ　さ

とし

1111 17-280917-2809 鈴木　晴貴鈴木　晴貴
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　富山石金店理研産業補聴器センター　富山石金店

930-0966930-0966
富山市石金1-4-5 富山市石金1-4-5 
石金エクセレントビル1-A石金エクセレントビル1-A

076-422-2567076-422-2567
すずき　はる

き

1212 16-263216-2632 松田　晃松田　晃
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高岡店理研産業補聴器センター　高岡店

933-0021933-0021
高岡市下関町4-56 高岡市下関町4-56 
ソラエ高岡1階ソラエ高岡1階

0766-23-06310766-23-0631
まつだ　あき

ら

1313 25-529825-5298 前　拓也前　拓也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　高岡店理研産業補聴器センター　高岡店

933-0021933-0021
高岡市下関町4-56 高岡市下関町4-56 
ソラエ高岡1階ソラエ高岡1階

0766-23-06310766-23-0631 まえ　たくや

1414 20-335820-3358 寺田　真紀寺田　真紀 東海リオン（株）　リオネットセンター高岡東海リオン（株）　リオネットセンター高岡 933-0878933-0878 高岡市東上関330-1高岡市東上関330-1 0766-21-30050766-21-3005 てらだ　まき

1515 27-598827-5988 小松　翔太小松　翔太 東海リオン（株）　リオネットセンター高岡東海リオン（株）　リオネットセンター高岡 933-0878933-0878 高岡市東上関330-1高岡市東上関330-1 0766-21-30050766-21-3005
こまつ　しょ

うた

1616 20-335620-3356 本田　大輔本田　大輔 東海リオン（株）　リオネットセンター氷見東海リオン（株）　リオネットセンター氷見 935-0021935-0021 氷見市幸町23-2氷見市幸町23-2 0766-54-04330766-54-0433
ほんだ　だい

すけ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

富山県富山県
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

1717 21-370721-3707 吉見　敦也吉見　敦也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　黒部店理研産業補聴器センター　黒部店

938-0031938-0031 黒部市三日市1072-2黒部市三日市1072-2 0765-57-39330765-57-3933
よしみ　あつ

や

1818 25-522525-5225 川本　悠大川本　悠大
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　黒部店理研産業補聴器センター　黒部店

938-0031938-0031 黒部市三日市1072-2黒部市三日市1072-2 0765-57-39330765-57-3933
かわもと　ゆ

うだい

1919 25-501125-5011 宮下　宗人宮下　宗人 東海リオン（株）　リオネットセンター射水東海リオン（株）　リオネットセンター射水 939-0274939-0274
射水市小島3953 射水市小島3953 
山田ビル1F山田ビル1F

0766-30-28610766-30-2861
みやした　む

ねと

2020 29-640629-6406 仲野　竜也仲野　竜也
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）　
射水倉庫店射水倉庫店

939-0321939-0321
射水市小杉インターパーク土地区画整理事業射水市小杉インターパーク土地区画整理事業
地内1街区1地内1街区1

0766-57-06770766-57-0677
なかの　たつ

や

2121 23-465723-4657 竹内　夕理竹内　夕理
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　射水店理研産業補聴器センター　射水店

939-0341939-0341
射水市三ケ2602 射水市三ケ2602 
アル・プラザ小杉　別棟1Fアル・プラザ小杉　別棟1F

0766-57-33390766-57-3339
たけうち　ゆ

り

2222 21-390021-3900 谷　基棋谷　基棋
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　砺波店理研産業補聴器センター　砺波店

939-1371939-1371 砺波市栄町603砺波市栄町603 0763-32-69220763-32-6922 たに　もとき

2323 22-432822-4328 川本　彩佳川本　彩佳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　砺波店理研産業補聴器センター　砺波店

939-1371939-1371 砺波市栄町603砺波市栄町603 0763-32-69220763-32-6922
かわもと　あ

やか

石川県石川県
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 21-374121-3741 吉田　要吉田　要 東海リオン（株）　リオネットセンター金沢東海リオン（株）　リオネットセンター金沢 920-0014920-0014
金沢市諸江町32-38 金沢市諸江町32-38 
シープル88シープル88

076-222-4133076-222-4133
よしだ　かな

め

22 25-510425-5104 手取屋　良重手取屋　良重 北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店 920-0031920-0031 金沢市広岡1-1-10金沢市広岡1-1-10 076-265-7265076-265-7265
てどりや　よ

しえ

33 26-556926-5569 浅野　順浅野　順 北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店 920-0031920-0031 金沢市広岡1-1-10金沢市広岡1-1-10 076-265-7265076-265-7265
あさの　じゅ

ん

44 21-408021-4080 柿木　健雄柿木　健雄 太陽めがね太陽めがね 920-0804920-0804 金沢市鳴和2-2-3金沢市鳴和2-2-3 076-251-9902076-251-9902
かきのき　た

けお

55 9-17869-1786 袖野　登志江袖野　登志江 ムサシ補聴器店ムサシ補聴器店 920-0845920-0845 金沢市瓢箪町2-13金沢市瓢箪町2-13 076-225-7466076-225-7466
そでの　とし

え

66 18-291018-2910 米川　一米川　一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢百番街店理研産業補聴器センター　金沢百番街店

920-0858920-0858
金沢市木ノ新保町1-1 金沢市木ノ新保町1-1 
金沢百番街あんと西4階金沢百番街あんと西4階

076-265-7240076-265-7240
よねかわ　は

じめ

77 25-522625-5226 青木　理穂青木　理穂
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢百番街店理研産業補聴器センター　金沢百番街店

920-0858920-0858
金沢市木ノ新保町1-1 金沢市木ノ新保町1-1 
金沢百番街あんと西4階金沢百番街あんと西4階

076-265-7240076-265-7240 あおき　りほ

88 29-638129-6381 小寺　沙織小寺　沙織
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢百番街店理研産業補聴器センター　金沢百番街店

920-0858920-0858
金沢市木ノ新保町1-1 金沢市木ノ新保町1-1 
金沢百番街あんと西4階金沢百番街あんと西4階

076-265-7240076-265-7240
こでら　さお

り

99 15-249415-2494 筆﨑　羊子筆﨑　羊子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店 920-0901920-0901 金沢市彦三町2-1-41金沢市彦三町2-1-41 076-264-1133076-264-1133
ふでさき　よ

うこ

1010 25-508625-5086 鍛治谷　勇成鍛治谷　勇成 ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店 920-0901920-0901 金沢市彦三町2-1-41金沢市彦三町2-1-41 076-264-1133076-264-1133
かじや　ゆう

せい

1111 2-11012-1101 小林　信一小林　信一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
こばやし　し

んいち

1212 11-210111-2101 徳野　広康徳野　広康
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
とくの　ひろ

やす

1313 13-229213-2292 松本　透松本　透
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
まつもと　と

おる

1414 17-279117-2791 幾野　裕紀幾野　裕紀
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531 いくの　ゆき

1515 21-401121-4011 粟田　昌子粟田　昌子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
あわだ　まさ

こ

1616 27-567327-5673 高出　達也高出　達也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
たかで　たつ

や

1717 24-495024-4950 堀田　隆史堀田　隆史 （有）ホッタ　ほった　あんしん補聴器（有）ホッタ　ほった　あんしん補聴器 920-2128920-2128
白山市鶴来下東町カ26 白山市鶴来下東町カ26 
レッツレッツ

076-272-0304076-272-0304
ほった　たか

し

1818 8-16748-1674 洞口　末彦洞口　末彦
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
金沢めいてつエムザ店金沢めいてつエムザ店

920-8583920-8583
金沢市武蔵町15‐1 金沢市武蔵町15‐1 
5階メガネサロン5階メガネサロン

076-260-2456076-260-2456
ほらぐち　す

えひこ

1919 8-16478-1647 吉本　明弘吉本　明弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢西泉店理研産業補聴器センター　金沢西泉店

921-8042921-8042 金沢市泉本町7-6金沢市泉本町7-6 076-247-3310076-247-3310
よしもと　と

しひろ

2020 21-380021-3800 寺澤　雅子寺澤　雅子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢西泉店理研産業補聴器センター　金沢西泉店

921-8042921-8042 金沢市泉本町7-6金沢市泉本町7-6 076-247-3310076-247-3310
てらさわ　ま

さこ

2121 3-11643-1164 石川　裕二石川　裕二 石川医療技術サービス補聴器相談センター石川医療技術サービス補聴器相談センター 921-8151921-8151
金沢市窪4-403 金沢市窪4-403 
本陣ロイヤルハイム1FテナントA本陣ロイヤルハイム1FテナントA

076-225-3155076-225-3155
いしかわ　ゆ

うじ

2222 27-601127-6011 松井　俊浩松井　俊浩 石川医療技術サービス補聴器相談センター石川医療技術サービス補聴器相談センター 921-8151921-8151
金沢市窪4-403 金沢市窪4-403 
本陣ロイヤルハイム1FテナントA本陣ロイヤルハイム1FテナントA

076-225-3155076-225-3155
まつい　とし

ひろ

2323 24-470524-4705 和田　誠和田　誠
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　金沢店パリミキ　金沢店

921-8161921-8161 金沢市有松3丁目11番20号金沢市有松3丁目11番20号 076-243-6177076-243-6177 わだ　まこと

2424 28-614828-6148 横川　善江横川　善江
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）　
野々市倉庫店野々市倉庫店

921-8848921-8848 野々市市柳町301-1野々市市柳町301-1 076-275-8813076-275-8813
よこがわ　よ

しえ

2525 23-457923-4579 日出嶋　浩士日出嶋　浩士 （株）メガネトップ　眼鏡市場　フレスポ加賀店（株）メガネトップ　眼鏡市場　フレスポ加賀店 922-0423922-0423 加賀市作見町二60-1加賀市作見町二60-1 0761-72-46880761-72-4688
ひでしま　ひ

ろし

2626 23-465323-4653 木村　祐輔木村　祐輔 ライオン堂ライオン堂 922-0423922-0423
加賀市作見町ル25-1 加賀市作見町ル25-1 
アビオシティ加賀1Fアビオシティ加賀1F

0761-72-87080761-72-8708
きむら　ゆう

すけ

2727 4-13004-1300 山下　二三夫山下　二三夫 メガネと補聴器の店　やましたメガネと補聴器の店　やました 922-0816922-0816
加賀市大聖寺東町2丁目26 加賀市大聖寺東町2丁目26 
エーデルワイス1Fエーデルワイス1F

0761-73-33280761-73-3328
やました　ふ

みお

2828 18-296218-2962 小林　純小林　純
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小松店理研産業補聴器センター　小松店

923-0921923-0921
小松市土居原町716 小松市土居原町716 
ハイパーホテル小松1Fハイパーホテル小松1F

0761-23-37510761-23-3751
こばやし　

じゅん

2929 18-306118-3061 椛谷　知美椛谷　知美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小松店理研産業補聴器センター　小松店

923-0921923-0921
小松市土居原町716 小松市土居原町716 
ハイパーホテル小松1Fハイパーホテル小松1F

0761-23-37510761-23-3751
かばたに　と

もみ

3030 20-351020-3510 宮多　友美宮多　友美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小松店理研産業補聴器センター　小松店

923-0921923-0921
小松市土居原町716 小松市土居原町716 
ハイパーホテル小松1Fハイパーホテル小松1F

0761-23-37510761-23-3751
みやた　とも

み

3131 22-416022-4160 栃原　竜広栃原　竜広
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アピタ松任店パリミキ　アピタ松任店

924-0817924-0817
白山市幸明町280 白山市幸明町280 
アピタ松任1Fアピタ松任1F

076-274-6652076-274-6652
とちはら　た

つひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

富山県富山県
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

1717 21-370721-3707 吉見　敦也吉見　敦也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　黒部店理研産業補聴器センター　黒部店

938-0031938-0031 黒部市三日市1072-2黒部市三日市1072-2 0765-57-39330765-57-3933
よしみ　あつ

や

1818 25-522525-5225 川本　悠大川本　悠大
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　黒部店理研産業補聴器センター　黒部店

938-0031938-0031 黒部市三日市1072-2黒部市三日市1072-2 0765-57-39330765-57-3933
かわもと　ゆ

うだい

1919 25-501125-5011 宮下　宗人宮下　宗人 東海リオン（株）　リオネットセンター射水東海リオン（株）　リオネットセンター射水 939-0274939-0274
射水市小島3953 射水市小島3953 
山田ビル1F山田ビル1F

0766-30-28610766-30-2861
みやした　む

ねと

2020 29-640629-6406 仲野　竜也仲野　竜也
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）　
射水倉庫店射水倉庫店

939-0321939-0321
射水市小杉インターパーク土地区画整理事業射水市小杉インターパーク土地区画整理事業
地内1街区1地内1街区1

0766-57-06770766-57-0677
なかの　たつ

や

2121 23-465723-4657 竹内　夕理竹内　夕理
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　射水店理研産業補聴器センター　射水店

939-0341939-0341
射水市三ケ2602 射水市三ケ2602 
アル・プラザ小杉　別棟1Fアル・プラザ小杉　別棟1F

0766-57-33390766-57-3339
たけうち　ゆ

り

2222 21-390021-3900 谷　基棋谷　基棋
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　砺波店理研産業補聴器センター　砺波店

939-1371939-1371 砺波市栄町603砺波市栄町603 0763-32-69220763-32-6922 たに　もとき

2323 22-432822-4328 川本　彩佳川本　彩佳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　砺波店理研産業補聴器センター　砺波店

939-1371939-1371 砺波市栄町603砺波市栄町603 0763-32-69220763-32-6922
かわもと　あ

やか

石川県石川県
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 21-374121-3741 吉田　要吉田　要 東海リオン（株）　リオネットセンター金沢東海リオン（株）　リオネットセンター金沢 920-0014920-0014
金沢市諸江町32-38 金沢市諸江町32-38 
シープル88シープル88

076-222-4133076-222-4133
よしだ　かな

め

22 25-510425-5104 手取屋　良重手取屋　良重 北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店 920-0031920-0031 金沢市広岡1-1-10金沢市広岡1-1-10 076-265-7265076-265-7265
てどりや　よ

しえ

33 26-556926-5569 浅野　順浅野　順 北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店北陸補聴器（株）　金沢補聴器センター金沢店 920-0031920-0031 金沢市広岡1-1-10金沢市広岡1-1-10 076-265-7265076-265-7265
あさの　じゅ

ん

44 21-408021-4080 柿木　健雄柿木　健雄 太陽めがね太陽めがね 920-0804920-0804 金沢市鳴和2-2-3金沢市鳴和2-2-3 076-251-9902076-251-9902
かきのき　た

けお

55 9-17869-1786 袖野　登志江袖野　登志江 ムサシ補聴器店ムサシ補聴器店 920-0845920-0845 金沢市瓢箪町2-13金沢市瓢箪町2-13 076-225-7466076-225-7466
そでの　とし

え

66 18-291018-2910 米川　一米川　一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢百番街店理研産業補聴器センター　金沢百番街店

920-0858920-0858
金沢市木ノ新保町1-1 金沢市木ノ新保町1-1 
金沢百番街あんと西4階金沢百番街あんと西4階

076-265-7240076-265-7240
よねかわ　は

じめ

77 25-522625-5226 青木　理穂青木　理穂
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢百番街店理研産業補聴器センター　金沢百番街店

920-0858920-0858
金沢市木ノ新保町1-1 金沢市木ノ新保町1-1 
金沢百番街あんと西4階金沢百番街あんと西4階

076-265-7240076-265-7240 あおき　りほ

88 29-638129-6381 小寺　沙織小寺　沙織
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢百番街店理研産業補聴器センター　金沢百番街店

920-0858920-0858
金沢市木ノ新保町1-1 金沢市木ノ新保町1-1 
金沢百番街あんと西4階金沢百番街あんと西4階

076-265-7240076-265-7240
こでら　さお

り

99 15-249415-2494 筆﨑　羊子筆﨑　羊子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店 920-0901920-0901 金沢市彦三町2-1-41金沢市彦三町2-1-41 076-264-1133076-264-1133
ふでさき　よ

うこ

1010 25-508625-5086 鍛治谷　勇成鍛治谷　勇成 ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店ブルームヒアリング（株）　ブルーム金沢店 920-0901920-0901 金沢市彦三町2-1-41金沢市彦三町2-1-41 076-264-1133076-264-1133
かじや　ゆう

せい

1111 2-11012-1101 小林　信一小林　信一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
こばやし　し

んいち

1212 11-210111-2101 徳野　広康徳野　広康
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
とくの　ひろ

やす

1313 13-229213-2292 松本　透松本　透
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
まつもと　と

おる

1414 17-279117-2791 幾野　裕紀幾野　裕紀
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531 いくの　ゆき

1515 21-401121-4011 粟田　昌子粟田　昌子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
あわだ　まさ

こ

1616 27-567327-5673 高出　達也高出　達也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業金沢支店　補聴器センター理研産業金沢支店　補聴器センター

920-0935920-0935 金沢市石引1-8-6金沢市石引1-8-6 076-262-2531076-262-2531
たかで　たつ

や

1717 24-495024-4950 堀田　隆史堀田　隆史 （有）ホッタ　ほった　あんしん補聴器（有）ホッタ　ほった　あんしん補聴器 920-2128920-2128
白山市鶴来下東町カ26 白山市鶴来下東町カ26 
レッツレッツ

076-272-0304076-272-0304
ほった　たか

し

1818 8-16748-1674 洞口　末彦洞口　末彦
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
金沢めいてつエムザ店金沢めいてつエムザ店

920-8583920-8583
金沢市武蔵町15‐1 金沢市武蔵町15‐1 
5階メガネサロン5階メガネサロン

076-260-2456076-260-2456
ほらぐち　す

えひこ

1919 8-16478-1647 吉本　明弘吉本　明弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢西泉店理研産業補聴器センター　金沢西泉店

921-8042921-8042 金沢市泉本町7-6金沢市泉本町7-6 076-247-3310076-247-3310
よしもと　と

しひろ

2020 21-380021-3800 寺澤　雅子寺澤　雅子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　金沢西泉店理研産業補聴器センター　金沢西泉店

921-8042921-8042 金沢市泉本町7-6金沢市泉本町7-6 076-247-3310076-247-3310
てらさわ　ま

さこ

2121 3-11643-1164 石川　裕二石川　裕二 石川医療技術サービス補聴器相談センター石川医療技術サービス補聴器相談センター 921-8151921-8151
金沢市窪4-403 金沢市窪4-403 
本陣ロイヤルハイム1FテナントA本陣ロイヤルハイム1FテナントA

076-225-3155076-225-3155
いしかわ　ゆ

うじ

2222 27-601127-6011 松井　俊浩松井　俊浩 石川医療技術サービス補聴器相談センター石川医療技術サービス補聴器相談センター 921-8151921-8151
金沢市窪4-403 金沢市窪4-403 
本陣ロイヤルハイム1FテナントA本陣ロイヤルハイム1FテナントA

076-225-3155076-225-3155
まつい　とし

ひろ

2323 24-470524-4705 和田　誠和田　誠
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　金沢店パリミキ　金沢店

921-8161921-8161 金沢市有松3丁目11番20号金沢市有松3丁目11番20号 076-243-6177076-243-6177 わだ　まこと

2424 28-614828-6148 横川　善江横川　善江
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）　
野々市倉庫店野々市倉庫店

921-8848921-8848 野々市市柳町301-1野々市市柳町301-1 076-275-8813076-275-8813
よこがわ　よ

しえ

2525 23-457923-4579 日出嶋　浩士日出嶋　浩士 （株）メガネトップ　眼鏡市場　フレスポ加賀店（株）メガネトップ　眼鏡市場　フレスポ加賀店 922-0423922-0423 加賀市作見町二60-1加賀市作見町二60-1 0761-72-46880761-72-4688
ひでしま　ひ

ろし

2626 23-465323-4653 木村　祐輔木村　祐輔 ライオン堂ライオン堂 922-0423922-0423
加賀市作見町ル25-1 加賀市作見町ル25-1 
アビオシティ加賀1Fアビオシティ加賀1F

0761-72-87080761-72-8708
きむら　ゆう

すけ

2727 4-13004-1300 山下　二三夫山下　二三夫 メガネと補聴器の店　やましたメガネと補聴器の店　やました 922-0816922-0816
加賀市大聖寺東町2丁目26 加賀市大聖寺東町2丁目26 
エーデルワイス1Fエーデルワイス1F

0761-73-33280761-73-3328
やました　ふ

みお

2828 18-296218-2962 小林　純小林　純
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小松店理研産業補聴器センター　小松店

923-0921923-0921
小松市土居原町716 小松市土居原町716 
ハイパーホテル小松1Fハイパーホテル小松1F

0761-23-37510761-23-3751
こばやし　

じゅん

2929 18-306118-3061 椛谷　知美椛谷　知美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小松店理研産業補聴器センター　小松店

923-0921923-0921
小松市土居原町716 小松市土居原町716 
ハイパーホテル小松1Fハイパーホテル小松1F

0761-23-37510761-23-3751
かばたに　と

もみ

3030 20-351020-3510 宮多　友美宮多　友美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　小松店理研産業補聴器センター　小松店

923-0921923-0921
小松市土居原町716 小松市土居原町716 
ハイパーホテル小松1Fハイパーホテル小松1F

0761-23-37510761-23-3751
みやた　とも

み

3131 22-416022-4160 栃原　竜広栃原　竜広
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アピタ松任店パリミキ　アピタ松任店

924-0817924-0817
白山市幸明町280 白山市幸明町280 
アピタ松任1Fアピタ松任1F

076-274-6652076-274-6652
とちはら　た

つひろ

石川県石川県
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

3232 15-250115-2501 大島　拓也大島　拓也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　白山松任店理研産業補聴器センター　白山松任店

924-0878924-0878
白山市末広2-75  白山市末広2-75  
ザ・タカクワ189　102ザ・タカクワ189　102

076-274-7210076-274-7210
おおしま　た

くや

3333 26-534026-5340 中野　寛子中野　寛子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　白山松任店理研産業補聴器センター　白山松任店

924-0878924-0878
白山市末広2-75  白山市末広2-75  
ザ・タカクワ189　102ザ・タカクワ189　102

076-274-7210076-274-7210
なかの　とも

こ

3434 29-626629-6266 波部　亮波部　亮
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルームイオンモール白山店ブルームイオンモール白山店

924-8777924-8777
白山市横江町土地区画整理事業施工地区1街区 白山市横江町土地区画整理事業施工地区1街区 
イオンモール白山　3階　OWNDAYS内イオンモール白山　3階　OWNDAYS内

076-220-7365076-220-7365 はべ　りょう

3535 10-185310-1853 荒木　誠荒木　誠
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　羽咋店理研産業補聴器センター　羽咋店

925-0049925-0049 羽咋市柳橋町柳橋76-6羽咋市柳橋町柳橋76-6 0767-22-03800767-22-0380
あらき　まこ

と

3636 20-340720-3407 青木　祐介青木　祐介
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　羽咋店理研産業補聴器センター　羽咋店

925-0049925-0049 羽咋市柳橋町柳橋76-6羽咋市柳橋町柳橋76-6 0767-22-03800767-22-0380
あおき　ひろ

ゆき

3737 18-292818-2928 南　英一南　英一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　七尾店理研産業補聴器センター　七尾店

926-0812926-0812 七尾市北藤橋町口84-11七尾市北藤橋町口84-11 0767-52-13210767-52-1321
みなみ　ひで

かず

3838 18-300018-3000 大田　聡志大田　聡志
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　七尾店理研産業補聴器センター　七尾店

926-0812926-0812 七尾市北藤橋町口84-11七尾市北藤橋町口84-11 0767-52-13210767-52-1321
おおた　さと

し

3939 26-546926-5469 林　勇喜林　勇喜
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　七尾店理研産業補聴器センター　七尾店

926-0812926-0812 七尾市北藤橋町口84-11七尾市北藤橋町口84-11 0767-52-13210767-52-1321
はやし　ゆう

き

4040 20-350220-3502 黒崎　靖恵黒崎　靖恵
くろさき　の

ぶえ

4141 20-358820-3588 端　建治端　建治 はし　けんじ

福井県福井県
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 21-406521-4065 端野　崇端野　崇
（株）端野メディカル　（株）端野メディカル　
（株）ハシノメディカル　ショールーム（株）ハシノメディカル　ショールーム

910-0002910-0002 福井市町屋2-8-10福井市町屋2-8-10 0776-27-00880776-27-0088
はしの　たか

し

22 18-296518-2965 内藤　雅嗣内藤　雅嗣 （有）ひまわりめがね　ひまわり補聴器（有）ひまわりめがね　ひまわり補聴器 910-0005910-0005
福井市大手3-4-1 福井市大手3-4-1 
福井放送会館1F福井放送会館1F

0776-28-32250776-28-3225
ないとう　ま

さつぐ

33 26-539226-5392 山本　真吾山本　真吾 （有）ひまわりめがね　ひまわり補聴器（有）ひまわりめがね　ひまわり補聴器 910-0005910-0005
福井市大手3-4-1 福井市大手3-4-1 
福井放送会館1F福井放送会館1F

0776-28-32250776-28-3225
やまもと　し

んご

44 5-13925-1392 渡辺　浩二渡辺　浩二
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業福井支店　補聴器センター理研産業福井支店　補聴器センター

910-0006910-0006 福井市中央1-3-3福井市中央1-3-3 0776-22-47540776-22-4754
よこい　りょ

う

55 11-204411-2044 横井　亮横井　亮
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業福井支店　補聴器センター理研産業福井支店　補聴器センター

910-0006910-0006 福井市中央1-3-3福井市中央1-3-3 0776-22-47540776-22-4754 ひろせ　みき

66 25-511525-5115 広瀬　美季広瀬　美季
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業福井支店　補聴器センター理研産業福井支店　補聴器センター

910-0006910-0006 福井市中央1-3-3福井市中央1-3-3 0776-22-47540776-22-4754
ほりた　ちえ

こ

77 29-639529-6395 堀田　智恵子堀田　智恵子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業福井支店　補聴器センター理研産業福井支店　補聴器センター

910-0006910-0006 福井市中央1-3-3福井市中央1-3-3 0776-22-47540776-22-4754
わたなべ　こ

うじ

88 24-486724-4867 髙木　優成髙木　優成
（株）コーショー　リオネットセンター大和田（株）コーショー　リオネットセンター大和田
（福井県補聴器相談センター）（福井県補聴器相談センター）

910-0806910-0806 福井市高木町4-10-3福井市高木町4-10-3 0776-57-11330776-57-1133
たかぎ　まさ

あき

99 17-275317-2753 梅田　晃治梅田　晃治 東海リオン（株）　リオネットセンター福井東海リオン（株）　リオネットセンター福井 910-0857910-0857 福井市豊島2-7-4福井市豊島2-7-4 0776-22-02130776-22-0213
うめだ　こう

じ

1010 21-404821-4048 池端　智行池端　智行 東海リオン（株）　リオネットセンター福井東海リオン（株）　リオネットセンター福井 910-0857910-0857 福井市豊島2-7-4福井市豊島2-7-4 0776-22-02130776-22-0213
いけばた　と

もゆき

1111 5-13855-1385 木本　恵利子木本　恵利子 （株）西武補聴器センター（株）西武補聴器センター 910-0858910-0858 福井市手寄1丁目15-1福井市手寄1丁目15-1 0776-25-60330776-25-6033
くろだ　めい

こ

1212 16-257616-2576 黒田　盟子黒田　盟子 （株）西武補聴器センター（株）西武補聴器センター 910-0858910-0858 福井市手寄1丁目15-1福井市手寄1丁目15-1 0776-25-60330776-25-6033
きもと　えり

こ

1313 24-476324-4763 松田　貴志松田　貴志 （有）ひまわりめがね（有）ひまわりめがね 910-2163910-2163 福井市栃泉町28-2-6福井市栃泉町28-2-6 0776-41-32250776-41-3225
まった　たか

し

1414 29-655929-6559 白崎　雅靖白崎　雅靖 （有）ひまわりめがね（有）ひまわりめがね 910-2163910-2163 福井市栃泉町28-2-6福井市栃泉町28-2-6 0776-41-32250776-41-3225
しらさき　ま

さやす

1515 25-501325-5013 前田　健志前田　健志 東海リオン（株）　リオネットセンター大野東海リオン（株）　リオネットセンター大野 912-0022912-0022 大野市陽明町3-1607大野市陽明町3-1607 0779-66-17330779-66-1733
まえだ　たけ

し

1616 16-263316-2633 南　智之南　智之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　敦賀店理研産業補聴器センター　敦賀店

914-0054914-0054 敦賀市白銀町1-12敦賀市白銀町1-12 0770-22-80510770-22-8051
みなみ　とも

ゆき

1717 23-446023-4460 森木　優子森木　優子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　敦賀店理研産業補聴器センター　敦賀店

914-0054914-0054 敦賀市白銀町1-12敦賀市白銀町1-12 0770-22-80510770-22-8051
もりき　ゆう

こ

1818 26-541426-5414 白﨑　透白﨑　透 東海リオン（株）　リオネットセンター敦賀東海リオン（株）　リオネットセンター敦賀 914-0058914-0058 敦賀市三島町3-7-5敦賀市三島町3-7-5 0770-24-02030770-24-0203
しらさき　と

おる

1919 27-568427-5684 内藤　克秀内藤　克秀 東海リオン（株）　リオネットセンター武生東海リオン（株）　リオネットセンター武生 915-0803915-0803 越前市平出2-4-8越前市平出2-4-8 0778-22-82620778-22-8262
ないとう　か

つし

2020 8-16768-1676 堀田　武司堀田　武司
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鯖江店理研産業補聴器センター　鯖江店

916-0046916-0046 鯖江市横江町1-7-26鯖江市横江町1-7-26 0778-51-80440778-51-8044
やまぐち　と

しひろ

2121 20-345320-3453 山口　俊宏山口　俊宏
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鯖江店理研産業補聴器センター　鯖江店

916-0046916-0046 鯖江市横江町1-7-26鯖江市横江町1-7-26 0778-51-80440778-51-8044
ほりた　たけ

し

2222 21-365021-3650 中垣内　達也中垣内　達也 東海リオン（株）　リオネットセンター小浜東海リオン（株）　リオネットセンター小浜 917-0084917-0084
小浜市小浜広峰11-5 小浜市小浜広峰11-5 
ふじたやビル1Fふじたやビル1F

0770-64-59330770-64-5933
なかがいち　

たつや

2323 22-434122-4341 五味　智洋五味　智洋 （株）メガネトップ　眼鏡市場　福井坂井店（株）メガネトップ　眼鏡市場　福井坂井店 919-0526919-0526 坂井市坂井町上兵庫33字長田川1番坂井市坂井町上兵庫33字長田川1番 0776-72-31480776-72-3148
ごみ　ともひ

ろ

2424 2-10552-1055 小林　正徳小林　正徳
こばやし　ま

さのり

2525 17-282117-2821 西川　紀男西川　紀男
にしかわ　の

りお

2626 18-287518-2875 森下　正道森下　正道
もりした　ま

さみち

2727 25-503125-5031 斎藤　和宏斎藤　和宏
さいとう　か

ずひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

山梨県山梨県
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 10-189610-1896 渡辺　信行渡辺　信行 まごころ補聴器まごころ補聴器 400-0008400-0008 甲府市緑が丘2-10-1甲府市緑が丘2-10-1 055-215-7188055-215-7188
わたなべ　の

ぶゆき

22 18-294618-2946 鈴木　雄一鈴木　雄一 （株）セイビドー　本店（株）セイビドー　本店 400-0031400-0031 甲府市丸の内1-15-8甲府市丸の内1-15-8 055-237-6800055-237-6800
すずき　ゆう

いち

33 20-338920-3389 大村　英樹大村　英樹 （株）セイビドー　本店（株）セイビドー　本店 400-0031400-0031 甲府市丸の内1-15-8甲府市丸の内1-15-8 055-237-6800055-237-6800
おおむら　ひ

でき

44 22-421022-4210 小林　一弥小林　一弥 マキチエ（株）　甲府店マキチエ（株）　甲府店 400-0031400-0031
甲府市丸の内2-3-3 甲府市丸の内2-3-3 
タチバナビル1F-Bタチバナビル1F-B

055-208-6636055-208-6636
こばやし　か

ずや

55 27-589227-5892 岡谷　泰之岡谷　泰之 新日本補聴器（株）　甲府店新日本補聴器（株）　甲府店 400-0032400-0032 甲府市中央5-2-32甲府市中央5-2-32 055-235-9831055-235-9831
おかや　やす

ゆき

66 12-224912-2249 宮崎　太郎宮崎　太郎
中楯菱電（有）　中楯菱電（有）　
なかだて補聴器センター　甲府店なかだて補聴器センター　甲府店

400-0032400-0032 甲府市中央5-2-29甲府市中央5-2-29 055-232-4371055-232-4371
みやざき　た

ろう

77 21-379021-3790 中澤　唯至中澤　唯至
中楯菱電（有）　中楯菱電（有）　
なかだて補聴器センター　甲府店なかだて補聴器センター　甲府店

400-0032400-0032 甲府市中央5-2-29甲府市中央5-2-29 055-232-4371055-232-4371
なかざわ　た

だゆき

88 21-381621-3816 森澤　俊秀森澤　俊秀 （株）セイビドー　甲斐双葉店（株）セイビドー　甲斐双葉店 400-0107400-0107
甲斐市志田字柿木645-1 甲斐市志田字柿木645-1 
ラザウォーク甲斐双葉2Fラザウォーク甲斐双葉2F

0551-30-70770551-30-7077
もりさわ　と

しひで

99 29-650029-6500 加藤　俊仁加藤　俊仁 （株）セイビドー　甲斐双葉店（株）セイビドー　甲斐双葉店 400-0107400-0107
甲斐市志田字柿木645-1 甲斐市志田字柿木645-1 
ラザウォーク甲斐双葉2Fラザウォーク甲斐双葉2F

0551-30-70770551-30-7077
かとう　とし

ひと

1010 17-273017-2730 小河内　清仁小河内　清仁 正視堂眼鏡店　増穂店正視堂眼鏡店　増穂店 400-0501400-0501 南巨摩郡富士川町青柳町1063南巨摩郡富士川町青柳町1063 0556-22-31090556-22-3109
おがわうち　

きよひと

1111 22-421422-4214 中澤　良太中澤　良太 （有）アイ・タイム中沢（有）アイ・タイム中沢 400-0601400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1676-1南巨摩郡富士川町鰍沢1676-1 0556-22-04730556-22-0473
なかざわ　

りょうた

1212 26-540926-5409 箕田　球騎箕田　球騎 充之多メガネ充之多メガネ 401-0301401-0301 南都留郡富士河口湖町船津6872南都留郡富士河口湖町船津6872 0555-73-33330555-73-3333
みのだ　たま

のり

1313 9-18309-1830 眞田　一幸眞田　一幸 補聴器専門店　さなだ補聴器専門店　さなだ 403-0004403-0004 富士吉田市下吉田2-26-36富士吉田市下吉田2-26-36 0555-72-82000555-72-8200
さなだ　かず

ゆき

1414 21-365821-3658 日川　淳日川　淳 メガネのヒカワメガネのヒカワ 403-0007403-0007 富士吉田市中曽根1-2-7富士吉田市中曽根1-2-7 0555-22-55060555-22-5506
ひかわ　あつ

し

1515 24-474624-4746 小林　伸光小林　伸光 （有）昭和堂時計店（有）昭和堂時計店 404-0043404-0043 甲州市塩山下於曽1541-1甲州市塩山下於曽1541-1 0553-32-13250553-32-1325
こばやし　の

ぶみつ

1616 7-16207-1620 藤原　久雄藤原　久雄 藤原時計店藤原時計店 405-0025405-0025 山梨市一町田中300-1山梨市一町田中300-1 0553-22-07010553-22-0701
ふじはら　ひ

さお

1717 18-299918-2999 藤原　義久藤原　義久 藤原時計店藤原時計店 405-0025405-0025 山梨市一町田中300-1山梨市一町田中300-1 0553-22-07010553-22-0701
ふじはら　よ

しひさ

1818 24-472024-4720 鴨下　稔鴨下　稔 （株）カモシタ　メガネ・時計・宝飾　カモシタ（株）カモシタ　メガネ・時計・宝飾　カモシタ 406-0031406-0031 笛吹市石和町市部1109-13笛吹市石和町市部1109-13 055-262-3881055-262-3881
かもした　み

のる

1919 28-624928-6249 石川　雅亮石川　雅亮 石川時計店石川時計店 408-0021408-0021 北杜市長坂町長坂上条2316北杜市長坂町長坂上条2316 0551-32-24580551-32-2458
いしかわ　ま

さあき

2020 23-444523-4445 宮川　学宮川　学
（有）みやがわ　（有）みやがわ　
めがね・とけい・補聴器　みやがわめがね・とけい・補聴器　みやがわ

409-0112409-0112 上野原市上野原3,585上野原市上野原3,585 0554-63-02340554-63-0234
みやかわ　ま

なぶ

2121 25-515925-5159 市川　翔市川　翔 （株）セイビドー　玉穂店（株）セイビドー　玉穂店 409-3803409-3803
中央市若宮50-1 中央市若宮50-1 
イッツモア玉穂店ショッピングセンター1階イッツモア玉穂店ショッピングセンター1階

055-273-0394055-273-0394
いちかわ　

しょう

2222 10-189510-1895 二宮　洋信二宮　洋信
中楯菱電（有）　中楯菱電（有）　
なかだて補聴器センター　玉穂店なかだて補聴器センター　玉穂店

409-3803409-3803
中央市若宮29-3 中央市若宮29-3 
T-ウェスト102T-ウェスト102

055-288-8167055-288-8167
にのみや　ひ

ろのぶ

2323 29-627529-6275 菊池　慎太郎菊池　慎太郎
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール甲府昭和店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール甲府昭和店

409-3852409-3852
中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 
イオンモール甲府昭和3Fイオンモール甲府昭和3F

055-269-5308055-269-5308
きくち　しん

たろう

2424 29-636929-6369 清水　宏清水　宏 （株）和真　和真メガネ　甲府昭和店（株）和真　和真メガネ　甲府昭和店 409-3866409-3866
中巨摩郡昭和町西条13-1 中巨摩郡昭和町西条13-1 
イトーヨーカドー1Fイトーヨーカドー1F

055-240-7267055-240-7267
しみず　ひろ

し

長野県長野県
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 6-15196-1519 西村　敏郎西村　敏郎
ニッショーサプライ（株）　ニッショーサプライ（株）　
ニッショー補聴器センターニッショー補聴器センター

380-0805380-0805 長野市柳町72-1長野市柳町72-1 026-217-2228026-217-2228
にしむら　と

しろう

22 27-594427-5944 山﨑　順子山﨑　順子
ニッショーサプライ（株）　ニッショーサプライ（株）　
ニッショー補聴器センターニッショー補聴器センター

380-0805380-0805 長野市柳町72-1長野市柳町72-1 026-217-2228026-217-2228
やまざき　

じゅんこ

33 21-375421-3754 高橋　雄一郎高橋　雄一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長野大通り店パリミキ　長野大通り店

380-0821380-0821 長野市上千歳町1421番地8長野市上千歳町1421番地8 026-235-7811026-235-7811
たかはし　ゆ

ういちろう

44 27-571827-5718 近藤　悠希近藤　悠希
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長野大通り店パリミキ　長野大通り店

380-0821380-0821 長野市上千歳町1421番地8長野市上千歳町1421番地8 026-235-7811026-235-7811
こんどう　ゆ

うき

55 8-16878-1687 阿部　和幸阿部　和幸 （株）金賞堂　長野店（株）金賞堂　長野店 380-0822380-0822 長野市南千歳町849長野市南千歳町849 026-219-3596026-219-3596
あべ　かずゆ

き

66 23-459723-4597 増田　直利増田　直利 （株）金鳳堂　東急長野店（株）金鳳堂　東急長野店 380-0823380-0823
長野市南千歳1-1-1 長野市南千歳1-1-1 
ながの東急シェルシェ4階ながの東急シェルシェ4階

026-226-4063026-226-4063
ますだ　なお

とし

77 14-243314-2433 奥山　繁一奥山　繁一 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
おくやま　し

げかず

88 16-259316-2593 野澤　幸功野澤　幸功 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
のざわ　ゆき

のり

99 22-422722-4227 奥山　洋子奥山　洋子 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
おくやま　ひ

ろこ

1010 24-473524-4735 金子　稔金子　稔 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
かねこ　みの

る

1111 25-520525-5205 丸山　豊広丸山　豊広 ブルームヒアリング（株）　ブルーム長野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム長野店 380-0823380-0823
長野市南千歳1-22-9 長野市南千歳1-22-9 
市川ビル5F市川ビル5F

026-226-3115026-226-3115
まるやま　と

よひろ

1212 22-428622-4286 北村　健太郎北村　健太郎 東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野 380-0906380-0906
長野市大字鶴賀七瀬630-1 長野市大字鶴賀七瀬630-1 
ディッツォ・東口101号室ディッツォ・東口101号室

026-226-3341026-226-3341
きたむら　け

んたろう

1313 27-574927-5749 深澤　雅美深澤　雅美 東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野 380-0906380-0906
長野市大字鶴賀七瀬630-1 長野市大字鶴賀七瀬630-1 
ディッツォ・東口101号室ディッツォ・東口101号室

026-226-3341026-226-3341
ふかざわ　ま

さみ

1414 28-611128-6111 太田　善章太田　善章 東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野 380-0906380-0906
長野市大字鶴賀七瀬630-1 長野市大字鶴賀七瀬630-1 
ディッツォ・東口101号室ディッツォ・東口101号室

026-226-3341026-226-3341
おおた　よし

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。

山梨県山梨県
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 10-189610-1896 渡辺　信行渡辺　信行 まごころ補聴器まごころ補聴器 400-0008400-0008 甲府市緑が丘2-10-1甲府市緑が丘2-10-1 055-215-7188055-215-7188
わたなべ　の

ぶゆき

22 18-294618-2946 鈴木　雄一鈴木　雄一 （株）セイビドー　本店（株）セイビドー　本店 400-0031400-0031 甲府市丸の内1-15-8甲府市丸の内1-15-8 055-237-6800055-237-6800
すずき　ゆう

いち

33 20-338920-3389 大村　英樹大村　英樹 （株）セイビドー　本店（株）セイビドー　本店 400-0031400-0031 甲府市丸の内1-15-8甲府市丸の内1-15-8 055-237-6800055-237-6800
おおむら　ひ

でき

44 22-421022-4210 小林　一弥小林　一弥 マキチエ（株）　甲府店マキチエ（株）　甲府店 400-0031400-0031
甲府市丸の内2-3-3 甲府市丸の内2-3-3 
タチバナビル1F-Bタチバナビル1F-B

055-208-6636055-208-6636
こばやし　か

ずや

55 27-589227-5892 岡谷　泰之岡谷　泰之 新日本補聴器（株）　甲府店新日本補聴器（株）　甲府店 400-0032400-0032 甲府市中央5-2-32甲府市中央5-2-32 055-235-9831055-235-9831
おかや　やす

ゆき

66 12-224912-2249 宮崎　太郎宮崎　太郎
中楯菱電（有）　中楯菱電（有）　
なかだて補聴器センター　甲府店なかだて補聴器センター　甲府店

400-0032400-0032 甲府市中央5-2-29甲府市中央5-2-29 055-232-4371055-232-4371
みやざき　た

ろう

77 21-379021-3790 中澤　唯至中澤　唯至
中楯菱電（有）　中楯菱電（有）　
なかだて補聴器センター　甲府店なかだて補聴器センター　甲府店

400-0032400-0032 甲府市中央5-2-29甲府市中央5-2-29 055-232-4371055-232-4371
なかざわ　た

だゆき

88 21-381621-3816 森澤　俊秀森澤　俊秀 （株）セイビドー　甲斐双葉店（株）セイビドー　甲斐双葉店 400-0107400-0107
甲斐市志田字柿木645-1 甲斐市志田字柿木645-1 
ラザウォーク甲斐双葉2Fラザウォーク甲斐双葉2F

0551-30-70770551-30-7077
もりさわ　と

しひで

99 29-650029-6500 加藤　俊仁加藤　俊仁 （株）セイビドー　甲斐双葉店（株）セイビドー　甲斐双葉店 400-0107400-0107
甲斐市志田字柿木645-1 甲斐市志田字柿木645-1 
ラザウォーク甲斐双葉2Fラザウォーク甲斐双葉2F

0551-30-70770551-30-7077
かとう　とし

ひと

1010 17-273017-2730 小河内　清仁小河内　清仁 正視堂眼鏡店　増穂店正視堂眼鏡店　増穂店 400-0501400-0501 南巨摩郡富士川町青柳町1063南巨摩郡富士川町青柳町1063 0556-22-31090556-22-3109
おがわうち　

きよひと

1111 22-421422-4214 中澤　良太中澤　良太 （有）アイ・タイム中沢（有）アイ・タイム中沢 400-0601400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1676-1南巨摩郡富士川町鰍沢1676-1 0556-22-04730556-22-0473
なかざわ　

りょうた

1212 26-540926-5409 箕田　球騎箕田　球騎 充之多メガネ充之多メガネ 401-0301401-0301 南都留郡富士河口湖町船津6872南都留郡富士河口湖町船津6872 0555-73-33330555-73-3333
みのだ　たま

のり

1313 9-18309-1830 眞田　一幸眞田　一幸 補聴器専門店　さなだ補聴器専門店　さなだ 403-0004403-0004 富士吉田市下吉田2-26-36富士吉田市下吉田2-26-36 0555-72-82000555-72-8200
さなだ　かず

ゆき

1414 21-365821-3658 日川　淳日川　淳 メガネのヒカワメガネのヒカワ 403-0007403-0007 富士吉田市中曽根1-2-7富士吉田市中曽根1-2-7 0555-22-55060555-22-5506
ひかわ　あつ

し

1515 24-474624-4746 小林　伸光小林　伸光 （有）昭和堂時計店（有）昭和堂時計店 404-0043404-0043 甲州市塩山下於曽1541-1甲州市塩山下於曽1541-1 0553-32-13250553-32-1325
こばやし　の

ぶみつ

1616 7-16207-1620 藤原　久雄藤原　久雄 藤原時計店藤原時計店 405-0025405-0025 山梨市一町田中300-1山梨市一町田中300-1 0553-22-07010553-22-0701
ふじはら　ひ

さお

1717 18-299918-2999 藤原　義久藤原　義久 藤原時計店藤原時計店 405-0025405-0025 山梨市一町田中300-1山梨市一町田中300-1 0553-22-07010553-22-0701
ふじはら　よ

しひさ

1818 24-472024-4720 鴨下　稔鴨下　稔 （株）カモシタ　メガネ・時計・宝飾　カモシタ（株）カモシタ　メガネ・時計・宝飾　カモシタ 406-0031406-0031 笛吹市石和町市部1109-13笛吹市石和町市部1109-13 055-262-3881055-262-3881
かもした　み

のる

1919 28-624928-6249 石川　雅亮石川　雅亮 石川時計店石川時計店 408-0021408-0021 北杜市長坂町長坂上条2316北杜市長坂町長坂上条2316 0551-32-24580551-32-2458
いしかわ　ま

さあき

2020 23-444523-4445 宮川　学宮川　学
（有）みやがわ　（有）みやがわ　
めがね・とけい・補聴器　みやがわめがね・とけい・補聴器　みやがわ

409-0112409-0112 上野原市上野原3,585上野原市上野原3,585 0554-63-02340554-63-0234
みやかわ　ま

なぶ

2121 25-515925-5159 市川　翔市川　翔 （株）セイビドー　玉穂店（株）セイビドー　玉穂店 409-3803409-3803
中央市若宮50-1 中央市若宮50-1 
イッツモア玉穂店ショッピングセンター1階イッツモア玉穂店ショッピングセンター1階

055-273-0394055-273-0394
いちかわ　

しょう

2222 10-189510-1895 二宮　洋信二宮　洋信
中楯菱電（有）　中楯菱電（有）　
なかだて補聴器センター　玉穂店なかだて補聴器センター　玉穂店

409-3803409-3803
中央市若宮29-3 中央市若宮29-3 
T-ウェスト102T-ウェスト102

055-288-8167055-288-8167
にのみや　ひ

ろのぶ

2323 29-627529-6275 菊池　慎太郎菊池　慎太郎
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール甲府昭和店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール甲府昭和店

409-3852409-3852
中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 
イオンモール甲府昭和3Fイオンモール甲府昭和3F

055-269-5308055-269-5308
きくち　しん

たろう

2424 29-636929-6369 清水　宏清水　宏 （株）和真　和真メガネ　甲府昭和店（株）和真　和真メガネ　甲府昭和店 409-3866409-3866
中巨摩郡昭和町西条13-1 中巨摩郡昭和町西条13-1 
イトーヨーカドー1Fイトーヨーカドー1F

055-240-7267055-240-7267
しみず　ひろ

し

長野県長野県
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 6-15196-1519 西村　敏郎西村　敏郎
ニッショーサプライ（株）　ニッショーサプライ（株）　
ニッショー補聴器センターニッショー補聴器センター

380-0805380-0805 長野市柳町72-1長野市柳町72-1 026-217-2228026-217-2228
にしむら　と

しろう

22 27-594427-5944 山﨑　順子山﨑　順子
ニッショーサプライ（株）　ニッショーサプライ（株）　
ニッショー補聴器センターニッショー補聴器センター

380-0805380-0805 長野市柳町72-1長野市柳町72-1 026-217-2228026-217-2228
やまざき　

じゅんこ

33 21-375421-3754 高橋　雄一郎高橋　雄一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長野大通り店パリミキ　長野大通り店

380-0821380-0821 長野市上千歳町1421番地8長野市上千歳町1421番地8 026-235-7811026-235-7811
たかはし　ゆ

ういちろう

44 27-571827-5718 近藤　悠希近藤　悠希
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長野大通り店パリミキ　長野大通り店

380-0821380-0821 長野市上千歳町1421番地8長野市上千歳町1421番地8 026-235-7811026-235-7811
こんどう　ゆ

うき

55 8-16878-1687 阿部　和幸阿部　和幸 （株）金賞堂　長野店（株）金賞堂　長野店 380-0822380-0822 長野市南千歳町849長野市南千歳町849 026-219-3596026-219-3596
あべ　かずゆ

き

66 23-459723-4597 増田　直利増田　直利 （株）金鳳堂　東急長野店（株）金鳳堂　東急長野店 380-0823380-0823
長野市南千歳1-1-1 長野市南千歳1-1-1 
ながの東急シェルシェ4階ながの東急シェルシェ4階

026-226-4063026-226-4063
ますだ　なお

とし

77 14-243314-2433 奥山　繁一奥山　繁一 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
おくやま　し

げかず

88 16-259316-2593 野澤　幸功野澤　幸功 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
のざわ　ゆき

のり

99 22-422722-4227 奥山　洋子奥山　洋子 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
おくやま　ひ

ろこ

1010 24-473524-4735 金子　稔金子　稔 （株）長野補聴器センター（株）長野補聴器センター 380-0823380-0823 長野市南千歳1-10-4長野市南千歳1-10-4 026-226-8283026-226-8283
かねこ　みの

る

1111 25-520525-5205 丸山　豊広丸山　豊広 ブルームヒアリング（株）　ブルーム長野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム長野店 380-0823380-0823
長野市南千歳1-22-9 長野市南千歳1-22-9 
市川ビル5F市川ビル5F

026-226-3115026-226-3115
まるやま　と

よひろ

1212 22-428622-4286 北村　健太郎北村　健太郎 東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野 380-0906380-0906
長野市大字鶴賀七瀬630-1 長野市大字鶴賀七瀬630-1 
ディッツォ・東口101号室ディッツォ・東口101号室

026-226-3341026-226-3341
きたむら　け

んたろう

1313 27-574927-5749 深澤　雅美深澤　雅美 東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野 380-0906380-0906
長野市大字鶴賀七瀬630-1 長野市大字鶴賀七瀬630-1 
ディッツォ・東口101号室ディッツォ・東口101号室

026-226-3341026-226-3341
ふかざわ　ま

さみ

1414 28-611128-6111 太田　善章太田　善章 東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野東日本リオン（株）　リオン補聴相談室　長野 380-0906380-0906
長野市大字鶴賀七瀬630-1 長野市大字鶴賀七瀬630-1 
ディッツォ・東口101号室ディッツォ・東口101号室

026-226-3341026-226-3341
おおた　よし

あき

長野県長野県
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

1515 1-10261-1026 三戸部　惠一三戸部　惠一 （有）北山補聴器　本店（有）北山補聴器　本店 380-0934380-0934
長野市中御所町4丁目2番地 長野市中御所町4丁目2番地 
第2中御所町ビル1階第2中御所町ビル1階

026-224-6822026-224-6822
みとべ　けい

いち

1616 21-383221-3832 矢沢　裕之矢沢　裕之 （有）北山補聴器　本店（有）北山補聴器　本店 380-0934380-0934
長野市中御所町4丁目2番地 長野市中御所町4丁目2番地 
第2中御所町ビル1階第2中御所町ビル1階

026-224-6822026-224-6822
やざわ　ひろ

ゆき

1717 21-371521-3715 井浦　和美井浦　和美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　須坂店パリミキ　須坂店

382-0000382-0000 須坂市大字小山1302-1須坂市大字小山1302-1 026-245-0168026-245-0168
いうら　かず

み

1818 22-421522-4215 西沢　俊江西沢　俊江 （有）西沢時計店（有）西沢時計店 383-0021383-0021 中野市西1-4-12中野市西1-4-12 0269-22-38560269-22-3856
にしざわ　と

しえ

1919 27-583827-5838 中村　幸一中村　幸一 （有）中村時計店（有）中村時計店 383-0022383-0022 中野市中央4-2-9中野市中央4-2-9 0269-22-32540269-22-3254
なかむら　こ

ういち

2020 26-561226-5612 吉田　哲郎吉田　哲郎
（有）ジョイ・コミヤマ　（有）ジョイ・コミヤマ　
オプティカルワークス　コミヤマオプティカルワークス　コミヤマ

384-0808384-0808 小諸市御影新田2585-1小諸市御影新田2585-1 0267-23-05700267-23-0570
よしだ　てつ

ろう

2121 23-446123-4461 佐藤　綱紀佐藤　綱紀 （有）めがねタイム（有）めがねタイム 384-2102384-2102 佐久市塩名田488-2佐久市塩名田488-2 0267-58-01230267-58-0123
さとう　つな

き

2222 29-629329-6293 小内　永次小内　永次
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　イオンモール佐久平店メガネ・補聴器の板垣　イオンモール佐久平店

385-0029385-0029
佐久市佐久平駅南11-10 佐久市佐久平駅南11-10 
イオンモール佐久平2Fイオンモール佐久平2F

0267-66-30740267-66-3074
こない　えい

じ

2323 27-570827-5708 尾島　充尾島　充
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　佐久本店メガネ・補聴器の板垣　佐久本店

385-0051385-0051 佐久市中込3639-37佐久市中込3639-37 0267-62-88900267-62-8890
おじま　みつ

る

2424 29-630129-6301 若林　勝秀若林　勝秀
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　佐久本店メガネ・補聴器の板垣　佐久本店

385-0051385-0051 佐久市中込3639-37佐久市中込3639-37 0267-62-88900267-62-8890
わかばやし　

かつひで

2525 25-505425-5054 矢島　嘉豊矢島　嘉豊 （株）メガネのヤジマ（株）メガネのヤジマ 386-0012386-0012 上田市中央1-4-8上田市中央1-4-8 0268-26-41460268-26-4146
やじま　よし

とよ

2626 2-10582-1058 塚田　昭彦塚田　昭彦 塚田電機工業（株）　補聴器センターつかだ塚田電機工業（株）　補聴器センターつかだ 386-0012386-0012 上田市中央2-11-20上田市中央2-11-20 0268-22-10400268-22-1040
つかだ　あき

ひこ

2727 10-186510-1865 塚田　洋史塚田　洋史 塚田電機工業（株）　補聴器センターつかだ塚田電機工業（株）　補聴器センターつかだ 386-0012386-0012 上田市中央2-11-20上田市中央2-11-20 0268-22-10400268-22-1040
つかだ　ひろ

し

2828 11-211611-2116 塚田　和美塚田　和美 塚田電機工業（株）　補聴器センターつかだ塚田電機工業（株）　補聴器センターつかだ 386-0012386-0012 上田市中央2-11-20上田市中央2-11-20 0268-22-10400268-22-1040
つかだ　かず

み

2929 23-448923-4489 中村　敏江中村　敏江 北陸補聴器（株）　上田店北陸補聴器（株）　上田店 386-0012386-0012 上田市中央3-5-22上田市中央3-5-22 0268-23-04280268-23-0428
なかむら　と

しえ

3030 24-494824-4948 林　昭博林　昭博 （株）ミモト　メガネのミモト　国分店（株）ミモト　メガネのミモト　国分店 386-0016386-0016 上田市国分1250-6上田市国分1250-6 0268-26-36100268-26-3610
はやし　あき

ひろ

3131 27-568527-5685 橋詰　眞理子橋詰　眞理子 （有）北山補聴器　上田店（有）北山補聴器　上田店 386-0041386-0041 上田市秋和307-1上田市秋和307-1 0268-71-75300268-71-7530
はしづめ　ま

りこ

3232 21-388021-3880 羽田　和彦羽田　和彦 羽田時計眼鏡店羽田時計眼鏡店 386-0404386-0404 上田市上丸子1421-4上田市上丸子1421-4 0268-43-21180268-43-2118
はた　かずひ

こ

3333 25-509625-5096 羽田　利矢子羽田　利矢子 羽田時計眼鏡店羽田時計眼鏡店 386-0404386-0404 上田市上丸子1421-4上田市上丸子1421-4 0268-43-21180268-43-2118 はた　りやこ

3434 22-418322-4183 小宮山　宏小宮山　宏
（有）ジョイ・コミヤマ　（有）ジョイ・コミヤマ　
メガネのコミヤマ　丸子店メガネのコミヤマ　丸子店

386-0405386-0405 上田市中丸子1417-1上田市中丸子1417-1 0268-42-15700268-42-1570
こみやま　ひ

ろし

3535 21-405921-4059 小宮山　明浩小宮山　明浩
合資会社小宮山商事　合資会社小宮山商事　
ヒアリングステーション　軽井沢店ヒアリングステーション　軽井沢店

389-0112389-0112 北佐久郡軽井沢町中軽井沢6-5北佐久郡軽井沢町中軽井沢6-5 0267-41-63730267-41-6373
こみやま　あ

きひろ

3636 21-397021-3970 小宮山　恵里子小宮山　恵里子
（有）ジョイ・コミヤマ　（有）ジョイ・コミヤマ　
メガネのコミヤマ　東御店メガネのコミヤマ　東御店

389-0515389-0515 東御市常田562-1東御市常田562-1 0268-64-85700268-64-8570
こみやま　え

りこ

3737 10-191210-1912 小林　昭一小林　昭一 オプトコバヤシオプトコバヤシ 389-1305389-1305 上水内郡信濃町柏原2711-39上水内郡信濃町柏原2711-39 026-255-2452026-255-2452
こばやし　

しょういち

3838 18-286918-2869 山本　淳山本　淳 東日本リオン（株）　リオネットセンター松本店東日本リオン（株）　リオネットセンター松本店 390-0811390-0811 松本市中央2-4-13松本市中央2-4-13 0263-35-33870263-35-3387
やまもと　

じゅん

3939 27-586627-5866 牧田　恵味牧田　恵味 東日本リオン（株）　リオネットセンター松本店東日本リオン（株）　リオネットセンター松本店 390-0811390-0811 松本市中央2-4-13松本市中央2-4-13 0263-35-33870263-35-3387 まきた　えみ

4040 26-536226-5362 上嶋　紀理上嶋　紀理 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松本店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松本店 390-0816390-0816
松本市中条2-15 松本市中条2-15 
メゾンドロワール1Fメゾンドロワール1F

0263-35-16750263-35-1675
かみじま　の

りみち

4141 27-595627-5956 清水　真人清水　真人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松本店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松本店 390-0816390-0816
松本市中条2-15 松本市中条2-15 
メゾンドロワール1Fメゾンドロワール1F

0263-35-16750263-35-1675
しみず　まこ

と

4242 29-651929-6519 熊谷　直美熊谷　直美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松本店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松本店 390-0816390-0816
松本市中条2-15 松本市中条2-15 
メゾンドロワール1Fメゾンドロワール1F

0263-35-16750263-35-1675
くまがい　な

おみ

4343 20-329120-3291 有川　貴樹有川　貴樹 （株）オプトアルファ　オプトアルファ並柳店（株）オプトアルファ　オプトアルファ並柳店 390-0825390-0825 松本市並柳1-4-31松本市並柳1-4-31 0263-26-38320263-26-3832
ありかわ　た

かき

4444 26-551426-5514 長橋　大紀長橋　大紀
ニッショーサプライ（株）　ニッショーサプライ（株）　
ニッショー補聴器センター　松本店ニッショー補聴器センター　松本店

390-0833390-0833
松本市双葉12-57 松本市双葉12-57 
中田ビル1F中田ビル1F

0263-31-33660263-31-3366
ながはし　だ

いき

4545 3-11893-1189 山田　信雄山田　信雄 （株）ノセ眼鏡店　ノセメガネ　上土本店（株）ノセ眼鏡店　ノセメガネ　上土本店 390-0874390-0874 松本市大手4-4-3松本市大手4-4-3 0263-32-14890263-32-1489
やまだ　のぶ

お

4646 20-353620-3536 降旗　一史降旗　一史 （有）メガネ専門店フキ（有）メガネ専門店フキ 390-0874390-0874 松本市大手1-9-14松本市大手1-9-14 0263-34-29330263-34-2933
ふりはた　か

ずし

4747 17-285917-2859 村山　陽子村山　陽子 （有）北山補聴器　松本店（有）北山補聴器　松本店 390-0874390-0874
松本市大手2-10-5 松本市大手2-10-5 
吉田ビル1階吉田ビル1階

0263-31-06900263-31-0690
むらやま　よ

うこ

4848 23-444223-4442 岩下　和正岩下　和正
（株）ノセ眼鏡店　（株）ノセ眼鏡店　
ノセメガネ　イオンモール松本店ノセメガネ　イオンモール松本店

390-8560390-8560
松本市中央4-9-51 松本市中央4-9-51 
イオンモール松本店　晴庭1Fイオンモール松本店　晴庭1F

0263-87-59500263-87-5950
いわした　か

ずまさ

4949 7-15767-1576 矢口　忠男矢口　忠男 東日本リオン（株）　リオネットセンター諏訪店東日本リオン（株）　リオネットセンター諏訪店 392-0004392-0004
諏訪市諏訪1-6-1 諏訪市諏訪1-6-1 
アーク諏訪2Fアーク諏訪2F

0266-75-53320266-75-5332
やぐち　ただ

お

5050 16-264816-2648 上野　和宏上野　和宏 東日本リオン（株）　リオネットセンター諏訪店東日本リオン（株）　リオネットセンター諏訪店 392-0004392-0004
諏訪市諏訪1-6-1 諏訪市諏訪1-6-1 
アーク諏訪2Fアーク諏訪2F

0266-75-53320266-75-5332
うえの　かず

ひろ

5151 21-371721-3717 郷津　彰夫郷津　彰夫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム岡谷店ブルームヒアリング（株）　ブルーム岡谷店 394-0028394-0028 岡谷市本町1-7-20岡谷市本町1-7-20 0266-24-21230266-24-2123
ごうづ　あき

お

5252 29-640129-6401 五味　早知夫五味　早知夫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム岡谷店ブルームヒアリング（株）　ブルーム岡谷店 394-0028394-0028 岡谷市本町1-7-20岡谷市本町1-7-20 0266-24-21230266-24-2123 ごみ　さちお

5353 27-568127-5681 佐藤　公紀佐藤　公紀 （有）ツノダ　パルツノダ（銀座本店）（有）ツノダ　パルツノダ（銀座本店） 395-0031395-0031 飯田市銀座4-1飯田市銀座4-1 0265-23-13210265-23-1321
さとう　きみ

のり

5454 11-201711-2017 武井　建一武井　建一 南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター飯田南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター飯田 395-0076395-0076
飯田市白山町3丁目南5-5 飯田市白山町3丁目南5-5 
白山ハイツ102号白山ハイツ102号

0265-49-02500265-49-0250
たけい　けん

いち



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

長野県長野県
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

5555 28-623028-6230 浦山　健浦山　健 南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター飯田南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター飯田 395-0076395-0076
飯田市白山町3丁目南5-5 飯田市白山町3丁目南5-5 
白山ハイツ102号白山ハイツ102号

0265-49-02500265-49-0250
うらやま　た

ける

5656 22-411822-4118 六川　正教六川　正教
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　飯田アップルロード店眼鏡市場　飯田アップルロード店

395-0804395-0804 飯田市鼎名古熊577-4飯田市鼎名古熊577-4 0265-56-43380265-56-4338
ろくがわ　ま

さのり

5757 21-393921-3939 宮脇　敦宮脇　敦 （株）メガネのナガタ　飯田鼎店（株）メガネのナガタ　飯田鼎店 395-0804395-0804 飯田市鼎名古熊2124飯田市鼎名古熊2124 0265-53-18850265-53-1885
みやわき　あ

つし

5858 22-420222-4202 熊谷　元希熊谷　元希 （株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店（株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店 395-0808395-0808 飯田市鼎上茶屋4194飯田市鼎上茶屋4194 0265-24-55560265-24-5556
くまがい　も

とき

5959 24-491924-4919 湯浅　大輔湯浅　大輔 （株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店（株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店 395-0808395-0808 飯田市鼎上茶屋4194飯田市鼎上茶屋4194 0265-24-55560265-24-5556
ゆあさ　だい

すけ

6060 21-380521-3805 原　聡一郎原　聡一郎 南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター南信南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター南信 396-0015396-0015 伊那市中央5079-1伊那市中央5079-1 0265-74-83700265-74-8370
はら　そうい

ちろう

6161 23-451223-4512 松田　貴松田　貴 （株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　伊那店（株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　伊那店 396-0022396-0022 伊那市御園1410-2伊那市御園1410-2 0265-78-85000265-78-8500
まつだ　たか

し

6262 21-393721-3937 小松　正実小松　正実 （株）メガネのナガタ　伊那北店（株）メガネのナガタ　伊那北店 396-0023396-0023 伊那市山寺285-1伊那市山寺285-1 0265-76-77080265-76-7708
こまつ　まさ

み

6363 22-438422-4384 向山　孝明向山　孝明 （株）メガネのナガタ　伊那北店（株）メガネのナガタ　伊那北店 396-0023396-0023 伊那市山寺285-1伊那市山寺285-1 0265-76-77080265-76-7708
むかいやま　

たかあき

6464 23-461023-4610 若狭　紀美子若狭　紀美子 （有）小松　アイショップ　コマツ（有）小松　アイショップ　コマツ 397-0001397-0001 木曽郡木曽町福島5129-1木曽郡木曽町福島5129-1 0264-22-21580264-22-2158
わかさ　きみ

こ

6565 16-256716-2567 髙橋　愛髙橋　愛 （有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ（有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ 398-0002398-0002 大町市大町2481大町市大町2481 026-122-0962026-122-0962
たかはし　め

ぐみ

6666 19-308419-3084 髙橋　英也髙橋　英也 （有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ（有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ 398-0002398-0002 大町市大町2481大町市大町2481 026-122-0962026-122-0962
たかはし　ひ

でなり

6767 21-388921-3889 髙橋　謙仕髙橋　謙仕 （有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ（有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ 398-0002398-0002 大町市大町2481大町市大町2481 026-122-0962026-122-0962
たかはし　け

んじ

6868 21-392321-3923 渡辺　勝浩渡辺　勝浩
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　南松本店パリミキ　南松本店

399-0035399-0035 松本市村井町北1-15-11松本市村井町北1-15-11 0263-57-77810263-57-7781
わたなべ　ま

さひろ

6969 28-626128-6261 井口　雄一井口　雄一 （株）ヤマザキ　ヤマザキ松本村井店（株）ヤマザキ　ヤマザキ松本村井店 399-0036399-0036 松本市村井町南2-22-12松本市村井町南2-22-12 0263-57-78220263-57-7822
いぐち　ゆう

いち

7070 20-327820-3278 小泉　智彦小泉　智彦 補聴器ラボ　みみずく補聴器ラボ　みみずく 399-0703399-0703 塩尻市大字広丘高出1494-37塩尻市大字広丘高出1494-37 0263-54-33010263-54-3301
こいずみ　と

もひこ

7171 18-296418-2964 横山　仁司横山　仁司 かなで合同会社　営業所かなで合同会社　営業所 399-4108399-4108
駒ヶ根市下市場40-1 駒ヶ根市下市場40-1 
レンガ館205レンガ館205

0265-83-33410265-83-3341
よこやま　ひ

とし

7272 4-12774-1277 赤羽　康秀赤羽　康秀 （株）メガネのナガタ　箕輪店（株）メガネのナガタ　箕輪店 399-4601399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪8930上伊那郡箕輪町中箕輪8930 0266-79-14400266-79-1440
あかはね　や

すひで

7373 8-17058-1705 熊谷　建彦熊谷　建彦 めがね 補聴器　くまやめがね 補聴器　くまや 399-4601399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪8422-4上伊那郡箕輪町中箕輪8422-4 0265-98-04030265-98-0403
くまがい　た

てひこ

7474 6-14586-1458 小出　公英小出　公英 （株）ノセ眼鏡店　豊科店（株）ノセ眼鏡店　豊科店 399-8205399-8205
安曇野市豊科4272-10 安曇野市豊科4272-10 
イオン豊科店1階イオン豊科店1階

0263-73-66060263-73-6606
こいで　まさ

ひで

7575 21-375321-3753 前田　直前田　直 （株）ノセ眼鏡店　豊科店（株）ノセ眼鏡店　豊科店 399-8205399-8205
安曇野市豊科4272-10 安曇野市豊科4272-10 
イオン豊科店1階イオン豊科店1階

0263-73-66060263-73-6606 まえだ　なお

7676 22-428522-4285 赤羽　直美赤羽　直美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター安曇野店リオネットセンター安曇野店

399-8205399-8205
安曇野市豊科4682-3 安曇野市豊科4682-3 
プラザ寿1Fプラザ寿1F

0263-87-20560263-87-2056
あかはね　な

おみ

7777 22-418622-4186 後藤　泰博後藤　泰博 （株）メガネトップ　眼鏡市場　穂高店（株）メガネトップ　眼鏡市場　穂高店 399-8303399-8303 安曇野市穂高2515-1安曇野市穂高2515-1 0263-82-27380263-82-2738
ごとう　やす

ひろ

7878 20-351220-3512 中谷　健中谷　健 （株）メガネのナガタ　安曇野店（株）メガネのナガタ　安曇野店 399-8303399-8303 安曇野市穂高1793安曇野市穂高1793 0263-82-11120263-82-1112 なかや　けん

7979 20-354620-3546 小林　利正小林　利正
こばやし　と

しまさ

岐阜県岐阜県
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 8-17088-1708 都竹　景治郎都竹　景治郎
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　岐阜店ナショナル補聴器センター　岐阜店

500-8073500-8073 岐阜市泉町44岐阜市泉町44 058-263-8835058-263-8835
つづく　けい

じろう

22 21-379721-3797 上松　勇介上松　勇介
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　岐阜店ナショナル補聴器センター　岐阜店

500-8073500-8073 岐阜市泉町44岐阜市泉町44 058-263-8835058-263-8835
うえまつ　ゆ

うすけ

33 29-650529-6505 伊奈　佑真伊奈　佑真
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　岐阜店ナショナル補聴器センター　岐阜店

500-8073500-8073 岐阜市泉町44岐阜市泉町44 058-263-8835058-263-8835 いな　ゆま

44 4-12754-1275 新田　仁志新田　仁志
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
にった　ひと

し

55 9-17739-1773 浅井　章也浅井　章也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
あさい　あき

や

66 11-211711-2117 加古　義伸加古　義伸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
かこ　よしの

ぶ

77 18-287318-2873 村瀬　由会村瀬　由会
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
むらせ　よし

え

88 23-440523-4405 藤根　康兵藤根　康兵
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
ふじね　こう

へい

99 18-289418-2894 高山　浩志高山　浩志 （株）キクチメガネ　岐阜県庁前店（株）キクチメガネ　岐阜県庁前店 500-8384500-8384
薮田南1-5-1 薮田南1-5-1 
第2松浪ビル1F第2松浪ビル1F

058-276-2537058-276-2537
たかやま　ひ

ろし

1010 21-384921-3849 山下　裕子山下　裕子 岐阜補聴器プラザ岐阜補聴器プラザ 500-8451500-8451 岐阜市加納上本町3丁目17岐阜市加納上本町3丁目17 058-272-6061058-272-6061
やました　ゆ

うこ

1111 21-392921-3929 山下　顕聖山下　顕聖 岐阜補聴器プラザ岐阜補聴器プラザ 500-8451500-8451 岐阜市加納上本町3丁目17岐阜市加納上本町3丁目17 058-272-6061058-272-6061
やました　あ

きまさ

1212 18-300418-3004 後藤　美千子後藤　美千子
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
岐阜髙島屋　メガネサロン岐阜髙島屋　メガネサロン

500-8525500-8525
岐阜市日ノ出町2-25 岐阜市日ノ出町2-25 
岐阜髙島屋8階　メガネサロン岐阜髙島屋8階　メガネサロン

058-262-8252058-262-8252
ごとう　みち

こ

1313 21-392021-3920 倉　明広倉　明広 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　岐阜店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　岐阜店 500-8833500-8833 岐阜市神田町7-16-4岐阜市神田町7-16-4 058-266-4133058-266-4133
くら　あきひ

ろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

長野県長野県
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

5555 28-623028-6230 浦山　健浦山　健 南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター飯田南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター飯田 395-0076395-0076
飯田市白山町3丁目南5-5 飯田市白山町3丁目南5-5 
白山ハイツ102号白山ハイツ102号

0265-49-02500265-49-0250
うらやま　た

ける

5656 22-411822-4118 六川　正教六川　正教
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　飯田アップルロード店眼鏡市場　飯田アップルロード店

395-0804395-0804 飯田市鼎名古熊577-4飯田市鼎名古熊577-4 0265-56-43380265-56-4338
ろくがわ　ま

さのり

5757 21-393921-3939 宮脇　敦宮脇　敦 （株）メガネのナガタ　飯田鼎店（株）メガネのナガタ　飯田鼎店 395-0804395-0804 飯田市鼎名古熊2124飯田市鼎名古熊2124 0265-53-18850265-53-1885
みやわき　あ

つし

5858 22-420222-4202 熊谷　元希熊谷　元希 （株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店（株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店 395-0808395-0808 飯田市鼎上茶屋4194飯田市鼎上茶屋4194 0265-24-55560265-24-5556
くまがい　も

とき

5959 24-491924-4919 湯浅　大輔湯浅　大輔 （株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店（株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　鼎本店 395-0808395-0808 飯田市鼎上茶屋4194飯田市鼎上茶屋4194 0265-24-55560265-24-5556
ゆあさ　だい

すけ

6060 21-380521-3805 原　聡一郎原　聡一郎 南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター南信南信ヒヤリング（株）　リオネットセンター南信 396-0015396-0015 伊那市中央5079-1伊那市中央5079-1 0265-74-83700265-74-8370
はら　そうい

ちろう

6161 23-451223-4512 松田　貴松田　貴 （株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　伊那店（株）ハナワ　ハナワ補聴器センター　伊那店 396-0022396-0022 伊那市御園1410-2伊那市御園1410-2 0265-78-85000265-78-8500
まつだ　たか

し

6262 21-393721-3937 小松　正実小松　正実 （株）メガネのナガタ　伊那北店（株）メガネのナガタ　伊那北店 396-0023396-0023 伊那市山寺285-1伊那市山寺285-1 0265-76-77080265-76-7708
こまつ　まさ

み

6363 22-438422-4384 向山　孝明向山　孝明 （株）メガネのナガタ　伊那北店（株）メガネのナガタ　伊那北店 396-0023396-0023 伊那市山寺285-1伊那市山寺285-1 0265-76-77080265-76-7708
むかいやま　

たかあき

6464 23-461023-4610 若狭　紀美子若狭　紀美子 （有）小松　アイショップ　コマツ（有）小松　アイショップ　コマツ 397-0001397-0001 木曽郡木曽町福島5129-1木曽郡木曽町福島5129-1 0264-22-21580264-22-2158
わかさ　きみ

こ

6565 16-256716-2567 髙橋　愛髙橋　愛 （有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ（有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ 398-0002398-0002 大町市大町2481大町市大町2481 026-122-0962026-122-0962
たかはし　め

ぐみ

6666 19-308419-3084 髙橋　英也髙橋　英也 （有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ（有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ 398-0002398-0002 大町市大町2481大町市大町2481 026-122-0962026-122-0962
たかはし　ひ

でなり

6767 21-388921-3889 髙橋　謙仕髙橋　謙仕 （有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ（有）タカハシ時計店　メガネのタカハシ 398-0002398-0002 大町市大町2481大町市大町2481 026-122-0962026-122-0962
たかはし　け

んじ

6868 21-392321-3923 渡辺　勝浩渡辺　勝浩
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　南松本店パリミキ　南松本店

399-0035399-0035 松本市村井町北1-15-11松本市村井町北1-15-11 0263-57-77810263-57-7781
わたなべ　ま

さひろ

6969 28-626128-6261 井口　雄一井口　雄一 （株）ヤマザキ　ヤマザキ松本村井店（株）ヤマザキ　ヤマザキ松本村井店 399-0036399-0036 松本市村井町南2-22-12松本市村井町南2-22-12 0263-57-78220263-57-7822
いぐち　ゆう

いち

7070 20-327820-3278 小泉　智彦小泉　智彦 補聴器ラボ　みみずく補聴器ラボ　みみずく 399-0703399-0703 塩尻市大字広丘高出1494-37塩尻市大字広丘高出1494-37 0263-54-33010263-54-3301
こいずみ　と

もひこ

7171 18-296418-2964 横山　仁司横山　仁司 かなで合同会社　営業所かなで合同会社　営業所 399-4108399-4108
駒ヶ根市下市場40-1 駒ヶ根市下市場40-1 
レンガ館205レンガ館205

0265-83-33410265-83-3341
よこやま　ひ

とし

7272 4-12774-1277 赤羽　康秀赤羽　康秀 （株）メガネのナガタ　箕輪店（株）メガネのナガタ　箕輪店 399-4601399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪8930上伊那郡箕輪町中箕輪8930 0266-79-14400266-79-1440
あかはね　や

すひで

7373 8-17058-1705 熊谷　建彦熊谷　建彦 めがね 補聴器　くまやめがね 補聴器　くまや 399-4601399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪8422-4上伊那郡箕輪町中箕輪8422-4 0265-98-04030265-98-0403
くまがい　た

てひこ

7474 6-14586-1458 小出　公英小出　公英 （株）ノセ眼鏡店　豊科店（株）ノセ眼鏡店　豊科店 399-8205399-8205
安曇野市豊科4272-10 安曇野市豊科4272-10 
イオン豊科店1階イオン豊科店1階

0263-73-66060263-73-6606
こいで　まさ

ひで

7575 21-375321-3753 前田　直前田　直 （株）ノセ眼鏡店　豊科店（株）ノセ眼鏡店　豊科店 399-8205399-8205
安曇野市豊科4272-10 安曇野市豊科4272-10 
イオン豊科店1階イオン豊科店1階

0263-73-66060263-73-6606 まえだ　なお

7676 22-428522-4285 赤羽　直美赤羽　直美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター安曇野店リオネットセンター安曇野店

399-8205399-8205
安曇野市豊科4682-3 安曇野市豊科4682-3 
プラザ寿1Fプラザ寿1F

0263-87-20560263-87-2056
あかはね　な

おみ

7777 22-418622-4186 後藤　泰博後藤　泰博 （株）メガネトップ　眼鏡市場　穂高店（株）メガネトップ　眼鏡市場　穂高店 399-8303399-8303 安曇野市穂高2515-1安曇野市穂高2515-1 0263-82-27380263-82-2738
ごとう　やす

ひろ

7878 20-351220-3512 中谷　健中谷　健 （株）メガネのナガタ　安曇野店（株）メガネのナガタ　安曇野店 399-8303399-8303 安曇野市穂高1793安曇野市穂高1793 0263-82-11120263-82-1112 なかや　けん

7979 20-354620-3546 小林　利正小林　利正
こばやし　と

しまさ

岐阜県岐阜県
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 8-17088-1708 都竹　景治郎都竹　景治郎
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　岐阜店ナショナル補聴器センター　岐阜店

500-8073500-8073 岐阜市泉町44岐阜市泉町44 058-263-8835058-263-8835
つづく　けい

じろう

22 21-379721-3797 上松　勇介上松　勇介
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　岐阜店ナショナル補聴器センター　岐阜店

500-8073500-8073 岐阜市泉町44岐阜市泉町44 058-263-8835058-263-8835
うえまつ　ゆ

うすけ

33 29-650529-6505 伊奈　佑真伊奈　佑真
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　岐阜店ナショナル補聴器センター　岐阜店

500-8073500-8073 岐阜市泉町44岐阜市泉町44 058-263-8835058-263-8835 いな　ゆま

44 4-12754-1275 新田　仁志新田　仁志
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
にった　ひと

し

55 9-17739-1773 浅井　章也浅井　章也
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
あさい　あき

や

66 11-211711-2117 加古　義伸加古　義伸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
かこ　よしの

ぶ

77 18-287318-2873 村瀬　由会村瀬　由会
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
むらせ　よし

え

88 23-440523-4405 藤根　康兵藤根　康兵
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業岐阜支店　補聴器センター理研産業岐阜支店　補聴器センター

500-8367500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13岐阜市宇佐南1-1-13 058-277-5818058-277-5818
ふじね　こう

へい

99 18-289418-2894 高山　浩志高山　浩志 （株）キクチメガネ　岐阜県庁前店（株）キクチメガネ　岐阜県庁前店 500-8384500-8384
薮田南1-5-1 薮田南1-5-1 
第2松浪ビル1F第2松浪ビル1F

058-276-2537058-276-2537
たかやま　ひ

ろし

1010 21-384921-3849 山下　裕子山下　裕子 岐阜補聴器プラザ岐阜補聴器プラザ 500-8451500-8451 岐阜市加納上本町3丁目17岐阜市加納上本町3丁目17 058-272-6061058-272-6061
やました　ゆ

うこ

1111 21-392921-3929 山下　顕聖山下　顕聖 岐阜補聴器プラザ岐阜補聴器プラザ 500-8451500-8451 岐阜市加納上本町3丁目17岐阜市加納上本町3丁目17 058-272-6061058-272-6061
やました　あ

きまさ

1212 18-300418-3004 後藤　美千子後藤　美千子
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
岐阜髙島屋　メガネサロン岐阜髙島屋　メガネサロン

500-8525500-8525
岐阜市日ノ出町2-25 岐阜市日ノ出町2-25 
岐阜髙島屋8階　メガネサロン岐阜髙島屋8階　メガネサロン

058-262-8252058-262-8252
ごとう　みち

こ

1313 21-392021-3920 倉　明広倉　明広 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　岐阜店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　岐阜店 500-8833500-8833 岐阜市神田町7-16-4岐阜市神田町7-16-4 058-266-4133058-266-4133
くら　あきひ

ろ

岐阜県岐阜県
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

1414 20-341320-3413 宇佐見　潤宇佐見　潤 （株）メガネのウカイ（株）メガネのウカイ 500-8833500-8833 岐阜市神田町6-7岐阜市神田町6-7 058-262-1431058-262-1431
うさみ　じゅ

ん

1515 9-17929-1792 中島　敏幸中島　敏幸 （株）千賀　メガネの千賀　本店（株）千賀　メガネの千賀　本店 500-8833500-8833 岐阜市神田町8丁目15番地岐阜市神田町8丁目15番地 058-265-5568058-265-5568
なかしま　と

しゆき

1616 11-202211-2022 村瀬　利昭村瀬　利昭 （株）千賀　メガネの千賀　本店（株）千賀　メガネの千賀　本店 500-8833500-8833 岐阜市神田町8丁目15番地岐阜市神田町8丁目15番地 058-265-5568058-265-5568
むらせ　とし

あき

1717 17-281017-2810 藤田　誠藤田　誠 （株）千賀　メガネの千賀　本店（株）千賀　メガネの千賀　本店 500-8833500-8833 岐阜市神田町8丁目15番地岐阜市神田町8丁目15番地 058-265-5568058-265-5568
ふじた　まこ

と

1818 17-274417-2744 佐藤　幸恵佐藤　幸恵
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　柳ヶ瀬店理研産業補聴器センター　柳ヶ瀬店

500-8833500-8833 岐阜市神田町4-2岐阜市神田町4-2 058-263-1305058-263-1305
さとう　さち

え

1919 19-307419-3074 纐纈　良司纐纈　良司 アイコーメガネアイコーメガネ 501-0223501-0223
瑞穂市穂積1754-1 瑞穂市穂積1754-1 
コーポ21コーポ21

058-327-6506058-327-6506
こうけつ　

りょうじ

2020 17-284217-2842 田渡　泰代田渡　泰代 （株）キクチメガネ　アピタ北方店（株）キクチメガネ　アピタ北方店 501-0438501-0438
本巣郡北方町平成2-3 本巣郡北方町平成2-3 
アピタ北方1Fアピタ北方1F

058-323-5770058-323-5770
たわたり　や

すよ

2121 24-479424-4794 市川　修二市川　修二 （株）キクチメガネ　アピタ北方店（株）キクチメガネ　アピタ北方店 501-0438501-0438
本巣郡北方町平成2-3 本巣郡北方町平成2-3 
アピタ北方1Fアピタ北方1F

058-323-5770058-323-5770
いちかわ　

しゅうじ

2222 22-430822-4308 山本　博己山本　博己 （株）メガネの宝月堂　北方店（株）メガネの宝月堂　北方店 501-0455501-0455 本巣郡北方町高屋伊勢田2-80本巣郡北方町高屋伊勢田2-80 058-324-4116058-324-4116
やまもと　ひ

ろき

2323 16-267116-2671 林　久人林　久人 （株）ハヤシ（株）ハヤシ 501-3252501-3252 関市山王通1-6-1関市山王通1-6-1 0575-22-41010575-22-4101
はやし　ひさ

と

2424 10-185610-1856 竹村　茂樹竹村　茂樹 理研産業（株）　理研産業補聴器センター　関店理研産業（株）　理研産業補聴器センター　関店 501-3886501-3886 関市本町8-8関市本町8-8 0575-24-36720575-24-3672
たけむら　し

げき

2525 17-276517-2765 前川　恵美前川　恵美 理研産業（株）　理研産業補聴器センター　関店理研産業（株）　理研産業補聴器センター　関店 501-3886501-3886 関市本町8-8関市本町8-8 0575-24-36720575-24-3672
まえかわ　め

ぐみ

2626 22-430922-4309 日下部　春樹日下部　春樹 理研産業（株）　理研産業補聴器センター　関店理研産業（株）　理研産業補聴器センター　関店 501-3886501-3886 関市本町8-8関市本町8-8 0575-24-36720575-24-3672
くさかべ　は

るき

2727 19-322219-3222 藤田　りさ藤田　りさ （株）キクチメガネ　関店（株）キクチメガネ　関店 501-3963501-3963 関市片倉町1-27関市片倉町1-27 0575-24-21100575-24-2110 ふじた　りさ

2828 23-449223-4492 市原　英知市原　英知
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　郡上店ナショナル補聴器センター　郡上店

501-4221501-4221 郡上市八幡町小野3-2-29郡上市八幡町小野3-2-29 0575-67-93330575-67-9333
いちはら　ひ

でとも

2929 20-333220-3332 齊藤　健一齊藤　健一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　郡上八幡店理研産業補聴器センター　郡上八幡店

501-4224501-4224 郡上市八幡町城南町246-4郡上市八幡町城南町246-4 0575-65-41330575-65-4133
さいとう　け

んいち

3030 29-655029-6550 嶋崎　広嶋崎　広 （株）シマザキ（株）シマザキ 501-4607501-4607
郡上市大和町徳永268番地 郡上市大和町徳永268番地 
大和リバーサイドタウンピオ大和リバーサイドタウンピオ

0575-88-33410575-88-3341
しまざき　ひ

ろし

3131 23-456023-4560 野々村　匠野々村　匠 （有）ののむら　ののむら眼鏡店（有）ののむら　ののむら眼鏡店 501-5121501-5121 郡上市白鳥町白鳥149-1郡上市白鳥町白鳥149-1 0575-82-21300575-82-2130
ののむら　た

くみ

3232 22-423322-4233 小川　博史小川　博史
（株）川スミ　（株）川スミ　
アズアイム　カラフルタウン岐阜店アズアイム　カラフルタウン岐阜店

501-6115501-6115
岐阜市柳津町丸野3-3-6 岐阜市柳津町丸野3-3-6 
カラフルタウン岐阜2階カラフルタウン岐阜2階

058-387-8955058-387-8955
おがわ　ひろ

し

3333 19-327419-3274 杉山　大地杉山　大地 （有）三愛時計店　メガネの三愛（有）三愛時計店　メガネの三愛 501-6236501-6236 羽島市江吉良町49-1羽島市江吉良町49-1 058-391-6906058-391-6906
すぎやま　だ

いち

3434 27-598427-5984 山村　康司山村　康司 （有）三愛時計店　メガネの三愛（有）三愛時計店　メガネの三愛 501-6236501-6236 羽島市江吉良町49-1羽島市江吉良町49-1 058-391-6906058-391-6906
やまむら　こ

うじ

3535 29-649729-6497 馬場　章央馬場　章央 （有）三愛時計店　メガネの三愛（有）三愛時計店　メガネの三愛 501-6236501-6236 羽島市江吉良町49-1羽島市江吉良町49-1 058-391-6906058-391-6906
ばば　あきひ

さ

3636 27-582327-5823 渡邊　雅俊渡邊　雅俊
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）　
岐阜羽島倉庫店岐阜羽島倉庫店

501-6311501-6311 羽島市上中町長間羽島市上中町長間 058-398-5566058-398-5566
わたなべ　ま

さとし

3737 27-597627-5976 帖地　進帖地　進 （株）千賀　メガネの千賀　長良福光店（株）千賀　メガネの千賀　長良福光店 502-0814502-0814 岐阜市福光西1-14-17岐阜市福光西1-14-17 058-294-2233058-294-2233
ちょうち　す

すむ

3838 22-438922-4389 江崎　俊祐江崎　俊祐 東海リオン（株）　リオネットセンター岐阜東海リオン（株）　リオネットセンター岐阜 502-0857502-0857 岐阜市正木1591-1岐阜市正木1591-1 058-215-6177058-215-6177
えさき　しゅ

んすけ

3939 26-540826-5408 此川　竜童此川　竜童 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　岐阜北店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　岐阜北店 502-0881502-0881 岐阜市正木北町13-20岐阜市正木北町13-20 058-297-1133058-297-1133
このかわ　

りゅうどう

4040 16-265316-2653 中島　正祐中島　正祐 （株）キクチメガネ　アクアウォーク大垣店（株）キクチメガネ　アクアウォーク大垣店 503-0015503-0015
大垣市林町6-80-21 大垣市林町6-80-21 
アクアウォーク大垣1階アクアウォーク大垣1階

0584-75-26470584-75-2647
なかしま　ま

さひろ

4141 17-285217-2852 山岸　崇浩山岸　崇浩 （株）キクチメガネ　大垣安井店（株）キクチメガネ　大垣安井店 503-0837503-0837 大垣市安井町3-19-1大垣市安井町3-19-1 0584-73-40300584-73-4030
やまぎし　た

かひろ

4242 24-472624-4726 水谷　慎水谷　慎 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　大垣店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　大垣店 503-0864503-0864
大垣市南頬町4-119-4 大垣市南頬町4-119-4 
キタ桂ビル1Fキタ桂ビル1F

0584-83-37330584-83-3733
みずたに　し

ん

4343 6-15046-1504 安江　重幸安江　重幸 理研産業（株）　理研産業補聴器センター　大垣店理研産業（株）　理研産業補聴器センター　大垣店 503-0864503-0864 大垣市南頬町4-56-1大垣市南頬町4-56-1 0584-75-61920584-75-6192
やすえ　しげ

ゆき

4444 25-507925-5079 谷口　守谷口　守 （株）メガネトップ　眼鏡市場　大垣藤江店（株）メガネトップ　眼鏡市場　大垣藤江店 503-0893503-0893 大垣市藤江町5-10-1大垣市藤江町5-10-1 0584-82-16580584-82-1658
たにぐち　ま

もる

4545 26-553826-5538 川瀬　翔子川瀬　翔子
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　大垣店ナショナル補聴器センター　大垣店

503-0901503-0901
大垣市高屋町2-22 大垣市高屋町2-22 
マサキビル1Fマサキビル1F

0584-74-63640584-74-6364
かわせ　しょ

うこ

4646 26-551226-5512 坂　斗紀也坂　斗紀也
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール大垣店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモール大垣店

503-0933503-0933
大垣市外野2-100 大垣市外野2-100 
イオンモール大垣1Fイオンモール大垣1F

0584-89-03080584-89-0308 ばん　ときや

4747 20-341520-3415 山田　恒和山田　恒和 ミノベ時計店ミノベ時計店 503-1314503-1314 養老郡養老町高田141養老郡養老町高田141 0584-32-05840584-32-0584
やまだ　つね

かず

4848 22-420122-4201 細野　太郎細野　太郎 メガネ・宝石・時計の細野　メガネサプリ細野メガネ・宝石・時計の細野　メガネサプリ細野 503-2426503-2426 揖斐郡池田町八幡2334-1揖斐郡池田町八幡2334-1 0585-52-94410585-52-9441
ほその　たろ

う

4949 14-235014-2350 伊佐治　利広伊佐治　利広 （株）千賀　千賀　蘇原イオンタウン店（株）千賀　千賀　蘇原イオンタウン店 504-0832504-0832
各務原市蘇原花園町1-36 各務原市蘇原花園町1-36 
イオンタウン各務原内イオンタウン各務原内

058-389-2208058-389-2208
いさじ　とし

ひろ

5050 28-614928-6149 可児　亮二可児　亮二 （株）千賀　千賀　蘇原イオンタウン店（株）千賀　千賀　蘇原イオンタウン店 504-0832504-0832
各務原市蘇原花園町1-36 各務原市蘇原花園町1-36 
イオンタウン各務原内イオンタウン各務原内

058-389-2208058-389-2208
かに　りょう

じ

5151 20-346620-3466 渡辺　克美渡辺　克美 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　各務原店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　各務原店 504-0907504-0907
各務原市那加住吉町1-27 各務原市那加住吉町1-27 
オフィスY&Y1FオフィスY&Y1F

058-383-6633058-383-6633
わたなべ　か

つみ

5252 10-186110-1861 中川　幹彦中川　幹彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　各務原店理研産業補聴器センター　各務原店

504-0911504-0911 各務原市那加門前町2-32各務原市那加門前町2-32 058-389-1085058-389-1085
なかがわ　み

きひこ

5353 23-451423-4514 林　　拓希林　　拓希
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　各務原店理研産業補聴器センター　各務原店

504-0911504-0911 各務原市那加門前町2-32各務原市那加門前町2-32 058-389-1085058-389-1085
はやし　たく

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。

岐阜県岐阜県
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

5454 25-502325-5023 若山　朝加若山　朝加
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　各務原店理研産業補聴器センター　各務原店

504-0911504-0911 各務原市那加門前町2-32各務原市那加門前町2-32 058-389-1085058-389-1085
わかやま　あ

さか

5555 22-419622-4196 片岡　正憲片岡　正憲 （株）キクチメガネ　イオンモール各務原店（株）キクチメガネ　イオンモール各務原店 504-0943504-0943
各務原市那加萱場町3-8 各務原市那加萱場町3-8 
イオンモール各務原1Fイオンモール各務原1F

058-383-1885058-383-1885
かたおか　ま

さのり

5656 11-199011-1990 中西　栄一中西　栄一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　美濃太田店理研産業補聴器センター　美濃太田店

505-0041505-0041
美濃加茂市太田町41 美濃加茂市太田町41 
ワタケンビル1Fワタケンビル1F

0574-26-67110574-26-6711
なかにし　え

いいち

5757 13-229113-2291 多和田　久有喜多和田　久有喜
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　美濃太田店理研産業補聴器センター　美濃太田店

505-0041505-0041
美濃加茂市太田町41 美濃加茂市太田町41 
ワタケンビル1Fワタケンビル1F

0574-26-67110574-26-6711
たわだ　ひさ

ゆき

5858 24-495624-4956 平川　弘平川　弘
平川医療器商会（株）　平川医療器商会（株）　
平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内

506-0003506-0003 高山市本母町342-3高山市本母町342-3 0577-35-41330577-35-4133
ひらかわ　ひ

ろし

5959 26-563826-5638 柚原　栄二柚原　栄二
平川医療器商会（株）　平川医療器商会（株）　
平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内

506-0003506-0003 高山市本母町342-3高山市本母町342-3 0577-35-41330577-35-4133
ゆはら　えい

じ

6060 13-229613-2296 林　暁子林　暁子 （資）中田薬店　高山補聴器センター（資）中田薬店　高山補聴器センター 506-0011506-0011 高山市本町2-12高山市本町2-12 0577-32-05670577-32-0567
はやし　あき

こ

6161 15-244315-2443 高原　正行高原　正行 時計、メガネ、宝石、補聴器の高原時計、メガネ、宝石、補聴器の高原 506-0026506-0026 高山市花里町5-14高山市花里町5-14 0577-32-14840577-32-1484
たかはら　ま

さゆき

6262 19-310319-3103 古家　知世古家　知世 （株）光華眼鏡店　岡本店（株）光華眼鏡店　岡本店 506-0054506-0054 高山市岡本町1-22-3高山市岡本町1-22-3 0577-32-37150577-32-3715
ふるや　とも

よ

6363 26-550326-5503 山田　恭史山田　恭史 （株）光華眼鏡店　岡本店（株）光華眼鏡店　岡本店 506-0054506-0054 高山市岡本町1-22-3高山市岡本町1-22-3 0577-32-37150577-32-3715
やまだ　やす

ふみ

6464 20-329920-3299 西尾　美香西尾　美香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　多治見店理研産業補聴器センター　多治見店

507-0038507-0038
多治見市白山町1丁目235 多治見市白山町1丁目235 
志野ビル1F志野ビル1F

0572-25-39330572-25-3933 にしお　みか

6565 18-290118-2901 村山　正和村山　正和 （株）キクチメガネ　多治見宝町店（株）キクチメガネ　多治見宝町店 507-0054507-0054 多治見市宝町12-55-1多治見市宝町12-55-1 0572-24-31560572-24-3156
むらやま　ま

さかず

6666 4-12694-1269 古田　文恵古田　文恵 東濃補聴器センター東濃補聴器センター 507-0847507-0847 多治見市小路町4多治見市小路町4 0572-23-56230572-23-5623
ふるた　ふみ

え

6767 29-655429-6554 山内　智山内　智 メガネ・時計・宝飾　山内メガネ・時計・宝飾　山内 508-0033508-0033 中津川市太田町2-6-11中津川市太田町2-6-11 0573-65-39280573-65-3928
やまうち　さ

とる

6868 1-10451-1045 福田　剛福田　剛
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　中津川店理研産業補聴器センター　中津川店

508-0033508-0033
中津川市太田町2-3-5 中津川市太田町2-3-5 
青松ビル1F青松ビル1F

0573-65-83830573-65-8383
ふくた　つよ

し

6969 10-191610-1916 神戸　康神戸　康
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　中津川店理研産業補聴器センター　中津川店

508-0033508-0033
中津川市太田町2-3-5 中津川市太田町2-3-5 
青松ビル1F青松ビル1F

0573-65-83830573-65-8383
かんべ　やす

し

7070 15-251815-2518 松浦　千英松浦　千英
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　中津川店理研産業補聴器センター　中津川店

508-0033508-0033
中津川市太田町2-3-5 中津川市太田町2-3-5 
青松ビル1F青松ビル1F

0573-65-83830573-65-8383
まつうら　ち

え

7171 11-204611-2046 小栗　総一郎小栗　総一郎 （株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店（株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店 508-0034508-0034
中津川市淀川町3-8 中津川市淀川町3-8 
ルビットタウン中津川店1Fルビットタウン中津川店1F

0573-66-31150573-66-3115
おぐり　そう

いちろう

7272 25-514425-5144 川上　正志川上　正志 （株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店（株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店 508-0034508-0034
中津川市淀川町3-8 中津川市淀川町3-8 
ルビットタウン中津川店1Fルビットタウン中津川店1F

0573-66-31150573-66-3115
かわかみ　ま

さし

7373 28-614228-6142 水野　晴郎水野　晴郎 （株）千賀　メガネの千賀　アピタ各務原店（株）千賀　メガネの千賀　アピタ各務原店 509-0141509-0141
各務原市鵜沼各務原町8-7 各務原市鵜沼各務原町8-7 
アピタ各務原1Fアピタ各務原1F

058-384-3380058-384-3380
みずの　はる

お

7474 16-261516-2615 大平　正芳大平　正芳 （株）キクチメガネ　各務原三ツ池店（株）キクチメガネ　各務原三ツ池店 509-0146509-0146 各務原市鵜沼三ツ池町3-120各務原市鵜沼三ツ池町3-120 058-384-6667058-384-6667
おおひら　ま

さよし

7575 17-285817-2858 吉田　明弘吉田　明弘 （株）キクチメガネ　可児店（株）キクチメガネ　可児店 509-0203509-0203 可児市長津良5780-5可児市長津良5780-5 0574-63-23900574-63-2390
よしだ　あき

ひろ

7676 18-289818-2898 林　英年林　英年 （株）キクチメガネ　可児店（株）キクチメガネ　可児店 509-0203509-0203 可児市長津良5780-5可児市長津良5780-5 0574-63-23900574-63-2390
はやし　ひで

とし

7777 20-362420-3624 渡辺　多聞渡辺　多聞 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　可児店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　可児店 509-0214509-0214 可児市広見2-32-2可児市広見2-32-2 0574-60-22330574-60-2233
わたなべ　た

もん

7878 25-514125-5141 青木　奈美青木　奈美 （有）時計・宝石・メガネの青木（有）時計・宝石・メガネの青木 509-2517509-2517 下呂市萩原町萩原1314下呂市萩原町萩原1314 0576-52-11760576-52-1176 あおき　なみ

7979 23-453523-4535 栄　敏彦栄　敏彦 （有）時計・宝石・メガネの栄（有）時計・宝石・メガネの栄 509-4235509-4235 飛騨市古川町二ノ町8-12飛騨市古川町二ノ町8-12 0577-73-27580577-73-2758
さかえ　とし

ひこ

8080 16-262016-2620 水野　健水野　健 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
みずの　たけ

し

8181 16-262216-2622 渡辺　恒二渡辺　恒二 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
わたなべ　こ

うじ

8282 20-338720-3387 早川　真一早川　真一 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
はやかわ　し

んいち

8383 18-287918-2879 厚谷　光一郎厚谷　光一郎 （株）キクチメガネ　瑞浪店（株）キクチメガネ　瑞浪店 509-6135509-6135
瑞浪市薬師町2-72 瑞浪市薬師町2-72 
ピアゴ瑞浪店1Fピアゴ瑞浪店1F

0572-67-31830572-67-3183
あつや　こう

いちろう

8484 19-312519-3125 藤井　志朗藤井　志朗 メガネ・時計・補聴器の藤井メガネ・時計・補聴器の藤井 509-7403509-7403 恵那市岩村町本町3-340恵那市岩村町本町3-340 0573-43-26040573-43-2604
ふじい　しろ

う

8585 18-292018-2920 丹羽　英樹丹羽　英樹 補聴器メガネ宝飾の丹羽補聴器メガネ宝飾の丹羽 509-7714509-7714 恵那市明智町1255-11恵那市明智町1255-11 0573-54-25440573-54-2544 にわ　ひでき

8686 6-15036-1503 美濃羽　広一美濃羽　広一
みのわ　ひろ

かず

静岡県静岡県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 25-521225-5212 小林　光一小林　光一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　沼津大岡店（株）メガネトップ　眼鏡市場　沼津大岡店 410-0022410-0022 沼津市大岡1452-1沼津市大岡1452-1 055-964-0008055-964-0008
こばやし　こ

ういち

22 26-533326-5333 城野　宏政城野　宏政
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　沼津リコー通り本店眼鏡市場　沼津リコー通り本店

410-0053410-0053 沼津市寿町21-41沼津市寿町21-41 055-923-4088055-923-4088
しろの　ひろ

まさ

33 16-258616-2586 坂　良介坂　良介 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
ばん　りょう

すけ

44 20-355720-3557 青木　晴美青木　晴美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
あおき　はる

み

55 24-493024-4930 深澤　友則深澤　友則 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
ふかさわ　と

ものり



※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。

岐阜県岐阜県
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

5454 25-502325-5023 若山　朝加若山　朝加
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　各務原店理研産業補聴器センター　各務原店

504-0911504-0911 各務原市那加門前町2-32各務原市那加門前町2-32 058-389-1085058-389-1085
わかやま　あ

さか

5555 22-419622-4196 片岡　正憲片岡　正憲 （株）キクチメガネ　イオンモール各務原店（株）キクチメガネ　イオンモール各務原店 504-0943504-0943
各務原市那加萱場町3-8 各務原市那加萱場町3-8 
イオンモール各務原1Fイオンモール各務原1F

058-383-1885058-383-1885
かたおか　ま

さのり

5656 11-199011-1990 中西　栄一中西　栄一
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　美濃太田店理研産業補聴器センター　美濃太田店

505-0041505-0041
美濃加茂市太田町41 美濃加茂市太田町41 
ワタケンビル1Fワタケンビル1F

0574-26-67110574-26-6711
なかにし　え

いいち

5757 13-229113-2291 多和田　久有喜多和田　久有喜
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　美濃太田店理研産業補聴器センター　美濃太田店

505-0041505-0041
美濃加茂市太田町41 美濃加茂市太田町41 
ワタケンビル1Fワタケンビル1F

0574-26-67110574-26-6711
たわだ　ひさ

ゆき

5858 24-495624-4956 平川　弘平川　弘
平川医療器商会（株）　平川医療器商会（株）　
平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内

506-0003506-0003 高山市本母町342-3高山市本母町342-3 0577-35-41330577-35-4133
ひらかわ　ひ

ろし

5959 26-563826-5638 柚原　栄二柚原　栄二
平川医療器商会（株）　平川医療器商会（株）　
平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内平川補聴器センター　平川医療器商会（株）内

506-0003506-0003 高山市本母町342-3高山市本母町342-3 0577-35-41330577-35-4133
ゆはら　えい

じ

6060 13-229613-2296 林　暁子林　暁子 （資）中田薬店　高山補聴器センター（資）中田薬店　高山補聴器センター 506-0011506-0011 高山市本町2-12高山市本町2-12 0577-32-05670577-32-0567
はやし　あき

こ

6161 15-244315-2443 高原　正行高原　正行 時計、メガネ、宝石、補聴器の高原時計、メガネ、宝石、補聴器の高原 506-0026506-0026 高山市花里町5-14高山市花里町5-14 0577-32-14840577-32-1484
たかはら　ま

さゆき

6262 19-310319-3103 古家　知世古家　知世 （株）光華眼鏡店　岡本店（株）光華眼鏡店　岡本店 506-0054506-0054 高山市岡本町1-22-3高山市岡本町1-22-3 0577-32-37150577-32-3715
ふるや　とも

よ

6363 26-550326-5503 山田　恭史山田　恭史 （株）光華眼鏡店　岡本店（株）光華眼鏡店　岡本店 506-0054506-0054 高山市岡本町1-22-3高山市岡本町1-22-3 0577-32-37150577-32-3715
やまだ　やす

ふみ

6464 20-329920-3299 西尾　美香西尾　美香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　多治見店理研産業補聴器センター　多治見店

507-0038507-0038
多治見市白山町1丁目235 多治見市白山町1丁目235 
志野ビル1F志野ビル1F

0572-25-39330572-25-3933 にしお　みか

6565 18-290118-2901 村山　正和村山　正和 （株）キクチメガネ　多治見宝町店（株）キクチメガネ　多治見宝町店 507-0054507-0054 多治見市宝町12-55-1多治見市宝町12-55-1 0572-24-31560572-24-3156
むらやま　ま

さかず

6666 4-12694-1269 古田　文恵古田　文恵 東濃補聴器センター東濃補聴器センター 507-0847507-0847 多治見市小路町4多治見市小路町4 0572-23-56230572-23-5623
ふるた　ふみ

え

6767 29-655429-6554 山内　智山内　智 メガネ・時計・宝飾　山内メガネ・時計・宝飾　山内 508-0033508-0033 中津川市太田町2-6-11中津川市太田町2-6-11 0573-65-39280573-65-3928
やまうち　さ

とる

6868 1-10451-1045 福田　剛福田　剛
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　中津川店理研産業補聴器センター　中津川店

508-0033508-0033
中津川市太田町2-3-5 中津川市太田町2-3-5 
青松ビル1F青松ビル1F

0573-65-83830573-65-8383
ふくた　つよ

し

6969 10-191610-1916 神戸　康神戸　康
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　中津川店理研産業補聴器センター　中津川店

508-0033508-0033
中津川市太田町2-3-5 中津川市太田町2-3-5 
青松ビル1F青松ビル1F

0573-65-83830573-65-8383
かんべ　やす

し

7070 15-251815-2518 松浦　千英松浦　千英
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　中津川店理研産業補聴器センター　中津川店

508-0033508-0033
中津川市太田町2-3-5 中津川市太田町2-3-5 
青松ビル1F青松ビル1F

0573-65-83830573-65-8383
まつうら　ち

え

7171 11-204611-2046 小栗　総一郎小栗　総一郎 （株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店（株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店 508-0034508-0034
中津川市淀川町3-8 中津川市淀川町3-8 
ルビットタウン中津川店1Fルビットタウン中津川店1F

0573-66-31150573-66-3115
おぐり　そう

いちろう

7272 25-514425-5144 川上　正志川上　正志 （株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店（株）キクチメガネ　ルビットタウン中津川店 508-0034508-0034
中津川市淀川町3-8 中津川市淀川町3-8 
ルビットタウン中津川店1Fルビットタウン中津川店1F

0573-66-31150573-66-3115
かわかみ　ま

さし

7373 28-614228-6142 水野　晴郎水野　晴郎 （株）千賀　メガネの千賀　アピタ各務原店（株）千賀　メガネの千賀　アピタ各務原店 509-0141509-0141
各務原市鵜沼各務原町8-7 各務原市鵜沼各務原町8-7 
アピタ各務原1Fアピタ各務原1F

058-384-3380058-384-3380
みずの　はる

お

7474 16-261516-2615 大平　正芳大平　正芳 （株）キクチメガネ　各務原三ツ池店（株）キクチメガネ　各務原三ツ池店 509-0146509-0146 各務原市鵜沼三ツ池町3-120各務原市鵜沼三ツ池町3-120 058-384-6667058-384-6667
おおひら　ま

さよし

7575 17-285817-2858 吉田　明弘吉田　明弘 （株）キクチメガネ　可児店（株）キクチメガネ　可児店 509-0203509-0203 可児市長津良5780-5可児市長津良5780-5 0574-63-23900574-63-2390
よしだ　あき

ひろ

7676 18-289818-2898 林　英年林　英年 （株）キクチメガネ　可児店（株）キクチメガネ　可児店 509-0203509-0203 可児市長津良5780-5可児市長津良5780-5 0574-63-23900574-63-2390
はやし　ひで

とし

7777 20-362420-3624 渡辺　多聞渡辺　多聞 （株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　可児店（株）マツヤ　岐阜県補聴器センター　可児店 509-0214509-0214 可児市広見2-32-2可児市広見2-32-2 0574-60-22330574-60-2233
わたなべ　た

もん

7878 25-514125-5141 青木　奈美青木　奈美 （有）時計・宝石・メガネの青木（有）時計・宝石・メガネの青木 509-2517509-2517 下呂市萩原町萩原1314下呂市萩原町萩原1314 0576-52-11760576-52-1176 あおき　なみ

7979 23-453523-4535 栄　敏彦栄　敏彦 （有）時計・宝石・メガネの栄（有）時計・宝石・メガネの栄 509-4235509-4235 飛騨市古川町二ノ町8-12飛騨市古川町二ノ町8-12 0577-73-27580577-73-2758
さかえ　とし

ひこ

8080 16-262016-2620 水野　健水野　健 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
みずの　たけ

し

8181 16-262216-2622 渡辺　恒二渡辺　恒二 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
わたなべ　こ

うじ

8282 20-338720-3387 早川　真一早川　真一 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
はやかわ　し

んいち

8383 18-287918-2879 厚谷　光一郎厚谷　光一郎 （株）キクチメガネ　瑞浪店（株）キクチメガネ　瑞浪店 509-6135509-6135
瑞浪市薬師町2-72 瑞浪市薬師町2-72 
ピアゴ瑞浪店1Fピアゴ瑞浪店1F

0572-67-31830572-67-3183
あつや　こう

いちろう

8484 19-312519-3125 藤井　志朗藤井　志朗 メガネ・時計・補聴器の藤井メガネ・時計・補聴器の藤井 509-7403509-7403 恵那市岩村町本町3-340恵那市岩村町本町3-340 0573-43-26040573-43-2604
ふじい　しろ

う

8585 18-292018-2920 丹羽　英樹丹羽　英樹 補聴器メガネ宝飾の丹羽補聴器メガネ宝飾の丹羽 509-7714509-7714 恵那市明智町1255-11恵那市明智町1255-11 0573-54-25440573-54-2544 にわ　ひでき

8686 6-15036-1503 美濃羽　広一美濃羽　広一
みのわ　ひろ

かず

静岡県静岡県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 25-521225-5212 小林　光一小林　光一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　沼津大岡店（株）メガネトップ　眼鏡市場　沼津大岡店 410-0022410-0022 沼津市大岡1452-1沼津市大岡1452-1 055-964-0008055-964-0008
こばやし　こ

ういち

22 26-533326-5333 城野　宏政城野　宏政
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　沼津リコー通り本店眼鏡市場　沼津リコー通り本店

410-0053410-0053 沼津市寿町21-41沼津市寿町21-41 055-923-4088055-923-4088
しろの　ひろ

まさ

33 16-258616-2586 坂　良介坂　良介 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
ばん　りょう

すけ

44 20-355720-3557 青木　晴美青木　晴美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
あおき　はる

み

55 24-493024-4930 深澤　友則深澤　友則 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
ふかさわ　と

ものり

静岡県静岡県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

66 10-189710-1897 中村　雅行中村　雅行
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
なかむら　ま

さゆき

77 19-318119-3181 小野寺　正行小野寺　正行
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
おのでら　ま

さゆき

88 22-412822-4128 糟谷　嘉宏糟谷　嘉宏
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
かすや　よし

ひろ

99 22-430322-4303 福岡　千春福岡　千春
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
ふくおか　ち

はる

1010 27-582227-5822 松井　文香松井　文香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
まつい　ふみ

か

1111 20-330720-3307 植松　一成植松　一成 （有）サンアイ　サンアイ J246 店（有）サンアイ　サンアイ J246 店 410-1107410-1107 裾野市御宿32-4裾野市御宿32-4 055-993-6464055-993-6464
うえまつ　か

ずなり

1212 22-412022-4120 柿下　誠柿下　誠 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　裾野店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　裾野店 410-1118410-1118 裾野市佐野1601-1裾野市佐野1601-1 055-993-3706055-993-3706
かきした　ま

こと

1313 22-436422-4364 渡邉　哲哉渡邉　哲哉 （株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店（株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店 410-2316410-2316 伊豆の国市御門52-1伊豆の国市御門52-1 0558-76-85280558-76-8528
わたなべ　て

つや

1414 27-567627-5676 海老名　祐子海老名　祐子 （株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店（株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店 410-2316410-2316 伊豆の国市御門52-1伊豆の国市御門52-1 0558-76-85280558-76-8528
えびな　ゆう

こ

1515 11-207211-2072 村瀬　健村瀬　健 エイド（株）　三島営業所エイド（株）　三島営業所 411-0039411-0039
三島市寿町9-23 三島市寿町9-23 
ヴィラ武智寿町1Fヴィラ武智寿町1F

055-981-4488055-981-4488 むらせ　けん

1616 26-533026-5330 増田　敦子増田　敦子 エイド（株）　三島営業所エイド（株）　三島営業所 411-0039411-0039
三島市寿町9-23 三島市寿町9-23 
ヴィラ武智寿町1Fヴィラ武智寿町1F

055-981-4488055-981-4488
ますだ　あつ

こ

1717 26-549926-5499 髙村　勝也髙村　勝也 エイド（株）　三島営業所エイド（株）　三島営業所 411-0039411-0039
三島市寿町9-23 三島市寿町9-23 
ヴィラ武智寿町1Fヴィラ武智寿町1F

055-981-4488055-981-4488
たかむら　か

つや

1818 23-452523-4525 落合　紀仁落合　紀仁 東海リオン（株）　リオネットセンター三島東海リオン（株）　リオネットセンター三島 411-0831411-0831 三島市東本町2-1-14三島市東本町2-1-14 055-939-6850055-939-6850
おちあい　の

りひと

1919 27-565227-5652 佐場野　英則佐場野　英則 新日本補聴器（株）　三島店新日本補聴器（株）　三島店 411-0854411-0854 三島市北田町3-46三島市北田町3-46 055-973-3321055-973-3321
さばの　ひで

のり

2020 26-552026-5520 福岡　風福岡　風
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　三島広小路店理研産業補聴器センター　三島広小路店

411-0856411-0856 三島市広小路町10-1三島市広小路町10-1 055-975-1005055-975-1005
ふくおか　か

ぜ

2121 19-308519-3085 宮野　友和宮野　友和 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店 412-0026412-0026 御殿場市東田中3-3-17御殿場市東田中3-3-17 0550-82-00470550-82-0047
みやの　とも

かず

2222 22-412122-4121 今本　剛人今本　剛人 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店 412-0026412-0026 御殿場市東田中3-3-17御殿場市東田中3-3-17 0550-82-00470550-82-0047
いまもと　た

けひと

2323 24-474324-4743 藤曲　美知留藤曲　美知留 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店 412-0026412-0026 御殿場市東田中3-3-17御殿場市東田中3-3-17 0550-82-00470550-82-0047
ふじまがり　

みちる

2424 24-478224-4782 早藤　利充早藤　利充 （株）ハヤフジ眼鏡店　メガネのハヤフジ（株）ハヤフジ眼鏡店　メガネのハヤフジ 413-0232413-0232
伊東市八幡野1183 伊東市八幡野1183 
伊豆高原駅やまもプラザ1F伊豆高原駅やまもプラザ1F

0557-53-36010557-53-3601
はやふじ　と

しみつ

2525 28-622128-6221 木部　陽介木部　陽介 （有）貴心（有）貴心 414-0045414-0045
伊東市玖須美元和田720-143 伊東市玖須美元和田720-143 
伊東デュオ2F　メガネの貴心伊東デュオ2F　メガネの貴心

0557-38-01660557-38-0166
きべ　ようす

け

2626 24-488624-4886 土屋　美鳥土屋　美鳥 メガネのツチヤメガネのツチヤ 415-0022415-0022 下田市二丁目12-29下田市二丁目12-29 0558-23-34870558-23-3487
つちや　みど

り

2727 9-17339-1733 中島　恵美子中島　恵美子 富士補聴器センター富士補聴器センター 416-0913416-0913 富士市平垣本町5-38富士市平垣本町5-38 0545-61-00130545-61-0013
なかじま　え

みこ

2828 27-600727-6007 緒方　俊文緒方　俊文
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　富士店パリミキ　富士店

416-0931416-0931 富士市蓼原87-11富士市蓼原87-11 0545-64-75340545-64-7534
おがた　とし

ふみ

2929 23-460723-4607 相澤　壯斗相澤　壯斗
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　富士市役所前店理研産業補聴器センター　富士市役所前店

417-0047417-0047
富士市青島町195-3 富士市青島町195-3 
グレース富士102グレース富士102

0545-51-56320545-51-5632
あいざわ　ま

さと

3030 17-283617-2836 原　周平原　周平 （有）博宝堂　メガネの博宝堂（有）博宝堂　メガネの博宝堂 417-0051417-0051 富士市吉原2-4-5富士市吉原2-4-5 0545-52-18410545-52-1841
はら　しゅう

へい

3131 26-555026-5550 門脇　正則門脇　正則
富士宮補聴器センター　富士宮補聴器センター　
リオネットセンター富士リオネットセンター富士

417-0862417-0862 富士市石坂85-16富士市石坂85-16 0545-53-23650545-53-2365
かどわき　ま

さのり

3232 21-392421-3924 舩渡　誠司舩渡　誠司
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　イオンモール富士宮店メガネの愛眼　イオンモール富士宮店

418-0032418-0032
富士宮市浅間町1-8 富士宮市浅間町1-8 
イオンモール富士宮2Fイオンモール富士宮2F

0544-68-72240544-68-7224
ふなと　せい

じ

3333 11-207311-2073 佐野　千恵子佐野　千恵子 富士宮補聴器センター富士宮補聴器センター 418-0076418-0076 富士宮市錦町2-25富士宮市錦町2-25 0544-27-56290544-27-5629 さの　ちえこ

3434 12-224612-2246 佐野　久男佐野　久男 富士宮補聴器センター富士宮補聴器センター 418-0076418-0076 富士宮市錦町2-25富士宮市錦町2-25 0544-27-56290544-27-5629 さの　ひさお

3535 24-483824-4838 佐川　博佐川　博 （株）ラフィーネサガワ　コーラルベル（株）ラフィーネサガワ　コーラルベル 420-0031420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-9 静岡市葵区呉服町2-1-9 
呉服町プラザビル1階呉服町プラザビル1階

054-252-1818054-252-1818
さがわ　ひろ

し

3636 26-538726-5387 杉山　知之杉山　知之 （株）和真　マークイズ静岡店（株）和真　マークイズ静岡店 420-0821420-0821
静岡市葵区柚木1026 静岡市葵区柚木1026 
マークイズ静岡3Fマークイズ静岡3F

054-294-7137054-294-7137
すぎやま　と

もゆき

3737 20-357520-3575 佐川　英貴佐川　英貴
サガワ（有）　サガワ（有）　
デジタル補聴器のサガワ　音羽町店デジタル補聴器のサガワ　音羽町店

420-0834420-0834 静岡市葵区音羽町24-8静岡市葵区音羽町24-8 054-252-8980054-252-8980
さがわ　ひで

き

3838 24-496124-4961 鈴木　敬大鈴木　敬大
サガワ（有）　サガワ（有）　
デジタル補聴器のサガワ　音羽町店デジタル補聴器のサガワ　音羽町店

420-0834420-0834 静岡市葵区音羽町24-8静岡市葵区音羽町24-8 054-252-8980054-252-8980
すずき　けい

た

3939 4-12794-1279 山中　範昭山中　範昭
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
やまなか　の

りあき

4040 4-12844-1284 西山　義勝西山　義勝
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
にしやま　よ

しかつ

4141 10-187310-1873 矢部　伸一郎矢部　伸一郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
やべ　しんい

ちろう

4242 21-399921-3999 牧野　仁彦牧野　仁彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
まきの　きみ

ひこ

4343 27-572127-5721 石川　由石川　由
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
いしかわ　ゆ

い

4444 11-195411-1954 小泉　正則小泉　正則 （株）春田眼鏡店　静岡駅前店（株）春田眼鏡店　静岡駅前店 420-0857420-0857 静岡市葵区御幸町7-7静岡市葵区御幸町7-7 054-253-0029054-253-0029
こいずみ　ま

さのり

4545 25-506725-5067 春田　尚紀春田　尚紀 （株）春田眼鏡店　静岡駅前店（株）春田眼鏡店　静岡駅前店 420-0857420-0857 静岡市葵区御幸町7-7静岡市葵区御幸町7-7 054-253-0029054-253-0029
はるた　なお

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。

静岡県静岡県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4646 22-432922-4329 東光　康晴東光　康晴 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
とうこう　や

すはる

4747 27-576927-5769 荒谷　修司荒谷　修司 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
あらたに　

しゅうじ

4848 12-220212-2202 森脇　和彦森脇　和彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8番地の6 静岡市葵区伝馬町8番地の6 
トップセンタービル1階トップセンタービル1階

054-205-5900054-205-5900
もりわき　か

ずひこ

4949 16-262616-2626 小松　弥子小松　弥子 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
こまつ　みつ

こ

5050 25-506125-5061 片岡　里菜片岡　里菜 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
かたおか　り

な

5151 28-610928-6109 柴　亜津実柴　亜津実 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649 しば　あつみ

5252 20-334620-3346 田中　秀樹田中　秀樹 （株）タナカ（株）タナカ 421-0301421-0301 榛原郡吉田町住吉108榛原郡吉田町住吉108 0548-33-00330548-33-0033
たなか　ひで

き

5353 27-567027-5670 原田　康法原田　康法 補聴器のハラダ補聴器のハラダ 421-2124421-2124 静岡市葵区足久保口組672-43静岡市葵区足久保口組672-43 054-206-0730054-206-0730
はらだ　やす

のり

5454 21-386021-3860 宮﨑　江里香宮﨑　江里香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
みやざき　え

りか

5555 22-429322-4293 寺岡　梢寺岡　梢
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
てらおか　こ

ずえ

5656 27-566727-5667 鈴木　孝司鈴木　孝司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店 422-8047422-8047 静岡市駿河区中村町27-1静岡市駿河区中村町27-1 054-203-8008054-203-8008
すずき　こう

じ

5757 21-400921-4009 山本　純山本　純 東海リオン（株）　リオネットセンター静岡東海リオン（株）　リオネットセンター静岡 422-8062422-8062
静岡市駿河区稲川1-3-4 静岡市駿河区稲川1-3-4 
静岡帝警ビル1F静岡帝警ビル1F

054-202-9088054-202-9088
やまもと　

じゅん

5858 14-242314-2423 横地　愼吾横地　愼吾 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
よこち　しん

ご

5959 26-533826-5338 太田　麻美太田　麻美 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
おおた　あさ

み

6060 28-612328-6123 東田　香帆里東田　香帆里 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
ひがしだ　か

おり

6161 22-430522-4305 望月　徹也望月　徹也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店 424-0067424-0067
静岡市清水区鳥坂745-4 静岡市清水区鳥坂745-4 
フレスポ静岡内フレスポ静岡内

054-346-8758054-346-8758
もちづき　て

つや

6262 20-357720-3577 倉前　知弘倉前　知弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　清水店理研産業補聴器センター　清水店

424-0806424-0806
静岡市清水区辻1-3-1 静岡市清水区辻1-3-1 
田中屋ビル1階田中屋ビル1階

054-371-5166054-371-5166
くらまえ　と

もひろ

6363 4-12474-1247 春田　政孝春田　政孝 （株）春田眼鏡店　清水駅前店（株）春田眼鏡店　清水駅前店 424-0816424-0816 静岡市清水区真砂町2-19静岡市清水区真砂町2-19 054-367-0543054-367-0543
はるた　まさ

たか

6464 6-14606-1460 占部　文規占部　文規 （有）ダンボ（有）ダンボ 424-0829424-0829 静岡市清水区巴町8-3静岡市清水区巴町8-3 054-353-7233054-353-7233
うらべ　あや

のり

6565 29-631929-6319 南　和宏南　和宏 （株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店（株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店 424-0871424-0871
静岡市清水区上原1-6-16 静岡市清水区上原1-6-16 
イオン清水店2Fイオン清水店2F

054-344-3788054-344-3788
みなみ　かず

ひろ

6666 17-283417-2834 佐川　佳野佐川　佳野 サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店 424-0886424-0886 静岡市清水区草薙1-13-6 1F静岡市清水区草薙1-13-6 1F 054-344-2480054-344-2480
さがわ　よし

の

6767 29-628029-6280 望月　明倫望月　明倫 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店 424-0938424-0938 静岡市清水区梅が岡9-21静岡市清水区梅が岡9-21 054-355-3308054-355-3308
もちづき　あ

きひと

6868 17-272717-2727 堀田　幸裕堀田　幸裕
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ほった　ゆき

ひろ

6969 23-454723-4547 伴野　弘幸伴野　弘幸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ともの　ひろ

ゆき

7070 25-512225-5122 岡田　慎司岡田　慎司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　焼津店パリミキ　焼津店

425-0033425-0033 焼津市小川3921焼津市小川3921 054-624-7598054-624-7598
おかだ　しん

じ

7171 27-565727-5657 八木　卓也八木　卓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店（株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店 425-0045425-0045 焼津市祢宜島140-1焼津市祢宜島140-1 054-656-0668054-656-0668 やぎ　たくや

7272 23-458223-4582 増井　聡美増井　聡美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
ますい　さと

み

7373 25-512525-5125 芦矢　貴聡芦矢　貴聡
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
あしや　たか

あき

7474 19-322119-3221 佐伯　滋朗佐伯　滋朗 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
さえき　じろ

う

7575 19-322319-3223 服部　一夫服部　一夫 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
はっとり　か

ずお

7676 8-16378-1637 杉村　晴生杉村　晴生 島田補聴器センター島田補聴器センター 427-0056427-0056 島田市大津通5-4島田市大津通5-4 0547-37-15230547-37-1523
すぎむら　は

るお

7777 13-227913-2279 大塚　尚子大塚　尚子 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
おおつか　な

おこ

7878 23-443423-4434 片桐　静恵片桐　静恵 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
かたぎり　し

ずえ

7979 21-384321-3843 森　謙治森　謙治 補聴器本舗　浜松店補聴器本舗　浜松店 430-0906430-0906 浜松市中区住吉1-26-12浜松市中区住吉1-26-12 053-479-3355053-479-3355 もり　けんじ

8080 15-248415-2484 関根　英康関根　英康 エイド（株）　浜松店エイド（株）　浜松店 430-0926430-0926 浜松市中区砂山町340-7浜松市中区砂山町340-7 053-455-0703053-455-0703
せきね　ひで

やす

8181 9-17959-1795 渥美　嘉人渥美　嘉人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松駅前店理研産業補聴器センター　浜松駅前店

430-0926430-0926 浜松市中区砂山町325番地6浜松市中区砂山町325番地6 053-458-2150053-458-2150
あつみ　よし

と

8282 21-390521-3905 新村　昭夫新村　昭夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松駅前店理研産業補聴器センター　浜松駅前店

430-0926430-0926 浜松市中区砂山町325番地6浜松市中区砂山町325番地6 053-458-2150053-458-2150
しんむら　あ

きお

8383 10-184710-1847 山本　顕司山本　顕司 （株）浜松補聴器センター（株）浜松補聴器センター 430-0928430-0928 浜松市中区板屋町102-16浜松市中区板屋町102-16 053-455-3835053-455-3835
やまもと　け

んじ

8484 22-416922-4169 本田　勝本田　勝 （株）浜松補聴器センター（株）浜松補聴器センター 430-0928430-0928 浜松市中区板屋町102-16浜松市中区板屋町102-16 053-455-3835053-455-3835
ほんだ　まさ

る

8585 17-286317-2863 青島　成季青島　成季 （有）西部補聴器センター（有）西部補聴器センター 430-0934430-0934 浜松市中区千歳町74浜松市中区千歳町74 053-453-8119053-453-8119
あおしま　し

げき



※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。

静岡県静岡県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4646 22-432922-4329 東光　康晴東光　康晴 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
とうこう　や

すはる

4747 27-576927-5769 荒谷　修司荒谷　修司 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
あらたに　

しゅうじ

4848 12-220212-2202 森脇　和彦森脇　和彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8番地の6 静岡市葵区伝馬町8番地の6 
トップセンタービル1階トップセンタービル1階

054-205-5900054-205-5900
もりわき　か

ずひこ

4949 16-262616-2626 小松　弥子小松　弥子 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
こまつ　みつ

こ

5050 25-506125-5061 片岡　里菜片岡　里菜 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
かたおか　り

な

5151 28-610928-6109 柴　亜津実柴　亜津実 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649 しば　あつみ

5252 20-334620-3346 田中　秀樹田中　秀樹 （株）タナカ（株）タナカ 421-0301421-0301 榛原郡吉田町住吉108榛原郡吉田町住吉108 0548-33-00330548-33-0033
たなか　ひで

き

5353 27-567027-5670 原田　康法原田　康法 補聴器のハラダ補聴器のハラダ 421-2124421-2124 静岡市葵区足久保口組672-43静岡市葵区足久保口組672-43 054-206-0730054-206-0730
はらだ　やす

のり

5454 21-386021-3860 宮﨑　江里香宮﨑　江里香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
みやざき　え

りか

5555 22-429322-4293 寺岡　梢寺岡　梢
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
てらおか　こ

ずえ

5656 27-566727-5667 鈴木　孝司鈴木　孝司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店 422-8047422-8047 静岡市駿河区中村町27-1静岡市駿河区中村町27-1 054-203-8008054-203-8008
すずき　こう

じ

5757 21-400921-4009 山本　純山本　純 東海リオン（株）　リオネットセンター静岡東海リオン（株）　リオネットセンター静岡 422-8062422-8062
静岡市駿河区稲川1-3-4 静岡市駿河区稲川1-3-4 
静岡帝警ビル1F静岡帝警ビル1F

054-202-9088054-202-9088
やまもと　

じゅん

5858 14-242314-2423 横地　愼吾横地　愼吾 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
よこち　しん

ご

5959 26-533826-5338 太田　麻美太田　麻美 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
おおた　あさ

み

6060 28-612328-6123 東田　香帆里東田　香帆里 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
ひがしだ　か

おり

6161 22-430522-4305 望月　徹也望月　徹也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店 424-0067424-0067
静岡市清水区鳥坂745-4 静岡市清水区鳥坂745-4 
フレスポ静岡内フレスポ静岡内

054-346-8758054-346-8758
もちづき　て

つや

6262 20-357720-3577 倉前　知弘倉前　知弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　清水店理研産業補聴器センター　清水店

424-0806424-0806
静岡市清水区辻1-3-1 静岡市清水区辻1-3-1 
田中屋ビル1階田中屋ビル1階

054-371-5166054-371-5166
くらまえ　と

もひろ

6363 4-12474-1247 春田　政孝春田　政孝 （株）春田眼鏡店　清水駅前店（株）春田眼鏡店　清水駅前店 424-0816424-0816 静岡市清水区真砂町2-19静岡市清水区真砂町2-19 054-367-0543054-367-0543
はるた　まさ

たか

6464 6-14606-1460 占部　文規占部　文規 （有）ダンボ（有）ダンボ 424-0829424-0829 静岡市清水区巴町8-3静岡市清水区巴町8-3 054-353-7233054-353-7233
うらべ　あや

のり

6565 29-631929-6319 南　和宏南　和宏 （株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店（株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店 424-0871424-0871
静岡市清水区上原1-6-16 静岡市清水区上原1-6-16 
イオン清水店2Fイオン清水店2F

054-344-3788054-344-3788
みなみ　かず

ひろ

6666 17-283417-2834 佐川　佳野佐川　佳野 サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店 424-0886424-0886 静岡市清水区草薙1-13-6 1F静岡市清水区草薙1-13-6 1F 054-344-2480054-344-2480
さがわ　よし

の

6767 29-628029-6280 望月　明倫望月　明倫 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店 424-0938424-0938 静岡市清水区梅が岡9-21静岡市清水区梅が岡9-21 054-355-3308054-355-3308
もちづき　あ

きひと

6868 17-272717-2727 堀田　幸裕堀田　幸裕
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ほった　ゆき

ひろ

6969 23-454723-4547 伴野　弘幸伴野　弘幸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ともの　ひろ

ゆき

7070 25-512225-5122 岡田　慎司岡田　慎司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　焼津店パリミキ　焼津店

425-0033425-0033 焼津市小川3921焼津市小川3921 054-624-7598054-624-7598
おかだ　しん

じ

7171 27-565727-5657 八木　卓也八木　卓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店（株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店 425-0045425-0045 焼津市祢宜島140-1焼津市祢宜島140-1 054-656-0668054-656-0668 やぎ　たくや

7272 23-458223-4582 増井　聡美増井　聡美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
ますい　さと

み

7373 25-512525-5125 芦矢　貴聡芦矢　貴聡
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
あしや　たか

あき

7474 19-322119-3221 佐伯　滋朗佐伯　滋朗 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
さえき　じろ

う

7575 19-322319-3223 服部　一夫服部　一夫 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
はっとり　か

ずお

7676 8-16378-1637 杉村　晴生杉村　晴生 島田補聴器センター島田補聴器センター 427-0056427-0056 島田市大津通5-4島田市大津通5-4 0547-37-15230547-37-1523
すぎむら　は

るお

7777 13-227913-2279 大塚　尚子大塚　尚子 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
おおつか　な

おこ

7878 23-443423-4434 片桐　静恵片桐　静恵 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
かたぎり　し

ずえ

7979 21-384321-3843 森　謙治森　謙治 補聴器本舗　浜松店補聴器本舗　浜松店 430-0906430-0906 浜松市中区住吉1-26-12浜松市中区住吉1-26-12 053-479-3355053-479-3355 もり　けんじ

8080 15-248415-2484 関根　英康関根　英康 エイド（株）　浜松店エイド（株）　浜松店 430-0926430-0926 浜松市中区砂山町340-7浜松市中区砂山町340-7 053-455-0703053-455-0703
せきね　ひで

やす

8181 9-17959-1795 渥美　嘉人渥美　嘉人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松駅前店理研産業補聴器センター　浜松駅前店

430-0926430-0926 浜松市中区砂山町325番地6浜松市中区砂山町325番地6 053-458-2150053-458-2150
あつみ　よし

と

8282 21-390521-3905 新村　昭夫新村　昭夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松駅前店理研産業補聴器センター　浜松駅前店

430-0926430-0926 浜松市中区砂山町325番地6浜松市中区砂山町325番地6 053-458-2150053-458-2150
しんむら　あ

きお

8383 10-184710-1847 山本　顕司山本　顕司 （株）浜松補聴器センター（株）浜松補聴器センター 430-0928430-0928 浜松市中区板屋町102-16浜松市中区板屋町102-16 053-455-3835053-455-3835
やまもと　け

んじ

8484 22-416922-4169 本田　勝本田　勝 （株）浜松補聴器センター（株）浜松補聴器センター 430-0928430-0928 浜松市中区板屋町102-16浜松市中区板屋町102-16 053-455-3835053-455-3835
ほんだ　まさ

る

8585 17-286317-2863 青島　成季青島　成季 （有）西部補聴器センター（有）西部補聴器センター 430-0934430-0934 浜松市中区千歳町74浜松市中区千歳町74 053-453-8119053-453-8119
あおしま　し

げき

静岡県静岡県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8686 27-572327-5723 倉橋　城二倉橋　城二 （株）大塚　プロショップ大塚　浜松佐鳴台店（株）大塚　プロショップ大塚　浜松佐鳴台店 432-8061432-8061 浜松市西区入野町621浜松市西区入野町621 053-440-9246053-440-9246
くらはし　

じょうじ

8787 15-251315-2513 吉田　浩之吉田　浩之 （株）キクチメガネ　イオンモール浜松志都呂店（株）キクチメガネ　イオンモール浜松志都呂店 432-8069432-8069
浜松市西区志都呂町2丁目37-1 浜松市西区志都呂町2丁目37-1 
イオンモール浜松志都呂 3Fイオンモール浜松志都呂 3F

053-448-2260053-448-2260
よしだ　ひろ

ゆき

8888 27-570327-5703 竹内　幸子竹内　幸子 （株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店（株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店 433-8123433-8123 浜松市中区幸2-5-4浜松市中区幸2-5-4 053-482-9246053-482-9246
たけうち　さ

ちこ

8989 27-596627-5966 青島　翔太朗青島　翔太朗 （株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店（株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店 433-8123433-8123 浜松市中区幸2-5-4浜松市中区幸2-5-4 053-482-9246053-482-9246
あおしま　

しょうたろう

9090 18-286818-2868 大石　真悟大石　真悟
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松泉町店理研産業補聴器センター　浜松泉町店

433-8124433-8124 浜松市中区泉1-7-18浜松市中区泉1-7-18 053-479-2233053-479-2233
おおいし　し

んご

9191 21-388821-3888 竹山　真央竹山　真央
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松泉町店理研産業補聴器センター　浜松泉町店

433-8124433-8124 浜松市中区泉1-7-18浜松市中区泉1-7-18 053-479-2233053-479-2233
たけやま　ま

さひさ

9292 21-382021-3820 水口　佳己水口　佳己 メガネの水口メガネの水口 434-0026434-0026 浜松市浜北区東美薗174-1浜松市浜北区東美薗174-1 053-586-3337053-586-3337
みずぐち　よ

しみ

9393 23-449423-4494 中島　康夫中島　康夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜北店理研産業補聴器センター　浜北店

434-0036434-0036 浜松市浜北区横須賀878-1浜松市浜北区横須賀878-1 053-585-8456053-585-8456
なかじま　や

すお

9494 21-400021-4000 細野　健太郎細野　健太郎 （株）浜松補聴器センター　浜北店（株）浜松補聴器センター　浜北店 434-0038434-0038
浜松市浜北区貴布祢3000 浜松市浜北区貴布祢3000 
なゆた浜北1Fなゆた浜北1F

053-587-1137053-587-1137
ほその　けん

たろう

9595 24-485224-4852 内山　淳内山　淳
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
うちやま　

じゅん

9696 24-488324-4883 池谷　克之池谷　克之
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
いけや　かつ

ゆき

9797 26-557726-5577 市川　豊市川　豊
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
いちかわ　ゆ

たか

9898 29-649329-6493 鈴木　学鈴木　学
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
すずき　まな

ぶ

9999 28-614128-6141 氏家　達矢氏家　達矢 コストコホールセールジャパン（株）　浜松倉庫店コストコホールセールジャパン（株）　浜松倉庫店 435-0048435-0048 浜松市東区上西町1020-28浜松市東区上西町1020-28 053-467-4810053-467-4810
うじいえ　た

つや

100100 19-321219-3212 井上　真澄井上　真澄 （株）キクチメガネ　イオンモール浜松市野店（株）キクチメガネ　イオンモール浜松市野店 435-0052435-0052
浜松市東区天王町字諏訪1981-3 浜松市東区天王町字諏訪1981-3 
イオンモール浜松市野ショッピングセンター2階イオンモール浜松市野ショッピングセンター2階

053-467-1321053-467-1321
いのうえ　ま

すみ

101101 29-652329-6523 大北　啓介大北　啓介
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　掛川店パリミキ　掛川店

436-0043436-0043 掛川市大池490-1掛川市大池490-1 0537-23-98680537-23-9868
おおきた　け

いすけ

102102 19-317019-3170 菅原　善典菅原　善典 ブルームヒアリング（株）　ブルーム掛川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム掛川店 436-0044436-0044
掛川市清崎104-4 掛川市清崎104-4 
福田ビル1F福田ビル1F

0537-22-32320537-22-3232
すがわら　よ

りのり

103103 15-245115-2451 手塚　勉手塚　勉
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　掛川店理研産業補聴器センター　掛川店

436-0077436-0077 掛川市駅前11-1掛川市駅前11-1 0537-23-75550537-23-7555
てづか　つと

む

104104 23-468823-4688 川島　淳川島　淳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　袋井店理研産業補聴器センター　袋井店

437-0022437-0022 袋井市方丈1-5-12袋井市方丈1-5-12 0538-44-33410538-44-3341
かわしま　

じゅん

105105 25-513925-5139 長谷川　真大長谷川　真大
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　袋井店理研産業補聴器センター　袋井店

437-0022437-0022 袋井市方丈1-5-12袋井市方丈1-5-12 0538-44-33410538-44-3341
はせがわ　ま

さひろ

106106 10-184110-1841 青島　弘明青島　弘明 時計メガネ宝石　補聴器のオガワ時計メガネ宝石　補聴器のオガワ 437-0027437-0027 袋井市高尾町1-8袋井市高尾町1-8 0538-43-25350538-43-2535
あおしま　ひ

ろあき

107107 26-536026-5360 青島　知弘青島　知弘 時計メガネ宝石　補聴器のオガワ時計メガネ宝石　補聴器のオガワ 437-0027437-0027 袋井市高尾町1-8袋井市高尾町1-8 0538-43-25350538-43-2535
あおしま　と

もひろ

108108 11-207511-2075 伊藤　直幸伊藤　直幸 （株）エレガンス時正堂　泉町本店（株）エレガンス時正堂　泉町本店 437-0062437-0062 袋井市泉町1-7-6袋井市泉町1-7-6 0538-42-23410538-42-2341
いとう　なお

ゆき

109109 19-316219-3162 鈴木　雄太鈴木　雄太 （株）エレガンス時正堂　泉町本店（株）エレガンス時正堂　泉町本店 437-0062437-0062 袋井市泉町1-7-6袋井市泉町1-7-6 0538-42-23410538-42-2341
すずき　ゆう

た

110110 27-597727-5977 安間　雅文安間　雅文 （株）エレガンス時正堂　泉町本店（株）エレガンス時正堂　泉町本店 437-0062437-0062 袋井市泉町1-7-6袋井市泉町1-7-6 0538-42-23410538-42-2341
あんま　まさ

ふみ

111111 29-629629-6296 宗田　晴行宗田　晴行
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン浜岡店パリミキ　イオンタウン浜岡店

437-1612437-1612 御前崎市池新田5832-1御前崎市池新田5832-1 0537-86-72830537-86-7283
むねた　はる

ゆき

112112 21-367021-3670 永合　裕一郎永合　裕一郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　磐田店理研産業補聴器センター　磐田店

438-0078438-0078 磐田市中泉二丁目7-9磐田市中泉二丁目7-9 0538-33-46490538-33-4649
なごう　ゆう

いちろう

113113 27-593527-5935 榑松　駿榑松　駿
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　磐田店理研産業補聴器センター　磐田店

438-0078438-0078 磐田市中泉二丁目7-9磐田市中泉二丁目7-9 0538-33-46490538-33-4649
くれまつ　

しゅん

114114 19-309219-3092 山田　邦夫山田　邦夫 （株）キクチメガネ　ららぽーと磐田店（株）キクチメガネ　ららぽーと磐田店 438-0801438-0801
磐田市高見丘1200 磐田市高見丘1200 
ららぽーと磐田2Fららぽーと磐田2F

0538-38-24950538-38-2495
やまだ　くに

お

115115 12-220612-2206 松永　和明松永　和明
まつなが　か

ずあき

116116 20-347420-3474 山中　敏山中　敏
やまなか　さ

とし

117117 20-353220-3532 中島　香奈子中島　香奈子
なかじま　か

なこ

118118 20-359620-3596 安間　計午安間　計午
あんま　けい

ご

119119 20-362520-3625 髙橋　明裕髙橋　明裕
たかはし　あ

きひろ

120120 25-509025-5090 土屋　翔太土屋　翔太
つちや　しょ

うた

121121 25-516425-5164 岡本　直也岡本　直也
おかもと　な

おや



※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。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-325919-3259 松井　国裕松井　国裕
（株）メガネ流通センター　（株）メガネ流通センター　
メガワールド豊橋本店メガワールド豊橋本店

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

ひろ

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

0532-55-57850532-55-5785
みうら　たろ

う

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

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

きょうこ

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

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

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

0532-55-57830532-55-5783
はなむら　や

すはる

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

すはる

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

0532-39-62830532-39-6283
あきやま　よ

うへい

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

でよ

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

0532-29-32300532-29-3230
すみだ　まな

ぶ

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

でたけ

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

0532-31-67390532-31-6739 おおた　ゆか

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

0532-31-67390532-31-6739
かわかみ　か

なこ

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

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

かふみ

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

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

うへい

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

ひこ

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

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

しゅん

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

0533-83-55380533-83-5538
はぎもと　ひ

であき

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

お

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

0533-66-63000533-66-6300
おおの　じゅ

んこ

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

いち

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

や

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

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

かし

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

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

よ

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

もみ

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

み

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

0564-73-05550564-73-0555
おおおか　た

かよし

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

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

る

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

0564-54-20810564-54-2081
いとう　たけ

まさ

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

0564-54-20810564-54-2081
みずの　のぶ

あき

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

0564-57-23550564-57-2355
ふかや　とし

ふみ

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

すけ

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

かな

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

0564-59-41400564-59-4140
すぎたに　ち

かし

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

とふみ

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

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

ずのり

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

ら

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

じ

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

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

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

うこ

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

け



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-325919-3259 松井　国裕松井　国裕
（株）メガネ流通センター　（株）メガネ流通センター　
メガワールド豊橋本店メガワールド豊橋本店

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

ひろ

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

0532-55-57850532-55-5785
みうら　たろ

う

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

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

きょうこ

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

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

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

0532-55-57830532-55-5783
はなむら　や

すはる

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

すはる

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

0532-39-62830532-39-6283
あきやま　よ

うへい

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

でよ

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

0532-29-32300532-29-3230
すみだ　まな

ぶ

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

でたけ

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

0532-31-67390532-31-6739 おおた　ゆか

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

0532-31-67390532-31-6739
かわかみ　か

なこ

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

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

かふみ

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

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

うへい

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

ひこ

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

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

しゅん

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

0533-83-55380533-83-5538
はぎもと　ひ

であき

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

お

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

0533-66-63000533-66-6300
おおの　じゅ

んこ

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

いち

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

や

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

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

かし

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

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

よ

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

もみ

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

み

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

0564-73-05550564-73-0555
おおおか　た

かよし

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

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

る

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

0564-54-20810564-54-2081
いとう　たけ

まさ

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

0564-54-20810564-54-2081
みずの　のぶ

あき

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

0564-57-23550564-57-2355
ふかや　とし

ふみ

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

すけ

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

かな

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

0564-59-41400564-59-4140
すぎたに　ち

かし

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

とふみ

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

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

ずのり

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

ら

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

じ

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

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

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

うこ

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

け

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 10-185810-1858 森川　正教森川　正教 メガネのヤガミ　安城ふかま店メガネのヤガミ　安城ふかま店 446-0052446-0052
安城市福釜町矢場16-5 安城市福釜町矢場16-5 
ピアゴ福釜店1Fピアゴ福釜店1F

0566-76-57770566-76-5777
もりかわ　ま

さのり

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

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

よし

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

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

ゆり

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

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

み

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

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

こ

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

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

じ

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

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

い

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

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

0566-23-80830566-23-8083
やました　ひ

でき

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

0566-23-80830566-23-8083
こんどう　た

かひろ

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

り

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

052-587-7633052-587-7633
うさみ　とも

ひで

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

052-587-7633052-587-7633
おくやま　み

つひろ

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

052-571-7781052-571-7781
いしだ　やす

し

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

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

052-581-3456052-581-3456
さかた　よし

ひさ

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

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

052-581-3456052-581-3456
まきの　こう

た

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

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

052-566-3853052-566-3853
さとう　きよ

たか

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

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

052-566-3853052-566-3853
よしだ　よし

あき

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

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

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

かわむら　ふ

じお

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

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

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

まるやま　お

さむ

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

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

お

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

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

き

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

0800-222-41330800-222-4133
くわばら　

しょうお

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

0800-222-41330800-222-4133
いのうえ　か

ずゆき

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

0800-222-41330800-222-4133
さかい　あき

のり

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

う

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

もちか

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

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

052-503-8125052-503-8125
きむら　たか

お

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

ひこ

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

ひろ

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

つのり

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

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

ひさ

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

こと

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

きら

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

りょう

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

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

みこ

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

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

ひこ

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

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

いち

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

052-446-7885052-446-7885
はやし　のり

たか

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



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8181 22-410422-4104 田中　康之田中　康之
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　名古屋店ナショナル補聴器センター　名古屋店

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

じ

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

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

み

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

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

052-651-3341052-651-3341
おおさと　せ

いいちろう

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

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

052-651-3341052-651-3341
やました　ち

ひろ

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

052-883-6701052-883-6701
ごとう　けん

じ

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

052-883-6701052-883-6701
よしかわ　や

すひろ

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

052-821-8156052-821-8156
うちだ　かず

たか

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

052-821-8156052-821-8156
いわもと　あ

きひろ

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

お

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

と

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

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

けふみ

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

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

し

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

ぞう

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

え

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

052-899-7387052-899-7387
まえはら　

じゅんいち

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

052-746-0070052-746-0070
あんどう　ひ

ろと

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

052-211-7711052-211-7711
はかまた　ゆ

かり

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

052-211-7711052-211-7711
はやかわ　か

ずひこ

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

052-211-7711052-211-7711
いとう　ゆき

お

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

052-211-7711052-211-7711
やまざき　

じゅんいち

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

052-211-7711052-211-7711
なかもり　み

どり

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

052-971-4341052-971-4341
さとう　よし

ひろ

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

052-961-4133052-961-4133
ふくもと　わ

かこ

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

052-953-4133052-953-4133
みとり　ひろ

し

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

052-953-4133052-953-4133
たきざわ　だ

い

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

052-953-4133052-953-4133
なかたに　よ

しみ

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

052-954-1733052-954-1733
みずぐち　た

かふみ

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

052-954-1733052-954-1733
かとう　さだ

ゆき

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

052-954-1733052-954-1733
ほった　けん

じ

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

052-251-3535052-251-3535
ながた　まさ

ひさ

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

052-262-5226052-262-5226
やました　む

ねのり

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

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

うじ

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

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

ん

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

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

かえ

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

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

ひこ

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

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

いち

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

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

とし

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

052-265-4133052-265-4133
やまだ　くに

お

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

052-265-4133052-265-4133
みながわ　

りゅうと

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

052-265-4133052-265-4133
べにや　はる

か



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8181 22-410422-4104 田中　康之田中　康之
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　名古屋店ナショナル補聴器センター　名古屋店

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

じ

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

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

み

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

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

052-651-3341052-651-3341
おおさと　せ

いいちろう

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

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

052-651-3341052-651-3341
やました　ち

ひろ

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

052-883-6701052-883-6701
ごとう　けん

じ

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

052-883-6701052-883-6701
よしかわ　や

すひろ

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

052-821-8156052-821-8156
うちだ　かず

たか

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

052-821-8156052-821-8156
いわもと　あ

きひろ

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

お

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

と

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

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

けふみ

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

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

し

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

ぞう

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

え

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

052-899-7387052-899-7387
まえはら　

じゅんいち

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

052-746-0070052-746-0070
あんどう　ひ

ろと

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

052-211-7711052-211-7711
はかまた　ゆ

かり

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

052-211-7711052-211-7711
はやかわ　か

ずひこ

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

052-211-7711052-211-7711
いとう　ゆき

お

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

052-211-7711052-211-7711
やまざき　

じゅんいち

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

052-211-7711052-211-7711
なかもり　み

どり

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

052-971-4341052-971-4341
さとう　よし

ひろ

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

052-961-4133052-961-4133
ふくもと　わ

かこ

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

052-953-4133052-953-4133
みとり　ひろ

し

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

052-953-4133052-953-4133
たきざわ　だ

い

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

052-953-4133052-953-4133
なかたに　よ

しみ

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

052-954-1733052-954-1733
みずぐち　た

かふみ

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

052-954-1733052-954-1733
かとう　さだ

ゆき

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

052-954-1733052-954-1733
ほった　けん

じ

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

052-251-3535052-251-3535
ながた　まさ

ひさ

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

052-262-5226052-262-5226
やました　む

ねのり

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

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

うじ

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

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

ん

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

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

かえ

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

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

ひこ

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

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

いち

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

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

とし

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

052-265-4133052-265-4133
やまだ　くに

お

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

052-265-4133052-265-4133
みながわ　

りゅうと

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

052-265-4133052-265-4133
べにや　はる

か

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

121121 3-11993-1199 鈴木　昌郎鈴木　昌郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
本社・愛知営業部本社・愛知営業部

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

お

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

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

ひこ

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

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

のり

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

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

さし

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

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

かまさ

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

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

と

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

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

かひろ

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

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

ゆき

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

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

ろふみ

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

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

とも

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

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

んさく

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

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

こ

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

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

み

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

052-212-7001052-212-7001
いのうえ　ひ

とみ

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

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

052-264-1582052-264-1582
にしがいと　

さとし

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

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

052-264-1582052-264-1582
さいとう　ま

さなか

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

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

052-264-1582052-264-1582
ふくたに　ゆ

きこ

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

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

052-264-1582052-264-1582
ごとう　みさ

と

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

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

052-264-1582052-264-1582
とよし　ゆう

た

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

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

052-252-1788052-252-1788
すわ　たかひ

さ

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

052-857-5511052-857-5511
たけうち　と

おる

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

052-857-5511052-857-5511
ながい　たつ

や

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

052-857-5511052-857-5511
ながさき　め

い

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

ただき

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

つや

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

とし

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

つし

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

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

りひさ

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

ひろ

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

ぶ

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

り

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

さやす

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

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

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

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

うこ

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

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

づき

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

つや

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

よし

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

052-916-8333052-916-8333
やまだ　たい

き

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

052-916-8333052-916-8333
やまだ　えい

こ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

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

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

う

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

ゆき

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

052-737-2933052-737-2933
いまえだ　つ

よし

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

052-737-2933052-737-2933 すみ　あおい

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

052-799-8272052-799-8272
いのうえ　け

んじ

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

さひろ

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

052-711-2115052-711-2115
ひら　よした

か

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

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

たろう

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

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

き

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

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

ゆ

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

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

052-763-4133052-763-4133
なかだ　たか

ひろ

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

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

052-735-3341052-735-3341
はせがわ　

じゅんこ

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

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

052-735-3341052-735-3341 ほり　まさや

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

ひろ

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

ろひさ

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

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

052-764-6362052-764-6362
おおの　まさ

ひろ

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

052-734-5342052-734-5342
よしかわ　

しゅんすけ

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

052-704-8633052-704-8633
さかい　こう

じ

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

052-704-8633052-704-8633
まるやま　な

るひこ

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

052-704-8633052-704-8633
ともまつ　た

つや

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

052-704-8633052-704-8633
いちかわ　や

すひろ

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

052-704-8633052-704-8633
かば　けいい

ちろう

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

052-704-2533052-704-2533
しばやま　

りょうた

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

052-775-0288052-775-0288
かとう　まき

お

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

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

052-771-8733052-771-8733
はたの　たか

ひさ

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

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

052-771-8733052-771-8733
さくらい　け

んじ

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

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

しょうへい

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

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

しょうへい

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

052-841-6671052-841-6671
すずき　たか

あき

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

03-5631-285103-5631-2851
たかだ　しょ

うじ

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

03-5631-285103-5631-2851
たかぎ　しん

きち

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

03-4236-196703-4236-1967
いとう　じゅ

んご

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

03-4236-196703-4236-1967
かわしま　し

んたろう

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

052-852-6207052-852-6207
いわさき　ち

えこ

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

052-852-6201052-852-6201
いまい　ひろ

し

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

052-852-6201052-852-6201
やまだ　さを

り

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

052-881-6116052-881-6116
すずき　まさ

かつ

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

052-881-6116052-881-6116
きむら　よし

たか

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

052-881-6116052-881-6116
みずたに　と

もひろ
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201201 24-488724-4887 原田　裕里子原田　裕里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム堀田店 467-0856467-0856
名古屋市瑞穂区新開町28-26 名古屋市瑞穂区新開町28-26 
名鉄堀田名店街内名鉄堀田名店街内

052-881-6116052-881-6116
はらだ　ゆり

こ

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

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

ふみ

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

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

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

や

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

052-899-4711052-899-4711
はやし　ひろ

しげ

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

うすけ

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

や

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

る

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

のり

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

しあき

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

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

ひさ

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

まさし

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

0562-84-75610562-84-7561
うめざわ　つ

よし

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

0569-48-74660569-48-7466
すぎうら　ま

さふみ

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

0569-72-56050569-72-5605
さとう　かず

ひろ

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

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

0565-32-77100565-32-7710
みやじま　ぜ

ん

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

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

0565-32-77100565-32-7710
しむら　ゆた

か

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

0565-36-03340565-36-0334
なかじま　ふ

みゆき

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

0565-36-03340565-36-0334
はたけやま　

わかな

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

0565-85-06750565-85-0675
はやし　まさ

き

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

おき

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

0565-27-38470565-27-3847 とみた　しん

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

0565-27-61220565-27-6122
てらしま　や

すし

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

0566-83-82110566-83-8211
なかがわ　な

おき

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

0566-83-82110566-83-8211
おおた　ひで

き

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

0566-83-82280566-83-8228
ゆあさ　たつ

ひこ

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

みこ

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

うすけ

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

ひろ

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

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

0562-48-00030562-48-0003
よこやま　と

もや

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

0569-89-74550569-89-7455
やぶした　ふ

みやす

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

052-601-5350052-601-5350
ふたむら　ま

さと

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

052-601-5350052-601-5350
みずの　ひろ

ゆき

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

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

052-604-3341052-604-3341
こんどう　ふ

みあき

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

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

052-604-3341052-604-3341 かとう　ゆき

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

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

052-604-3341052-604-3341
みなと　よし

み

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

0562-33-03410562-33-0341
すぎうら　ま

さお

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

0562-56-35510562-56-3551
ごとう　えい

じ

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

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

0569-84-32320569-84-3232
ささき　たか

し

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

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

0587-91-31790587-91-3179
たんげ　りゅ

ういち



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

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

0587-95-88620587-95-8862
いとう　たつ

ひろ

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

さる

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

と

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

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

た

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

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

きこ

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

0587-96-81350587-96-8135
かとう　ひさ

し

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

0587-96-81350587-96-8135
やまだ　じゅ

ん

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

ずさ

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

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

0568-65-33550568-65-3355
やまだ　ゆう

ぞう

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

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

0568-65-33550568-65-3355
くらした　こ

うた

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

し

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

さのり

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

き

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

じ

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

すけ

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

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

うじ

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

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

か

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

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

ゆき

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

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

0568-78-11520568-78-1152
すずむら　ひ

ろやす

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

のぶ

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

ひろ

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

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

ろ

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

0568-81-90040568-81-9004
いちかわ　と

もなり

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

0568-81-90040568-81-9004
いとう　けん

じ

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

き

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

いじ

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

し

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

0568-92-21890568-92-2189
はしば　つと

む

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

0568-92-21890568-92-2189
はやし　なお

き

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

ひと

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

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

さき

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

りかず

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

つひこ

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

なり

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

つみ

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

し

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

や

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

や

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

さよし

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

ひこ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

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

0587-95-88620587-95-8862
いとう　たつ

ひろ

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

さる

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

と

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

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

た

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

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

きこ

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

0587-96-81350587-96-8135
かとう　ひさ

し

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

0587-96-81350587-96-8135
やまだ　じゅ

ん

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

ずさ

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

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

0568-65-33550568-65-3355
やまだ　ゆう

ぞう

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

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

0568-65-33550568-65-3355
くらした　こ

うた

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

し

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

さのり

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

き

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

じ

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

すけ

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

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

うじ

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

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

か

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

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

ゆき

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

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

0568-78-11520568-78-1152
すずむら　ひ

ろやす

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

のぶ

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

ひろ

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

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

ろ

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

0568-81-90040568-81-9004
いちかわ　と

もなり

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

0568-81-90040568-81-9004
いとう　けん

じ

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

き

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

いじ

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

し

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

0568-92-21890568-92-2189
はしば　つと

む

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

0568-92-21890568-92-2189
はやし　なお

き

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

ひと

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

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

さき

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

りかず

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

つひこ

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

なり

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

つみ

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

し

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

や

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

や

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

さよし

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

ひこ

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

281281 19-320719-3207 鈴森　啓一鈴森　啓一 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
すずもり　け

いいち

282282 23-447323-4473 渡邉　卓也渡邉　卓也 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
わたなべ　た

くや

283283 23-447423-4474 松本　祐樹松本　祐樹 （株）キクチメガネ　本社（株）キクチメガネ　本社 487-8622487-8622 春日井市高森台4-11-1春日井市高森台4-11-1 0568-92-76390568-92-7639
まつもと　ゆ

うき

284284 16-261916-2619 黒杉　茂嗣黒杉　茂嗣 （株）キクチメガネ　尾張旭店（株）キクチメガネ　尾張旭店 488-0067488-0067
尾張旭市南原山町石原116-4 尾張旭市南原山町石原116-4 
イトーヨーカドー尾張旭店1階イトーヨーカドー尾張旭店1階

0561-51-26260561-51-2626
くろすぎ　し

げつぐ

285285 18-289618-2896 野田　圭野田　圭 （株）キクチメガネ　尾張旭店（株）キクチメガネ　尾張旭店 488-0067488-0067
尾張旭市南原山町石原116-4 尾張旭市南原山町石原116-4 
イトーヨーカドー尾張旭店1階イトーヨーカドー尾張旭店1階

0561-51-26260561-51-2626 のだ　けい

286286 21-373121-3731 井田　拓人井田　拓人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　尾張旭店理研産業補聴器センター　尾張旭店

488-0818488-0818 尾張旭市向町二丁目1番地1尾張旭市向町二丁目1番地1 0561-51-55590561-51-5559 いだ　たくと

287287 27-574127-5741 塚平　麻実塚平　麻実
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　尾張旭店理研産業補聴器センター　尾張旭店

488-0818488-0818 尾張旭市向町二丁目1番地1尾張旭市向町二丁目1番地1 0561-51-55590561-51-5559
つかだいら　

まみ

288288 7-15857-1585 岩﨑　泉岩﨑　泉 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
いわさき　い

ずみ

289289 17-277617-2776 臼井　誠臼井　誠 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
うすい　まこ

と

290290 22-418922-4189 山口　誠山口　誠 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
やまぐち　ま

こと

291291 25-514625-5146 久田　洋彰久田　洋彰 （株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店（株）キクチメガネ　アピタ瀬戸店 489-0818489-0818
瀬戸市幸町33番地 瀬戸市幸町33番地 
アピタ瀬戸店2Fアピタ瀬戸店2F

0561-84-20670561-84-2067
ひさだ　ひろ

あき

292292 16-261016-2610 松本　智昭松本　智昭 （株）キクチメガネ　大治店（株）キクチメガネ　大治店 490-1136490-1136 海部郡大治町花常本郷西66-1海部郡大治町花常本郷西66-1 052-441-7006052-441-7006
まつもと　と

もあき

293293 19-320419-3204 佐藤　義清佐藤　義清 （株）キクチメガネ　テラスウォーク一宮店（株）キクチメガネ　テラスウォーク一宮店 491-0022491-0022
一宮市両郷町一丁目2番地 一宮市両郷町一丁目2番地 
テラスウォーク一宮店1階テラスウォーク一宮店1階

0586-26-21770586-26-2177
さとう　よし

き

294294 24-493624-4936 奥田　稔奥田　稔 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　一宮店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　一宮店 491-0037491-0037 一宮市貴船2-2-1一宮市貴船2-2-1 0586-71-41330586-71-4133
おくだ　みの

る

295295 17-270117-2701 橋本　崇紀橋本　崇紀
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
はしもと　た

かのり

296296 20-346920-3469 粕谷　修一粕谷　修一
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
かすや　しゅ

ういち

297297 24-476924-4769 丹羽　真由美丹羽　真由美
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053 にわ　まゆみ

298298 27-591827-5918 天野　ひかる天野　ひかる
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　一宮店ナショナル補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄4-1-8 一宮市栄4-1-8 
マキノビル1Fマキノビル1F

0586-71-50530586-71-5053
あまの　ひか

る

299299 19-324819-3248 丸山　英朗丸山　英朗 東海リオン（株）　リオネットセンター一宮東海リオン（株）　リオネットセンター一宮 491-0858491-0858
一宮市栄3-6-4 一宮市栄3-6-4 
今佐ビル西1F今佐ビル西1F

0586-24-04330586-24-0433
まるやま　ひ

であき

300300 12-225312-2253 伊串　和浩伊串　和浩
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　一宮店理研産業補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄3-8-11 一宮市栄3-8-11 
加藤ビル1階賃店舗加藤ビル1階賃店舗

0586-24-33770586-24-3377
いぐし　かず

ひろ

301301 23-446723-4467 岩間　真規子岩間　真規子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　一宮店理研産業補聴器センター　一宮店

491-0858491-0858
一宮市栄3-8-11 一宮市栄3-8-11 
加藤ビル1階賃店舗加藤ビル1階賃店舗

0586-24-33770586-24-3377
いわま　まき

こ

302302 4-12904-1290 猪子　裕史猪子　裕史 （株）いのこメガネ　一宮補聴器センター（株）いのこメガネ　一宮補聴器センター 491-0859491-0859 一宮市本町4-3-22一宮市本町4-3-22 0586-73-10030586-73-1003
いのこ　ひろ

し

303303 8-16648-1664 野口　幹也野口　幹也 （株）キクチメガネ　一宮駅前店（株）キクチメガネ　一宮駅前店 491-0859491-0859
一宮市本町2-2-11 一宮市本町2-2-11 
JES一宮ビルJES一宮ビル

0586-73-81010586-73-8101
のぐち　まさ

や

304304 19-321619-3216 青木　克之青木　克之 （株）キクチメガネ　一宮駅前店（株）キクチメガネ　一宮駅前店 491-0859491-0859
一宮市本町2-2-11 一宮市本町2-2-11 
JES一宮ビルJES一宮ビル

0586-73-81010586-73-8101
あおき　かつ

ゆき

305305 24-481324-4813 三橋　正和三橋　正和 （株）マツヤ　愛知県補聴器センター　稲沢店（株）マツヤ　愛知県補聴器センター　稲沢店 492-8145492-8145 稲沢市正明寺2-17-1稲沢市正明寺2-17-1 0587-33-41330587-33-4133
みつはし　ま

さかず

306306 21-393121-3931 永坂　章悟永坂　章悟
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　稲沢店理研産業補聴器センター　稲沢店

492-8212492-8212 稲沢市小沢4-14-8稲沢市小沢4-14-8 0587-23-10500587-23-1050
ながさか　

しょうご

307307 25-505925-5059 加藤　翔子加藤　翔子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　稲沢店理研産業補聴器センター　稲沢店

492-8212492-8212 稲沢市小沢4-14-8稲沢市小沢4-14-8 0587-23-10500587-23-1050
かとう　しょ

うこ

308308 24-480224-4802 星野　伊久雄星野　伊久雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アピタ稲沢店パリミキ　アピタ稲沢店

492-8681492-8681
稲沢市天池五反田町1 稲沢市天池五反田町1 
アピタ稲沢　1Fアピタ稲沢　1F

0587-23-55360587-23-5536
ほしの　いく

お

309309 19-320319-3203 大村　博明大村　博明 （株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店（株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店 493-0001493-0001
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 
イオンモール木曽川3Fイオンモール木曽川3F

0586-86-96310586-86-9631
おおむら　ひ

ろあき

310310 24-479524-4795 恒川　正人恒川　正人 （株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店（株）キクチメガネ　イオンモール木曽川店 493-0001493-0001
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 
イオンモール木曽川3Fイオンモール木曽川3F

0586-86-96310586-86-9631
つねかわ　ま

さと

311311 17-282717-2827 岡本　貴志岡本　貴志 （株）キクチメガネ　ピアゴ尾西店（株）キクチメガネ　ピアゴ尾西店 494-0007494-0007
一宮市小信中島字東鵯平59 一宮市小信中島字東鵯平59 
ピアゴ尾西店1Fピアゴ尾西店1F

0586-85-54010586-85-5401
おかもと　た

かし

312312 2-10952-1095 多和田　和敏多和田　和敏 補聴器センター尾西補聴器センター尾西 494-0007494-0007 一宮市小信中島郷北43-1一宮市小信中島郷北43-1 0586-64-86420586-64-8642
たわだ　かず

とし

313313 20-339420-3394 浮田　英之浮田　英之 （株）キクチメガネ　津島ヨシヅヤ店（株）キクチメガネ　津島ヨシヅヤ店 496-0027496-0027
津島市大字津島字北新開351 津島市大字津島字北新開351 
イッツボナンザシティヨシヅヤ津島本店3Fイッツボナンザシティヨシヅヤ津島本店3F

0567-23-73570567-23-7357
うきた　ひで

ゆき

314314 17-272117-2721 江嵜　壮哉江嵜　壮哉
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　津島店理研産業補聴器センター　津島店

496-0046496-0046 津島市柳原町2丁目58-13津島市柳原町2丁目58-13 0567-25-33410567-25-3341
えさき　たけ

や

315315 25-505125-5051 伊藤　彩名伊藤　彩名
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　津島店理研産業補聴器センター　津島店

496-0046496-0046 津島市柳原町2丁目58-13津島市柳原町2丁目58-13 0567-25-33410567-25-3341
いとう　あや

な

316316 19-321019-3210 真野　孝裕真野　孝裕 （株）キクチメガネ　津島店（株）キクチメガネ　津島店 496-0047496-0047 津島市西柳原町3-4津島市西柳原町3-4 0567-25-66120567-25-6612
まの　たかひ

ろ

317317 20-339920-3399 堀部　俊二堀部　俊二 （株）キクチメガネ　津島店（株）キクチメガネ　津島店 496-0047496-0047 津島市西柳原町3-4津島市西柳原町3-4 0567-25-66120567-25-6612
ほりべ　しゅ

んじ

318318 27-584427-5844 矢切　峻平矢切　峻平 愛眼（株）　メガネの愛眼　蟹江店愛眼（株）　メガネの愛眼　蟹江店 497-0034497-0034 海部郡蟹江町本町5-28-1海部郡蟹江町本町5-28-1 0567-96-57750567-96-5775
やぎり　しゅ

んぺい

319319 27-575827-5758 武藤　貴博武藤　貴博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン弥冨店パリミキ　イオンタウン弥冨店

498-0014498-0014
弥富市五明町1371-4  弥富市五明町1371-4  
イオンタウン弥富内イオンタウン弥富内

0567-65-61210567-65-6121
むとう　たか

ひろ

320320 27-579927-5799 中川　敏中川　敏
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン弥冨店パリミキ　イオンタウン弥冨店

498-0014498-0014
弥富市五明町1371-4  弥富市五明町1371-4  
イオンタウン弥富内イオンタウン弥富内

0567-65-61210567-65-6121
なかがわ　さ

とし



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

321321 23-454623-4546 服部　勉服部　勉 （有）メガネの服部（有）メガネの服部 498-0027498-0027
弥富市鯏浦町南前新田123 弥富市鯏浦町南前新田123 
ウィングプラザパディー2Fウィングプラザパディー2F

0567-67-33750567-67-3375
はっとり　つ

とむ

322322 29-642929-6429 菊地　亮仁菊地　亮仁 （株）川スミ　本社（株）川スミ　本社 498-8505498-8505 弥富市魚利浦町南前新田215弥富市魚利浦町南前新田215 0567-67-01110567-67-0111
きくち　あき

ひと

323323 11-214711-2147 長江　敦長江　敦
ながえ　あつ

し

324324 16-259716-2597 中本　直樹中本　直樹
なかもと　な

おき

325325 18-295718-2957 竹内　宏竹内　宏
たけうち　ひ

ろし

326326 20-359920-3599 宮嶋　郁恵宮嶋　郁恵
みやじま　い

くえ

327327 21-393621-3936 鈴木　友美鈴木　友美
すずき　とも

み

328328 26-556626-5566 杉田　雄平杉田　雄平
すぎた　ゆう

へい

329329 27-573727-5737 古澤　圭悟古澤　圭悟
ふるさわ　け

いご

三重県三重県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-316719-3167 村田　智之村田　智之 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
むらた　とも

ゆき

22 24-480024-4800 伊藤　静志伊藤　静志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
いとう　せい

じ

33 6-14886-1488 服部　洋明服部　洋明 メガネの隆明堂メガネの隆明堂 510-0086510-0086 四日市市諏訪栄町6-3四日市市諏訪栄町6-3 059-352-3254059-352-3254
はっとり　ひ

ろあき

44 17-273517-2735 井上　智貴井上　智貴
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いのうえ　と

もき

55 20-336620-3366 藤井　啓之藤井　啓之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
ふじい　ひろ

ゆき

66 23-444123-4441 伊藤　大典伊藤　大典
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いとう　ひろ

のり

77 27-586927-5869 中村　恵子中村　恵子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
なかむら　け

いこ

88 11-204011-2040 寺本　龍子寺本　龍子 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　

りゅうこ

99 21-373721-3737 寺本　奈穂美寺本　奈穂美 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　な

おみ

1010 9-17309-1730 岩田　一人岩田　一人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
いわた　かず

ひと

1111 23-461523-4615 酒井　翔平酒井　翔平
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
さかい　しょ

うへい

1212 26-548426-5484 齋藤　貴裕齋藤　貴裕 （株）三重県補聴器センター　四日市店（株）三重県補聴器センター　四日市店 510-0825510-0825 四日市市赤堀新町7-12四日市市赤堀新町7-12 059-350-4133059-350-4133
さいとう　た

かひろ

1313 21-407921-4079 野原　翼野原　翼
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　四日市店イヤーズ補聴器センター　四日市店

510-0826510-0826 四日市市赤堀2-6-9四日市市赤堀2-6-9 059-357-0007059-357-0007
のはら　つば

さ

1414 28-621628-6216 桜井　亮輔桜井　亮輔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン菰野店パリミキ　イオンタウン菰野店

510-1232510-1232
三重郡菰野町宿野357 三重郡菰野町宿野357 
イオンタウン菰野1Fイオンタウン菰野1F

059-394-6767059-394-6767
さくらい　

りょうすけ

1515 17-276117-2761 井上　瞳井上　瞳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
いのうえ　ひ

とみ

1616 27-581627-5816 江藤　文香江藤　文香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
えとう　あや

か

1717 18-290218-2902 薮谷　克彦薮谷　克彦 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
やぶや　かつ

ひこ

1818 20-339220-3392 桑原　祐介桑原　祐介 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
くわばら　ゆ

うすけ

1919 22-433022-4330 脇海道　雅脇海道　雅
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
わきかいどう　

まさし

2020 25-511025-5110 鬼頭　明日香鬼頭　明日香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
きとう　あす

か

2121 28-612228-6122 大野　誠之大野　誠之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
おおの　まさ

ゆき

2222 20-334820-3348 大谷　純一大谷　純一 （有）フジワラ　フジワラ補聴器（有）フジワラ　フジワラ補聴器 511-0088511-0088 桑名市南魚町50桑名市南魚町50 0594-27-55550594-27-5555
おおたに　

じゅんいち

2323 27-580027-5800 杉本　雅幸杉本　雅幸 （株）川スミ　アトレ川スミ　大安店（株）川スミ　アトレ川スミ　大安店 511-0272511-0272
いなべ市大安町高柳1945　 いなべ市大安町高柳1945　 
イオン大安店1階イオン大安店1階

0594-88-01360594-88-0136
すぎもと　ま

さゆき

2424 24-473024-4730 吉原　育代吉原　育代 （株）新光堂　補聴器の新光堂（株）新光堂　補聴器の新光堂 511-0841511-0841 桑名市小貝須232‐2桑名市小貝須232‐2 0594-27-24000594-27-2400
よしはら　い

くよ

2525 22-423922-4239 江里口　博江里口　博 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
えりぐち　ひ

ろし

2626 24-479724-4797 宮崎　武法宮崎　武法 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
みやざき　た

けのり

2727 10-188210-1882 山田　幸山田　幸 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
やまだ　みゆ

き

2828 14-234514-2345 岩永　恭子岩永　恭子 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
いわなが　

きょうこ

2929 24-471824-4718 山中　佑介山中　佑介 （株）三重県補聴器センター　桑名店（株）三重県補聴器センター　桑名店 511-0947511-0947 桑名市大仲新田439-15桑名市大仲新田439-15 0594-32-41330594-32-4133
やまなか　ゆ

うすけ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛知県愛知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

321321 23-454623-4546 服部　勉服部　勉 （有）メガネの服部（有）メガネの服部 498-0027498-0027
弥富市鯏浦町南前新田123 弥富市鯏浦町南前新田123 
ウィングプラザパディー2Fウィングプラザパディー2F

0567-67-33750567-67-3375
はっとり　つ

とむ

322322 29-642929-6429 菊地　亮仁菊地　亮仁 （株）川スミ　本社（株）川スミ　本社 498-8505498-8505 弥富市魚利浦町南前新田215弥富市魚利浦町南前新田215 0567-67-01110567-67-0111
きくち　あき

ひと

323323 11-214711-2147 長江　敦長江　敦
ながえ　あつ

し

324324 16-259716-2597 中本　直樹中本　直樹
なかもと　な

おき

325325 18-295718-2957 竹内　宏竹内　宏
たけうち　ひ

ろし

326326 20-359920-3599 宮嶋　郁恵宮嶋　郁恵
みやじま　い

くえ

327327 21-393621-3936 鈴木　友美鈴木　友美
すずき　とも

み

328328 26-556626-5566 杉田　雄平杉田　雄平
すぎた　ゆう

へい

329329 27-573727-5737 古澤　圭悟古澤　圭悟
ふるさわ　け

いご

三重県三重県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-316719-3167 村田　智之村田　智之 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
むらた　とも

ゆき

22 24-480024-4800 伊藤　静志伊藤　静志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
いとう　せい

じ

33 6-14886-1488 服部　洋明服部　洋明 メガネの隆明堂メガネの隆明堂 510-0086510-0086 四日市市諏訪栄町6-3四日市市諏訪栄町6-3 059-352-3254059-352-3254
はっとり　ひ

ろあき

44 17-273517-2735 井上　智貴井上　智貴
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いのうえ　と

もき

55 20-336620-3366 藤井　啓之藤井　啓之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
ふじい　ひろ

ゆき

66 23-444123-4441 伊藤　大典伊藤　大典
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いとう　ひろ

のり

77 27-586927-5869 中村　恵子中村　恵子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
なかむら　け

いこ

88 11-204011-2040 寺本　龍子寺本　龍子 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　

りゅうこ

99 21-373721-3737 寺本　奈穂美寺本　奈穂美 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　な

おみ

1010 9-17309-1730 岩田　一人岩田　一人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
いわた　かず

ひと

1111 23-461523-4615 酒井　翔平酒井　翔平
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
さかい　しょ

うへい

1212 26-548426-5484 齋藤　貴裕齋藤　貴裕 （株）三重県補聴器センター　四日市店（株）三重県補聴器センター　四日市店 510-0825510-0825 四日市市赤堀新町7-12四日市市赤堀新町7-12 059-350-4133059-350-4133
さいとう　た

かひろ

1313 21-407921-4079 野原　翼野原　翼
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　四日市店イヤーズ補聴器センター　四日市店

510-0826510-0826 四日市市赤堀2-6-9四日市市赤堀2-6-9 059-357-0007059-357-0007
のはら　つば

さ

1414 28-621628-6216 桜井　亮輔桜井　亮輔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン菰野店パリミキ　イオンタウン菰野店

510-1232510-1232
三重郡菰野町宿野357 三重郡菰野町宿野357 
イオンタウン菰野1Fイオンタウン菰野1F

059-394-6767059-394-6767
さくらい　

りょうすけ

1515 17-276117-2761 井上　瞳井上　瞳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
いのうえ　ひ

とみ

1616 27-581627-5816 江藤　文香江藤　文香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
えとう　あや

か

1717 18-290218-2902 薮谷　克彦薮谷　克彦 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
やぶや　かつ

ひこ

1818 20-339220-3392 桑原　祐介桑原　祐介 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
くわばら　ゆ

うすけ

1919 22-433022-4330 脇海道　雅脇海道　雅
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
わきかいどう　

まさし

2020 25-511025-5110 鬼頭　明日香鬼頭　明日香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
きとう　あす

か

2121 28-612228-6122 大野　誠之大野　誠之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
おおの　まさ

ゆき

2222 20-334820-3348 大谷　純一大谷　純一 （有）フジワラ　フジワラ補聴器（有）フジワラ　フジワラ補聴器 511-0088511-0088 桑名市南魚町50桑名市南魚町50 0594-27-55550594-27-5555
おおたに　

じゅんいち

2323 27-580027-5800 杉本　雅幸杉本　雅幸 （株）川スミ　アトレ川スミ　大安店（株）川スミ　アトレ川スミ　大安店 511-0272511-0272
いなべ市大安町高柳1945　 いなべ市大安町高柳1945　 
イオン大安店1階イオン大安店1階

0594-88-01360594-88-0136
すぎもと　ま

さゆき

2424 24-473024-4730 吉原　育代吉原　育代 （株）新光堂　補聴器の新光堂（株）新光堂　補聴器の新光堂 511-0841511-0841 桑名市小貝須232‐2桑名市小貝須232‐2 0594-27-24000594-27-2400
よしはら　い

くよ

2525 22-423922-4239 江里口　博江里口　博 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
えりぐち　ひ

ろし

2626 24-479724-4797 宮崎　武法宮崎　武法 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
みやざき　た

けのり

2727 10-188210-1882 山田　幸山田　幸 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
やまだ　みゆ

き

2828 14-234514-2345 岩永　恭子岩永　恭子 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
いわなが　

きょうこ

2929 24-471824-4718 山中　佑介山中　佑介 （株）三重県補聴器センター　桑名店（株）三重県補聴器センター　桑名店 511-0947511-0947 桑名市大仲新田439-15桑名市大仲新田439-15 0594-32-41330594-32-4133
やまなか　ゆ

うすけ

三重県三重県
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

3030 29-643929-6439 徳田　雄市徳田　雄市 （株）川スミ　川スミ　メガネ本店（株）川スミ　川スミ　メガネ本店 511-0947511-0947
桑名市大仲新田新井水下 桑名市大仲新田新井水下 
サンシパークサンシパーク

0594-31-43110594-31-4311
とくだ　ゆう

いち

3131 22-423222-4232 川北　景久川北　景久 （株）キクチメガネ　四日市生桑店（株）キクチメガネ　四日市生桑店 512-0911512-0911 四日市市生桑町榎下200-6四日市市生桑町榎下200-6 059-332-9372059-332-9372
かわきた　か

げひさ

3232 27-585327-5853 伊藤　裕介伊藤　裕介 （株）川スミ　ア・トレ川スミ　尾平店（株）川スミ　ア・トレ川スミ　尾平店 512-0921512-0921
四日市市尾平町天王川原1805 四日市市尾平町天王川原1805 
イオン四日市尾平店1階イオン四日市尾平店1階

059-334-2080059-334-2080
いとう　ゆう

すけ

3333 21-379821-3798 森田　英美森田　英美 （株）三重県補聴器センター　鈴鹿店（株）三重県補聴器センター　鈴鹿店 513-0801513-0801 鈴鹿市神戸7-2-17鈴鹿市神戸7-2-17 059-381-4133059-381-4133
もりた　ひで

み

3434 26-538226-5382 坂本　孔明坂本　孔明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム鈴鹿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム鈴鹿店 513-0805513-0805
鈴鹿市算所町1264-2 鈴鹿市算所町1264-2 
サンフラワービル1Fサンフラワービル1F

059-370-3661059-370-3661
さかもと　こ

うめい

3535 19-322019-3220 森下　香太郎森下　香太郎 （株）キクチメガネ　イオンモール鈴鹿店（株）キクチメガネ　イオンモール鈴鹿店 513-0834513-0834
鈴鹿市庄野羽山4-1-2 鈴鹿市庄野羽山4-1-2 
イオンモール鈴鹿2Fイオンモール鈴鹿2F

059-367-3011059-367-3011
もりした　こ

うたろう

3636 26-534826-5348 坂﨑　侑一郎坂﨑　侑一郎 （株）三重県補聴器センター　津店（株）三重県補聴器センター　津店 514-0001514-0001 津市江戸橋1-106-5津市江戸橋1-106-5 059-236-4133059-236-4133
さかざき　ゆ

ういちろう

3737 17-278217-2782 向井　清人向井　清人
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　津店ナショナル補聴器センター　津店

514-0004514-0004 津市栄町4-179-1津市栄町4-179-1 059-228-4245059-228-4245
むかい　きよ

と

3838 23-453323-4533 田中　真理田中　真理
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　津店ナショナル補聴器センター　津店

514-0004514-0004 津市栄町4-179-1津市栄町4-179-1 059-228-4245059-228-4245 たなか　まり

3939 9-17369-1736 長谷川　謙吾長谷川　謙吾
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
はせがわ　け

んご

4040 16-263816-2638 西堀　裕介西堀　裕介
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
にしぼり　ゆ

うすけ

4141 17-277017-2770 岡　みどり岡　みどり
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117 おか　みどり

4242 25-507525-5075 今原　聖子今原　聖子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
いまはら　せ

いこ

4343 25-509825-5098 辻　侑里辻　侑里
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117 つじ　ゆり

4444 25-513425-5134 大森　麻畝大森　麻畝
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
おおもり　ま

ほ

4545 15-249915-2499 鈴木　敦子鈴木　敦子
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　津店イヤーズ補聴器センター　津店

514-0835514-0835 津市幸町1-25津市幸町1-25 059-223-4565059-223-4565
すずき　あつ

こ

4646 20-353420-3534 原　大喜原　大喜
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　津店イヤーズ補聴器センター　津店

514-0835514-0835 津市幸町1-25津市幸町1-25 059-223-4565059-223-4565 はら　だいき

4747 29-654729-6547 大原　奈里大原　奈里 三重大学医学部附属病院三重大学医学部附属病院 514-8507514-8507 津市江戸橋2-174津市江戸橋2-174 059-232-1111059-232-1111
おおはら　な

り

4848 21-368621-3686 深井　秀樹深井　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松阪店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松阪店 515-0055515-0055
松阪市田村町235-1 松阪市田村町235-1 
アドバンスモール松阪内アドバンスモール松阪内

0598-23-58530598-23-5853
ふかい　ひで

き

4949 25-508225-5082 垣内　千佳垣内　千佳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　松阪店理研産業補聴器センター　松阪店

515-0083515-0083 松阪市中町1832松阪市中町1832 0598-22-37370598-22-3737
かきうち　ち

か

5050 26-552526-5525 伊藤　翔伍伊藤　翔伍
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　松阪店理研産業補聴器センター　松阪店

515-0083515-0083 松阪市中町1832松阪市中町1832 0598-22-37370598-22-3737
いとう　しょ

うご

5151 27-580127-5801 川俣　玲子川俣　玲子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　松阪店理研産業補聴器センター　松阪店

515-0083515-0083 松阪市中町1832松阪市中町1832 0598-22-37370598-22-3737
かわばた　れ

いこ

5252 20-332620-3326 奥野　智司奥野　智司 （株）三重県補聴器センター　松阪店（株）三重県補聴器センター　松阪店 515-0084515-0084
松阪市日野町1-1 松阪市日野町1-1 
ベルタウン1Fベルタウン1F

0598-22-41330598-22-4133
おくの　さと

し

5353 20-341620-3416 小中　万美子小中　万美子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　伊勢店理研産業補聴器センター　伊勢店

516-0072516-0072 伊勢市宮後2-26-16伊勢市宮後2-26-16 0596-23-16170596-23-1617
こなか　まみ

こ

5454 25-513525-5135 山本　由佳山本　由佳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　伊勢店理研産業補聴器センター　伊勢店

516-0072516-0072 伊勢市宮後2-26-16伊勢市宮後2-26-16 0596-23-16170596-23-1617
やまもと　ゆ

か

5555 2-10752-1075 松屋　敏雄松屋　敏雄 （株）三重県補聴器センター　伊勢店（株）三重県補聴器センター　伊勢店 516-0079516-0079 伊勢市大世古2-3-1伊勢市大世古2-3-1 0596-29-41330596-29-4133
まつや　ひろ

ゆき

5656 11-216511-2165 松屋　裕之松屋　裕之 （株）三重県補聴器センター　伊勢店（株）三重県補聴器センター　伊勢店 516-0079516-0079 伊勢市大世古2-3-1伊勢市大世古2-3-1 0596-29-41330596-29-4133
まつや　とし

お

5757 28-624328-6243 橋爪　康幸橋爪　康幸
（有）メガネサロンハシヅメ　（有）メガネサロンハシヅメ　
メガネサロンハシヅメ　鵜方本店メガネサロンハシヅメ　鵜方本店

517-0501517-0501 志摩市阿児町鵜方3000-3志摩市阿児町鵜方3000-3 0599-43-17000599-43-1700
はしづめ　や

すゆき

5858 21-375521-3755 松生　正松生　正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　名張店パリミキ　名張店

518-0441518-0441 名張市夏見字浅尾95-1名張市夏見字浅尾95-1 0595-64-49330595-64-4933
まついけ　た

だし

5959 25-505325-5053 今西　章今西　章 （株）三重県補聴器センター　名張店（株）三重県補聴器センター　名張店 518-0441518-0441 名張市夏見3219-3名張市夏見3219-3 0595-62-41330595-62-4133
いまにし　あ

きら

6060 29-657529-6575 松屋　知佳松屋　知佳 （株）三重県補聴器センター　名張店（株）三重県補聴器センター　名張店 518-0441518-0441 名張市夏見3219-3名張市夏見3219-3 0595-62-41330595-62-4133 まつや　ちか

6161 12-224312-2243 小林　誠小林　誠
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　伊賀上野店理研産業補聴器センター　伊賀上野店

518-0854518-0854 伊賀市上野忍町2655伊賀市上野忍町2655 0595-23-10550595-23-1055
こばやし　ま

こと

6262 24-485024-4850 徳本　直子徳本　直子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム上野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム上野店 518-0873518-0873 伊賀市上野丸の内156-1伊賀市上野丸の内156-1 0595-21-04880595-21-0488
とくもと　な

おこ

6363 17-286417-2864 髙橋　妙子髙橋　妙子 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　亀山店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　亀山店 519-0111519-0111 亀山市栄町1488-224亀山市栄町1488-224 0595-83-43380595-83-4338
たかはし　た

えこ

6464 20-359520-3595 宇城　大介宇城　大介 時計メガネ宝石の宇城時計メガネ宝石の宇城 519-4324519-4324 熊野市井戸町386-1熊野市井戸町386-1 0597-85-24180597-85-2418
うしろ　だい

すけ

滋賀県滋賀県
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 21-381321-3813 清水　真清水　真
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　イオンスタイル大津京店パリミキ　イオンスタイル大津京店

520-0025520-0025
大津市皇子が丘3-11-1 大津市皇子が丘3-11-1 
イオンスタイル大津京　3Fイオンスタイル大津京　3F

077-528-5698077-528-5698
しみず　まこ

と

22 3-11833-1183 安達　秀俊安達　秀俊 東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター 520-0047520-0047
大津市浜大津4-1-1 大津市浜大津4-1-1 
明日都浜大津1F明日都浜大津1F

077-523-3341077-523-3341
あだち　ひで

とし

33 14-237014-2370 荒屋敷　伸也荒屋敷　伸也 東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター 520-0047520-0047
大津市浜大津4-1-1 大津市浜大津4-1-1 
明日都浜大津1F明日都浜大津1F

077-523-3341077-523-3341
あらやしき　

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。

滋賀県滋賀県
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

44 26-541826-5418 塚越　翔仁塚越　翔仁 東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター 520-0047520-0047
大津市浜大津4-1-1 大津市浜大津4-1-1 
明日都浜大津1F明日都浜大津1F

077-523-3341077-523-3341
つかこし　や

すひと

55 25-524425-5244 渡邉　直也渡邉　直也
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　アイニード店マスダ補聴器センター　アイニード店

520-0232520-0232
大津市真野1-1-62 大津市真野1-1-62 
KOJACビル2FKOJACビル2F

077-574-1314077-574-1314
わたなべ　な

おや

66 29-652029-6520 志水　孝司志水　孝司
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　アイニード店マスダ補聴器センター　アイニード店

520-0232520-0232
大津市真野1-1-62 大津市真野1-1-62 
KOJACビル2FKOJACビル2F

077-574-1314077-574-1314
しみず　たか

し

77 23-451523-4515 矢部　稔矢部　稔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アヤハプラザ膳所店パリミキ　アヤハプラザ膳所店

520-0801520-0801
大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 
イオンタウンアヤハプラザ膳所イオンタウンアヤハプラザ膳所

077-526-1151077-526-1151 やべ　みのる

88 27-570127-5701 澁谷　卓澁谷　卓
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アヤハプラザ膳所店パリミキ　アヤハプラザ膳所店

520-0801520-0801
大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 
イオンタウンアヤハプラザ膳所イオンタウンアヤハプラザ膳所

077-526-1151077-526-1151
しぶたに　た

く

99 21-407321-4073 清水　重幸清水　重幸 （株）清水　補聴器・メガネのシミズ　本店（株）清水　補聴器・メガネのシミズ　本店 520-1631520-1631 高島市今津町名小路1-1-5高島市今津町名小路1-1-5 0740-22-24270740-22-2427
しみず　しげ

ゆき

1010 26-550526-5505 堀　敬裕堀　敬裕
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　滋賀店マスダ補聴器センター　滋賀店

520-3044520-3044 栗東市伊勢落730-1栗東市伊勢落730-1 0120-860-3210120-860-321
ほり　たかひ

ろ

1111 23-463523-4635 平田　敏基平田　敏基
（株）ナカザワ　（株）ナカザワ　
メガネのナカザワ　平和堂甲西中央店メガネのナカザワ　平和堂甲西中央店

520-3234520-3234
湖南市中央1-38 湖南市中央1-38 
平和堂甲西中央店1F平和堂甲西中央店1F

0748-72-44730748-72-4473
ひらた　とし

き

1212 27-578927-5789 速水　利員速水　利員 （株）メガネのハヤミ　平田店（株）メガネのハヤミ　平田店 522-0041522-0041 彦根市平田町578彦根市平田町578 0749-24-88330749-24-8833
はやみ　とし

かず

1313 22-417922-4179 世古　公児世古　公児
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　南彦根店パリミキ　南彦根店

522-0042522-0042 彦根市戸賀町130-20彦根市戸賀町130-20 0749-26-45010749-26-4501 せこ　こうじ

1414 20-339620-3396 山﨑　能徳山﨑　能徳 （株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店（株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店 522-0044522-0044
彦根市竹ケ鼻町43-1 彦根市竹ケ鼻町43-1 
ビバシティ彦根1階ビバシティ彦根1階

0749-27-20400749-27-2040
やまざき　よ

しのり

1515 22-426722-4267 河地　龍磨河地　龍磨 （株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店（株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店 522-0044522-0044
彦根市竹ケ鼻町43-1 彦根市竹ケ鼻町43-1 
ビバシティ彦根1階ビバシティ彦根1階

0749-27-20400749-27-2040
かわち　りゅ

うま

1616 28-621028-6210 佐藤　大輔佐藤　大輔 （株）メガネのハヤミ　ビバシティ店（株）メガネのハヤミ　ビバシティ店 522-0044522-0044
彦根市竹ヶ鼻町43-2 彦根市竹ヶ鼻町43-2 
ビバシティ1Fビバシティ1F

0749-24-88550749-24-8855
さとう　だい

すけ

1717 21-381221-3812 中田　幸一中田　幸一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店 524-0022524-0022
守山市守山6-1-6 守山市守山6-1-6 
石角ビル1F石角ビル1F

077-599-1333077-599-1333
なかた　こう

いち

1818 24-475524-4755 酒井　嘉広酒井　嘉広 ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店 524-0022524-0022
守山市守山6-1-6 守山市守山6-1-6 
石角ビル1F石角ビル1F

077-599-1333077-599-1333
さかい　よし

ひろ

1919 15-247615-2476 今井　さち子今井　さち子 守山補聴器センター　イマイ守山補聴器センター　イマイ 524-0022524-0022 守山市守山2-15-33守山市守山2-15-33 077-582-2407077-582-2407
いまい　さち

こ

2020 24-481924-4819 間宮　里晶間宮　里晶 愛眼（株）　メガネの愛眼　草津店愛眼（株）　メガネの愛眼　草津店 525-0025525-0025
草津市西渋川1-23-30 草津市西渋川1-23-30 
アル・プラザ草津1Fアル・プラザ草津1F

077-561-6487077-561-6487
まみや　のり

あき

2121 26-533426-5334 山森　善秀山森　善秀
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　草津店パリミキ　草津店

525-0033525-0033 草津市東草津二丁目2-52草津市東草津二丁目2-52 077-565-0061077-565-0061
やまもり　よ

しひで

2222 26-555626-5556 和泉　慎一和泉　慎一
（株）VH リテールサービス　（株）VH リテールサービス　
メガネのオオツカ　野路店メガネのオオツカ　野路店

525-0059525-0059 草津市野路5-17-22草津市野路5-17-22 077-562-8887077-562-8887
いずみ　しん

いち

2323 18-288118-2881 荒木　龍雄荒木　龍雄 （株）キクチメガネ　長浜楽市店（株）キクチメガネ　長浜楽市店 526-0031526-0031
長浜市八幡東町9-1 長浜市八幡東町9-1 
長浜楽市1階長浜楽市1階

0749-65-50910749-65-5091
あらき　たつ

お

2424 21-388221-3882 西堀　文彦西堀　文彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長浜店パリミキ　長浜店

526-0031526-0031 長浜市八幡東町66番地1長浜市八幡東町66番地1 0749-65-53750749-65-5375
にしぼり　ふ

みひこ

2525 24-472424-4724 乾　昌宜乾　昌宜
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長浜店パリミキ　長浜店

526-0031526-0031 長浜市八幡東町66番地1長浜市八幡東町66番地1 0749-65-53750749-65-5375
いぬい　まさ

のり

2626 10-186310-1863 清水　正伸清水　正伸 （有）清水眼鏡店（有）清水眼鏡店 526-0053526-0053 長浜市宮前町9-23長浜市宮前町9-23 0749-62-45430749-62-4543
しみず　まさ

のぶ

2727 27-569927-5699 清水　良明清水　良明 （有）清水眼鏡店（有）清水眼鏡店 526-0053526-0053 長浜市宮前町9-23長浜市宮前町9-23 0749-62-45430749-62-4543
しみず　　よ

しあき

2828 22-414122-4141 山田　肇山田　肇 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン長浜店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン長浜店 526-0847526-0847
長浜市山階町271-1 長浜市山階町271-1 
イオン長浜SC 1Fイオン長浜SC 1F

0749-68-55070749-68-5507
やまだ　はじ

め

2929 21-388421-3884 井上　智子井上　智子
（株）ナカザワ　（株）ナカザワ　
PRO メガネ SHOP ナカザワ アピア八日市店PRO メガネ SHOP ナカザワ アピア八日市店

527-0011527-0011
東近江市八日市浜野町3-1　 東近江市八日市浜野町3-1　 
アピア八日市店2Fアピア八日市店2F

0748-24-57360748-24-5736
いのうえ　と

もこ

3030 27-568927-5689 堀　一輝堀　一輝 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店 527-0022527-0022
東近江市八日市上之町2-7 東近江市八日市上之町2-7 
ウイング八日市1Fウイング八日市1F

0748-20-27220748-20-2722 ほり　かずき

3131 29-645529-6455 入舩　奈都子入舩　奈都子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店 527-0022527-0022
東近江市八日市上之町2-7 東近江市八日市上之町2-7 
ウイング八日市1Fウイング八日市1F

0748-20-27220748-20-2722
いりふね　な

つこ

3232 26-532326-5323 西河　裕二西河　裕二
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アヤハプラザ水口店パリミキ　アヤハプラザ水口店

528-0005528-0005
甲賀市水口町水口5555 甲賀市水口町水口5555 
アヤハプラザ水口内アヤハプラザ水口内

0748-62-74580748-62-7458
にしかわ　ゆ

うじ

3333 18-293718-2937 榊原　眞梨子榊原　眞梨子 美賞堂時計店美賞堂時計店 528-0031528-0031 甲賀市水口町本町2-2-37甲賀市水口町本町2-2-37 0748-62-13260748-62-1326
さかきばら　

まりこ

3434 7-15447-1544 森田　守森田　守 （株）山北（株）山北 528-0033528-0033 甲賀市水口町綾野2-35甲賀市水口町綾野2-35 0748-62-06890748-62-0689
もりた　まも

る

3535 18-304918-3049 山北　徳雄山北　徳雄 （株）山北（株）山北 528-0033528-0033 甲賀市水口町綾野2-35甲賀市水口町綾野2-35 0748-62-06890748-62-0689
やまきた　の

りお

3636 18-303718-3037 大村　俊治大村　俊治 補聴器センター　オオムラ補聴器センター　オオムラ 529-1173529-1173 犬上郡豊郷町高野瀬548犬上郡豊郷町高野瀬548 0749-35-26720749-35-2672
おおむら　

しゅんじ

京都府京都府
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 23-454023-4540 河内　慎也河内　慎也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　四条烏丸店パリミキ　四条烏丸店

600-8007600-8007 京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1 075-211-8272075-211-8272
かわち　しん

や

22 23-463623-4636 山口　幸範山口　幸範
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　四条烏丸店パリミキ　四条烏丸店

600-8007600-8007 京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1 075-211-8272075-211-8272
やまぐち　ゆ

きのり

33 21-368021-3680 鳥飼　恵鳥飼　恵
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
キンキ補聴器センター　京都店キンキ補聴器センター　京都店

600-8025600-8025
京都市下京区清水町河原町通松原上る京都市下京区清水町河原町通松原上る
清水町清水町295 NASAビル1F295 NASAビル1F

075-371-4133075-371-4133
とりかい　け

い

44 21-376921-3769 山田　徹男山田　徹男
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
キンキ補聴器センター　京都店キンキ補聴器センター　京都店

600-8025600-8025
京都市下京区清水町河原町通松原上る京都市下京区清水町河原町通松原上る
清水町清水町295 NASAビル1F295 NASAビル1F

075-371-4133075-371-4133
やまだ　てつ

お

55 23-455523-4555 大川　紗智子大川　紗智子 Pトーン（有）Pトーン（有） 600-8099600-8099 京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町343-1京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町343-1 075-343-2616075-343-2616
おおかわ　さ

ちこ



※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。

滋賀県滋賀県
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

44 26-541826-5418 塚越　翔仁塚越　翔仁 東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター東神実業（株）　トーシン・滋賀補聴器センター 520-0047520-0047
大津市浜大津4-1-1 大津市浜大津4-1-1 
明日都浜大津1F明日都浜大津1F

077-523-3341077-523-3341
つかこし　や

すひと

55 25-524425-5244 渡邉　直也渡邉　直也
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　アイニード店マスダ補聴器センター　アイニード店

520-0232520-0232
大津市真野1-1-62 大津市真野1-1-62 
KOJACビル2FKOJACビル2F

077-574-1314077-574-1314
わたなべ　な

おや

66 29-652029-6520 志水　孝司志水　孝司
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　アイニード店マスダ補聴器センター　アイニード店

520-0232520-0232
大津市真野1-1-62 大津市真野1-1-62 
KOJACビル2FKOJACビル2F

077-574-1314077-574-1314
しみず　たか

し

77 23-451523-4515 矢部　稔矢部　稔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アヤハプラザ膳所店パリミキ　アヤハプラザ膳所店

520-0801520-0801
大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 
イオンタウンアヤハプラザ膳所イオンタウンアヤハプラザ膳所

077-526-1151077-526-1151 やべ　みのる

88 27-570127-5701 澁谷　卓澁谷　卓
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アヤハプラザ膳所店パリミキ　アヤハプラザ膳所店

520-0801520-0801
大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 大津市におの浜3-1-43 アヤハプラザ内 
イオンタウンアヤハプラザ膳所イオンタウンアヤハプラザ膳所

077-526-1151077-526-1151
しぶたに　た

く

99 21-407321-4073 清水　重幸清水　重幸 （株）清水　補聴器・メガネのシミズ　本店（株）清水　補聴器・メガネのシミズ　本店 520-1631520-1631 高島市今津町名小路1-1-5高島市今津町名小路1-1-5 0740-22-24270740-22-2427
しみず　しげ

ゆき

1010 26-550526-5505 堀　敬裕堀　敬裕
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　滋賀店マスダ補聴器センター　滋賀店

520-3044520-3044 栗東市伊勢落730-1栗東市伊勢落730-1 0120-860-3210120-860-321
ほり　たかひ

ろ

1111 23-463523-4635 平田　敏基平田　敏基
（株）ナカザワ　（株）ナカザワ　
メガネのナカザワ　平和堂甲西中央店メガネのナカザワ　平和堂甲西中央店

520-3234520-3234
湖南市中央1-38 湖南市中央1-38 
平和堂甲西中央店1F平和堂甲西中央店1F

0748-72-44730748-72-4473
ひらた　とし

き

1212 27-578927-5789 速水　利員速水　利員 （株）メガネのハヤミ　平田店（株）メガネのハヤミ　平田店 522-0041522-0041 彦根市平田町578彦根市平田町578 0749-24-88330749-24-8833
はやみ　とし

かず

1313 22-417922-4179 世古　公児世古　公児
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　南彦根店パリミキ　南彦根店

522-0042522-0042 彦根市戸賀町130-20彦根市戸賀町130-20 0749-26-45010749-26-4501 せこ　こうじ

1414 20-339620-3396 山﨑　能徳山﨑　能徳 （株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店（株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店 522-0044522-0044
彦根市竹ケ鼻町43-1 彦根市竹ケ鼻町43-1 
ビバシティ彦根1階ビバシティ彦根1階

0749-27-20400749-27-2040
やまざき　よ

しのり

1515 22-426722-4267 河地　龍磨河地　龍磨 （株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店（株）キクチメガネ　彦根ビバシティ店 522-0044522-0044
彦根市竹ケ鼻町43-1 彦根市竹ケ鼻町43-1 
ビバシティ彦根1階ビバシティ彦根1階

0749-27-20400749-27-2040
かわち　りゅ

うま

1616 28-621028-6210 佐藤　大輔佐藤　大輔 （株）メガネのハヤミ　ビバシティ店（株）メガネのハヤミ　ビバシティ店 522-0044522-0044
彦根市竹ヶ鼻町43-2 彦根市竹ヶ鼻町43-2 
ビバシティ1Fビバシティ1F

0749-24-88550749-24-8855
さとう　だい

すけ

1717 21-381221-3812 中田　幸一中田　幸一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店 524-0022524-0022
守山市守山6-1-6 守山市守山6-1-6 
石角ビル1F石角ビル1F

077-599-1333077-599-1333
なかた　こう

いち

1818 24-475524-4755 酒井　嘉広酒井　嘉広 ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム守山店 524-0022524-0022
守山市守山6-1-6 守山市守山6-1-6 
石角ビル1F石角ビル1F

077-599-1333077-599-1333
さかい　よし

ひろ

1919 15-247615-2476 今井　さち子今井　さち子 守山補聴器センター　イマイ守山補聴器センター　イマイ 524-0022524-0022 守山市守山2-15-33守山市守山2-15-33 077-582-2407077-582-2407
いまい　さち

こ

2020 24-481924-4819 間宮　里晶間宮　里晶 愛眼（株）　メガネの愛眼　草津店愛眼（株）　メガネの愛眼　草津店 525-0025525-0025
草津市西渋川1-23-30 草津市西渋川1-23-30 
アル・プラザ草津1Fアル・プラザ草津1F

077-561-6487077-561-6487
まみや　のり

あき

2121 26-533426-5334 山森　善秀山森　善秀
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　草津店パリミキ　草津店

525-0033525-0033 草津市東草津二丁目2-52草津市東草津二丁目2-52 077-565-0061077-565-0061
やまもり　よ

しひで

2222 26-555626-5556 和泉　慎一和泉　慎一
（株）VH リテールサービス　（株）VH リテールサービス　
メガネのオオツカ　野路店メガネのオオツカ　野路店

525-0059525-0059 草津市野路5-17-22草津市野路5-17-22 077-562-8887077-562-8887
いずみ　しん

いち

2323 18-288118-2881 荒木　龍雄荒木　龍雄 （株）キクチメガネ　長浜楽市店（株）キクチメガネ　長浜楽市店 526-0031526-0031
長浜市八幡東町9-1 長浜市八幡東町9-1 
長浜楽市1階長浜楽市1階

0749-65-50910749-65-5091
あらき　たつ

お

2424 21-388221-3882 西堀　文彦西堀　文彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長浜店パリミキ　長浜店

526-0031526-0031 長浜市八幡東町66番地1長浜市八幡東町66番地1 0749-65-53750749-65-5375
にしぼり　ふ

みひこ

2525 24-472424-4724 乾　昌宜乾　昌宜
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　長浜店パリミキ　長浜店

526-0031526-0031 長浜市八幡東町66番地1長浜市八幡東町66番地1 0749-65-53750749-65-5375
いぬい　まさ

のり

2626 10-186310-1863 清水　正伸清水　正伸 （有）清水眼鏡店（有）清水眼鏡店 526-0053526-0053 長浜市宮前町9-23長浜市宮前町9-23 0749-62-45430749-62-4543
しみず　まさ

のぶ

2727 27-569927-5699 清水　良明清水　良明 （有）清水眼鏡店（有）清水眼鏡店 526-0053526-0053 長浜市宮前町9-23長浜市宮前町9-23 0749-62-45430749-62-4543
しみず　　よ

しあき

2828 22-414122-4141 山田　肇山田　肇 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン長浜店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン長浜店 526-0847526-0847
長浜市山階町271-1 長浜市山階町271-1 
イオン長浜SC 1Fイオン長浜SC 1F

0749-68-55070749-68-5507
やまだ　はじ

め

2929 21-388421-3884 井上　智子井上　智子
（株）ナカザワ　（株）ナカザワ　
PRO メガネ SHOP ナカザワ アピア八日市店PRO メガネ SHOP ナカザワ アピア八日市店

527-0011527-0011
東近江市八日市浜野町3-1　 東近江市八日市浜野町3-1　 
アピア八日市店2Fアピア八日市店2F

0748-24-57360748-24-5736
いのうえ　と

もこ

3030 27-568927-5689 堀　一輝堀　一輝 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店 527-0022527-0022
東近江市八日市上之町2-7 東近江市八日市上之町2-7 
ウイング八日市1Fウイング八日市1F

0748-20-27220748-20-2722 ほり　かずき

3131 29-645529-6455 入舩　奈都子入舩　奈都子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八日市店 527-0022527-0022
東近江市八日市上之町2-7 東近江市八日市上之町2-7 
ウイング八日市1Fウイング八日市1F

0748-20-27220748-20-2722
いりふね　な

つこ

3232 26-532326-5323 西河　裕二西河　裕二
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　アヤハプラザ水口店パリミキ　アヤハプラザ水口店

528-0005528-0005
甲賀市水口町水口5555 甲賀市水口町水口5555 
アヤハプラザ水口内アヤハプラザ水口内

0748-62-74580748-62-7458
にしかわ　ゆ

うじ

3333 18-293718-2937 榊原　眞梨子榊原　眞梨子 美賞堂時計店美賞堂時計店 528-0031528-0031 甲賀市水口町本町2-2-37甲賀市水口町本町2-2-37 0748-62-13260748-62-1326
さかきばら　

まりこ

3434 7-15447-1544 森田　守森田　守 （株）山北（株）山北 528-0033528-0033 甲賀市水口町綾野2-35甲賀市水口町綾野2-35 0748-62-06890748-62-0689
もりた　まも

る

3535 18-304918-3049 山北　徳雄山北　徳雄 （株）山北（株）山北 528-0033528-0033 甲賀市水口町綾野2-35甲賀市水口町綾野2-35 0748-62-06890748-62-0689
やまきた　の

りお

3636 18-303718-3037 大村　俊治大村　俊治 補聴器センター　オオムラ補聴器センター　オオムラ 529-1173529-1173 犬上郡豊郷町高野瀬548犬上郡豊郷町高野瀬548 0749-35-26720749-35-2672
おおむら　

しゅんじ

京都府京都府
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 23-454023-4540 河内　慎也河内　慎也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　四条烏丸店パリミキ　四条烏丸店

600-8007600-8007 京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1 075-211-8272075-211-8272
かわち　しん

や

22 23-463623-4636 山口　幸範山口　幸範
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　四条烏丸店パリミキ　四条烏丸店

600-8007600-8007 京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1京都市下京区四条通高倉西入立売西町74番地1 075-211-8272075-211-8272
やまぐち　ゆ

きのり

33 21-368021-3680 鳥飼　恵鳥飼　恵
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
キンキ補聴器センター　京都店キンキ補聴器センター　京都店

600-8025600-8025
京都市下京区清水町河原町通松原上る京都市下京区清水町河原町通松原上る
清水町清水町295 NASAビル1F295 NASAビル1F

075-371-4133075-371-4133
とりかい　け

い

44 21-376921-3769 山田　徹男山田　徹男
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
キンキ補聴器センター　京都店キンキ補聴器センター　京都店

600-8025600-8025
京都市下京区清水町河原町通松原上る京都市下京区清水町河原町通松原上る
清水町清水町295 NASAビル1F295 NASAビル1F

075-371-4133075-371-4133
やまだ　てつ

お

55 23-455523-4555 大川　紗智子大川　紗智子 Pトーン（有）Pトーン（有） 600-8099600-8099 京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町343-1京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町343-1 075-343-2616075-343-2616
おおかわ　さ

ちこ

京都府京都府
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

66 12-226712-2267 茨木　恵子茨木　恵子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム京都駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム京都駅前店 600-8216600-8216
京都市下京区塩小路通烏丸東入ル　 京都市下京区塩小路通烏丸東入ル　 
菊岡家ビル4F菊岡家ビル4F

075-352-3301075-352-3301
いばらき　け

いこ

77 21-389321-3893 秋山　善行秋山　善行 ブルームヒアリング（株）　ブルーム京都駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム京都駅前店 600-8216600-8216
京都市下京区塩小路通烏丸東入ル　 京都市下京区塩小路通烏丸東入ル　 
菊岡家ビル4F菊岡家ビル4F

075-352-3301075-352-3301
あきやま　よ

しゆき

88 26-539126-5391 桑原　麻朝桑原　麻朝 ブルームヒアリング（株）　ブルーム京都駅前店ブルームヒアリング（株）　ブルーム京都駅前店 600-8216600-8216
京都市下京区塩小路通烏丸東入ル　 京都市下京区塩小路通烏丸東入ル　 
菊岡家ビル4F菊岡家ビル4F

075-352-3301075-352-3301
くわはら　ま

あさ

99 22-420422-4204 栁田　圭子栁田　圭子 （株）フジ医療器　大丸百貨店　京都店（株）フジ医療器　大丸百貨店　京都店 600-8511600-8511 京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 075-288-6832075-288-6832
やなぎだ　け

いこ

1010 15-248715-2487 金田　若子金田　若子 （株）NJH　京都髙島屋　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　京都髙島屋　補聴器オーダースタジオ 600-8520600-8520
京都市下京区四条河原町西入真町52 京都市下京区四条河原町西入真町52 
京都髙島屋5F京都髙島屋5F

075-252-7803075-252-7803
かねだ　わか

こ

1111 19-308319-3083 梅原　幸代梅原　幸代 （株）NJH　京都髙島屋　補聴器オーダースタジオ（株）NJH　京都髙島屋　補聴器オーダースタジオ 600-8520600-8520
京都市下京区四条河原町西入真町52 京都市下京区四条河原町西入真町52 
京都髙島屋5F京都髙島屋5F

075-252-7803075-252-7803
うめはら　さ

ちよ

1212 21-393021-3930 三宅　祐司三宅　祐司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
京都髙島屋　メガネサロン京都髙島屋　メガネサロン

600-8520600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52京都市下京区四条通河原町西入真町52 075-255-3477075-255-3477
みやけ　ゆう

じ

1313 28-611328-6113 中島　慎弥中島　慎弥
（株）パリミキ （株）パリミキ 
京都髙島屋　メガネサロン京都髙島屋　メガネサロン

600-8520600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52京都市下京区四条通河原町西入真町52 075-255-3477075-255-3477
なかしま　し

んや

1414 27-601227-6012 三宅　貴幸三宅　貴幸 ジャパンオプティカル（株）　GALA EYEWEARジャパンオプティカル（株）　GALA EYEWEAR 600-8555600-8555
京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 
ジェイアール京都伊勢丹6Fジェイアール京都伊勢丹6F

075-606-5414075-606-5414
みやけ　たか

ゆき

1515 20-345420-3454 熊野　真由美熊野　真由美 岡﨑補聴器（株）　今出川店岡﨑補聴器（株）　今出川店 602-0832602-0832 京都市上京区今出川通寺町西入大原口町219京都市上京区今出川通寺町西入大原口町219 075-231-5205075-231-5205
くまの　まゆ

み

1616 23-453923-4539 鍋田　幸治鍋田　幸治 岡﨑補聴器（株）　今出川店岡﨑補聴器（株）　今出川店 602-0832602-0832 京都市上京区今出川通寺町西入大原口町219京都市上京区今出川通寺町西入大原口町219 075-231-5205075-231-5205
なべた　こう

じ

1717 26-564126-5641 嶋田　紗也嶋田　紗也 岡﨑補聴器（株）　今出川店岡﨑補聴器（株）　今出川店 602-0832602-0832 京都市上京区今出川通寺町西入大原口町219京都市上京区今出川通寺町西入大原口町219 075-231-5205075-231-5205 しまだ　さや

1818 11-214411-2144 岡本　洋明岡本　洋明 （株）岡本修美堂（株）岡本修美堂 602-8371602-8371 京都市上京区一条通御前通東入西町24京都市上京区一条通御前通東入西町24 075-462-1278075-462-1278
おかもと　ひ

ろあき

1919 24-487424-4874 辻　達雄辻　達雄 医療法人松弘会 耳鼻咽喉科まつなみクリニック医療法人松弘会 耳鼻咽喉科まつなみクリニック 603-8122603-8122 京都市北区小山花ノ木町18-1京都市北区小山花ノ木町18-1 075-493-8741075-493-8741 つじ　たつお

2020 18-287118-2871 村瀬　篤村瀬　篤 洛北補聴器洛北補聴器 603-8141603-8141 京都市北区小山西上総町21京都市北区小山西上総町21 075-468-1728075-468-1728
むらせ　あつ

し

2121 21-373621-3736 小嶋　朋子小嶋　朋子 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341
こじま　とも

こ

2222 21-380221-3802 太田　裕也太田　裕也 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341
おおた　ゆう

や

2323 23-466623-4666 小池　清貴小池　清貴 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341
こいけ　きよ

たか

2424 23-467723-4677 佐野　真一佐野　真一 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341
さの　しんい

ち

2525 28-618128-6181 石田　もえ石田　もえ 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341 いしだ　もえ

2626 29-637029-6370 石谷　大和石谷　大和 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341
いしたに　や

まと

2727 29-637929-6379 大本　晴菜大本　晴菜 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都東神実業（株）　トーシン・補聴器センター京都 604-0925604-0925
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 
日宝御池ビル1F日宝御池ビル1F

075-256-3341075-256-3341
おおもと　は

るな

2828 8-16598-1659 荻野　敏一荻野　敏一 補聴器専門店おぎの補聴器専門店おぎの 604-8132604-8132
京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町159-1 京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町159-1 
ボナール三条高倉101ボナール三条高倉101

075-254-2433075-254-2433
おぎの　とし

いち

2929 7-16347-1634 嶌田　正茂嶌田　正茂 （有）京都補聴器センター（有）京都補聴器センター 604-8155604-8155
京都市中京区錦小路室町東入占出山町308 京都市中京区錦小路室町東入占出山町308 
ヤマチュウビル1Fヤマチュウビル1F

075-251-1626075-251-1626
しまだ　まさ

しげ

3030 18-304418-3044 水船　貴文水船　貴文 （有）京都補聴器センター（有）京都補聴器センター 604-8155604-8155
京都市中京区錦小路室町東入占出山町308 京都市中京区錦小路室町東入占出山町308 
ヤマチュウビル1Fヤマチュウビル1F

075-251-1626075-251-1626
みずふね　た

かふみ

3131 19-325819-3258 野村　英生野村　英生 （有）京都補聴器センター（有）京都補聴器センター 604-8155604-8155
京都市中京区錦小路室町東入占出山町308 京都市中京区錦小路室町東入占出山町308 
ヤマチュウビル1Fヤマチュウビル1F

075-251-1626075-251-1626
のむら　ひで

お

3232 2-11032-1103 村上　良郎村上　良郎 （株）吉田勝恵商店　京都店（株）吉田勝恵商店　京都店 604-8483604-8483 京都市中京区西ノ京南上合町82-35京都市中京区西ノ京南上合町82-35 075-841-0406075-841-0406
むらかみ　よ

しろう

3333 8-17028-1702 村上　康雄村上　康雄 （株）吉田勝恵商店　京都店（株）吉田勝恵商店　京都店 604-8483604-8483 京都市中京区西ノ京南上合町82-35京都市中京区西ノ京南上合町82-35 075-841-0406075-841-0406
むらかみ　や

すお

3434 11-206611-2066 村尾　和規村尾　和規 岡﨑補聴器（株）　壬生店岡﨑補聴器（株）　壬生店 604-8805604-8805 京都市中京区壬生馬場町19-18京都市中京区壬生馬場町19-18 075-821-5556075-821-5556
むらお　かず

のり

3535 5-13395-1339 岩﨑　眞也岩﨑　眞也 補聴器イワサキ補聴器イワサキ 605-0833605-0833 京都市東山区大黒町通五条上る音羽町317番地京都市東山区大黒町通五条上る音羽町317番地 075-551-6251075-551-6251
いわさき　し

んや

3636 23-453623-4536 藤川　聖之藤川　聖之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　洛北阪急スクエア店パリミキ　洛北阪急スクエア店

606-8103606-8103
京都市左京区高野西開町36番地 京都市左京区高野西開町36番地 
洛北阪急スクエア1F洛北阪急スクエア1F

075-701-5281075-701-5281
ふじかわ　せ

いじ

3737 24-476224-4762 國井　昭宏國井　昭宏 新日本補聴器（株）　宇治店新日本補聴器（株）　宇治店 611-0021611-0021 宇治市宇治壱番20-1宇治市宇治壱番20-1 0774-21-86330774-21-8633
くにい　あき

ひろ

3838 15-251115-2511 森本　光晴森本　光晴 岡﨑補聴器（株）　宇治小倉店岡﨑補聴器（株）　宇治小倉店 611-0042611-0042 宇治市小倉町西浦88-57宇治市小倉町西浦88-57 0774-20-55540774-20-5554
もりもと　み

つはる

3939 8-16898-1689 坂井　純二坂井　純二 （株）オーズ　補聴器ショップかめかめ（株）オーズ　補聴器ショップかめかめ 612-0029612-0029 京都市伏見区深草西浦町6-53-1京都市伏見区深草西浦町6-53-1 075-643-3210075-643-3210
さかい　じゅ

んじ

4040 26-535826-5358 川口　傳一郎川口　傳一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イズミヤ六地蔵店パリミキ　イズミヤ六地蔵店

612-8003612-8003
京都市伏見区桃山町西尾12-1 京都市伏見区桃山町西尾12-1 
イズミヤ六地蔵1Fイズミヤ六地蔵1F

075-603-6010075-603-6010
かわぐち　で

んいちろう

4141 20-351120-3511 木村　行宏木村　行宏 （株）増田医科器械　マスダ補聴器センター（株）増田医科器械　マスダ補聴器センター 612-8443612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町50京都市伏見区竹田藁屋町50 075-623-7177075-623-7177
きむら　ゆき

ひろ

4242 27-576127-5761 伊澤　章博伊澤　章博 （株）増田医科器械　マスダ補聴器センター（株）増田医科器械　マスダ補聴器センター 612-8443612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町50京都市伏見区竹田藁屋町50 075-623-7177075-623-7177
いざわ　あき

ひろ

4343 20-355420-3554 金森　幹夫金森　幹夫
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン久御山店パリミキ　イオン久御山店

613-0024613-0024
久世郡久御山町森南大内156-1 久世郡久御山町森南大内156-1 
イオン久御山2階イオン久御山2階

075-633-0944075-633-0944
かなもり　み

きお

4444 24-493724-4937 松川　亮彦松川　亮彦
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）　
京都八幡倉庫店京都八幡倉庫店

614-8294614-8294 八幡市欽明台北5番地八幡市欽明台北5番地 075-971-3750075-971-3750
まつかわ　あ

きひこ

4545 21-364221-3642 奥田　肇奥田　肇 スマートヒヤリングエイドサービススマートヒヤリングエイドサービス 615-8157615-8157
京都市西京区樫原芋峠33-1 京都市西京区樫原芋峠33-1 
コスモ桂302コスモ桂302

075-381-6166075-381-6166
おくだ　はじ

め
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4646 25-510625-5106 筒井　靖順筒井　靖順 スマートヒヤリングエイドサービススマートヒヤリングエイドサービス 615-8157615-8157
京都市西京区樫原芋峠33-1 京都市西京区樫原芋峠33-1 
コスモ桂302コスモ桂302

075-381-6166075-381-6166
つつい　きよ

のぶ

4747 3-12363-1236 吉野　泰清吉野　泰清 補聴器・眼鏡工房よしの補聴器・眼鏡工房よしの 616-8157616-8157 京都市右京区太秦御所ノ内町27番11京都市右京区太秦御所ノ内町27番11 075-201-8792075-201-8792
よしの　やす

きよ

4848 21-401221-4012 山本　正明山本　正明 （株）ヤマモト　メガネのヤマモト　太秦店（株）ヤマモト　メガネのヤマモト　太秦店 616-8167616-8167 京都市右京区太秦多藪町45-19京都市右京区太秦多藪町45-19 075-882-0530075-882-0530
やまもと　ま

さあき

4949 29-656529-6565 塚田　繁塚田　繁 （株）ギルド　メガネのギルド　嵯峨店（株）ギルド　メガネのギルド　嵯峨店 616-8345616-8345 京都市右京区嵯峨折戸町24-31京都市右京区嵯峨折戸町24-31 075-881-6087075-881-6087
つかだ　しげ

る

5050 23-452123-4521 上田　英男上田　英男
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　京都長岡店パリミキ　京都長岡店

617-0826617-0826
長岡京市開田4-7-1 長岡京市開田4-7-1 
イズミヤ長岡S.C2Fイズミヤ長岡S.C2F

075-954-7702075-954-7702
うえだ　ひで

お

5151 29-652529-6525 安　致完安　致完
（株）ヒヤリングメディックス　（株）ヒヤリングメディックス　
長岡京補聴器センター長岡京補聴器センター

617-0833617-0833
長岡京市神足3-1-9 長岡京市神足3-1-9 
サン・ナガオカ 101サン・ナガオカ 101

075-754-7909075-754-7909 あん　ちわん

5252 5-14215-1421 竹中　滋竹中　滋 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけなか　し

げる

5353 6-15396-1539 竹中　香代子竹中　香代子 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけなか　か

よこ

5454 6-15406-1540 塩見　明雄塩見　明雄 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
しおみ　あき

お

5555 18-301118-3011 宮田　聡宮田　聡 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
みやた　さと

し

5656 20-358920-3589 柏　育子柏　育子 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
かしわ　いく

こ

5757 25-518325-5183 竹中　悠竹中　悠 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけなか　ゆ

う

5858 25-518425-5184 中橋　邦夫中橋　邦夫 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
なかはし　く

にお

5959 29-644129-6441 竹山　新竹山　新 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけやま　あ

らた

6060 29-644829-6448 赤井　直人赤井　直人 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
あかい　なお

と

6161 26-559526-5595 三上　稔雄三上　稔雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　福知山店パリミキ　福知山店

620-0059620-0059 福知山市厚東町30番地福知山市厚東町30番地 0773-23-91170773-23-9117
みかみ　とし

お

6262 20-339720-3397 牧野　良司牧野　良司 （株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店（株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店 620-0062620-0062 福知山市和久市町138福知山市和久市町138 0773-22-89550773-22-8955
まきの　りょ

うじ

6363 22-434622-4346 伊藤　真也伊藤　真也 （株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店（株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店 620-0062620-0062 福知山市和久市町138福知山市和久市町138 0773-22-89550773-22-8955
いとう　しん

や

6464 17-276717-2767 松山　聡松山　聡 （株）ウイズ　メガネの松山　亀岡本店（株）ウイズ　メガネの松山　亀岡本店 621-0804621-0804 亀岡市追分町馬場通り27-4亀岡市追分町馬場通り27-4 0771-22-34530771-22-3453
まつやま　さ

とる

6565 23-444423-4444 荒木　優治荒木　優治 （有）ベストサプライ　パリミキ　亀岡店（有）ベストサプライ　パリミキ　亀岡店 621-0835621-0835 亀岡市篠町浄法寺松岡27-1亀岡市篠町浄法寺松岡27-1 0771-25-62770771-25-6277
あらき　ゆう

じ

6666 20-331220-3312 横井　哲横井　哲 （株）珍工堂（株）珍工堂 622-0002622-0002 南丹市園部町美園町6-22-4南丹市園部町美園町6-22-4 0771-62-03460771-62-0346
よこい　さと

し

6767 18-300918-3009 宮前　健宮前　健 （株）石坪　綾部店（株）石坪　綾部店 623-0011623-0011 綾部市青野町大塚79-1綾部市青野町大塚79-1 0773-40-17000773-40-1700
みやまえ　け

ん

6868 21-405321-4053 溝畑　豊晴溝畑　豊晴 （株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ綾部店（株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ綾部店 623-0042623-0042 綾部市岡町25綾部市岡町25 0773-43-23780773-43-2378
みぞはた　と

よはる

6969 10-188110-1881 塩見　昭塩見　昭 （有）塩見和諧堂　メガネの和諧堂（有）塩見和諧堂　メガネの和諧堂 624-0854624-0854 舞鶴市円満寺155舞鶴市円満寺155 0773-75-12080773-75-1208
しおみ　あき

ら

7070 20-358520-3585 荒川　寛明荒川　寛明 （株）石坪　舞鶴営業所（株）石坪　舞鶴営業所 624-0906624-0906 舞鶴市字倉谷小字浜田1580舞鶴市字倉谷小字浜田1580 0773-75-86660773-75-8666
あらかわ　ひ

ろあき

7171 27-567227-5672 加藤　久典加藤　久典
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　東舞鶴店パリミキ　東舞鶴店

625-0050625-0050 舞鶴市北浜町5-1舞鶴市北浜町5-1 0773-62-56010773-62-5601
かとう　ひさ

のり

7272 21-408721-4087 二見　直希二見　直希 （株）石坪　京丹後営業所（株）石坪　京丹後営業所 627-0038627-0038 京丹後市峰山町富貴屋35京丹後市峰山町富貴屋35 0772-69-55330772-69-5533
ふたみ　なお

き

7373 20-350720-3507 山口　一也山口　一也 （株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店（株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店 629-2261629-2261 与謝郡与謝野町男山210-3与謝郡与謝野町男山210-3 0772-46-55600772-46-5560
やまぐち　か

ずや

7474 28-618828-6188 安達　久美安達　久美 （株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店（株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店 629-2261629-2261 与謝郡与謝野町男山210-3与謝郡与謝野町男山210-3 0772-46-55600772-46-5560 あだち　くみ

7575 2-11232-1123 小長谷　泰志小長谷　泰志 （株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店（株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店 629-2402629-2402 与謝郡与謝野町字算所440与謝郡与謝野町字算所440 0772-43-01440772-43-0144
おばせ　やす

し

7676 21-383421-3834 田中　智章田中　智章 （株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店（株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店 629-2402629-2402 与謝郡与謝野町字算所440与謝郡与謝野町字算所440 0772-43-01440772-43-0144
たなか　とも

あき

7777 25-508525-5085 吉岡　美幸吉岡　美幸 （株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店（株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店 629-2402629-2402 与謝郡与謝野町字算所440与謝郡与謝野町字算所440 0772-43-01440772-43-0144
よしおか　み

ゆき

7878 24-497624-4976 渡邊　裕介渡邊　裕介 （株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店（株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店 629-2502629-2502 京丹後市大宮町河辺751-1京丹後市大宮町河辺751-1 0772-68-05110772-68-0511
わたなべ　ゆ

うすけ

7979 28-616328-6163 牛田　奈美子牛田　奈美子 （株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店（株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店 629-2502629-2502 京丹後市大宮町河辺751-1京丹後市大宮町河辺751-1 0772-68-05110772-68-0511
うしだ　なみ

こ

8080 23-463823-4638 阿山　博一阿山　博一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　峰山店パリミキ　峰山店

629-2502629-2502 京丹後市大宮町河辺3396-1京丹後市大宮町河辺3396-1 0772-64-53350772-64-5335
あやま　ひろ

かず

8181 21-389121-3891 吉田　伸也吉田　伸也
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　京丹後店マスダ補聴器センター　京丹後店

629-2503629-2503 京丹後市大宮町周枳2226番地1京丹後市大宮町周枳2226番地1 0772-64-44770772-64-4477
よしだ　しん

や

8282 27-576227-5762 後藤　寛幸後藤　寛幸 （株）アイ　補聴器センターアイ　網野店（株）アイ　補聴器センターアイ　網野店 629-3101629-3101
京丹後市網野町網野駅通 京丹後市網野町網野駅通 
メガネのアイ　網野店メガネのアイ　網野店

0772-72-51000772-72-5100
ごとう　ひろ

ゆき

8383 17-277317-2773 戸川　桂子戸川　桂子
とがわ　けい

こ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

京都府京都府
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

4646 25-510625-5106 筒井　靖順筒井　靖順 スマートヒヤリングエイドサービススマートヒヤリングエイドサービス 615-8157615-8157
京都市西京区樫原芋峠33-1 京都市西京区樫原芋峠33-1 
コスモ桂302コスモ桂302

075-381-6166075-381-6166
つつい　きよ

のぶ

4747 3-12363-1236 吉野　泰清吉野　泰清 補聴器・眼鏡工房よしの補聴器・眼鏡工房よしの 616-8157616-8157 京都市右京区太秦御所ノ内町27番11京都市右京区太秦御所ノ内町27番11 075-201-8792075-201-8792
よしの　やす

きよ

4848 21-401221-4012 山本　正明山本　正明 （株）ヤマモト　メガネのヤマモト　太秦店（株）ヤマモト　メガネのヤマモト　太秦店 616-8167616-8167 京都市右京区太秦多藪町45-19京都市右京区太秦多藪町45-19 075-882-0530075-882-0530
やまもと　ま

さあき

4949 29-656529-6565 塚田　繁塚田　繁 （株）ギルド　メガネのギルド　嵯峨店（株）ギルド　メガネのギルド　嵯峨店 616-8345616-8345 京都市右京区嵯峨折戸町24-31京都市右京区嵯峨折戸町24-31 075-881-6087075-881-6087
つかだ　しげ

る

5050 23-452123-4521 上田　英男上田　英男
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　京都長岡店パリミキ　京都長岡店

617-0826617-0826
長岡京市開田4-7-1 長岡京市開田4-7-1 
イズミヤ長岡S.C2Fイズミヤ長岡S.C2F

075-954-7702075-954-7702
うえだ　ひで

お

5151 29-652529-6525 安　致完安　致完
（株）ヒヤリングメディックス　（株）ヒヤリングメディックス　
長岡京補聴器センター長岡京補聴器センター

617-0833617-0833
長岡京市神足3-1-9 長岡京市神足3-1-9 
サン・ナガオカ 101サン・ナガオカ 101

075-754-7909075-754-7909 あん　ちわん

5252 5-14215-1421 竹中　滋竹中　滋 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけなか　し

げる

5353 6-15396-1539 竹中　香代子竹中　香代子 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけなか　か

よこ

5454 6-15406-1540 塩見　明雄塩見　明雄 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
しおみ　あき

お

5555 18-301118-3011 宮田　聡宮田　聡 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
みやた　さと

し

5656 20-358920-3589 柏　育子柏　育子 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
かしわ　いく

こ

5757 25-518325-5183 竹中　悠竹中　悠 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけなか　ゆ

う

5858 25-518425-5184 中橋　邦夫中橋　邦夫 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
なかはし　く

にお

5959 29-644129-6441 竹山　新竹山　新 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
たけやま　あ

らた

6060 29-644829-6448 赤井　直人赤井　直人 （株）石坪　本社（株）石坪　本社 620-0055620-0055 福知山市篠尾新町2-88福知山市篠尾新町2-88 0773-22-11230773-22-1123
あかい　なお

と

6161 26-559526-5595 三上　稔雄三上　稔雄
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　福知山店パリミキ　福知山店

620-0059620-0059 福知山市厚東町30番地福知山市厚東町30番地 0773-23-91170773-23-9117
みかみ　とし

お

6262 20-339720-3397 牧野　良司牧野　良司 （株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店（株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店 620-0062620-0062 福知山市和久市町138福知山市和久市町138 0773-22-89550773-22-8955
まきの　りょ

うじ

6363 22-434622-4346 伊藤　真也伊藤　真也 （株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店（株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ本店 620-0062620-0062 福知山市和久市町138福知山市和久市町138 0773-22-89550773-22-8955
いとう　しん

や

6464 17-276717-2767 松山　聡松山　聡 （株）ウイズ　メガネの松山　亀岡本店（株）ウイズ　メガネの松山　亀岡本店 621-0804621-0804 亀岡市追分町馬場通り27-4亀岡市追分町馬場通り27-4 0771-22-34530771-22-3453
まつやま　さ

とる

6565 23-444423-4444 荒木　優治荒木　優治 （有）ベストサプライ　パリミキ　亀岡店（有）ベストサプライ　パリミキ　亀岡店 621-0835621-0835 亀岡市篠町浄法寺松岡27-1亀岡市篠町浄法寺松岡27-1 0771-25-62770771-25-6277
あらき　ゆう

じ

6666 20-331220-3312 横井　哲横井　哲 （株）珍工堂（株）珍工堂 622-0002622-0002 南丹市園部町美園町6-22-4南丹市園部町美園町6-22-4 0771-62-03460771-62-0346
よこい　さと

し

6767 18-300918-3009 宮前　健宮前　健 （株）石坪　綾部店（株）石坪　綾部店 623-0011623-0011 綾部市青野町大塚79-1綾部市青野町大塚79-1 0773-40-17000773-40-1700
みやまえ　け

ん

6868 21-405321-4053 溝畑　豊晴溝畑　豊晴 （株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ綾部店（株）マキノ眼鏡店　メガネのマキノ綾部店 623-0042623-0042 綾部市岡町25綾部市岡町25 0773-43-23780773-43-2378
みぞはた　と

よはる

6969 10-188110-1881 塩見　昭塩見　昭 （有）塩見和諧堂　メガネの和諧堂（有）塩見和諧堂　メガネの和諧堂 624-0854624-0854 舞鶴市円満寺155舞鶴市円満寺155 0773-75-12080773-75-1208
しおみ　あき

ら

7070 20-358520-3585 荒川　寛明荒川　寛明 （株）石坪　舞鶴営業所（株）石坪　舞鶴営業所 624-0906624-0906 舞鶴市字倉谷小字浜田1580舞鶴市字倉谷小字浜田1580 0773-75-86660773-75-8666
あらかわ　ひ

ろあき

7171 27-567227-5672 加藤　久典加藤　久典
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　東舞鶴店パリミキ　東舞鶴店

625-0050625-0050 舞鶴市北浜町5-1舞鶴市北浜町5-1 0773-62-56010773-62-5601
かとう　ひさ

のり

7272 21-408721-4087 二見　直希二見　直希 （株）石坪　京丹後営業所（株）石坪　京丹後営業所 627-0038627-0038 京丹後市峰山町富貴屋35京丹後市峰山町富貴屋35 0772-69-55330772-69-5533
ふたみ　なお

き

7373 20-350720-3507 山口　一也山口　一也 （株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店（株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店 629-2261629-2261 与謝郡与謝野町男山210-3与謝郡与謝野町男山210-3 0772-46-55600772-46-5560
やまぐち　か

ずや

7474 28-618828-6188 安達　久美安達　久美 （株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店（株）アイ　補聴器センターアイ　岩滝店 629-2261629-2261 与謝郡与謝野町男山210-3与謝郡与謝野町男山210-3 0772-46-55600772-46-5560 あだち　くみ

7575 2-11232-1123 小長谷　泰志小長谷　泰志 （株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店（株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店 629-2402629-2402 与謝郡与謝野町字算所440与謝郡与謝野町字算所440 0772-43-01440772-43-0144
おばせ　やす

し

7676 21-383421-3834 田中　智章田中　智章 （株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店（株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店 629-2402629-2402 与謝郡与謝野町字算所440与謝郡与謝野町字算所440 0772-43-01440772-43-0144
たなか　とも

あき

7777 25-508525-5085 吉岡　美幸吉岡　美幸 （株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店（株）アイ　補聴器センターアイ　加悦本店 629-2402629-2402 与謝郡与謝野町字算所440与謝郡与謝野町字算所440 0772-43-01440772-43-0144
よしおか　み

ゆき

7878 24-497624-4976 渡邊　裕介渡邊　裕介 （株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店（株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店 629-2502629-2502 京丹後市大宮町河辺751-1京丹後市大宮町河辺751-1 0772-68-05110772-68-0511
わたなべ　ゆ

うすけ

7979 28-616328-6163 牛田　奈美子牛田　奈美子 （株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店（株）アイ　補聴器センターアイ　大宮店 629-2502629-2502 京丹後市大宮町河辺751-1京丹後市大宮町河辺751-1 0772-68-05110772-68-0511
うしだ　なみ

こ

8080 23-463823-4638 阿山　博一阿山　博一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　峰山店パリミキ　峰山店

629-2502629-2502 京丹後市大宮町河辺3396-1京丹後市大宮町河辺3396-1 0772-64-53350772-64-5335
あやま　ひろ

かず

8181 21-389121-3891 吉田　伸也吉田　伸也
（株）増田医科器械　（株）増田医科器械　
マスダ補聴器センター　京丹後店マスダ補聴器センター　京丹後店

629-2503629-2503 京丹後市大宮町周枳2226番地1京丹後市大宮町周枳2226番地1 0772-64-44770772-64-4477
よしだ　しん

や

8282 27-576227-5762 後藤　寛幸後藤　寛幸 （株）アイ　補聴器センターアイ　網野店（株）アイ　補聴器センターアイ　網野店 629-3101629-3101
京丹後市網野町網野駅通 京丹後市網野町網野駅通 
メガネのアイ　網野店メガネのアイ　網野店

0772-72-51000772-72-5100
ごとう　ひろ

ゆき

8383 17-277317-2773 戸川　桂子戸川　桂子
とがわ　けい

こ

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

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。

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

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



※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

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



※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

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

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
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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



※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

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

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

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

兵庫県兵庫県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-318719-3187 沖　輝彦沖　輝彦 （有）ふたば補聴器　神戸営業所（有）ふたば補聴器　神戸営業所 650-0012650-0012
神戸市中央区北長狭通5-2-19 神戸市中央区北長狭通5-2-19 
コフィオ神戸元町309コフィオ神戸元町309

078-360-2500078-360-2500
おき　てるひ

こ

22 20-358120-3581 幕谷　輝明幕谷　輝明 （有）ふたば補聴器　神戸営業所（有）ふたば補聴器　神戸営業所 650-0012650-0012
神戸市中央区北長狭通5-2-19 神戸市中央区北長狭通5-2-19 
コフィオ神戸元町309コフィオ神戸元町309

078-360-2500078-360-2500
まくたに　て

るあき

33 4-12714-1271 田村　美紀田村　美紀 （有）関西補聴器センター（有）関西補聴器センター 650-0015650-0015
神戸市中央区多聞通3-2-9 神戸市中央区多聞通3-2-9 
甲南スカイビル4F甲南スカイビル4F

078-371-4133078-371-4133 たむら　みき

44 29-654829-6548 尾上　紀子尾上　紀子 （有）関西補聴器センター（有）関西補聴器センター 650-0015650-0015
神戸市中央区多聞通3-2-9 神戸市中央区多聞通3-2-9 
甲南スカイビル4F甲南スカイビル4F

078-371-4133078-371-4133
おのうえ　の

りこ

55 2-10942-1094 城崎　庸子城崎　庸子 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
じょうざき　

ようこ

66 7-15487-1548 奥谷　美智昭奥谷　美智昭 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
おくたに　み

ちあき

77 9-18399-1839 宮永　好章宮永　好章 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
みやなが　よ

しあき

88 14-236814-2368 坂口　聖名子坂口　聖名子 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
さかぐち　み

なこ

99 16-262416-2624 竹田　愛竹田　愛 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133 たけだ　あい



※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。

兵庫県兵庫県
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

1010 20-335520-3355 森川　恭行森川　恭行 ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店 650-0033650-0033
神戸市中央区江戸町95番地 神戸市中央区江戸町95番地 
井門神戸ビル5階井門神戸ビル5階

078-332-4133078-332-4133
もりかわ　や

すゆき

1111 21-383621-3836 紀平　剛志紀平　剛志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店 650-0033650-0033
神戸市中央区江戸町95番地 神戸市中央区江戸町95番地 
井門神戸ビル5階井門神戸ビル5階

078-332-4133078-332-4133
きひら　たけ

し

1212 20-359320-3593 高岸　みどり高岸　みどり （株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン（株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン 650-0037650-0037 神戸市中央区明石町40神戸市中央区明石町40 078-331-4535078-331-4535
たかぎし　み

どり

1313 28-618328-6183 大江　裕子大江　裕子 （株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン（株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン 650-0037650-0037 神戸市中央区明石町40神戸市中央区明石町40 078-331-4535078-331-4535
おおえ　ひろ

こ

1414 28-620828-6208 倉岡　大輔倉岡　大輔 みなと補聴器みなと補聴器 651-0064651-0064
神戸市中央区大日通5-1-12 神戸市中央区大日通5-1-12 
ローズハイツ101ローズハイツ101

078-767-4133078-767-4133
くらおか　だ

いすけ

1515 9-17559-1755 髙永　善弘髙永　善弘 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
たかなが　よ

しひろ

1616 11-202611-2026 井上　高志井上　高志 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
いのうえ　た

かし

1717 24-500724-5007 山根　美弥子山根　美弥子 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
やまね　みや

こ

1818 27-576327-5763 田中　智佳田中　智佳 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
たなか　とも

よし

1919 27-587927-5879 岡本　昌之岡本　昌之 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
おかもと　ま

さゆき

2020 21-397421-3974 三島　光弘三島　光弘 （株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン（株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン 651-0088651-0088
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸市中央区小野柄通8-1-8 
神戸阪急本館8F神戸阪急本館8F

078-251-8118078-251-8118
みしま　みつ

ひろ

2121 26-544026-5440 杉谷　利夫杉谷　利夫 （株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン（株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン 651-0088651-0088
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸市中央区小野柄通8-1-8 
神戸阪急本館8F神戸阪急本館8F

078-251-8118078-251-8118
すぎたに　と

しお

2222 26-548826-5488 角田　泰弘角田　泰弘 マキチエ（株）　神戸営業所マキチエ（株）　神戸営業所 651-0094651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 
フユーチャービル202フユーチャービル202

078-251-3995078-251-3995
すみだ　やす

ひろ

2323 29-636329-6363 田上　麻佐美田上　麻佐美 マキチエ（株）　神戸営業所マキチエ（株）　神戸営業所 651-0094651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 
フユーチャービル202フユーチャービル202

078-251-3995078-251-3995
たがみ　まさ

み

2424 20-363720-3637 金田　啓志金田　啓志
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　西神戸店パリミキ　西神戸店

651-2124651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和844-4神戸市西区伊川谷町潤和844-4 078-975-3515078-975-3515
かなだ　ひろ

し

2525 29-643229-6432 松上　淳子松上　淳子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　緑が丘店パリミキ　緑が丘店

651-2202651-2202 神戸市西区押部谷町西盛566-174神戸市西区押部谷町西盛566-174 078-994-4881078-994-4881
まつうえ　

じゅんこ

2626 14-235814-2358 松本　正樹松本　正樹 補聴器センターめいりょう　カインズ西神南店補聴器センターめいりょう　カインズ西神南店 651-2243651-2243
神戸市西区井吹台西町1-1 神戸市西区井吹台西町1-1 
カインズ神戸西神南店内カインズ神戸西神南店内

078-990-3314078-990-3314
まつもと　ま

さき

2727 25-525225-5252 塚本　康文塚本　康文 愛眼（株）　メガネの愛眼　神中央店愛眼（株）　メガネの愛眼　神中央店 651-2273651-2273
神戸市西区糀台5-3-4 神戸市西区糀台5-3-4 
ダイエー西神中央店3Fダイエー西神中央店3F

078-991-7167078-991-7167
つかもと　や

すあや

2828 22-418222-4182 松長　斗志貴松長　斗志貴
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　カナート西神戸店パリミキ　カナート西神戸店

651-2412651-2412
神戸市西区竜が岡1-21-1 神戸市西区竜が岡1-21-1 
イズミヤカナート西神戸1Fイズミヤカナート西神戸1F

078-967-5128078-967-5128
まつなが　と

しき

2929 2-11382-1138 村上　恵太村上　恵太 （株）吉田勝恵商店（株）吉田勝恵商店 652-0047652-0047 神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215 078-576-1331078-576-1331
むらかみ　け

いた

3030 17-285417-2854 村上　真樹村上　真樹 （株）吉田勝恵商店（株）吉田勝恵商店 652-0047652-0047 神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215 078-576-1331078-576-1331
むらかみ　ま

き

3131 22-422622-4226 泉　延孝泉　延孝 愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店 653-0038653-0038
神戸市長田区若松町5-51 神戸市長田区若松町5-51 
東急プラザ新長田1F東急プラザ新長田1F

078-643-3966078-643-3966
いずみ　のぶ

たか

3232 28-607728-6077 松尾　俊哉松尾　俊哉 愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店 653-0038653-0038
神戸市長田区若松町5-51 神戸市長田区若松町5-51 
東急プラザ新長田1F東急プラザ新長田1F

078-643-3966078-643-3966
まつお　しゅ

んや

3333 23-463323-4633 和田　正之和田　正之 （株）Re　補聴器工房　神戸（株）Re　補聴器工房　神戸 653-0836653-0836
神戸市長田区神楽町6-3-15 神戸市長田区神楽町6-3-15 
日進ビル1F日進ビル1F

078-643-6833078-643-6833
わだ　まさゆ

き

3434 15-248515-2485 乃込　達也乃込　達也
（株）n-koubou　（株）n-koubou　
補聴器専門　須磨補聴器センター補聴器専門　須磨補聴器センター

654-0055654-0055 神戸市須磨区須磨浦通4-7-7神戸市須磨区須磨浦通4-7-7 078-731-3341078-731-3341
のごみ　たつ

や

3535 23-458823-4588 萬代　勝也萬代　勝也 愛眼（株）　メガネの愛眼　リファーレ横尾店愛眼（株）　メガネの愛眼　リファーレ横尾店 654-0131654-0131
神戸市須磨区横尾1-5 神戸市須磨区横尾1-5 
リファーレ横尾2Fリファーレ横尾2F

078-741-8063078-741-8063
まんだい　か

つや

3636 20-354820-3548 細見　修介細見　修介 新多聞補聴器センター新多聞補聴器センター 655-0006655-0006
神戸市垂水区本多聞4-1 神戸市垂水区本多聞4-1 
260-102260-102

078-786-3645078-786-3645
ほそみ　しゅ

うすけ

3737 23-440323-4403 桑田　一城桑田　一城
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　垂水店パリミキ　垂水店

655-0027655-0027 神戸市垂水区神田町4-19神戸市垂水区神田町4-19 078-705-0808078-705-0808
くわた　かず

しろ

3838 22-437722-4377 細尾　昌史細尾　昌史 愛眼（株）　メガネの愛眼　舞子店愛眼（株）　メガネの愛眼　舞子店 655-0046655-0046 神戸市垂水区舞子台6-10-20神戸市垂水区舞子台6-10-20 078-785-1118078-785-1118
ほそお　まさ

し

3939 11-215711-2157 伊藤　芳樹伊藤　芳樹 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
いとう　よし

き

4040 12-223312-2233 小寺　武治小寺　武治 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
こてら　たけ

じ

4141 25-508425-5084 中田　尚美中田　尚美 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
なかた　なお

み

4242 22-430622-4306 原田　輝彦原田　輝彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
はらだ　てる

ひこ

4343 29-628929-6289 鈴木　正義鈴木　正義 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
すずき　まさ

よし

4444 24-476124-4761 安森　智尋安森　智尋
（株）ヒアーサポート　（株）ヒアーサポート　
補聴器センターめいりょう　垂水駅前店補聴器センターめいりょう　垂水駅前店

655-0893655-0893
神戸市垂水区日向1-4-1 神戸市垂水区日向1-4-1 
レバンテ垂水1番館136号レバンテ垂水1番館136号

078-742-8137078-742-8137
やすもり　ち

ひろ

4545 5-13665-1366 長井　康洋長井　康洋 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　やす

ひろ

4646 12-225712-2257 長井　隆匡長井　隆匡 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　たか

まさ

4747 24-484824-4848 田中　淳田中　淳
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　六甲道店リケン補聴器センター　六甲道店

657-0028657-0028
神戸市灘区森後町2-1-14 神戸市灘区森後町2-1-14 
白數ビル1F白數ビル1F

078-940-0760078-940-0760
たなか　あつ

し

4848 27-583127-5831 石田　健吾石田　健吾 ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店 657-0029657-0029
神戸市灘区日尾町2-1-17 神戸市灘区日尾町2-1-17 
朝日プラザ六甲朝日プラザ六甲Ⅰ

078-843-4833078-843-4833
いしだ　けん

ご

4949 21-399621-3996 西田　一秋西田　一秋 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
にしだ　かず

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。

兵庫県兵庫県
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

1010 20-335520-3355 森川　恭行森川　恭行 ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店 650-0033650-0033
神戸市中央区江戸町95番地 神戸市中央区江戸町95番地 
井門神戸ビル5階井門神戸ビル5階

078-332-4133078-332-4133
もりかわ　や

すゆき

1111 21-383621-3836 紀平　剛志紀平　剛志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店 650-0033650-0033
神戸市中央区江戸町95番地 神戸市中央区江戸町95番地 
井門神戸ビル5階井門神戸ビル5階

078-332-4133078-332-4133
きひら　たけ

し

1212 20-359320-3593 高岸　みどり高岸　みどり （株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン（株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン 650-0037650-0037 神戸市中央区明石町40神戸市中央区明石町40 078-331-4535078-331-4535
たかぎし　み

どり

1313 28-618328-6183 大江　裕子大江　裕子 （株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン（株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン 650-0037650-0037 神戸市中央区明石町40神戸市中央区明石町40 078-331-4535078-331-4535
おおえ　ひろ

こ

1414 28-620828-6208 倉岡　大輔倉岡　大輔 みなと補聴器みなと補聴器 651-0064651-0064
神戸市中央区大日通5-1-12 神戸市中央区大日通5-1-12 
ローズハイツ101ローズハイツ101

078-767-4133078-767-4133
くらおか　だ

いすけ

1515 9-17559-1755 髙永　善弘髙永　善弘 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
たかなが　よ

しひろ

1616 11-202611-2026 井上　高志井上　高志 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
いのうえ　た

かし

1717 24-500724-5007 山根　美弥子山根　美弥子 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
やまね　みや

こ

1818 27-576327-5763 田中　智佳田中　智佳 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
たなか　とも

よし

1919 27-587927-5879 岡本　昌之岡本　昌之 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
おかもと　ま

さゆき

2020 21-397421-3974 三島　光弘三島　光弘 （株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン（株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン 651-0088651-0088
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸市中央区小野柄通8-1-8 
神戸阪急本館8F神戸阪急本館8F

078-251-8118078-251-8118
みしま　みつ

ひろ

2121 26-544026-5440 杉谷　利夫杉谷　利夫 （株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン（株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン 651-0088651-0088
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸市中央区小野柄通8-1-8 
神戸阪急本館8F神戸阪急本館8F

078-251-8118078-251-8118
すぎたに　と

しお

2222 26-548826-5488 角田　泰弘角田　泰弘 マキチエ（株）　神戸営業所マキチエ（株）　神戸営業所 651-0094651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 
フユーチャービル202フユーチャービル202

078-251-3995078-251-3995
すみだ　やす

ひろ

2323 29-636329-6363 田上　麻佐美田上　麻佐美 マキチエ（株）　神戸営業所マキチエ（株）　神戸営業所 651-0094651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 
フユーチャービル202フユーチャービル202

078-251-3995078-251-3995
たがみ　まさ

み

2424 20-363720-3637 金田　啓志金田　啓志
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　西神戸店パリミキ　西神戸店

651-2124651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和844-4神戸市西区伊川谷町潤和844-4 078-975-3515078-975-3515
かなだ　ひろ

し

2525 29-643229-6432 松上　淳子松上　淳子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　緑が丘店パリミキ　緑が丘店

651-2202651-2202 神戸市西区押部谷町西盛566-174神戸市西区押部谷町西盛566-174 078-994-4881078-994-4881
まつうえ　

じゅんこ

2626 14-235814-2358 松本　正樹松本　正樹 補聴器センターめいりょう　カインズ西神南店補聴器センターめいりょう　カインズ西神南店 651-2243651-2243
神戸市西区井吹台西町1-1 神戸市西区井吹台西町1-1 
カインズ神戸西神南店内カインズ神戸西神南店内

078-990-3314078-990-3314
まつもと　ま

さき

2727 25-525225-5252 塚本　康文塚本　康文 愛眼（株）　メガネの愛眼　神中央店愛眼（株）　メガネの愛眼　神中央店 651-2273651-2273
神戸市西区糀台5-3-4 神戸市西区糀台5-3-4 
ダイエー西神中央店3Fダイエー西神中央店3F

078-991-7167078-991-7167
つかもと　や

すあや

2828 22-418222-4182 松長　斗志貴松長　斗志貴
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　カナート西神戸店パリミキ　カナート西神戸店

651-2412651-2412
神戸市西区竜が岡1-21-1 神戸市西区竜が岡1-21-1 
イズミヤカナート西神戸1Fイズミヤカナート西神戸1F

078-967-5128078-967-5128
まつなが　と

しき

2929 2-11382-1138 村上　恵太村上　恵太 （株）吉田勝恵商店（株）吉田勝恵商店 652-0047652-0047 神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215 078-576-1331078-576-1331
むらかみ　け

いた

3030 17-285417-2854 村上　真樹村上　真樹 （株）吉田勝恵商店（株）吉田勝恵商店 652-0047652-0047 神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215 078-576-1331078-576-1331
むらかみ　ま

き

3131 22-422622-4226 泉　延孝泉　延孝 愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店 653-0038653-0038
神戸市長田区若松町5-51 神戸市長田区若松町5-51 
東急プラザ新長田1F東急プラザ新長田1F

078-643-3966078-643-3966
いずみ　のぶ

たか

3232 28-607728-6077 松尾　俊哉松尾　俊哉 愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店 653-0038653-0038
神戸市長田区若松町5-51 神戸市長田区若松町5-51 
東急プラザ新長田1F東急プラザ新長田1F

078-643-3966078-643-3966
まつお　しゅ

んや

3333 23-463323-4633 和田　正之和田　正之 （株）Re　補聴器工房　神戸（株）Re　補聴器工房　神戸 653-0836653-0836
神戸市長田区神楽町6-3-15 神戸市長田区神楽町6-3-15 
日進ビル1F日進ビル1F

078-643-6833078-643-6833
わだ　まさゆ

き

3434 15-248515-2485 乃込　達也乃込　達也
（株）n-koubou　（株）n-koubou　
補聴器専門　須磨補聴器センター補聴器専門　須磨補聴器センター

654-0055654-0055 神戸市須磨区須磨浦通4-7-7神戸市須磨区須磨浦通4-7-7 078-731-3341078-731-3341
のごみ　たつ

や

3535 23-458823-4588 萬代　勝也萬代　勝也 愛眼（株）　メガネの愛眼　リファーレ横尾店愛眼（株）　メガネの愛眼　リファーレ横尾店 654-0131654-0131
神戸市須磨区横尾1-5 神戸市須磨区横尾1-5 
リファーレ横尾2Fリファーレ横尾2F

078-741-8063078-741-8063
まんだい　か

つや

3636 20-354820-3548 細見　修介細見　修介 新多聞補聴器センター新多聞補聴器センター 655-0006655-0006
神戸市垂水区本多聞4-1 神戸市垂水区本多聞4-1 
260-102260-102

078-786-3645078-786-3645
ほそみ　しゅ

うすけ

3737 23-440323-4403 桑田　一城桑田　一城
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　垂水店パリミキ　垂水店

655-0027655-0027 神戸市垂水区神田町4-19神戸市垂水区神田町4-19 078-705-0808078-705-0808
くわた　かず

しろ

3838 22-437722-4377 細尾　昌史細尾　昌史 愛眼（株）　メガネの愛眼　舞子店愛眼（株）　メガネの愛眼　舞子店 655-0046655-0046 神戸市垂水区舞子台6-10-20神戸市垂水区舞子台6-10-20 078-785-1118078-785-1118
ほそお　まさ

し

3939 11-215711-2157 伊藤　芳樹伊藤　芳樹 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
いとう　よし

き

4040 12-223312-2233 小寺　武治小寺　武治 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
こてら　たけ

じ

4141 25-508425-5084 中田　尚美中田　尚美 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
なかた　なお

み

4242 22-430622-4306 原田　輝彦原田　輝彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
はらだ　てる

ひこ

4343 29-628929-6289 鈴木　正義鈴木　正義 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
すずき　まさ

よし

4444 24-476124-4761 安森　智尋安森　智尋
（株）ヒアーサポート　（株）ヒアーサポート　
補聴器センターめいりょう　垂水駅前店補聴器センターめいりょう　垂水駅前店

655-0893655-0893
神戸市垂水区日向1-4-1 神戸市垂水区日向1-4-1 
レバンテ垂水1番館136号レバンテ垂水1番館136号

078-742-8137078-742-8137
やすもり　ち

ひろ

4545 5-13665-1366 長井　康洋長井　康洋 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　やす

ひろ

4646 12-225712-2257 長井　隆匡長井　隆匡 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　たか

まさ

4747 24-484824-4848 田中　淳田中　淳
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　六甲道店リケン補聴器センター　六甲道店

657-0028657-0028
神戸市灘区森後町2-1-14 神戸市灘区森後町2-1-14 
白數ビル1F白數ビル1F

078-940-0760078-940-0760
たなか　あつ

し

4848 27-583127-5831 石田　健吾石田　健吾 ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店 657-0029657-0029
神戸市灘区日尾町2-1-17 神戸市灘区日尾町2-1-17 
朝日プラザ六甲朝日プラザ六甲Ⅰ

078-843-4833078-843-4833
いしだ　けん

ご

4949 21-399621-3996 西田　一秋西田　一秋 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
にしだ　かず

あき

兵庫県兵庫県
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

5050 25-514725-5147 古崎　大輔古崎　大輔 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
ふるさき　だ

いすけ

5151 23-442023-4420 飯塚　譲一飯塚　譲一
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　神戸岡本店メガネの田中　神戸岡本店

658-0072658-0072
神戸市東灘区岡本1-3-24 神戸市東灘区岡本1-3-24 
アップ神戸岡本ビル1階アップ神戸岡本ビル1階

078-862-0772078-862-0772
いいづか　

じょういち

5252 27-565527-5655 岩崎　宏治岩崎　宏治 愛眼（株）　メガネの愛眼　東灘甲南店愛眼（株）　メガネの愛眼　東灘甲南店 658-0082658-0082 神戸市東灘区魚崎北町5-3-11神戸市東灘区魚崎北町5-3-11 078-453-3818078-453-3818
いわさき　こ

うじ

5353 8-17018-1701 太田　徹太田　徹 （株）Re　補聴器サロン　芦屋（株）Re　補聴器サロン　芦屋 659-0068659-0068
芦屋市業平町5-2 芦屋市業平町5-2 
芦屋ハウス4F芦屋ハウス4F

0797-78-62330797-78-6233
おおた　とお

る

5454 8-17168-1716 若森　拓也若森　拓也 （株）Re　補聴器サロン　芦屋（株）Re　補聴器サロン　芦屋 659-0068659-0068
芦屋市業平町5-2 芦屋市業平町5-2 
芦屋ハウス4F芦屋ハウス4F

0797-78-62330797-78-6233
わかもり　た

くや

5555 22-411022-4110 柳田　将人柳田　将人 （株）阪神補聴器センター　芦屋店（株）阪神補聴器センター　芦屋店 659-0092659-0092
芦屋市大原町2-6 芦屋市大原町2-6 
ラ・モール芦屋106-1ラ・モール芦屋106-1

0797-34-33290797-34-3329
やなぎた　ま

さと

5656 18-306318-3063 小野　智小野　智 （株）阪神補聴器センター　尼崎店（株）阪神補聴器センター　尼崎店 660-0053660-0053 尼崎市南七松町1-1-5尼崎市南七松町1-1-5 06-6419-373306-6419-3733 おの　さとる

5757 28-624428-6244 藤井　雅之藤井　雅之 越智時計店越智時計店 660-0076660-0076 尼崎市大島3-16-28尼崎市大島3-16-28 06-6416-596006-6416-5960
ふじい　まさ

ゆき

5858 26-534526-5345 宮田　真伸宮田　真伸 長洲ヒアリング長洲ヒアリング 660-0801660-0801
尼崎市長洲東通1-9-32 尼崎市長洲東通1-9-32 
2F-B2F-B

090-2704-3317090-2704-3317
みやた　まさ

のぶ

5959 24-471724-4717 茅切　信太郎茅切　信太郎 （株）イシガミ　三和店（株）イシガミ　三和店 660-0883660-0883 尼崎市神田北通6‐168尼崎市神田北通6‐168 06-6411-339206-6411-3392
かやきり　し

んたろう

6060 27-587227-5872 三島　繁明三島　繁明 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　尼崎店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　尼崎店 660-0884660-0884 尼崎市神田中通2-27尼崎市神田中通2-27 06-6411-075806-6411-0758
みしま　しげ

あき

6161 2-10632-1063 茅野　和泉茅野　和泉 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
かやの　いず

み

6262 26-536626-5366 茅野　祐司茅野　祐司 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
かやの　ゆう

じ

6363 26-536726-5367 山﨑　正晴山﨑　正晴 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
やまさき　ま

さはる

6464 26-538626-5386 的場　海知也的場　海知也
（株）伊丹メガネセンター　（株）伊丹メガネセンター　
メガネのマトバ　つかしん店メガネのマトバ　つかしん店

661-0001661-0001
尼崎市塚口本町4-8-1 尼崎市塚口本町4-8-1 
グンゼタウンセンターつかしん　にしまち1Fグンゼタウンセンターつかしん　にしまち1F

06-6420-385006-6420-3850
まとば　みち

や

6565 11-205611-2056 太田　孝之太田　孝之
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　塚口店リケン補聴器センター　塚口店

661-0002661-0002
尼崎市塚口町1-15-15 尼崎市塚口町1-15-15 
ヒューマニティー西尾1階ヒューマニティー西尾1階

06-4961-583106-4961-5831
おおた　たか

ゆき

6666 22-412622-4126 照屋　吉彦照屋　吉彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　塚口店パリミキ　塚口店

661-0012661-0012
尼崎市南塚口町2-1-2 尼崎市南塚口町2-1-2 
塚口さんさんタウン2番館　1F塚口さんさんタウン2番館　1F

06-6426-378506-6426-3785
てるや　よし

ひこ

6767 11-217511-2175 深井　貴富深井　貴富 川村義肢（株）　エイドセンター立花店川村義肢（株）　エイドセンター立花店 661-0025661-0025
尼崎市立花町1-4-2 尼崎市立花町1-4-2 
ボヌワールスガノ1Fボヌワールスガノ1F

06-6421-033206-6421-0332
ふかい　たか

とみ

6868 25-523225-5232 藤本　裕子藤本　裕子 川村義肢（株）　エイドセンター立花店川村義肢（株）　エイドセンター立花店 661-0025661-0025
尼崎市立花町1-4-2 尼崎市立花町1-4-2 
ボヌワールスガノ1Fボヌワールスガノ1F

06-6421-033206-6421-0332
ふじもと　ひ

ろこ

6969 2-11292-1129 丸尾　美乃丸尾　美乃 ビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッドビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッド 661-0033661-0033
尼崎市南武庫之荘2-8-1 尼崎市南武庫之荘2-8-1 
ルネ武庫之荘106ルネ武庫之荘106

06-6432-572206-6432-5722
まるお　よし

の

7070 23-457623-4576 稲葉　公樹稲葉　公樹 ビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッドビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッド 661-0033661-0033
尼崎市南武庫之荘2-8-1 尼崎市南武庫之荘2-8-1 
ルネ武庫之荘106ルネ武庫之荘106

06-6432-572206-6432-5722
いなば　こう

き

7171 25-501725-5017 滝　佐武郎滝　佐武郎
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）　
尼崎倉庫店尼崎倉庫店

661-0965661-0965 尼崎市次屋3-13-55尼崎市次屋3-13-55 06-6496-160006-6496-1600
たき　さぶろ

う

7272 21-404221-4042 山﨑　太久山﨑　太久 愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店 661-0965661-0965 尼崎市次屋2-11-12尼崎市次屋2-11-12 06-4960-063106-4960-0631
やまざき　た

かひさ

7373 29-629829-6298 吉岡　栄治吉岡　栄治 愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店 661-0965661-0965 尼崎市次屋2-11-12尼崎市次屋2-11-12 06-4960-063106-4960-0631
よしおか　え

いじ

7474 18-296118-2961 洞　隆志洞　隆志 （株）ホライゾン　さくら補聴器　夙川店（株）ホライゾン　さくら補聴器　夙川店 662-0051662-0051
西宮市羽衣町7-30 西宮市羽衣町7-30 
夙川グリーンタウンB1-003夙川グリーンタウンB1-003

0798-33-41330798-33-4133 ほら　たかし

7575 19-327619-3276 川内　泰士川内　泰士 宝塚補聴器センター　西宮門戸店宝塚補聴器センター　西宮門戸店 662-0825662-0825
西宮市門戸荘17-23 西宮市門戸荘17-23 
ミュゼ門戸荘101ミュゼ門戸荘101

0798-51-36630798-51-3663
かわち　たい

じ

7676 22-438122-4381 平井　淳文平井　淳文 （株）メガネトップ　眼鏡市場　西宮河原町店（株）メガネトップ　眼鏡市場　西宮河原町店 662-0861662-0861 西宮市河原町3番2号西宮市河原町3番2号 0798-75-12280798-75-1228
ひらい　あつ

ふみ

7777 17-277117-2771 宮浦　大通宮浦　大通
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　西宮店リケン補聴器センター　西宮店

662-0911662-0911
西宮市池田町10-8 西宮市池田町10-8 
西宮東口商店街西宮東口商店街

0798-38-75510798-38-7551
みやうら　ひ

ろみち

7878 18-305318-3053 西口　零西口　零 よつば補聴器センターよつば補聴器センター 662-0916662-0916 西宮市戸田町1-2西宮市戸田町1-2 0798-22-33170798-22-3317
にしぐち　れ

い

7979 21-408421-4084 佐藤　大輔佐藤　大輔 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮 662-0918662-0918
西宮市六湛寺町 9-7 西宮市六湛寺町 9-7 
創建ビル2F創建ビル2F

0798-33-88170798-33-8817
さとう　だい

すけ

8080 25-508325-5083 五島　悠五島　悠 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮 662-0918662-0918
西宮市六湛寺町 9-7 西宮市六湛寺町 9-7 
創建ビル2F創建ビル2F

0798-33-88170798-33-8817 ごしま　ゆう

8181 2-11472-1147 栗田　彰栗田　彰 にしのみや補聴器にしのみや補聴器 663-8201663-8201 西宮市田代町15-4西宮市田代町15-4 0798-66-30020798-66-3002
くりた　あき

ら

8282 18-299718-2997 大塩　誠司大塩　誠司 伊丹補聴器センター伊丹補聴器センター 664-0846664-0846
伊丹市伊丹3-1-57 伊丹市伊丹3-1-57 
デュオ伊丹103号デュオ伊丹103号

072-772-3330072-772-3330
おおしお　せ

いじ

8383 21-402221-4022 井谷　武史井谷　武史 宝塚補聴器センター　逆瀬川店宝塚補聴器センター　逆瀬川店 665-0035665-0035
宝塚市逆瀬川1丁目11-1 宝塚市逆瀬川1丁目11-1 
アピア2 1階アピア2 1階

0797-73-67620797-73-6762
いたに　たけ

し

8484 8-17258-1725 三上　和徳三上　和徳 （株）アマガン　補聴器のアマガン　宝塚店（株）アマガン　補聴器のアマガン　宝塚店 665-0845665-0845
宝塚市栄町2-1-1 宝塚市栄町2-1-1 
ソリオ宝塚1ソリオ宝塚1

0797-86-70330797-86-7033
みかみ　かず

のり

8585 24-496924-4969 千賀　俊輔千賀　俊輔 （有）ナルホ堂　川西店（有）ナルホ堂　川西店 666-0015666-0015
川西市小花1-1-10 川西市小花1-1-10 
ベルフローラかわにしイースト2階ベルフローラかわにしイースト2階

072-740-3721072-740-3721
せんが　しゅ

んすけ

8686 18-302318-3023 板垣　大輔板垣　大輔
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム川西能勢口店ブルーム川西能勢口店

666-0016666-0016
川西市中央町7-18 川西市中央町7-18 
ラ・ラ・グランデ3階ラ・ラ・グランデ3階

072-755-1933072-755-1933
いたがき　だ

いすけ

8787 26-544926-5449 菊池　信行菊池　信行
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　キセラ川西店メガネ本舗　キセラ川西店

666-0017666-0017
川西市火打1-16-6 川西市火打1-16-6 
オアシスタウンキセラ川西2Fオアシスタウンキセラ川西2F

072-744-0202072-744-0202
きくち　のぶ

ゆき

8888 29-633829-6338 田中　智田中　智
（株）メガネトップ　眼鏡市場　（株）メガネトップ　眼鏡市場　
ラソラ川西能勢口駅前店ラソラ川西能勢口駅前店

666-0033666-0033
川西市栄町11-1 川西市栄町11-1 
ラソラ川西4Fラソラ川西4F

0727-40-26280727-40-2628
たなか　さと

し

8989 24-470724-4707 村尾　直樹村尾　直樹 愛眼（株）　メガネの愛眼　川西多田店愛眼（株）　メガネの愛眼　川西多田店 666-0124666-0124 川西市多田桜木1-4-14川西市多田桜木1-4-14 072-792-1339072-792-1339
むらお　なお

き
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兵庫県兵庫県
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

9090 22-424522-4245 梅田　雅士梅田　雅士 神戸メガネ神戸メガネ 668-0014668-0014 豊岡市野田116豊岡市野田116 0796-23-66470796-23-6647
うめだ　まさ

し

9191 15-252115-2521 大羽　裕幸大羽　裕幸 おおば補聴器おおば補聴器 668-0046668-0046
豊岡市立野町19-1 豊岡市立野町19-1 
萬長ビル1階萬長ビル1階

0796-22-85580796-22-8558
おおば　ひろ

ゆき

9292 20-358220-3582 原田　夕子原田　夕子 （株）石坪　豊岡営業所（株）石坪　豊岡営業所 668-0065668-0065 豊岡市戸牧字長刀269-3豊岡市戸牧字長刀269-3 0796-26-35440796-26-3544
はらだ　ゆう

こ

9393 26-561926-5619 今西　豊今西　豊 （株）石坪　豊岡営業所（株）石坪　豊岡営業所 668-0065668-0065 豊岡市戸牧字長刀269-3豊岡市戸牧字長刀269-3 0796-26-35440796-26-3544
いまにし　ゆ

たか

9494 23-469723-4697 今井　裕一今井　裕一 メガネのアイ　出石店メガネのアイ　出石店 668-0263668-0263 豊岡市出石町福住1333-2豊岡市出石町福住1333-2 0796-52-78110796-52-7811
いまい　ゆう

いち

9595 6-15186-1518 藤原　啓子藤原　啓子 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
ふじわら　け

いこ

9696 8-17238-1723 藤原　保實藤原　保實 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
ふじわら　や

すみ

9797 24-470624-4706 上城　末季子上城　末季子 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
かみじょう　

まきこ

9898 5-14285-1428 川原　誠二川原　誠二 （株）Re　補聴器専門店　快聴（株）Re　補聴器専門店　快聴 669-2202669-2202 丹波篠山市東吹1134丹波篠山市東吹1134 079-594-1134079-594-1134
かわはら　せ

いじ

9999 27-571327-5713 永井　匡永井　匡
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　篠山店パリミキ　篠山店

669-2212669-2212 丹波篠山市大沢2丁目5-2丹波篠山市大沢2丁目5-2 079-594-4481079-594-4481
ながい　ただ

し

100100 26-547926-5479 植木　政司植木　政司 （株）石坪　柏原営業所（株）石坪　柏原営業所 669-3308669-3308 丹波市柏原町小南字出口47-1丹波市柏原町小南字出口47-1 0795-72-20800795-72-2080
うえき　まさ

し

101101 26-531326-5313 毛戸　達郎毛戸　達郎 MEGANE GARDENMEGANE GARDEN 669-5341669-5341 豊岡市日高町国分寺261-1豊岡市日高町国分寺261-1 0796-20-76450796-20-7645
けど　たつろ

う

102102 27-582627-5826 山谷　周平山谷　周平
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　今宿店パリミキ　今宿店

670-0057670-0057 姫路市北今宿1-6-10姫路市北今宿1-6-10 079-298-6177079-298-6177
やまたに　

しゅうへい

103103 15-247915-2479 木村　政博木村　政博 （株）神戸ヒヤリングセンター　姫路店（株）神戸ヒヤリングセンター　姫路店 670-0902670-0902
姫路市白銀町20番地 姫路市白銀町20番地 
しらさぎビル5階しらさぎビル5階

079-289-3341079-289-3341
きむら　まさ

ひろ

104104 4-12424-1242 伍賀　裕二伍賀　裕二 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133 ごか　ゆうじ

105105 5-13595-1359 鈴江　伸司鈴江　伸司 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
すずえ　しん

じ

106106 11-204311-2043 山本　進祐山本　進祐 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
やまもと　し

んすけ

107107 20-360420-3604 岩崎　真義岩崎　真義 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
いわさき　ま

さよし

108108 19-324119-3241 大成　正伸大成　正伸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　聞こえの窓口　姫路店パリミキ　聞こえの窓口　姫路店

670-0927670-0927 姫路市駅前町311姫路市駅前町311 079-281-6300079-281-6300
おおなる　ま

さのぶ

109109 22-425122-4251 三澄　凡子三澄　凡子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　聞こえの窓口　姫路店パリミキ　聞こえの窓口　姫路店

670-0927670-0927 姫路市駅前町311姫路市駅前町311 079-281-6300079-281-6300
みすみ　つね

こ

110110 3-11573-1157 加古川　浩加古川　浩 （有）ハリマ補聴器センター（有）ハリマ補聴器センター 670-0927670-0927
姫路市駅前町241番地 姫路市駅前町241番地 
フェスタビル北館5階フェスタビル北館5階

079-283-7008079-283-7008
かこがわ　ひ

ろし

111111 27-581827-5818 内海　美夏内海　美夏 （株）阪神補聴器センター　姫路店（株）阪神補聴器センター　姫路店 670-0964670-0964 姫路市豊沢町26姫路市豊沢町26 079-224-1833079-224-1833 うつみ　みか

112112 29-654029-6540 濱田　祐美濱田　祐美 （株）阪神補聴器センター　姫路店（株）阪神補聴器センター　姫路店 670-0964670-0964 姫路市豊沢町26姫路市豊沢町26 079-224-1833079-224-1833 はまだ　ゆみ

113113 22-419922-4199 古川　淳古川　淳 （株）音ごころ補聴器（株）音ごころ補聴器 671-2217671-2217 姫路市町田58-5姫路市町田58-5 079-268-1133079-268-1133
ふるかわ　

じゅん

114114 24-491124-4911 松本　知巳松本　知巳 （株）音ごころ補聴器（株）音ごころ補聴器 671-2217671-2217 姫路市町田58-5姫路市町田58-5 079-268-1133079-268-1133
まつもと　と

もみ

115115 13-229013-2290 竹中　康夫竹中　康夫 山崎補聴器センター山崎補聴器センター 671-2574671-2574 宍粟市山崎町中広瀬121-1宍粟市山崎町中広瀬121-1 0790-63-05770790-63-0577
たけなか　や

すお

116116 29-645729-6457 小野　明子小野　明子 （株）ルックワン　メガネのルックワン　飾磨店（株）ルックワン　メガネのルックワン　飾磨店 672-8064672-8064 姫路市飾磨区細江127姫路市飾磨区細江127 079-235-9161079-235-9161 おの　あきこ

117117 29-645029-6450 反田　佑哉反田　佑哉 （株）ルックワン　メガネのルックワン　英賀保店（株）ルックワン　メガネのルックワン　英賀保店 672-8094672-8094 姫路市飾磨区鎌倉町9姫路市飾磨区鎌倉町9 079-237-3263079-237-3263
そった　ゆう

や

118118 25-504925-5049 三柴　孝子三柴　孝子
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　明石店リケン補聴器センター　明石店

673-0891673-0891
明石市大明石町1丁目7-4 明石市大明石町1丁目7-4 
白菊グランドビル3階310白菊グランドビル3階310

078-914-6900078-914-6900
みしば　たか

こ

119119 1-10401-1040 山田　明良山田　明良 東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター 673-0892673-0892
明石市本町1丁目1-28 明石市本町1丁目1-28 
明石中村ビル6階　601号室明石中村ビル6階　601号室

078-995-8133078-995-8133
やまだ　あき

よし

120120 21-408621-4086 岩井　重貴岩井　重貴 東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター 673-0892673-0892
明石市本町1丁目1-28 明石市本町1丁目1-28 
明石中村ビル6階　601号室明石中村ビル6階　601号室

078-995-8133078-995-8133
いわい　しげ

き

121121 20-329220-3292 濵井　啓太濵井　啓太
（株）補聴器センターめいりょう　（株）補聴器センターめいりょう　
やしろ Bio 店やしろ Bio 店

673-1431673-1431
加東市社1126-1 加東市社1126-1 
イオン社店Bio2階イオン社店Bio2階

0795-42-75000795-42-7500
はまい　けい

た

122122 29-642829-6428 大多和　香月大多和　香月
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　大久保店リケン補聴器センター　大久保店

674-0051674-0051
明石市大久保町大窪1521-2 明石市大久保町大窪1521-2 
衣笠ビル1F衣笠ビル1F

078-936-1100078-936-1100
おおたわ　か

づき

123123 15-246915-2469 高橋　千鶴高橋　千鶴
（株）コネクトヒアリング　（株）コネクトヒアリング　
補聴器センターめいりょう　加古川駅前店補聴器センターめいりょう　加古川駅前店

675-0064675-0064
加古川市加古川町溝之口507 加古川市加古川町溝之口507 
サンライズ加古川1F105サンライズ加古川1F105

079-490-4895079-490-4895
たかはし　ち

づる

124124 26-538526-5385 森田　晃司森田　晃司 メガネのやまもと　加古川店メガネのやまもと　加古川店 675-0065675-0065
加古川市加古川町篠原町21-8 加古川市加古川町篠原町21-8 
カピル2Fカピル2F

079-422-5965079-422-5965
もりた　こう

じ

125125 23-447823-4478 塚本　智哉塚本　智哉 （有）塚本時計店（有）塚本時計店 676-0082676-0082 高砂市曽根町1858-8高砂市曽根町1858-8 079-447-0255079-447-0255
つかもと　と

もや

126126 11-216211-2162 大坪　宏充大坪　宏充 水晶堂補聴器センター水晶堂補聴器センター 677-0044677-0044 西脇市上野103西脇市上野103 0795-22-54300795-22-5430
おおつぼ　ひ

ろみち

127127 6-15366-1536 木川　孝介木川　孝介 メガネの木川メガネの木川 677-0054677-0054 西脇市野村町1796西脇市野村町1796 0795-22-86760795-22-8676
きがわ　こう

すけ

128128 17-276017-2760 武田　正幸武田　正幸
たけだ　まさ

ゆき



※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。

兵庫県兵庫県
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

9090 22-424522-4245 梅田　雅士梅田　雅士 神戸メガネ神戸メガネ 668-0014668-0014 豊岡市野田116豊岡市野田116 0796-23-66470796-23-6647
うめだ　まさ

し

9191 15-252115-2521 大羽　裕幸大羽　裕幸 おおば補聴器おおば補聴器 668-0046668-0046
豊岡市立野町19-1 豊岡市立野町19-1 
萬長ビル1階萬長ビル1階

0796-22-85580796-22-8558
おおば　ひろ

ゆき

9292 20-358220-3582 原田　夕子原田　夕子 （株）石坪　豊岡営業所（株）石坪　豊岡営業所 668-0065668-0065 豊岡市戸牧字長刀269-3豊岡市戸牧字長刀269-3 0796-26-35440796-26-3544
はらだ　ゆう

こ

9393 26-561926-5619 今西　豊今西　豊 （株）石坪　豊岡営業所（株）石坪　豊岡営業所 668-0065668-0065 豊岡市戸牧字長刀269-3豊岡市戸牧字長刀269-3 0796-26-35440796-26-3544
いまにし　ゆ

たか

9494 23-469723-4697 今井　裕一今井　裕一 メガネのアイ　出石店メガネのアイ　出石店 668-0263668-0263 豊岡市出石町福住1333-2豊岡市出石町福住1333-2 0796-52-78110796-52-7811
いまい　ゆう

いち

9595 6-15186-1518 藤原　啓子藤原　啓子 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
ふじわら　け

いこ

9696 8-17238-1723 藤原　保實藤原　保實 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
ふじわら　や

すみ

9797 24-470624-4706 上城　末季子上城　末季子 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
かみじょう　

まきこ

9898 5-14285-1428 川原　誠二川原　誠二 （株）Re　補聴器専門店　快聴（株）Re　補聴器専門店　快聴 669-2202669-2202 丹波篠山市東吹1134丹波篠山市東吹1134 079-594-1134079-594-1134
かわはら　せ

いじ

9999 27-571327-5713 永井　匡永井　匡
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　篠山店パリミキ　篠山店

669-2212669-2212 丹波篠山市大沢2丁目5-2丹波篠山市大沢2丁目5-2 079-594-4481079-594-4481
ながい　ただ

し

100100 26-547926-5479 植木　政司植木　政司 （株）石坪　柏原営業所（株）石坪　柏原営業所 669-3308669-3308 丹波市柏原町小南字出口47-1丹波市柏原町小南字出口47-1 0795-72-20800795-72-2080
うえき　まさ

し

101101 26-531326-5313 毛戸　達郎毛戸　達郎 MEGANE GARDENMEGANE GARDEN 669-5341669-5341 豊岡市日高町国分寺261-1豊岡市日高町国分寺261-1 0796-20-76450796-20-7645
けど　たつろ

う

102102 27-582627-5826 山谷　周平山谷　周平
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　今宿店パリミキ　今宿店

670-0057670-0057 姫路市北今宿1-6-10姫路市北今宿1-6-10 079-298-6177079-298-6177
やまたに　

しゅうへい

103103 15-247915-2479 木村　政博木村　政博 （株）神戸ヒヤリングセンター　姫路店（株）神戸ヒヤリングセンター　姫路店 670-0902670-0902
姫路市白銀町20番地 姫路市白銀町20番地 
しらさぎビル5階しらさぎビル5階

079-289-3341079-289-3341
きむら　まさ

ひろ

104104 4-12424-1242 伍賀　裕二伍賀　裕二 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133 ごか　ゆうじ

105105 5-13595-1359 鈴江　伸司鈴江　伸司 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
すずえ　しん

じ

106106 11-204311-2043 山本　進祐山本　進祐 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
やまもと　し

んすけ

107107 20-360420-3604 岩崎　真義岩崎　真義 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
いわさき　ま

さよし

108108 19-324119-3241 大成　正伸大成　正伸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　聞こえの窓口　姫路店パリミキ　聞こえの窓口　姫路店

670-0927670-0927 姫路市駅前町311姫路市駅前町311 079-281-6300079-281-6300
おおなる　ま

さのぶ

109109 22-425122-4251 三澄　凡子三澄　凡子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　聞こえの窓口　姫路店パリミキ　聞こえの窓口　姫路店

670-0927670-0927 姫路市駅前町311姫路市駅前町311 079-281-6300079-281-6300
みすみ　つね

こ

110110 3-11573-1157 加古川　浩加古川　浩 （有）ハリマ補聴器センター（有）ハリマ補聴器センター 670-0927670-0927
姫路市駅前町241番地 姫路市駅前町241番地 
フェスタビル北館5階フェスタビル北館5階

079-283-7008079-283-7008
かこがわ　ひ

ろし

111111 27-581827-5818 内海　美夏内海　美夏 （株）阪神補聴器センター　姫路店（株）阪神補聴器センター　姫路店 670-0964670-0964 姫路市豊沢町26姫路市豊沢町26 079-224-1833079-224-1833 うつみ　みか

112112 29-654029-6540 濱田　祐美濱田　祐美 （株）阪神補聴器センター　姫路店（株）阪神補聴器センター　姫路店 670-0964670-0964 姫路市豊沢町26姫路市豊沢町26 079-224-1833079-224-1833 はまだ　ゆみ

113113 22-419922-4199 古川　淳古川　淳 （株）音ごころ補聴器（株）音ごころ補聴器 671-2217671-2217 姫路市町田58-5姫路市町田58-5 079-268-1133079-268-1133
ふるかわ　

じゅん

114114 24-491124-4911 松本　知巳松本　知巳 （株）音ごころ補聴器（株）音ごころ補聴器 671-2217671-2217 姫路市町田58-5姫路市町田58-5 079-268-1133079-268-1133
まつもと　と

もみ

115115 13-229013-2290 竹中　康夫竹中　康夫 山崎補聴器センター山崎補聴器センター 671-2574671-2574 宍粟市山崎町中広瀬121-1宍粟市山崎町中広瀬121-1 0790-63-05770790-63-0577
たけなか　や

すお

116116 29-645729-6457 小野　明子小野　明子 （株）ルックワン　メガネのルックワン　飾磨店（株）ルックワン　メガネのルックワン　飾磨店 672-8064672-8064 姫路市飾磨区細江127姫路市飾磨区細江127 079-235-9161079-235-9161 おの　あきこ

117117 29-645029-6450 反田　佑哉反田　佑哉 （株）ルックワン　メガネのルックワン　英賀保店（株）ルックワン　メガネのルックワン　英賀保店 672-8094672-8094 姫路市飾磨区鎌倉町9姫路市飾磨区鎌倉町9 079-237-3263079-237-3263
そった　ゆう

や

118118 25-504925-5049 三柴　孝子三柴　孝子
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　明石店リケン補聴器センター　明石店

673-0891673-0891
明石市大明石町1丁目7-4 明石市大明石町1丁目7-4 
白菊グランドビル3階310白菊グランドビル3階310

078-914-6900078-914-6900
みしば　たか

こ

119119 1-10401-1040 山田　明良山田　明良 東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター 673-0892673-0892
明石市本町1丁目1-28 明石市本町1丁目1-28 
明石中村ビル6階　601号室明石中村ビル6階　601号室

078-995-8133078-995-8133
やまだ　あき

よし

120120 21-408621-4086 岩井　重貴岩井　重貴 東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター 673-0892673-0892
明石市本町1丁目1-28 明石市本町1丁目1-28 
明石中村ビル6階　601号室明石中村ビル6階　601号室

078-995-8133078-995-8133
いわい　しげ

き

121121 20-329220-3292 濵井　啓太濵井　啓太
（株）補聴器センターめいりょう　（株）補聴器センターめいりょう　
やしろ Bio 店やしろ Bio 店

673-1431673-1431
加東市社1126-1 加東市社1126-1 
イオン社店Bio2階イオン社店Bio2階

0795-42-75000795-42-7500
はまい　けい

た

122122 29-642829-6428 大多和　香月大多和　香月
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　大久保店リケン補聴器センター　大久保店

674-0051674-0051
明石市大久保町大窪1521-2 明石市大久保町大窪1521-2 
衣笠ビル1F衣笠ビル1F

078-936-1100078-936-1100
おおたわ　か

づき

123123 15-246915-2469 高橋　千鶴高橋　千鶴
（株）コネクトヒアリング　（株）コネクトヒアリング　
補聴器センターめいりょう　加古川駅前店補聴器センターめいりょう　加古川駅前店

675-0064675-0064
加古川市加古川町溝之口507 加古川市加古川町溝之口507 
サンライズ加古川1F105サンライズ加古川1F105

079-490-4895079-490-4895
たかはし　ち

づる

124124 26-538526-5385 森田　晃司森田　晃司 メガネのやまもと　加古川店メガネのやまもと　加古川店 675-0065675-0065
加古川市加古川町篠原町21-8 加古川市加古川町篠原町21-8 
カピル2Fカピル2F

079-422-5965079-422-5965
もりた　こう

じ

125125 23-447823-4478 塚本　智哉塚本　智哉 （有）塚本時計店（有）塚本時計店 676-0082676-0082 高砂市曽根町1858-8高砂市曽根町1858-8 079-447-0255079-447-0255
つかもと　と

もや

126126 11-216211-2162 大坪　宏充大坪　宏充 水晶堂補聴器センター水晶堂補聴器センター 677-0044677-0044 西脇市上野103西脇市上野103 0795-22-54300795-22-5430
おおつぼ　ひ

ろみち

127127 6-15366-1536 木川　孝介木川　孝介 メガネの木川メガネの木川 677-0054677-0054 西脇市野村町1796西脇市野村町1796 0795-22-86760795-22-8676
きがわ　こう

すけ

128128 17-276017-2760 武田　正幸武田　正幸
たけだ　まさ

ゆき

奈良県奈良県
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 29-627929-6279 福田　宗弘福田　宗弘 愛眼（株）　メガネの愛眼　南生駒店愛眼（株）　メガネの愛眼　南生駒店 630-0223630-0223
生駒市小瀬町88 生駒市小瀬町88 
DCMダイキ南生駒店前DCMダイキ南生駒店前

0743-76-58910743-76-5891
ふくだ　むね

ひろ

22 2-10892-1089 高岡　養三高岡　養三 生駒リオン補聴器相談室生駒リオン補聴器相談室 630-0257630-0257 生駒市元町1-10-6生駒市元町1-10-6 0743-75-33410743-75-3341
たかおか　よ

うぞう

33 22-415522-4155 稲田　由美稲田　由美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　近鉄生駒店パリミキ　近鉄生駒店

630-0298630-0298
生駒市谷田町1600 生駒市谷田町1600 
近鉄百貨店生駒店5F近鉄百貨店生駒店5F

0743-75-60160743-75-6016 いなだ　ゆみ

44 5-14075-1407 河野　功河野　功 （有）リオン補聴器センター奈良　新大宮店（有）リオン補聴器センター奈良　新大宮店 630-8115630-8115
奈良市大宮町6-7-7 奈良市大宮町6-7-7 
MC新大宮ビル1FMC新大宮ビル1F

0742-35-68330742-35-6833
こうの　いさ

お

55 20-335920-3359 石谷　真也石谷　真也 （有）リオン補聴器センター奈良　新大宮店（有）リオン補聴器センター奈良　新大宮店 630-8115630-8115
奈良市大宮町6-7-7 奈良市大宮町6-7-7 
MC新大宮ビル1FMC新大宮ビル1F

0742-35-68330742-35-6833
いしたに　し

んや

66 18-290718-2907 濱田　修濱田　修 （有）キンキ補聴器センター奈良（有）キンキ補聴器センター奈良 630-8228630-8228 奈良市上三条町8-1奈良市上三条町8-1 0742-25-41330742-25-4133
はまだ　おさ

む

77 18-298318-2983 大橋　靖大橋　靖
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　奈良本店パリミキ　奈良本店

630-8241630-8241 奈良市高天町19-1奈良市高天町19-1 0742-26-24720742-26-2472
おおはし　お

さむ

88 28-605328-6053 山下　佳博山下　佳博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　奈良本店パリミキ　奈良本店

630-8241630-8241 奈良市高天町19-1奈良市高天町19-1 0742-26-24720742-26-2472
やました　よ

しひろ

99 16-259616-2596 吉田　裕史吉田　裕史 医療法人  敬志会  つるはら耳鼻科医療法人  敬志会  つるはら耳鼻科 630-8441630-8441 奈良市神殿町694-1奈良市神殿町694-1 0742-64-30330742-64-3033
よしだ　ひろ

し

1010 29-647229-6472 西本　恵利果西本　恵利果 医療法人  敬志会  つるはら耳鼻科医療法人  敬志会  つるはら耳鼻科 630-8441630-8441 奈良市神殿町694-1奈良市神殿町694-1 0742-64-30330742-64-3033
にしもと　え

りか

1111 29-648129-6481 小西　淳子小西　淳子 医療法人  敬志会  つるはら耳鼻科医療法人  敬志会  つるはら耳鼻科 630-8441630-8441 奈良市神殿町694-1奈良市神殿町694-1 0742-64-30330742-64-3033
こにし　じゅ

んこ

1212 16-267716-2677 上船　義信上船　義信 （有）枚方補聴器センター　学園前支店（有）枚方補聴器センター　学園前支店 631-0036631-0036
奈良市学園北1-14-13 奈良市学園北1-14-13 
メディカル学園前104メディカル学園前104

0742-93-50000742-93-5000
うえふね　よ

しのぶ

1313 27-564927-5649 高田　竜男高田　竜男 （有）枚方補聴器センター　学園前支店（有）枚方補聴器センター　学園前支店 631-0036631-0036
奈良市学園北1-14-13 奈良市学園北1-14-13 
メディカル学園前104メディカル学園前104

0742-93-50000742-93-5000
たかだ　たつ

お

1414 13-227213-2272 大神　仁大神　仁 ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店 631-0821631-0821
奈良市西大寺東町2-1-63 奈良市西大寺東町2-1-63 
サンワシティ西大寺3Fサンワシティ西大寺3F

0742-36-41330742-36-4133
おおがみ　ひ

とし

1515 13-227813-2278 藪田　浩幸藪田　浩幸 ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店 631-0821631-0821
奈良市西大寺東町2-1-63 奈良市西大寺東町2-1-63 
サンワシティ西大寺3Fサンワシティ西大寺3F

0742-36-41330742-36-4133
やぶた　ひろ

ゆき

1616 20-342920-3429 長濱　幸恵長濱　幸恵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店 631-0821631-0821
奈良市西大寺東町2-1-63 奈良市西大寺東町2-1-63 
サンワシティ西大寺3Fサンワシティ西大寺3F

0742-36-41330742-36-4133
ながはま　ゆ

きえ

1717 21-388121-3881 櫻田　真穂櫻田　真穂 ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店 631-0821631-0821
奈良市西大寺東町2-1-63 奈良市西大寺東町2-1-63 
サンワシティ西大寺3Fサンワシティ西大寺3F

0742-36-41330742-36-4133
さくらだ　ま

ほ

1818 21-389821-3898 曽屋　賢一曽屋　賢一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム西大寺店 631-0821631-0821
奈良市西大寺東町2-1-63 奈良市西大寺東町2-1-63 
サンワシティ西大寺3Fサンワシティ西大寺3F

0742-36-41330742-36-4133
そや　けんい

ち

1919 25-525525-5255 西山　泰央西山　泰央
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　桜井店パリミキ　桜井店

633-0074633-0074 桜井市芝24-5桜井市芝24-5 0744-45-55770744-45-5577
にしやま　や

すお

2020 26-539626-5396 池田　寿久池田　寿久 （有）リオン補聴器センター奈良（有）リオン補聴器センター奈良 634-0005634-0005
橿原市北八木町1-5-9 橿原市北八木町1-5-9 
和田ビル5-A和田ビル5-A

0744-25-33410744-25-3341
いけだ　とし

ひさ

2121 27-567827-5678 秦　裕貴秦　裕貴 （有）リオン補聴器センター奈良（有）リオン補聴器センター奈良 634-0005634-0005
橿原市北八木町1-5-9 橿原市北八木町1-5-9 
和田ビル5-A和田ビル5-A

0744-25-33410744-25-3341 はた　ゆうき

2222 26-553126-5531 木村　健一木村　健一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　八木店パリミキ　八木店

634-0078634-0078 橿原市八木町1丁目7-38橿原市八木町1丁目7-38 0744-23-87670744-23-8767
きむら　けん

いち

2323 17-270017-2700 森田　英徳森田　英徳 補聴器センター森田補聴器センター森田 635-0082635-0082 大和高田市本郷町2-13大和高田市本郷町2-13 0745-52-32210745-52-3221
もりた　ひで

のり

2424 16-256816-2568 前田　賢治前田　賢治 大和高田補聴器大和高田補聴器 635-0085635-0085 大和高田市片塩町11-20大和高田市片塩町11-20 0745-60-61410745-60-6141
まえだ　けん

じ

2525 9-18149-1814 浅浦　正城浅浦　正城 （株）HANNA　はんな補聴器（株）HANNA　はんな補聴器 636-0002636-0002
北葛城郡王寺町王寺2-6-1 北葛城郡王寺町王寺2-6-1 
まさごビル1Fまさごビル1F

0745-31-33140745-31-3314
あさうら　ま

さしろ

2626 27-567927-5679 泉谷　憲志泉谷　憲志
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　王寺店メガネ本舗　王寺店

636-0002636-0002 北葛城郡王寺町王寺1-2-5北葛城郡王寺町王寺1-2-5 0745-73-02200745-73-0220
いずたに　け

んじ

2727 21-364421-3644 武川　雅俊武川　雅俊
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　王寺駅前店パリミキ　王寺駅前店

636-0002636-0002
北葛城郡王寺町王寺2-9-15 北葛城郡王寺町王寺2-9-15 
ル・カーラ 1Fル・カーラ 1F

0745-31-55130745-31-5513
たけがわ　ま

さとし

2828 18-294018-2940 吉川　元通吉川　元通 ヤマト補聴器ヤマト補聴器 636-0021636-0021 北葛城郡王寺町畠田4-3-4北葛城郡王寺町畠田4-3-4 0745-72-41330745-72-4133
よしかわ　も

とみち

2929 24-474524-4745 飯沼　章晃飯沼　章晃 愛眼（株）　メガネの愛眼　法隆寺店愛眼（株）　メガネの愛眼　法隆寺店 636-0105636-0105 生駒郡斑鳩町東福寺1-1-1生駒郡斑鳩町東福寺1-1-1 0745-75-75880745-75-7588
いいぬま　あ

きてる

3030 29-648829-6488 田中　秀幸田中　秀幸
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　香芝店メガネ本舗　香芝店

639-0265639-0265 香芝市上中265-1香芝市上中265-1 0745-76-20000745-76-2000
たなか　ひで

ゆき

3131 28-602128-6021 田中　千賀田中　千賀
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネのアイガン　イオンモール大和郡山店メガネのアイガン　イオンモール大和郡山店

639-1101639-1101
大和郡山市下三橋町741 大和郡山市下三橋町741 
イオンモール大和郡山2Fイオンモール大和郡山2F

0743-52-75320743-52-7532 たなか　ちか

3232 11-205711-2057 井上　知也井上　知也 補聴器センターカメヤ補聴器センターカメヤ 639-2216639-2216 御所市御国通り1-1119御所市御国通り1-1119 0745-62-32330745-62-3233
いのうえ　と

もや

3333 26-538126-5381 辻　勝博辻　勝博
つじ　まさひ

ろ

和歌山県和歌山県
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 26-554226-5542 佐々木　雅弘佐々木　雅弘
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン貴志川店パリミキ　イオン貴志川店

640-0413640-0413
紀の川市貴志川町神戸218 紀の川市貴志川町神戸218 
イオンタウン貴志川SC内イオンタウン貴志川SC内

0736-64-20470736-64-2047
ささき　まさ

ひろ

22 10-185510-1855 後藤　和之後藤　和之
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・補聴器センター和歌山トーシン・補聴器センター和歌山

640-8232640-8232
和歌山市南汀丁13 和歌山市南汀丁13 
井上ビル1F井上ビル1F

073-423-4133073-423-4133
ごとう　かず

ゆき

33 10-192010-1920 賀城　和代賀城　和代
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・補聴器センター和歌山トーシン・補聴器センター和歌山

640-8232640-8232
和歌山市南汀丁13 和歌山市南汀丁13 
井上ビル1F井上ビル1F

073-423-4133073-423-4133
かしろ　かず

よ

44 11-215611-2156 高垣　佳和高垣　佳和
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・補聴器センター和歌山トーシン・補聴器センター和歌山

640-8232640-8232
和歌山市南汀丁13 和歌山市南汀丁13 
井上ビル1F井上ビル1F

073-423-4133073-423-4133
たかがき　よ

しかず

55 20-338620-3386 森田　陽之森田　陽之
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・補聴器センター和歌山トーシン・補聴器センター和歌山

640-8232640-8232
和歌山市南汀丁13 和歌山市南汀丁13 
井上ビル1F井上ビル1F

073-423-4133073-423-4133
もりた　ひろ

ゆき



※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。

和歌山県和歌山県
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

66 20-342420-3424 髙橋　一弘髙橋　一弘
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・補聴器センター和歌山トーシン・補聴器センター和歌山

640-8232640-8232
和歌山市南汀丁13 和歌山市南汀丁13 
井上ビル1F井上ビル1F

073-423-4133073-423-4133
たかはし　か

ずひろ

77 20-340620-3406 岡　秀樹岡　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム和歌山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム和歌山店 640-8269640-8269 和歌山市小松原通3-68和歌山市小松原通3-68 073-436-0639073-436-0639 おか　ひでき

88 18-297018-2970 松本　秀雄松本　秀雄 まつもと補聴器まつもと補聴器 640-8314640-8314 和歌山市神前114-6和歌山市神前114-6 073-494-3924073-494-3924
まつもと　ひ

でお

99 29-639229-6392 木幡　学木幡　学 （株）エヌ・アイ・シー（株）エヌ・アイ・シー 640-8323640-8323
和歌山市太田1-13-8 和歌山市太田1-13-8 
エヌ・アイ・シービル5Fエヌ・アイ・シービル5F

073-475-3322073-475-3322
こわた　まな

ぶ

1010 20-348720-3487 牧田　比佐子牧田　比佐子 新日本補聴器（株）　和歌山店新日本補聴器（株）　和歌山店 640-8323640-8323 和歌山市太田4-2-3和歌山市太田4-2-3 073-471-3377073-471-3377
まきた　ひさ

こ

1111 21-371821-3718 大橋　泰治大橋　泰治 新日本補聴器（株）　和歌山店新日本補聴器（株）　和歌山店 640-8323640-8323 和歌山市太田4-2-3和歌山市太田4-2-3 073-471-3377073-471-3377
おおはし　や

すはる

1212 22-435222-4352 鳴海　義久鳴海　義久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イズミヤ和歌山店パリミキ　イズミヤ和歌山店

640-8325640-8325
和歌山市新生町7-20 和歌山市新生町7-20 
イズミヤ和歌山店S.C 1Fイズミヤ和歌山店S.C 1F

073-424-5125073-424-5125
なるみ　よし

ひさ

1313 28-609728-6097 東内　みゆき東内　みゆき
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イズミヤ和歌山店パリミキ　イズミヤ和歌山店

640-8325640-8325
和歌山市新生町7-20 和歌山市新生町7-20 
イズミヤ和歌山店S.C 1Fイズミヤ和歌山店S.C 1F

073-424-5125073-424-5125
とうない　み

ゆき

1414 24-496224-4962 仙波　正之仙波　正之
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
パームシティ和歌山店パームシティ和歌山店

640-8433640-8433 和歌山市中野31-1和歌山市中野31-1 073-456-2213073-456-2213
せんば　まさ

ゆき

1515 21-406721-4067 神原　孝司神原　孝司
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　オーストリト和歌山北バイパス店パリミキ　オーストリト和歌山北バイパス店

640-8442640-8442
和歌山市平井141-1 和歌山市平井141-1 
オーストリート和歌山北バイパス店内オーストリート和歌山北バイパス店内

073-452-2245073-452-2245
かんばら　た

かし

1616 24-497224-4972 松井　武彦松井　武彦
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
イオンモール和歌山店イオンモール和歌山店

640-8451640-8451
和歌山市中字楠谷573 和歌山市中字楠谷573 
イオンモール和歌山3Fイオンモール和歌山3F

073-499-4146073-499-4146
まつい　たけ

ひこ

1717 24-495824-4958 藤本　武寿藤本　武寿 メガネの田中チェーン（株）　和歌山国体道路店メガネの田中チェーン（株）　和歌山国体道路店 641-0007641-0007 和歌山市小雑賀711-1和歌山市小雑賀711-1 073-435-1881073-435-1881
ふじもと　た

けとし

1818 18-291418-2914 和田　信幸和田　信幸 （株）メガネの富士（株）メガネの富士 644-0002644-0002 御坊市薗301-2御坊市薗301-2 0738-23-57170738-23-5717
わだ　のぶゆ

き

1919 25-502425-5024 玉置　明啓玉置　明啓 （株）メガネの富士（株）メガネの富士 644-0002644-0002 御坊市薗301-2御坊市薗301-2 0738-23-57170738-23-5717
たまき　あき

ひろ

2020 6-15076-1507 小柳　義也小柳　義也 ごぼうめがねごぼうめがね 644-0002644-0002 御坊市薗271御坊市薗271 0738-22-18130738-22-1813
こやなぎ　よ

しや

2121 21-397621-3976 小柳　千代小柳　千代 ごぼうめがねごぼうめがね 644-0002644-0002 御坊市薗271御坊市薗271 0738-22-18130738-22-1813
こやなぎ　ち

よ　

2222 24-484524-4845 宮地　勝裕宮地　勝裕
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
ロマンシティ御坊店ロマンシティ御坊店

644-0011644-0011
御坊市湯川町財部181 御坊市湯川町財部181 
ロマンシティ御坊店1Fロマンシティ御坊店1F

0738-32-31280738-32-3128
みやち　かつ

ひろ

2323 26-563526-5635 西岡　圭介西岡　圭介
メガネ館ヤマナカ（株）　メガネ館ヤマナカ（株）　
眼鏡市場　オーシティ田辺店眼鏡市場　オーシティ田辺店

646-0022646-0022 田辺市東山1丁目5番1号田辺市東山1丁目5番1号 0739-33-76280739-33-7628
にしおか　け

いすけ

2424 25-502225-5022 千間　康平千間　康平 メガネ館ヤマナカ（株）　眼鏡市場　紀伊田辺店メガネ館ヤマナカ（株）　眼鏡市場　紀伊田辺店 646-0022646-0022 田辺市東山1-14-16田辺市東山1-14-16 0739-33-76280739-33-7628
ちま　こうへ

い

2525 28-605728-6057 橋度　守橋度　守 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺 646-0031646-0031
田辺市湊24-37 田辺市湊24-37 
駅前榎本ビル1階駅前榎本ビル1階

0739-26-98760739-26-9876
はしど　まも

る

2626 28-607828-6078 大前　和也大前　和也 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺 646-0031646-0031
田辺市湊24-37 田辺市湊24-37 
駅前榎本ビル1階駅前榎本ビル1階

0739-26-98760739-26-9876
おおまえ　か

ずや

2727 21-376721-3767 山中　康司山中　康司 新日本補聴器（株）　田辺店新日本補聴器（株）　田辺店 646-0035646-0035 田辺市中屋敷町9-1田辺市中屋敷町9-1 0739-22-33750739-22-3375
やまなか　や

すじ

2828 20-361820-3618 砂田　康孝砂田　康孝
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
パビリオンシティ田辺店パビリオンシティ田辺店

646-0051646-0051
田辺市 稲成町新江原3165 田辺市 稲成町新江原3165 
パビリオンシティ田辺店A館1Fパビリオンシティ田辺店A館1F

0739-26-30020739-26-3002
すなだ　やす

たか

2929 28-606328-6063 辻　真弥辻　真弥
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　田辺店パリミキ　田辺店

646-0061646-0061 田辺市上の山1-18-13田辺市上の山1-18-13 0739-22-23090739-22-2309 つじ　しんや

3030 29-631429-6314 中川　広巳中川　広巳
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　田辺店パリミキ　田辺店

646-0061646-0061 田辺市上の山1-18-13田辺市上の山1-18-13 0739-22-23090739-22-2309
なかがわ　ひ

ろみ

3131 9-18239-1823 木村　方昭木村　方昭 紀南補聴器紀南補聴器 646-0061646-0061 田辺市上の山1丁目3-28田辺市上の山1丁目3-28 0739-24-52250739-24-5225
きむら　まさ

あき

3232 21-379221-3792 榎本　壇榎本　壇 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店 647-0015647-0015 新宮市千穂1-7-28新宮市千穂1-7-28 0735-21-13300735-21-1330
えのもと　だ

ん

3333 26-555426-5554 浪花　栄里子浪花　栄里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店 647-0015647-0015 新宮市千穂1-7-28新宮市千穂1-7-28 0735-21-13300735-21-1330
なにわ　えり

こ

3434 22-434222-4342 福田　治郎福田　治郎 （株）フクダ　福田時計店（株）フクダ　福田時計店 647-0018647-0018 新宮市仲之町2-1-4新宮市仲之町2-1-4 0735-21-21770735-21-2177
ふくだ　じろ

う

3535 23-463423-4634 小鷺　祐貴小鷺　祐貴 （株）フクダ　福田時計店（株）フクダ　福田時計店 647-0018647-0018 新宮市仲之町2-1-4新宮市仲之町2-1-4 0735-21-21770735-21-2177
こさぎ　ゆう

き

3636 17-276617-2766 前田　義之前田　義之 （株）ウエダ　新宮営業所（株）ウエダ　新宮営業所 647-0052647-0052
新宮市橋本2-14-23 新宮市橋本2-14-23 
イオン新宮店1Fイオン新宮店1F

0735-28-31560735-28-3156
まえだ　よし

ゆき

3737 27-581527-5815 中島　雄一中島　雄一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　オークワ南紀店パリミキ　オークワ南紀店

647-0071647-0071
新宮市佐野3-11-19 新宮市佐野3-11-19 
スーパーセンターオークワ南紀店スーパーセンターオークワ南紀店

0735-31-53360735-31-5336
なかしま　ゆ

ういち

3838 4-12954-1295 石田　美枝子石田　美枝子 イシダ補聴器センターイシダ補聴器センター 648-0015648-0015 橋本市隅田町河瀬312-1橋本市隅田町河瀬312-1 0736-34-22000736-34-2200
いしだ　みえ

こ

3939 26-532926-5329 喜多村　浩喜多村　浩
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　和歌山橋本店パリミキ　和歌山橋本店

648-0016648-0016 橋本市隅田町下兵庫545-1橋本市隅田町下兵庫545-1 0736-33-13990736-33-1399
きたむら　ひ

ろし

4040 26-532526-5325 藤本　義洋藤本　義洋
（株）ビジョンメガネ　（株）ビジョンメガネ　
オーストリート橋本彩の台店オーストリート橋本彩の台店

648-0019648-0019 橋本市あやの台1-50-3橋本市あやの台1-50-3 0736-34-67890736-34-6789
ふじもと　よ

しひろ

4141 27-566427-5664 岩田　善宏岩田　善宏 （株）ビジョンメガネ　スーパーセンター橋本店（株）ビジョンメガネ　スーパーセンター橋本店 648-0062648-0062 橋本市妻2-2-25橋本市妻2-2-25 0736-26-73230736-26-7323
いわた　よし

ひろ

4242 25-510025-5100 中村　友美中村　友美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　有田店パリミキ　有田店

649-0317649-0317 有田市古江見49-1有田市古江見49-1 0737-83-33780737-83-3378
なかむら　ゆ

み

4343 27-589127-5891 神園　元気神園　元気 （有）深見電器商会　パナット　フカミ（有）深見電器商会　パナット　フカミ 649-2102649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1533-1西牟婁郡上富田町岩田1533-1 0739-47-20040739-47-2004
かみぞの　も

とき

4444 23-442223-4422 山木　志麻山木　志麻 いちご耳鼻咽喉科藤原クリニックいちご耳鼻咽喉科藤原クリニック 649-6246649-6246 岩出市吉田319-10岩出市吉田319-10 0736-63-07010736-63-0701 やまき　しま

4545 16-260816-2608 中野　佳一中野　佳一 ナカノ補聴器メガネナカノ補聴器メガネ 649-7161649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東108-1伊都郡かつらぎ町笠田東108-1 0736-22-08130736-22-0813
なかの　よし

かず



※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。

和歌山県和歌山県
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

66 20-342420-3424 髙橋　一弘髙橋　一弘
東神実業（株）　東神実業（株）　
トーシン・補聴器センター和歌山トーシン・補聴器センター和歌山

640-8232640-8232
和歌山市南汀丁13 和歌山市南汀丁13 
井上ビル1F井上ビル1F

073-423-4133073-423-4133
たかはし　か

ずひろ

77 20-340620-3406 岡　秀樹岡　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム和歌山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム和歌山店 640-8269640-8269 和歌山市小松原通3-68和歌山市小松原通3-68 073-436-0639073-436-0639 おか　ひでき

88 18-297018-2970 松本　秀雄松本　秀雄 まつもと補聴器まつもと補聴器 640-8314640-8314 和歌山市神前114-6和歌山市神前114-6 073-494-3924073-494-3924
まつもと　ひ

でお

99 29-639229-6392 木幡　学木幡　学 （株）エヌ・アイ・シー（株）エヌ・アイ・シー 640-8323640-8323
和歌山市太田1-13-8 和歌山市太田1-13-8 
エヌ・アイ・シービル5Fエヌ・アイ・シービル5F

073-475-3322073-475-3322
こわた　まな

ぶ

1010 20-348720-3487 牧田　比佐子牧田　比佐子 新日本補聴器（株）　和歌山店新日本補聴器（株）　和歌山店 640-8323640-8323 和歌山市太田4-2-3和歌山市太田4-2-3 073-471-3377073-471-3377
まきた　ひさ

こ

1111 21-371821-3718 大橋　泰治大橋　泰治 新日本補聴器（株）　和歌山店新日本補聴器（株）　和歌山店 640-8323640-8323 和歌山市太田4-2-3和歌山市太田4-2-3 073-471-3377073-471-3377
おおはし　や

すはる

1212 22-435222-4352 鳴海　義久鳴海　義久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イズミヤ和歌山店パリミキ　イズミヤ和歌山店

640-8325640-8325
和歌山市新生町7-20 和歌山市新生町7-20 
イズミヤ和歌山店S.C 1Fイズミヤ和歌山店S.C 1F

073-424-5125073-424-5125
なるみ　よし

ひさ

1313 28-609728-6097 東内　みゆき東内　みゆき
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イズミヤ和歌山店パリミキ　イズミヤ和歌山店

640-8325640-8325
和歌山市新生町7-20 和歌山市新生町7-20 
イズミヤ和歌山店S.C 1Fイズミヤ和歌山店S.C 1F

073-424-5125073-424-5125
とうない　み

ゆき

1414 24-496224-4962 仙波　正之仙波　正之
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
パームシティ和歌山店パームシティ和歌山店

640-8433640-8433 和歌山市中野31-1和歌山市中野31-1 073-456-2213073-456-2213
せんば　まさ

ゆき

1515 21-406721-4067 神原　孝司神原　孝司
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　オーストリト和歌山北バイパス店パリミキ　オーストリト和歌山北バイパス店

640-8442640-8442
和歌山市平井141-1 和歌山市平井141-1 
オーストリート和歌山北バイパス店内オーストリート和歌山北バイパス店内

073-452-2245073-452-2245
かんばら　た

かし

1616 24-497224-4972 松井　武彦松井　武彦
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
イオンモール和歌山店イオンモール和歌山店

640-8451640-8451
和歌山市中字楠谷573 和歌山市中字楠谷573 
イオンモール和歌山3Fイオンモール和歌山3F

073-499-4146073-499-4146
まつい　たけ

ひこ

1717 24-495824-4958 藤本　武寿藤本　武寿 メガネの田中チェーン（株）　和歌山国体道路店メガネの田中チェーン（株）　和歌山国体道路店 641-0007641-0007 和歌山市小雑賀711-1和歌山市小雑賀711-1 073-435-1881073-435-1881
ふじもと　た

けとし

1818 18-291418-2914 和田　信幸和田　信幸 （株）メガネの富士（株）メガネの富士 644-0002644-0002 御坊市薗301-2御坊市薗301-2 0738-23-57170738-23-5717
わだ　のぶゆ

き

1919 25-502425-5024 玉置　明啓玉置　明啓 （株）メガネの富士（株）メガネの富士 644-0002644-0002 御坊市薗301-2御坊市薗301-2 0738-23-57170738-23-5717
たまき　あき

ひろ

2020 6-15076-1507 小柳　義也小柳　義也 ごぼうめがねごぼうめがね 644-0002644-0002 御坊市薗271御坊市薗271 0738-22-18130738-22-1813
こやなぎ　よ

しや

2121 21-397621-3976 小柳　千代小柳　千代 ごぼうめがねごぼうめがね 644-0002644-0002 御坊市薗271御坊市薗271 0738-22-18130738-22-1813
こやなぎ　ち

よ　

2222 24-484524-4845 宮地　勝裕宮地　勝裕
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
ロマンシティ御坊店ロマンシティ御坊店

644-0011644-0011
御坊市湯川町財部181 御坊市湯川町財部181 
ロマンシティ御坊店1Fロマンシティ御坊店1F

0738-32-31280738-32-3128
みやち　かつ

ひろ

2323 26-563526-5635 西岡　圭介西岡　圭介
メガネ館ヤマナカ（株）　メガネ館ヤマナカ（株）　
眼鏡市場　オーシティ田辺店眼鏡市場　オーシティ田辺店

646-0022646-0022 田辺市東山1丁目5番1号田辺市東山1丁目5番1号 0739-33-76280739-33-7628
にしおか　け

いすけ

2424 25-502225-5022 千間　康平千間　康平 メガネ館ヤマナカ（株）　眼鏡市場　紀伊田辺店メガネ館ヤマナカ（株）　眼鏡市場　紀伊田辺店 646-0022646-0022 田辺市東山1-14-16田辺市東山1-14-16 0739-33-76280739-33-7628
ちま　こうへ

い

2525 28-605728-6057 橋度　守橋度　守 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺 646-0031646-0031
田辺市湊24-37 田辺市湊24-37 
駅前榎本ビル1階駅前榎本ビル1階

0739-26-98760739-26-9876
はしど　まも

る

2626 28-607828-6078 大前　和也大前　和也 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺東神実業（株）　トーシン・補聴器センター田辺 646-0031646-0031
田辺市湊24-37 田辺市湊24-37 
駅前榎本ビル1階駅前榎本ビル1階

0739-26-98760739-26-9876
おおまえ　か

ずや

2727 21-376721-3767 山中　康司山中　康司 新日本補聴器（株）　田辺店新日本補聴器（株）　田辺店 646-0035646-0035 田辺市中屋敷町9-1田辺市中屋敷町9-1 0739-22-33750739-22-3375
やまなか　や

すじ

2828 20-361820-3618 砂田　康孝砂田　康孝
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
パビリオンシティ田辺店パビリオンシティ田辺店

646-0051646-0051
田辺市 稲成町新江原3165 田辺市 稲成町新江原3165 
パビリオンシティ田辺店A館1Fパビリオンシティ田辺店A館1F

0739-26-30020739-26-3002
すなだ　やす

たか

2929 28-606328-6063 辻　真弥辻　真弥
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　田辺店パリミキ　田辺店

646-0061646-0061 田辺市上の山1-18-13田辺市上の山1-18-13 0739-22-23090739-22-2309 つじ　しんや

3030 29-631429-6314 中川　広巳中川　広巳
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　田辺店パリミキ　田辺店

646-0061646-0061 田辺市上の山1-18-13田辺市上の山1-18-13 0739-22-23090739-22-2309
なかがわ　ひ

ろみ

3131 9-18239-1823 木村　方昭木村　方昭 紀南補聴器紀南補聴器 646-0061646-0061 田辺市上の山1丁目3-28田辺市上の山1丁目3-28 0739-24-52250739-24-5225
きむら　まさ

あき

3232 21-379221-3792 榎本　壇榎本　壇 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店 647-0015647-0015 新宮市千穂1-7-28新宮市千穂1-7-28 0735-21-13300735-21-1330
えのもと　だ

ん

3333 26-555426-5554 浪花　栄里子浪花　栄里子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宮店 647-0015647-0015 新宮市千穂1-7-28新宮市千穂1-7-28 0735-21-13300735-21-1330
なにわ　えり

こ

3434 22-434222-4342 福田　治郎福田　治郎 （株）フクダ　福田時計店（株）フクダ　福田時計店 647-0018647-0018 新宮市仲之町2-1-4新宮市仲之町2-1-4 0735-21-21770735-21-2177
ふくだ　じろ

う

3535 23-463423-4634 小鷺　祐貴小鷺　祐貴 （株）フクダ　福田時計店（株）フクダ　福田時計店 647-0018647-0018 新宮市仲之町2-1-4新宮市仲之町2-1-4 0735-21-21770735-21-2177
こさぎ　ゆう

き

3636 17-276617-2766 前田　義之前田　義之 （株）ウエダ　新宮営業所（株）ウエダ　新宮営業所 647-0052647-0052
新宮市橋本2-14-23 新宮市橋本2-14-23 
イオン新宮店1Fイオン新宮店1F

0735-28-31560735-28-3156
まえだ　よし

ゆき

3737 27-581527-5815 中島　雄一中島　雄一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　オークワ南紀店パリミキ　オークワ南紀店

647-0071647-0071
新宮市佐野3-11-19 新宮市佐野3-11-19 
スーパーセンターオークワ南紀店スーパーセンターオークワ南紀店

0735-31-53360735-31-5336
なかしま　ゆ

ういち

3838 4-12954-1295 石田　美枝子石田　美枝子 イシダ補聴器センターイシダ補聴器センター 648-0015648-0015 橋本市隅田町河瀬312-1橋本市隅田町河瀬312-1 0736-34-22000736-34-2200
いしだ　みえ

こ

3939 26-532926-5329 喜多村　浩喜多村　浩
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　和歌山橋本店パリミキ　和歌山橋本店

648-0016648-0016 橋本市隅田町下兵庫545-1橋本市隅田町下兵庫545-1 0736-33-13990736-33-1399
きたむら　ひ

ろし

4040 26-532526-5325 藤本　義洋藤本　義洋
（株）ビジョンメガネ　（株）ビジョンメガネ　
オーストリート橋本彩の台店オーストリート橋本彩の台店

648-0019648-0019 橋本市あやの台1-50-3橋本市あやの台1-50-3 0736-34-67890736-34-6789
ふじもと　よ

しひろ

4141 27-566427-5664 岩田　善宏岩田　善宏 （株）ビジョンメガネ　スーパーセンター橋本店（株）ビジョンメガネ　スーパーセンター橋本店 648-0062648-0062 橋本市妻2-2-25橋本市妻2-2-25 0736-26-73230736-26-7323
いわた　よし

ひろ

4242 25-510025-5100 中村　友美中村　友美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　有田店パリミキ　有田店

649-0317649-0317 有田市古江見49-1有田市古江見49-1 0737-83-33780737-83-3378
なかむら　ゆ

み

4343 27-589127-5891 神園　元気神園　元気 （有）深見電器商会　パナット　フカミ（有）深見電器商会　パナット　フカミ 649-2102649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1533-1西牟婁郡上富田町岩田1533-1 0739-47-20040739-47-2004
かみぞの　も

とき

4444 23-442223-4422 山木　志麻山木　志麻 いちご耳鼻咽喉科藤原クリニックいちご耳鼻咽喉科藤原クリニック 649-6246649-6246 岩出市吉田319-10岩出市吉田319-10 0736-63-07010736-63-0701 やまき　しま

4545 16-260816-2608 中野　佳一中野　佳一 ナカノ補聴器メガネナカノ補聴器メガネ 649-7161649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東108-1伊都郡かつらぎ町笠田東108-1 0736-22-08130736-22-0813
なかの　よし

かず

和歌山県和歌山県
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

4646 22-433522-4335 伊藤　和成伊藤　和成 メガネ館ヤマナカ（株）　眼鏡市場　橋本高野口店メガネ館ヤマナカ（株）　眼鏡市場　橋本高野口店 649-7202649-7202 橋本市高野口町伏原129-1橋本市高野口町伏原129-1 0736-26-77180736-26-7718
いとう　かず

なり

鳥取県鳥取県
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 3-12373-1237 植田　佳巳植田　佳巳 補聴器サービス補聴器サービス 680-0033680-0033 鳥取市二階町2-206鳥取市二階町2-206 0857-24-01220857-24-0122 うえだ　かみ

22 6-15126-1512 髙田　月子髙田　月子 補聴器サービス補聴器サービス 680-0033680-0033 鳥取市二階町2-206鳥取市二階町2-206 0857-24-01220857-24-0122
たかた　つき

こ

33 22-413622-4136 前田　祐作前田　祐作
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鳥取本店パリミキ　鳥取本店

680-0803680-0803 鳥取市田園町4丁目337-1鳥取市田園町4丁目337-1 0857-27-70730857-27-7073
まえた　ゆう

さく

44 22-414522-4145 河﨑　俊幸河﨑　俊幸 （株）中国補聴器センター　鳥取店（株）中国補聴器センター　鳥取店 680-0831680-0831 鳥取市栄町663-2鳥取市栄町663-2 0857-22-66880857-22-6688
かわさき　と

しゆき

55 23-441623-4416 中尾　健人中尾　健人 （株）中国補聴器センター　鳥取店（株）中国補聴器センター　鳥取店 680-0831680-0831 鳥取市栄町663-2鳥取市栄町663-2 0857-22-66880857-22-6688
なかお　けん

と

66 27-588127-5881 礒辺　邦男礒辺　邦男
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鳥取南店パリミキ　鳥取南店

680-0845680-0845 鳥取市富安1-23-1鳥取市富安1-23-1 0857-22-30680857-22-3068
いそべ　くに

お

77 24-476424-4764 千葉　隆介千葉　隆介 東神実業（株）　トーシン・鳥取補聴器センター東神実業（株）　トーシン・鳥取補聴器センター 680-0845680-0845
鳥取市富安2-159 鳥取市富安2-159 
久本ビル1F久本ビル1F

0857-29-82330857-29-8233
ちば　りゅう

すけ

88 27-586127-5861 福田　圭介福田　圭介 東神実業（株）　トーシン・鳥取補聴器センター東神実業（株）　トーシン・鳥取補聴器センター 680-0845680-0845
鳥取市富安2-159 鳥取市富安2-159 
久本ビル1F久本ビル1F

0857-29-82330857-29-8233
ふくた　けい

すけ

99 24-482224-4822 飯田　満飯田　満 （株）中国補聴器センター　倉吉店（株）中国補聴器センター　倉吉店 682-0022682-0022 倉吉市上井町1-9-9倉吉市上井町1-9-9 0858-27-41330858-27-4133
いいだ　みつ

る

1010 27-577327-5773 朝倉　克哉朝倉　克哉
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　倉吉店パリミキ　倉吉店

682-0806682-0806 倉吉市昭和町2-266倉吉市昭和町2-266 0858-22-23010858-22-2301
あさくら　か

つや

1111 24-489724-4897 岩間　康典岩間　康典 岩間眼鏡店岩間眼鏡店 682-0864682-0864 倉吉市鍛冶町1-2971-2倉吉市鍛冶町1-2971-2 0858-22-55510858-22-5551
いわま　やす

のり

1212 23-458423-4584 太田　将司太田　将司 （株）ルネックス　ルネックス補聴器センター（株）ルネックス　ルネックス補聴器センター 682-0881682-0881 倉吉市宮川町127-2倉吉市宮川町127-2 0858-22-68110858-22-6811
おおた　まさ

し

1313 16-269616-2696 大森　拓也大森　拓也 すずらん補聴器すずらん補聴器 683-0041683-0041
米子市茶町14-2 米子市茶町14-2 
野川茶町ビル101野川茶町ビル101

0859-57-42080859-57-4208
おおもり　た

くや

1414 25-503825-5038 宮松　恭子宮松　恭子 （株）中国補聴器センター　米子店（株）中国補聴器センター　米子店 683-0054683-0054 米子市糀町2-37米子市糀町2-37 0859-33-73330859-33-7333
みやまつ　

きょうこ

1515 25-504625-5046 安達　康博安達　康博 （株）中国補聴器センター　米子店（株）中国補聴器センター　米子店 683-0054683-0054 米子市糀町2-37米子市糀町2-37 0859-33-73330859-33-7333
あだち　やす

ひろ

1616 26-548226-5482 吉本　和也吉本　和也 （株）中国補聴器センター　米子店（株）中国補聴器センター　米子店 683-0054683-0054 米子市糀町2-37米子市糀町2-37 0859-33-73330859-33-7333
よしもと　か

ずや

1717 20-331120-3311 後藤　正子後藤　正子 新日本補聴器（株）　米子店新日本補聴器（株）　米子店 683-0064683-0064 米子市道笑町2-200米子市道笑町2-200 0859-33-13320859-33-1332
ごとう　まさ

こ

1818 3-11803-1180 緒方　康治緒方　康治 西日本補聴器（有）　米子駅前通り店西日本補聴器（有）　米子駅前通り店 683-0067683-0067 米子市東町194米子市東町194 0859-31-62390859-31-6239
おがた　やす

はる

1919 9-17319-1731 朝山　哲朝山　哲 西日本補聴器（有）　米子駅前通り店西日本補聴器（有）　米子駅前通り店 683-0067683-0067 米子市東町194米子市東町194 0859-31-62390859-31-6239
あさやま　て

つ

2020 25-510925-5109 金田　薫金田　薫 西日本補聴器（有）　米子駅前通り店西日本補聴器（有）　米子駅前通り店 683-0067683-0067 米子市東町194米子市東町194 0859-31-62390859-31-6239
かねだ　かお

る

2121 1-10501-1050 岩名　幸信岩名　幸信 東神実業（株）　トーシン・米子補聴器センター東神実業（株）　トーシン・米子補聴器センター 683-0067683-0067 米子市東町340米子市東町340 0859-33-55590859-33-5559
いわな　ゆき

のぶ

2222 29-635229-6352 三島　航三島　航 東神実業（株）　トーシン・米子補聴器センター東神実業（株）　トーシン・米子補聴器センター 683-0067683-0067 米子市東町340米子市東町340 0859-33-55590859-33-5559
みしま　わた

る

2323 21-388321-3883 池田　憲弘池田　憲弘
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　米子本店パリミキ　米子本店

683-0802683-0802 米子市東福原4-20-14米子市東福原4-20-14 0859-32-62510859-32-6251
いけだ　のり

ひろ

2424 1-10421-1042 門脇　睦夫門脇　睦夫 補聴器の店 YONAGO補聴器の店 YONAGO 683-0823683-0823
米子市加茂町2-113 米子市加茂町2-113 
加茂町ビル加茂町ビル

0859-30-33990859-30-3399
かどわき　き

みこ

2525 10-193610-1936 門脇　仁子門脇　仁子 補聴器の店 YONAGO補聴器の店 YONAGO 683-0823683-0823
米子市加茂町2-113 米子市加茂町2-113 
加茂町ビル加茂町ビル

0859-30-33990859-30-3399
かどわき　む

つお

2626 22-418522-4185 前田　英志前田　英志 （株）ルネックス　米子本店（株）ルネックス　米子本店 683-0853683-0853 米子市両三柳52-1米子市両三柳52-1 0859-35-39110859-35-3911
まえだ　えい

じ

2727 28-621328-6213 藤崎　博志藤崎　博志
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　境港店パリミキ　境港店

684-0033684-0033 境港市上道町3297境港市上道町3297 0859-44-62630859-44-6263
ふじさき　ひ

ろし

2828 16-266716-2667 植松　乾植松　乾
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
イオンモール日吉津店イオンモール日吉津店

689-3553689-3553
西伯郡日吉津村日吉津1160-1 西伯郡日吉津村日吉津1160-1 
イオンモール日吉津西館2Fイオンモール日吉津西館2F

0859-37-19020859-37-1902
うえまつ　つ

とむ

島根県島根県
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 26-549326-5493 山本　敦山本　敦 （有）メガネのモチダ　as　Im by モチダ（有）メガネのモチダ　as　Im by モチダ 690-0001690-0001
松江市東朝日町151 松江市東朝日町151 
イオン松江2Fイオン松江2F

0852-28-21700852-28-2170
やまもと　あ

つし

22 22-418022-4180 真野　正明真野　正明 東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター 690-0002690-0002 松江市大正町453-4松江市大正町453-4 0852-24-53680852-24-5368
まの　まさあ

き

33 23-462523-4625 景山　文博景山　文博 東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター 690-0002690-0002 松江市大正町453-4松江市大正町453-4 0852-24-53680852-24-5368
かげやま　ふ

みひろ

44 26-531826-5318 土江　秀樹土江　秀樹 東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター 690-0002690-0002 松江市大正町453-4松江市大正町453-4 0852-24-53680852-24-5368
つちえ　ひで

き

55 26-553626-5536 梶谷　和代梶谷　和代 東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松江補聴器センター 690-0002690-0002 松江市大正町453-4松江市大正町453-4 0852-24-53680852-24-5368
かじたに　か

ずよ

66 8-17118-1711 永原　由美永原　由美 西日本補聴器（有）　松江店西日本補聴器（有）　松江店 690-0017690-0017 松江市西津田7-1-23松江市西津田7-1-23 0852-24-41330852-24-4133
ながはら　ゆ

み

77 26-536826-5368 浜本　恭子浜本　恭子 （株）中国補聴器センター　松江店（株）中国補聴器センター　松江店 690-0063690-0063 松江市寺町199-1松江市寺町199-1 0852-60-26000852-60-2600
はまもと　

きょうこ



※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。

島根県島根県
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

88 23-453823-4538 陶山　治三陶山　治三
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　松江学園通り店パリミキ　松江学園通り店

690-0825690-0825 松江市学園1-19-6松江市学園1-19-6 0852-28-20350852-28-2035
すやま　はる

み

99 25-513325-5133 後藤　裕之後藤　裕之 （有）貴光　雲南補聴器センター（有）貴光　雲南補聴器センター 690-2404690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋73-5雲南市三刀屋町三刀屋73-5 0854-47-74010854-47-7401
ごとう　ひろ

ゆき

1010 15-248015-2480 堀内　晶夫堀内　晶夫
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）一畑百貨店松江店　メガネサロン（株）一畑百貨店松江店　メガネサロン
690-8555690-8555

松江市朝日町661 松江市朝日町661 
（株）一畑百貨店　4階メガネサロン（株）一畑百貨店　4階メガネサロン

0852-55-25190852-55-2519
ほりうち　あ

きお

1111 22-416622-4166 山本　和弘山本　和弘
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　安来店パリミキ　安来店

692-0014692-0014 安来市飯島町433-4安来市飯島町433-4 0854-23-22690854-23-2269
やまもと　か

ずひろ

1212 22-425322-4253 安部　浩二安部　浩二
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　安来店パリミキ　安来店

692-0014692-0014 安来市飯島町433-4安来市飯島町433-4 0854-23-22690854-23-2269 あべ　こうじ

1313 25-510225-5102 山根　康嗣山根　康嗣 （株）中国補聴器センター　出雲店（株）中国補聴器センター　出雲店 693-0001693-0001 出雲市今市町1028-1出雲市今市町1028-1 0853-20-13450853-20-1345
やまね　こう

じ

1414 29-655229-6552 妹尾　康史妹尾　康史 （株）中国補聴器センター　出雲店（株）中国補聴器センター　出雲店 693-0001693-0001 出雲市今市町1028-1出雲市今市町1028-1 0853-20-13450853-20-1345
せのお　やす

し

1515 21-391721-3917 高橋　晶三高橋　晶三 西日本補聴器（有）　出雲店西日本補聴器（有）　出雲店 693-0002693-0002 出雲市今市町北本町1-3-14出雲市今市町北本町1-3-14 0853-21-41330853-21-4133
たかはし　ま

さみ

1616 25-516925-5169 青山　京子青山　京子 西日本補聴器（有）　出雲店西日本補聴器（有）　出雲店 693-0002693-0002 出雲市今市町北本町1-3-14出雲市今市町北本町1-3-14 0853-21-41330853-21-4133
あおやま　

きょうこ

1717 26-541526-5415 西村　正巳西村　正巳
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　出雲市店パリミキ　出雲市店

693-0004693-0004 出雲市渡橋町1183出雲市渡橋町1183 0853-24-16800853-24-1680
にしむら　ま

さみ

1818 7-15817-1581 片寄　強片寄　強 （有）カタ補聴器院（有）カタ補聴器院 693-0011693-0011 出雲市大津町1102-28出雲市大津町1102-28 0853-25-33110853-25-3311
かたよせ　つ

よし

1919 26-553326-5533 加本　剛加本　剛
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　浜田店パリミキ　浜田店

697-0022697-0022 浜田市浅井町872-10浜田市浅井町872-10 0855-23-52870855-23-5287
かもと　つよ

し

2020 27-576727-5767 狩野　昭弘狩野　昭弘
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　浜田店パリミキ　浜田店

697-0022697-0022 浜田市浅井町872-10浜田市浅井町872-10 0855-23-52870855-23-5287
かりの　あき

ひろ

2121 27-581927-5819 中村　謙治中村　謙治 西日本補聴器（有）　浜田店西日本補聴器（有）　浜田店 697-0026697-0026 浜田市田町1655浜田市田町1655 0855-23-33880855-23-3388
なかむら　け

んじ

2222 14-236914-2369 川橋　貴司川橋　貴司 菅田（株）　ニッタ浜田本店菅田（株）　ニッタ浜田本店 697-0037697-0037 浜田市新町11-3浜田市新町11-3 0855-23-11410855-23-1141
かわはし　た

かし

2323 14-237914-2379 泉川　竜生泉川　竜生 菅田（株）　ニッタ浜田本店菅田（株）　ニッタ浜田本店 697-0037697-0037 浜田市新町11-3浜田市新町11-3 0855-23-11410855-23-1141
いずみかわ　

たつお

2424 23-460623-4606 松村　範子松村　範子 （株）日の丸（株）日の丸 698-0025698-0025 益田市あけぼの西町8-11益田市あけぼの西町8-11 0856-22-06830856-22-0683
まつむら　の

りこ

2525 8-17038-1703 三浦　健治三浦　健治 スマイル補聴器スマイル補聴器 698-0041698-0041 益田市高津5-16番1号益田市高津5-16番1号 0856-25-76330856-25-7633
みうら　けん

じ

2626 11-205211-2052 斎藤　好則斎藤　好則 菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店 698-0041698-0041
益田市高津7-21-12 益田市高津7-21-12 
ゆめタウン益田ゆめタウン益田

0856-23-78910856-23-7891
さいとう　よ

しのり

2727 20-360120-3601 寺戸　重人寺戸　重人 菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店 698-0041698-0041
益田市高津7-21-12 益田市高津7-21-12 
ゆめタウン益田ゆめタウン益田

0856-23-78910856-23-7891
てらど　しげ

と

2828 21-369321-3693 中村　哲也中村　哲也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　奥出雲店パリミキ　奥出雲店

699-1434699-1434 仁多郡奥出雲町佐白131-2仁多郡奥出雲町佐白131-2 0854-54-01630854-54-0163
なかむら　て

つや

岡山県岡山県
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 9-18189-1818 福元　裕之福元　裕之 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
ふくもと　ひ

ろゆき

22 23-453423-4534 光延　稲造光延　稲造 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
みつのぶ　い

なぞう

33 28-611528-6115 丸久　莉那丸久　莉那 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
まるひさ　ま

りな

44 10-184210-1842 亀山　千恵子亀山　千恵子 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
かめやま　ち

えこ

55 21-379621-3796 原　大介原　大介 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
はら　だいす

け

66 20-345520-3455 東　伸治東　伸治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あずま　しん

じ

77 27-598627-5986 赤井　暁子赤井　暁子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あかい　あき

こ

88 3-12073-1207 内田　博子内田　博子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　ひろ

こ

99 4-12834-1283 内田　順子内田　順子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　じゅ

んこ

1010 8-16658-1665 内田　尚志内田　尚志 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　たか

し

1111 10-191410-1914 榊原　幸枝榊原　幸枝 （株）光メガネ　本店（株）光メガネ　本店 700-0822700-0822 岡山市北区表町1-7-18岡山市北区表町1-7-18 086-223-4861086-223-4861
さかきばら　

さちえ

1212 27-568327-5683 二宗　正樹二宗　正樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　岡山駅前店パリミキ　岡山駅前店

700-0901700-0901
岡山市北区本町6-36-101 岡山市北区本町6-36-101 
第1セントラルビル1F第1セントラルビル1F

086-233-5105086-233-5105
にしゅう　ま

さき

1313 27-595127-5951 吉村　侑香里吉村　侑香里 マキチエ（株）　岡山営業所マキチエ（株）　岡山営業所 700-0901700-0901
岡山市北区本町6-30 岡山市北区本町6-30 
第一セントラルビル2号館1階CD号室第一セントラルビル2号館1階CD号室

086-221-5041086-221-5041
よしむら　ゆ

かり

1414 4-13114-1311 内田　篤憲内田　篤憲 （株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店（株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店 700-0913700-0913 岡山市北区大供2-9-32岡山市北区大供2-9-32 086-231-0281086-231-0281
うちだ　あつ

のり

1515 9-17839-1783 村瀬　寅雄村瀬　寅雄 （株）光電　補聴器センター岡山（株）光電　補聴器センター岡山 700-0914700-0914 岡山市北区鹿田町1-6-13岡山市北区鹿田町1-6-13 086-232-8372086-232-8372
むらせ　とら

お

1616 26-531726-5317 萬代　佳代萬代　佳代 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店 700-0962700-0962 岡山市北区北長瀬表町2-3-13岡山市北区北長瀬表町2-3-13 086-239-7112086-239-7112
まんだい　か

よ

1717 20-332320-3323 曽田　隆之曽田　隆之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
そた　たかゆ

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。

島根県島根県
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

88 23-453823-4538 陶山　治三陶山　治三
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　松江学園通り店パリミキ　松江学園通り店

690-0825690-0825 松江市学園1-19-6松江市学園1-19-6 0852-28-20350852-28-2035
すやま　はる

み

99 25-513325-5133 後藤　裕之後藤　裕之 （有）貴光　雲南補聴器センター（有）貴光　雲南補聴器センター 690-2404690-2404 雲南市三刀屋町三刀屋73-5雲南市三刀屋町三刀屋73-5 0854-47-74010854-47-7401
ごとう　ひろ

ゆき

1010 15-248015-2480 堀内　晶夫堀内　晶夫
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）一畑百貨店松江店　メガネサロン（株）一畑百貨店松江店　メガネサロン
690-8555690-8555

松江市朝日町661 松江市朝日町661 
（株）一畑百貨店　4階メガネサロン（株）一畑百貨店　4階メガネサロン

0852-55-25190852-55-2519
ほりうち　あ

きお

1111 22-416622-4166 山本　和弘山本　和弘
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　安来店パリミキ　安来店

692-0014692-0014 安来市飯島町433-4安来市飯島町433-4 0854-23-22690854-23-2269
やまもと　か

ずひろ

1212 22-425322-4253 安部　浩二安部　浩二
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　安来店パリミキ　安来店

692-0014692-0014 安来市飯島町433-4安来市飯島町433-4 0854-23-22690854-23-2269 あべ　こうじ

1313 25-510225-5102 山根　康嗣山根　康嗣 （株）中国補聴器センター　出雲店（株）中国補聴器センター　出雲店 693-0001693-0001 出雲市今市町1028-1出雲市今市町1028-1 0853-20-13450853-20-1345
やまね　こう

じ

1414 29-655229-6552 妹尾　康史妹尾　康史 （株）中国補聴器センター　出雲店（株）中国補聴器センター　出雲店 693-0001693-0001 出雲市今市町1028-1出雲市今市町1028-1 0853-20-13450853-20-1345
せのお　やす

し

1515 21-391721-3917 高橋　晶三高橋　晶三 西日本補聴器（有）　出雲店西日本補聴器（有）　出雲店 693-0002693-0002 出雲市今市町北本町1-3-14出雲市今市町北本町1-3-14 0853-21-41330853-21-4133
たかはし　ま

さみ

1616 25-516925-5169 青山　京子青山　京子 西日本補聴器（有）　出雲店西日本補聴器（有）　出雲店 693-0002693-0002 出雲市今市町北本町1-3-14出雲市今市町北本町1-3-14 0853-21-41330853-21-4133
あおやま　

きょうこ

1717 26-541526-5415 西村　正巳西村　正巳
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　出雲市店パリミキ　出雲市店

693-0004693-0004 出雲市渡橋町1183出雲市渡橋町1183 0853-24-16800853-24-1680
にしむら　ま

さみ

1818 7-15817-1581 片寄　強片寄　強 （有）カタ補聴器院（有）カタ補聴器院 693-0011693-0011 出雲市大津町1102-28出雲市大津町1102-28 0853-25-33110853-25-3311
かたよせ　つ

よし

1919 26-553326-5533 加本　剛加本　剛
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　浜田店パリミキ　浜田店

697-0022697-0022 浜田市浅井町872-10浜田市浅井町872-10 0855-23-52870855-23-5287
かもと　つよ

し

2020 27-576727-5767 狩野　昭弘狩野　昭弘
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　浜田店パリミキ　浜田店

697-0022697-0022 浜田市浅井町872-10浜田市浅井町872-10 0855-23-52870855-23-5287
かりの　あき

ひろ

2121 27-581927-5819 中村　謙治中村　謙治 西日本補聴器（有）　浜田店西日本補聴器（有）　浜田店 697-0026697-0026 浜田市田町1655浜田市田町1655 0855-23-33880855-23-3388
なかむら　け

んじ

2222 14-236914-2369 川橋　貴司川橋　貴司 菅田（株）　ニッタ浜田本店菅田（株）　ニッタ浜田本店 697-0037697-0037 浜田市新町11-3浜田市新町11-3 0855-23-11410855-23-1141
かわはし　た

かし

2323 14-237914-2379 泉川　竜生泉川　竜生 菅田（株）　ニッタ浜田本店菅田（株）　ニッタ浜田本店 697-0037697-0037 浜田市新町11-3浜田市新町11-3 0855-23-11410855-23-1141
いずみかわ　

たつお

2424 23-460623-4606 松村　範子松村　範子 （株）日の丸（株）日の丸 698-0025698-0025 益田市あけぼの西町8-11益田市あけぼの西町8-11 0856-22-06830856-22-0683
まつむら　の

りこ

2525 8-17038-1703 三浦　健治三浦　健治 スマイル補聴器スマイル補聴器 698-0041698-0041 益田市高津5-16番1号益田市高津5-16番1号 0856-25-76330856-25-7633
みうら　けん

じ

2626 11-205211-2052 斎藤　好則斎藤　好則 菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店 698-0041698-0041
益田市高津7-21-12 益田市高津7-21-12 
ゆめタウン益田ゆめタウン益田

0856-23-78910856-23-7891
さいとう　よ

しのり

2727 20-360120-3601 寺戸　重人寺戸　重人 菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店菅田（株）　ニッタ　ゆめタウン益田店 698-0041698-0041
益田市高津7-21-12 益田市高津7-21-12 
ゆめタウン益田ゆめタウン益田

0856-23-78910856-23-7891
てらど　しげ

と

2828 21-369321-3693 中村　哲也中村　哲也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　奥出雲店パリミキ　奥出雲店

699-1434699-1434 仁多郡奥出雲町佐白131-2仁多郡奥出雲町佐白131-2 0854-54-01630854-54-0163
なかむら　て

つや

岡山県岡山県
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 9-18189-1818 福元　裕之福元　裕之 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
ふくもと　ひ

ろゆき

22 23-453423-4534 光延　稲造光延　稲造 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
みつのぶ　い

なぞう

33 28-611528-6115 丸久　莉那丸久　莉那 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
まるひさ　ま

りな

44 10-184210-1842 亀山　千恵子亀山　千恵子 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
かめやま　ち

えこ

55 21-379621-3796 原　大介原　大介 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
はら　だいす

け

66 20-345520-3455 東　伸治東　伸治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あずま　しん

じ

77 27-598627-5986 赤井　暁子赤井　暁子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あかい　あき

こ

88 3-12073-1207 内田　博子内田　博子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　ひろ

こ

99 4-12834-1283 内田　順子内田　順子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　じゅ

んこ

1010 8-16658-1665 内田　尚志内田　尚志 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　たか

し

1111 10-191410-1914 榊原　幸枝榊原　幸枝 （株）光メガネ　本店（株）光メガネ　本店 700-0822700-0822 岡山市北区表町1-7-18岡山市北区表町1-7-18 086-223-4861086-223-4861
さかきばら　

さちえ

1212 27-568327-5683 二宗　正樹二宗　正樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　岡山駅前店パリミキ　岡山駅前店

700-0901700-0901
岡山市北区本町6-36-101 岡山市北区本町6-36-101 
第1セントラルビル1F第1セントラルビル1F

086-233-5105086-233-5105
にしゅう　ま

さき

1313 27-595127-5951 吉村　侑香里吉村　侑香里 マキチエ（株）　岡山営業所マキチエ（株）　岡山営業所 700-0901700-0901
岡山市北区本町6-30 岡山市北区本町6-30 
第一セントラルビル2号館1階CD号室第一セントラルビル2号館1階CD号室

086-221-5041086-221-5041
よしむら　ゆ

かり

1414 4-13114-1311 内田　篤憲内田　篤憲 （株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店（株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店 700-0913700-0913 岡山市北区大供2-9-32岡山市北区大供2-9-32 086-231-0281086-231-0281
うちだ　あつ

のり

1515 9-17839-1783 村瀬　寅雄村瀬　寅雄 （株）光電　補聴器センター岡山（株）光電　補聴器センター岡山 700-0914700-0914 岡山市北区鹿田町1-6-13岡山市北区鹿田町1-6-13 086-232-8372086-232-8372
むらせ　とら

お

1616 26-531726-5317 萬代　佳代萬代　佳代 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店 700-0962700-0962 岡山市北区北長瀬表町2-3-13岡山市北区北長瀬表町2-3-13 086-239-7112086-239-7112
まんだい　か

よ

1717 20-332320-3323 曽田　隆之曽田　隆之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
そた　たかゆ

き

岡山県岡山県
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

1818 27-594727-5947 永岡　真由美永岡　真由美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
ながおか　ま

ゆみ

1919 26-559226-5592 引地　剛久引地　剛久
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）天満屋　岡山店　メガネ売場（株）天満屋　岡山店　メガネ売場
700-8625700-8625 岡山市北区表町2-1-1岡山市北区表町2-1-1 086-231-7434086-231-7434

ひきち　たけ

ひさ

2020 28-608328-6083 堺田　崇夫堺田　崇夫
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　倉敷中庄店眼鏡市場　倉敷中庄店

701-0115701-0115 倉敷市二子355-1倉敷市二子355-1 086-461-1658086-461-1658
さかいだ　た

かお

2121 27-601527-6015 長島　瞳長島　瞳 藤本耳鼻咽喉科クリニック藤本耳鼻咽喉科クリニック 702-8005702-8005
岡山市中区江崎83-1 岡山市中区江崎83-1 
藤本耳鼻咽喉科クリニック藤本耳鼻咽喉科クリニック

086-274-4133086-274-4133
ながしま　ひ

とみ

2222 29-653729-6537 松谷　信明松谷　信明
（有）あいあい　（有）あいあい　
（株）パリミキ　メガネの三城　岡山南店（株）パリミキ　メガネの三城　岡山南店

702-8057702-8057
岡山市南区あけぼの町34-18 岡山市南区あけぼの町34-18 
パリミキ岡山南パリミキ岡山南

086-264-6990086-264-6990
まつたに　の

ぶあき

2323 27-597027-5970 山本　洋輔山本　洋輔 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東岡山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東岡山店 703-8227703-8227 岡山市中区兼基37-6岡山市中区兼基37-6 086-208-6438086-208-6438
やまもと　よ

うすけ

2424 20-337220-3372 谷口　嘉暢谷口　嘉暢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　WOC・OWNER 平井店パリミキ　WOC・OWNER 平井店

703-8282703-8282 岡山市中区平井6-6-11岡山市中区平井6-6-11 086-272-5567086-272-5567
たにぐち　よ

しのぶ

2525 22-412922-4129 島田　貴一朗島田　貴一朗
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
専門学校　ワールドオプティカルカレッジ専門学校　ワールドオプティカルカレッジ

703-8282703-8282 岡山市中区平井6-6-11岡山市中区平井6-6-11 086-272-5566086-272-5566
しまだ　きい

ちろう

2626 22-412422-4124 佐藤　寛久佐藤　寛久 （株）中国補聴器センター　西大寺店（株）中国補聴器センター　西大寺店 704-8112704-8112
岡山市東区西大寺上2-4-63 岡山市東区西大寺上2-4-63 
スクエアパレス102スクエアパレス102

086-944-8825086-944-8825
さとう　ひろ

ひさ

2727 22-435122-4351 松永　賢一松永　賢一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　西大寺中野本町店パリミキ　西大寺中野本町店

704-8192704-8192 岡山市東区西大寺中野本町8-32岡山市東区西大寺中野本町8-32 086-944-5657086-944-5657
まつなが　け

んいち

2828 29-647529-6475 森　智弥森　智弥
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　備前店パリミキ　備前店

705-0001705-0001 備前市伊部2375備前市伊部2375 0869-63-27150869-63-2715 もり　ともや

2929 27-571527-5715 大橋　永一郎大橋　永一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　玉野店パリミキ　玉野店

706-0002706-0002 玉野市築港1-16-20玉野市築港1-16-20 0863-31-53380863-31-5338
おおはし　え

いいちろう

3030 11-202711-2027 願念　義陽願念　義陽 （有）荒木時計店　トレベール　アラキ（有）荒木時計店　トレベール　アラキ 707-0003707-0003 美作市明見137美作市明見137 0868-72-02770868-72-0277
がんねん　よ

しはる

3131 17-279517-2795 江見　健江見　健 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　美作店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　美作店 707-0024707-0024
美作市楢原下1268-1 美作市楢原下1268-1 
ゆめマート美作店ゆめマート美作店

0868-72-72200868-72-7220 えみ　たけし

3232 26-535626-5356 森本　洋勧森本　洋勧 （株）メガネトップ　眼鏡市場　津山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　津山店 708-0006708-0006 津山市小田中津山市小田中 0868-32-00090868-32-0009
もりもと　ひ

ろゆき

3333 27-591227-5912 橋本　清文橋本　清文 ブルームヒアリング（株）　ブルーム津山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム津山店 708-0006708-0006
津山市小田中225-1 津山市小田中225-1 
ふたつぎビル1Fふたつぎビル1F

0868-35-02210868-35-0221
はしもと　き

よふみ

3434 21-407121-4071 亀井　聰亀井　聰 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　本店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　本店 708-0064708-0064 津山市堺町1津山市堺町1 0868-22-34970868-22-3497
かめい　さと

し

3535 28-617928-6179 辻　和明辻　和明
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　津山インター店メガネ本舗　津山インター店

708-0842708-0842 津山市河辺1058-1津山市河辺1058-1 0868-26-16130868-26-1613
つじ　かずあ

き

3636 10-191310-1913 香々美　博香々美　博
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
かがみ　ひろ

し

3737 11-216811-2168 安東　清安東　清
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
あんどう　き

よし

3838 18-287418-2874 横部　渡横部　渡
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
よこべ　わた

る

3939 27-586727-5867 徳永　和代徳永　和代 （有）徳永時計店　トクナガ時計店（有）徳永時計店　トクナガ時計店 709-0441709-0441 和気郡和気町衣笠857-1和気郡和気町衣笠857-1 0869-92-01550869-92-0155
とくなが　か

ずよ

4040 26-540526-5405 榎本　雅彦榎本　雅彦
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　岡山山陽店メガネ本舗　岡山山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市116-3赤磐市下市116-3 086-955-0106086-955-0106
えのもと　ま

さひこ

4141 29-648329-6483 田川　秀明田川　秀明
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　岡山山陽店メガネ本舗　岡山山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市116-3赤磐市下市116-3 086-955-0106086-955-0106
たがわ　ひで

あき

4242 27-598727-5987 岡﨑　勝久岡﨑　勝久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　あかいわ山陽店パリミキ　あかいわ山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市430-4赤磐市下市430-4 086-955-7014086-955-7014
おかざき　か

つひさ

4343 23-440823-4408 森　真彦森　真彦 （株）ブレス　メガネのひらまつ　倉敷本店（株）ブレス　メガネのひらまつ　倉敷本店 710-0038710-0038 倉敷市新田3131-1倉敷市新田3131-1 086-421-1010086-421-1010
もり　まさひ

こ

4444 16-264316-2643 竹森　朋巳竹森　朋巳 （株）補聴器ショップ倉敷　補聴器ショップ倉敷（株）補聴器ショップ倉敷　補聴器ショップ倉敷 710-0043710-0043
倉敷市羽島684-9 倉敷市羽島684-9 
バリューフロンティア1バリューフロンティア1

086-435-3330086-435-3330
たけもり　と

もみ

4545 26-552326-5523 久保　由紀子久保　由紀子 （株）中国補聴器センター　倉敷店（株）中国補聴器センター　倉敷店 710-0055710-0055 倉敷市阿知2-4-1倉敷市阿知2-4-1 086-435-2133086-435-2133 くぼ　ゆきこ

4646 26-557626-5576 大森　和正大森　和正 （株）中国補聴器センター　倉敷店（株）中国補聴器センター　倉敷店 710-0055710-0055 倉敷市阿知2-4-1倉敷市阿知2-4-1 086-435-2133086-435-2133
おおもり　か

ずまさ

4747 9-17909-1790 亀山　靖之亀山　靖之 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766
かめやま　や

すゆき

4848 12-223512-2235 平松　正博平松　正博 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766
ひらまつ　ま

さひろ

4949 25-529925-5299 谷本　茉由子谷本　茉由子 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766
たにもと　ま

ゆこ

5050 26-537126-5371 門家　由依門家　由依 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766 かどや　ゆい

5151 22-439722-4397 夷　克也夷　克也 聞こえの田中（株）　倉敷店聞こえの田中（株）　倉敷店 710-0057710-0057 倉敷市昭和2-1-11-101倉敷市昭和2-1-11-101 086-486-2777086-486-2777
えびす　かつ

や

5252 23-455023-4550 守屋　博守屋　博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　マルナカ新倉敷店パリミキ　マルナカ新倉敷店

710-0252710-0252
倉敷市玉島爪崎981-1 倉敷市玉島爪崎981-1 
マルナカ新倉敷店内マルナカ新倉敷店内

086-522-1425086-522-1425
もりや　ひろ

し

5353 23-462623-4626 井本　圭祐井本　圭祐 （株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷玉島店（株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷玉島店 710-0253710-0253 倉敷市新倉敷駅前3-170倉敷市新倉敷駅前3-170 086-523-6208086-523-6208
いもと　けい

すけ

5454 27-587127-5871 喜納　大介喜納　大介
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　倉敷水江店パリミキ　倉敷水江店

710-0802710-0802 倉敷市水江1202-1倉敷市水江1202-1 086-466-6050086-466-6050
きのう　だい

すけ

5555 27-568627-5686 劒持　英展劒持　英展
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　倉敷南店パリミキ　倉敷南店

710-0834710-0834
倉敷市笹沖 倉敷市笹沖 
1209-1 エディオン倉敷本店1F1209-1 エディオン倉敷本店1F

086-422-6770086-422-6770
けんもつ　ひ

でのぶ

5656 27-579027-5790 難波　豊隆難波　豊隆
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　笹沖店パリミキ　笹沖店

710-0834710-0834 倉敷市笹沖7番地1倉敷市笹沖7番地1 086-425-2462086-425-2462
なんば　とよ

たか

5757 28-614328-6143 稲垣　辰憲稲垣　辰憲 （株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷笹沖店（株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷笹沖店 710-0834710-0834 倉敷市笹沖676-1倉敷市笹沖676-1 086-435-2808086-435-2808
いながき　た

つのり



※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。

岡山県岡山県
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

5858 25-530025-5300 守屋　信孝守屋　信孝 （株）エイコー堂（株）エイコー堂 711-0921711-0921 倉敷市児島駅前2-30倉敷市児島駅前2-30 086-472-5950086-472-5950
もりや　のぶ

たか

5959 27-585227-5852 村上　正記村上　正記
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　児島店パリミキ　児島店

711-0921711-0921 倉敷市児島駅前2-29倉敷市児島駅前2-29 086-472-8028086-472-8028
むらかみ　ま

さき

6060 5-14115-1411 祗園　將聖祗園　將聖
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水島店パリミキ　水島店

712-8061712-8061 倉敷市神田1丁目15-15倉敷市神田1丁目15-15 086-446-5441086-446-5441
ぎおん　まさ

きよ

6161 27-577427-5774 平林　慎治平林　慎治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水島店パリミキ　水島店

712-8061712-8061 倉敷市神田1丁目15-15倉敷市神田1丁目15-15 086-446-5441086-446-5441
ひらばやし　

しんじ

6262 18-297318-2973 近藤　仁近藤　仁 メガネの田中チェーン（株）　笠岡店メガネの田中チェーン（株）　笠岡店 714-0084714-0084 笠岡市三番町2-10笠岡市三番町2-10 0865-62-06550865-62-0655
こんどう　ひ

とし

6363 26-553026-5530 髙橋　佳奈美髙橋　佳奈美 メガネの田中チェーン（株）　笠岡店メガネの田中チェーン（株）　笠岡店 714-0084714-0084 笠岡市三番町2-10笠岡市三番町2-10 0865-62-06550865-62-0655
たかはし　か

なみ

6464 5-13485-1348 石原　通央石原　通央 （有）メガネのツザキ（有）メガネのツザキ 714-0088714-0088 笠岡市中央町22-6笠岡市中央町22-6 0865-62-28150865-62-2815
いしはら　み

ちお

6565 27-567127-5671 藤井　絢藤井　絢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　笠岡店パリミキ　笠岡店

714-0092714-0092 笠岡市富岡475-29笠岡市富岡475-29 0865-63-36400865-63-3640 ふじい　けん

6666 19-318819-3188 池田　敏郎池田　敏郎 メガネの池田屋メガネの池田屋 714-1201714-1201 小田郡矢掛町矢掛2672小田郡矢掛町矢掛2672 0866-82-00020866-82-0002
いけだ　とし

お

6767 27-565827-5658 杉野　浩幸杉野　浩幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
すぎの　ひろ

ゆき

6868 27-587327-5873 若井　稔若井　稔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
わかい　みの

る

6969 28-620228-6202 小見山　亜矢小見山　亜矢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
こみやま　あ

や

7070 11-205811-2058 佃　博美佃　博美 メガネの田中チェーン（株）　井原店メガネの田中チェーン（株）　井原店 715-0019715-0019 井原市井原町129-2井原市井原町129-2 0866-65-55100866-65-5510
つくだ　ひろ

み

7171 23-440423-4404 土屋　博功土屋　博功 セイコー堂セイコー堂 718-0003718-0003
新見市高尾2477-1 新見市高尾2477-1 
新見プラザ新見プラザ

0867-72-12960867-72-1296
つちや　ひろ

のり

7272 26-563426-5634 恒成　義浩恒成　義浩 総社ヒアリングサポート総社ヒアリングサポート 719-1114719-1114 総社市金井戸309-3総社市金井戸309-3 0866-93-27460866-93-2746
つねなり　よ

しひろ

7373 23-464223-4642 重見　拓重見　拓 メガネの田中チェーン（株）　総社店メガネの田中チェーン（株）　総社店 719-1125719-1125 総社市井手609-1総社市井手609-1 0866-90-23110866-90-2311 しげみ　たく

7474 11-216911-2169 片山　輝子片山　輝子 東神実業（株）　トーシン総社補聴器センター東神実業（株）　トーシン総社補聴器センター 719-1136719-1136
総社市駅前2-1-1 総社市駅前2-1-1 
大下駅前ビル1階大下駅前ビル1階

0866-31-78510866-31-7851
かたやま　て

るこ

7575 11-217011-2170 宮元　貴広宮元　貴広 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店 719-3115719-3115 真庭市中450-1真庭市中450-1 0867-53-08880867-53-0888
みやもと　た

かひろ

7676 20-330920-3309 難波　徹夫難波　徹夫 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店 719-3115719-3115 真庭市中450-1真庭市中450-1 0867-53-08880867-53-0888
なんば　てつ

お

7777 21-406021-4060 今石　泰助今石　泰助 （有）細井（有）細井 719-3144719-3144
真庭市落合垂水628 真庭市落合垂水628 
サンプラザ1Fサンプラザ1F

0867-52-03300867-52-0330
いまいし　た

いすけ

7878 2-11182-1118 近藤　正人近藤　正人
こんどう　ま

さと

7979 26-542226-5422 山川　祐司山川　祐司
やまかわ　ゆ

うじ

広島県広島県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-314719-3147 橋本　哲也橋本　哲也 （株）補聴器専門館　福山店（株）補聴器専門館　福山店 720-0001720-0001
福山市御幸町上岩成504-1 福山市御幸町上岩成504-1 
メゾンエル113メゾンエル113

084-982-9486084-982-9486
はしもと　て

つや

22 20-356420-3564 福村　聡士福村　聡士 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
ふくむら　さ

とし

33 26-558326-5583 竹内　則博竹内　則博 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
たけうち　の

りひろ

44 16-258016-2580 三好　康弘三好　康弘 （有）めがね美誠堂（有）めがね美誠堂 720-0064720-0064 福山市延広町3-7福山市延広町3-7 084-922-0670084-922-0670
みよし　やす

ひろ

55 6-14726-1472 小松　純子小松　純子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
こまつ　じゅ

んこ

66 11-218211-2182 岩本　卓也岩本　卓也 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
いわもと　た

くや

77 23-451123-4511 前田　裕子前田　裕子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
まえだ　ゆう

こ

88 3-11723-1172 山田　豊英山田　豊英 （有）福山補聴器（有）福山補聴器 720-0065720-0065 福山市東桜町6-33福山市東桜町6-33 084-924-9174084-924-9174
やまだ　とよ

ひで

99 24-498224-4982 松浦　宏幸松浦　宏幸
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　ゆめタウン福山店メガネの田中　ゆめタウン福山店

720-0801720-0801
福山市入船町3-1-60 福山市入船町3-1-60 
ゆめタウン福山店2Fゆめタウン福山店2F

084-971-0002084-971-0002
まつうら　ひ

ろゆき

1010 22-415722-4157 鈴木　達也鈴木　達也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　駅家店パリミキ　駅家店

720-1141720-1141 福山市駅家町江良776-1福山市駅家町江良776-1 084-976-6231084-976-6231
すずき　たつ

や

1111 26-541326-5413 中須賀　正幸中須賀　正幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　神辺店パリミキ　神辺店

720-2123720-2123 福山市神辺町川北1093-5福山市神辺町川北1093-5 084-962-4505084-962-4505
なかすか　ま

さゆき

1212 20-360820-3608 間江　万紀間江　万紀 福山きこえ補聴器福山きこえ補聴器 721-0916721-0916 福山市春日台1-23福山市春日台1-23 084-948-4133084-948-4133
まえ　かずの

り

1313 21-396721-3967 大石　輝幸大石　輝幸
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
ひめの補聴器センター　広島福山店ひめの補聴器センター　広島福山店

721-0942721-0942 福山市引野町5-15-17福山市引野町5-15-17 084-940-1199084-940-1199
おおいし　て

るゆき

1414 20-352520-3525 福下　政則福下　政則
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　福山新涯店メガネの田中　福山新涯店

721-0955721-0955 福山市新涯町一丁目25番36号福山市新涯町一丁目25番36号 084-961-4311084-961-4311
ふくした　ま

さのり

1515 19-327019-3270 井手口　和憲井手口　和憲 なごみ補聴器なごみ補聴器 721-0963721-0963 福山市南手城町3-10-6-6福山市南手城町3-10-6-6 084-922-0011084-922-0011
いでぐち　か

ずのり

1616 23-455323-4553 川邉　晶菜川邉　晶菜 （株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店 721-0966721-0966 福山市手城町4-7-16福山市手城町4-7-16 084-920-1678084-920-1678
かわべ　あき

な



※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。

岡山県岡山県
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

5858 25-530025-5300 守屋　信孝守屋　信孝 （株）エイコー堂（株）エイコー堂 711-0921711-0921 倉敷市児島駅前2-30倉敷市児島駅前2-30 086-472-5950086-472-5950
もりや　のぶ

たか

5959 27-585227-5852 村上　正記村上　正記
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　児島店パリミキ　児島店

711-0921711-0921 倉敷市児島駅前2-29倉敷市児島駅前2-29 086-472-8028086-472-8028
むらかみ　ま

さき

6060 5-14115-1411 祗園　將聖祗園　將聖
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水島店パリミキ　水島店

712-8061712-8061 倉敷市神田1丁目15-15倉敷市神田1丁目15-15 086-446-5441086-446-5441
ぎおん　まさ

きよ

6161 27-577427-5774 平林　慎治平林　慎治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水島店パリミキ　水島店

712-8061712-8061 倉敷市神田1丁目15-15倉敷市神田1丁目15-15 086-446-5441086-446-5441
ひらばやし　

しんじ

6262 18-297318-2973 近藤　仁近藤　仁 メガネの田中チェーン（株）　笠岡店メガネの田中チェーン（株）　笠岡店 714-0084714-0084 笠岡市三番町2-10笠岡市三番町2-10 0865-62-06550865-62-0655
こんどう　ひ

とし

6363 26-553026-5530 髙橋　佳奈美髙橋　佳奈美 メガネの田中チェーン（株）　笠岡店メガネの田中チェーン（株）　笠岡店 714-0084714-0084 笠岡市三番町2-10笠岡市三番町2-10 0865-62-06550865-62-0655
たかはし　か

なみ

6464 5-13485-1348 石原　通央石原　通央 （有）メガネのツザキ（有）メガネのツザキ 714-0088714-0088 笠岡市中央町22-6笠岡市中央町22-6 0865-62-28150865-62-2815
いしはら　み

ちお

6565 27-567127-5671 藤井　絢藤井　絢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　笠岡店パリミキ　笠岡店

714-0092714-0092 笠岡市富岡475-29笠岡市富岡475-29 0865-63-36400865-63-3640 ふじい　けん

6666 19-318819-3188 池田　敏郎池田　敏郎 メガネの池田屋メガネの池田屋 714-1201714-1201 小田郡矢掛町矢掛2672小田郡矢掛町矢掛2672 0866-82-00020866-82-0002
いけだ　とし

お

6767 27-565827-5658 杉野　浩幸杉野　浩幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
すぎの　ひろ

ゆき

6868 27-587327-5873 若井　稔若井　稔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
わかい　みの

る

6969 28-620228-6202 小見山　亜矢小見山　亜矢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
こみやま　あ

や

7070 11-205811-2058 佃　博美佃　博美 メガネの田中チェーン（株）　井原店メガネの田中チェーン（株）　井原店 715-0019715-0019 井原市井原町129-2井原市井原町129-2 0866-65-55100866-65-5510
つくだ　ひろ

み

7171 23-440423-4404 土屋　博功土屋　博功 セイコー堂セイコー堂 718-0003718-0003
新見市高尾2477-1 新見市高尾2477-1 
新見プラザ新見プラザ

0867-72-12960867-72-1296
つちや　ひろ

のり

7272 26-563426-5634 恒成　義浩恒成　義浩 総社ヒアリングサポート総社ヒアリングサポート 719-1114719-1114 総社市金井戸309-3総社市金井戸309-3 0866-93-27460866-93-2746
つねなり　よ

しひろ

7373 23-464223-4642 重見　拓重見　拓 メガネの田中チェーン（株）　総社店メガネの田中チェーン（株）　総社店 719-1125719-1125 総社市井手609-1総社市井手609-1 0866-90-23110866-90-2311 しげみ　たく

7474 11-216911-2169 片山　輝子片山　輝子 東神実業（株）　トーシン総社補聴器センター東神実業（株）　トーシン総社補聴器センター 719-1136719-1136
総社市駅前2-1-1 総社市駅前2-1-1 
大下駅前ビル1階大下駅前ビル1階

0866-31-78510866-31-7851
かたやま　て

るこ

7575 11-217011-2170 宮元　貴広宮元　貴広 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店 719-3115719-3115 真庭市中450-1真庭市中450-1 0867-53-08880867-53-0888
みやもと　た

かひろ

7676 20-330920-3309 難波　徹夫難波　徹夫 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店 719-3115719-3115 真庭市中450-1真庭市中450-1 0867-53-08880867-53-0888
なんば　てつ

お

7777 21-406021-4060 今石　泰助今石　泰助 （有）細井（有）細井 719-3144719-3144
真庭市落合垂水628 真庭市落合垂水628 
サンプラザ1Fサンプラザ1F

0867-52-03300867-52-0330
いまいし　た

いすけ

7878 2-11182-1118 近藤　正人近藤　正人
こんどう　ま

さと

7979 26-542226-5422 山川　祐司山川　祐司
やまかわ　ゆ

うじ

広島県広島県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-314719-3147 橋本　哲也橋本　哲也 （株）補聴器専門館　福山店（株）補聴器専門館　福山店 720-0001720-0001
福山市御幸町上岩成504-1 福山市御幸町上岩成504-1 
メゾンエル113メゾンエル113

084-982-9486084-982-9486
はしもと　て

つや

22 20-356420-3564 福村　聡士福村　聡士 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
ふくむら　さ

とし

33 26-558326-5583 竹内　則博竹内　則博 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
たけうち　の

りひろ

44 16-258016-2580 三好　康弘三好　康弘 （有）めがね美誠堂（有）めがね美誠堂 720-0064720-0064 福山市延広町3-7福山市延広町3-7 084-922-0670084-922-0670
みよし　やす

ひろ

55 6-14726-1472 小松　純子小松　純子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
こまつ　じゅ

んこ

66 11-218211-2182 岩本　卓也岩本　卓也 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
いわもと　た

くや

77 23-451123-4511 前田　裕子前田　裕子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
まえだ　ゆう

こ

88 3-11723-1172 山田　豊英山田　豊英 （有）福山補聴器（有）福山補聴器 720-0065720-0065 福山市東桜町6-33福山市東桜町6-33 084-924-9174084-924-9174
やまだ　とよ

ひで

99 24-498224-4982 松浦　宏幸松浦　宏幸
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　ゆめタウン福山店メガネの田中　ゆめタウン福山店

720-0801720-0801
福山市入船町3-1-60 福山市入船町3-1-60 
ゆめタウン福山店2Fゆめタウン福山店2F

084-971-0002084-971-0002
まつうら　ひ

ろゆき

1010 22-415722-4157 鈴木　達也鈴木　達也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　駅家店パリミキ　駅家店

720-1141720-1141 福山市駅家町江良776-1福山市駅家町江良776-1 084-976-6231084-976-6231
すずき　たつ

や

1111 26-541326-5413 中須賀　正幸中須賀　正幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　神辺店パリミキ　神辺店

720-2123720-2123 福山市神辺町川北1093-5福山市神辺町川北1093-5 084-962-4505084-962-4505
なかすか　ま

さゆき

1212 20-360820-3608 間江　万紀間江　万紀 福山きこえ補聴器福山きこえ補聴器 721-0916721-0916 福山市春日台1-23福山市春日台1-23 084-948-4133084-948-4133
まえ　かずの

り

1313 21-396721-3967 大石　輝幸大石　輝幸
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
ひめの補聴器センター　広島福山店ひめの補聴器センター　広島福山店

721-0942721-0942 福山市引野町5-15-17福山市引野町5-15-17 084-940-1199084-940-1199
おおいし　て

るゆき

1414 20-352520-3525 福下　政則福下　政則
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　福山新涯店メガネの田中　福山新涯店

721-0955721-0955 福山市新涯町一丁目25番36号福山市新涯町一丁目25番36号 084-961-4311084-961-4311
ふくした　ま

さのり

1515 19-327019-3270 井手口　和憲井手口　和憲 なごみ補聴器なごみ補聴器 721-0963721-0963 福山市南手城町3-10-6-6福山市南手城町3-10-6-6 084-922-0011084-922-0011
いでぐち　か

ずのり

1616 23-455323-4553 川邉　晶菜川邉　晶菜 （株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店 721-0966721-0966 福山市手城町4-7-16福山市手城町4-7-16 084-920-1678084-920-1678
かわべ　あき

な

広島県広島県
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

1717 21-380821-3808 池田　恭幸池田　恭幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　福山本店パリミキ　福山本店

721-0974721-0974 福山市東深津町3丁目17-8福山市東深津町3丁目17-8 084-921-2781084-921-2781
いけだ　やす

ゆき

1818 2-10732-1073 平岡　昌三平岡　昌三 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
ひらおか　

しょうぞう

1919 10-186610-1866 松野　成利松野　成利 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
まつの　しげ

とし

2020 26-544526-5445 岡本　陽岡本　陽 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
おかもと　よ

う

2121 23-455623-4556 藤岡　大三藤岡　大三 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン尾道店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン尾道店 722-0051722-0051 尾道市東尾道19-7尾道市東尾道19-7 0848-47-30410848-47-3041
ふじおか　た

いぞう

2222 25-506425-5064 前田　聡前田　聡 メガネの田中チェーン（株）　イオン三原店メガネの田中チェーン（株）　イオン三原店 723-0014723-0014
三原市城町2-13-1 三原市城町2-13-1 
イオン三原店1Fイオン三原店1F

0848-62-88220848-62-8822
まえた　さと

し

2323 15-253315-2533 榊原　理雄榊原　理雄 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店 723-0015723-0015
三原市円一町1-1-7 三原市円一町1-1-7 
フジグラン三原2Fフジグラン三原2F

0848-61-01650848-61-0165
さかきはら　

まさお

2424 19-317119-3171 岩倉　隆岩倉　隆 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店 723-0015723-0015
三原市円一町1-1-7 三原市円一町1-1-7 
フジグラン三原2Fフジグラン三原2F

0848-61-01650848-61-0165
いわくら　た

かし

2525 17-270717-2707 平岡　三奈平岡　三奈 （有）中国補聴器　三原補聴器センター（有）中国補聴器　三原補聴器センター 723-0017723-0017
三原市港町1丁目13-38 三原市港町1丁目13-38 
Mビル1階Mビル1階

0848-29-98330848-29-9833
ひらおか　み

な

2626 19-317819-3178 折田　宏隆折田　宏隆 （株）メガネトップ　眼鏡市場　三原店（株）メガネトップ　眼鏡市場　三原店 723-0051723-0051 三原市宮浦4-12-21三原市宮浦4-12-21 0848-81-02280848-81-0228
おりた　ひろ

たか

2727 20-329320-3293 井上　康則井上　康則
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　府中店パリミキ　府中店

726-0012726-0012 府中市中須町87-1府中市中須町87-1 0847-51-38830847-51-3883
いのうえ　や

すのり

2828 16-268116-2681 山中　健二山中　健二 メガネの田中チェーン（株）　府中店メガネの田中チェーン（株）　府中店 726-0012726-0012 府中市中須町1083-2府中市中須町1083-2 0847-46-39550847-46-3955
やまなか　け

んじ

2929 11-197111-1971 竹田　則之竹田　則之 （株）敬ちゃん時計店（株）敬ちゃん時計店 727-0012727-0012 庄原市中本町2-1-3庄原市中本町2-1-3 0824-72-03770824-72-0377
たけだ　のり

ゆき

3030 17-280817-2808 竹田　章浩竹田　章浩 （株）敬ちゃん時計店　メガネハウスタケダ（株）敬ちゃん時計店　メガネハウスタケダ 727-0013727-0013
庄原市西本町 2-19-1 庄原市西本町 2-19-1 
ジョイフルショッピングセンター2Fジョイフルショッピングセンター2F

0824-75-00370824-75-0037
たけだ　あき

ひろ

3131 27-582427-5824 谷山　誠宗谷山　誠宗
エイコーレンズ（有）　エイコーレンズ（有）　
めがねのエイコー　サングリーン店めがねのエイコー　サングリーン店

728-0013728-0013
三次市十日市東4-1-30 三次市十日市東4-1-30 
サンクリーン　1Fサンクリーン　1F

0824-65-11410824-65-1141
たにやま　た

かひろ

3232 23-451023-4510 矢野下　哲也矢野下　哲也 メガネの田中チェーン（株）　三次店メガネの田中チェーン（株）　三次店 728-0014728-0014
三次市十日市南1-4-8 三次市十日市南1-4-8 
メガネのタナカ三次店メガネのタナカ三次店

0824-62-54720824-62-5472
やのした　て

つや

3333 11-206211-2062 茶木　信博茶木　信博 メガネの田中チェーン（株）　松永店メガネの田中チェーン（株）　松永店 729-0104729-0104 福山市松永町5丁目5-5福山市松永町5丁目5-5 084-933-0508084-933-0508
ちゃき　のぶ

ひろ

3434 23-467423-4674 北本　恭隆北本　恭隆 メガネの田中チェーン（株）　松永店メガネの田中チェーン（株）　松永店 729-0104729-0104 福山市松永町5丁目5-5福山市松永町5丁目5-5 084-933-0508084-933-0508
きたもと　や

すたか

3535 25-523325-5233 應和　清登應和　清登
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　尾道店パリミキ　尾道店

729-0141729-0141 尾道市高須町812-1尾道市高須町812-1 0848-46-45530848-46-4553
おうわ　きよ

と

3636 24-479824-4798 徳永　和也徳永　和也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　尾道店（株）メガネトップ　眼鏡市場　尾道店 729-0141729-0141 尾道市高須町1223-3尾道市高須町1223-3 0848-56-20080848-56-2008
とくなが　か

ずや

3737 10-190710-1907 眞野　秀明眞野　秀明 メガネのシンノメガネのシンノ 729-3431729-3431 府中市上下町上下1062-1府中市上下町上下1062-1 0847-62-31880847-62-3188
しんの　ひで

あき

3838 21-383321-3833 土居　浩文土居　浩文 どいメガネ時計店どいメガネ時計店 729-5125729-5125 庄原市東城町川西461-3庄原市東城町川西461-3 0847-72-01880847-72-0188
どい　ひろふ

み

3939 17-279917-2799 伊賀　洋文伊賀　洋文 （株）光電　広島補聴器センター（株）光電　広島補聴器センター 730-0017730-0017 広島市中区鉄砲町8-6広島市中区鉄砲町8-6 082-227-1007082-227-1007
いが　ひろふ

み

4040 25-519325-5193 工藤　貴啓工藤　貴啓 マキチエ（株）　広島営業所マキチエ（株）　広島営業所 730-0017730-0017
広島市中区鉄砲町1-20 広島市中区鉄砲町1-20 
第3ウエノヤビル10階第3ウエノヤビル10階

082-221-5336082-221-5336
くどう　たか

ひろ

4141 29-655729-6557 吉田　大輝吉田　大輝 マキチエ（株）　広島営業所マキチエ（株）　広島営業所 730-0017730-0017
広島市中区鉄砲町1-20 広島市中区鉄砲町1-20 
第3ウエノヤビル10階第3ウエノヤビル10階

082-221-5336082-221-5336
よしだ　たい

き

4242 11-215911-2159 田尾　英司田尾　英司 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860 たお　えいじ

4343 22-421922-4219 山田　知子山田　知子 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860
やまだ　とも

こ

4444 26-534126-5341 谷本　智実谷本　智実 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860
たにもと　と

もみ

4545 26-551826-5518 田向　晶裕田向　晶裕 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860
たこう　あき

ひろ

4646 22-424622-4246 北井　政仁北井　政仁
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　広島本通店パリミキ　広島本通店

730-0035730-0035
広島市中区本通2-6 広島市中区本通2-6 
ダイヤ本通ビルダイヤ本通ビル

082-248-2686082-248-2686
きたい　まさ

ひと

4747 15-251215-2512 梅田　親弘梅田　親弘 （株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店 730-0035730-0035 広島市中区本通1-15広島市中区本通1-15 082-543-5184082-543-5184
うめだ　ちか

ひろ

4848 18-303918-3039 岡田　高史岡田　高史 （株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店 730-0035730-0035 広島市中区本通1-15広島市中区本通1-15 082-543-5184082-543-5184
おかだ　たか

し

4949 25-518125-5181 三好　裕明三好　裕明 メガネの田中チェーン（株）　本店メガネの田中チェーン（株）　本店 730-0035730-0035 広島市中区本通2-10広島市中区本通2-10 082-245-5213082-245-5213
みよし　ひろ

あき

5050 10-189110-1891 松田　賢司松田　賢司 聞こえの田中（株）　広島本通店聞こえの田中（株）　広島本通店 730-0035730-0035
広島市中区本通7-27 広島市中区本通7-27 
トミヤビル1Fトミヤビル1F

082-248-4133082-248-4133
まつだ　けん

じ

5151 27-577227-5772 河野　洋二郎河野　洋二郎 聞こえの田中（株）　広島本通店聞こえの田中（株）　広島本通店 730-0035730-0035
広島市中区本通7-27 広島市中区本通7-27 
トミヤビル1Fトミヤビル1F

082-248-4133082-248-4133
こうの　よう

じろう

5252 21-395621-3956 門脇　靖門脇　靖 メガネの田中チェーン（株）　本社メガネの田中チェーン（株）　本社 730-0036730-0036 広島市中区袋町1-23-102広島市中区袋町1-23-102 082-245-5260082-245-5260
かどわき　や

すし

5353 5-13455-1345 福岡　達己福岡　達己 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
ふくおか　た

つみ

5454 7-15747-1574 寺尾　博文寺尾　博文 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
てらお　ひろ

ふみ

5555 11-213211-2132 福岡　真吾福岡　真吾 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
ふくおか　し

んご

5656 21-392721-3927 中須　勇人中須　勇人 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
なかす　はや

と
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5757 23-464023-4640 吉田　尚平吉田　尚平 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
よしだ　しょ

うへい

5858 10-188710-1887 相川　親弘相川　親弘 （株）東京メガネ　そごう広島店（株）東京メガネ　そごう広島店 730-8501730-8501
広島市中区基町6-27 広島市中区基町6-27 
そごう広島店本館8階メガネサロンそごう広島店本館8階メガネサロン

082-512-7351082-512-7351
あいかわ　ち

かひろ

5959 21-391621-3916 田村　和浩田村　和浩 （株）東京メガネ　そごう広島店（株）東京メガネ　そごう広島店 730-8501730-8501
広島市中区基町6-27 広島市中区基町6-27 
そごう広島店本館8階メガネサロンそごう広島店本館8階メガネサロン

082-512-7351082-512-7351
たむら　かず

ひろ

6060 24-477824-4778 奥　幸一奥　幸一 ジャパンオプティカル（株）　福屋　八丁堀本店ジャパンオプティカル（株）　福屋　八丁堀本店 730-8548730-8548
広島市中区胡町6-26 広島市中区胡町6-26 
福屋八丁堀本店　7階メガネ・補聴器サロン福屋八丁堀本店　7階メガネ・補聴器サロン

082-246-6517082-246-6517
おく　こうい

ち

6161 25-530825-5308 畠山　勝畠山　勝 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン緑井店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン緑井店 731-0103731-0103
広島市安佐南区緑井1-5-2 広島市安佐南区緑井1-5-2 
フジグラン緑井1Fフジグラン緑井1F

082-870-5681082-870-5681
はたけやま　

まさる

6262 22-410222-4102 柿田　能宏柿田　能宏
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　古市店パリミキ　古市店

731-0123731-0123 広島市安佐南区古市3-2-11広島市安佐南区古市3-2-11 082-877-6338082-877-6338
かきだ　のぶ

ひろ

6363 20-343120-3431 西川　裕也西川　裕也
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
イオンモール広島祇園店イオンモール広島祇園店

731-0138731-0138
広島市安佐南区祇園3-2-1 広島市安佐南区祇園3-2-1 
イオンモール広島祇園2Fイオンモール広島祇園2F

082-832-3656082-832-3656
にしがわ　ゆ

うや

6464 22-415822-4158 中原　道彦中原　道彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　可部店（株）メガネトップ　眼鏡市場　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部5-20-4広島市安佐北区可部5-20-4 282-819-1398282-819-1398
なかはら　み

ちひこ

6565 6-15136-1513 高原　常雄高原　常雄 （有）補聴器センターアイ　可部店（有）補聴器センターアイ　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部3-19-24広島市安佐北区可部3-19-24 082-819-3313082-819-3313
たかはら　つ

ねお

6666 19-307119-3071 石飛　早苗石飛　早苗 （有）補聴器センターアイ　可部店（有）補聴器センターアイ　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部3-19-24広島市安佐北区可部3-19-24 082-819-3313082-819-3313
いしとび　さ

なえ

6767 26-550926-5509 原田　武治原田　武治 （有）原田時計店（有）原田時計店 731-0501731-0501
安芸高田市吉田町吉田594-1 安芸高田市吉田町吉田594-1 
ゆめタウン吉田ゆめタウン吉田

0826-42-14220826-42-1422
はらだ　たけ

はる

6868 10-190910-1909 福原　良男福原　良男 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店 731-4311731-4311
安芸郡坂町北新地2-3-30 安芸郡坂町北新地2-3-30 
フジグラン安芸店フジグラン安芸店

082-885-4645082-885-4645
ふくはら　よ

しお

6969 24-500824-5008 森岡　貴史森岡　貴史 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店 731-4311731-4311
安芸郡坂町北新地2-3-30 安芸郡坂町北新地2-3-30 
フジグラン安芸店フジグラン安芸店

082-885-4645082-885-4645
もりおか　た

かし

7070 19-312319-3123 川井　清司川井　清司 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ五日市店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ五日市店 731-5116731-5116 広島市佐伯区八幡1-24-1広島市佐伯区八幡1-24-1 082-926-0820082-926-0820
かわい　せい

じ

7171 28-603028-6030 藤井　英俊藤井　英俊
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　五日市コイン通り店眼鏡市場　五日市コイン通り店

731-5128731-5128 広島市佐伯区五日市中央4丁目16-10広島市佐伯区五日市中央4丁目16-10 082-943-5618082-943-5618
ふじい　ひで

とし

7272 21-367821-3678 水兼　義国水兼　義国 あんしん補聴器あんしん補聴器 731-5128731-5128
広島市佐伯区五日市中央5-18-5 広島市佐伯区五日市中央5-18-5 
高田ビル 101号高田ビル 101号

082-921-3305082-921-3305
みずかね　よ

しくに

7373 10-185210-1852 萱原　輝明萱原　輝明 メガネの田中チェーン（株）　楽々園店メガネの田中チェーン（株）　楽々園店 731-5136731-5136 広島市佐伯区楽々園3-2-19広島市佐伯区楽々園3-2-19 082-924-5025082-924-5025
かやはら　て

るあき

7474 28-607628-6076 小竹　淑子小竹　淑子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
こたけ　よし

こ

7575 29-629729-6297 五十嵐　隆晴五十嵐　隆晴 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
いがらし　た

かはる

7676 29-638329-6383 本城　智吉本城　智吉 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
ほんじょう　

ともよし

7777 29-640029-6400 髙森　崇子髙森　崇子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
たかもり　た

かこ

7878 29-641429-6414 宮沢　正子宮沢　正子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
みやざわ　

しょうこ

7979 29-646529-6465 三牧　佳弘三牧　佳弘 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
みまき　よし

ひろ

8080 21-370821-3708 上田　多加志上田　多加志
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）
広島営業所広島営業所

732-0052732-0052
広島市東区光町2-10-16 広島市東区光町2-10-16 
第3好木ビル1F第3好木ビル1F

082-263-8685082-263-8685
うえた　たか

し

8181 22-431122-4311 是藤　達也是藤　達也
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）　
広島倉庫店広島倉庫店

732-0803732-0803 広島市南区南蟹屋2-3-4広島市南区南蟹屋2-3-4 082-890-0190082-890-0190
これとう　た

つや

8282 21-384121-3841 喜多村　誠喜多村　誠 （株）シンコム　広島営業所（株）シンコム　広島営業所 733-0012733-0012 広島市西区中広町3-18-19広島市西区中広町3-18-19 082-533-7235082-533-7235
きたむら　ま

こと

8383 25-530925-5309 馬場　英信馬場　英信 （株）シンコム　広島営業所（株）シンコム　広島営業所 733-0012733-0012 広島市西区中広町3-18-19広島市西区中広町3-18-19 082-533-7235082-533-7235
ばば　ひでの

ぶ

8484 23-441223-4412 福垣内　眞福垣内　眞 （株）メガネトップ　眼鏡市場　南観音店（株）メガネトップ　眼鏡市場　南観音店 733-0035733-0035 広島市西区南観音6-15-16広島市西区南観音6-15-16 082-297-5008082-297-5008
ふくがうち　

しん

8585 25-515125-5151 島田　義久島田　義久 メガネの田中チェーン（株）　己斐本町店メガネの田中チェーン（株）　己斐本町店 733-0812733-0812 広島市西区己斐本町3-4-8広島市西区己斐本町3-4-8 082-275-1221082-275-1221
しまだ　よし

ひさ

8686 27-579327-5793 齋藤　裕司齋藤　裕司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　LECT 店（株）メガネトップ　眼鏡市場　LECT 店 733-8509733-8509
広島市西区扇2丁目1-45 広島市西区扇2丁目1-45 
LECT2階LECT2階

082-270-0188082-270-0188
さいとう　ゆ

うじ

8787 21-399121-3991 佐々木　司佐々木　司 宇品補聴器宇品補聴器 734-0011734-0011
広島市南区宇品海岸2丁目23-30 広島市南区宇品海岸2丁目23-30 
トゥールドローブ1Fトゥールドローブ1F

082-254-8885082-254-8885
ささき　つか

さ

8888 7-16077-1607 迫　義昭迫　義昭 (株 )オプティコ　呉あが店(株 )オプティコ　呉あが店 737-0003737-0003
呉市阿賀中央6丁目2-11 呉市阿賀中央6丁目2-11 
阿賀プラザ2F阿賀プラザ2F

0823-89-90550823-89-9055
さこ　よしあ

き

8989 15-254515-2545 中田　和寿中田　和寿 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン呉店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン呉店 737-0029737-0029 呉市宝町5-10呉市宝町5-10 0823-25-63060823-25-6306
なかた　かず

ひさ

9090 25-531125-5311 奥田　憲章奥田　憲章 （株）光電　補聴器センター呉（株）光電　補聴器センター呉 737-0051737-0051 呉市中央1-3-5呉市中央1-3-5 0823-22-33780823-22-3378
おくだ　のり

あき

9191 25-510125-5101 錦織　拓也錦織　拓也 メガネの田中チェーン（株）　広中町店メガネの田中チェーン（株）　広中町店 737-0131737-0131 呉市広中町8-20呉市広中町8-20 0823-76-63300823-76-6330
にしこおり　

たくや

9292 10-193010-1930 藤原　天文藤原　天文 （株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店（株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店 739-0007739-0007
東広島市西条土与丸1-5-7 東広島市西条土与丸1-5-7 
ゆめタウン東広島3階ゆめタウン東広島3階

082-493-8110082-493-8110
ふじわら　た

かふみ

9393 11-205511-2055 三宅　賢治三宅　賢治 （株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店（株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店 739-0007739-0007
東広島市西条土与丸1-5-7 東広島市西条土与丸1-5-7 
ゆめタウン東広島3階ゆめタウン東広島3階

082-493-8110082-493-8110
みやけ　けん

じ

9494 18-305518-3055 谷水　大輔谷水　大輔 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
たにみず　だ

いすけ

9595 21-387421-3874 木坂　光雄木坂　光雄 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
きさか　みつ

お

9696 23-454423-4544 梶山　光博梶山　光博 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
かじやま　み

つひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

広島県広島県
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

5757 23-464023-4640 吉田　尚平吉田　尚平 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
よしだ　しょ

うへい

5858 10-188710-1887 相川　親弘相川　親弘 （株）東京メガネ　そごう広島店（株）東京メガネ　そごう広島店 730-8501730-8501
広島市中区基町6-27 広島市中区基町6-27 
そごう広島店本館8階メガネサロンそごう広島店本館8階メガネサロン

082-512-7351082-512-7351
あいかわ　ち

かひろ

5959 21-391621-3916 田村　和浩田村　和浩 （株）東京メガネ　そごう広島店（株）東京メガネ　そごう広島店 730-8501730-8501
広島市中区基町6-27 広島市中区基町6-27 
そごう広島店本館8階メガネサロンそごう広島店本館8階メガネサロン

082-512-7351082-512-7351
たむら　かず

ひろ

6060 24-477824-4778 奥　幸一奥　幸一 ジャパンオプティカル（株）　福屋　八丁堀本店ジャパンオプティカル（株）　福屋　八丁堀本店 730-8548730-8548
広島市中区胡町6-26 広島市中区胡町6-26 
福屋八丁堀本店　7階メガネ・補聴器サロン福屋八丁堀本店　7階メガネ・補聴器サロン

082-246-6517082-246-6517
おく　こうい

ち

6161 25-530825-5308 畠山　勝畠山　勝 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン緑井店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン緑井店 731-0103731-0103
広島市安佐南区緑井1-5-2 広島市安佐南区緑井1-5-2 
フジグラン緑井1Fフジグラン緑井1F

082-870-5681082-870-5681
はたけやま　

まさる

6262 22-410222-4102 柿田　能宏柿田　能宏
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　古市店パリミキ　古市店

731-0123731-0123 広島市安佐南区古市3-2-11広島市安佐南区古市3-2-11 082-877-6338082-877-6338
かきだ　のぶ

ひろ

6363 20-343120-3431 西川　裕也西川　裕也
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
イオンモール広島祇園店イオンモール広島祇園店

731-0138731-0138
広島市安佐南区祇園3-2-1 広島市安佐南区祇園3-2-1 
イオンモール広島祇園2Fイオンモール広島祇園2F

082-832-3656082-832-3656
にしがわ　ゆ

うや

6464 22-415822-4158 中原　道彦中原　道彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　可部店（株）メガネトップ　眼鏡市場　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部5-20-4広島市安佐北区可部5-20-4 282-819-1398282-819-1398
なかはら　み

ちひこ

6565 6-15136-1513 高原　常雄高原　常雄 （有）補聴器センターアイ　可部店（有）補聴器センターアイ　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部3-19-24広島市安佐北区可部3-19-24 082-819-3313082-819-3313
たかはら　つ

ねお

6666 19-307119-3071 石飛　早苗石飛　早苗 （有）補聴器センターアイ　可部店（有）補聴器センターアイ　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部3-19-24広島市安佐北区可部3-19-24 082-819-3313082-819-3313
いしとび　さ

なえ

6767 26-550926-5509 原田　武治原田　武治 （有）原田時計店（有）原田時計店 731-0501731-0501
安芸高田市吉田町吉田594-1 安芸高田市吉田町吉田594-1 
ゆめタウン吉田ゆめタウン吉田

0826-42-14220826-42-1422
はらだ　たけ

はる

6868 10-190910-1909 福原　良男福原　良男 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店 731-4311731-4311
安芸郡坂町北新地2-3-30 安芸郡坂町北新地2-3-30 
フジグラン安芸店フジグラン安芸店

082-885-4645082-885-4645
ふくはら　よ

しお

6969 24-500824-5008 森岡　貴史森岡　貴史 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店 731-4311731-4311
安芸郡坂町北新地2-3-30 安芸郡坂町北新地2-3-30 
フジグラン安芸店フジグラン安芸店

082-885-4645082-885-4645
もりおか　た

かし

7070 19-312319-3123 川井　清司川井　清司 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ五日市店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ五日市店 731-5116731-5116 広島市佐伯区八幡1-24-1広島市佐伯区八幡1-24-1 082-926-0820082-926-0820
かわい　せい

じ

7171 28-603028-6030 藤井　英俊藤井　英俊
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　五日市コイン通り店眼鏡市場　五日市コイン通り店

731-5128731-5128 広島市佐伯区五日市中央4丁目16-10広島市佐伯区五日市中央4丁目16-10 082-943-5618082-943-5618
ふじい　ひで

とし

7272 21-367821-3678 水兼　義国水兼　義国 あんしん補聴器あんしん補聴器 731-5128731-5128
広島市佐伯区五日市中央5-18-5 広島市佐伯区五日市中央5-18-5 
高田ビル 101号高田ビル 101号

082-921-3305082-921-3305
みずかね　よ

しくに

7373 10-185210-1852 萱原　輝明萱原　輝明 メガネの田中チェーン（株）　楽々園店メガネの田中チェーン（株）　楽々園店 731-5136731-5136 広島市佐伯区楽々園3-2-19広島市佐伯区楽々園3-2-19 082-924-5025082-924-5025
かやはら　て

るあき

7474 28-607628-6076 小竹　淑子小竹　淑子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
こたけ　よし

こ

7575 29-629729-6297 五十嵐　隆晴五十嵐　隆晴 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
いがらし　た

かはる

7676 29-638329-6383 本城　智吉本城　智吉 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
ほんじょう　

ともよし

7777 29-640029-6400 髙森　崇子髙森　崇子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
たかもり　た

かこ

7878 29-641429-6414 宮沢　正子宮沢　正子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
みやざわ　

しょうこ

7979 29-646529-6465 三牧　佳弘三牧　佳弘 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
みまき　よし

ひろ

8080 21-370821-3708 上田　多加志上田　多加志
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）
広島営業所広島営業所

732-0052732-0052
広島市東区光町2-10-16 広島市東区光町2-10-16 
第3好木ビル1F第3好木ビル1F

082-263-8685082-263-8685
うえた　たか

し

8181 22-431122-4311 是藤　達也是藤　達也
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）　
広島倉庫店広島倉庫店

732-0803732-0803 広島市南区南蟹屋2-3-4広島市南区南蟹屋2-3-4 082-890-0190082-890-0190
これとう　た

つや

8282 21-384121-3841 喜多村　誠喜多村　誠 （株）シンコム　広島営業所（株）シンコム　広島営業所 733-0012733-0012 広島市西区中広町3-18-19広島市西区中広町3-18-19 082-533-7235082-533-7235
きたむら　ま

こと

8383 25-530925-5309 馬場　英信馬場　英信 （株）シンコム　広島営業所（株）シンコム　広島営業所 733-0012733-0012 広島市西区中広町3-18-19広島市西区中広町3-18-19 082-533-7235082-533-7235
ばば　ひでの

ぶ

8484 23-441223-4412 福垣内　眞福垣内　眞 （株）メガネトップ　眼鏡市場　南観音店（株）メガネトップ　眼鏡市場　南観音店 733-0035733-0035 広島市西区南観音6-15-16広島市西区南観音6-15-16 082-297-5008082-297-5008
ふくがうち　

しん

8585 25-515125-5151 島田　義久島田　義久 メガネの田中チェーン（株）　己斐本町店メガネの田中チェーン（株）　己斐本町店 733-0812733-0812 広島市西区己斐本町3-4-8広島市西区己斐本町3-4-8 082-275-1221082-275-1221
しまだ　よし

ひさ

8686 27-579327-5793 齋藤　裕司齋藤　裕司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　LECT 店（株）メガネトップ　眼鏡市場　LECT 店 733-8509733-8509
広島市西区扇2丁目1-45 広島市西区扇2丁目1-45 
LECT2階LECT2階

082-270-0188082-270-0188
さいとう　ゆ

うじ

8787 21-399121-3991 佐々木　司佐々木　司 宇品補聴器宇品補聴器 734-0011734-0011
広島市南区宇品海岸2丁目23-30 広島市南区宇品海岸2丁目23-30 
トゥールドローブ1Fトゥールドローブ1F

082-254-8885082-254-8885
ささき　つか

さ

8888 7-16077-1607 迫　義昭迫　義昭 (株 )オプティコ　呉あが店(株 )オプティコ　呉あが店 737-0003737-0003
呉市阿賀中央6丁目2-11 呉市阿賀中央6丁目2-11 
阿賀プラザ2F阿賀プラザ2F

0823-89-90550823-89-9055
さこ　よしあ

き

8989 15-254515-2545 中田　和寿中田　和寿 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン呉店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン呉店 737-0029737-0029 呉市宝町5-10呉市宝町5-10 0823-25-63060823-25-6306
なかた　かず

ひさ

9090 25-531125-5311 奥田　憲章奥田　憲章 （株）光電　補聴器センター呉（株）光電　補聴器センター呉 737-0051737-0051 呉市中央1-3-5呉市中央1-3-5 0823-22-33780823-22-3378
おくだ　のり

あき

9191 25-510125-5101 錦織　拓也錦織　拓也 メガネの田中チェーン（株）　広中町店メガネの田中チェーン（株）　広中町店 737-0131737-0131 呉市広中町8-20呉市広中町8-20 0823-76-63300823-76-6330
にしこおり　

たくや

9292 10-193010-1930 藤原　天文藤原　天文 （株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店（株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店 739-0007739-0007
東広島市西条土与丸1-5-7 東広島市西条土与丸1-5-7 
ゆめタウン東広島3階ゆめタウン東広島3階

082-493-8110082-493-8110
ふじわら　た

かふみ

9393 11-205511-2055 三宅　賢治三宅　賢治 （株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店（株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店 739-0007739-0007
東広島市西条土与丸1-5-7 東広島市西条土与丸1-5-7 
ゆめタウン東広島3階ゆめタウン東広島3階

082-493-8110082-493-8110
みやけ　けん

じ

9494 18-305518-3055 谷水　大輔谷水　大輔 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
たにみず　だ

いすけ

9595 21-387421-3874 木坂　光雄木坂　光雄 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
きさか　みつ

お

9696 23-454423-4544 梶山　光博梶山　光博 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
かじやま　み

つひろ

広島県広島県
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

9797 23-459623-4596 田守　幹夫田守　幹夫 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン高陽店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン高陽店 739-1742739-1742 広島市安佐北区亀崎1-1-6広島市安佐北区亀崎1-1-6 082-843-5112082-843-5112
たもり　みき

お

9898 15-243915-2439 高橋　順一高橋　順一
たかはし　

じゅんいち

9999 15-249215-2492 奥野　政昭奥野　政昭
おくの　まさ

あき

山口県山口県
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 20-339520-3395 釜本　亮嗣釜本　亮嗣 （株）光電　岩国補聴器センター（株）光電　岩国補聴器センター 740-0018740-0018 岩国市麻里布町5-1-27岩国市麻里布町5-1-27 0827-22-12200827-22-1220
かまもと　

りょうじ

22 23-448323-4483 内藤　信之内藤　信之 メガネの田中チェーン（株）　岩国店メガネの田中チェーン（株）　岩国店 740-0018740-0018 岩国市麻里布町7-3-3岩国市麻里布町7-3-3 0827-21-30940827-21-3094
ないとう　の

ぶゆき

33 3-12063-1206 渡辺　浩渡辺　浩 わたなべ補聴器わたなべ補聴器 740-0018740-0018 岩国市麻里布町7-10-8岩国市麻里布町7-10-8 0827-35-51660827-35-5166
わたなべ　ひ

ろし

44 20-333920-3339 渡辺　宏和渡辺　宏和 わたなべ補聴器わたなべ補聴器 740-0018740-0018 岩国市麻里布町7-10-8岩国市麻里布町7-10-8 0827-35-51660827-35-5166
わたなべ　ひ

ろかず

55 27-584627-5846 洞　秀之洞　秀之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ゆめタウン南岩国店パリミキ　ゆめタウン南岩国店

740-0034740-0034
岩国市南岩国町1-20-30 岩国市南岩国町1-20-30 
1F1F

0827-32-56030827-32-5603
ほら　ひでゆ

き

66 27-601027-6010 近藤　雅博近藤　雅博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ゆめタウン南岩国店パリミキ　ゆめタウン南岩国店

740-0034740-0034
岩国市南岩国町1-20-30 岩国市南岩国町1-20-30 
1F1F

0827-32-56030827-32-5603
こんどう　ま

さひろ

77 5-13495-1349 福永　和明福永　和明 九州リオン（株）　リオネットセンター柳井九州リオン（株）　リオネットセンター柳井 742-0032742-0032 柳井市古開作701-7柳井市古開作701-7 0820-25-11880820-25-1188
ふくなが　か

ずあき

88 25-504225-5042 和泉　光則和泉　光則 和泉時計店和泉時計店 743-0021743-0021 光市浅江2-11-18光市浅江2-11-18 0833-71-20230833-71-2023
いずみ　みつ

のり

99 27-595527-5955 馬場　奈緒美馬場　奈緒美 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　イオン光店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　イオン光店 743-0046743-0046
光市木園1756-1 光市木園1756-1 
イオン光1Fイオン光1F

0833-48-87280833-48-8728 ばば　なおみ

1010 21-375821-3758 藤田　和之藤田　和之
（有）フジタ　（有）フジタ　
メガネ・補聴器・宝石・時計　フジタメガネ・補聴器・宝石・時計　フジタ

744-0012744-0012 下松市北斗町1-15下松市北斗町1-15 0833-41-14340833-41-1434
ふじた　かず

ゆき

1111 16-262816-2628 森田　朝樹森田　朝樹 九州リオン（株）　リオネットセンター周南九州リオン（株）　リオネットセンター周南 745-0017745-0017 周南市新町1-13周南市新町1-13 0834-21-77330834-21-7733
もりた　とも

き

1212 21-405721-4057 德山　直輝德山　直輝 九州リオン（株）　リオネットセンター周南九州リオン（株）　リオネットセンター周南 745-0017745-0017 周南市新町1-13周南市新町1-13 0834-21-77330834-21-7733
とくやま　な

おき

1313 25-520725-5207 満園　麗奈満園　麗奈 九州リオン（株）　リオネットセンター周南九州リオン（株）　リオネットセンター周南 745-0017745-0017 周南市新町1-13周南市新町1-13 0834-21-77330834-21-7733
みつぞの　れ

いな

1414 29-639429-6394 田島　康宇田島　康宇 九州リオン（株）　リオネットセンター周南九州リオン（株）　リオネットセンター周南 745-0017745-0017 周南市新町1-13周南市新町1-13 0834-21-77330834-21-7733
たじま　やす

たか

1515 21-406821-4068 御堂　幸宏御堂　幸宏 メガネの田中チェーン（株）　徳山御幸通店メガネの田中チェーン（株）　徳山御幸通店 745-0034745-0034 周南市御幸通1-5周南市御幸通1-5 0834-32-04400834-32-0440
みどう　ゆき

ひろ

1616 19-313119-3131 尾﨑　健太郎尾﨑　健太郎
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　イオンタウン周南久米店メガネのヨネザワ　イオンタウン周南久米店

745-0801745-0801 周南市大字久米2867番地周南市大字久米2867番地 0834-34-03070834-34-0307
おざき　けん

たろう

1717 26-553926-5539 長嶺　泰征長嶺　泰征
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　イオン防府店メガネのヨネザワ　イオン防府店

747-0802747-0802
防府市中央町1-3 防府市中央町1-3 
イオン防府店イオン防府店

0835-28-91990835-28-9199
ながみね　や

すゆき

1818 28-604728-6047 大黒　雄司大黒　雄司
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　イオン防府店メガネのヨネザワ　イオン防府店

747-0802747-0802
防府市中央町1-3 防府市中央町1-3 
イオン防府店イオン防府店

0835-28-91990835-28-9199
おおぐろ　ゆ

うじ

1919 21-395721-3957 山﨑　聖士山﨑　聖士
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　下関店あそう補聴器　下関店

750-0006750-0006
下関市南部町23-3 下関市南部町23-3 
相沢ビル1F相沢ビル1F

083-242-4133083-242-4133
やまさき　き

よし

2020 3-11713-1171 竹本　英樹竹本　英樹 九州リオン（株）　リオネットセンター下関九州リオン（株）　リオネットセンター下関 750-0025750-0025
下関市竹崎町2-12-3 下関市竹崎町2-12-3 
上田ビル1階上田ビル1階

083-233-4133083-233-4133
たけもと　ひ

でき

2121 23-462423-4624 山村　永相山村　永相 九州リオン（株）　リオネットセンター下関九州リオン（株）　リオネットセンター下関 750-0025750-0025
下関市竹崎町2-12-3 下関市竹崎町2-12-3 
上田ビル1階上田ビル1階

083-233-4133083-233-4133
やまむら　え

いぞう

2222 20-341720-3417 岸　啓子岸　啓子
（有）アリスプランニングシステム　（有）アリスプランニングシステム　
補聴器専門店　アリス補聴器センター補聴器専門店　アリス補聴器センター

751-0806751-0806 下関市一ノ宮町1-2-8下関市一ノ宮町1-2-8 083-257-4133083-257-4133 きし　けいこ

2323 20-342020-3420 木本　容寛木本　容寛
（有）アリスプランニングシステム　（有）アリスプランニングシステム　
補聴器専門店　アリス補聴器センター補聴器専門店　アリス補聴器センター

751-0806751-0806 下関市一ノ宮町1-2-8下関市一ノ宮町1-2-8 083-257-4133083-257-4133
きもと　たか

ひろ

2424 5-13995-1399 坂本　秀喜坂本　秀喜 （有）山口県補聴器センター（有）山口県補聴器センター 753-0048753-0048 山口市駅通り2-1-18山口市駅通り2-1-18 083-928-1155083-928-1155
さかもと　ひ

でき

2525 17-275817-2758 坂本　晴美坂本　晴美 （有）山口県補聴器センター（有）山口県補聴器センター 753-0048753-0048 山口市駅通り2-1-18山口市駅通り2-1-18 083-928-1155083-928-1155
さかもと　は

るみ

2626 18-294118-2941 坂本　一将坂本　一将 （有）山口県補聴器センター（有）山口県補聴器センター 753-0048753-0048 山口市駅通り2-1-18山口市駅通り2-1-18 083-928-1155083-928-1155
さかもと　か

ずまさ

2727 19-323819-3238 菊川　信幸菊川　信幸
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめタウン山口店メガネのヨネザワ　ゆめタウン山口店

753-0251753-0251
山口市大内千坊6-9-1 山口市大内千坊6-9-1 
ゆめタウン山口店2Fゆめタウン山口店2F

083-929-3797083-929-3797
きくかわ　の

ぶゆき

2828 29-651329-6513 石田　肇石田　肇 石田久（有）　聴こえ・サポートセンター石田久（有）　聴こえ・サポートセンター 753-0851753-0851 山口市黒川1165-3山口市黒川1165-3 083-929-3133083-929-3133
いしだ　はじ

め

2929 28-623528-6235 大村　美穂大村　美穂 大村時計めがね店大村時計めがね店 754-0043754-0043 山口市小郡明治2丁目5番1号山口市小郡明治2丁目5番1号 083-972-0442083-972-0442
おおむら　み

ほ

3030 14-238614-2386 西田　智西田　智 （株）トム・フクダ　阿知須本店（株）トム・フクダ　阿知須本店 754-1277754-1277 山口市阿知須101-2山口市阿知須101-2 0836-65-22410836-65-2241
にしだ　さと

し

3131 20-331620-3316 田中　優田中　優 （株）トム・フクダ　阿知須本店（株）トム・フクダ　阿知須本店 754-1277754-1277 山口市阿知須101-2山口市阿知須101-2 0836-65-22410836-65-2241
たなか　まさ

る

3232 27-582027-5820 西田　健悟西田　健悟 （株）トム・フクダ　阿知須本店（株）トム・フクダ　阿知須本店 754-1277754-1277 山口市阿知須101-2山口市阿知須101-2 0836-65-22410836-65-2241
にしだ　けん

ご

3333 27-582127-5821 西田　治子西田　治子 （株）トム・フクダ　阿知須本店（株）トム・フクダ　阿知須本店 754-1277754-1277 山口市阿知須101-2山口市阿知須101-2 0836-65-22410836-65-2241
にしだ　はる

こ

3434 21-371421-3714 着本　知之着本　知之 （有）補聴器センター中央（有）補聴器センター中央 755-0031755-0031 宇部市常盤町1-6-19宇部市常盤町1-6-19 0836-22-13340836-22-1334
ちゃくもと　

ともゆき

3535 21-366621-3666 青木　善道青木　善道 （株）トム・フクダ　西岐波店（株）トム・フクダ　西岐波店 755-0151755-0151 宇部市大字西岐波724-6宇部市大字西岐波724-6 0836-51-51510836-51-5151
あおき　よし

みち



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

山口県山口県
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

3636 22-424922-4249 大西　亮平大西　亮平 （株）トム・フクダ　西岐波店（株）トム・フクダ　西岐波店 755-0151755-0151 宇部市大字西岐波724-6宇部市大字西岐波724-6 0836-51-51510836-51-5151
おおにし　

りょうへい

3737 26-533226-5332 橋本　努橋本　努 （有）リアライズ　メガネの三城　小野田店（有）リアライズ　メガネの三城　小野田店 756-0815756-0815 山陽小野田市高栄2-1-26山陽小野田市高栄2-1-26 0836-84-57680836-84-5768
はしもと　つ

とむ

3838 26-554426-5544 吉村　仁志吉村　仁志
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　萩店パリミキ　萩店

758-0025758-0025 萩市土原151-1萩市土原151-1 0838-22-86600838-22-8660
よしむら　ひ

とし

3939 19-307819-3078 藤岡　毅藤岡　毅 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ萩店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ萩店 758-0044758-0044
萩市唐樋町2-4 萩市唐樋町2-4 
サンリブ萩1Fサンリブ萩1F

0838-22-75510838-22-7551
ふじおか　た

けし

4040 19-314619-3146 佐伯　圭祐佐伯　圭祐 （株）佐伯時計店　メガネの佐伯（株）佐伯時計店　メガネの佐伯 758-0047758-0047 萩市東田町14萩市東田町14 0838-22-13320838-22-1332
さえき　けい

すけ

4141 9-17489-1748 中野　雄司中野　雄司 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店 759-0204759-0204
宇部市黒石北3-4-1 宇部市黒石北3-4-1 
ゆめタウン宇部店1Fゆめタウン宇部店1F

0836-44-53300836-44-5330
なかの　ゆう

じ

4242 24-485124-4851 大本　恵司大本　恵司 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店 759-0204759-0204
宇部市黒石北3-4-1 宇部市黒石北3-4-1 
ゆめタウン宇部店1Fゆめタウン宇部店1F

0836-44-53300836-44-5330
おおもと　け

いし

4343 23-458623-4586 斉藤　竜也斉藤　竜也 （株）グッドアイ　眼鏡市場　長門店（株）グッドアイ　眼鏡市場　長門店 759-4101759-4101 長門市東深川831-2長門市東深川831-2 0837-22-59000837-22-5900
さいとう　た

つや

4444 27-576527-5765 田上　康太田上　康太
たがみ　こう

た

徳島県徳島県
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 11-204911-2049 宇都　秀康宇都　秀康 宇都屋宇都屋 770-0004770-0004
徳島市南田宮3-2-45 徳島市南田宮3-2-45 
ピサンリ南田宮1Fピサンリ南田宮1F

088-678-5307088-678-5307
うと　ひでや

す

22 22-413922-4139 千頭　増恵千頭　増恵 新日本補聴器（株）　徳島店新日本補聴器（株）　徳島店 770-0042770-0042
徳島市蔵本町2丁目31 徳島市蔵本町2丁目31 
山本ビル1F山本ビル1F

088-633-3813088-633-3813
ちかみ　ます

え

33 15-250015-2500 菅沼　真理子菅沼　真理子 （有）アワ補聴器サービスセンター（有）アワ補聴器サービスセンター 770-0831770-0831 徳島市寺島本町西2-7徳島市寺島本町西2-7 088-622-8533088-622-8533
すがぬま　ま

りこ

44 2-11052-1105 田中　実田中　実 （有）四国補聴器センター　徳島店（有）四国補聴器センター　徳島店 770-0841770-0841
徳島市八百屋町1-14 徳島市八百屋町1-14 
グラン徳島ビル1Fグラン徳島ビル1F

088-623-7338088-623-7338
たなか　みの

る

55 12-226212-2262 吉川　和男吉川　和男 （有）四国補聴器センター　徳島店（有）四国補聴器センター　徳島店 770-0841770-0841
徳島市八百屋町1-14 徳島市八百屋町1-14 
グラン徳島ビル1Fグラン徳島ビル1F

088-623-7338088-623-7338
よしかわ　か

ずお

66 20-337120-3371 谷　陽之谷　陽之 （有）四国補聴器センター　徳島店（有）四国補聴器センター　徳島店 770-0841770-0841
徳島市八百屋町1-14 徳島市八百屋町1-14 
グラン徳島ビル1Fグラン徳島ビル1F

088-623-7338088-623-7338
たに　はるゆ

き

77 14-233314-2333 郡　純哉郡　純哉 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
こおり　じゅ

んや

88 20-342520-3425 吉田　尚生吉田　尚生 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
よしだ　ひさ

お

99 22-431222-4312 内藤　篤史内藤　篤史 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
ないとう　あ

つし

1010 26-534926-5349 濱口　英己濱口　英己 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
はまぐち　ひ

でき

1111 28-602228-6022 竹治　鉄也竹治　鉄也 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
たけじ　てつ

や

1212 28-604528-6045 野田　光弘野田　光弘 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
のだ　みつひ

ろ

1313 22-413222-4132 茶賣　知明茶賣　知明 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオンモール徳島店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオンモール徳島店 770-0865770-0865
徳島市南末広町4−1 徳島市南末広町4−1 
イオンモール徳島店4Fイオンモール徳島店4F

088-676-2178088-676-2178
ちゃうり　と

もあき

1414 27-581027-5810 松本　孝松本　孝
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　徳島本店メガネ本舗　徳島本店

770-8052770-8052 徳島市沖浜1-21-1徳島市沖浜1-21-1 088-626-0091088-626-0091
まつもと　た

かし

1515 19-313019-3130 小笠　博紀小笠　博紀 メガネのおがさメガネのおがさ 771-1251771-1251 板野郡藍住町矢上字原263-61板野郡藍住町矢上字原263-61 088-692-7522088-692-7522
おがさ　ひろ

のり

1616 26-544226-5442 富山　真富山　真
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　阿南店メガネ本舗　阿南店

774-0014774-0014 阿南市学原町松ノ久保13-5阿南市学原町松ノ久保13-5 0884-23-12710884-23-1271
とみやま　ま

こと

1717 8-16528-1652 打樋　茂之打樋　茂之 （株）きこえ工房（株）きこえ工房 774-0021774-0021 阿南市津乃峰町新浜13-1阿南市津乃峰町新浜13-1 0884-27-32600884-27-3260
うてび　しげ

ゆき

1818 26-564426-5644 峰　浩介峰　浩介 （有）アルファ　メガネのアルファ（有）アルファ　メガネのアルファ 774-0030774-0030
阿南市富岡町木松22-3 阿南市富岡町木松22-3 
プライムビル1Fプライムビル1F

0884-23-28310884-23-2831
みね　こうす

け

1919 11-197311-1973 木村　進木村　進 （有）四国補聴器センター　吉野川店（有）四国補聴器センター　吉野川店 776-0010776-0010 吉野川市鴨島町鴨島343-1吉野川市鴨島町鴨島343-1 0883-22-23960883-22-2396
きむら　すす

む

2020 19-307219-3072 吉村　博之吉村　博之 （有）四国補聴器センター　吉野川店（有）四国補聴器センター　吉野川店 776-0010776-0010 吉野川市鴨島町鴨島343-1吉野川市鴨島町鴨島343-1 0883-22-23960883-22-2396
よしむら　ひ

ろゆき

2121 20-331720-3317 平田　謙児平田　謙児 （有）四国補聴器センター　吉野川店（有）四国補聴器センター　吉野川店 776-0010776-0010 吉野川市鴨島町鴨島343-1吉野川市鴨島町鴨島343-1 0883-22-23960883-22-2396
ひらた　けん

じ

2222 21-367921-3679 河野　峰明河野　峰明
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　阿南店パリミキ　阿南店

777-0030777-0030 阿南市富岡町玉塚33-2阿南市富岡町玉塚33-2 0884-23-10850884-23-1085
こうの　みね

あき

2323 29-639129-6391 齊藤　亮齊藤　亮
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　阿南店パリミキ　阿南店

777-0030777-0030 阿南市富岡町玉塚33-2阿南市富岡町玉塚33-2 0884-23-10850884-23-1085
さいとう　あ

きら

2424 24-487124-4871 吉田　勝吉田　勝 （有）吉田時計店（有）吉田時計店 779-1101779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄市35阿南市羽ノ浦町中庄市35 0884-44-27520884-44-2752
よしだ　まさ

る

2525 21-365521-3655 田野　学田野　学 （有）四国補聴器センター　東みよし店（有）四国補聴器センター　東みよし店 779-4701779-4701 三好郡東みよし町加茂1753-1三好郡東みよし町加茂1753-1 0883-82-52040883-82-5204 たの　まなぶ

2626 29-650329-6503 白川　英和白川　英和 （有）四国補聴器センター　東みよし店（有）四国補聴器センター　東みよし店 779-4701779-4701 三好郡東みよし町加茂1753-1三好郡東みよし町加茂1753-1 0883-82-52040883-82-5204
しらかわ　ひ

でかず



※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。

山口県山口県
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

3636 22-424922-4249 大西　亮平大西　亮平 （株）トム・フクダ　西岐波店（株）トム・フクダ　西岐波店 755-0151755-0151 宇部市大字西岐波724-6宇部市大字西岐波724-6 0836-51-51510836-51-5151
おおにし　

りょうへい

3737 26-533226-5332 橋本　努橋本　努 （有）リアライズ　メガネの三城　小野田店（有）リアライズ　メガネの三城　小野田店 756-0815756-0815 山陽小野田市高栄2-1-26山陽小野田市高栄2-1-26 0836-84-57680836-84-5768
はしもと　つ

とむ

3838 26-554426-5544 吉村　仁志吉村　仁志
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　萩店パリミキ　萩店

758-0025758-0025 萩市土原151-1萩市土原151-1 0838-22-86600838-22-8660
よしむら　ひ

とし

3939 19-307819-3078 藤岡　毅藤岡　毅 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ萩店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ萩店 758-0044758-0044
萩市唐樋町2-4 萩市唐樋町2-4 
サンリブ萩1Fサンリブ萩1F

0838-22-75510838-22-7551
ふじおか　た

けし

4040 19-314619-3146 佐伯　圭祐佐伯　圭祐 （株）佐伯時計店　メガネの佐伯（株）佐伯時計店　メガネの佐伯 758-0047758-0047 萩市東田町14萩市東田町14 0838-22-13320838-22-1332
さえき　けい

すけ

4141 9-17489-1748 中野　雄司中野　雄司 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店 759-0204759-0204
宇部市黒石北3-4-1 宇部市黒石北3-4-1 
ゆめタウン宇部店1Fゆめタウン宇部店1F

0836-44-53300836-44-5330
なかの　ゆう

じ

4242 24-485124-4851 大本　恵司大本　恵司 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン宇部店 759-0204759-0204
宇部市黒石北3-4-1 宇部市黒石北3-4-1 
ゆめタウン宇部店1Fゆめタウン宇部店1F

0836-44-53300836-44-5330
おおもと　け

いし

4343 23-458623-4586 斉藤　竜也斉藤　竜也 （株）グッドアイ　眼鏡市場　長門店（株）グッドアイ　眼鏡市場　長門店 759-4101759-4101 長門市東深川831-2長門市東深川831-2 0837-22-59000837-22-5900
さいとう　た

つや

4444 27-576527-5765 田上　康太田上　康太
たがみ　こう

た

徳島県徳島県
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 11-204911-2049 宇都　秀康宇都　秀康 宇都屋宇都屋 770-0004770-0004
徳島市南田宮3-2-45 徳島市南田宮3-2-45 
ピサンリ南田宮1Fピサンリ南田宮1F

088-678-5307088-678-5307
うと　ひでや

す

22 22-413922-4139 千頭　増恵千頭　増恵 新日本補聴器（株）　徳島店新日本補聴器（株）　徳島店 770-0042770-0042
徳島市蔵本町2丁目31 徳島市蔵本町2丁目31 
山本ビル1F山本ビル1F

088-633-3813088-633-3813
ちかみ　ます

え

33 15-250015-2500 菅沼　真理子菅沼　真理子 （有）アワ補聴器サービスセンター（有）アワ補聴器サービスセンター 770-0831770-0831 徳島市寺島本町西2-7徳島市寺島本町西2-7 088-622-8533088-622-8533
すがぬま　ま

りこ

44 2-11052-1105 田中　実田中　実 （有）四国補聴器センター　徳島店（有）四国補聴器センター　徳島店 770-0841770-0841
徳島市八百屋町1-14 徳島市八百屋町1-14 
グラン徳島ビル1Fグラン徳島ビル1F

088-623-7338088-623-7338
たなか　みの

る

55 12-226212-2262 吉川　和男吉川　和男 （有）四国補聴器センター　徳島店（有）四国補聴器センター　徳島店 770-0841770-0841
徳島市八百屋町1-14 徳島市八百屋町1-14 
グラン徳島ビル1Fグラン徳島ビル1F

088-623-7338088-623-7338
よしかわ　か

ずお

66 20-337120-3371 谷　陽之谷　陽之 （有）四国補聴器センター　徳島店（有）四国補聴器センター　徳島店 770-0841770-0841
徳島市八百屋町1-14 徳島市八百屋町1-14 
グラン徳島ビル1Fグラン徳島ビル1F

088-623-7338088-623-7338
たに　はるゆ

き

77 14-233314-2333 郡　純哉郡　純哉 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
こおり　じゅ

んや

88 20-342520-3425 吉田　尚生吉田　尚生 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
よしだ　ひさ

お

99 22-431222-4312 内藤　篤史内藤　篤史 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
ないとう　あ

つし

1010 26-534926-5349 濱口　英己濱口　英己 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
はまぐち　ひ

でき

1111 28-602228-6022 竹治　鉄也竹治　鉄也 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
たけじ　てつ

や

1212 28-604528-6045 野田　光弘野田　光弘 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島東神実業（株）　トーシン・補聴器センター徳島 770-0841770-0841
徳島市八百屋町3-26 徳島市八百屋町3-26 
大同生命ビル1階大同生命ビル1階

088-622-3561088-622-3561
のだ　みつひ

ろ

1313 22-413222-4132 茶賣　知明茶賣　知明 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオンモール徳島店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオンモール徳島店 770-0865770-0865
徳島市南末広町4−1 徳島市南末広町4−1 
イオンモール徳島店4Fイオンモール徳島店4F

088-676-2178088-676-2178
ちゃうり　と

もあき

1414 27-581027-5810 松本　孝松本　孝
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　徳島本店メガネ本舗　徳島本店

770-8052770-8052 徳島市沖浜1-21-1徳島市沖浜1-21-1 088-626-0091088-626-0091
まつもと　た

かし

1515 19-313019-3130 小笠　博紀小笠　博紀 メガネのおがさメガネのおがさ 771-1251771-1251 板野郡藍住町矢上字原263-61板野郡藍住町矢上字原263-61 088-692-7522088-692-7522
おがさ　ひろ

のり

1616 26-544226-5442 富山　真富山　真
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　阿南店メガネ本舗　阿南店

774-0014774-0014 阿南市学原町松ノ久保13-5阿南市学原町松ノ久保13-5 0884-23-12710884-23-1271
とみやま　ま

こと

1717 8-16528-1652 打樋　茂之打樋　茂之 （株）きこえ工房（株）きこえ工房 774-0021774-0021 阿南市津乃峰町新浜13-1阿南市津乃峰町新浜13-1 0884-27-32600884-27-3260
うてび　しげ

ゆき

1818 26-564426-5644 峰　浩介峰　浩介 （有）アルファ　メガネのアルファ（有）アルファ　メガネのアルファ 774-0030774-0030
阿南市富岡町木松22-3 阿南市富岡町木松22-3 
プライムビル1Fプライムビル1F

0884-23-28310884-23-2831
みね　こうす

け

1919 11-197311-1973 木村　進木村　進 （有）四国補聴器センター　吉野川店（有）四国補聴器センター　吉野川店 776-0010776-0010 吉野川市鴨島町鴨島343-1吉野川市鴨島町鴨島343-1 0883-22-23960883-22-2396
きむら　すす

む

2020 19-307219-3072 吉村　博之吉村　博之 （有）四国補聴器センター　吉野川店（有）四国補聴器センター　吉野川店 776-0010776-0010 吉野川市鴨島町鴨島343-1吉野川市鴨島町鴨島343-1 0883-22-23960883-22-2396
よしむら　ひ

ろゆき

2121 20-331720-3317 平田　謙児平田　謙児 （有）四国補聴器センター　吉野川店（有）四国補聴器センター　吉野川店 776-0010776-0010 吉野川市鴨島町鴨島343-1吉野川市鴨島町鴨島343-1 0883-22-23960883-22-2396
ひらた　けん

じ

2222 21-367921-3679 河野　峰明河野　峰明
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　阿南店パリミキ　阿南店

777-0030777-0030 阿南市富岡町玉塚33-2阿南市富岡町玉塚33-2 0884-23-10850884-23-1085
こうの　みね

あき

2323 29-639129-6391 齊藤　亮齊藤　亮
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　阿南店パリミキ　阿南店

777-0030777-0030 阿南市富岡町玉塚33-2阿南市富岡町玉塚33-2 0884-23-10850884-23-1085
さいとう　あ

きら

2424 24-487124-4871 吉田　勝吉田　勝 （有）吉田時計店（有）吉田時計店 779-1101779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄市35阿南市羽ノ浦町中庄市35 0884-44-27520884-44-2752
よしだ　まさ

る

2525 21-365521-3655 田野　学田野　学 （有）四国補聴器センター　東みよし店（有）四国補聴器センター　東みよし店 779-4701779-4701 三好郡東みよし町加茂1753-1三好郡東みよし町加茂1753-1 0883-82-52040883-82-5204 たの　まなぶ

2626 29-650329-6503 白川　英和白川　英和 （有）四国補聴器センター　東みよし店（有）四国補聴器センター　東みよし店 779-4701779-4701 三好郡東みよし町加茂1753-1三好郡東みよし町加茂1753-1 0883-82-52040883-82-5204
しらかわ　ひ

でかず

香川県香川県
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 21-372621-3726 小山　寛美小山　寛美 新日本補聴器（株）　高松店新日本補聴器（株）　高松店 760-0005760-0005 高松市宮脇町1-1-23高松市宮脇町1-1-23 087-835-5533087-835-5533
おやま　ひろ

よし

22 21-377021-3770 横倉　幹英横倉　幹英 新日本補聴器（株）　高松店新日本補聴器（株）　高松店 760-0005760-0005 高松市宮脇町1-1-23高松市宮脇町1-1-23 087-835-5533087-835-5533
よこくら　も

とひで

33 2-10962-1096 日向　邦彦日向　邦彦 （株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店（株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店 760-0006760-0006 高松市亀岡町2-21高松市亀岡町2-21 087-861-7882087-861-7882
ひゅうが　く

にひこ

44 14-236714-2367 日向　千夏日向　千夏 （株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店（株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店 760-0006760-0006 高松市亀岡町2-21高松市亀岡町2-21 087-861-7882087-861-7882
ひゅうが　ち

なつ

55 23-456523-4565 谷　誠吾谷　誠吾 （株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店（株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店 760-0006760-0006 高松市亀岡町2-21高松市亀岡町2-21 087-861-7882087-861-7882 たに　せいご

66 11-214111-2141 石原　純一石原　純一 東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター 760-0020760-0020
高松市錦町1-7-1 高松市錦町1-7-1 
スターライト錦町ビル2Fスターライト錦町ビル2F

087-822-7041087-822-7041
いしはら　

じゅんいち

77 24-488124-4881 榮　大典榮　大典 東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター 760-0020760-0020
高松市錦町1-7-1 高松市錦町1-7-1 
スターライト錦町ビル2Fスターライト錦町ビル2F

087-822-7041087-822-7041
さかえ　ひろ

のり

88 26-539726-5397 森下　義夫森下　義夫 （株）補聴器専門館　高松店（株）補聴器専門館　高松店 760-0054760-0054
高松市常磐町1-6-1 高松市常磐町1-6-1 
井村邸に同じ井村邸に同じ

087-813-1227087-813-1227
もりした　よ

しお

99 12-225212-2252 辻　隆志辻　隆志 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店 760-0071760-0071 高松市藤塚町2-5-29高松市藤塚町2-5-29 087-834-7513087-834-7513 つじ　たかし

1010 21-400421-4004 森　正樹森　正樹 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店 760-0071760-0071 高松市藤塚町2-5-29高松市藤塚町2-5-29 087-834-7513087-834-7513 もり　まさき

1111 29-644029-6440 大濱　直哉大濱　直哉 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店 760-0071760-0071 高松市藤塚町2-5-29高松市藤塚町2-5-29 087-834-7513087-834-7513
おおはま　な

おや

1212 27-591927-5919 髙橋　祐司髙橋　祐司
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
高松三越メガネサロン高松三越メガネサロン

760-8639760-8639
高松市内町7-1 高松市内町7-1 
高松三越3Fメガネサロン高松三越3Fメガネサロン

087-825-0740087-825-0740
たかはし　ゆ

うじ

1313 17-270617-2706 竹内　元基竹内　元基 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店 761-0101761-0101 高松市春日町1642-1高松市春日町1642-1 087-843-4335087-843-4335
たけうち　も

とき

1414 27-591127-5911 松本　浩幹松本　浩幹 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店 761-0101761-0101 高松市春日町1642-1高松市春日町1642-1 087-843-4335087-843-4335
まつもと　ひ

ろき

1515 13-228913-2289 堀　詔子堀　詔子 （有）ほり補聴器　高松店（有）ほり補聴器　高松店 761-0104761-0104 高松市高松町2512-3高松市高松町2512-3 087-843-2625087-843-2625 ほり　のりこ

1616 19-307719-3077 堀　加奈恵堀　加奈恵 （有）ほり補聴器　高松店（有）ほり補聴器　高松店 761-0104761-0104 高松市高松町2512-3高松市高松町2512-3 087-843-2625087-843-2625 ほり　かなえ

1717 22-413022-4130 佐藤　善範佐藤　善範 （株）やしま医療機器　やしま補聴器（株）やしま医療機器　やしま補聴器 761-0311761-0311 高松市元山町673-2高松市元山町673-2 087-868-0206087-868-0206
さとう　よし

のり

1818 17-273117-2731 秋朝　幸二秋朝　幸二
さぬきヒアリングメディカル（株）　さぬきヒアリングメディカル（株）　
さぬき補聴器センターさぬき補聴器センター

761-0701761-0701 木田郡三木町池戸2785-6木田郡三木町池戸2785-6 087-891-3344087-891-3344
あきとも　こ

うじ

1919 21-372521-3725 平田　淳平田　淳 （有）メガネの平田　メガネのヒラタ（有）メガネの平田　メガネのヒラタ 761-1705761-1705 高松市香川町川東下1857-1高松市香川町川東下1857-1 087-879-7070087-879-7070
ひらた　じゅ

ん

2020 2-11272-1127 山田　訓慈山田　訓慈 補聴器のやまだ補聴器のやまだ 761-2304761-2304 綾歌郡綾川町萱原778-10綾歌郡綾川町萱原778-10 087-876-5449087-876-5449
やまだ　くん

じ

2121 26-532826-5328 杉本　光年杉本　光年 杉本メガネ杉本メガネ 761-2402761-2402 丸亀市綾歌町岡田下597-4丸亀市綾歌町岡田下597-4 0877-86-44540877-86-4454
すぎもと　み

つとし

2222 21-367421-3674 土居　武司土居　武司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　土庄店パリミキ　土庄店

761-4121761-4121
小豆郡土庄町渕崎甲1447-1 小豆郡土庄町渕崎甲1447-1 
オリーブタウン内オリーブタウン内

0879-62-31180879-62-3118 どい　たけし

2323 14-238314-2383 田井　清繁田井　清繁 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店 761-8075761-8075 高松市多肥下町214高松市多肥下町214 087-899-8336087-899-8336
たい　きよし

げ

2424 19-317419-3174 辻　信宏辻　信宏 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店 761-8075761-8075 高松市多肥下町214高松市多肥下町214 087-899-8336087-899-8336
つじ　のぶひ

ろ

2525 21-386721-3867 砂場　以知子砂場　以知子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　坂出本店パリミキ　坂出本店

762-0003762-0003 坂出市久米町1-1坂出市久米町1-1 0877-45-80080877-45-8008
すなば　いち

こ

2626 22-411122-4111 藤田　詠二藤田　詠二
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　坂出本店パリミキ　坂出本店

762-0003762-0003 坂出市久米町1-1坂出市久米町1-1 0877-45-80080877-45-8008
ふじた　えい

じ

2727 14-233914-2339 堀　嘉一堀　嘉一 （有）ほり補聴器　丸亀店（有）ほり補聴器　丸亀店 763-0013763-0013 丸亀市城東町3-11-13丸亀市城東町3-11-13 0877-22-33490877-22-3349
ほり　よしか

ず

2828 17-271617-2716 塩井　淳子塩井　淳子 （有）ほり補聴器　丸亀店（有）ほり補聴器　丸亀店 763-0013763-0013 丸亀市城東町3-11-13丸亀市城東町3-11-13 0877-22-33490877-22-3349
しおい　じゅ

んこ

2929 11-206311-2063 辻　秀憲辻　秀憲 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店 763-0033763-0033 丸亀市中府町2丁目7-12丸亀市中府町2丁目7-12 0877-58-13110877-58-1311
つじ　ひでの

り

3030 11-206411-2064 古市　朋哉古市　朋哉 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店 763-0033763-0033 丸亀市中府町2丁目7-12丸亀市中府町2丁目7-12 0877-58-13110877-58-1311
ふるいち　と

もや

3131 23-447923-4479 寄元　泰秀寄元　泰秀 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン丸亀店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン丸亀店 763-0055763-0055
丸亀市新田町150 丸亀市新田町150 
ゆめタウン丸亀店3Fゆめタウン丸亀店3F

0877-58-16600877-58-1660
よりもと　や

すひで

3232 26-541926-5419 村上　誠村上　誠
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　丸亀店メガネ本舗　丸亀店

763-0071763-0071 丸亀市田村町785-1丸亀市田村町785-1 0877-23-64750877-23-6475
むらかみ　ま

こと

3333 28-616828-6168 安部　浩史安部　浩史
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　丸亀店メガネ本舗　丸亀店

763-0071763-0071 丸亀市田村町785-1丸亀市田村町785-1 0877-23-64750877-23-6475
あべ　ひろふ

み

3434 25-530525-5305 森　雅文森　雅文 （有）森時計店（有）森時計店 767-0002767-0002 三豊市高瀬町新名718-1三豊市高瀬町新名718-1 0875-72-54430875-72-5443
もり　まさふ

み

3535 25-506325-5063 猪熊　昌彦猪熊　昌彦 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　観音寺店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　観音寺店 768-0040768-0040
観音寺市柞田町甲465 観音寺市柞田町甲465 
サンビル1-2サンビル1-2

0875-24-83350875-24-8335
いぐま　まさ

ひこ

3636 20-332520-3325 田中　裕基田中　裕基 エース補聴器センター　観音寺店エース補聴器センター　観音寺店 768-0060768-0060 観音寺市観音寺町甲1164-20観音寺市観音寺町甲1164-20 0875-23-01880875-23-0188
たなか　ゆう

き

3737 22-439622-4396 竹屋　孝洋竹屋　孝洋 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン三豊店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン三豊店 769-1506769-1506
三豊市豊中町本山甲22番地 三豊市豊中町本山甲22番地 
ゆめタウン三豊店ゆめタウン三豊店

0875-56-65850875-56-6585
たけや　たか

ひろ

3838 20-330420-3304 河井　康成河井　康成 （株）カワイ時計店（株）カワイ時計店 769-2601769-2601 東かがわ市三本松1208-1東かがわ市三本松1208-1 0879-25-29220879-25-2922
かわい　やす

なり

3939 21-372721-3727 大津　芳広大津　芳広
（有）オオツコーポレーション　（有）オオツコーポレーション　
眼鏡工房オオツ眼鏡工房オオツ

769-2601769-2601 東かがわ市三本松1545-1東かがわ市三本松1545-1 0879-25-21510879-25-2151
おおつ　よし

ひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛媛県愛媛県
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 12-223912-2239 篠原　義郎篠原　義郎
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
しのはら　よ

しろう

22 15-246815-2468 兵頭　慎太郎兵頭　慎太郎
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
ひょうどう　

しんたろう

33 20-344520-3445 村上　洋一村上　洋一
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
むらかみ　よ

ういち

44 3-12333-1233 高橋　清高橋　清 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
たかはし　き

よし

55 13-227113-2271 玉井　宣昭玉井　宣昭 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
たまい　のり

あき

66 24-478524-4785 金澤　大介金澤　大介 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
かなざわ　だ

いすけ

77 25-509725-5097 井門　真知子井門　真知子 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133 いど　まちこ

88 13-233013-2330 田中　敬三田中　敬三 エース補聴器センター　松山店エース補聴器センター　松山店 790-0012790-0012 松山市湊町4-5-24松山市湊町4-5-24 089-921-0940089-921-0940
たなか　けい

ぞう

99 9-17419-1741 三影　泰靖三影　泰靖 みかげ補聴器きこえの相談室みかげ補聴器きこえの相談室 790-0023790-0023 松山市末広町16-6松山市末広町16-6 089-934-4347089-934-4347
みかげ　ひろ

やす

1010 17-270317-2703 岡本　和見岡本　和見 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　松山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　松山店 790-0033790-0033 松山市北藤原町2-3松山市北藤原町2-3 089-947-1311089-947-1311
おかもと　か

ずあき

1111 20-332220-3322 江口　博和江口　博和 （株）アイアイエー　竹原店（株）アイアイエー　竹原店 790-0053790-0053 松山市竹原4-9-14松山市竹原4-9-14 089-932-7200089-932-7200
えぐち　ひろ

かず

1212 5-14315-1431 井上　和由井上　和由 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店 790-0065790-0065
松山市宮西1-2-1 松山市宮西1-2-1 
フジグラン松山3階フジグラン松山3階

089-925-8066089-925-8066
たけうち　ま

さゆき

1313 23-440923-4409 竹内　正幸竹内　正幸 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店 790-0065790-0065
松山市宮西1-2-1 松山市宮西1-2-1 
フジグラン松山3階フジグラン松山3階

089-925-8066089-925-8066
いのうえ　か

ずよし

1414 27-594527-5945 田中　毅宏田中　毅宏
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山久米店えひめ補聴器センター　松山久米店

790-0924790-0924
松山市南久米町171-5 松山市南久米町171-5 
笠井第2ビル笠井第2ビル

089-993-6939089-993-6939
たなか　とし

ひろ

1515 24-481424-4814 森谷　貴雄森谷　貴雄
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）　
松山営業所松山営業所

790-0924790-0924
松山市南久米町243-1 松山市南久米町243-1 
ゴトービル1Fゴトービル1F

089-970-6111089-970-6111
もりや　たか

お

1616 29-643029-6430 岡本　稔弥岡本　稔弥 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　鷹子店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　鷹子店 790-0925790-0925
松山市鷹子町588-2 松山市鷹子町588-2 
クレール鷹ノ子1Fクレール鷹ノ子1F

089-975-5543089-975-5543
おかもと　と

しや

1717 23-455123-4551 笹谷　えり笹谷　えり
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ささたに　え

り

1818 27-577527-5775 本澤　祐二本澤　祐二
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ほんざわ　ゆ

うじ

1919 28-605528-6055 藤井　淑乃藤井　淑乃
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ふじい　よし

の

2020 21-372221-3722 仙波　正二仙波　正二 （株）アイアイエー　束本店（株）アイアイエー　束本店 790-0962790-0962 松山市枝松1-9-35松山市枝松1-9-35 089-913-0770089-913-0770
せんば　しょ

うじ

2121 10-188410-1884 武田　昌三武田　昌三
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）松山三越　補聴器メガネゾーン（株）松山三越　補聴器メガネゾーン
790-8532790-8532

松山市一番町3-1-1 松山市一番町3-1-1 
松山三越4Fメガネサロン松山三越4Fメガネサロン

089-934-8145089-934-8145
たけだ　しょ

うぞう

2222 28-602928-6029 白山　欽一白山　欽一 （株）パリミキ　いよてつ髙島屋　メガネサロン（株）パリミキ　いよてつ髙島屋　メガネサロン 790-8587790-8587
松山市湊町5-1-1 松山市湊町5-1-1 
いよてつ髙島屋6Fメガネサロンいよてつ髙島屋6Fメガネサロン

089-934-6351089-934-6351
しらやま　よ

しかず

2323 23-462923-4629 飯尾　睦司飯尾　睦司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　フジグラン重信店（株）メガネトップ　眼鏡市場　フジグラン重信店 791-0216791-0216
東温市野田3-1-13 東温市野田3-1-13 
フジグラン重信生活館1Fフジグラン重信生活館1F

089-955-5108089-955-5108
いいお　むつ

し

2424 21-373021-3730 一色　晃司一色　晃司 （株）アイアイエー　R11 号店（株）アイアイエー　R11 号店 791-0245791-0245 松山市南梅本町1319-1松山市南梅本町1319-1 089-970-0660089-970-0660
いっしき　こ

うじ

2525 20-332920-3329 津田　美智代津田　美智代 （株）エヌ・アイ・シー　ハート補聴器　愛媛店（株）エヌ・アイ・シー　ハート補聴器　愛媛店 791-3155791-3155 伊予郡松前町鶴吉509-1伊予郡松前町鶴吉509-1 089-994-8400089-994-8400 つだ　みちよ

2626 25-507825-5078 黒田　章郎黒田　章郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　松山中央通り店パリミキ　松山中央通り店

791-8015791-8015 松山市中央1-11-1松山市中央1-11-1 089-925-3855089-925-3855
くろだ　あき

お

2727 3-12133-1213 山内　淳貴山内　淳貴
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
やまうち　あ

つき

2828 18-301018-3010 阿部　知子阿部　知子
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277 あべ　ともこ

2929 28-614628-6146 山内　恵里山内　恵里
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
やまうち　え

り

3030 28-616928-6169 藤原　英美藤原　英美
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
ふじわら　ひ

でみ

3131 29-647829-6478 坂本　美咲坂本　美咲
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
さかもと　み

さき

3232 28-618528-6185 守谷　充功守谷　充功
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　新居浜店メガネ本舗　新居浜店

792-0825792-0825 新居浜市星原町15-43新居浜市星原町15-43 0897-40-76110897-40-7611
もりや　みつ

よし

3333 26-547126-5471 宮﨑　祐一宮﨑　祐一
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　東予西条店えひめ補聴器センター　東予西条店

793-0022793-0022
西条市本町1-1 西条市本町1-1 
森本ビル1F森本ビル1F

0897-58-50500897-58-5050
みやざき　ゆ

ういち

3434 22-414722-4147 西本　真吾西本　真吾
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　フジグラン西条店パリミキ　フジグラン西条店

793-0028793-0028
西条市新田字北新田235番地 西条市新田字北新田235番地 
フジグラン西条　別棟フジグラン西条　別棟

0897-53-30380897-53-3038
にしもと　し

んご

3535 24-475824-4758 西尾　美保西尾　美保
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　今治店えひめ補聴器センター　今治店

794-0015794-0015
今治市常盤町4-4-7 今治市常盤町4-4-7 
常盤ビル1階常盤ビル1階

0898-55-83650898-55-8365 にしお　みほ

3636 27-568727-5687 港　健一郎港　健一郎 （株）メガネトップ　眼鏡市場　今治北日吉店（株）メガネトップ　眼鏡市場　今治北日吉店 794-0054794-0054 今治市北日吉町3-5-27今治市北日吉町3-5-27 0898-34-35780898-34-3578
みなと　けん

いちろう

3737 29-632429-6324 大川　善裕大川　善裕
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　片山バイパス店パリミキ　片山バイパス店

794-0063794-0063 今治市片山2-5-23今治市片山2-5-23 0898-25-25850898-25-2585
おおかわ　よ

しひろ

3838 27-597827-5978 坂口　忠治坂口　忠治 キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店 794-0801794-0801 今治市東鳥生町3-1-40今治市東鳥生町3-1-40 0898-33-81810898-33-8181
さかぐち　た

だはる

3939 29-646929-6469 野宗　春奈野宗　春奈 キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店 794-0801794-0801 今治市東鳥生町3-1-40今治市東鳥生町3-1-40 0898-33-81810898-33-8181
のそう　はる

な

4040 20-327920-3279 佐賀　運平佐賀　運平 ときわ補聴器センターときわ補聴器センター 795-0053795-0053 大洲市常磐町93番地大洲市常磐町93番地 0893-24-33240893-24-3324
さが　うんぺ

い



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

愛媛県愛媛県
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 12-223912-2239 篠原　義郎篠原　義郎
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
しのはら　よ

しろう

22 15-246815-2468 兵頭　慎太郎兵頭　慎太郎
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
ひょうどう　

しんたろう

33 20-344520-3445 村上　洋一村上　洋一
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
むらかみ　よ

ういち

44 3-12333-1233 高橋　清高橋　清 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
たかはし　き

よし

55 13-227113-2271 玉井　宣昭玉井　宣昭 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
たまい　のり

あき

66 24-478524-4785 金澤　大介金澤　大介 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
かなざわ　だ

いすけ

77 25-509725-5097 井門　真知子井門　真知子 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133 いど　まちこ

88 13-233013-2330 田中　敬三田中　敬三 エース補聴器センター　松山店エース補聴器センター　松山店 790-0012790-0012 松山市湊町4-5-24松山市湊町4-5-24 089-921-0940089-921-0940
たなか　けい

ぞう

99 9-17419-1741 三影　泰靖三影　泰靖 みかげ補聴器きこえの相談室みかげ補聴器きこえの相談室 790-0023790-0023 松山市末広町16-6松山市末広町16-6 089-934-4347089-934-4347
みかげ　ひろ

やす

1010 17-270317-2703 岡本　和見岡本　和見 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　松山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　松山店 790-0033790-0033 松山市北藤原町2-3松山市北藤原町2-3 089-947-1311089-947-1311
おかもと　か

ずあき

1111 20-332220-3322 江口　博和江口　博和 （株）アイアイエー　竹原店（株）アイアイエー　竹原店 790-0053790-0053 松山市竹原4-9-14松山市竹原4-9-14 089-932-7200089-932-7200
えぐち　ひろ

かず

1212 5-14315-1431 井上　和由井上　和由 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店 790-0065790-0065
松山市宮西1-2-1 松山市宮西1-2-1 
フジグラン松山3階フジグラン松山3階

089-925-8066089-925-8066
たけうち　ま

さゆき

1313 23-440923-4409 竹内　正幸竹内　正幸 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店 790-0065790-0065
松山市宮西1-2-1 松山市宮西1-2-1 
フジグラン松山3階フジグラン松山3階

089-925-8066089-925-8066
いのうえ　か

ずよし

1414 27-594527-5945 田中　毅宏田中　毅宏
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山久米店えひめ補聴器センター　松山久米店

790-0924790-0924
松山市南久米町171-5 松山市南久米町171-5 
笠井第2ビル笠井第2ビル

089-993-6939089-993-6939
たなか　とし

ひろ

1515 24-481424-4814 森谷　貴雄森谷　貴雄
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）　
松山営業所松山営業所

790-0924790-0924
松山市南久米町243-1 松山市南久米町243-1 
ゴトービル1Fゴトービル1F

089-970-6111089-970-6111
もりや　たか

お

1616 29-643029-6430 岡本　稔弥岡本　稔弥 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　鷹子店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　鷹子店 790-0925790-0925
松山市鷹子町588-2 松山市鷹子町588-2 
クレール鷹ノ子1Fクレール鷹ノ子1F

089-975-5543089-975-5543
おかもと　と

しや

1717 23-455123-4551 笹谷　えり笹谷　えり
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ささたに　え

り

1818 27-577527-5775 本澤　祐二本澤　祐二
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ほんざわ　ゆ

うじ

1919 28-605528-6055 藤井　淑乃藤井　淑乃
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ふじい　よし

の

2020 21-372221-3722 仙波　正二仙波　正二 （株）アイアイエー　束本店（株）アイアイエー　束本店 790-0962790-0962 松山市枝松1-9-35松山市枝松1-9-35 089-913-0770089-913-0770
せんば　しょ

うじ

2121 10-188410-1884 武田　昌三武田　昌三
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）松山三越　補聴器メガネゾーン（株）松山三越　補聴器メガネゾーン
790-8532790-8532

松山市一番町3-1-1 松山市一番町3-1-1 
松山三越4Fメガネサロン松山三越4Fメガネサロン

089-934-8145089-934-8145
たけだ　しょ

うぞう

2222 28-602928-6029 白山　欽一白山　欽一 （株）パリミキ　いよてつ髙島屋　メガネサロン（株）パリミキ　いよてつ髙島屋　メガネサロン 790-8587790-8587
松山市湊町5-1-1 松山市湊町5-1-1 
いよてつ髙島屋6Fメガネサロンいよてつ髙島屋6Fメガネサロン

089-934-6351089-934-6351
しらやま　よ

しかず

2323 23-462923-4629 飯尾　睦司飯尾　睦司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　フジグラン重信店（株）メガネトップ　眼鏡市場　フジグラン重信店 791-0216791-0216
東温市野田3-1-13 東温市野田3-1-13 
フジグラン重信生活館1Fフジグラン重信生活館1F

089-955-5108089-955-5108
いいお　むつ

し

2424 21-373021-3730 一色　晃司一色　晃司 （株）アイアイエー　R11 号店（株）アイアイエー　R11 号店 791-0245791-0245 松山市南梅本町1319-1松山市南梅本町1319-1 089-970-0660089-970-0660
いっしき　こ

うじ

2525 20-332920-3329 津田　美智代津田　美智代 （株）エヌ・アイ・シー　ハート補聴器　愛媛店（株）エヌ・アイ・シー　ハート補聴器　愛媛店 791-3155791-3155 伊予郡松前町鶴吉509-1伊予郡松前町鶴吉509-1 089-994-8400089-994-8400 つだ　みちよ

2626 25-507825-5078 黒田　章郎黒田　章郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　松山中央通り店パリミキ　松山中央通り店

791-8015791-8015 松山市中央1-11-1松山市中央1-11-1 089-925-3855089-925-3855
くろだ　あき

お

2727 3-12133-1213 山内　淳貴山内　淳貴
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
やまうち　あ

つき

2828 18-301018-3010 阿部　知子阿部　知子
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277 あべ　ともこ

2929 28-614628-6146 山内　恵里山内　恵里
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
やまうち　え

り

3030 28-616928-6169 藤原　英美藤原　英美
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
ふじわら　ひ

でみ

3131 29-647829-6478 坂本　美咲坂本　美咲
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
さかもと　み

さき

3232 28-618528-6185 守谷　充功守谷　充功
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　新居浜店メガネ本舗　新居浜店

792-0825792-0825 新居浜市星原町15-43新居浜市星原町15-43 0897-40-76110897-40-7611
もりや　みつ

よし

3333 26-547126-5471 宮﨑　祐一宮﨑　祐一
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　東予西条店えひめ補聴器センター　東予西条店

793-0022793-0022
西条市本町1-1 西条市本町1-1 
森本ビル1F森本ビル1F

0897-58-50500897-58-5050
みやざき　ゆ

ういち

3434 22-414722-4147 西本　真吾西本　真吾
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　フジグラン西条店パリミキ　フジグラン西条店

793-0028793-0028
西条市新田字北新田235番地 西条市新田字北新田235番地 
フジグラン西条　別棟フジグラン西条　別棟

0897-53-30380897-53-3038
にしもと　し

んご

3535 24-475824-4758 西尾　美保西尾　美保
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　今治店えひめ補聴器センター　今治店

794-0015794-0015
今治市常盤町4-4-7 今治市常盤町4-4-7 
常盤ビル1階常盤ビル1階

0898-55-83650898-55-8365 にしお　みほ

3636 27-568727-5687 港　健一郎港　健一郎 （株）メガネトップ　眼鏡市場　今治北日吉店（株）メガネトップ　眼鏡市場　今治北日吉店 794-0054794-0054 今治市北日吉町3-5-27今治市北日吉町3-5-27 0898-34-35780898-34-3578
みなと　けん

いちろう

3737 29-632429-6324 大川　善裕大川　善裕
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　片山バイパス店パリミキ　片山バイパス店

794-0063794-0063 今治市片山2-5-23今治市片山2-5-23 0898-25-25850898-25-2585
おおかわ　よ

しひろ

3838 27-597827-5978 坂口　忠治坂口　忠治 キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店 794-0801794-0801 今治市東鳥生町3-1-40今治市東鳥生町3-1-40 0898-33-81810898-33-8181
さかぐち　た

だはる

3939 29-646929-6469 野宗　春奈野宗　春奈 キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店 794-0801794-0801 今治市東鳥生町3-1-40今治市東鳥生町3-1-40 0898-33-81810898-33-8181
のそう　はる

な

4040 20-327920-3279 佐賀　運平佐賀　運平 ときわ補聴器センターときわ補聴器センター 795-0053795-0053 大洲市常磐町93番地大洲市常磐町93番地 0893-24-33240893-24-3324
さが　うんぺ

い

愛媛県愛媛県
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 26-537726-5377 酒井　義久酒井　義久
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　大洲店えひめ補聴器センター　大洲店

795-0054795-0054
大洲市中村257-1 大洲市中村257-1 
レジデンス中井1Fレジデンス中井1F

0893-59-06330893-59-0633
さかい　よし

ひさ

4242 11-202411-2024 川口　房子川口　房子 （株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店（株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店 796-0046796-0046 八幡浜市旧港1569-14八幡浜市旧港1569-14 0894-22-55660894-22-5566
かわぐち　ふ

さこ

4343 20-333020-3330 松下　寿栄松下　寿栄 （株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店（株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店 796-0046796-0046 八幡浜市旧港1569-14八幡浜市旧港1569-14 0894-22-55660894-22-5566
まつした　と

しえ

4444 26-549426-5494 川田　桂子川田　桂子 （有）カワダ　カワダ（有）カワダ　カワダ 797-0015797-0015 西予市宇和町卯之町4-654西予市宇和町卯之町4-654 0894-62-70550894-62-7055
かわだ　けい

こ

4545 19-323119-3231 荒木　美羽荒木　美羽
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　宇和島店えひめ補聴器センター　宇和島店

798-0034798-0034 宇和島市錦町4-17宇和島市錦町4-17 0895-26-50500895-26-5050
あらき　みは

ね

4646 11-213111-2131 久保　孝弘久保　孝弘 （株）木藤時計店　なんよ補聴器センター（株）木藤時計店　なんよ補聴器センター 798-0040798-0040 宇和島市中央町1-5-7宇和島市中央町1-5-7 0895-25-22550895-25-2255
くぼ　たかひ

ろ

4747 18-297918-2979 浜田　知則浜田　知則
（株）メガネショップかわのえ　（株）メガネショップかわのえ　
グラスアートカワノエグラスアートカワノエ

799-0101799-0101
四国中央市川之江町2033-2 四国中央市川之江町2033-2 
グラスアートカワノエ内グラスアートカワノエ内

0896-58-68080896-58-6808
はまだ　とも

のり

4848 20-349820-3498 中村　敏光中村　敏光
（株）メガネショップかわのえ　（株）メガネショップかわのえ　
メガネのかわのえフジグラン店メガネのかわのえフジグラン店

799-0113799-0113 四国中央市妻鳥町1136-1-1F四国中央市妻鳥町1136-1-1F 0896-59-41880896-59-4188
なかむら　と

しみつ

4949 19-323419-3234 加地　愛子加地　愛子
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　四国中央店アズマ補聴器センター　四国中央店

799-0413799-0413 四国中央市中曽根町5025四国中央市中曽根町5025 0896-22-33410896-22-3341 かじ　あいこ

5050 17-274517-2745 三木　眞三木　眞 中央補聴器センター中央補聴器センター 799-0422799-0422 四国中央市中之庄町574-1四国中央市中之庄町574-1 0896-24-33440896-24-3344 みき　しん

5151 20-334120-3341 松野　武雄松野　武雄 （株）重松眼鏡　アイアイエー伊予店（株）重松眼鏡　アイアイエー伊予店 799-3113799-3113
伊予市米湊714-1 伊予市米湊714-1 
アイアイエー伊予店アイアイエー伊予店

089-983-6211089-983-6211
まつの　たけ

お

5252 17-281717-2817 竹田　惣一竹田　惣一 竹田時計店竹田時計店 799-3114799-3114 伊予市灘町109-3伊予市灘町109-3 089-982-0420089-982-0420
たけだ　そう

いち

高知県高知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 7-16337-1633 福冨　誠人福冨　誠人 （有）四国補聴器センター　高知店（有）四国補聴器センター　高知店 780-0053780-0053 高知市駅前町2-1高知市駅前町2-1 088-873-8433088-873-8433
ふくとみ　ま

さと

22 20-328020-3280 津野　修誌津野　修誌 （有）四国補聴器センター　高知店（有）四国補聴器センター　高知店 780-0053780-0053 高知市駅前町2-1高知市駅前町2-1 088-873-8433088-873-8433
つの　しゅう

じ

33 27-600827-6008 華園　康喜華園　康喜 新日本補聴器（株）　高知店新日本補聴器（株）　高知店 780-0056780-0056 高知市北本町2-1-12高知市北本町2-1-12 088-885-5855088-885-5855
はなぞの　や

すき

44 23-446323-4463 島村　一正島村　一正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高知インター店パリミキ　高知インター店

780-0071780-0071 高知市高埇5番11号高知市高埇5番11号 088-884-8330088-884-8330
しまむら　

いっせい

55 22-425522-4255 松崎　康介松崎　康介 （株）メガネトップ　眼鏡市場　高知金田店（株）メガネトップ　眼鏡市場　高知金田店 780-0073780-0073 高知市北金田10-32高知市北金田10-32 088-880-5878088-880-5878
まつざき　こ

うすけ

66 25-529325-5293 楠瀬　光徳楠瀬　光徳 （株）アイユート（株）アイユート 780-0084780-0084 高知市南御座7-36高知市南御座7-36 088-879-4227088-879-4227
くすのせ　み

つのり

77 7-15647-1564 吉川　宏吉川　宏 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高知店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高知店 780-0822780-0822 高知市はりまや町1-11-18高知市はりまや町1-11-18 088-882-7333088-882-7333
よしかわ　ひ

ろし

88 16-264516-2645 角　倫仁角　倫仁 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高知店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高知店 780-0822780-0822 高知市はりまや町1-11-18高知市はりまや町1-11-18 088-882-7333088-882-7333
すみ　のりひ

と

99 27-597127-5971 井上　真野井上　真野 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高知店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高知店 780-0822780-0822 高知市はりまや町1-11-18高知市はりまや町1-11-18 088-882-7333088-882-7333
いのうえ　ま

さや

1010 20-348920-3489 横山　望横山　望 東神実業（株）　トーシン・高知補聴器センター東神実業（株）　トーシン・高知補聴器センター 780-0870780-0870
高知市本町5丁目1-3 高知市本町5丁目1-3 
EHビル1FEHビル1F

088-825-2468088-825-2468
よこやま　の

ぞむ

1111 24-478424-4784 西尾　めぐみ西尾　めぐみ 東神実業（株）　トーシン・高知補聴器センター東神実業（株）　トーシン・高知補聴器センター 780-0870780-0870
高知市本町5丁目1-3 高知市本町5丁目1-3 
EHビル1FEHビル1F

088-825-2468088-825-2468
にしお　めぐ

み

1212 1-10121-1012 東　洋子東　洋子 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486
あずま　よう

こ

1313 12-225612-2256 田内　映里田内　映里 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486
たのうち　え

り

1414 14-239414-2394 近藤　真美近藤　真美 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486
こんどう　ま

み

1515 15-243715-2437 南　一郎南　一郎 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486
みなみ　いち

ろう

1616 15-251515-2515 徳弘　智恵徳弘　智恵 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486
とくひろ　ち

え

1717 16-269016-2690 田内　仁田内　仁 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486
たのうち　ひ

とし

1818 17-271017-2710 東　美希東　美希 （有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　 780-0901780-0901 高知市上町2-2-4高知市上町2-2-4 088-822-5486088-822-5486 あずま　みき

1919 16-264416-2644 安岡　俊也安岡　俊也 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　朝倉店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　朝倉店 780-8077780-8077 高知市朝倉西町1-8-2高知市朝倉西町1-8-2 088-843-6644088-843-6644
やすおか　と

しや

2020 23-465523-4655 小笠原　義長小笠原　義長 （株）メガネトップ　眼鏡市場　高知高須店（株）メガネトップ　眼鏡市場　高知高須店 781-8121781-8121 高知市葛島4丁目1番地30号高知市葛島4丁目1番地30号 088-882-5017088-882-5017
おがさわら　

よしたけ

2121 16-268916-2689 田中　安子田中　安子
（有）アズマ補聴器センター本店　（有）アズマ補聴器センター本店　
アズマ補聴器センター　南国店アズマ補聴器センター　南国店

783-0011783-0011 南国市後免町1-10-14南国市後免町1-10-14 088-864-5703088-864-5703
たなか　やす

こ

2222 21-392521-3925 平井　収三平井　収三
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　フジ須崎店パリミキ　フジ須崎店

785-0009785-0009
須崎市西町2-7-15 須崎市西町2-7-15 
フジ須崎店1Fフジ須崎店1F

0889-43-28380889-43-2838
ひらい　しゅ

うぞう

2323 26-552126-5521 西村　友祐西村　友祐 こだま時計店こだま時計店 785-0610785-0610 高岡郡檮原町檮原1230高岡郡檮原町檮原1230 0889-65-02860889-65-0286
にしむら　ゆ

うすけ

2424 22-418122-4181 板岡　克法板岡　克法 くぼかわ補聴器センター　いたおかくぼかわ補聴器センター　いたおか 786-0004786-0004 高岡郡四万十町茂串町11-28高岡郡四万十町茂串町11-28 0880-22-10190880-22-1019
いたおか　か

つのり

2525 29-630529-6305 川部　俊幸川部　俊幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　中村店パリミキ　中村店

787-0013787-0013 四万十市右山天神町10-6四万十市右山天神町10-6 0880-34-39690880-34-3969
かわべ　とし

ゆき

2626 25-522225-5222 松本　優香松本　優香 メガネ倶楽部メガネ倶楽部 787-0014787-0014 四万十市駅前町12-13四万十市駅前町12-13 0880-35-60190880-35-6019
まつもと　ゆ

うか



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

高知県高知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

2727 23-450723-4507 中野　正之中野　正之 （株）メガネトップ　眼鏡市場　四万十 SC 店（株）メガネトップ　眼鏡市場　四万十 SC 店 787-0019787-0019
四万十市具同3193-1　四万十市具同3193-1　
四万十ショッピングガーデン内四万十ショッピングガーデン内

0880-31-22680880-31-2268
なかの　まさ

ゆき

2828 20-350020-3500 今井　洋光今井　洋光 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　四万十店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　四万十店 787-0033787-0033 四万十市中村大橋通4-43-2四万十市中村大橋通4-43-2 0880-31-00130880-31-0013
いまい　ひろ

みつ

2929 24-485524-4855 浦田　佐智代浦田　佐智代 ウラタメガネ・ 補聴器ウラタメガネ・ 補聴器 788-0004788-0004 宿毛市長田町2-31宿毛市長田町2-31 0880-63-91190880-63-9119
うらた　さち

よ

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



※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。

高知県高知県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

2727 23-450723-4507 中野　正之中野　正之 （株）メガネトップ　眼鏡市場　四万十 SC 店（株）メガネトップ　眼鏡市場　四万十 SC 店 787-0019787-0019
四万十市具同3193-1　四万十市具同3193-1　
四万十ショッピングガーデン内四万十ショッピングガーデン内

0880-31-22680880-31-2268
なかの　まさ

ゆき

2828 20-350020-3500 今井　洋光今井　洋光 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　四万十店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　四万十店 787-0033787-0033 四万十市中村大橋通4-43-2四万十市中村大橋通4-43-2 0880-31-00130880-31-0013
いまい　ひろ

みつ

2929 24-485524-4855 浦田　佐智代浦田　佐智代 ウラタメガネ・ 補聴器ウラタメガネ・ 補聴器 788-0004788-0004 宿毛市長田町2-31宿毛市長田町2-31 0880-63-91190880-63-9119
うらた　さち

よ

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

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

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

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



※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

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

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



※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

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

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

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

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

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



※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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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

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

佐賀県佐賀県
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 29-635729-6357 甲斐　寿樹甲斐　寿樹 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　南佐賀店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　南佐賀店 840-0015840-0015 佐賀市木原3-17-27佐賀市木原3-17-27 0952-22-08800952-22-0880 かい　としき

22 20-359820-3598 江口　雅信江口　雅信 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店 840-0031840-0031 佐賀市下田町1-22佐賀市下田町1-22 0952-27-74010952-27-7401
えぐち　まさ

のぶ

33 23-466523-4665 緒方　一史緒方　一史 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店 840-0031840-0031 佐賀市下田町1-22佐賀市下田町1-22 0952-27-74010952-27-7401
おがた　かず

ふみ

44 24-487724-4877 長尾　健太朗長尾　健太朗 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店 840-0031840-0031 佐賀市下田町1-22佐賀市下田町1-22 0952-27-74010952-27-7401
ながお　けん

たろう

55 20-361320-3613 栗並　宗一朗栗並　宗一朗 九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀 840-0801840-0801 佐賀市駅前中央1-1-10佐賀市駅前中央1-1-10 0952-26-41330952-26-4133
くりなみ　そ

ういちろう

66 21-384821-3848 中原　美香中原　美香 九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀 840-0801840-0801 佐賀市駅前中央1-1-10佐賀市駅前中央1-1-10 0952-26-41330952-26-4133
なかはら　み

か

77 25-510825-5108 奥居　大奥居　大 九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀 840-0801840-0801 佐賀市駅前中央1-1-10佐賀市駅前中央1-1-10 0952-26-41330952-26-4133
おくい　ひろ

し

88 25-517825-5178 今村　和枝今村　和枝 一富士補聴器佐賀センター一富士補聴器佐賀センター 840-0805840-0805 佐賀市神野西4-18-32佐賀市神野西4-18-32 0952-60-11350952-60-1135
いまむら　か

ずえ

99 13-228013-2280 岩永　行弘岩永　行弘 （有）岩永　岩永補聴器　佐賀本店（有）岩永　岩永補聴器　佐賀本店 840-0826840-0826 佐賀市白山2-4-10佐賀市白山2-4-10 0952-23-21410952-23-2141
いわなが　ゆ

きひろ

1010 20-336020-3360 横山　洋昭横山　洋昭 パナソニック補聴器（株）　補聴器 CSパナソニック補聴器（株）　補聴器 CS 841-8501841-8501 鳥栖市村田町1471鳥栖市村田町1471 0942-50-81390942-50-8139
よこやま　ひ

ろあき



※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

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

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

佐賀県佐賀県
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 29-635729-6357 甲斐　寿樹甲斐　寿樹 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　南佐賀店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　南佐賀店 840-0015840-0015 佐賀市木原3-17-27佐賀市木原3-17-27 0952-22-08800952-22-0880 かい　としき

22 20-359820-3598 江口　雅信江口　雅信 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店 840-0031840-0031 佐賀市下田町1-22佐賀市下田町1-22 0952-27-74010952-27-7401
えぐち　まさ

のぶ

33 23-466523-4665 緒方　一史緒方　一史 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店 840-0031840-0031 佐賀市下田町1-22佐賀市下田町1-22 0952-27-74010952-27-7401
おがた　かず

ふみ

44 24-487724-4877 長尾　健太朗長尾　健太朗 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　佐賀本店 840-0031840-0031 佐賀市下田町1-22佐賀市下田町1-22 0952-27-74010952-27-7401
ながお　けん

たろう

55 20-361320-3613 栗並　宗一朗栗並　宗一朗 九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀 840-0801840-0801 佐賀市駅前中央1-1-10佐賀市駅前中央1-1-10 0952-26-41330952-26-4133
くりなみ　そ

ういちろう

66 21-384821-3848 中原　美香中原　美香 九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀 840-0801840-0801 佐賀市駅前中央1-1-10佐賀市駅前中央1-1-10 0952-26-41330952-26-4133
なかはら　み

か

77 25-510825-5108 奥居　大奥居　大 九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀九州リオン（株）　リオネットセンター佐賀 840-0801840-0801 佐賀市駅前中央1-1-10佐賀市駅前中央1-1-10 0952-26-41330952-26-4133
おくい　ひろ

し

88 25-517825-5178 今村　和枝今村　和枝 一富士補聴器佐賀センター一富士補聴器佐賀センター 840-0805840-0805 佐賀市神野西4-18-32佐賀市神野西4-18-32 0952-60-11350952-60-1135
いまむら　か

ずえ

99 13-228013-2280 岩永　行弘岩永　行弘 （有）岩永　岩永補聴器　佐賀本店（有）岩永　岩永補聴器　佐賀本店 840-0826840-0826 佐賀市白山2-4-10佐賀市白山2-4-10 0952-23-21410952-23-2141
いわなが　ゆ

きひろ

1010 20-336020-3360 横山　洋昭横山　洋昭 パナソニック補聴器（株）　補聴器 CSパナソニック補聴器（株）　補聴器 CS 841-8501841-8501 鳥栖市村田町1471鳥栖市村田町1471 0942-50-81390942-50-8139
よこやま　ひ

ろあき

佐賀県佐賀県
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

1111 29-645629-6456 安藤　直也安藤　直也 パナソニック補聴器（株）　補聴器 CSパナソニック補聴器（株）　補聴器 CS 841-8501841-8501 鳥栖市村田町1471鳥栖市村田町1471 0942-50-81390942-50-8139
あんどう　な

おや

1212 14-234314-2343 鐘ヶ江　勝鐘ヶ江　勝
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　佐賀営業所　吉野ヶ里店メガネのヨネザワ　佐賀営業所　吉野ヶ里店

842-0031842-0031 神埼郡吉野ヶ里町吉田17-1神埼郡吉野ヶ里町吉田17-1 0952-52-80350952-52-8035
かねがえ　ま

さる

1313 3-12053-1205 糸山　尚糸山　尚 九州リオン（株）　リオネットセンター武雄九州リオン（株）　リオネットセンター武雄 843-0023843-0023 武雄市武雄町昭和11-1武雄市武雄町昭和11-1 0954-27-70850954-27-7085
いとやま　ひ

さし

1414 16-269416-2694 床並　貴子床並　貴子 九州リオン（株）　リオネットセンター武雄九州リオン（株）　リオネットセンター武雄 843-0023843-0023 武雄市武雄町昭和11-1武雄市武雄町昭和11-1 0954-27-70850954-27-7085
とこなみ　た

かこ

1515 23-449123-4491 門田　大蔵門田　大蔵 メガネ・補聴器のモンデンメガネ・補聴器のモンデン 847-0045847-0045 唐津市京町1761-3唐津市京町1761-3 0955-74-30400955-74-3040
もんでん　だ

いぞう

1616 16-266416-2664 篠﨑　郁子篠﨑　郁子
（有）唐津メディカルサービス　（有）唐津メディカルサービス　
唐津聴覚センター唐津聴覚センター

847-0055847-0055 唐津市刀町1537-4唐津市刀町1537-4 0955-74-30030955-74-3003
しのざき　い

くこ

1717 10-193510-1935 伊澤　徹雄伊澤　徹雄 伊沢補聴器店伊沢補聴器店 847-0055847-0055 唐津市刀町1512-1唐津市刀町1512-1 0955-79-70150955-79-7015
いざわ　てつ

お

1818 22-430222-4302 里口　正樹里口　正樹 メガネのさとぐちメガネのさとぐち 847-0303847-0303 唐津市呼子町呼子3764-27唐津市呼子町呼子3764-27 0955-82-34510955-82-3451
さとぐち　ま

さき

1919 25-527425-5274 徳田　ひろみ徳田　ひろみ
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　唐津市役所前店メガネのヨネザワ　唐津市役所前店

847-0814847-0814 唐津市弓鷹町1510-8唐津市弓鷹町1510-8 0955-75-16160955-75-1616
とくだ　ひろ

み

2020 27-595027-5950 青木　康浩青木　康浩
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　唐津市役所前店メガネのヨネザワ　唐津市役所前店

847-0814847-0814 唐津市弓鷹町1510-8唐津市弓鷹町1510-8 0955-75-16160955-75-1616
あおき　やす

ひろ

2121 26-547526-5475 山田　大司山田　大司
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ伊万里八谷搦店メガネのヨネザワ伊万里八谷搦店

848-0031848-0031 伊万里市二里町八谷搦1093伊万里市二里町八谷搦1093 0955-22-87670955-22-8767
やまだ　ひろ

し

2222 26-533926-5339 古賀　文菜古賀　文菜
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　佐賀店あそう補聴器　佐賀店

849-0918849-0918 佐賀市兵庫南1丁目14-15佐賀市兵庫南1丁目14-15 0952-27-30780952-27-3078 こが　あやな

2323 27-591727-5917 上遠　友廣上遠　友廣
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　佐賀店パリミキ　佐賀店

849-0934849-0934 佐賀市開成3-6-8佐賀市開成3-6-8 0952-31-15770952-31-1577
かみと　とも

ひろ

2424 24-498524-4985 森　宣孝森　宣孝
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　鹿島バイパス店メガネのヨネザワ　鹿島バイパス店

849-1311849-1311 鹿島市大字高津原3670-1鹿島市大字高津原3670-1 0954-69-80100954-69-8010
もり　のぶた

か

2525 21-409321-4093 西岡　義樹西岡　義樹
にしおか　よ

しき

長崎県長崎県
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 25-531225-5312 門永　篤志門永　篤志 合同会社 IHC　壱岐補聴器センター合同会社 IHC　壱岐補聴器センター 811-5136811-5136 壱岐市郷ノ浦町片原触526-1壱岐市郷ノ浦町片原触526-1 0920-47-31190920-47-3119
かどなが　あ

つし

22 20-342320-3423 副島　博副島　博 リオネットショップそえじまリオネットショップそえじま 817-0023817-0023 対馬市厳原町田渕1035対馬市厳原町田渕1035 0920-52-02040920-52-0204
そえじま　ひ

ろし

33 21-365721-3657 土井　勝巳土井　勝巳
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ゆめタウン夢彩都店OPTIQUE PARIS MIKI　ゆめタウン夢彩都店

850-0035850-0035
長崎市元船町10-1 長崎市元船町10-1 
ゆめタウン夢彩都店　3Fゆめタウン夢彩都店　3F

095-829-0677095-829-0677 どい　かつみ

44 7-15797-1579 峰　哲夫峰　哲夫 （有）岩永　長崎補聴器（有）岩永　長崎補聴器 850-0055850-0055 長崎市中町2-16長崎市中町2-16 095-823-6228095-823-6228 みね　てつお

55 15-244115-2441 岩本　淳子岩本　淳子 九州リオン（株）　リオネットセンター長崎九州リオン（株）　リオネットセンター長崎 850-0057850-0057 長崎市大黒町7-18長崎市大黒町7-18 095-826-1133095-826-1133
いわもと　

じゅんこ

66 20-355520-3555 髙良　俊輔髙良　俊輔 九州リオン（株）　リオネットセンター長崎九州リオン（株）　リオネットセンター長崎 850-0057850-0057 長崎市大黒町7-18長崎市大黒町7-18 095-826-1133095-826-1133
こうら　しゅ

んすけ

77 10-184410-1844 西口　秀幸西口　秀幸
（株）コクラヤ眼鏡店　（株）コクラヤ眼鏡店　
めがねのコクラヤ　万屋店めがねのコクラヤ　万屋店

850-0852850-0852 長崎市万屋町1-26長崎市万屋町1-26 095-825-2600095-825-2600
にしぐち　ひ

でゆき

88 11-215211-2152 梅木　武文梅木　武文
（株）コクラヤ眼鏡店　（株）コクラヤ眼鏡店　
めがねのコクラヤ　万屋店めがねのコクラヤ　万屋店

850-0852850-0852 長崎市万屋町1-26長崎市万屋町1-26 095-825-2600095-825-2600
うめき　たけ

ふみ

99 22-423722-4237 松尾　貴松尾　貴
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　浜町店メガネのヨネザワ　浜町店

850-0853850-0853 長崎市浜町7-8 長崎市浜町7-8 095-816-2005095-816-2005
まつお　たか

し

1010 10-185710-1857 伊藤　隆児伊藤　隆児
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　長崎店あそう補聴器　長崎店

850-0877850-0877
長崎市築町3-18 長崎市築町3-18 
メルカ築町1Fメルカ築町1F

095-823-3723095-823-3723
いとう　りゅ

うじ

1111 21-397821-3978 倉冨　康行倉冨　康行
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　長崎店あそう補聴器　長崎店

850-0877850-0877
長崎市築町3-18 長崎市築町3-18 
メルカ築町1Fメルカ築町1F

095-823-3723095-823-3723
くらとみ　や

すゆき

1212 25-522925-5229 瀬戸口　剛史瀬戸口　剛史 （株）ヨネザワ　浜屋メガネ・補聴器サロン（株）ヨネザワ　浜屋メガネ・補聴器サロン 850-8510850-8510
長崎市浜町7-11 長崎市浜町7-11 
浜屋百貨店8F浜屋百貨店8F

095-893-8008095-893-8008
せとぐち　た

けし

1313 29-657229-6572 古賀　涼古賀　涼 （医）萌悠会　耳鼻咽喉科　神田 E・N・T医院（医）萌悠会　耳鼻咽喉科　神田 E・N・T医院 852-8023852-8023 長崎市若草町4-25長崎市若草町4-25 095-841-7038095-841-7038 こが　りょう

1414 29-626729-6267 西川　和孝西川　和孝
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　西友道ノ尾店メガネのヨネザワ　西友道ノ尾店

852-8053852-8053
長崎市葉山1-6-10 長崎市葉山1-6-10 
西友道ノ尾店西友道ノ尾店

095-857-5959095-857-5959
にしかわ　か

ずたか

1515 25-511225-5112 中路　章中路　章
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　福江店あそう補聴器　福江店

853-0002853-0002 五島市中央町4-20五島市中央町4-20 0959-72-78180959-72-7818
なかじ　あき

ら

1616 3-11613-1161 田川　裕一田川　裕一 田川時計眼鏡店田川時計眼鏡店 853-0601853-0601 五島市三井楽町浜ノ畔1214五島市三井楽町浜ノ畔1214 0959-84-22180959-84-2218
たがわ　ゆう

いち

1717 11-217311-2173 野上　清幸野上　清幸 （有）岩永　長崎補聴器　諫早店（有）岩永　長崎補聴器　諫早店 854-0014854-0014
諫早市東小路町14-1 諫早市東小路町14-1 
東小路ビル103号東小路ビル103号

0957-47-54330957-47-5433
のがみ　きよ

ゆき

1818 26-560226-5602 川浪　裕規川浪　裕規 九州リオン（株）　リオネットセンター諫早九州リオン（株）　リオネットセンター諫早 854-0025854-0025 諫早市八坂町4-25諫早市八坂町4-25 0957-22-33410957-22-3341
かわなみ　ひ

ろみ

1919 29-637729-6377 山本　翔太山本　翔太 九州リオン（株）　リオネットセンター諫早九州リオン（株）　リオネットセンター諫早 854-0025854-0025 諫早市八坂町4-25諫早市八坂町4-25 0957-22-33410957-22-3341
やまもと　

しょうた

2020 27-588727-5887 西村　慎太郎西村　慎太郎 松尾医療器（株）　諫早店松尾医療器（株）　諫早店 854-0071854-0071 諫早市永昌東町6-7諫早市永昌東町6-7 0957-22-79840957-22-7984
にしむら　し

んたろう

2121 19-323219-3232 今坂　由美子今坂　由美子 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　島原店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　島原店 855-0032855-0032 島原市北門町1562-2島原市北門町1562-2 0957-65-50800957-65-5080
いまさか　ゆ

みこ

2222 23-460823-4608 山本　秀和山本　秀和 松尾医療器（株）松尾医療器（株） 856-0023856-0023 大村市上諏訪町900-1大村市上諏訪町900-1 0957-53-87870957-53-8787
やまもと　ひ

でかず

2323 14-234714-2347 福元　盛太福元　盛太 九州リオン（株）　リオネットセンター大村九州リオン（株）　リオネットセンター大村 856-0027856-0027 大村市植松2-739-5大村市植松2-739-5 0957-46-33820957-46-3382
ふくもと　せ

いた



※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。

長崎県長崎県
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

2424 18-301718-3017 下田　陽平下田　陽平
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大村空港通り店メガネのヨネザワ　大村空港通り店

856-0812856-0812 大村市桜馬場1-440-1大村市桜馬場1-440-1 0957-27-35880957-27-3588
しもだ　よう

へい

2525 6-15286-1528 松尾　直興松尾　直興 松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店 856-0823856-0823 大村市乾馬場町825-10大村市乾馬場町825-10 0957-53-38660957-53-3866
まつお　なお

おき

2626 17-285317-2853 松下　展久松下　展久 松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店 856-0823856-0823 大村市乾馬場町825-10大村市乾馬場町825-10 0957-53-38660957-53-3866
まつした　の

ぶひさ

2727 21-372021-3720 中村　尚広中村　尚広 尚時堂（株）尚時堂（株） 857-0341857-0341 北松浦郡佐々町本田原免216-1北松浦郡佐々町本田原免216-1 0956-63-22350956-63-2235
なかむら　た

かひろ

2828 4-12804-1280 銀吉屋　篤銀吉屋　篤 ベターライフデザイン（株）　本部ベターライフデザイン（株）　本部 857-0832857-0832 佐世保市藤原町44-22佐世保市藤原町44-22 0956-33-91510956-33-9151
ぎんよしや　

あつし

2929 25-515825-5158 田中丸　善成田中丸　善成 ベターライフデザイン（株）　本部ベターライフデザイン（株）　本部 857-0832857-0832 佐世保市藤原町44-22佐世保市藤原町44-22 0956-33-91510956-33-9151
たなかまる　

ぜんなり

3030 24-487924-4879 菅　護隆菅　護隆
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　佐世保四ヶ町店メガネのヨネザワ　佐世保四ヶ町店

857-0871857-0871 佐世保市本島町4-28佐世保市本島町4-28 0956-24-78550956-24-7855
すが　もりた

か

3131 7-16127-1612 川浪　博純川浪　博純
ベターライフデザイン（株）　ベターライフデザイン（株）　
補聴器オーダースタジオ　佐世保本店補聴器オーダースタジオ　佐世保本店

857-0871857-0871 佐世保市本島町3-22佐世保市本島町3-22 0956-22-55530956-22-5553
かわなみ　ひ

ろずみ

3232 12-219812-2198 真下　美恵子真下　美恵子
ベターライフデザイン（株）　ベターライフデザイン（株）　
補聴器オーダースタジオ　佐世保本店補聴器オーダースタジオ　佐世保本店

857-0871857-0871 佐世保市本島町3-22佐世保市本島町3-22 0956-22-55530956-22-5553
ました　みえ

こ

3333 4-13164-1316 友成　数浩友成　数浩 九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保 857-0873857-0873 佐世保市宮崎町1-5佐世保市宮崎町1-5 0956-24-86110956-24-8611
ともなり　か

ずひろ

3434 21-407621-4076 太田　香織太田　香織 九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保 857-0873857-0873 佐世保市宮崎町1-5佐世保市宮崎町1-5 0956-24-86110956-24-8611
おおた　かお

り

3535 21-407821-4078 田向　由紀子田向　由紀子 九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保 857-0873857-0873 佐世保市宮崎町1-5佐世保市宮崎町1-5 0956-24-86110956-24-8611
たむこう　ゆ

きこ

3636 25-523425-5234 大島　弘慎大島　弘慎 （有）岩永　長崎補聴器　佐世保店（有）岩永　長崎補聴器　佐世保店 857-0875857-0875 佐世保市下京町3-7佐世保市下京町3-7 0956-23-32680956-23-3268
おおしま　ひ

ろのり

3737 27-575727-5757 金子　修平金子　修平 カネコ時計店カネコ時計店 859-2504859-2504 南島原市口之津町丙1988-9南島原市口之津町丙1988-9 0957-86-28570957-86-2857
かねこ　しゅ

うへい

3838 26-540126-5401 宮本　優香宮本　優香 めがねと補聴器のまみいめがねと補聴器のまみい 859-5121859-5121 平戸市岩の上町487-45平戸市岩の上町487-45 0950-23-88110950-23-8811
みやもと　ゆ

か

3939 20-343420-3434 今塩屋　美幸今塩屋　美幸
いましおや　

みゆき

熊本県熊本県
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 21-401721-4017 菊池　鉄平菊池　鉄平
（株）air　（株）air　
きくちメガネ　イオンタウン田崎店きくちメガネ　イオンタウン田崎店

860-0058860-0058
熊本市西区田崎町380 熊本市西区田崎町380 
イオンタウン田崎1Fイオンタウン田崎1F

096-324-0558096-324-0558
きくち　てっ

ぺい

22 20-362920-3629 阪口　秀和阪口　秀和 補聴器専門店　しゅう補聴器専門店　しゅう 860-0073860-0073
熊本市西区島崎2丁目11-10 熊本市西区島崎2丁目11-10 
第5甲斐田ハイツ102第5甲斐田ハイツ102

096-288-2239096-288-2239
さかぐち　ひ

でかず

33 14-235914-2359 中原　慎一郎中原　慎一郎 九州リオン（株）　リオネットセンター熊本九州リオン（株）　リオネットセンター熊本 860-0805860-0805
熊本市中央区桜町5-10 熊本市中央区桜町5-10 
藤和花畑コープ1F藤和花畑コープ1F

096-355-1133096-355-1133
なかはら　し

んいちろう

44 27-572627-5726 右山　雅子右山　雅子 九州リオン（株）　リオネットセンター熊本九州リオン（株）　リオネットセンター熊本 860-0805860-0805
熊本市中央区桜町5-10 熊本市中央区桜町5-10 
藤和花畑コープ1F藤和花畑コープ1F

096-355-1133096-355-1133
みぎやま　ま

さこ

55 27-568027-5680 松永　早希子松永　早希子 （株）メガネの大宝堂　eye wear shop Visio（株）メガネの大宝堂　eye wear shop Visio 860-0807860-0807 熊本市中央区下通1-5-14熊本市中央区下通1-5-14 096-322-6264096-322-6264
まつなが　さ

きこ

66 20-343520-3435 水野　克彦水野　克彦 マキチエ（株）　熊本営業所マキチエ（株）　熊本営業所 860-0811860-0811
熊本市中央区本荘6-7-2 熊本市中央区本荘6-7-2 
WINビル1FWINビル1F

096-241-2111096-241-2111
みずの　かつ

ひこ

77 2-11392-1139 中川　義幸中川　義幸
（有）ヒヤリングメディカルきむら　（有）ヒヤリングメディカルきむら　
補聴器センターきむら補聴器センターきむら

860-0834860-0834 熊本市南区江越2丁目1番18号熊本市南区江越2丁目1番18号 096-214-3033096-214-3033
なかがわ　よ

しゆき

88 6-14736-1473 相澤　彰治相澤　彰治
（有）ヒヤリングメディカルきむら　（有）ヒヤリングメディカルきむら　
補聴器センターきむら補聴器センターきむら

860-0834860-0834 熊本市南区江越2丁目1番18号熊本市南区江越2丁目1番18号 096-214-3033096-214-3033
あいざわ　

しょうじ

99 22-428722-4287 坂田　一弘坂田　一弘
（有）ヒヤリングメディカルきむら　（有）ヒヤリングメディカルきむら　
補聴器センターきむら補聴器センターきむら

860-0834860-0834 熊本市南区江越2丁目1番18号熊本市南区江越2丁目1番18号 096-214-3033096-214-3033
さかた　かず

ひろ

1010 15-250615-2506 中村　まゆみ中村　まゆみ （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
なかむら　ま

ゆみ

1111 15-255715-2557 橋谷　賢治橋谷　賢治 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
はしたに　け

んじ

1212 16-258216-2582 秋永　達男秋永　達男 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
あきなが　た

つお

1313 20-338320-3383 田宮　英治田宮　英治 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
たみや　えい

じ

1414 21-400121-4001 楠田　敏靖楠田　敏靖 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
くすだ　とし

やす

1515 23-456123-4561 本郷　英剛本郷　英剛 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
ほんごう　ひ

でたか

1616 29-650929-6509 松岡　佳祐松岡　佳祐 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
まつおか　け

いすけ

1717 16-258516-2585 岩永　有美子岩永　有美子 （有）岩永　岩永補聴器　熊本支店（有）岩永　岩永補聴器　熊本支店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町3-33熊本市中央区上通町3-33 096-326-8339096-326-8339
いわなが　ゆ

みこ

1818 25-512425-5124 小坂　孝徳小坂　孝徳 （有）岩永　岩永補聴器　熊本支店（有）岩永　岩永補聴器　熊本支店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町3-33熊本市中央区上通町3-33 096-326-8339096-326-8339
こさか　たか

のり

1919 24-489524-4895 案浦　勝案浦　勝 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　植木店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　植木店 861-0133861-0133 熊本市北区植木町滴水441熊本市北区植木町滴水441 096-272-5111096-272-5111
あんのうら　

まさる

2020 19-316519-3165 永田　雅人永田　雅人 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　山鹿店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　山鹿店 861-0531861-0531 山鹿市中825山鹿市中825 0968-44-12110968-44-1211
ながた　まさ

と

2121 28-612128-6121 奥村　伸一奥村　伸一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　菊南店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　菊南店 861-1102861-1102 合志市須屋707-1合志市須屋707-1 096-345-3232096-345-3232
おくむら　し

んいち

2222 19-326919-3269 宮田　建宮田　建
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　アンビー熊本店メガネのヨネザワ　アンビー熊本店

861-1114861-1114 合志市竹迫字桜山2258合志市竹迫字桜山2258 096-348-6000096-348-6000 みやた　けん



※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。

長崎県長崎県
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

2424 18-301718-3017 下田　陽平下田　陽平
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大村空港通り店メガネのヨネザワ　大村空港通り店

856-0812856-0812 大村市桜馬場1-440-1大村市桜馬場1-440-1 0957-27-35880957-27-3588
しもだ　よう

へい

2525 6-15286-1528 松尾　直興松尾　直興 松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店 856-0823856-0823 大村市乾馬場町825-10大村市乾馬場町825-10 0957-53-38660957-53-3866
まつお　なお

おき

2626 17-285317-2853 松下　展久松下　展久 松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店松尾医療器（株）　補聴器のマツオ　大村店 856-0823856-0823 大村市乾馬場町825-10大村市乾馬場町825-10 0957-53-38660957-53-3866
まつした　の

ぶひさ

2727 21-372021-3720 中村　尚広中村　尚広 尚時堂（株）尚時堂（株） 857-0341857-0341 北松浦郡佐々町本田原免216-1北松浦郡佐々町本田原免216-1 0956-63-22350956-63-2235
なかむら　た

かひろ

2828 4-12804-1280 銀吉屋　篤銀吉屋　篤 ベターライフデザイン（株）　本部ベターライフデザイン（株）　本部 857-0832857-0832 佐世保市藤原町44-22佐世保市藤原町44-22 0956-33-91510956-33-9151
ぎんよしや　

あつし

2929 25-515825-5158 田中丸　善成田中丸　善成 ベターライフデザイン（株）　本部ベターライフデザイン（株）　本部 857-0832857-0832 佐世保市藤原町44-22佐世保市藤原町44-22 0956-33-91510956-33-9151
たなかまる　

ぜんなり

3030 24-487924-4879 菅　護隆菅　護隆
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　佐世保四ヶ町店メガネのヨネザワ　佐世保四ヶ町店

857-0871857-0871 佐世保市本島町4-28佐世保市本島町4-28 0956-24-78550956-24-7855
すが　もりた

か

3131 7-16127-1612 川浪　博純川浪　博純
ベターライフデザイン（株）　ベターライフデザイン（株）　
補聴器オーダースタジオ　佐世保本店補聴器オーダースタジオ　佐世保本店

857-0871857-0871 佐世保市本島町3-22佐世保市本島町3-22 0956-22-55530956-22-5553
かわなみ　ひ

ろずみ

3232 12-219812-2198 真下　美恵子真下　美恵子
ベターライフデザイン（株）　ベターライフデザイン（株）　
補聴器オーダースタジオ　佐世保本店補聴器オーダースタジオ　佐世保本店

857-0871857-0871 佐世保市本島町3-22佐世保市本島町3-22 0956-22-55530956-22-5553
ました　みえ

こ

3333 4-13164-1316 友成　数浩友成　数浩 九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保 857-0873857-0873 佐世保市宮崎町1-5佐世保市宮崎町1-5 0956-24-86110956-24-8611
ともなり　か

ずひろ

3434 21-407621-4076 太田　香織太田　香織 九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保 857-0873857-0873 佐世保市宮崎町1-5佐世保市宮崎町1-5 0956-24-86110956-24-8611
おおた　かお

り

3535 21-407821-4078 田向　由紀子田向　由紀子 九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保九州リオン（株）　リオネットセンター佐世保 857-0873857-0873 佐世保市宮崎町1-5佐世保市宮崎町1-5 0956-24-86110956-24-8611
たむこう　ゆ

きこ

3636 25-523425-5234 大島　弘慎大島　弘慎 （有）岩永　長崎補聴器　佐世保店（有）岩永　長崎補聴器　佐世保店 857-0875857-0875 佐世保市下京町3-7佐世保市下京町3-7 0956-23-32680956-23-3268
おおしま　ひ

ろのり

3737 27-575727-5757 金子　修平金子　修平 カネコ時計店カネコ時計店 859-2504859-2504 南島原市口之津町丙1988-9南島原市口之津町丙1988-9 0957-86-28570957-86-2857
かねこ　しゅ

うへい

3838 26-540126-5401 宮本　優香宮本　優香 めがねと補聴器のまみいめがねと補聴器のまみい 859-5121859-5121 平戸市岩の上町487-45平戸市岩の上町487-45 0950-23-88110950-23-8811
みやもと　ゆ

か

3939 20-343420-3434 今塩屋　美幸今塩屋　美幸
いましおや　

みゆき

熊本県熊本県
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 21-401721-4017 菊池　鉄平菊池　鉄平
（株）air　（株）air　
きくちメガネ　イオンタウン田崎店きくちメガネ　イオンタウン田崎店

860-0058860-0058
熊本市西区田崎町380 熊本市西区田崎町380 
イオンタウン田崎1Fイオンタウン田崎1F

096-324-0558096-324-0558
きくち　てっ

ぺい

22 20-362920-3629 阪口　秀和阪口　秀和 補聴器専門店　しゅう補聴器専門店　しゅう 860-0073860-0073
熊本市西区島崎2丁目11-10 熊本市西区島崎2丁目11-10 
第5甲斐田ハイツ102第5甲斐田ハイツ102

096-288-2239096-288-2239
さかぐち　ひ

でかず

33 14-235914-2359 中原　慎一郎中原　慎一郎 九州リオン（株）　リオネットセンター熊本九州リオン（株）　リオネットセンター熊本 860-0805860-0805
熊本市中央区桜町5-10 熊本市中央区桜町5-10 
藤和花畑コープ1F藤和花畑コープ1F

096-355-1133096-355-1133
なかはら　し

んいちろう

44 27-572627-5726 右山　雅子右山　雅子 九州リオン（株）　リオネットセンター熊本九州リオン（株）　リオネットセンター熊本 860-0805860-0805
熊本市中央区桜町5-10 熊本市中央区桜町5-10 
藤和花畑コープ1F藤和花畑コープ1F

096-355-1133096-355-1133
みぎやま　ま

さこ

55 27-568027-5680 松永　早希子松永　早希子 （株）メガネの大宝堂　eye wear shop Visio（株）メガネの大宝堂　eye wear shop Visio 860-0807860-0807 熊本市中央区下通1-5-14熊本市中央区下通1-5-14 096-322-6264096-322-6264
まつなが　さ

きこ

66 20-343520-3435 水野　克彦水野　克彦 マキチエ（株）　熊本営業所マキチエ（株）　熊本営業所 860-0811860-0811
熊本市中央区本荘6-7-2 熊本市中央区本荘6-7-2 
WINビル1FWINビル1F

096-241-2111096-241-2111
みずの　かつ

ひこ

77 2-11392-1139 中川　義幸中川　義幸
（有）ヒヤリングメディカルきむら　（有）ヒヤリングメディカルきむら　
補聴器センターきむら補聴器センターきむら

860-0834860-0834 熊本市南区江越2丁目1番18号熊本市南区江越2丁目1番18号 096-214-3033096-214-3033
なかがわ　よ

しゆき

88 6-14736-1473 相澤　彰治相澤　彰治
（有）ヒヤリングメディカルきむら　（有）ヒヤリングメディカルきむら　
補聴器センターきむら補聴器センターきむら

860-0834860-0834 熊本市南区江越2丁目1番18号熊本市南区江越2丁目1番18号 096-214-3033096-214-3033
あいざわ　

しょうじ

99 22-428722-4287 坂田　一弘坂田　一弘
（有）ヒヤリングメディカルきむら　（有）ヒヤリングメディカルきむら　
補聴器センターきむら補聴器センターきむら

860-0834860-0834 熊本市南区江越2丁目1番18号熊本市南区江越2丁目1番18号 096-214-3033096-214-3033
さかた　かず

ひろ

1010 15-250615-2506 中村　まゆみ中村　まゆみ （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
なかむら　ま

ゆみ

1111 15-255715-2557 橋谷　賢治橋谷　賢治 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
はしたに　け

んじ

1212 16-258216-2582 秋永　達男秋永　達男 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
あきなが　た

つお

1313 20-338320-3383 田宮　英治田宮　英治 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
たみや　えい

じ

1414 21-400121-4001 楠田　敏靖楠田　敏靖 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
くすだ　とし

やす

1515 23-456123-4561 本郷　英剛本郷　英剛 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
ほんごう　ひ

でたか

1616 29-650929-6509 松岡　佳祐松岡　佳祐 （株）メガネの大宝堂　上通店（株）メガネの大宝堂　上通店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町5-6熊本市中央区上通町5-6 096-354-2155096-354-2155
まつおか　け

いすけ

1717 16-258516-2585 岩永　有美子岩永　有美子 （有）岩永　岩永補聴器　熊本支店（有）岩永　岩永補聴器　熊本支店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町3-33熊本市中央区上通町3-33 096-326-8339096-326-8339
いわなが　ゆ

みこ

1818 25-512425-5124 小坂　孝徳小坂　孝徳 （有）岩永　岩永補聴器　熊本支店（有）岩永　岩永補聴器　熊本支店 860-0845860-0845 熊本市中央区上通町3-33熊本市中央区上通町3-33 096-326-8339096-326-8339
こさか　たか

のり

1919 24-489524-4895 案浦　勝案浦　勝 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　植木店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　植木店 861-0133861-0133 熊本市北区植木町滴水441熊本市北区植木町滴水441 096-272-5111096-272-5111
あんのうら　

まさる

2020 19-316519-3165 永田　雅人永田　雅人 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　山鹿店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　山鹿店 861-0531861-0531 山鹿市中825山鹿市中825 0968-44-12110968-44-1211
ながた　まさ

と

2121 28-612128-6121 奥村　伸一奥村　伸一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　菊南店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　菊南店 861-1102861-1102 合志市須屋707-1合志市須屋707-1 096-345-3232096-345-3232
おくむら　し

んいち

2222 19-326919-3269 宮田　建宮田　建
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　アンビー熊本店メガネのヨネザワ　アンビー熊本店

861-1114861-1114 合志市竹迫字桜山2258合志市竹迫字桜山2258 096-348-6000096-348-6000 みやた　けん

熊本県熊本県
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

2323 16-265016-2650 永田　信徳永田　信徳
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ菊池キャニオン店メガネのヨネザワ菊池キャニオン店

861-1307861-1307
菊池市片角290 菊池市片角290 
ビッグミカエルエルシティキャニオンビッグミカエルエルシティキャニオン

0968-25-34000968-25-3400
ながた　のぶ

のり

2424 27-601427-6014 嶋田　修嶋田　修 フランクールフランクール 861-3207861-3207 上益城郡御船町御船1041-1上益城郡御船町御船1041-1 096-282-0121096-282-0121
しまだ　おさ

む

2525 26-546626-5466 野田　雅美野田　雅美 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ  近見店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ  近見店 861-4101861-4101 熊本市南区近見8丁目1-1熊本市南区近見8丁目1-1 096-359-8000096-359-8000 のだ　まさみ

2626 20-360920-3609 西村　和寿西村　和寿 （株）ヨネザワ　ヨネザワ補聴器　武蔵ヶ丘店（株）ヨネザワ　ヨネザワ補聴器　武蔵ヶ丘店 861-8001861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘3-14-8熊本市北区武蔵ヶ丘3-14-8 096-215-8033096-215-8033
にしむら　か

ずとし

2727 27-598027-5980 津田　芙佐子津田　芙佐子 （株）ヨネザワ　ヨネザワ補聴器　武蔵ヶ丘店（株）ヨネザワ　ヨネザワ補聴器　武蔵ヶ丘店 861-8001861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘3-14-8熊本市北区武蔵ヶ丘3-14-8 096-215-8033096-215-8033 つだ　ふさこ

2828 29-638529-6385 赤星　恭寛赤星　恭寛
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめタウンサンピアン店メガネのヨネザワ　ゆめタウンサンピアン店

861-8010861-8010
熊本市東区上南部2-2-2 熊本市東区上南部2-2-2 
ゆめタウンサンピアン2Fゆめタウンサンピアン2F

096-292-8108096-292-8108
あかほし　や

すひろ

2929 18-295618-2956 前田　浩一前田　浩一 すみれ補聴器長嶺店すみれ補聴器長嶺店 861-8039861-8039 熊本市東区長嶺南5-4-33熊本市東区長嶺南5-4-33 096-285-1183096-285-1183
まえだ　こう

いち

3030 20-345720-3457 奥山　誠一奥山　誠一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　健軍店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　健軍店 862-0903862-0903 熊本市東区若葉1-2-3熊本市東区若葉1-2-3 096-365-5111096-365-5111
おくやま　せ

いいち

3131 5-13945-1394 學　昭一學　昭一 （有）熊本補聴器センター　健軍本店（有）熊本補聴器センター　健軍本店 862-0911862-0911
熊本市東区健軍3-24-26 熊本市東区健軍3-24-26 
NTT健軍ビル1FNTT健軍ビル1F

096-365-7531096-365-7531
まなぶ　しょ

ういち

3232 24-498624-4986 前田　航前田　航 （有）熊本補聴器センター　健軍本店（有）熊本補聴器センター　健軍本店 862-0911862-0911
熊本市東区健軍3-24-26 熊本市東区健軍3-24-26 
NTT健軍ビル1FNTT健軍ビル1F

096-365-7531096-365-7531
まえだ　わた

る

3333 29-650429-6504 津留　一仁津留　一仁 （有）熊本補聴器センター　健軍本店（有）熊本補聴器センター　健軍本店 862-0911862-0911
熊本市東区健軍3-24-26 熊本市東区健軍3-24-26 
NTT健軍ビル1FNTT健軍ビル1F

096-365-7531096-365-7531
つる　かずひ

と

3434 11-213711-2137 上西川原　桂太上西川原　桂太（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
かみにしかわ

ら　けいた

3535 11-215011-2150 藤山　正光藤山　正光 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
ふじやま　ま

さみつ

3636 17-284617-2846 姫野　幸忠姫野　幸忠 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
ひめの　ゆき

ただ

3737 18-294718-2947 奥田　和大奥田　和大 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
おくだ　かず

ひろ

3838 18-295418-2954 志柿　俊光志柿　俊光 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
しがき　とし

みつ

3939 23-455423-4554 中澤　洋平中澤　洋平 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
なかざわ　よ

うへい

4040 24-485724-4857 山下　大輔山下　大輔 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
やました　だ

いすけ

4141 25-526725-5267 貞永　美智子貞永　美智子 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
さだなが　み

ちこ

4242 25-527325-5273 川端　孝一川端　孝一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本店 862-0950862-0950 熊本市中央区水前寺6-1-38熊本市中央区水前寺6-1-38 096-383-3336096-383-3336
かわばた　こ

ういち

4343 9-18069-1806 山田　正一山田　正一 クローバー補聴器クローバー補聴器 862-0955862-0955
熊本市中央区神水本町20-3 熊本市中央区神水本町20-3 
第2林ビル101号第2林ビル101号

096-213-7433096-213-7433
やまだ　しょ

ういち

4444 28-625428-6254 村上　雄人村上　雄人 クローバー補聴器クローバー補聴器 862-0955862-0955
熊本市中央区神水本町20-3 熊本市中央区神水本町20-3 
第2林ビル101号第2林ビル101号

096-213-7433096-213-7433
むらかみ　た

けと

4545 29-640229-6402 渡辺　太一朗渡辺　太一朗
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめタウンはません店メガネのヨネザワ　ゆめタウンはません店

862-0965862-0965
熊本市南区田井島1-2-1 熊本市南区田井島1-2-1 
ゆめタウンはません1Fゆめタウンはません1F

096-373-2050096-373-2050
わたなべ　た

いいちろう

4646 26-542426-5424 山本　浩山本　浩 メディカル・ヤマモトメディカル・ヤマモト 862-0965862-0965 熊本市南区田井島1-3-27-101熊本市南区田井島1-3-27-101 096-334-7017096-334-7017
やまもと　ひ

ろし

4747 26-564626-5646 髙松　卓史髙松　卓史
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ ゆめタウン大江店メガネのヨネザワ ゆめタウン大江店

862-0971862-0971
熊本市中央区大江3-2-40 熊本市中央区大江3-2-40 
ゆめタウン大江店ゆめタウン大江店

096-342-6342096-342-6342
たかまつ　た

かふみ

4848 10-186710-1867 永野　証也永野　証也
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）　
熊本営業所熊本営業所

862-0971862-0971
熊本市中央区大江5-15-7 熊本市中央区大江5-15-7 
八木ビル2F八木ビル2F

096-371-4133096-371-4133
ながの　せい

や

4949 17-274117-2741 峯　達也峯　達也 ブルームヒアリング（株）　ブルーム熊本店ブルームヒアリング（株）　ブルーム熊本店 862-0975862-0975
熊本市中央区新屋敷1-19-11 熊本市中央区新屋敷1-19-11 
新屋敷添島ビル101新屋敷添島ビル101

096-366-2436096-366-2436 みね　たつや

5050 28-616128-6161 岡田　信岡田　信 ブルームヒアリング（株）　ブルーム熊本店ブルームヒアリング（株）　ブルーム熊本店 862-0975862-0975
熊本市中央区新屋敷1-19-11 熊本市中央区新屋敷1-19-11 
新屋敷添島ビル101新屋敷添島ビル101

096-366-2436096-366-2436
おかだ　まこ

と

5151 11-203011-2030 宮嵜　隆治宮嵜　隆治 AMAMIYA 補聴器AMAMIYA 補聴器 863-0012863-0012
天草市今釜町8-29 天草市今釜町8-29 
松下ビル1F1号松下ビル1F1号

0969-33-99330969-33-9933
みやざき　た

かはる

5252 24-496524-4965 濱崎　敏弘濱崎　敏弘 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本渡店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　本渡店 863-0031863-0031 天草市南新町7-17天草市南新町7-17 0969-23-75000969-23-7500
はまさき　と

しひろ

5353 25-530425-5304 濵﨑　康之濵﨑　康之 あさひ補聴器天草店あさひ補聴器天草店 863-0032863-0032
天草市太田町21-13 天草市太田町21-13 
テラモトビル101テラモトビル101

0969-22-63550969-22-6355
はまさき　や

すゆき

5454 29-631729-6317 原田　教文原田　教文 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　荒尾万田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　荒尾万田店 864-0002864-0002 荒尾市万田字平原1133-1荒尾市万田字平原1133-1 0968-62-38550968-62-3855
はらだ　のり

ふみ

5555 29-630729-6307 村上　和之村上　和之
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　荒尾シティモール店メガネのヨネザワ　荒尾シティモール店

864-0033864-0033
荒尾市緑ケ丘1-1-1 荒尾市緑ケ丘1-1-1 
荒尾シティモール荒尾シティモール

0968-66-45000968-66-4500
むらかみ　か

ずゆき

5656 25-526825-5268 竹原　政徳竹原　政徳
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめマート玉名店メガネのヨネザワ　ゆめマート玉名店

865-0015865-0015
玉名市亀甲134番 玉名市亀甲134番 
ゆめマート玉名店1Fゆめマート玉名店1F

0968-74-00170968-74-0017
たけはら　ま

さのり

5757 8-16938-1693 中村　隆士中村　隆士 （株）熊本補聴器センター玉名（株）熊本補聴器センター玉名 865-0015865-0015
玉名市亀甲168-1  玉名市亀甲168-1  
亀甲ビル 亀甲ビル 

0968-72-65550968-72-6555
なかむら　た

かし

5858 25-502025-5020 中川　直樹中川　直樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　玉名店パリミキ　玉名店

865-0023865-0023 玉名市大倉1467-21玉名市大倉1467-21 0968-74-35400968-74-3540
なかがわ　な

おき

5959 18-303818-3038 鶴田　泰彦鶴田　泰彦 九州リオン（株）　リオネットセンター玉名九州リオン（株）　リオネットセンター玉名 865-0025865-0025 玉名市高瀬519-4玉名市高瀬519-4 0968-57-93310968-57-9331
つるだ　やす

ひこ

6060 28-602328-6023 西村　剛西村　剛 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　玉名築地店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　玉名築地店 865-0065865-0065 玉名市築地305-1玉名市築地305-1 0968-76-78100968-76-7810
にしむら　つ

よし

6161 26-559826-5598 大谷　百合子大谷　百合子 （株）ヨネザワ　ゆめタウン八代店（株）ヨネザワ　ゆめタウン八代店 866-0045866-0045
八代市建馬町3-1 八代市建馬町3-1 
ゆめタウン八代店2Fゆめタウン八代店2F

0965-35-51000965-35-5100
おおたに　ゆ

りこ

6262 21-386821-3868 樫本　義博樫本　義博 補聴器のかしもと補聴器のかしもと 866-0065866-0065 八代市豊原下町3411-1八代市豊原下町3411-1 0965-34-88570965-34-8857
かしもと　よ

しひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。
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6363 18-298218-2982 関添　聖二関添　聖二 （株）視聴覚センター　補聴器センター八代（株）視聴覚センター　補聴器センター八代 866-0831866-0831 八代市萩原町1-4-6八代市萩原町1-4-6 0965-35-37330965-35-3733
せきぞえ　せ

いじ

6464 5-13585-1358 坂本　一信坂本　一信 新やつしろ補聴器新やつしろ補聴器 866-0854866-0854 八代市新町2-13八代市新町2-13 0965-34-33160965-34-3316
さかもと　か

ずのぶ

6565 26-533526-5335 坂本　翔太坂本　翔太 新やつしろ補聴器新やつしろ補聴器 866-0854866-0854 八代市新町2-13八代市新町2-13 0965-34-33160965-34-3316
さかもと　

しょうた

6666 7-15827-1582 吉村　一紀吉村　一紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店 866-0861866-0861
八代市本町1-8-22 八代市本町1-8-22 
NTT八代ビル1FNTT八代ビル1F

0965-32-29980965-32-2998
よしむら　か

ずとし

6767 20-362620-3626 矢加部　尚司矢加部　尚司 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店 866-0861866-0861
八代市本町1-8-22 八代市本町1-8-22 
NTT八代ビル1FNTT八代ビル1F

0965-32-29980965-32-2998
やかべ　しょ

うじ

6868 23-442723-4427 中村　洋中村　洋 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店 866-0861866-0861
八代市本町1-8-22 八代市本町1-8-22 
NTT八代ビル1FNTT八代ビル1F

0965-32-29980965-32-2998
なかむら　ひ

ろし

6969 20-345620-3456 中尾　衣井子中尾　衣井子 （有）めがねの開眼堂（有）めがねの開眼堂 866-0872866-0872 八代市田中町489-1八代市田中町489-1 0965-34-10010965-34-1001
なかお　えい

こ

7070 28-610528-6105 白川　みゆき白川　みゆき （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ八代松江店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ八代松江店 866-0883866-0883 八代市松江町新開505八代市松江町新開505 0965-35-74220965-35-7422
しらかわ　み

ゆき

7171 23-468723-4687 法福　友希法福　友希 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　水俣店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　水俣店 867-0051867-0051 水俣市昭和町2-49水俣市昭和町2-49 0966-63-55560966-63-5556
ほうふく　と

もき

7272 18-303418-3034 宮山　賢宮山　賢 （株）宮山時計店（株）宮山時計店 868-0004868-0004 人吉市九日町76人吉市九日町76 0966-22-40450966-22-4045
みややま　さ

とし

7373 24-480624-4806 岡山　朋子岡山　朋子
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　人吉レックス店メガネのヨネザワ　人吉レックス店

868-0011868-0011 人吉市宝来町1293人吉市宝来町1293 0966-24-77770966-24-7777
おかやま　と

もこ

7474 19-307619-3076 恒松　朋伸恒松　朋伸 （有）恒松時計店　あさぎり店（有）恒松時計店　あさぎり店 868-0422868-0422 球磨郡あさぎり町上北152-1球磨郡あさぎり町上北152-1 0966-45-43110966-45-4311
つねまつ　と

ものぶ

7575 25-509325-5093 宮嵜　昌昭宮嵜　昌昭 （株）メガネトップ　眼鏡市場　熊本宇土店（株）メガネトップ　眼鏡市場　熊本宇土店 869-0411869-0411 宇土市水町50-1宇土市水町50-1 0964-22-27780964-22-2778
みやざき　ま

さあき

7676 21-398721-3987 菊池　貴康菊池　貴康
（株）キクチ　（株）キクチ　
キクチめがね　宇土シティモール店キクチめがね　宇土シティモール店

869-0418869-0418
宇土市善道寺町95 宇土市善道寺町95 
宇土シティモール1F宇土シティモール1F

0964-23-11420964-23-1142
きくち　たか

のり

7777 20-362720-3627 和田　英男和田　英男
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011 わだ　ひでお

7878 23-468623-4686 堀　俊介堀　俊介
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011
ほり　しゅん

すけ

7979 27-599627-5996 光永　尚代光永　尚代
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011
みつなが　ひ

さよ

8080 29-627829-6278 本田　義浩本田　義浩
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011
ほんだ　よし

ひろ

8181 28-605828-6058 甲斐　加奈甲斐　加奈
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめタウン光の森店メガネのヨネザワ　ゆめタウン光の森店

869-1108869-1108 菊池郡菊陽町光の森7-39-1菊池郡菊陽町光の森7-39-1 096-233-1555096-233-1555 かい　かな

8282 18-293518-2935 阿蘇品　伸二阿蘇品　伸二 あそしな時計店あそしな時計店 869-2612869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1943-2阿蘇市一の宮町宮地1943-2 0967-22-36190967-22-3619
あそしな　し

んじ

8383 20-346120-3461 岩本　浩幸岩本　浩幸
いわもと　ひ

ろゆき

8484 29-626329-6263 加治屋　泰斗加治屋　泰斗
かじや　たい

と

大分県大分県
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 10-185410-1854 長澤　康弘長澤　康弘 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
ながさわ　や

すひろ

22 11-203111-2031 吉丸　慶一吉丸　慶一 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
よしまる　け

いいち

33 17-275017-2750 工藤　大毅工藤　大毅 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
くどう　だい

き

44 25-523925-5239 今針山　真也今針山　真也 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
いまはりやま　

しんや

55 11-205011-2050 岡村　丞岡村　丞 （株）ヤノメガネ　竹町本店（株）ヤノメガネ　竹町本店 870-0035870-0035 大分市中央町1-5-5大分市中央町1-5-5 097-536-1500097-536-1500
おかむら　す

すむ

66 22-429922-4299 後藤　恭孝後藤　恭孝 （株）ヤノメガネ　竹町本店（株）ヤノメガネ　竹町本店 870-0035870-0035 大分市中央町1-5-5大分市中央町1-5-5 097-536-1500097-536-1500
ごとう　やす

たか

77 22-432522-4325 宮園　正博宮園　正博 （株）ヤノメガネ　竹町本店（株）ヤノメガネ　竹町本店 870-0035870-0035 大分市中央町1-5-5大分市中央町1-5-5 097-536-1500097-536-1500
みやぞの　ま

さひろ

88 20-343320-3433 室　俊彦室　俊彦 （株）ヤノメガネ　中央店（株）ヤノメガネ　中央店 870-0035870-0035 大分市中央町2-5-1大分市中央町2-5-1 097-535-1551097-535-1551
むろ　としひ

こ

99 24-483924-4839 後藤　勉後藤　勉 （株）ヤノメガネ　中央店（株）ヤノメガネ　中央店 870-0035870-0035 大分市中央町2-5-1大分市中央町2-5-1 097-535-1551097-535-1551
ごとう　つと

む

1010 24-484424-4844 赤峰　義啓赤峰　義啓 （株）ヤノメガネ　中央店（株）ヤノメガネ　中央店 870-0035870-0035 大分市中央町2-5-1大分市中央町2-5-1 097-535-1551097-535-1551
あかみね　よ

しひろ

1111 18-287718-2877 徳永　昌平徳永　昌平
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロンメガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロン

870-0035870-0035
大分市中央町2-3-19 大分市中央町2-3-19 
大津ビル1F大津ビル1F

097-513-5922097-513-5922
とくなが　

しょうへい

1212 25-527025-5270 山田　陽一山田　陽一
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロンメガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロン

870-0035870-0035
大分市中央町2-3-19 大分市中央町2-3-19 
大津ビル1F大津ビル1F

097-513-5922097-513-5922
やまだ　よう

いち

1313 26-557326-5573 山口　雄大山口　雄大
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロンメガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロン

870-0035870-0035
大分市中央町2-3-19 大分市中央町2-3-19 
大津ビル1F大津ビル1F

097-513-5922097-513-5922
やまぐち　か

つひろ

1414 3-12213-1221 梅野　朋洋梅野　朋洋 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408
うめの　とも

ひろ

1515 9-18209-1820 甲斐　和美甲斐　和美 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408 かい　かずみ

1616 24-482524-4825 梅野　崇徳梅野　崇徳 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408
うめの　たか

のり



※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。

熊本県熊本県
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

6363 18-298218-2982 関添　聖二関添　聖二 （株）視聴覚センター　補聴器センター八代（株）視聴覚センター　補聴器センター八代 866-0831866-0831 八代市萩原町1-4-6八代市萩原町1-4-6 0965-35-37330965-35-3733
せきぞえ　せ

いじ

6464 5-13585-1358 坂本　一信坂本　一信 新やつしろ補聴器新やつしろ補聴器 866-0854866-0854 八代市新町2-13八代市新町2-13 0965-34-33160965-34-3316
さかもと　か

ずのぶ

6565 26-533526-5335 坂本　翔太坂本　翔太 新やつしろ補聴器新やつしろ補聴器 866-0854866-0854 八代市新町2-13八代市新町2-13 0965-34-33160965-34-3316
さかもと　

しょうた

6666 7-15827-1582 吉村　一紀吉村　一紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店 866-0861866-0861
八代市本町1-8-22 八代市本町1-8-22 
NTT八代ビル1FNTT八代ビル1F

0965-32-29980965-32-2998
よしむら　か

ずとし

6767 20-362620-3626 矢加部　尚司矢加部　尚司 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店 866-0861866-0861
八代市本町1-8-22 八代市本町1-8-22 
NTT八代ビル1FNTT八代ビル1F

0965-32-29980965-32-2998
やかべ　しょ

うじ

6868 23-442723-4427 中村　洋中村　洋 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八代店 866-0861866-0861
八代市本町1-8-22 八代市本町1-8-22 
NTT八代ビル1FNTT八代ビル1F

0965-32-29980965-32-2998
なかむら　ひ

ろし

6969 20-345620-3456 中尾　衣井子中尾　衣井子 （有）めがねの開眼堂（有）めがねの開眼堂 866-0872866-0872 八代市田中町489-1八代市田中町489-1 0965-34-10010965-34-1001
なかお　えい

こ

7070 28-610528-6105 白川　みゆき白川　みゆき （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ八代松江店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ八代松江店 866-0883866-0883 八代市松江町新開505八代市松江町新開505 0965-35-74220965-35-7422
しらかわ　み

ゆき

7171 23-468723-4687 法福　友希法福　友希 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　水俣店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　水俣店 867-0051867-0051 水俣市昭和町2-49水俣市昭和町2-49 0966-63-55560966-63-5556
ほうふく　と

もき

7272 18-303418-3034 宮山　賢宮山　賢 （株）宮山時計店（株）宮山時計店 868-0004868-0004 人吉市九日町76人吉市九日町76 0966-22-40450966-22-4045
みややま　さ

とし

7373 24-480624-4806 岡山　朋子岡山　朋子
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　人吉レックス店メガネのヨネザワ　人吉レックス店

868-0011868-0011 人吉市宝来町1293人吉市宝来町1293 0966-24-77770966-24-7777
おかやま　と

もこ

7474 19-307619-3076 恒松　朋伸恒松　朋伸 （有）恒松時計店　あさぎり店（有）恒松時計店　あさぎり店 868-0422868-0422 球磨郡あさぎり町上北152-1球磨郡あさぎり町上北152-1 0966-45-43110966-45-4311
つねまつ　と

ものぶ

7575 25-509325-5093 宮嵜　昌昭宮嵜　昌昭 （株）メガネトップ　眼鏡市場　熊本宇土店（株）メガネトップ　眼鏡市場　熊本宇土店 869-0411869-0411 宇土市水町50-1宇土市水町50-1 0964-22-27780964-22-2778
みやざき　ま

さあき

7676 21-398721-3987 菊池　貴康菊池　貴康
（株）キクチ　（株）キクチ　
キクチめがね　宇土シティモール店キクチめがね　宇土シティモール店

869-0418869-0418
宇土市善道寺町95 宇土市善道寺町95 
宇土シティモール1F宇土シティモール1F

0964-23-11420964-23-1142
きくち　たか

のり

7777 20-362720-3627 和田　英男和田　英男
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011 わだ　ひでお

7878 23-468623-4686 堀　俊介堀　俊介
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011
ほり　しゅん

すけ

7979 27-599627-5996 光永　尚代光永　尚代
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011
みつなが　ひ

さよ

8080 29-627829-6278 本田　義浩本田　義浩
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　松橋店メガネのヨネザワ　松橋店

869-0502869-0502 宇城市松橋町松橋891宇城市松橋町松橋891 0964-33-50110964-33-5011
ほんだ　よし

ひろ

8181 28-605828-6058 甲斐　加奈甲斐　加奈
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　ゆめタウン光の森店メガネのヨネザワ　ゆめタウン光の森店

869-1108869-1108 菊池郡菊陽町光の森7-39-1菊池郡菊陽町光の森7-39-1 096-233-1555096-233-1555 かい　かな

8282 18-293518-2935 阿蘇品　伸二阿蘇品　伸二 あそしな時計店あそしな時計店 869-2612869-2612 阿蘇市一の宮町宮地1943-2阿蘇市一の宮町宮地1943-2 0967-22-36190967-22-3619
あそしな　し

んじ

8383 20-346120-3461 岩本　浩幸岩本　浩幸
いわもと　ひ

ろゆき

8484 29-626329-6263 加治屋　泰斗加治屋　泰斗
かじや　たい

と

大分県大分県
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 10-185410-1854 長澤　康弘長澤　康弘 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
ながさわ　や

すひろ

22 11-203111-2031 吉丸　慶一吉丸　慶一 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
よしまる　け

いいち

33 17-275017-2750 工藤　大毅工藤　大毅 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
くどう　だい

き

44 25-523925-5239 今針山　真也今針山　真也 九州リオン（株）　大分営業所九州リオン（株）　大分営業所 870-0022870-0022
大分市大手町2-3-32  大分市大手町2-3-32  
平野ビル103平野ビル103

097-537-7156097-537-7156
いまはりやま　

しんや

55 11-205011-2050 岡村　丞岡村　丞 （株）ヤノメガネ　竹町本店（株）ヤノメガネ　竹町本店 870-0035870-0035 大分市中央町1-5-5大分市中央町1-5-5 097-536-1500097-536-1500
おかむら　す

すむ

66 22-429922-4299 後藤　恭孝後藤　恭孝 （株）ヤノメガネ　竹町本店（株）ヤノメガネ　竹町本店 870-0035870-0035 大分市中央町1-5-5大分市中央町1-5-5 097-536-1500097-536-1500
ごとう　やす

たか

77 22-432522-4325 宮園　正博宮園　正博 （株）ヤノメガネ　竹町本店（株）ヤノメガネ　竹町本店 870-0035870-0035 大分市中央町1-5-5大分市中央町1-5-5 097-536-1500097-536-1500
みやぞの　ま

さひろ

88 20-343320-3433 室　俊彦室　俊彦 （株）ヤノメガネ　中央店（株）ヤノメガネ　中央店 870-0035870-0035 大分市中央町2-5-1大分市中央町2-5-1 097-535-1551097-535-1551
むろ　としひ

こ

99 24-483924-4839 後藤　勉後藤　勉 （株）ヤノメガネ　中央店（株）ヤノメガネ　中央店 870-0035870-0035 大分市中央町2-5-1大分市中央町2-5-1 097-535-1551097-535-1551
ごとう　つと

む

1010 24-484424-4844 赤峰　義啓赤峰　義啓 （株）ヤノメガネ　中央店（株）ヤノメガネ　中央店 870-0035870-0035 大分市中央町2-5-1大分市中央町2-5-1 097-535-1551097-535-1551
あかみね　よ

しひろ

1111 18-287718-2877 徳永　昌平徳永　昌平
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロンメガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロン

870-0035870-0035
大分市中央町2-3-19 大分市中央町2-3-19 
大津ビル1F大津ビル1F

097-513-5922097-513-5922
とくなが　

しょうへい

1212 25-527025-5270 山田　陽一山田　陽一
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロンメガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロン

870-0035870-0035
大分市中央町2-3-19 大分市中央町2-3-19 
大津ビル1F大津ビル1F

097-513-5922097-513-5922
やまだ　よう

いち

1313 26-557326-5573 山口　雄大山口　雄大
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロンメガネのヨネザワ　大分中央店補聴器サロン

870-0035870-0035
大分市中央町2-3-19 大分市中央町2-3-19 
大津ビル1F大津ビル1F

097-513-5922097-513-5922
やまぐち　か

つひろ

1414 3-12213-1221 梅野　朋洋梅野　朋洋 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408
うめの　とも

ひろ

1515 9-18209-1820 甲斐　和美甲斐　和美 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408 かい　かずみ

1616 24-482524-4825 梅野　崇徳梅野　崇徳 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408
うめの　たか

のり

大分県大分県
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

1717 26-552426-5524 梅野　伸之亮梅野　伸之亮 （有）うめの補聴器センター（有）うめの補聴器センター 870-0035870-0035
大分市中央町1-1-13 大分市中央町1-1-13 
モリムラビル1Fモリムラビル1F

097-540-5408097-540-5408
うめの　しん

のすけ

1818 26-554626-5546 定行　真志定行　真志 （株）メガネトップ大分　眼鏡市場　大分春日店（株）メガネトップ大分　眼鏡市場　大分春日店 870-0038870-0038 大分市西春日町4-1大分市西春日町4-1 097-538-7370097-538-7370
さだゆき　し

んじ

1919 18-301418-3014 幸野　知岩幸野　知岩 （株）ヤノメガネ　鶴崎店（株）ヤノメガネ　鶴崎店 870-0104870-0104 大分市南鶴崎2-1-36大分市南鶴崎2-1-36 097-522-1525097-522-1525
こうの　のり

たか

2020 27-581327-5813 郡田　俊昭郡田　俊昭 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　鶴崎店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　鶴崎店 870-0105870-0105 大分市西鶴崎3-5-12大分市西鶴崎3-5-12 097-523-1211097-523-1211
こおりだ　と

しあき

2121 11-205311-2053 杉崎　茂隆杉崎　茂隆 （株）ヤノメガネ　森町バイパス店（株）ヤノメガネ　森町バイパス店 870-0128870-0128 大分市大字森552-2大分市大字森552-2 097-524-0922097-524-0922
すぎさき　し

げたか

2222 24-501024-5010 吉田　靖秀吉田　靖秀 （株）ヤノメガネ　森町バイパス店（株）ヤノメガネ　森町バイパス店 870-0128870-0128 大分市大字森552-2大分市大字森552-2 097-524-0922097-524-0922
よしだ　やす

ひで

2323 21-391221-3912 河野　誠河野　誠 （株）ヤノメガネ　明野店（株）ヤノメガネ　明野店 870-0161870-0161
大分市明野東1-1-1 大分市明野東1-1-1 
明野アクロスタウン1番館1F明野アクロスタウン1番館1F

097-556-4568097-556-4568
かわの　まこ

と

2424 25-528225-5282 玉井　敏之玉井　敏之 （株）ヤノメガネ　明野店（株）ヤノメガネ　明野店 870-0161870-0161
大分市明野東1-1-1 大分市明野東1-1-1 
明野アクロスタウン1番館1F明野アクロスタウン1番館1F

097-556-4568097-556-4568
たまい　とし

ゆき

2525 22-429022-4290 安部　哲也安部　哲也 （株）ヤノメガネ　田中町店（株）ヤノメガネ　田中町店 870-0852870-0852 大分市田中町9-2大分市田中町9-2 097-545-6886097-545-6886 あべ　てつや

2626 24-481624-4816 廣末　正利廣末　正利 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　南大分店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　南大分店 870-0854870-0854 大分市二又町3-1-1大分市二又町3-1-1 097-545-5211097-545-5211
ひろすえ　ま

さとし

2727 22-438322-4383 築山　信幸築山　信幸 （株）ヤノメガネ　萩原店（株）ヤノメガネ　萩原店 870-0919870-0919 大分市新栄町1-2大分市新栄町1-2 097-556-7726097-556-7726
つきやま　の

ぶゆき

2828 24-470024-4700 宇留嶋　伸明宇留嶋　伸明 大分うぐいす補聴器大分うぐいす補聴器 870-0924870-0924 大分市牧3丁目9-1大分市牧3丁目9-1 097-552-4133097-552-4133
うるしま　の

ぶあき

2929 11-204111-2041 首藤　秀二首藤　秀二 （株）ヨネザワ　ビューシック・クギミヤ　津留店（株）ヨネザワ　ビューシック・クギミヤ　津留店 870-0938870-0938
大分市今津留3-4-30 大分市今津留3-4-30 
おかだ眼科1Fおかだ眼科1F

097-552-7120097-552-7120
しゅとう　

しゅうじ

3030 26-549126-5491 安部　直樹安部　直樹 （株）ヤノメガネ　わさだタウン店（株）ヤノメガネ　わさだタウン店 870-1198870-1198
大分市大字玉沢755-1 大分市大字玉沢755-1 
トキハわさだタウン1Fトキハわさだタウン1F

097-588-8822097-588-8822 あべ　なおき

3131 25-526325-5263 立花　渉立花　渉 （株）ヤノメガネ　アミュプラザおおいた店（株）ヤノメガネ　アミュプラザおおいた店 870-8550870-8550
大分市要町1-14 大分市要町1-14 
アミュプラザおおいた4Fアミュプラザおおいた4F

097-578-8065097-578-8065
たちばな　わ

たる

3232 26-555526-5555 髙木　慎也髙木　慎也 （株）ヤノメガネ　アミュプラザおおいた店（株）ヤノメガネ　アミュプラザおおいた店 870-8550870-8550
大分市要町1-14 大分市要町1-14 
アミュプラザおおいた4Fアミュプラザおおいた4F

097-578-8065097-578-8065
たかき　しん

や

3333 24-484324-4843 秦　将彦秦　将彦 （株）ヤノメガネ　中津店（株）ヤノメガネ　中津店 871-0021871-0021 中津市沖代町1-1-6中津市沖代町1-1-6 0979-24-33030979-24-3303
しん　まさひ

こ

3434 26-551926-5519 首藤　裕一首藤　裕一 （株）ヤノメガネ　中津店（株）ヤノメガネ　中津店 871-0021871-0021 中津市沖代町1-1-6中津市沖代町1-1-6 0979-24-33030979-24-3303
しゅとう　ゆ

ういち

3535 20-339120-3391 新原　孝洋新原　孝洋 （株）ヤノメガネ　杵築店（株）ヤノメガネ　杵築店 873-0001873-0001 杵築市北浜665-29杵築市北浜665-29 0978-62-30110978-62-3011
しんばる　た

かひろ

3636 25-527625-5276 酒井　功次酒井　功次 （株）ヤノメガネ　杵築店（株）ヤノメガネ　杵築店 873-0001873-0001 杵築市北浜665-29杵築市北浜665-29 0978-62-30110978-62-3011
さかい　こう

じ

3737 20-351320-3513 松浪　孝明松浪　孝明
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
ビューシック・クギミヤ　杵築店ビューシック・クギミヤ　杵築店

873-0001873-0001 杵築市杵築665-493杵築市杵築665-493 0978-63-20480978-63-2048
まつなみ　た

かあき

3838 20-361420-3614 山口　尚宏山口　尚宏 （株）ヤノメガネ　国東店（株）ヤノメガネ　国東店 873-0503873-0503 国東市国東町鶴川4-1国東市国東町鶴川4-1 0978-72-31000978-72-3100
やまぐち　よ

しひろ

3939 22-433222-4332 岩尾　英敏岩尾　英敏 （株）ヤノメガネ　国東店（株）ヤノメガネ　国東店 873-0503873-0503 国東市国東町鶴川4-1国東市国東町鶴川4-1 0978-72-31000978-72-3100
いわお　ひで

とし

4040 27-596727-5967 亀川　忠久亀川　忠久 （株）ヤノメガネ　国東店（株）ヤノメガネ　国東店 873-0503873-0503 国東市国東町鶴川4-1国東市国東町鶴川4-1 0978-72-31000978-72-3100
かめがわ　た

だひさ

4141 6-15356-1535 綾森　哲志綾森　哲志
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
ビューシック・クギミヤ　荘園店ビューシック・クギミヤ　荘園店

874-0836874-0836 別府市東荘園4-1別府市東荘園4-1 0977-21-80200977-21-8020
あやもり　て

つし

4242 18-305918-3059 林　敏祐林　敏祐
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
ビューシック・クギミヤ　荘園店ビューシック・クギミヤ　荘園店

874-0836874-0836 別府市東荘園4-1別府市東荘園4-1 0977-21-80200977-21-8020
はやし　とし

ひろ

4343 20-332120-3321 重野　昌宏重野　昌宏
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
ビューシック・クギミヤ　荘園店ビューシック・クギミヤ　荘園店

874-0836874-0836 別府市東荘園4-1別府市東荘園4-1 0977-21-80200977-21-8020
しげの　まさ

ひろ

4444 21-395521-3955 前田　亮前田　亮 （株）ヨネザワ　トキハ　メガネ・補聴器サロン（株）ヨネザワ　トキハ　メガネ・補聴器サロン 874-0920874-0920
別府市北浜2-9-1 別府市北浜2-9-1 
トキハ別府店　4Fトキハ別府店　4F

0977-26-32820977-26-3282
まえだ　りょ

う

4545 3-12383-1238 釘宮　輝善釘宮　輝善
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
ビューシック・クギミヤ　別府本店ビューシック・クギミヤ　別府本店

874-0920874-0920 別府市北浜1-1-19別府市北浜1-1-19 0977-22-61110977-22-6111
くぎみや　て

るよし

4646 24-495724-4957 石井　崇利石井　崇利
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
ビューシック・クギミヤ　別府本店ビューシック・クギミヤ　別府本店

874-0920874-0920 別府市北浜1-1-19別府市北浜1-1-19 0977-22-61110977-22-6111
いしい　たか

とし

4747 25-531025-5310 姫野　佳悟姫野　佳悟 （株）メガネトップ大分　眼鏡市場　別府店（株）メガネトップ大分　眼鏡市場　別府店 874-0922874-0922 別府市船小路町90-2別府市船小路町90-2 0977-23-59330977-23-5933
ひめの　けい

ご

4848 18-301618-3016 山本　淳二山本　淳二 （株）ヤノメガネ　別府店（株）ヤノメガネ　別府店 874-0925874-0925 別府市若草町11-1別府市若草町11-1 0977-26-77850977-26-7785
やまもと　

じゅんじ

4949 21-400521-4005 大津　英也大津　英也 （株）ヤノメガネ　別府店（株）ヤノメガネ　別府店 874-0925874-0925 別府市若草町11-1別府市若草町11-1 0977-26-77850977-26-7785
おおつ　ひで

や

5050 25-528525-5285 安井　啓介安井　啓介 （株）ヤノメガネ　ゆめタウン別府店（株）ヤノメガネ　ゆめタウン別府店 874-0943874-0943
別府市楠町382-7 別府市楠町382-7 
ゆめタウン別府3階ゆめタウン別府3階

0977-27-15410977-27-1541
やすい　けい

すけ

5151 29-650229-6502 芦刈　拓也芦刈　拓也 （株）ヤノメガネ　ゆめタウン別府店（株）ヤノメガネ　ゆめタウン別府店 874-0943874-0943
別府市楠町382-7 別府市楠町382-7 
ゆめタウン別府3階ゆめタウン別府3階

0977-27-15410977-27-1541
あしかり　た

くや

5252 25-528625-5286 橋井　真也橋井　真也 （株）ヤノメガネ　佐伯 T.I 店（株）ヤノメガネ　佐伯 T.I 店 876-0025876-0025
佐伯市大字池田字大エゴ2064 佐伯市大字池田字大エゴ2064 
トキハインダストリー佐伯店1Fトキハインダストリー佐伯店1F

0972-25-03130972-25-0313
はしい　しん

や

5353 5-14045-1404 西島　靖剛西島　靖剛 （有）メガネのニシジマ（有）メガネのニシジマ 876-0831876-0831 佐伯市大手町3-3-3佐伯市大手町3-3-3 0972-22-41810972-22-4181
にしじま　や

すたけ

5454 23-451623-4516 米倉　富美子米倉　富美子 補聴器専門店　クローバー企画補聴器専門店　クローバー企画 876-0831876-0831
佐伯市大手町3-8-15 佐伯市大手町3-8-15 
石田ビル1F石田ビル1F

0972-24-13500972-24-1350
よねくら　ふ

みこ

5555 24-477624-4776 米倉　隆米倉　隆 補聴器専門店　クローバー企画補聴器専門店　クローバー企画 876-0831876-0831
佐伯市大手町3-8-15 佐伯市大手町3-8-15 
石田ビル1F石田ビル1F

0972-24-13500972-24-1350
よねくら　た

かし

5656 20-353020-3530 東　靖東　靖 ヒガシメガネヒガシメガネ 876-0836876-0836
佐伯市西谷町2-17 佐伯市西谷町2-17 
石田ビル1F石田ビル1F

0972-22-89710972-22-8971
ひがし　やす

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。

大分県大分県
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

5757 20-342220-3422 古賀　信也古賀　信也 （株）ヤノメガネ　佐伯店（株）ヤノメガネ　佐伯店 876-0845876-0845
佐伯市内町8-13 佐伯市内町8-13 
森園ビル1F森園ビル1F

0972-23-69350972-23-6935 こが　しんや

5858 24-489024-4890 松本　靖之松本　靖之 （株）ヤノメガネ　佐伯店（株）ヤノメガネ　佐伯店 876-0845876-0845
佐伯市内町8-13 佐伯市内町8-13 
森園ビル1F森園ビル1F

0972-23-69350972-23-6935
まつもと　や

すゆき

5959 20-363320-3633 後藤　徳幸後藤　徳幸 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ日田本町店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ日田本町店 877-0014877-0014 日田市本町10-5日田市本町10-5 0973-28-56360973-28-5636
ごとう　のり

ゆき

6060 27-585727-5857 森　雅裕森　雅裕 （株）ヤノメガネ　日田寿通本店（株）ヤノメガネ　日田寿通本店 877-0015877-0015 日田市中央町1-4-31日田市中央町1-4-31 0973-23-64840973-23-6484
もり　まさひ

ろ

6161 17-273317-2733 立川　靖寿立川　靖寿 （株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店（株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店 877-0071877-0071 日田市玉川町599-1日田市玉川町599-1 0973-24-36680973-24-3668
たつかわ　や

すとし

6262 26-548626-5486 中川　陽介中川　陽介 （株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店（株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店 877-0071877-0071 日田市玉川町599-1日田市玉川町599-1 0973-24-36680973-24-3668
なかがわ　よ

うすけ

6363 25-511725-5117 伊藤　純子伊藤　純子
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　日田インター店メガネのヨネザワ　日田インター店

877-0081877-0081 日田市清岸寺町1153-20日田市清岸寺町1153-20 0973-22-05110973-22-0511
いとう　じゅ

んこ

6464 10-195110-1951 渡辺　銀蔵渡辺　銀蔵 （株）ヤノメガネ　竹田店（株）ヤノメガネ　竹田店 878-0012878-0012 竹田市本町520竹田市本町520 0974-62-26240974-62-2624
わたなべ　ぎ

んぞう

6565 25-526225-5262 阿部　健太朗阿部　健太朗 （株）ヤノメガネ　竹田店（株）ヤノメガネ　竹田店 878-0012878-0012 竹田市本町520竹田市本町520 0974-62-26240974-62-2624
あべ　けんた

ろう

6666 16-260016-2600 倉橋　建次倉橋　建次 （株）ヤノメガネ　宇佐店（株）ヤノメガネ　宇佐店 879-0444879-0444 宇佐市大字石田178-2宇佐市大字石田178-2 0978-32-26430978-32-2643
くらはし　け

んじ

6767 21-390621-3906 大石　暁史大石　暁史 （株）ヤノメガネ　宇佐店（株）ヤノメガネ　宇佐店 879-0444879-0444 宇佐市大字石田178-2宇佐市大字石田178-2 0978-32-26430978-32-2643
おおいし　あ

きふみ

6868 27-600527-6005 幸喜　盛悟幸喜　盛悟 （株）ヤノメガネ　宇佐店（株）ヤノメガネ　宇佐店 879-0444879-0444 宇佐市大字石田178-2宇佐市大字石田178-2 0978-32-26430978-32-2643
こうき　せい

ご

6969 25-526925-5269 野田　由紀江野田　由紀江 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店 879-0617879-0617 豊後高田市高田2272-1豊後高田市高田2272-1 0978-23-10600978-23-1060 のだ　ゆきえ

7070 29-637629-6376 松田　薫松田　薫 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店 879-0617879-0617 豊後高田市高田2272-1豊後高田市高田2272-1 0978-23-10600978-23-1060
まつだ　かお

る

7171 17-275117-2751 末綱　寿幸末綱　寿幸 （株）メガネトップ大分　眼鏡市場　日出店（株）メガネトップ大分　眼鏡市場　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町3896速見郡日出町3896 0977-28-40100977-28-4010
すえつな　と

しゆき

7272 21-384621-3846 小岩　裕幸小岩　裕幸 （株）ヤノメガネ　日出店（株）ヤノメガネ　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町堀3278-3速見郡日出町堀3278-3 0977-73-16110977-73-1611
こいわ　ひろ

ゆき

7373 21-408121-4081 宮下　竜彦宮下　竜彦 （株）ヤノメガネ　日出店（株）ヤノメガネ　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町堀3278-3速見郡日出町堀3278-3 0977-73-16110977-73-1611
みやした　た

つひこ

7474 22-438722-4387 加藤　真一加藤　真一 （株）ヤノメガネ　日出店（株）ヤノメガネ　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町堀3278-3速見郡日出町堀3278-3 0977-73-16110977-73-1611
かとう　しん

いち

7575 23-443023-4430 田島　徹宜田島　徹宜 （株）ヤノメガネ　津久見店（株）ヤノメガネ　津久見店 879-2441879-2441
津久見市中央町9-6 津久見市中央町9-6 
ムラカミビル1Fムラカミビル1F

0972-82-32280972-82-3228
たしま　てつ

のり

7676 3-11813-1181 立川　利賀志立川　利賀志 （株）ヤノメガネ　玖珠店（株）ヤノメガネ　玖珠店 879-4403879-4403 玖珠郡玖珠町帆足267-5玖珠郡玖珠町帆足267-5 0973-72-36700973-72-3670
たつかわ　り

かし

7777 26-549026-5490 江藤　宏毅江藤　宏毅 （株）ヤノメガネ　玖珠店（株）ヤノメガネ　玖珠店 879-4403879-4403 玖珠郡玖珠町帆足267-5玖珠郡玖珠町帆足267-5 0973-72-36700973-72-3670
えとう　ひろ

き

7878 10-195210-1952 後藤　和治後藤　和治 （株）ヤノメガネ　三重店（株）ヤノメガネ　三重店 879-7131879-7131 豊後大野市三重町市場5区豊後大野市三重町市場5区 0974-22-37800974-22-3780
ごとう　かず

はる

7979 21-398121-3981 宮﨑　剛宮﨑　剛 （株）ヤノメガネ　三重店（株）ヤノメガネ　三重店 879-7131879-7131 豊後大野市三重町市場5区豊後大野市三重町市場5区 0974-22-37800974-22-3780
みやざき　た

けし

8080 27-600627-6006 甲斐　裕也甲斐　裕也 （株）ヤノメガネ　三重店（株）ヤノメガネ　三重店 879-7131879-7131 豊後大野市三重町市場5区豊後大野市三重町市場5区 0974-22-37800974-22-3780 かい　ゆうや

宮崎県宮崎県
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 28-624828-6248 森﨑　慎二森﨑　慎二
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）　
カワナベ補聴器センター　宮崎店カワナベ補聴器センター　宮崎店

880-0001880-0001 宮崎市橘通西4-3-25宮崎市橘通西4-3-25 0985-22-41330985-22-4133
もりさき　し

んじ

22 5-13435-1343 宮原　義雄宮原　義雄 補聴器センタ―宮原補聴器センタ―宮原 880-0022880-0022
宮崎市大橋1-11-4 宮崎市大橋1-11-4 
ユニオンズ宮原1Fユニオンズ宮原1F

0985-32-11330985-32-1133
みやはら　よ

しお

33 24-489324-4893 宮田　依津保宮田　依津保
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮崎平和台店メガネのヨネザワ　宮崎平和台店

880-0034880-0034 宮崎市矢の先町78-5宮崎市矢の先町78-5 0985-60-19880985-60-1988
みやた　いづ

ほ

44 18-303318-3033 中野　猛中野　猛 （株）金子メガネ　佐土原店（株）金子メガネ　佐土原店 880-0211880-0211
宮崎市佐土原町下田島20031-1 宮崎市佐土原町下田島20031-1 
グレートロック1Fグレートロック1F

0985-73-37030985-73-3703
なかの　たけ

し

55 19-327519-3275 西岡　知紀西岡　知紀
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロンメガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロン

880-0805880-0805
宮崎市橘通東3-4-12 宮崎市橘通東3-4-12 
宮崎山形屋6階宮崎山形屋6階

0985-31-30890985-31-3089
にしおか　と

ものり

66 25-529525-5295 阿萬　和美阿萬　和美
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロンメガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロン

880-0805880-0805
宮崎市橘通東3-4-12 宮崎市橘通東3-4-12 
宮崎山形屋6階宮崎山形屋6階

0985-31-30890985-31-3089
あまん　かず

み

77 14-236414-2364 甲斐　梨絵甲斐　梨絵 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133 かい　りえ

88 24-480524-4805 塩沢　知由塩沢　知由 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133
しおざわ　と

もゆき

99 26-549226-5492 中村　裕一中村　裕一 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133
なかむら　ゆ

ういち

1010 27-587027-5870 本田　尚之本田　尚之 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133
ほんだ　なお

ゆき

1111 20-348320-3483 吉田　由美吉田　由美 新日本補聴器（株）　宮崎店新日本補聴器（株）　宮崎店 880-0805880-0805 宮崎市橘通東1-8-2宮崎市橘通東1-8-2 0985-38-81330985-38-8133 よしだ　ゆみ

1212 25-504425-5044 長友　桂子長友　桂子
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　フェニックスガーデンうきのじょう店眼鏡市場　フェニックスガーデンうきのじょう店

880-0844880-0844 宮崎市柳丸町152宮崎市柳丸町152 0985-60-67680985-60-6768
ながとも　け

いこ

1313 17-284717-2847 樋口　一樋口　一 マキチエ（株）　宮崎営業所マキチエ（株）　宮崎営業所 880-0877880-0877
宮崎市宮脇町89-7 宮崎市宮脇町89-7 
中村ハイツ104中村ハイツ104

0985-38-73770985-38-7377
ひぐち　はじ

め

1414 28-606928-6069 黒木　崇英黒木　崇英
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮交シティ店メガネのヨネザワ　宮交シティ店

880-0902880-0902 宮崎市大淀4-6-28宮崎市大淀4-6-28 0985-64-07110985-64-0711
くろぎ　たか

ひで



※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。

大分県大分県
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

5757 20-342220-3422 古賀　信也古賀　信也 （株）ヤノメガネ　佐伯店（株）ヤノメガネ　佐伯店 876-0845876-0845
佐伯市内町8-13 佐伯市内町8-13 
森園ビル1F森園ビル1F

0972-23-69350972-23-6935 こが　しんや

5858 24-489024-4890 松本　靖之松本　靖之 （株）ヤノメガネ　佐伯店（株）ヤノメガネ　佐伯店 876-0845876-0845
佐伯市内町8-13 佐伯市内町8-13 
森園ビル1F森園ビル1F

0972-23-69350972-23-6935
まつもと　や

すゆき

5959 20-363320-3633 後藤　徳幸後藤　徳幸 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ日田本町店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ日田本町店 877-0014877-0014 日田市本町10-5日田市本町10-5 0973-28-56360973-28-5636
ごとう　のり

ゆき

6060 27-585727-5857 森　雅裕森　雅裕 （株）ヤノメガネ　日田寿通本店（株）ヤノメガネ　日田寿通本店 877-0015877-0015 日田市中央町1-4-31日田市中央町1-4-31 0973-23-64840973-23-6484
もり　まさひ

ろ

6161 17-273317-2733 立川　靖寿立川　靖寿 （株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店（株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店 877-0071877-0071 日田市玉川町599-1日田市玉川町599-1 0973-24-36680973-24-3668
たつかわ　や

すとし

6262 26-548626-5486 中川　陽介中川　陽介 （株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店（株）ヤノメガネ　日田玉川バイパス店 877-0071877-0071 日田市玉川町599-1日田市玉川町599-1 0973-24-36680973-24-3668
なかがわ　よ

うすけ

6363 25-511725-5117 伊藤　純子伊藤　純子
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　日田インター店メガネのヨネザワ　日田インター店

877-0081877-0081 日田市清岸寺町1153-20日田市清岸寺町1153-20 0973-22-05110973-22-0511
いとう　じゅ

んこ

6464 10-195110-1951 渡辺　銀蔵渡辺　銀蔵 （株）ヤノメガネ　竹田店（株）ヤノメガネ　竹田店 878-0012878-0012 竹田市本町520竹田市本町520 0974-62-26240974-62-2624
わたなべ　ぎ

んぞう

6565 25-526225-5262 阿部　健太朗阿部　健太朗 （株）ヤノメガネ　竹田店（株）ヤノメガネ　竹田店 878-0012878-0012 竹田市本町520竹田市本町520 0974-62-26240974-62-2624
あべ　けんた

ろう

6666 16-260016-2600 倉橋　建次倉橋　建次 （株）ヤノメガネ　宇佐店（株）ヤノメガネ　宇佐店 879-0444879-0444 宇佐市大字石田178-2宇佐市大字石田178-2 0978-32-26430978-32-2643
くらはし　け

んじ

6767 21-390621-3906 大石　暁史大石　暁史 （株）ヤノメガネ　宇佐店（株）ヤノメガネ　宇佐店 879-0444879-0444 宇佐市大字石田178-2宇佐市大字石田178-2 0978-32-26430978-32-2643
おおいし　あ

きふみ

6868 27-600527-6005 幸喜　盛悟幸喜　盛悟 （株）ヤノメガネ　宇佐店（株）ヤノメガネ　宇佐店 879-0444879-0444 宇佐市大字石田178-2宇佐市大字石田178-2 0978-32-26430978-32-2643
こうき　せい

ご

6969 25-526925-5269 野田　由紀江野田　由紀江 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店 879-0617879-0617 豊後高田市高田2272-1豊後高田市高田2272-1 0978-23-10600978-23-1060 のだ　ゆきえ

7070 29-637629-6376 松田　薫松田　薫 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 豊後高田店 879-0617879-0617 豊後高田市高田2272-1豊後高田市高田2272-1 0978-23-10600978-23-1060
まつだ　かお

る

7171 17-275117-2751 末綱　寿幸末綱　寿幸 （株）メガネトップ大分　眼鏡市場　日出店（株）メガネトップ大分　眼鏡市場　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町3896速見郡日出町3896 0977-28-40100977-28-4010
すえつな　と

しゆき

7272 21-384621-3846 小岩　裕幸小岩　裕幸 （株）ヤノメガネ　日出店（株）ヤノメガネ　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町堀3278-3速見郡日出町堀3278-3 0977-73-16110977-73-1611
こいわ　ひろ

ゆき

7373 21-408121-4081 宮下　竜彦宮下　竜彦 （株）ヤノメガネ　日出店（株）ヤノメガネ　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町堀3278-3速見郡日出町堀3278-3 0977-73-16110977-73-1611
みやした　た

つひこ

7474 22-438722-4387 加藤　真一加藤　真一 （株）ヤノメガネ　日出店（株）ヤノメガネ　日出店 879-1506879-1506 速見郡日出町堀3278-3速見郡日出町堀3278-3 0977-73-16110977-73-1611
かとう　しん

いち

7575 23-443023-4430 田島　徹宜田島　徹宜 （株）ヤノメガネ　津久見店（株）ヤノメガネ　津久見店 879-2441879-2441
津久見市中央町9-6 津久見市中央町9-6 
ムラカミビル1Fムラカミビル1F

0972-82-32280972-82-3228
たしま　てつ

のり

7676 3-11813-1181 立川　利賀志立川　利賀志 （株）ヤノメガネ　玖珠店（株）ヤノメガネ　玖珠店 879-4403879-4403 玖珠郡玖珠町帆足267-5玖珠郡玖珠町帆足267-5 0973-72-36700973-72-3670
たつかわ　り

かし

7777 26-549026-5490 江藤　宏毅江藤　宏毅 （株）ヤノメガネ　玖珠店（株）ヤノメガネ　玖珠店 879-4403879-4403 玖珠郡玖珠町帆足267-5玖珠郡玖珠町帆足267-5 0973-72-36700973-72-3670
えとう　ひろ

き

7878 10-195210-1952 後藤　和治後藤　和治 （株）ヤノメガネ　三重店（株）ヤノメガネ　三重店 879-7131879-7131 豊後大野市三重町市場5区豊後大野市三重町市場5区 0974-22-37800974-22-3780
ごとう　かず

はる

7979 21-398121-3981 宮﨑　剛宮﨑　剛 （株）ヤノメガネ　三重店（株）ヤノメガネ　三重店 879-7131879-7131 豊後大野市三重町市場5区豊後大野市三重町市場5区 0974-22-37800974-22-3780
みやざき　た

けし

8080 27-600627-6006 甲斐　裕也甲斐　裕也 （株）ヤノメガネ　三重店（株）ヤノメガネ　三重店 879-7131879-7131 豊後大野市三重町市場5区豊後大野市三重町市場5区 0974-22-37800974-22-3780 かい　ゆうや

宮崎県宮崎県
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11 28-624828-6248 森﨑　慎二森﨑　慎二
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）　
カワナベ補聴器センター　宮崎店カワナベ補聴器センター　宮崎店

880-0001880-0001 宮崎市橘通西4-3-25宮崎市橘通西4-3-25 0985-22-41330985-22-4133
もりさき　し

んじ

22 5-13435-1343 宮原　義雄宮原　義雄 補聴器センタ―宮原補聴器センタ―宮原 880-0022880-0022
宮崎市大橋1-11-4 宮崎市大橋1-11-4 
ユニオンズ宮原1Fユニオンズ宮原1F

0985-32-11330985-32-1133
みやはら　よ

しお

33 24-489324-4893 宮田　依津保宮田　依津保
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮崎平和台店メガネのヨネザワ　宮崎平和台店

880-0034880-0034 宮崎市矢の先町78-5宮崎市矢の先町78-5 0985-60-19880985-60-1988
みやた　いづ

ほ

44 18-303318-3033 中野　猛中野　猛 （株）金子メガネ　佐土原店（株）金子メガネ　佐土原店 880-0211880-0211
宮崎市佐土原町下田島20031-1 宮崎市佐土原町下田島20031-1 
グレートロック1Fグレートロック1F

0985-73-37030985-73-3703
なかの　たけ

し

55 19-327519-3275 西岡　知紀西岡　知紀
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロンメガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロン

880-0805880-0805
宮崎市橘通東3-4-12 宮崎市橘通東3-4-12 
宮崎山形屋6階宮崎山形屋6階

0985-31-30890985-31-3089
にしおか　と

ものり

66 25-529525-5295 阿萬　和美阿萬　和美
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロンメガネのヨネザワ　宮崎山形屋メガネサロン

880-0805880-0805
宮崎市橘通東3-4-12 宮崎市橘通東3-4-12 
宮崎山形屋6階宮崎山形屋6階

0985-31-30890985-31-3089
あまん　かず

み

77 14-236414-2364 甲斐　梨絵甲斐　梨絵 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133 かい　りえ

88 24-480524-4805 塩沢　知由塩沢　知由 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133
しおざわ　と

もゆき

99 26-549226-5492 中村　裕一中村　裕一 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133
なかむら　ゆ

ういち

1010 27-587027-5870 本田　尚之本田　尚之 九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎九州リオン（株）　リオネットセンター宮崎 880-0805880-0805 宮崎市橘通東3-6-5宮崎市橘通東3-6-5 0985-23-41330985-23-4133
ほんだ　なお

ゆき

1111 20-348320-3483 吉田　由美吉田　由美 新日本補聴器（株）　宮崎店新日本補聴器（株）　宮崎店 880-0805880-0805 宮崎市橘通東1-8-2宮崎市橘通東1-8-2 0985-38-81330985-38-8133 よしだ　ゆみ

1212 25-504425-5044 長友　桂子長友　桂子
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　フェニックスガーデンうきのじょう店眼鏡市場　フェニックスガーデンうきのじょう店

880-0844880-0844 宮崎市柳丸町152宮崎市柳丸町152 0985-60-67680985-60-6768
ながとも　け

いこ

1313 17-284717-2847 樋口　一樋口　一 マキチエ（株）　宮崎営業所マキチエ（株）　宮崎営業所 880-0877880-0877
宮崎市宮脇町89-7 宮崎市宮脇町89-7 
中村ハイツ104中村ハイツ104

0985-38-73770985-38-7377
ひぐち　はじ

め

1414 28-606928-6069 黒木　崇英黒木　崇英
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　宮交シティ店メガネのヨネザワ　宮交シティ店

880-0902880-0902 宮崎市大淀4-6-28宮崎市大淀4-6-28 0985-64-07110985-64-0711
くろぎ　たか

ひで
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1515 20-333320-3333 細山田　善文細山田　善文 あさひ補聴器　宮崎店あさひ補聴器　宮崎店 880-0903880-0903 宮崎市太田4-3-23宮崎市太田4-3-23 0985-50-30440985-50-3044
ほそやまだ　

よしふみ

1616 27-599827-5998 宇戸　靖雄宇戸　靖雄
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　ニトリモール宮崎店眼鏡市場　ニトリモール宮崎店

880-0927880-0927 宮崎市源藤町454宮崎市源藤町454 0985-64-20080985-64-2008 うと　やすお

1717 20-356620-3566 甲斐　裕康甲斐　裕康 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　宮崎大塚店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　宮崎大塚店 880-0951880-0951 宮崎市大塚町宮田2928-1宮崎市大塚町宮田2928-1 0985-63-58910985-63-5891
かい　ひろや

す

1818 24-499324-4993 中村　貴光中村　貴光 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　宮崎大塚店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　宮崎大塚店 880-0951880-0951 宮崎市大塚町宮田2928-1宮崎市大塚町宮田2928-1 0985-63-58910985-63-5891
なかむら　た

かみつ

1919 6-14976-1497 久嶋　史成久嶋　史成 （有）ベストスタイル（有）ベストスタイル 881-0015881-0015 西都市右松3-1西都市右松3-1 0983-41-12830983-41-1283
ひさじま　ふ

みなり

2020 20-340920-3409 鳥原　和典鳥原　和典 （有）メガネのトリハラ　聖陵本店（有）メガネのトリハラ　聖陵本店 881-0015881-0015 西都市聖陵町1-73-2西都市聖陵町1-73-2 0983-43-46000983-43-4600
とりはら　か

ずのり

2121 23-441123-4411 新名　泰紀新名　泰紀 （有）ヤノメガネ　恵比須店（有）ヤノメガネ　恵比須店 882-0046882-0046 延岡市恵比須町1-2延岡市恵比須町1-2 0982-35-37570982-35-3757
にいな　やす

のり

2222 21-398221-3982 佐藤　健佐藤　健
（有）メガネのサトー　（有）メガネのサトー　
SATO メガネ補聴器センターSATO メガネ補聴器センター

882-0803882-0803 延岡市大貫町4-1589-1延岡市大貫町4-1589-1 0982-33-63370982-33-6337 さとう　けん

2323 22-437622-4376 高山　重男高山　重男
（有）メガネのサトー　（有）メガネのサトー　
SATO メガネ補聴器センターSATO メガネ補聴器センター

882-0803882-0803 延岡市大貫町4-1589-1延岡市大貫町4-1589-1 0982-33-63370982-33-6337
たかやま　し

げお

2424 26-556026-5560 佐藤　留美佐藤　留美
（有）メガネのサトー　（有）メガネのサトー　
SATO メガネ補聴器センターSATO メガネ補聴器センター

882-0803882-0803 延岡市大貫町4-1589-1延岡市大貫町4-1589-1 0982-33-63370982-33-6337 さとう　るみ

2525 29-653029-6530 吉村　真一吉村　真一
（有）メガネのサトー　（有）メガネのサトー　
SATO メガネ補聴器センターSATO メガネ補聴器センター

882-0803882-0803 延岡市大貫町4-1589-1延岡市大貫町4-1589-1 0982-33-63370982-33-6337
よしむら　し

んいち

2626 27-599227-5992 栗田　隆一栗田　隆一 （有）富士メガネ（有）富士メガネ 882-0847882-0847 延岡市旭町3-1延岡市旭町3-1 0982-32-24340982-32-2434
くりた　りゅ

ういち

2727 4-12744-1274 生山　浩生山　浩 （有）ヤノメガネ　平原店（有）ヤノメガネ　平原店 882-0866882-0866 延岡市平原町5-1505-73延岡市平原町5-1505-73 0982-21-00880982-21-0088
いくやま　ひ

ろし

2828 5-14295-1429 久峩　一清久峩　一清 （株）金子メガネ　原町店（株）金子メガネ　原町店 883-0014883-0014 日向市原町1-1-18日向市原町1-1-18 0982-52-66690982-52-6669
くが　かずき

よ

2929 5-14265-1426 田原　永義田原　永義 （株）金子メガネ　北町店（株）金子メガネ　北町店 883-0041883-0041 日向市北町2-27日向市北町2-27 0982-54-46640982-54-4664
たはら　なが

よし

3030 5-14275-1427 阿萬　徳孝阿萬　徳孝 （株）金子メガネ　駅前店（株）金子メガネ　駅前店 883-0044883-0044 日向市上町16-3日向市上町16-3 0982-52-80770982-52-8077
あまん　のり

たか

3131 29-649529-6495 西村　了西村　了 （株）西村一新堂　西村メガネ（株）西村一新堂　西村メガネ 883-0064883-0064
日向市日知屋古田町61-1 日向市日知屋古田町61-1 
イオン日向店　1Fイオン日向店　1F

0982-55-82320982-55-8232
にしむら　

りょう

3232 27-572227-5722 田山　勝久田山　勝久 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　高鍋店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　高鍋店 884-0002884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋2476児湯郡高鍋町大字北高鍋2476 0983-21-11770983-21-1177
たやま　かつ

ひさ

3333 12-226612-2266 仲　晃司仲　晃司 九州リオン（株）　リオネットセンター都城九州リオン（株）　リオネットセンター都城 885-0024885-0024 都城市北原町5街区1号都城市北原町5街区1号 0986-46-28330986-46-2833 なか　こうじ

3434 27-571727-5717 温谷　嘉代温谷　嘉代 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　都城広原店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　都城広原店 885-0036885-0036 都城市広原町20-4-1都城市広原町20-4-1 0986-26-63000986-26-6300
ぬくだに　か

よ

3535 17-274917-2749 藤山　邦男藤山　邦男 （株）ウエルライフ　都城本店（株）ウエルライフ　都城本店 885-0037885-0037 都城市花繰町11街区5号都城市花繰町11街区5号 0986-26-03170986-26-0317
ふじやま　く

にお

3636 28-603328-6033 杉山　健太郎杉山　健太郎
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　タイヨー都城店メガネのヨネザワ　タイヨー都城店

885-0061885-0061 都城市下長飯町256-1都城市下長飯町256-1 0986-47-44300986-47-4430
すぎやま　け

んたろう

3737 23-464823-4648 礒邉　健礒邉　健 （株）光学堂　都城宮丸店（株）光学堂　都城宮丸店 885-0078885-0078 都城市宮丸町2999-2都城市宮丸町2999-2 0986-24-38880986-24-3888
いそべ　たけ

し

3838 18-304318-3043 柞木　英治柞木　英治 ゆずき補聴器ゆずき補聴器 886-0003886-0003 小林市堤3377-24小林市堤3377-24 080-1769-9672080-1769-9672
ゆずき　ひで

じ

3939 21-387621-3876 内村　千代美内村　千代美
（株）メガネの光学堂・小林補聴器センター　（株）メガネの光学堂・小林補聴器センター　
本町店本町店

886-0008886-0008 小林市本町102小林市本町102 0984-23-75350984-23-7535
うちむら　ち

よみ

4040 22-414422-4144 内村　修一内村　修一
（株）メガネの光学堂・小林補聴器センター　（株）メガネの光学堂・小林補聴器センター　
本町店本町店

886-0008886-0008 小林市本町102小林市本町102 0984-23-75350984-23-7535
うちむら　

しゅういち

4141 28-623928-6239 森山　拓郎森山　拓郎 めがねモリヤマめがねモリヤマ 886-0008886-0008 小林市本町84小林市本町84 0984-23-47530984-23-4753
もりやま　た

くろう

4242 25-517525-5175 甲斐　秀一甲斐　秀一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　清武加納店　（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　清武加納店　 889-1605889-1605 宮崎市清武町加納乙470-1宮崎市清武町加納乙470-1 0985-84-47200985-84-4720
かい　しゅう

いち

4343 20-333120-3331 阿南　雅人阿南　雅人
あなん　まさ

ひと

鹿児島県鹿児島県
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 23-469123-4691 山下　美智代山下　美智代 （株）光学堂　伊敷店（株）光学堂　伊敷店 890-0005890-0005 鹿児島市下伊敷1-42-40鹿児島市下伊敷1-42-40 099-229-3550099-229-3550
やました　み

ちよ

22 24-498724-4987 先田　正人先田　正人
（有）アルファイヒヤリングセールス　（有）アルファイヒヤリングセールス　
耳鏡補聴器センター耳鏡補聴器センター

890-0034890-0034 鹿児島市田上2丁目33-12鹿児島市田上2丁目33-12 099-206-1134099-206-1134
さきた　まさ

と

33 9-18259-1825 野中　裕敏野中　裕敏 鹿児島中央補聴器鹿児島中央補聴器 890-0046890-0046
鹿児島市西田1-15-6 鹿児島市西田1-15-6 
GINYA.BLD101GINYA.BLD101

099-230-0333099-230-0333
のなか　ひろ

とし

44 5-14005-1400 児玉　重幸児玉　重幸 （有）光電鹿児島（有）光電鹿児島 890-0053890-0053
鹿児島市中央町5-31 鹿児島市中央町5-31 
セントラルヒルズ1Fセントラルヒルズ1F

099-256-3616099-256-3616
こだま　しげ

ゆき

55 16-269516-2695 井ヶ倉　豪介井ヶ倉　豪介 鹿児島補聴器センター鹿児島補聴器センター 890-0054890-0054 鹿児島市荒田2-12-5鹿児島市荒田2-12-5 099-257-1544099-257-1544
いがくら　ご

うすけ

66 21-391821-3918 井ヶ倉　大哉井ヶ倉　大哉 鹿児島補聴器センター鹿児島補聴器センター 890-0054890-0054 鹿児島市荒田2-12-5鹿児島市荒田2-12-5 099-257-1544099-257-1544
いがくら　と

もや

77 17-278317-2783 福山　望福山　望 （株）光学堂　イオン鹿児島鴨池店（株）光学堂　イオン鹿児島鴨池店 890-0063890-0063
鹿児島市鴨池2-26-30 鹿児島市鴨池2-26-30 
イオン鹿児島鴨池店1Fイオン鹿児島鴨池店1F

099-258-8820099-258-8820
ふくやま　の

ぞみ

88 21-385721-3857 末吉　儀一末吉　儀一
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）　
鹿児島営業所鹿児島営業所

890-0066890-0066 鹿児島市真砂町6-13鹿児島市真砂町6-13 099-813-4133099-813-4133
すえよし　よ

しかず

99 20-360320-3603 千葉　仁嗣千葉　仁嗣
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　宇宿店パリミキ　宇宿店

890-0073890-0073 鹿児島市宇宿2-17-25鹿児島市宇宿2-17-25 099-253-0821099-253-0821 ちば　ひとし



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

鹿児島県鹿児島県
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

1010 16-268216-2682 山之内　直子山之内　直子 （有）下田代補聴器センター　谷山店（有）下田代補聴器センター　谷山店 891-0113891-0113 鹿児島市東谷山2-7-12鹿児島市東谷山2-7-12 099-298-1533099-298-1533
やまのうち　

なおこ

1111 21-378721-3787 新福　雅美新福　雅美 （有）下田代補聴器センター　谷山店（有）下田代補聴器センター　谷山店 891-0113891-0113 鹿児島市東谷山2-7-12鹿児島市東谷山2-7-12 099-298-1533099-298-1533
しんぷく　ま

さみ

1212 28-624628-6246 下田代　修子下田代　修子 （有）下田代補聴器センター　谷山店（有）下田代補聴器センター　谷山店 891-0113891-0113 鹿児島市東谷山2-7-12鹿児島市東谷山2-7-12 099-298-1533099-298-1533
しもたしろ　

しゅうこ

1313 12-219712-2197 濵田　淳濵田　淳 （株）光学堂　イオンモール鹿児島店（株）光学堂　イオンモール鹿児島店 891-0115891-0115
鹿児島市東開町7 鹿児島市東開町7 
イオンモール鹿児島2Fイオンモール鹿児島2F

099-204-7005099-204-7005
はまだ　じゅ

ん

1414 3-11963-1196 山下　貞彰山下　貞彰 （株）41mimi　谷山補聴器センター（株）41mimi　谷山補聴器センター 891-0141891-0141 鹿児島市谷山中央4-4855鹿児島市谷山中央4-4855 099-268-3541099-268-3541
やました　さ

だあき

1515 8-16908-1690 吉川　祐一吉川　祐一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　谷山店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　谷山店 891-0143891-0143 鹿児島市和田1-23-1鹿児島市和田1-23-1 099-267-9955099-267-9955
よしかわ　ゆ

ういち

1616 29-656329-6563 松山　加奈松山　加奈 （有）揖宿時計店　松山時計店（有）揖宿時計店　松山時計店 891-0405891-0405 指宿市湊2丁目22-1指宿市湊2丁目22-1 0993-22-29480993-22-2948
まつやま　か

な

1717 13-232813-2328 深田　正文深田　正文 ふかた時計めがね店ふかた時計めがね店 891-3115891-3115 西之表市天神町3-6西之表市天神町3-6 0997-23-01950997-23-0195
ふかた　まさ

ふみ

1818 28-618728-6187 豊留　真悟豊留　真悟 池田補聴器（株）　鹿児島営業所池田補聴器（株）　鹿児島営業所 892-0816892-0816
鹿児島市山下町12-1 鹿児島市山下町12-1 
クレアホームズみなと大通り公園1Fクレアホームズみなと大通り公園1F

099-223-6055099-223-6055
とよどめ　し

んご

1919 7-15527-1552 山口　綾子山口　綾子 藤補聴器センター　藤補聴器センター　 892-0818892-0818 鹿児島市上本町11-13鹿児島市上本町11-13 099-223-1777099-223-1777
やまぐち　あ

やこ

2020 16-268316-2683 新駿河　茜新駿河　茜
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　鹿児島店あそう補聴器　鹿児島店

892-0825892-0825
鹿児島市大黒町4-10 鹿児島市大黒町4-10 
ララポート松﨑1階ララポート松﨑1階

099-248-7233099-248-7233
しんするが　

あかね

2121 6-14816-1481 村山　清峰村山　清峰
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店

892-0842892-0842 鹿児島市東千石町14-2(2F)鹿児島市東千石町14-2(2F) 099-208-0138099-208-0138
むらやま　せ

いほう

2222 19-327119-3271 神宮司　透神宮司　透
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店

892-0842892-0842 鹿児島市東千石町14-2(2F)鹿児島市東千石町14-2(2F) 099-208-0138099-208-0138
じんぐうじ　

とおる

2323 25-525925-5259 後藤　文彰後藤　文彰
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店

892-0842892-0842 鹿児島市東千石町14-2(2F)鹿児島市東千石町14-2(2F) 099-208-0138099-208-0138
ごとう　ふみ

あき

2424 14-237414-2374 盛満　祐二盛満　祐二 （株）光学堂　銀座本店（株）光学堂　銀座本店 892-0843892-0843 鹿児島市千日町13-18鹿児島市千日町13-18 099-226-6233099-226-6233
もりみつ　ゆ

うじ

2525 25-517425-5174 堀脇　拓堀脇　拓 （株）光学堂　銀座本店（株）光学堂　銀座本店 892-0843892-0843 鹿児島市千日町13-18鹿児島市千日町13-18 099-226-6233099-226-6233
ほりわき　た

く

2626 16-267916-2679 小原　憲子小原　憲子 九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島 892-0846892-0846 鹿児島市加治屋町1-6鹿児島市加治屋町1-6 099-222-1133099-222-1133
おばら　のり

こ

2727 23-461423-4614 木村　直之木村　直之 九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島 892-0846892-0846 鹿児島市加治屋町1-6鹿児島市加治屋町1-6 099-222-1133099-222-1133
きむら　なお

ゆき

2828 29-635929-6359 藤中　健太藤中　健太 九州リオン（株）　鹿児島営業所九州リオン（株）　鹿児島営業所 892-0846892-0846
鹿児島市加治屋町1-6 鹿児島市加治屋町1-6 
錦江ビル1F錦江ビル1F

099-201-5865099-201-5865
ふじなか　け

んた

2929 3-11853-1185 下田代　秀政下田代　秀政 （有）下田代補聴器センター（有）下田代補聴器センター 892-0847892-0847 鹿児島市西千石町11番28号鹿児島市西千石町11番28号 099-222-7576099-222-7576
しもたしろ　

ひでまさ

3030 4-12934-1293 下田代　政秀下田代　政秀 （有）下田代補聴器センター（有）下田代補聴器センター 892-0847892-0847 鹿児島市西千石町11番28号鹿児島市西千石町11番28号 099-222-7576099-222-7576
しもたしろ　

まさひで

3131 25-527225-5272 篠原　浩平篠原　浩平 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　吉野店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　吉野店 892-0871892-0871 鹿児島市吉野町3073-2鹿児島市吉野町3073-2 099-243-5060099-243-5060
しのはら　こ

うへい

3232 14-238514-2385 市坪　正孝市坪　正孝
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）山形屋　メガネ補聴器サロン（株）山形屋　メガネ補聴器サロン
892-8601892-8601

鹿児島市金生町3-1 鹿児島市金生町3-1 
山形屋1号館中4階山形屋1号館中4階

099-227-6271099-227-6271
いちつぼ　ま

さたか

3333 14-239314-2393 倉本　豊倉本　豊
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）山形屋　メガネ補聴器サロン（株）山形屋　メガネ補聴器サロン
892-8601892-8601

鹿児島市金生町3-1 鹿児島市金生町3-1 
山形屋1号館中4階山形屋1号館中4階

099-227-6271099-227-6271
くらもと　ゆ

たか

3434 29-639629-6396 辻　智也辻　智也
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）山形屋　メガネ補聴器サロン（株）山形屋　メガネ補聴器サロン
892-8601892-8601

鹿児島市金生町3-1 鹿児島市金生町3-1 
山形屋1号館中4階山形屋1号館中4階

099-227-6271099-227-6271 つじ　ともや

3535 24-484924-4849 竹ノ内　稔竹ノ内　稔 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　鹿屋朝日店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　鹿屋朝日店 893-0004893-0004 鹿屋市朝日町9-20鹿屋市朝日町9-20 0994-40-91000994-40-9100
たけのうち　

みのる

3636 24-481524-4815 肝付　公一肝付　公一 メガネの光友メガネの光友 893-0014893-0014
鹿屋市寿7-8-50 鹿屋市寿7-8-50 
矢野ビル1F矢野ビル1F

0994-43-91610994-43-9161
きもつき　こ

ういち

3737 21-399221-3992 小平　浩二小平　浩二 （有）大隅補聴器研究所（有）大隅補聴器研究所 893-0023893-0023 鹿屋市笠之原町29-14鹿屋市笠之原町29-14 0994-40-41330994-40-4133
こびら　こう

じ

3838 19-312919-3129 森　剛森　剛 （株）光学堂　名瀬店（株）光学堂　名瀬店 894-0025894-0025
奄美市名瀬幸町2-6 奄美市名瀬幸町2-6 
真和ビル1F真和ビル1F

0997-53-48770997-53-4877 もり　たけし

3939 14-238014-2380 名島　一仁名島　一仁 （株）名島　リオネットショップ奄美（株）名島　リオネットショップ奄美 894-0025894-0025 奄美市名瀬幸町9-3奄美市名瀬幸町9-3 0997-52-06650997-52-0665
なじま　かず

ひと

4040 6-14456-1445 江口　宗三江口　宗三 （株）光学堂　川内山形屋店（株）光学堂　川内山形屋店 895-0027895-0027
薩摩川内市西向田町9-6 薩摩川内市西向田町9-6 
川内山形屋2F川内山形屋2F

0996-20-61480996-20-6148
えぐち　しゅ

うぞう

4141 20-362820-3628 小坂　信明小坂　信明 ふれあい補聴器川内店ふれあい補聴器川内店 895-0027895-0027
薩摩川内市西向田町5-25 薩摩川内市西向田町5-25 
吉光住研ビル1階吉光住研ビル1階

0996-27-22620996-27-2262
こさか　のぶ

あき

4242 27-588927-5889 永徳　知子永徳　知子 ふれあい補聴器川内店ふれあい補聴器川内店 895-0027895-0027
薩摩川内市西向田町5-25 薩摩川内市西向田町5-25 
吉光住研ビル1階吉光住研ビル1階

0996-27-22620996-27-2262
えいとく　と

もこ

4343 7-16237-1623 藤﨑　庸晃藤﨑　庸晃 明視堂　補聴器センター薩摩川内明視堂　補聴器センター薩摩川内 895-0027895-0027 薩摩川内市西向田町16-13薩摩川内市西向田町16-13 0996-22-23360996-22-2336
ふじさき　の

ぶあき

4444 19-325119-3251 濵　誠濵　誠
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　川内中郷店メガネのヨネザワ　川内中郷店

895-0072895-0072 薩摩川内市中郷2-2-9薩摩川内市中郷2-2-9 0996-23-17880996-23-1788 はま　まこと

4545 12-223112-2231 上川　章男上川　章男 （有）メガネの清眼堂（有）メガネの清眼堂 895-0076895-0076 薩摩川内市大小路町23-1薩摩川内市大小路町23-1 0996-22-45380996-22-4538
かみかわ　あ

きお

4646 20-359220-3592 蓑田　慎一蓑田　慎一 （有）みのだ　みのだ補聴器（有）みのだ　みのだ補聴器 895-2512895-2512 伊佐市大口元町8-3伊佐市大口元町8-3 0995-22-31110995-22-3111
みのだ　しん

いち

4747 24-485624-4856 高浜　慎一郎高浜　慎一郎 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 加世田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 加世田店 897-0031897-0031 南さつま市加世田東本町9-2南さつま市加世田東本町9-2 0993-52-77110993-52-7711
たかはま　し

んいちろう

4848 18-298118-2981 釈迦堂　栄作釈迦堂　栄作 （株）光学堂　加世田店（株）光学堂　加世田店 897-0031897-0031 南さつま市加世田東本町33-11南さつま市加世田東本町33-11 0993-53-86770993-53-8677
しゃかどう　

えいさく

4949 26-555926-5559 岡野　和典岡野　和典 オカノ時計眼鏡店オカノ時計眼鏡店 897-0215897-0215 南九州市川辺町平山6813南九州市川辺町平山6813 0993-56-04560993-56-0456
おかの　かず

のり



※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。

鹿児島県鹿児島県
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

1010 16-268216-2682 山之内　直子山之内　直子 （有）下田代補聴器センター　谷山店（有）下田代補聴器センター　谷山店 891-0113891-0113 鹿児島市東谷山2-7-12鹿児島市東谷山2-7-12 099-298-1533099-298-1533
やまのうち　

なおこ

1111 21-378721-3787 新福　雅美新福　雅美 （有）下田代補聴器センター　谷山店（有）下田代補聴器センター　谷山店 891-0113891-0113 鹿児島市東谷山2-7-12鹿児島市東谷山2-7-12 099-298-1533099-298-1533
しんぷく　ま

さみ

1212 28-624628-6246 下田代　修子下田代　修子 （有）下田代補聴器センター　谷山店（有）下田代補聴器センター　谷山店 891-0113891-0113 鹿児島市東谷山2-7-12鹿児島市東谷山2-7-12 099-298-1533099-298-1533
しもたしろ　

しゅうこ

1313 12-219712-2197 濵田　淳濵田　淳 （株）光学堂　イオンモール鹿児島店（株）光学堂　イオンモール鹿児島店 891-0115891-0115
鹿児島市東開町7 鹿児島市東開町7 
イオンモール鹿児島2Fイオンモール鹿児島2F

099-204-7005099-204-7005
はまだ　じゅ

ん

1414 3-11963-1196 山下　貞彰山下　貞彰 （株）41mimi　谷山補聴器センター（株）41mimi　谷山補聴器センター 891-0141891-0141 鹿児島市谷山中央4-4855鹿児島市谷山中央4-4855 099-268-3541099-268-3541
やました　さ

だあき

1515 8-16908-1690 吉川　祐一吉川　祐一 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　谷山店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　谷山店 891-0143891-0143 鹿児島市和田1-23-1鹿児島市和田1-23-1 099-267-9955099-267-9955
よしかわ　ゆ

ういち

1616 29-656329-6563 松山　加奈松山　加奈 （有）揖宿時計店　松山時計店（有）揖宿時計店　松山時計店 891-0405891-0405 指宿市湊2丁目22-1指宿市湊2丁目22-1 0993-22-29480993-22-2948
まつやま　か

な

1717 13-232813-2328 深田　正文深田　正文 ふかた時計めがね店ふかた時計めがね店 891-3115891-3115 西之表市天神町3-6西之表市天神町3-6 0997-23-01950997-23-0195
ふかた　まさ

ふみ

1818 28-618728-6187 豊留　真悟豊留　真悟 池田補聴器（株）　鹿児島営業所池田補聴器（株）　鹿児島営業所 892-0816892-0816
鹿児島市山下町12-1 鹿児島市山下町12-1 
クレアホームズみなと大通り公園1Fクレアホームズみなと大通り公園1F

099-223-6055099-223-6055
とよどめ　し

んご

1919 7-15527-1552 山口　綾子山口　綾子 藤補聴器センター　藤補聴器センター　 892-0818892-0818 鹿児島市上本町11-13鹿児島市上本町11-13 099-223-1777099-223-1777
やまぐち　あ

やこ

2020 16-268316-2683 新駿河　茜新駿河　茜
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　鹿児島店あそう補聴器　鹿児島店

892-0825892-0825
鹿児島市大黒町4-10 鹿児島市大黒町4-10 
ララポート松﨑1階ララポート松﨑1階

099-248-7233099-248-7233
しんするが　

あかね

2121 6-14816-1481 村山　清峰村山　清峰
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店

892-0842892-0842 鹿児島市東千石町14-2(2F)鹿児島市東千石町14-2(2F) 099-208-0138099-208-0138
むらやま　せ

いほう

2222 19-327119-3271 神宮司　透神宮司　透
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店

892-0842892-0842 鹿児島市東千石町14-2(2F)鹿児島市東千石町14-2(2F) 099-208-0138099-208-0138
じんぐうじ　

とおる

2323 25-525925-5259 後藤　文彰後藤　文彰
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店メガネのヨネザワ　天文館鹿児島本店

892-0842892-0842 鹿児島市東千石町14-2(2F)鹿児島市東千石町14-2(2F) 099-208-0138099-208-0138
ごとう　ふみ

あき

2424 14-237414-2374 盛満　祐二盛満　祐二 （株）光学堂　銀座本店（株）光学堂　銀座本店 892-0843892-0843 鹿児島市千日町13-18鹿児島市千日町13-18 099-226-6233099-226-6233
もりみつ　ゆ

うじ

2525 25-517425-5174 堀脇　拓堀脇　拓 （株）光学堂　銀座本店（株）光学堂　銀座本店 892-0843892-0843 鹿児島市千日町13-18鹿児島市千日町13-18 099-226-6233099-226-6233
ほりわき　た

く

2626 16-267916-2679 小原　憲子小原　憲子 九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島 892-0846892-0846 鹿児島市加治屋町1-6鹿児島市加治屋町1-6 099-222-1133099-222-1133
おばら　のり

こ

2727 23-461423-4614 木村　直之木村　直之 九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島九州リオン（株）　リオネットセンター鹿児島 892-0846892-0846 鹿児島市加治屋町1-6鹿児島市加治屋町1-6 099-222-1133099-222-1133
きむら　なお

ゆき

2828 29-635929-6359 藤中　健太藤中　健太 九州リオン（株）　鹿児島営業所九州リオン（株）　鹿児島営業所 892-0846892-0846
鹿児島市加治屋町1-6 鹿児島市加治屋町1-6 
錦江ビル1F錦江ビル1F

099-201-5865099-201-5865
ふじなか　け

んた

2929 3-11853-1185 下田代　秀政下田代　秀政 （有）下田代補聴器センター（有）下田代補聴器センター 892-0847892-0847 鹿児島市西千石町11番28号鹿児島市西千石町11番28号 099-222-7576099-222-7576
しもたしろ　

ひでまさ

3030 4-12934-1293 下田代　政秀下田代　政秀 （有）下田代補聴器センター（有）下田代補聴器センター 892-0847892-0847 鹿児島市西千石町11番28号鹿児島市西千石町11番28号 099-222-7576099-222-7576
しもたしろ　

まさひで

3131 25-527225-5272 篠原　浩平篠原　浩平 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　吉野店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　吉野店 892-0871892-0871 鹿児島市吉野町3073-2鹿児島市吉野町3073-2 099-243-5060099-243-5060
しのはら　こ

うへい

3232 14-238514-2385 市坪　正孝市坪　正孝
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）山形屋　メガネ補聴器サロン（株）山形屋　メガネ補聴器サロン
892-8601892-8601

鹿児島市金生町3-1 鹿児島市金生町3-1 
山形屋1号館中4階山形屋1号館中4階

099-227-6271099-227-6271
いちつぼ　ま

さたか

3333 14-239314-2393 倉本　豊倉本　豊
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）山形屋　メガネ補聴器サロン（株）山形屋　メガネ補聴器サロン
892-8601892-8601

鹿児島市金生町3-1 鹿児島市金生町3-1 
山形屋1号館中4階山形屋1号館中4階

099-227-6271099-227-6271
くらもと　ゆ

たか

3434 29-639629-6396 辻　智也辻　智也
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）山形屋　メガネ補聴器サロン（株）山形屋　メガネ補聴器サロン
892-8601892-8601

鹿児島市金生町3-1 鹿児島市金生町3-1 
山形屋1号館中4階山形屋1号館中4階

099-227-6271099-227-6271 つじ　ともや

3535 24-484924-4849 竹ノ内　稔竹ノ内　稔 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　鹿屋朝日店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　鹿屋朝日店 893-0004893-0004 鹿屋市朝日町9-20鹿屋市朝日町9-20 0994-40-91000994-40-9100
たけのうち　

みのる

3636 24-481524-4815 肝付　公一肝付　公一 メガネの光友メガネの光友 893-0014893-0014
鹿屋市寿7-8-50 鹿屋市寿7-8-50 
矢野ビル1F矢野ビル1F

0994-43-91610994-43-9161
きもつき　こ

ういち

3737 21-399221-3992 小平　浩二小平　浩二 （有）大隅補聴器研究所（有）大隅補聴器研究所 893-0023893-0023 鹿屋市笠之原町29-14鹿屋市笠之原町29-14 0994-40-41330994-40-4133
こびら　こう

じ

3838 19-312919-3129 森　剛森　剛 （株）光学堂　名瀬店（株）光学堂　名瀬店 894-0025894-0025
奄美市名瀬幸町2-6 奄美市名瀬幸町2-6 
真和ビル1F真和ビル1F

0997-53-48770997-53-4877 もり　たけし

3939 14-238014-2380 名島　一仁名島　一仁 （株）名島　リオネットショップ奄美（株）名島　リオネットショップ奄美 894-0025894-0025 奄美市名瀬幸町9-3奄美市名瀬幸町9-3 0997-52-06650997-52-0665
なじま　かず

ひと

4040 6-14456-1445 江口　宗三江口　宗三 （株）光学堂　川内山形屋店（株）光学堂　川内山形屋店 895-0027895-0027
薩摩川内市西向田町9-6 薩摩川内市西向田町9-6 
川内山形屋2F川内山形屋2F

0996-20-61480996-20-6148
えぐち　しゅ

うぞう

4141 20-362820-3628 小坂　信明小坂　信明 ふれあい補聴器川内店ふれあい補聴器川内店 895-0027895-0027
薩摩川内市西向田町5-25 薩摩川内市西向田町5-25 
吉光住研ビル1階吉光住研ビル1階

0996-27-22620996-27-2262
こさか　のぶ

あき

4242 27-588927-5889 永徳　知子永徳　知子 ふれあい補聴器川内店ふれあい補聴器川内店 895-0027895-0027
薩摩川内市西向田町5-25 薩摩川内市西向田町5-25 
吉光住研ビル1階吉光住研ビル1階

0996-27-22620996-27-2262
えいとく　と

もこ

4343 7-16237-1623 藤﨑　庸晃藤﨑　庸晃 明視堂　補聴器センター薩摩川内明視堂　補聴器センター薩摩川内 895-0027895-0027 薩摩川内市西向田町16-13薩摩川内市西向田町16-13 0996-22-23360996-22-2336
ふじさき　の

ぶあき

4444 19-325119-3251 濵　誠濵　誠
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　川内中郷店メガネのヨネザワ　川内中郷店

895-0072895-0072 薩摩川内市中郷2-2-9薩摩川内市中郷2-2-9 0996-23-17880996-23-1788 はま　まこと

4545 12-223112-2231 上川　章男上川　章男 （有）メガネの清眼堂（有）メガネの清眼堂 895-0076895-0076 薩摩川内市大小路町23-1薩摩川内市大小路町23-1 0996-22-45380996-22-4538
かみかわ　あ

きお

4646 20-359220-3592 蓑田　慎一蓑田　慎一 （有）みのだ　みのだ補聴器（有）みのだ　みのだ補聴器 895-2512895-2512 伊佐市大口元町8-3伊佐市大口元町8-3 0995-22-31110995-22-3111
みのだ　しん

いち

4747 24-485624-4856 高浜　慎一郎高浜　慎一郎 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 加世田店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ 加世田店 897-0031897-0031 南さつま市加世田東本町9-2南さつま市加世田東本町9-2 0993-52-77110993-52-7711
たかはま　し

んいちろう

4848 18-298118-2981 釈迦堂　栄作釈迦堂　栄作 （株）光学堂　加世田店（株）光学堂　加世田店 897-0031897-0031 南さつま市加世田東本町33-11南さつま市加世田東本町33-11 0993-53-86770993-53-8677
しゃかどう　

えいさく

4949 26-555926-5559 岡野　和典岡野　和典 オカノ時計眼鏡店オカノ時計眼鏡店 897-0215897-0215 南九州市川辺町平山6813南九州市川辺町平山6813 0993-56-04560993-56-0456
おかの　かず

のり

鹿児島県鹿児島県
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

5050 27-586427-5864 盛　久美盛　久美 （株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　出水店（株）ヨネザワ　メガネのヨネザワ　出水店 899-0201899-0201 出水市緑町11-24出水市緑町11-24 0996-63-01880996-63-0188 もり　くみ

5151 26-564326-5643 水田　繁水田　繁 （有）時計メガネのササヤマ（有）時計メガネのササヤマ 899-5215899-5215 姶良市加治木町本町114姶良市加治木町本町114 0995-63-05050995-63-0505
みずた　しげ

る

5252 27-589627-5896 橋元　健一橋元　健一
（株）ヨネザワ　（株）ヨネザワ　
メガネのヨネザワ　姶良バイパス店メガネのヨネザワ　姶良バイパス店

899-5421899-5421 姶良市東餠田500-3姶良市東餠田500-3 0995-66-33000995-66-3300
はしもと　け

んいち

5353 20-344620-3446 尾山　妙子尾山　妙子
おのやま　た

えこ

5454 25-525825-5258 東　あゆみ東　あゆみ
ひがし　あゆ

み

沖縄県沖縄県
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 23-463223-4632 平安座　陽介平安座　陽介
（合）東ラジオ電気商会　（合）東ラジオ電気商会　
沖縄補聴器センター　那覇店沖縄補聴器センター　那覇店

900-0005900-0005 那覇市天久1131-1那覇市天久1131-1 098-861-5533098-861-5533
へんざ　よう

すけ

22 29-636029-6360 戸辺　佑一戸辺　佑一 （株）和真　沖縄那覇店（株）和真　沖縄那覇店 900-0015900-0015
那覇市久茂地1-1-1 那覇市久茂地1-1-1 
パレットくもじ7Fパレットくもじ7F

098-867-3452098-867-3452
とべ　ゆうい

ち

33 26-534426-5344 徳嶺　みゆき徳嶺　みゆき （株）メガネ 1番　小禄店（株）メガネ 1番　小禄店 901-0156901-0156
那覇市田原1-4-1 那覇市田原1-4-1 
サンヒルズ田原1Fサンヒルズ田原1F

098-858-5353098-858-5353
とくみね　み

ゆき

44 7-15847-1584 糸数　美智子糸数　美智子 （株）メガネ 1番　補聴器センター（株）メガネ 1番　補聴器センター 901-2211901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133098-896-1133
いとかず　み

ちこ

55 17-270917-2709 多嘉良　勉多嘉良　勉 （株）メガネ 1番　補聴器センター（株）メガネ 1番　補聴器センター 901-2211901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133098-896-1133
たから　つと

む

66 26-535126-5351 仲村　隆仁仲村　隆仁 （株）メガネ 1番　補聴器センター（株）メガネ 1番　補聴器センター 901-2211901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133098-896-1133
なかむら　た

かひと

77 27-589327-5893 津波古　侑津波古　侑 （株）メガネ 1番　補聴器センター（株）メガネ 1番　補聴器センター 901-2211901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133098-896-1133 つはこ　ゆう

88 27-589427-5894 銘苅　佳苗銘苅　佳苗 （株）メガネ 1番　補聴器センター（株）メガネ 1番　補聴器センター 901-2211901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133098-896-1133
めかる　かな

え

99 28-618028-6180 花城　清仁花城　清仁 （株）メガネ 1番　補聴器センター（株）メガネ 1番　補聴器センター 901-2211901-2211 宜野湾市宜野湾1-5-13宜野湾市宜野湾1-5-13 098-896-1133098-896-1133
はなしろ　せ

いじん

1010 6-14406-1440 森山　徹男森山　徹男 補聴器専門店もりやま補聴器専門店もりやま 901-2214901-2214 宜野湾市我如古3-22-11宜野湾市我如古3-22-11 098-890-0232098-890-0232
もりやま　て

つお

1111 3-12113-1211 赤嶺　嘉一赤嶺　嘉一 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
あかみね　よ

しかず

1212 12-223412-2234 森山　陽一郎森山　陽一郎 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
もりやま　よ

ういちろう

1313 16-264116-2641 森山　賢森山　賢 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
もりやま　け

ん

1414 19-326319-3263 山内　真紀山内　真紀 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
やまうち　ま

き

1515 23-454123-4541 花城　めぐみ花城　めぐみ （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
はなしろ　め

ぐみ

1616 23-454923-4549 渡邊　啓太渡邊　啓太 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
わたなべ　け

いた

1717 23-455223-4552 池田　絵里奈池田　絵里奈 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
いけだ　えり

な

1818 26-557826-5578 髙良　健太髙良　健太 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
たから　けん

た

1919 26-557926-5579 玉城　愛美玉城　愛美 （株）琉球補聴器　本店（株）琉球補聴器　本店 902-0067902-0067 那覇市安里1-8-13那覇市安里1-8-13 098-863-4133098-863-4133
たましろ　ま

なみ

2020 29-641729-6417 園田　和弘園田　和弘 （株）メガネ 1番　首里店（株）メガネ 1番　首里店 903-0804903-0804 那覇市首里石嶺町2-5-7那覇市首里石嶺町2-5-7 098-882-1122098-882-1122
そのだ　かず

ひろ

2121 29-639829-6398 座間味　宏貴座間味　宏貴 （株）メガネ 1番　中の町店（株）メガネ 1番　中の町店 904-0031904-0031
沖縄市上地1-11-3 沖縄市上地1-11-3 
1F1F

098-930-0231098-930-0231
ざまみ　ひろ

たか

2222 24-497424-4974 金城　みゆき金城　みゆき （株）琉球補聴器　中部店（株）琉球補聴器　中部店 904-0031904-0031 沖縄市上地1-13-1沖縄市上地1-13-1 098-933-4133098-933-4133
きんじょう　

みゆき

2323 25-528725-5287 棚原　由香棚原　由香 （株）琉球補聴器　中部店（株）琉球補聴器　中部店 904-0031904-0031 沖縄市上地1-13-1沖縄市上地1-13-1 098-933-4133098-933-4133
たなはら　ゆ

か

2424 28-617128-6171 玉城　源樹玉城　源樹 （株）メガネ 1番　読谷店（株）メガネ 1番　読谷店 904-0316904-0316 中頭郡読谷村大木460-1中頭郡読谷村大木460-1 098-982-8888098-982-8888
たましろ　も

とき

2525 27-589527-5895 喜納　義之喜納　義之 （株）メガネ 1番　石川店（株）メガネ 1番　石川店 904-1106904-1106
うるま市石川1-14-1 うるま市石川1-14-1 
イオンタウン石川店内イオンタウン石川店内

098-965-6366098-965-6366 きな　よしの

2626 25-518225-5182 吉永　聖吉永　聖 （株）東江メガネ　美里店（株）東江メガネ　美里店 904-2153904-2153 沖縄市美原2-26-14沖縄市美原2-26-14 098-939-4772098-939-4772
よしなが　き

よし

2727 23-454823-4548 當間　智之當間　智之
（株）琉和 jp　（株）琉和 jp　
きこえのトータルサポート　補聴器のぴあきこえのトータルサポート　補聴器のぴあ

904-2155904-2155
沖縄市美原1-17-10 沖縄市美原1-17-10 
メゾン美原102メゾン美原102

098-921-3322098-921-3322
とうま　とも

ゆき

2828 24-499724-4997 新　千賀子新　千賀子
（株）琉和 jp　（株）琉和 jp　
きこえのトータルサポート　補聴器のぴあきこえのトータルサポート　補聴器のぴあ

904-2155904-2155
沖縄市美原1-17-10 沖縄市美原1-17-10 
メゾン美原102メゾン美原102

098-921-3322098-921-3322 あら　ちかこ

2929 27-597927-5979 具志堅　智紀具志堅　智紀 （株）東江メガネ　イオン具志川店（株）東江メガネ　イオン具志川店 904-2235904-2235 うるま市前原幸崎原303うるま市前原幸崎原303 098-982-6601098-982-6601
ぐしけん　と

ものり

3030 29-640929-6409 福治　佑一郎福治　佑一郎 （株）メガネ 1番　宮古店（株）メガネ 1番　宮古店 906-0012906-0012 宮古島市平良西里973-1宮古島市平良西里973-1 0980-74-25250980-74-2525
ふくじ　ゆう

いちろう

3131 28-621528-6215 宮國　めぐみ宮國　めぐみ （株）琉球補聴器　宮古店（株）琉球補聴器　宮古店 906-0012906-0012 宮古島市平良西里383宮古島市平良西里383 0980-73-41330980-73-4133
みやぐに　め

ぐみ

3232 22-439922-4399 下澤　真紀下澤　真紀 沖縄県立宮古病院　耳鼻咽喉科沖縄県立宮古病院　耳鼻咽喉科 906-8550906-8550 宮古島市平良下里427−1宮古島市平良下里427−1 0980-72-31510980-72-3151
しもざわ　ま

き

3333 21-409721-4097 新垣　典男新垣　典男 （株）琉球補聴器　石垣店（株）琉球補聴器　石垣店 907-0023907-0023
石垣市石垣416-27 石垣市石垣416-27 
サザンパレス1階西サザンパレス1階西

0980-83-41330980-83-4133
あらかき　の

りお



※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。

沖縄県沖縄県
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

3434 26-563126-5631 金城　麻子金城　麻子
きんじょう　

あさこ

3535 26-564526-5645 新垣　宏樹新垣　宏樹
あらかき　ひ

ろき


