
※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


