
※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

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

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



※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

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

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



※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

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

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

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

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

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



※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
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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

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



※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

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

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

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

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

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



※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

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

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



※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

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

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

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

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

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



※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

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

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


