
※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

大阪府大阪府
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

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

072-222-3324072-222-3324
あおの　なお

み

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

072-222-3324072-222-3324
あまほり　ま

すみ

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

072-222-3324072-222-3324
なかたに　や

すき

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

072-222-3324072-222-3324
いまぎいれ　

たかふみ

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

072-222-3324072-222-3324
にしかわ　み

か

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

072-291-0962072-291-0962
おおたに　あ

きふみ

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

072-250-9677072-250-9677
ふるかわ　よ

しくに

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

072-250-9677072-250-9677
ふくい　まこ

と

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

よし

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

き

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

したか

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

いこ

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

0725-92-80270725-92-8027
こんどう　ひ

でのぶ

254254 26-563726-5637 柳　隆志柳　隆志
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
和泉倉庫店和泉倉庫店

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

し

255255 27-568227-5682 西口　隆治西口　隆治
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
和泉倉庫店和泉倉庫店

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

かはる

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

072-438-3807072-438-3807
いしだ　たく

み

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

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

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

し

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

072-477-2287072-477-2287
いしたに　ひ

ろし

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

072-462-1122072-462-1122
かばやま　ゆ

かり

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

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

072-234-2856072-234-2856
やまうち　あ

つし

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

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

072-234-2856072-234-2856
よしだ　あや

か

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

じ

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

よし

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

こ

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

とし

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

ら

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

じ

兵庫県兵庫県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 19-318719-3187 沖　輝彦沖　輝彦 （有）ふたば補聴器　神戸営業所（有）ふたば補聴器　神戸営業所 650-0012650-0012
神戸市中央区北長狭通5-2-19 神戸市中央区北長狭通5-2-19 
コフィオ神戸元町309コフィオ神戸元町309

078-360-2500078-360-2500
おき　てるひ

こ

22 20-358120-3581 幕谷　輝明幕谷　輝明 （有）ふたば補聴器　神戸営業所（有）ふたば補聴器　神戸営業所 650-0012650-0012
神戸市中央区北長狭通5-2-19 神戸市中央区北長狭通5-2-19 
コフィオ神戸元町309コフィオ神戸元町309

078-360-2500078-360-2500
まくたに　て

るあき

33 4-12714-1271 田村　美紀田村　美紀 （有）関西補聴器センター（有）関西補聴器センター 650-0015650-0015
神戸市中央区多聞通3-2-9 神戸市中央区多聞通3-2-9 
甲南スカイビル4F甲南スカイビル4F

078-371-4133078-371-4133 たむら　みき

44 29-654829-6548 尾上　紀子尾上　紀子 （有）関西補聴器センター（有）関西補聴器センター 650-0015650-0015
神戸市中央区多聞通3-2-9 神戸市中央区多聞通3-2-9 
甲南スカイビル4F甲南スカイビル4F

078-371-4133078-371-4133
おのうえ　の

りこ

55 2-10942-1094 城崎　庸子城崎　庸子 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
じょうざき　

ようこ

66 7-15487-1548 奥谷　美智昭奥谷　美智昭 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
おくたに　み

ちあき

77 9-18399-1839 宮永　好章宮永　好章 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
みやなが　よ

しあき

88 14-236814-2368 坂口　聖名子坂口　聖名子 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133
さかぐち　み

なこ

99 16-262416-2624 竹田　愛竹田　愛 （株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店（株）神戸ヒヤリングセンター　神戸店 650-0023650-0023 神戸市中央区栄町通5-2-15神戸市中央区栄町通5-2-15 078-351-1133078-351-1133 たけだ　あい

1010 20-335520-3355 森川　恭行森川　恭行 ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店 650-0033650-0033
神戸市中央区江戸町95番地 神戸市中央区江戸町95番地 
井門神戸ビル5階井門神戸ビル5階

078-332-4133078-332-4133
もりかわ　や

すゆき

1111 21-383621-3836 紀平　剛志紀平　剛志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム三宮店 650-0033650-0033
神戸市中央区江戸町95番地 神戸市中央区江戸町95番地 
井門神戸ビル5階井門神戸ビル5階

078-332-4133078-332-4133
きひら　たけ

し

1212 20-359320-3593 高岸　みどり高岸　みどり （株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン（株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン 650-0037650-0037 神戸市中央区明石町40神戸市中央区明石町40 078-331-4535078-331-4535
たかぎし　み

どり

1313 28-618328-6183 大江　裕子大江　裕子 （株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン（株）NJH　大丸神戸店補聴器サロン 650-0037650-0037 神戸市中央区明石町40神戸市中央区明石町40 078-331-4535078-331-4535
おおえ　ひろ

こ

1414 28-620828-6208 倉岡　大輔倉岡　大輔 みなと補聴器みなと補聴器 651-0064651-0064
神戸市中央区大日通5-1-12 神戸市中央区大日通5-1-12 
ローズハイツ101ローズハイツ101

078-767-4133078-767-4133
くらおか　だ

いすけ

1515 9-17559-1755 髙永　善弘髙永　善弘 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
たかなが　よ

しひろ

1616 11-202611-2026 井上　高志井上　高志 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
いのうえ　た

かし

1717 24-500724-5007 山根　美弥子山根　美弥子 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
やまね　みや

こ

1818 27-576327-5763 田中　智佳田中　智佳 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
たなか　とも

よし

1919 27-587927-5879 岡本　昌之岡本　昌之 東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター東神実業（株）　トーシン・神戸補聴器センター 651-0086651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-14 神戸市中央区磯上通6-1-14 
ベルシア神戸三宮2階ベルシア神戸三宮2階

078-251-8133078-251-8133
おかもと　ま

さゆき

2020 21-397421-3974 三島　光弘三島　光弘 （株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン（株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン 651-0088651-0088
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸市中央区小野柄通8-1-8 
神戸阪急本館8F神戸阪急本館8F

078-251-8118078-251-8118
みしま　みつ

ひろ

2121 26-544026-5440 杉谷　利夫杉谷　利夫 （株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン（株）東京メガネ　神戸阪急メガネサロン 651-0088651-0088
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸市中央区小野柄通8-1-8 
神戸阪急本館8F神戸阪急本館8F

078-251-8118078-251-8118
すぎたに　と

しお

2222 26-548826-5488 角田　泰弘角田　泰弘 マキチエ（株）　神戸営業所マキチエ（株）　神戸営業所 651-0094651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 
フユーチャービル202フユーチャービル202

078-251-3995078-251-3995
すみだ　やす

ひろ

2323 29-636329-6363 田上　麻佐美田上　麻佐美 マキチエ（株）　神戸営業所マキチエ（株）　神戸営業所 651-0094651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 神戸市中央区琴ノ緒町5-5-9 
フユーチャービル202フユーチャービル202

078-251-3995078-251-3995
たがみ　まさ

み

2424 20-363720-3637 金田　啓志金田　啓志
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　西神戸店パリミキ　西神戸店

651-2124651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和844-4神戸市西区伊川谷町潤和844-4 078-975-3515078-975-3515
かなだ　ひろ

し

2525 29-643229-6432 松上　淳子松上　淳子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　緑が丘店パリミキ　緑が丘店

651-2202651-2202 神戸市西区押部谷町西盛566-174神戸市西区押部谷町西盛566-174 078-994-4881078-994-4881
まつうえ　

じゅんこ

2626 14-235814-2358 松本　正樹松本　正樹 補聴器センターめいりょう　カインズ西神南店補聴器センターめいりょう　カインズ西神南店 651-2243651-2243
神戸市西区井吹台西町1-1 神戸市西区井吹台西町1-1 
カインズ神戸西神南店内カインズ神戸西神南店内

078-990-3314078-990-3314
まつもと　ま

さき

2727 25-525225-5252 塚本　康文塚本　康文 愛眼（株）　メガネの愛眼　神中央店愛眼（株）　メガネの愛眼　神中央店 651-2273651-2273
神戸市西区糀台5-3-4 神戸市西区糀台5-3-4 
ダイエー西神中央店3Fダイエー西神中央店3F

078-991-7167078-991-7167
つかもと　や

すあや

2828 22-418222-4182 松長　斗志貴松長　斗志貴
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　カナート西神戸店パリミキ　カナート西神戸店

651-2412651-2412
神戸市西区竜が岡1-21-1 神戸市西区竜が岡1-21-1 
イズミヤカナート西神戸1Fイズミヤカナート西神戸1F

078-967-5128078-967-5128
まつなが　と

しき

2929 2-11382-1138 村上　恵太村上　恵太 （株）吉田勝恵商店（株）吉田勝恵商店 652-0047652-0047 神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215 078-576-1331078-576-1331
むらかみ　け

いた

3030 17-285417-2854 村上　真樹村上　真樹 （株）吉田勝恵商店（株）吉田勝恵商店 652-0047652-0047 神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215神戸市兵庫区下沢通1-1-17-215 078-576-1331078-576-1331
むらかみ　ま

き

3131 22-422622-4226 泉　延孝泉　延孝 愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店 653-0038653-0038
神戸市長田区若松町5-51 神戸市長田区若松町5-51 
東急プラザ新長田1F東急プラザ新長田1F

078-643-3966078-643-3966
いずみ　のぶ

たか

3232 28-607728-6077 松尾　俊哉松尾　俊哉 愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店愛眼（株）　メガネの愛眼　東急プラザ新長田店 653-0038653-0038
神戸市長田区若松町5-51 神戸市長田区若松町5-51 
東急プラザ新長田1F東急プラザ新長田1F

078-643-3966078-643-3966
まつお　しゅ

んや

3333 23-463323-4633 和田　正之和田　正之 （株）Re　補聴器工房　神戸（株）Re　補聴器工房　神戸 653-0836653-0836
神戸市長田区神楽町6-3-15 神戸市長田区神楽町6-3-15 
日進ビル1F日進ビル1F

078-643-6833078-643-6833
わだ　まさゆ

き

3434 15-248515-2485 乃込　達也乃込　達也
（株）n-koubou　（株）n-koubou　
補聴器専門　須磨補聴器センター補聴器専門　須磨補聴器センター

654-0055654-0055 神戸市須磨区須磨浦通4-7-7神戸市須磨区須磨浦通4-7-7 078-731-3341078-731-3341
のごみ　たつ

や

3535 23-458823-4588 萬代　勝也萬代　勝也 愛眼（株）　メガネの愛眼　リファーレ横尾店愛眼（株）　メガネの愛眼　リファーレ横尾店 654-0131654-0131
神戸市須磨区横尾1-5 神戸市須磨区横尾1-5 
リファーレ横尾2Fリファーレ横尾2F

078-741-8063078-741-8063
まんだい　か

つや

3636 20-354820-3548 細見　修介細見　修介 新多聞補聴器センター新多聞補聴器センター 655-0006655-0006
神戸市垂水区本多聞4-1 神戸市垂水区本多聞4-1 
260-102260-102

078-786-3645078-786-3645
ほそみ　しゅ

うすけ

3737 23-440323-4403 桑田　一城桑田　一城
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　垂水店パリミキ　垂水店

655-0027655-0027 神戸市垂水区神田町4-19神戸市垂水区神田町4-19 078-705-0808078-705-0808
くわた　かず

しろ

3838 22-437722-4377 細尾　昌史細尾　昌史 愛眼（株）　メガネの愛眼　舞子店愛眼（株）　メガネの愛眼　舞子店 655-0046655-0046 神戸市垂水区舞子台6-10-20神戸市垂水区舞子台6-10-20 078-785-1118078-785-1118
ほそお　まさ

し

3939 11-215711-2157 伊藤　芳樹伊藤　芳樹 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
いとう　よし

き

4040 12-223312-2233 小寺　武治小寺　武治 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
こてら　たけ

じ
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兵庫県兵庫県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 25-508425-5084 中田　尚美中田　尚美 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
なかた　なお

み

4242 22-430622-4306 原田　輝彦原田　輝彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
はらだ　てる

ひこ

4343 29-628929-6289 鈴木　正義鈴木　正義 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
すずき　まさ

よし

4444 24-476124-4761 安森　智尋安森　智尋
（株）ヒアーサポート　（株）ヒアーサポート　
補聴器センターめいりょう　垂水駅前店補聴器センターめいりょう　垂水駅前店

655-0893655-0893
神戸市垂水区日向1-4-1 神戸市垂水区日向1-4-1 
レバンテ垂水1番館136号レバンテ垂水1番館136号

078-742-8137078-742-8137
やすもり　ち

ひろ

4545 5-13665-1366 長井　康洋長井　康洋 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　やす

ひろ

4646 12-225712-2257 長井　隆匡長井　隆匡 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　たか

まさ

4747 24-484824-4848 田中　淳田中　淳
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　六甲道店リケン補聴器センター　六甲道店

657-0028657-0028
神戸市灘区森後町2-1-14 神戸市灘区森後町2-1-14 
白數ビル1F白數ビル1F

078-940-0760078-940-0760
たなか　あつ

し

4848 27-583127-5831 石田　健吾石田　健吾 ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店 657-0029657-0029
神戸市灘区日尾町2-1-17 神戸市灘区日尾町2-1-17 
朝日プラザ六甲朝日プラザ六甲Ⅰ

078-843-4833078-843-4833
いしだ　けん

ご

4949 21-399621-3996 西田　一秋西田　一秋 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
にしだ　かず

あき

5050 25-514725-5147 古崎　大輔古崎　大輔 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
ふるさき　だ

いすけ

5151 23-442023-4420 飯塚　譲一飯塚　譲一
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　神戸岡本店メガネの田中　神戸岡本店

658-0072658-0072
神戸市東灘区岡本1-3-24 神戸市東灘区岡本1-3-24 
アップ神戸岡本ビル1階アップ神戸岡本ビル1階

078-862-0772078-862-0772
いいづか　

じょういち

5252 27-565527-5655 岩崎　宏治岩崎　宏治 愛眼（株）　メガネの愛眼　東灘甲南店愛眼（株）　メガネの愛眼　東灘甲南店 658-0082658-0082 神戸市東灘区魚崎北町5-3-11神戸市東灘区魚崎北町5-3-11 078-453-3818078-453-3818
いわさき　こ

うじ

5353 8-17018-1701 太田　徹太田　徹 （株）Re　補聴器サロン　芦屋（株）Re　補聴器サロン　芦屋 659-0068659-0068
芦屋市業平町5-2 芦屋市業平町5-2 
芦屋ハウス4F芦屋ハウス4F

0797-78-62330797-78-6233
おおた　とお

る

5454 8-17168-1716 若森　拓也若森　拓也 （株）Re　補聴器サロン　芦屋（株）Re　補聴器サロン　芦屋 659-0068659-0068
芦屋市業平町5-2 芦屋市業平町5-2 
芦屋ハウス4F芦屋ハウス4F

0797-78-62330797-78-6233
わかもり　た

くや

5555 22-411022-4110 柳田　将人柳田　将人 （株）阪神補聴器センター　芦屋店（株）阪神補聴器センター　芦屋店 659-0092659-0092
芦屋市大原町2-6 芦屋市大原町2-6 
ラ・モール芦屋106-1ラ・モール芦屋106-1

0797-34-33290797-34-3329
やなぎた　ま

さと

5656 18-306318-3063 小野　智小野　智 （株）阪神補聴器センター　尼崎店（株）阪神補聴器センター　尼崎店 660-0053660-0053 尼崎市南七松町1-1-5尼崎市南七松町1-1-5 06-6419-373306-6419-3733 おの　さとる

5757 28-624428-6244 藤井　雅之藤井　雅之 越智時計店越智時計店 660-0076660-0076 尼崎市大島3-16-28尼崎市大島3-16-28 06-6416-596006-6416-5960
ふじい　まさ

ゆき

5858 26-534526-5345 宮田　真伸宮田　真伸 長洲ヒアリング長洲ヒアリング 660-0801660-0801
尼崎市長洲東通1-9-32 尼崎市長洲東通1-9-32 
2F-B2F-B

090-2704-3317090-2704-3317
みやた　まさ

のぶ

5959 24-471724-4717 茅切　信太郎茅切　信太郎 （株）イシガミ　三和店（株）イシガミ　三和店 660-0883660-0883 尼崎市神田北通6‐168尼崎市神田北通6‐168 06-6411-339206-6411-3392
かやきり　し

んたろう

6060 27-587227-5872 三島　繁明三島　繁明 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　尼崎店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　尼崎店 660-0884660-0884 尼崎市神田中通2-27尼崎市神田中通2-27 06-6411-075806-6411-0758
みしま　しげ

あき

6161 2-10632-1063 茅野　和泉茅野　和泉 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
かやの　いず

み

6262 26-536626-5366 茅野　祐司茅野　祐司 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
かやの　ゆう

じ

6363 26-536726-5367 山﨑　正晴山﨑　正晴 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
やまさき　ま

さはる

6464 26-538626-5386 的場　海知也的場　海知也
（株）伊丹メガネセンター　（株）伊丹メガネセンター　
メガネのマトバ　つかしん店メガネのマトバ　つかしん店

661-0001661-0001
尼崎市塚口本町4-8-1 尼崎市塚口本町4-8-1 
グンゼタウンセンターつかしん　にしまち1Fグンゼタウンセンターつかしん　にしまち1F

06-6420-385006-6420-3850
まとば　みち

や

6565 11-205611-2056 太田　孝之太田　孝之
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　塚口店リケン補聴器センター　塚口店

661-0002661-0002
尼崎市塚口町1-15-15 尼崎市塚口町1-15-15 
ヒューマニティー西尾1階ヒューマニティー西尾1階

06-4961-583106-4961-5831
おおた　たか

ゆき

6666 22-412622-4126 照屋　吉彦照屋　吉彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　塚口店パリミキ　塚口店

661-0012661-0012
尼崎市南塚口町2-1-2 尼崎市南塚口町2-1-2 
塚口さんさんタウン2番館　1F塚口さんさんタウン2番館　1F

06-6426-378506-6426-3785
てるや　よし

ひこ

6767 11-217511-2175 深井　貴富深井　貴富 川村義肢（株）　エイドセンター立花店川村義肢（株）　エイドセンター立花店 661-0025661-0025
尼崎市立花町1-4-2 尼崎市立花町1-4-2 
ボヌワールスガノ1Fボヌワールスガノ1F

06-6421-033206-6421-0332
ふかい　たか

とみ

6868 25-523225-5232 藤本　裕子藤本　裕子 川村義肢（株）　エイドセンター立花店川村義肢（株）　エイドセンター立花店 661-0025661-0025
尼崎市立花町1-4-2 尼崎市立花町1-4-2 
ボヌワールスガノ1Fボヌワールスガノ1F

06-6421-033206-6421-0332
ふじもと　ひ

ろこ

6969 2-11292-1129 丸尾　美乃丸尾　美乃 ビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッドビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッド 661-0033661-0033
尼崎市南武庫之荘2-8-1 尼崎市南武庫之荘2-8-1 
ルネ武庫之荘106ルネ武庫之荘106

06-6432-572206-6432-5722
まるお　よし

の

7070 23-457623-4576 稲葉　公樹稲葉　公樹 ビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッドビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッド 661-0033661-0033
尼崎市南武庫之荘2-8-1 尼崎市南武庫之荘2-8-1 
ルネ武庫之荘106ルネ武庫之荘106

06-6432-572206-6432-5722
いなば　こう

き

7171 25-501725-5017 滝　佐武郎滝　佐武郎
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
尼崎倉庫店尼崎倉庫店

661-0965661-0965 尼崎市次屋3-13-55尼崎市次屋3-13-55 06-6496-160006-6496-1600
たき　さぶろ

う

7272 21-404221-4042 山﨑　太久山﨑　太久 愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店 661-0965661-0965 尼崎市次屋2-11-12尼崎市次屋2-11-12 06-4960-063106-4960-0631
やまざき　た

かひさ

7373 29-629829-6298 吉岡　栄治吉岡　栄治 愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店 661-0965661-0965 尼崎市次屋2-11-12尼崎市次屋2-11-12 06-4960-063106-4960-0631
よしおか　え

いじ

7474 18-296118-2961 洞　隆志洞　隆志 （株）ホライゾン　さくら補聴器　夙川店（株）ホライゾン　さくら補聴器　夙川店 662-0051662-0051
西宮市羽衣町7-30 西宮市羽衣町7-30 
夙川グリーンタウンB1-003夙川グリーンタウンB1-003

0798-33-41330798-33-4133 ほら　たかし

7575 19-327619-3276 川内　泰士川内　泰士 宝塚補聴器センター　西宮門戸店宝塚補聴器センター　西宮門戸店 662-0825662-0825
西宮市門戸荘17-23 西宮市門戸荘17-23 
ミュゼ門戸荘101ミュゼ門戸荘101

0798-51-36630798-51-3663
かわち　たい

じ

7676 22-438122-4381 平井　淳文平井　淳文 （株）メガネトップ　眼鏡市場　西宮河原町店（株）メガネトップ　眼鏡市場　西宮河原町店 662-0861662-0861 西宮市河原町3番2号西宮市河原町3番2号 0798-75-12280798-75-1228
ひらい　あつ

ふみ

7777 17-277117-2771 宮浦　大通宮浦　大通
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　西宮店リケン補聴器センター　西宮店

662-0911662-0911
西宮市池田町10-8 西宮市池田町10-8 
西宮東口商店街西宮東口商店街

0798-38-75510798-38-7551
みやうら　ひ

ろみち

7878 18-305318-3053 西口　零西口　零 よつば補聴器センターよつば補聴器センター 662-0916662-0916 西宮市戸田町1-2西宮市戸田町1-2 0798-22-33170798-22-3317
にしぐち　れ

い

7979 21-408421-4084 佐藤　大輔佐藤　大輔 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮 662-0918662-0918
西宮市六湛寺町 9-7 西宮市六湛寺町 9-7 
創建ビル2F創建ビル2F

0798-33-88170798-33-8817
さとう　だい

すけ

8080 25-508325-5083 五島　悠五島　悠 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮 662-0918662-0918
西宮市六湛寺町 9-7 西宮市六湛寺町 9-7 
創建ビル2F創建ビル2F

0798-33-88170798-33-8817 ごしま　ゆう
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兵庫県兵庫県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 25-508425-5084 中田　尚美中田　尚美 神戸西補聴器神戸西補聴器 655-0048655-0048 神戸市垂水区西舞子2-1-55神戸市垂水区西舞子2-1-55 078-785-4133078-785-4133
なかた　なお

み

4242 22-430622-4306 原田　輝彦原田　輝彦 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
はらだ　てる

ひこ

4343 29-628929-6289 鈴木　正義鈴木　正義 愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店愛眼（株）　メガネの愛眼　垂水名谷店 655-0852655-0852 神戸市垂水区名谷町猿倉69-1神戸市垂水区名谷町猿倉69-1 078-707-5010078-707-5010
すずき　まさ

よし

4444 24-476124-4761 安森　智尋安森　智尋
（株）ヒアーサポート　（株）ヒアーサポート　
補聴器センターめいりょう　垂水駅前店補聴器センターめいりょう　垂水駅前店

655-0893655-0893
神戸市垂水区日向1-4-1 神戸市垂水区日向1-4-1 
レバンテ垂水1番館136号レバンテ垂水1番館136号

078-742-8137078-742-8137
やすもり　ち

ひろ

4545 5-13665-1366 長井　康洋長井　康洋 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　やす

ひろ

4646 12-225712-2257 長井　隆匡長井　隆匡 （株）長井メガネ　あわじ補聴器（株）長井メガネ　あわじ補聴器 656-0025656-0025 洲本市本町6-2-7洲本市本町6-2-7 0799-20-66330799-20-6633
ながい　たか

まさ

4747 24-484824-4848 田中　淳田中　淳
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　六甲道店リケン補聴器センター　六甲道店

657-0028657-0028
神戸市灘区森後町2-1-14 神戸市灘区森後町2-1-14 
白數ビル1F白數ビル1F

078-940-0760078-940-0760
たなか　あつ

し

4848 27-583127-5831 石田　健吾石田　健吾 ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店ブルームヒアリング（株）　ブルーム六甲店 657-0029657-0029
神戸市灘区日尾町2-1-17 神戸市灘区日尾町2-1-17 
朝日プラザ六甲朝日プラザ六甲Ⅰ

078-843-4833078-843-4833
いしだ　けん

ご

4949 21-399621-3996 西田　一秋西田　一秋 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
にしだ　かず

あき

5050 25-514725-5147 古崎　大輔古崎　大輔 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　住吉店 658-0051658-0051
神戸市東灘区住吉本町1-2-1 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 
住吉ターミナルビル413住吉ターミナルビル413

078-854-5525078-854-5525
ふるさき　だ

いすけ

5151 23-442023-4420 飯塚　譲一飯塚　譲一
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　神戸岡本店メガネの田中　神戸岡本店

658-0072658-0072
神戸市東灘区岡本1-3-24 神戸市東灘区岡本1-3-24 
アップ神戸岡本ビル1階アップ神戸岡本ビル1階

078-862-0772078-862-0772
いいづか　

じょういち

5252 27-565527-5655 岩崎　宏治岩崎　宏治 愛眼（株）　メガネの愛眼　東灘甲南店愛眼（株）　メガネの愛眼　東灘甲南店 658-0082658-0082 神戸市東灘区魚崎北町5-3-11神戸市東灘区魚崎北町5-3-11 078-453-3818078-453-3818
いわさき　こ

うじ

5353 8-17018-1701 太田　徹太田　徹 （株）Re　補聴器サロン　芦屋（株）Re　補聴器サロン　芦屋 659-0068659-0068
芦屋市業平町5-2 芦屋市業平町5-2 
芦屋ハウス4F芦屋ハウス4F

0797-78-62330797-78-6233
おおた　とお

る

5454 8-17168-1716 若森　拓也若森　拓也 （株）Re　補聴器サロン　芦屋（株）Re　補聴器サロン　芦屋 659-0068659-0068
芦屋市業平町5-2 芦屋市業平町5-2 
芦屋ハウス4F芦屋ハウス4F

0797-78-62330797-78-6233
わかもり　た

くや

5555 22-411022-4110 柳田　将人柳田　将人 （株）阪神補聴器センター　芦屋店（株）阪神補聴器センター　芦屋店 659-0092659-0092
芦屋市大原町2-6 芦屋市大原町2-6 
ラ・モール芦屋106-1ラ・モール芦屋106-1

0797-34-33290797-34-3329
やなぎた　ま

さと

5656 18-306318-3063 小野　智小野　智 （株）阪神補聴器センター　尼崎店（株）阪神補聴器センター　尼崎店 660-0053660-0053 尼崎市南七松町1-1-5尼崎市南七松町1-1-5 06-6419-373306-6419-3733 おの　さとる

5757 28-624428-6244 藤井　雅之藤井　雅之 越智時計店越智時計店 660-0076660-0076 尼崎市大島3-16-28尼崎市大島3-16-28 06-6416-596006-6416-5960
ふじい　まさ

ゆき

5858 26-534526-5345 宮田　真伸宮田　真伸 長洲ヒアリング長洲ヒアリング 660-0801660-0801
尼崎市長洲東通1-9-32 尼崎市長洲東通1-9-32 
2F-B2F-B

090-2704-3317090-2704-3317
みやた　まさ

のぶ

5959 24-471724-4717 茅切　信太郎茅切　信太郎 （株）イシガミ　三和店（株）イシガミ　三和店 660-0883660-0883 尼崎市神田北通6‐168尼崎市神田北通6‐168 06-6411-339206-6411-3392
かやきり　し

んたろう

6060 27-587227-5872 三島　繁明三島　繁明 （株）イシガミ　メガネのイシガミ　尼崎店（株）イシガミ　メガネのイシガミ　尼崎店 660-0884660-0884 尼崎市神田中通2-27尼崎市神田中通2-27 06-6411-075806-6411-0758
みしま　しげ

あき

6161 2-10632-1063 茅野　和泉茅野　和泉 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
かやの　いず

み

6262 26-536626-5366 茅野　祐司茅野　祐司 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
かやの　ゆう

じ

6363 26-536726-5367 山﨑　正晴山﨑　正晴 （株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店（株）アマガン　補聴器のアマガン　尼崎店 660-0892660-0892 尼崎市東難波町5-7-21尼崎市東難波町5-7-21 06-6481-763306-6481-7633
やまさき　ま

さはる

6464 26-538626-5386 的場　海知也的場　海知也
（株）伊丹メガネセンター　（株）伊丹メガネセンター　
メガネのマトバ　つかしん店メガネのマトバ　つかしん店

661-0001661-0001
尼崎市塚口本町4-8-1 尼崎市塚口本町4-8-1 
グンゼタウンセンターつかしん　にしまち1Fグンゼタウンセンターつかしん　にしまち1F

06-6420-385006-6420-3850
まとば　みち

や

6565 11-205611-2056 太田　孝之太田　孝之
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　塚口店リケン補聴器センター　塚口店

661-0002661-0002
尼崎市塚口町1-15-15 尼崎市塚口町1-15-15 
ヒューマニティー西尾1階ヒューマニティー西尾1階

06-4961-583106-4961-5831
おおた　たか

ゆき

6666 22-412622-4126 照屋　吉彦照屋　吉彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　塚口店パリミキ　塚口店

661-0012661-0012
尼崎市南塚口町2-1-2 尼崎市南塚口町2-1-2 
塚口さんさんタウン2番館　1F塚口さんさんタウン2番館　1F

06-6426-378506-6426-3785
てるや　よし

ひこ

6767 11-217511-2175 深井　貴富深井　貴富 川村義肢（株）　エイドセンター立花店川村義肢（株）　エイドセンター立花店 661-0025661-0025
尼崎市立花町1-4-2 尼崎市立花町1-4-2 
ボヌワールスガノ1Fボヌワールスガノ1F

06-6421-033206-6421-0332
ふかい　たか

とみ

6868 25-523225-5232 藤本　裕子藤本　裕子 川村義肢（株）　エイドセンター立花店川村義肢（株）　エイドセンター立花店 661-0025661-0025
尼崎市立花町1-4-2 尼崎市立花町1-4-2 
ボヌワールスガノ1Fボヌワールスガノ1F

06-6421-033206-6421-0332
ふじもと　ひ

ろこ

6969 2-11292-1129 丸尾　美乃丸尾　美乃 ビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッドビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッド 661-0033661-0033
尼崎市南武庫之荘2-8-1 尼崎市南武庫之荘2-8-1 
ルネ武庫之荘106ルネ武庫之荘106

06-6432-572206-6432-5722
まるお　よし

の

7070 23-457623-4576 稲葉　公樹稲葉　公樹 ビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッドビビッド・エイド（株）　補聴器のビビッド 661-0033661-0033
尼崎市南武庫之荘2-8-1 尼崎市南武庫之荘2-8-1 
ルネ武庫之荘106ルネ武庫之荘106

06-6432-572206-6432-5722
いなば　こう

き

7171 25-501725-5017 滝　佐武郎滝　佐武郎
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
尼崎倉庫店尼崎倉庫店

661-0965661-0965 尼崎市次屋3-13-55尼崎市次屋3-13-55 06-6496-160006-6496-1600
たき　さぶろ

う

7272 21-404221-4042 山﨑　太久山﨑　太久 愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店 661-0965661-0965 尼崎市次屋2-11-12尼崎市次屋2-11-12 06-4960-063106-4960-0631
やまざき　た

かひさ

7373 29-629829-6298 吉岡　栄治吉岡　栄治 愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店愛眼（株）　メガネの愛眼　尼崎次屋店 661-0965661-0965 尼崎市次屋2-11-12尼崎市次屋2-11-12 06-4960-063106-4960-0631
よしおか　え

いじ

7474 18-296118-2961 洞　隆志洞　隆志 （株）ホライゾン　さくら補聴器　夙川店（株）ホライゾン　さくら補聴器　夙川店 662-0051662-0051
西宮市羽衣町7-30 西宮市羽衣町7-30 
夙川グリーンタウンB1-003夙川グリーンタウンB1-003

0798-33-41330798-33-4133 ほら　たかし

7575 19-327619-3276 川内　泰士川内　泰士 宝塚補聴器センター　西宮門戸店宝塚補聴器センター　西宮門戸店 662-0825662-0825
西宮市門戸荘17-23 西宮市門戸荘17-23 
ミュゼ門戸荘101ミュゼ門戸荘101

0798-51-36630798-51-3663
かわち　たい

じ

7676 22-438122-4381 平井　淳文平井　淳文 （株）メガネトップ　眼鏡市場　西宮河原町店（株）メガネトップ　眼鏡市場　西宮河原町店 662-0861662-0861 西宮市河原町3番2号西宮市河原町3番2号 0798-75-12280798-75-1228
ひらい　あつ

ふみ

7777 17-277117-2771 宮浦　大通宮浦　大通
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　西宮店リケン補聴器センター　西宮店

662-0911662-0911
西宮市池田町10-8 西宮市池田町10-8 
西宮東口商店街西宮東口商店街

0798-38-75510798-38-7551
みやうら　ひ

ろみち

7878 18-305318-3053 西口　零西口　零 よつば補聴器センターよつば補聴器センター 662-0916662-0916 西宮市戸田町1-2西宮市戸田町1-2 0798-22-33170798-22-3317
にしぐち　れ

い

7979 21-408421-4084 佐藤　大輔佐藤　大輔 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮 662-0918662-0918
西宮市六湛寺町 9-7 西宮市六湛寺町 9-7 
創建ビル2F創建ビル2F

0798-33-88170798-33-8817
さとう　だい

すけ

8080 25-508325-5083 五島　悠五島　悠 東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮東神実業（株）　トーシン・補聴器センター西宮 662-0918662-0918
西宮市六湛寺町 9-7 西宮市六湛寺町 9-7 
創建ビル2F創建ビル2F

0798-33-88170798-33-8817 ごしま　ゆう

兵庫県兵庫県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8181 2-11472-1147 栗田　彰栗田　彰 にしのみや補聴器にしのみや補聴器 663-8201663-8201 西宮市田代町15-4西宮市田代町15-4 0798-66-30020798-66-3002
くりた　あき

ら

8282 18-299718-2997 大塩　誠司大塩　誠司 伊丹補聴器センター伊丹補聴器センター 664-0846664-0846
伊丹市伊丹3-1-57 伊丹市伊丹3-1-57 
デュオ伊丹103号デュオ伊丹103号

072-772-3330072-772-3330
おおしお　せ

いじ

8383 21-402221-4022 井谷　武史井谷　武史 宝塚補聴器センター　逆瀬川店宝塚補聴器センター　逆瀬川店 665-0035665-0035
宝塚市逆瀬川1丁目11-1 宝塚市逆瀬川1丁目11-1 
アピア2 1階アピア2 1階

0797-73-67620797-73-6762
いたに　たけ

し

8484 8-17258-1725 三上　和徳三上　和徳 （株）アマガン　補聴器のアマガン　宝塚店（株）アマガン　補聴器のアマガン　宝塚店 665-0845665-0845
宝塚市栄町2-1-1 宝塚市栄町2-1-1 
ソリオ宝塚1ソリオ宝塚1

0797-86-70330797-86-7033
みかみ　かず

のり

8585 24-496924-4969 千賀　俊輔千賀　俊輔 （有）ナルホ堂　川西店（有）ナルホ堂　川西店 666-0015666-0015
川西市小花1-1-10 川西市小花1-1-10 
ベルフローラかわにしイースト2階ベルフローラかわにしイースト2階

072-740-3721072-740-3721
せんが　しゅ

んすけ

8686 18-302318-3023 板垣　大輔板垣　大輔
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム川西能勢口店ブルーム川西能勢口店

666-0016666-0016
川西市中央町7-18 川西市中央町7-18 
ラ・ラ・グランデ3階ラ・ラ・グランデ3階

072-755-1933072-755-1933
いたがき　だ

いすけ

8787 26-544926-5449 菊池　信行菊池　信行
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　キセラ川西店メガネ本舗　キセラ川西店

666-0017666-0017
川西市火打1-16-6 川西市火打1-16-6 
オアシスタウンキセラ川西2Fオアシスタウンキセラ川西2F

072-744-0202072-744-0202
きくち　のぶ

ゆき

8888 29-633829-6338 田中　智田中　智
（株）メガネトップ　眼鏡市場　（株）メガネトップ　眼鏡市場　
ラソラ川西能勢口駅前店ラソラ川西能勢口駅前店

666-0033666-0033
川西市栄町11-1 川西市栄町11-1 
ラソラ川西4Fラソラ川西4F

0727-40-26280727-40-2628
たなか　さと

し

8989 24-470724-4707 村尾　直樹村尾　直樹 愛眼（株）　メガネの愛眼　川西多田店愛眼（株）　メガネの愛眼　川西多田店 666-0124666-0124 川西市多田桜木1-4-14川西市多田桜木1-4-14 072-792-1339072-792-1339
むらお　なお

き

9090 22-424522-4245 梅田　雅士梅田　雅士 神戸メガネ神戸メガネ 668-0014668-0014 豊岡市野田116豊岡市野田116 0796-23-66470796-23-6647
うめだ　まさ

し

9191 15-252115-2521 大羽　裕幸大羽　裕幸 おおば補聴器おおば補聴器 668-0046668-0046
豊岡市立野町19-1 豊岡市立野町19-1 
萬長ビル1階萬長ビル1階

0796-22-85580796-22-8558
おおば　ひろ

ゆき

9292 20-358220-3582 原田　夕子原田　夕子 （株）石坪　豊岡営業所（株）石坪　豊岡営業所 668-0065668-0065 豊岡市戸牧字長刀269-3豊岡市戸牧字長刀269-3 0796-26-35440796-26-3544
はらだ　ゆう

こ

9393 26-561926-5619 今西　豊今西　豊 （株）石坪　豊岡営業所（株）石坪　豊岡営業所 668-0065668-0065 豊岡市戸牧字長刀269-3豊岡市戸牧字長刀269-3 0796-26-35440796-26-3544
いまにし　ゆ

たか

9494 23-469723-4697 今井　裕一今井　裕一 メガネのアイ　出石店メガネのアイ　出石店 668-0263668-0263 豊岡市出石町福住1333-2豊岡市出石町福住1333-2 0796-52-78110796-52-7811
いまい　ゆう

いち

9595 6-15186-1518 藤原　啓子藤原　啓子 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
ふじわら　け

いこ

9696 8-17238-1723 藤原　保實藤原　保實 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
ふじわら　や

すみ

9797 24-470624-4706 上城　末季子上城　末季子 （有）三田補聴器コスモス（有）三田補聴器コスモス 669-1535669-1535
三田市南が丘2-14-37 三田市南が丘2-14-37 
サンマルコ壱番館1Fサンマルコ壱番館1F

079-558-8533079-558-8533
かみじょう　

まきこ

9898 5-14285-1428 川原　誠二川原　誠二 （株）Re　補聴器専門店　快聴（株）Re　補聴器専門店　快聴 669-2202669-2202 丹波篠山市東吹1134丹波篠山市東吹1134 079-594-1134079-594-1134
かわはら　せ

いじ

9999 27-571327-5713 永井　匡永井　匡
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　篠山店パリミキ　篠山店

669-2212669-2212 丹波篠山市大沢2丁目5-2丹波篠山市大沢2丁目5-2 079-594-4481079-594-4481
ながい　ただ

し

100100 26-547926-5479 植木　政司植木　政司 （株）石坪　柏原営業所（株）石坪　柏原営業所 669-3308669-3308 丹波市柏原町小南字出口47-1丹波市柏原町小南字出口47-1 0795-72-20800795-72-2080
うえき　まさ

し

101101 26-531326-5313 毛戸　達郎毛戸　達郎 MEGANE GARDENMEGANE GARDEN 669-5341669-5341 豊岡市日高町国分寺261-1豊岡市日高町国分寺261-1 0796-20-76450796-20-7645
けど　たつろ

う

102102 27-582627-5826 山谷　周平山谷　周平
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　今宿店パリミキ　今宿店

670-0057670-0057 姫路市北今宿1-6-10姫路市北今宿1-6-10 079-298-6177079-298-6177
やまたに　

しゅうへい

103103 15-247915-2479 木村　政博木村　政博 （株）神戸ヒヤリングセンター　姫路店（株）神戸ヒヤリングセンター　姫路店 670-0902670-0902
姫路市白銀町20番地 姫路市白銀町20番地 
しらさぎビル5階しらさぎビル5階

079-289-3341079-289-3341
きむら　まさ

ひろ

104104 4-12424-1242 伍賀　裕二伍賀　裕二 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133 ごか　ゆうじ

105105 5-13595-1359 鈴江　伸司鈴江　伸司 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
すずえ　しん

じ

106106 11-204311-2043 山本　進祐山本　進祐 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
やまもと　し

んすけ

107107 20-360420-3604 岩崎　真義岩崎　真義 東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター東神実業（株）　トーシン・姫路補聴器センター 670-0913670-0913
姫路市西駅前町73番地 姫路市西駅前町73番地 
姫路ターミナルスクエア5階姫路ターミナルスクエア5階

079-288-8133079-288-8133
いわさき　ま

さよし

108108 19-324119-3241 大成　正伸大成　正伸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　聞こえの窓口　姫路店パリミキ　聞こえの窓口　姫路店

670-0927670-0927 姫路市駅前町311姫路市駅前町311 079-281-6300079-281-6300
おおなる　ま

さのぶ

109109 22-425122-4251 三澄　凡子三澄　凡子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　聞こえの窓口　姫路店パリミキ　聞こえの窓口　姫路店

670-0927670-0927 姫路市駅前町311姫路市駅前町311 079-281-6300079-281-6300
みすみ　つね

こ

110110 3-11573-1157 加古川　浩加古川　浩 （有）ハリマ補聴器センター（有）ハリマ補聴器センター 670-0927670-0927
姫路市駅前町241番地 姫路市駅前町241番地 
フェスタビル北館5階フェスタビル北館5階

079-283-7008079-283-7008
かこがわ　ひ

ろし

111111 27-581827-5818 内海　美夏内海　美夏 （株）阪神補聴器センター　姫路店（株）阪神補聴器センター　姫路店 670-0964670-0964 姫路市豊沢町26姫路市豊沢町26 079-224-1833079-224-1833 うつみ　みか

112112 29-654029-6540 濱田　祐美濱田　祐美 （株）阪神補聴器センター　姫路店（株）阪神補聴器センター　姫路店 670-0964670-0964 姫路市豊沢町26姫路市豊沢町26 079-224-1833079-224-1833 はまだ　ゆみ

113113 22-419922-4199 古川　淳古川　淳 （株）音ごころ補聴器（株）音ごころ補聴器 671-2217671-2217 姫路市町田58-5姫路市町田58-5 079-268-1133079-268-1133
ふるかわ　

じゅん

114114 24-491124-4911 松本　知巳松本　知巳 （株）音ごころ補聴器（株）音ごころ補聴器 671-2217671-2217 姫路市町田58-5姫路市町田58-5 079-268-1133079-268-1133
まつもと　と

もみ

115115 13-229013-2290 竹中　康夫竹中　康夫 山崎補聴器センター山崎補聴器センター 671-2574671-2574 宍粟市山崎町中広瀬121-1宍粟市山崎町中広瀬121-1 0790-63-05770790-63-0577
たけなか　や

すお

116116 29-645729-6457 小野　明子小野　明子 （株）ルックワン　メガネのルックワン　飾磨店（株）ルックワン　メガネのルックワン　飾磨店 672-8064672-8064 姫路市飾磨区細江127姫路市飾磨区細江127 079-235-9161079-235-9161 おの　あきこ

117117 29-645029-6450 反田　佑哉反田　佑哉 （株）ルックワン　メガネのルックワン　英賀保店（株）ルックワン　メガネのルックワン　英賀保店 672-8094672-8094 姫路市飾磨区鎌倉町9姫路市飾磨区鎌倉町9 079-237-3263079-237-3263
そった　ゆう

や

118118 25-504925-5049 三柴　孝子三柴　孝子
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　明石店リケン補聴器センター　明石店

673-0891673-0891
明石市大明石町1丁目7-4 明石市大明石町1丁目7-4 
白菊グランドビル3階310白菊グランドビル3階310

078-914-6900078-914-6900
みしば　たか

こ

119119 1-10401-1040 山田　明良山田　明良 東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター 673-0892673-0892
明石市本町1丁目1-28 明石市本町1丁目1-28 
明石中村ビル6階　601号室明石中村ビル6階　601号室

078-995-8133078-995-8133
やまだ　あき

よし

120120 21-408621-4086 岩井　重貴岩井　重貴 東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター東神実業（株）　トーシン・明石補聴器センター 673-0892673-0892
明石市本町1丁目1-28 明石市本町1丁目1-28 
明石中村ビル6階　601号室明石中村ビル6階　601号室

078-995-8133078-995-8133
いわい　しげ

き



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

兵庫県兵庫県
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121121 20-329220-3292 濵井　啓太濵井　啓太
（株）補聴器センターめいりょう　（株）補聴器センターめいりょう　
やしろ Bio 店やしろ Bio 店

673-1431673-1431
加東市社1126-1 加東市社1126-1 
イオン社店Bio2階イオン社店Bio2階

0795-42-75000795-42-7500
はまい　けい

た

122122 29-642829-6428 大多和　香月大多和　香月
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　大久保店リケン補聴器センター　大久保店

674-0051674-0051
明石市大久保町大窪1521-2 明石市大久保町大窪1521-2 
衣笠ビル1F衣笠ビル1F

078-936-1100078-936-1100
おおたわ　か

づき

123123 15-246915-2469 高橋　千鶴高橋　千鶴
（株）コネクトヒアリング　（株）コネクトヒアリング　
補聴器センターめいりょう　加古川駅前店補聴器センターめいりょう　加古川駅前店

675-0064675-0064
加古川市加古川町溝之口507 加古川市加古川町溝之口507 
サンライズ加古川1F105サンライズ加古川1F105

079-490-4895079-490-4895
たかはし　ち

づる

124124 26-538526-5385 森田　晃司森田　晃司 メガネのやまもと　加古川店メガネのやまもと　加古川店 675-0065675-0065
加古川市加古川町篠原町21-8 加古川市加古川町篠原町21-8 
カピル2Fカピル2F

079-422-5965079-422-5965
もりた　こう

じ

125125 23-447823-4478 塚本　智哉塚本　智哉 （有）塚本時計店（有）塚本時計店 676-0082676-0082 高砂市曽根町1858-8高砂市曽根町1858-8 079-447-0255079-447-0255
つかもと　と

もや

126126 11-216211-2162 大坪　宏充大坪　宏充 水晶堂補聴器センター水晶堂補聴器センター 677-0044677-0044 西脇市上野103西脇市上野103 0795-22-54300795-22-5430
おおつぼ　ひ

ろみち

127127 6-15366-1536 木川　孝介木川　孝介 メガネの木川メガネの木川 677-0054677-0054 西脇市野村町1796西脇市野村町1796 0795-22-86760795-22-8676
きがわ　こう

すけ

128128 17-276017-2760 武田　正幸武田　正幸
たけだ　まさ

ゆき


