
※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

岡山県岡山県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 9-18189-1818 福元　裕之福元　裕之 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
ふくもと　ひ

ろゆき

22 23-453423-4534 光延　稲造光延　稲造 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
みつのぶ　い

なぞう

33 28-611528-6115 丸久　莉那丸久　莉那 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
まるひさ　ま

りな

44 10-184210-1842 亀山　千恵子亀山　千恵子 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
かめやま　ち

えこ

55 21-379621-3796 原　大介原　大介 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
はら　だいす

け

66 20-345520-3455 東　伸治東　伸治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あずま　しん

じ

77 27-598627-5986 赤井　暁子赤井　暁子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あかい　あき

こ

88 3-12073-1207 内田　博子内田　博子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　ひろ

こ

99 4-12834-1283 内田　順子内田　順子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　じゅ

んこ

1010 8-16658-1665 内田　尚志内田　尚志 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　たか

し

1111 10-191410-1914 榊原　幸枝榊原　幸枝 （株）光メガネ　本店（株）光メガネ　本店 700-0822700-0822 岡山市北区表町1-7-18岡山市北区表町1-7-18 086-223-4861086-223-4861
さかきばら　

さちえ

1212 27-568327-5683 二宗　正樹二宗　正樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　岡山駅前店パリミキ　岡山駅前店

700-0901700-0901
岡山市北区本町6-36-101 岡山市北区本町6-36-101 
第1セントラルビル1F第1セントラルビル1F

086-233-5105086-233-5105
にしゅう　ま

さき

1313 27-595127-5951 吉村　侑香里吉村　侑香里 マキチエ（株）　岡山営業所マキチエ（株）　岡山営業所 700-0901700-0901
岡山市北区本町6-30 岡山市北区本町6-30 
第一セントラルビル2号館1階CD号室第一セントラルビル2号館1階CD号室

086-221-5041086-221-5041
よしむら　ゆ

かり

1414 4-13114-1311 内田　篤憲内田　篤憲 （株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店（株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店 700-0913700-0913 岡山市北区大供2-9-32岡山市北区大供2-9-32 086-231-0281086-231-0281
うちだ　あつ

のり

1515 9-17839-1783 村瀬　寅雄村瀬　寅雄 （株）光電　補聴器センター岡山（株）光電　補聴器センター岡山 700-0914700-0914 岡山市北区鹿田町1-6-13岡山市北区鹿田町1-6-13 086-232-8372086-232-8372
むらせ　とら

お

1616 26-531726-5317 萬代　佳代萬代　佳代 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店 700-0962700-0962 岡山市北区北長瀬表町2-3-13岡山市北区北長瀬表町2-3-13 086-239-7112086-239-7112
まんだい　か

よ

1717 20-332320-3323 曽田　隆之曽田　隆之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
そた　たかゆ

き

1818 27-594727-5947 永岡　真由美永岡　真由美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
ながおか　ま

ゆみ

1919 26-559226-5592 引地　剛久引地　剛久
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）天満屋　岡山店　メガネ売場（株）天満屋　岡山店　メガネ売場
700-8625700-8625 岡山市北区表町2-1-1岡山市北区表町2-1-1 086-231-7434086-231-7434

ひきち　たけ

ひさ

2020 28-608328-6083 堺田　崇夫堺田　崇夫
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　倉敷中庄店眼鏡市場　倉敷中庄店

701-0115701-0115 倉敷市二子355-1倉敷市二子355-1 086-461-1658086-461-1658
さかいだ　た

かお

2121 27-601527-6015 長島　瞳長島　瞳 藤本耳鼻咽喉科クリニック藤本耳鼻咽喉科クリニック 702-8005702-8005
岡山市中区江崎83-1 岡山市中区江崎83-1 
藤本耳鼻咽喉科クリニック藤本耳鼻咽喉科クリニック

086-274-4133086-274-4133
ながしま　ひ

とみ

2222 29-653729-6537 松谷　信明松谷　信明
（有）あいあい　（有）あいあい　
（株）パリミキ　メガネの三城　岡山南店（株）パリミキ　メガネの三城　岡山南店

702-8057702-8057
岡山市南区あけぼの町34-18 岡山市南区あけぼの町34-18 
パリミキ岡山南パリミキ岡山南

086-264-6990086-264-6990
まつたに　の

ぶあき

2323 27-597027-5970 山本　洋輔山本　洋輔 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東岡山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東岡山店 703-8227703-8227 岡山市中区兼基37-6岡山市中区兼基37-6 086-208-6438086-208-6438
やまもと　よ

うすけ

2424 20-337220-3372 谷口　嘉暢谷口　嘉暢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　WOC・OWNER 平井店パリミキ　WOC・OWNER 平井店

703-8282703-8282 岡山市中区平井6-6-11岡山市中区平井6-6-11 086-272-5567086-272-5567
たにぐち　よ

しのぶ

2525 22-412922-4129 島田　貴一朗島田　貴一朗
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
専門学校　ワールドオプティカルカレッジ専門学校　ワールドオプティカルカレッジ

703-8282703-8282 岡山市中区平井6-6-11岡山市中区平井6-6-11 086-272-5566086-272-5566
しまだ　きい

ちろう

2626 22-412422-4124 佐藤　寛久佐藤　寛久 （株）中国補聴器センター　西大寺店（株）中国補聴器センター　西大寺店 704-8112704-8112
岡山市東区西大寺上2-4-63 岡山市東区西大寺上2-4-63 
スクエアパレス102スクエアパレス102

086-944-8825086-944-8825
さとう　ひろ

ひさ

2727 22-435122-4351 松永　賢一松永　賢一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　西大寺中野本町店パリミキ　西大寺中野本町店

704-8192704-8192 岡山市東区西大寺中野本町8-32岡山市東区西大寺中野本町8-32 086-944-5657086-944-5657
まつなが　け

んいち

2828 29-647529-6475 森　智弥森　智弥
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　備前店パリミキ　備前店

705-0001705-0001 備前市伊部2375備前市伊部2375 0869-63-27150869-63-2715 もり　ともや

2929 27-571527-5715 大橋　永一郎大橋　永一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　玉野店パリミキ　玉野店

706-0002706-0002 玉野市築港1-16-20玉野市築港1-16-20 0863-31-53380863-31-5338
おおはし　え

いいちろう

3030 11-202711-2027 願念　義陽願念　義陽 （有）荒木時計店　トレベール　アラキ（有）荒木時計店　トレベール　アラキ 707-0003707-0003 美作市明見137美作市明見137 0868-72-02770868-72-0277
がんねん　よ

しはる

3131 17-279517-2795 江見　健江見　健 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　美作店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　美作店 707-0024707-0024
美作市楢原下1268-1 美作市楢原下1268-1 
ゆめマート美作店ゆめマート美作店

0868-72-72200868-72-7220 えみ　たけし

3232 26-535626-5356 森本　洋勧森本　洋勧 （株）メガネトップ　眼鏡市場　津山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　津山店 708-0006708-0006 津山市小田中津山市小田中 0868-32-00090868-32-0009
もりもと　ひ

ろゆき

3333 27-591227-5912 橋本　清文橋本　清文 ブルームヒアリング（株）　ブルーム津山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム津山店 708-0006708-0006
津山市小田中225-1 津山市小田中225-1 
ふたつぎビル1Fふたつぎビル1F

0868-35-02210868-35-0221
はしもと　き

よふみ

3434 21-407121-4071 亀井　聰亀井　聰 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　本店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　本店 708-0064708-0064 津山市堺町1津山市堺町1 0868-22-34970868-22-3497
かめい　さと

し

3535 28-617928-6179 辻　和明辻　和明
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　津山インター店メガネ本舗　津山インター店

708-0842708-0842 津山市河辺1058-1津山市河辺1058-1 0868-26-16130868-26-1613
つじ　かずあ

き

3636 10-191310-1913 香々美　博香々美　博
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
かがみ　ひろ

し

3737 11-216811-2168 安東　清安東　清
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
あんどう　き

よし

3838 18-287418-2874 横部　渡横部　渡
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
よこべ　わた

る

3939 27-586727-5867 徳永　和代徳永　和代 （有）徳永時計店　トクナガ時計店（有）徳永時計店　トクナガ時計店 709-0441709-0441 和気郡和気町衣笠857-1和気郡和気町衣笠857-1 0869-92-01550869-92-0155
とくなが　か

ずよ

4040 26-540526-5405 榎本　雅彦榎本　雅彦
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　岡山山陽店メガネ本舗　岡山山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市116-3赤磐市下市116-3 086-955-0106086-955-0106
えのもと　ま

さひこ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

岡山県岡山県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 9-18189-1818 福元　裕之福元　裕之 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
ふくもと　ひ

ろゆき

22 23-453423-4534 光延　稲造光延　稲造 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
みつのぶ　い

なぞう

33 28-611528-6115 丸久　莉那丸久　莉那 （株）中国補聴器センター　岡山店（株）中国補聴器センター　岡山店 700-0023700-0023
岡山市北区駅前町1-3-4 岡山市北区駅前町1-3-4 
WAVE HOUSE BLDG.1FWAVE HOUSE BLDG.1F

086-223-3310086-223-3310
まるひさ　ま

りな

44 10-184210-1842 亀山　千恵子亀山　千恵子 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
かめやま　ち

えこ

55 21-379621-3796 原　大介原　大介 東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・岡山補聴器センター 700-0024700-0024
岡山市北区駅元町31-1-2 岡山市北区駅元町31-1-2 
ウィズビル1階ウィズビル1階

086-254-2828086-254-2828
はら　だいす

け

66 20-345520-3455 東　伸治東　伸治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あずま　しん

じ

77 27-598627-5986 赤井　暁子赤井　暁子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　高柳店パリミキ　高柳店

700-0035700-0035 岡山市北区高柳西町8-27岡山市北区高柳西町8-27 086-252-8114086-252-8114
あかい　あき

こ

88 3-12073-1207 内田　博子内田　博子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　ひろ

こ

99 4-12834-1283 内田　順子内田　順子 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　じゅ

んこ

1010 8-16658-1665 内田　尚志内田　尚志 補聴器専門店うちだ（株）補聴器専門店うちだ（株） 700-0821700-0821
岡山市北区中山下2-3-58 岡山市北区中山下2-3-58 
朝日プラザ岡山中山下103号朝日プラザ岡山中山下103号

086-233-3500086-233-3500
うちだ　たか

し

1111 10-191410-1914 榊原　幸枝榊原　幸枝 （株）光メガネ　本店（株）光メガネ　本店 700-0822700-0822 岡山市北区表町1-7-18岡山市北区表町1-7-18 086-223-4861086-223-4861
さかきばら　

さちえ

1212 27-568327-5683 二宗　正樹二宗　正樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　岡山駅前店パリミキ　岡山駅前店

700-0901700-0901
岡山市北区本町6-36-101 岡山市北区本町6-36-101 
第1セントラルビル1F第1セントラルビル1F

086-233-5105086-233-5105
にしゅう　ま

さき

1313 27-595127-5951 吉村　侑香里吉村　侑香里 マキチエ（株）　岡山営業所マキチエ（株）　岡山営業所 700-0901700-0901
岡山市北区本町6-30 岡山市北区本町6-30 
第一セントラルビル2号館1階CD号室第一セントラルビル2号館1階CD号室

086-221-5041086-221-5041
よしむら　ゆ

かり

1414 4-13114-1311 内田　篤憲内田　篤憲 （株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店（株）うちだ　補聴器専門店　うちだ　大供店 700-0913700-0913 岡山市北区大供2-9-32岡山市北区大供2-9-32 086-231-0281086-231-0281
うちだ　あつ

のり

1515 9-17839-1783 村瀬　寅雄村瀬　寅雄 （株）光電　補聴器センター岡山（株）光電　補聴器センター岡山 700-0914700-0914 岡山市北区鹿田町1-6-13岡山市北区鹿田町1-6-13 086-232-8372086-232-8372
むらせ　とら

お

1616 26-531726-5317 萬代　佳代萬代　佳代 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　岡山店 700-0962700-0962 岡山市北区北長瀬表町2-3-13岡山市北区北長瀬表町2-3-13 086-239-7112086-239-7112
まんだい　か

よ

1717 20-332320-3323 曽田　隆之曽田　隆之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
そた　たかゆ

き

1818 27-594727-5947 永岡　真由美永岡　真由美
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　下中野店パリミキ　下中野店

700-0973700-0973 岡山市北区下中野217岡山市北区下中野217 086-246-5495086-246-5495
ながおか　ま

ゆみ

1919 26-559226-5592 引地　剛久引地　剛久
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）天満屋　岡山店　メガネ売場（株）天満屋　岡山店　メガネ売場
700-8625700-8625 岡山市北区表町2-1-1岡山市北区表町2-1-1 086-231-7434086-231-7434

ひきち　たけ

ひさ

2020 28-608328-6083 堺田　崇夫堺田　崇夫
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　倉敷中庄店眼鏡市場　倉敷中庄店

701-0115701-0115 倉敷市二子355-1倉敷市二子355-1 086-461-1658086-461-1658
さかいだ　た

かお

2121 27-601527-6015 長島　瞳長島　瞳 藤本耳鼻咽喉科クリニック藤本耳鼻咽喉科クリニック 702-8005702-8005
岡山市中区江崎83-1 岡山市中区江崎83-1 
藤本耳鼻咽喉科クリニック藤本耳鼻咽喉科クリニック

086-274-4133086-274-4133
ながしま　ひ

とみ

2222 29-653729-6537 松谷　信明松谷　信明
（有）あいあい　（有）あいあい　
（株）パリミキ　メガネの三城　岡山南店（株）パリミキ　メガネの三城　岡山南店

702-8057702-8057
岡山市南区あけぼの町34-18 岡山市南区あけぼの町34-18 
パリミキ岡山南パリミキ岡山南

086-264-6990086-264-6990
まつたに　の

ぶあき

2323 27-597027-5970 山本　洋輔山本　洋輔 （株）メガネトップ　眼鏡市場　東岡山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　東岡山店 703-8227703-8227 岡山市中区兼基37-6岡山市中区兼基37-6 086-208-6438086-208-6438
やまもと　よ

うすけ

2424 20-337220-3372 谷口　嘉暢谷口　嘉暢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　WOC・OWNER 平井店パリミキ　WOC・OWNER 平井店

703-8282703-8282 岡山市中区平井6-6-11岡山市中区平井6-6-11 086-272-5567086-272-5567
たにぐち　よ

しのぶ

2525 22-412922-4129 島田　貴一朗島田　貴一朗
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
専門学校　ワールドオプティカルカレッジ専門学校　ワールドオプティカルカレッジ

703-8282703-8282 岡山市中区平井6-6-11岡山市中区平井6-6-11 086-272-5566086-272-5566
しまだ　きい

ちろう

2626 22-412422-4124 佐藤　寛久佐藤　寛久 （株）中国補聴器センター　西大寺店（株）中国補聴器センター　西大寺店 704-8112704-8112
岡山市東区西大寺上2-4-63 岡山市東区西大寺上2-4-63 
スクエアパレス102スクエアパレス102

086-944-8825086-944-8825
さとう　ひろ

ひさ

2727 22-435122-4351 松永　賢一松永　賢一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　西大寺中野本町店パリミキ　西大寺中野本町店

704-8192704-8192 岡山市東区西大寺中野本町8-32岡山市東区西大寺中野本町8-32 086-944-5657086-944-5657
まつなが　け

んいち

2828 29-647529-6475 森　智弥森　智弥
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　備前店パリミキ　備前店

705-0001705-0001 備前市伊部2375備前市伊部2375 0869-63-27150869-63-2715 もり　ともや

2929 27-571527-5715 大橋　永一郎大橋　永一郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　玉野店パリミキ　玉野店

706-0002706-0002 玉野市築港1-16-20玉野市築港1-16-20 0863-31-53380863-31-5338
おおはし　え

いいちろう

3030 11-202711-2027 願念　義陽願念　義陽 （有）荒木時計店　トレベール　アラキ（有）荒木時計店　トレベール　アラキ 707-0003707-0003 美作市明見137美作市明見137 0868-72-02770868-72-0277
がんねん　よ

しはる

3131 17-279517-2795 江見　健江見　健 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　美作店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　美作店 707-0024707-0024
美作市楢原下1268-1 美作市楢原下1268-1 
ゆめマート美作店ゆめマート美作店

0868-72-72200868-72-7220 えみ　たけし

3232 26-535626-5356 森本　洋勧森本　洋勧 （株）メガネトップ　眼鏡市場　津山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　津山店 708-0006708-0006 津山市小田中津山市小田中 0868-32-00090868-32-0009
もりもと　ひ

ろゆき

3333 27-591227-5912 橋本　清文橋本　清文 ブルームヒアリング（株）　ブルーム津山店ブルームヒアリング（株）　ブルーム津山店 708-0006708-0006
津山市小田中225-1 津山市小田中225-1 
ふたつぎビル1Fふたつぎビル1F

0868-35-02210868-35-0221
はしもと　き

よふみ

3434 21-407121-4071 亀井　聰亀井　聰 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　本店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　本店 708-0064708-0064 津山市堺町1津山市堺町1 0868-22-34970868-22-3497
かめい　さと

し

3535 28-617928-6179 辻　和明辻　和明
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　津山インター店メガネ本舗　津山インター店

708-0842708-0842 津山市河辺1058-1津山市河辺1058-1 0868-26-16130868-26-1613
つじ　かずあ

き

3636 10-191310-1913 香々美　博香々美　博
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
かがみ　ひろ

し

3737 11-216811-2168 安東　清安東　清
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
あんどう　き

よし

3838 18-287418-2874 横部　渡横部　渡
（株）亀井眼鏡店　（株）亀井眼鏡店　
メガネのカメイ　イオン津山店メガネのカメイ　イオン津山店

708-0842708-0842 津山市河辺1000-1　1F津山市河辺1000-1　1F 0868-21-71770868-21-7177
よこべ　わた

る

3939 27-586727-5867 徳永　和代徳永　和代 （有）徳永時計店　トクナガ時計店（有）徳永時計店　トクナガ時計店 709-0441709-0441 和気郡和気町衣笠857-1和気郡和気町衣笠857-1 0869-92-01550869-92-0155
とくなが　か

ずよ

4040 26-540526-5405 榎本　雅彦榎本　雅彦
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　岡山山陽店メガネ本舗　岡山山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市116-3赤磐市下市116-3 086-955-0106086-955-0106
えのもと　ま

さひこ

岡山県岡山県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 29-648329-6483 田川　秀明田川　秀明
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　岡山山陽店メガネ本舗　岡山山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市116-3赤磐市下市116-3 086-955-0106086-955-0106
たがわ　ひで

あき

4242 27-598727-5987 岡﨑　勝久岡﨑　勝久
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　あかいわ山陽店パリミキ　あかいわ山陽店

709-0816709-0816 赤磐市下市430-4赤磐市下市430-4 086-955-7014086-955-7014
おかざき　か

つひさ

4343 23-440823-4408 森　真彦森　真彦 （株）ブレス　メガネのひらまつ　倉敷本店（株）ブレス　メガネのひらまつ　倉敷本店 710-0038710-0038 倉敷市新田3131-1倉敷市新田3131-1 086-421-1010086-421-1010
もり　まさひ

こ

4444 16-264316-2643 竹森　朋巳竹森　朋巳 （株）補聴器ショップ倉敷　補聴器ショップ倉敷（株）補聴器ショップ倉敷　補聴器ショップ倉敷 710-0043710-0043
倉敷市羽島684-9 倉敷市羽島684-9 
バリューフロンティア1バリューフロンティア1

086-435-3330086-435-3330
たけもり　と

もみ

4545 26-552326-5523 久保　由紀子久保　由紀子 （株）中国補聴器センター　倉敷店（株）中国補聴器センター　倉敷店 710-0055710-0055 倉敷市阿知2-4-1倉敷市阿知2-4-1 086-435-2133086-435-2133 くぼ　ゆきこ

4646 26-557626-5576 大森　和正大森　和正 （株）中国補聴器センター　倉敷店（株）中国補聴器センター　倉敷店 710-0055710-0055 倉敷市阿知2-4-1倉敷市阿知2-4-1 086-435-2133086-435-2133
おおもり　か

ずまさ

4747 9-17909-1790 亀山　靖之亀山　靖之 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766
かめやま　や

すゆき

4848 12-223512-2235 平松　正博平松　正博 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766
ひらまつ　ま

さひろ

4949 25-529925-5299 谷本　茉由子谷本　茉由子 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766
たにもと　ま

ゆこ

5050 26-537126-5371 門家　由依門家　由依 東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター東神実業（株）　トーシン・倉敷補聴器センター 710-0055710-0055
倉敷市阿知2-3-9 倉敷市阿知2-3-9 
アートメゾン倉敷1階アートメゾン倉敷1階

086-427-0766086-427-0766 かどや　ゆい

5151 22-439722-4397 夷　克也夷　克也 聞こえの田中（株）　倉敷店聞こえの田中（株）　倉敷店 710-0057710-0057 倉敷市昭和2-1-11-101倉敷市昭和2-1-11-101 086-486-2777086-486-2777
えびす　かつ

や

5252 23-455023-4550 守屋　博守屋　博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　マルナカ新倉敷店パリミキ　マルナカ新倉敷店

710-0252710-0252
倉敷市玉島爪崎981-1 倉敷市玉島爪崎981-1 
マルナカ新倉敷店内マルナカ新倉敷店内

086-522-1425086-522-1425
もりや　ひろ

し

5353 23-462623-4626 井本　圭祐井本　圭祐 （株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷玉島店（株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷玉島店 710-0253710-0253 倉敷市新倉敷駅前3-170倉敷市新倉敷駅前3-170 086-523-6208086-523-6208
いもと　けい

すけ

5454 27-587127-5871 喜納　大介喜納　大介
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　倉敷水江店パリミキ　倉敷水江店

710-0802710-0802 倉敷市水江1202-1倉敷市水江1202-1 086-466-6050086-466-6050
きのう　だい

すけ

5555 27-568627-5686 劒持　英展劒持　英展
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　倉敷南店パリミキ　倉敷南店

710-0834710-0834
倉敷市笹沖 倉敷市笹沖 
1209-1 エディオン倉敷本店1F1209-1 エディオン倉敷本店1F

086-422-6770086-422-6770
けんもつ　ひ

でのぶ

5656 27-579027-5790 難波　豊隆難波　豊隆
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　笹沖店パリミキ　笹沖店

710-0834710-0834 倉敷市笹沖7番地1倉敷市笹沖7番地1 086-425-2462086-425-2462
なんば　とよ

たか

5757 28-614328-6143 稲垣　辰憲稲垣　辰憲 （株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷笹沖店（株）メガネトップ　眼鏡市場　倉敷笹沖店 710-0834710-0834 倉敷市笹沖676-1倉敷市笹沖676-1 086-435-2808086-435-2808
いながき　た

つのり

5858 25-530025-5300 守屋　信孝守屋　信孝 （株）エイコー堂（株）エイコー堂 711-0921711-0921 倉敷市児島駅前2-30倉敷市児島駅前2-30 086-472-5950086-472-5950
もりや　のぶ

たか

5959 27-585227-5852 村上　正記村上　正記
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　児島店パリミキ　児島店

711-0921711-0921 倉敷市児島駅前2-29倉敷市児島駅前2-29 086-472-8028086-472-8028
むらかみ　ま

さき

6060 5-14115-1411 祗園　將聖祗園　將聖
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水島店パリミキ　水島店

712-8061712-8061 倉敷市神田1丁目15-15倉敷市神田1丁目15-15 086-446-5441086-446-5441
ぎおん　まさ

きよ

6161 27-577427-5774 平林　慎治平林　慎治
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　水島店パリミキ　水島店

712-8061712-8061 倉敷市神田1丁目15-15倉敷市神田1丁目15-15 086-446-5441086-446-5441
ひらばやし　

しんじ

6262 18-297318-2973 近藤　仁近藤　仁 メガネの田中チェーン（株）　笠岡店メガネの田中チェーン（株）　笠岡店 714-0084714-0084 笠岡市三番町2-10笠岡市三番町2-10 0865-62-06550865-62-0655
こんどう　ひ

とし

6363 26-553026-5530 髙橋　佳奈美髙橋　佳奈美 メガネの田中チェーン（株）　笠岡店メガネの田中チェーン（株）　笠岡店 714-0084714-0084 笠岡市三番町2-10笠岡市三番町2-10 0865-62-06550865-62-0655
たかはし　か

なみ

6464 5-13485-1348 石原　通央石原　通央 （有）メガネのツザキ（有）メガネのツザキ 714-0088714-0088 笠岡市中央町22-6笠岡市中央町22-6 0865-62-28150865-62-2815
いしはら　み

ちお

6565 27-567127-5671 藤井　絢藤井　絢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　笠岡店パリミキ　笠岡店

714-0092714-0092 笠岡市富岡475-29笠岡市富岡475-29 0865-63-36400865-63-3640 ふじい　けん

6666 19-318819-3188 池田　敏郎池田　敏郎 メガネの池田屋メガネの池田屋 714-1201714-1201 小田郡矢掛町矢掛2672小田郡矢掛町矢掛2672 0866-82-00020866-82-0002
いけだ　とし

お

6767 27-565827-5658 杉野　浩幸杉野　浩幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
すぎの　ひろ

ゆき

6868 27-587327-5873 若井　稔若井　稔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
わかい　みの

る

6969 28-620228-6202 小見山　亜矢小見山　亜矢
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　井原店パリミキ　井原店

715-0019715-0019 井原市井原町125-2井原市井原町125-2 0866-62-68770866-62-6877
こみやま　あ

や

7070 11-205811-2058 佃　博美佃　博美 メガネの田中チェーン（株）　井原店メガネの田中チェーン（株）　井原店 715-0019715-0019 井原市井原町129-2井原市井原町129-2 0866-65-55100866-65-5510
つくだ　ひろ

み

7171 23-440423-4404 土屋　博功土屋　博功 セイコー堂セイコー堂 718-0003718-0003
新見市高尾2477-1 新見市高尾2477-1 
新見プラザ新見プラザ

0867-72-12960867-72-1296
つちや　ひろ

のり

7272 26-563426-5634 恒成　義浩恒成　義浩 総社ヒアリングサポート総社ヒアリングサポート 719-1114719-1114 総社市金井戸309-3総社市金井戸309-3 0866-93-27460866-93-2746
つねなり　よ

しひろ

7373 23-464223-4642 重見　拓重見　拓 メガネの田中チェーン（株）　総社店メガネの田中チェーン（株）　総社店 719-1125719-1125 総社市井手609-1総社市井手609-1 0866-90-23110866-90-2311 しげみ　たく

7474 11-216911-2169 片山　輝子片山　輝子 東神実業（株）　トーシン総社補聴器センター東神実業（株）　トーシン総社補聴器センター 719-1136719-1136
総社市駅前2-1-1 総社市駅前2-1-1 
大下駅前ビル1階大下駅前ビル1階

0866-31-78510866-31-7851
かたやま　て

るこ

7575 11-217011-2170 宮元　貴広宮元　貴広 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店 719-3115719-3115 真庭市中450-1真庭市中450-1 0867-53-08880867-53-0888
みやもと　た

かひろ

7676 20-330920-3309 難波　徹夫難波　徹夫 （株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店（株）亀井眼鏡店　メガネのカメイ　真庭店 719-3115719-3115 真庭市中450-1真庭市中450-1 0867-53-08880867-53-0888
なんば　てつ

お

7777 21-406021-4060 今石　泰助今石　泰助 （有）細井（有）細井 719-3144719-3144
真庭市落合垂水628 真庭市落合垂水628 
サンプラザ1Fサンプラザ1F

0867-52-03300867-52-0330
いまいし　た

いすけ

7878 2-11182-1118 近藤　正人近藤　正人
こんどう　ま

さと

7979 26-542226-5422 山川　祐司山川　祐司
やまかわ　ゆ

うじ


