
※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

千葉県千葉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

121121 27-588427-5884 坂本　典行坂本　典行 （株）メガネトップ　眼鏡市場　ニトリ旭店（株）メガネトップ　眼鏡市場　ニトリ旭店 289-2504289-2504 旭市ニ字鎌田100番地旭市ニ字鎌田100番地 0479-62-48780479-62-4878
さかもと　の

りゆき

122122 10-191810-1918 宇野　正彦宇野　正彦 （有）共文堂　共文堂補聴器相談室（有）共文堂　共文堂補聴器相談室 289-2516289-2516 旭市ロ-915旭市ロ-915 0479-64-11460479-64-1146
うの　まさひ

こ

123123 21-376821-3768 伊東　剛志伊東　剛志 メガネのいとうメガネのいとう 289-2516289-2516 旭市ロ677旭市ロ677 0479-62-31390479-62-3139
いとう　つよ

し

124124 27-584327-5843 林　幸生林　幸生
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　千葉 1stパリミキ　千葉 1st

290-0056290-0056 市原市五井高場5613-1市原市五井高場5613-1 0438-24-21800438-24-2180
はやし　ゆき

お

125125 23-448023-4480 西村　陽介西村　陽介
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　ユニモちはら台店パリミキ　ユニモちはら台店

290-0194290-0194
市原市ちはら台西3-4 市原市ちはら台西3-4 
ユニモちはら台2階ユニモちはら台2階

0436-76-02380436-76-0238
にしむら　よ

うすけ

126126 24-471924-4719 中山　めぐみ中山　めぐみ 光和眼鏡光和眼鏡 290-0255290-0255 市原市光風台4-1152-12市原市光風台4-1152-12 0436-36-09600436-36-0960
なかやま　め

ぐみ

127127 17-285717-2857 金井　桂子金井　桂子
コストコホールセールジャパン（株）　コストコホールセールジャパン（株）　
木更津倉庫店木更津倉庫店

292-0007292-0007 木更津市瓜倉823木更津市瓜倉823 0438-41-70000438-41-7000
かない　けい

こ

128128 21-398421-3984 小林　裕治小林　裕治 （株）ミミベルジャパン　ミミベル補聴器サロン（株）ミミベルジャパン　ミミベル補聴器サロン 292-0805292-0805
木更津市大和2-12-13 木更津市大和2-12-13 
八千代ビル　1F八千代ビル　1F

0438-72-41330438-72-4133
こばやし　ゆ

うじ

129129 16-269216-2692 磯野　信行磯野　信行 （株）関東テクナ　木更津補聴器センター（株）関東テクナ　木更津補聴器センター 292-0805292-0805
木更津市大和1-9-7 木更津市大和1-9-7 
魁ビル1F魁ビル1F

0438-22-41330438-22-4133
いその　のぶ

ゆき

130130 12-220412-2204 平野　伸夫平野　伸夫 （株）勉強堂　イオンモール木更津店（株）勉強堂　イオンモール木更津店 292-0835292-0835
木更津市築地1-4　 木更津市築地1-4　 
イオンモール木更津　1階イオンモール木更津　1階

0438-42-18410438-42-1841
ひらの　のぶ

お

131131 23-469223-4692 秋田　美由紀秋田　美由紀 君津中央病院君津中央病院 292-8535292-8535 木更津市桜井1010木更津市桜井1010 0438-36-10710438-36-1071
あきた　みゆ

き

132132 14-241914-2419 和田　秀清和田　秀清 千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店 294-0018294-0018 館山市国分262-1館山市国分262-1 0470-28-41330470-28-4133
わだ　ひでき

よ

133133 29-652229-6522 小池　直裕小池　直裕 千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店千葉補聴器（株）　リオネットセンター南房総店 294-0018294-0018 館山市国分262-1館山市国分262-1 0470-28-41330470-28-4133
こいけ　なお

ひろ

134134 20-328320-3283 坂本　憲司坂本　憲司 （株）関東補聴器　館山店（株）関東補聴器　館山店 294-0045294-0045 館山市北条2228-1館山市北条2228-1 0470-24-23200470-24-2320
さかもと　け

んじ

135135 6-15316-1531 永井　繁雄永井　繁雄 （有）永井時計店　館山補聴器センター（有）永井時計店　館山補聴器センター 294-0045294-0045 館山市北条1631館山市北条1631 0470-22-33530470-22-3353
ながい　しげ

お

136136 17-281617-2816 安川　和男安川　和男 (有 )安川時計店　メガネ、補聴器のヤスカワ(有 )安川時計店　メガネ、補聴器のヤスカワ 297-0021297-0021
茂原市高師町1-3-4 茂原市高師町1-3-4 
古山ビル1F古山ビル1F

0475-25-00190475-25-0019
やすかわ　か

ずお

137137 25-519125-5191 高橋　英一高橋　英一 （株）勉強堂　茂原店（株）勉強堂　茂原店 297-0023297-0023
茂原市千代田町1-5 茂原市千代田町1-5 
明陽ビル1F明陽ビル1F

0475-25-43000475-25-4300
たかはし　え

いいち

138138 22-417422-4174 手塚　正剛手塚　正剛
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　茂原バイパス店パリミキ　茂原バイパス店

297-0074297-0074 茂原市小林2034-4茂原市小林2034-4 0475-25-74880475-25-7488
てづか　まさ

たけ

139139 16-257316-2573 鈴木　進鈴木　進 タカハシタカハシ 298-0123298-0123 いすみ市苅谷242いすみ市苅谷242 0470-86-20560470-86-2056
すずき　すす

む

140140 16-257416-2574 鈴木　真理鈴木　真理 タカハシタカハシ 298-0123298-0123 いすみ市苅谷242いすみ市苅谷242 0470-86-20560470-86-2056 すずき　まり

141141 26-546226-5462 里中　浩一里中　浩一
（株）タニ　オプティクス　（株）タニ　オプティクス　
メガネのタニ　姉崎店メガネのタニ　姉崎店

299-0111299-0111
市原市姉崎鐙田645-1 市原市姉崎鐙田645-1 
イトーヨーカドー姉崎店2Fイトーヨーカドー姉崎店2F

0436-62-03320436-62-0332
さとなか　こ

ういち

142142 27-588827-5888 塩見　寿生塩見　寿生 太田薬品（株）太田薬品（株） 299-1154299-1154 君津市南久保2-4-19君津市南久保2-4-19 0439-54-18110439-54-1811
しおみ　ひさ

お

143143 15-245015-2450 宮田　清一宮田　清一
みやた　せい

いち

144144 18-303118-3031 荒井　忠信荒井　忠信
あらい　ただ

のぶ

145145 21-374421-3744 郡司　昌平郡司　昌平
ぐんじ　しょ

うへい

146146 26-549826-5498 井上　綾乃井上　綾乃
いのうえ　あ

やの

147147 27-571927-5719 石井　弓子石井　弓子
いしい　ゆみ

こ

148148 27-596927-5969 桜井　崇宏桜井　崇宏
さくらい　た

かひろ

149149 27-599727-5997 山口　勇太郎山口　勇太郎
やまぐち　ゆ

うたろう

150150 28-606428-6064 阿部　いずみ阿部　いずみ あべ　いずみ

東京都東京都
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 22-428122-4281 小塚　照司小塚　照司 （株）富士メガネ　大手町ビル店（株）富士メガネ　大手町ビル店 100-0004100-0004
千代田区大手町1-6-1 千代田区大手町1-6-1 
大手町ビル1階大手町ビル1階

03-3214-475103-3214-4751
こづか　てる

じ

22 29-628329-6283 三浦　現三浦　現 （株）富士メガネ　大手町ビル店（株）富士メガネ　大手町ビル店 100-0004100-0004
千代田区大手町1-6-1 千代田区大手町1-6-1 
大手町ビル1階大手町ビル1階

03-3214-475103-3214-4751 みうら　げん

33 10-192410-1924 白川　公明白川　公明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
しらかわ　き

みあき

44 11-208211-2082 原田　明美原田　明美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
はらだ　あけ

み

55 25-511325-5113 松田　奈津子松田　奈津子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
まつだ　なつ

こ

66 26-559726-5597 片平　亮太片平　亮太 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
かたひら　

りょうた

77 29-646629-6466 山口　賢太郎山口　賢太郎 ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム有楽町店 100-0006100-0006
千代田区有楽町2-10-1 千代田区有楽町2-10-1 
東京交通会館2F東京交通会館2F

03-3201-413303-3201-4133
やまぐち　け

んたろう

88 21-377521-3775 菊地　大輔菊地　大輔 （有）優美堂（有）優美堂 100-1401100-1401 八丈島八丈町大賀郷1523-2八丈島八丈町大賀郷1523-2 04996-2-015004996-2-0150
きくち　だい

すけ

99 27-577027-5770 堀　一郎堀　一郎 （株）オグラ　大丸東京店（株）オグラ　大丸東京店 100-6701100-6701
千代田区丸の内1丁目9-1 千代田区丸の内1丁目9-1 
大丸東京店10階メガネサロン大丸東京店10階メガネサロン

03-3212-898003-3212-8980
ほり　いちろ

う

1010 29-641129-6411 湯田　慎一湯田　慎一 （株）オグラ　大丸東京店（株）オグラ　大丸東京店 100-6701100-6701
千代田区丸の内1丁目9-1 千代田区丸の内1丁目9-1 
大丸東京店10階メガネサロン大丸東京店10階メガネサロン

03-3212-898003-3212-8980
ゆだ　しんい

ち

1111 14-237114-2371 野田　圭男野田　圭男 秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ 101-0021101-0021
千代田区外神田4-6-7 千代田区外神田4-6-7 
カンダエイトビルB1FカンダエイトビルB1F

03-5298-557303-5298-5573 のだ　よしお

1212 28-620428-6204 藏内　佑介藏内　佑介 秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ秋葉原補聴器（株）　リスニングラボ 101-0021101-0021
千代田区外神田4-6-7 千代田区外神田4-6-7 
カンダエイトビルB1FカンダエイトビルB1F

03-5298-557303-5298-5573
くらうち　ゆ

うすけ

1313 24-482724-4827 宮本　恭太朗宮本　恭太朗 エイド（株）　東京秋葉原サテライトエイド（株）　東京秋葉原サテライト 101-0025101-0025
千代田区神田佐久間町1-26 千代田区神田佐久間町1-26 
第七砂川ビル2F3F第七砂川ビル2F3F

03-6206-427103-6206-4271
みやもと　

きょうたろう

1414 28-613528-6135 安部　麻衣子安部　麻衣子 エイド（株）　東京秋葉原サテライトエイド（株）　東京秋葉原サテライト 101-0025101-0025
千代田区神田佐久間町1-26 千代田区神田佐久間町1-26 
第七砂川ビル2F3F第七砂川ビル2F3F

03-6206-427103-6206-4271 あべ　まいこ

1515 29-646129-6461 中野　晃平中野　晃平 エイド（株）　東京秋葉原サテライトエイド（株）　東京秋葉原サテライト 101-0025101-0025
千代田区神田佐久間町1-26 千代田区神田佐久間町1-26 
第七砂川ビル2F3F第七砂川ビル2F3F

03-6206-427103-6206-4271
なかの　こう

へい

1616 24-477724-4777 中田　裕一中田　裕一 ジャパンオプティカル（株）　本社ジャパンオプティカル（株）　本社 101-0032101-0032 千代田区岩本町3-5-5千代田区岩本町3-5-5 03-6858-511803-6858-5118
なかた　ゆう

いち

1717 11-198511-1985 佐藤　利彦佐藤　利彦
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　神田店リケン補聴器センター　神田店

101-0044101-0044
千代田区鍛冶町1-8-8 千代田区鍛冶町1-8-8 
神田鍛冶町ビルディング1階神田鍛冶町ビルディング1階

03-3255-224503-3255-2245
さとう　とし

ひこ

1818 25-501425-5014 工藤　力工藤　力
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　神田店リケン補聴器センター　神田店

101-0044101-0044
千代田区鍛冶町1-8-8 千代田区鍛冶町1-8-8 
神田鍛冶町ビルディング1階神田鍛冶町ビルディング1階

03-3255-224503-3255-2245
くどう　ちか

ら

1919 13-228813-2288 内田　昌宏内田　昌宏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店 101-0046101-0046
千代田区神田多町2-11-28 千代田区神田多町2-11-28 
中林ビル1F中林ビル1F

03-3256-473503-3256-4735
うちだ　まさ

ひろ

2020 27-565627-5656 原田　智史原田　智史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム神田店 101-0046101-0046
千代田区神田多町2-11-28 千代田区神田多町2-11-28 
中林ビル1F中林ビル1F

03-3256-473503-3256-4735
はらだ　さと

し

2121 16-268416-2684 中市　真理子中市　真理子 （社）日本補聴器工業会（社）日本補聴器工業会 101-0047101-0047
千代田区内神田1-7-1 千代田区内神田1-7-1 
鎌倉橋ビル5F鎌倉橋ビル5F

03-5283-624403-5283-6244
なかいち　ま

りこ

2222 26-538426-5384 早瀬　大輔早瀬　大輔 パナソニック補聴器（株）　プラザ東京パナソニック補聴器（株）　プラザ東京 101-0062101-0062
千代田区神田駿河台3-2 千代田区神田駿河台3-2 
新御茶ノ水アーバントリニティビル地下2階新御茶ノ水アーバントリニティビル地下2階

03-3251-334903-3251-3349
はやせ　だい

すけ

2323 26-561326-5613 梅村　大助梅村　大助 メドエルジャパン（株）メドエルジャパン（株） 101-0062101-0062
千代田区神田駿河台 千代田区神田駿河台 
お茶の水ユニオンビル5階お茶の水ユニオンビル5階

03-5283-726603-5283-7266
うめむら　だ

いすけ

2424 16-257916-2579 西木戸　健悟西木戸　健悟 （株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町（株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町 101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2-21-11 千代田区神田淡路町2-21-11 
山崎ビル1階山崎ビル1階

03-6262-981103-6262-9811
にしきど　け

んご

2525 28-609428-6094 中村　優太中村　優太 （株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町（株）シンコム　補聴器本舗　神田淡路町 101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2-21-11 千代田区神田淡路町2-21-11 
山崎ビル1階山崎ビル1階

03-6262-981103-6262-9811
なかむら　ゆ

うた

2626 21-399421-3994 野田　幸義野田　幸義
医療法人財団　神尾記念病院　医療法人財団　神尾記念病院　
神尾記念病院附属聴覚クリニック神尾記念病院附属聴覚クリニック

101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2丁目21番地11 千代田区神田淡路町2丁目21番地11 
山崎ビル山崎ビル

03-3253-335103-3253-3351
のだ　ゆきよ

し

2727 24-482424-4824 高野　渚峰子高野　渚峰子
医療法人財団　神尾記念病院　医療法人財団　神尾記念病院　
神尾記念病院附属聴覚クリニック神尾記念病院附属聴覚クリニック

101-0063101-0063
千代田区神田淡路町2丁目21番地11 千代田区神田淡路町2丁目21番地11 
山崎ビル山崎ビル

03-3253-335103-3253-3351
たかの　なほ

こ

2828 21-399821-3998 小島　健二小島　健二 （株）東京メガネ　日本橋人形町店（株）東京メガネ　日本橋人形町店 103-0013103-0013
中央区日本橋人形町1-15-6 中央区日本橋人形町1-15-6 
東京メガネ人形町店東京メガネ人形町店

03-3661-290603-3661-2906
こじま　けん

じ

2929 21-364721-3647 髙田　優髙田　優
（株）プチミキ　（株）プチミキ　
パリミキ　日本橋本店パリミキ　日本橋本店

103-0022103-0022
中央区日本橋室町2-4-3 中央区日本橋室町2-4-3 
日本橋室町野村ビルYUITO 1F日本橋室町野村ビルYUITO 1F

03-3242-357103-3242-3571
たかだ　まさ

る

3030 24-477224-4772 樋口　映子樋口　映子
（株）プチミキ　（株）プチミキ　
パリミキ　日本橋本店パリミキ　日本橋本店

103-0022103-0022
中央区日本橋室町2-4-3 中央区日本橋室町2-4-3 
日本橋室町野村ビルYUITO 1F日本橋室町野村ビルYUITO 1F

03-3242-357103-3242-3571
ひぐち　えい

こ

3131 28-609828-6098 前迫　俊明前迫　俊明 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
まえさこ　と

しあき

3232 29-631529-6315 原　淳子原　淳子 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
はら　じゅん

こ

3333 29-632529-6325 新藤　浩一新藤　浩一 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
しんどう　こ

ういち

3434 29-634529-6345 池田　美和池田　美和 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311 いけだ　みわ

3535 29-645429-6454 葭葉　靖子葭葉　靖子 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
よしば　やす

こ

3636 29-652429-6524 望月　美紗貴望月　美紗貴 （株）エヌ・アイ・シー　東京本部（株）エヌ・アイ・シー　東京本部 103-0023103-0023
中央区日本橋本町3-8-5 中央区日本橋本町3-8-5 
ヒューリック日本橋本町ビル1Fヒューリック日本橋本町ビル1F

03-5847-331103-5847-3311
もちづき　み

さき

3737 29-630429-6304 中村　朱里中村　朱里 マキチエ（株）　東京第二営業所マキチエ（株）　東京第二営業所 103-0027103-0027 中央区日本橋3-2-3中央区日本橋3-2-3 03-3277-253303-3277-2533
なかむら　あ

かり

3838 29-651629-6516 遠藤　彩遠藤　彩 マキチエ（株）　東京第二営業所マキチエ（株）　東京第二営業所 103-0027103-0027 中央区日本橋3-2-3中央区日本橋3-2-3 03-3277-253303-3277-2533
えんどう　あ

や

3939 9-17879-1787 柳　昌彦柳　昌彦 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
やなぎ　まさ

ひこ

4040 13-231413-2314 牧野　真明牧野　真明 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まきの　まさ

あき
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4141 14-243114-2431 野島　嘉晃野島　嘉晃 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
のじま　よし

あき

4242 18-299418-2994 青柳　慶治青柳　慶治 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
あおやぎ　け

いじ

4343 18-299618-2996 鈴木　康之鈴木　康之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
すずき　やす

し

4444 19-315719-3157 湯浅　元博湯浅　元博 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ゆあさ　もと

ひろ

4545 22-421322-4213 小山内　篤史小山内　篤史 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おさない　あ

つし

4646 23-448423-4484 前原　一輝前原　一輝 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まえはら　か

ずてる

4747 25-519225-5192 石川　貴之石川　貴之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
いしかわ　た

かゆき

4848 25-519725-5197 小原　美咲小原　美咲 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おはら　みさ

き

4949 25-520125-5201 平松　知義平松　知義 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらまつ　と

もよし

5050 25-520225-5202 阿部　路子阿部　路子 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 あべ　みちこ

5151 26-544626-5446 曽根　彩花曽根　彩花 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 そね　あやか

5252 29-657429-6574 平沼　友佳平沼　友佳 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらぬま　ゆ

か

5353 6-14526-1452 鈴木　勇鈴木　勇
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
すずき　いさ

む

5454 8-16818-1681 森　信司森　信司
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 もり　しんじ

5555 11-203211-2032 平松　英樹平松　英樹
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
ひらまつ　ひ

でき

5656 11-213011-2130 大江　修大江　修
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
おおえ　おさ

む

5757 22-429522-4295 笹田　真笹田　真
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 ささだ　しん

5858 19-319119-3191 今井　譲今井　譲
（株）林商事　（株）林商事　
（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン

103-8265103-8265 中央区日本橋2-4-1中央区日本橋2-4-1 03-3211-411103-3211-4111
いまい　ゆず

る

5959 27-575127-5751 篠﨑　真哉篠﨑　真哉 （株）金鳳堂　京橋本店（株）金鳳堂　京橋本店 104-0031104-0031
中央区京橋2-2-1 中央区京橋2-2-1 
京橋エドグラン1階京橋エドグラン1階

03-3517-333103-3517-3331
しのざき　し

んや

6060 20-338420-3384 天野　浩樹天野　浩樹 （株）イワキ　銀座店（株）イワキ　銀座店 104-0061104-0061 中央区銀座8-4-26中央区銀座8-4-26 03-3571-203403-3571-2034
あまの　ひろ

き

6161 27-569127-5691 谷口　有哉谷口　有哉
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　メルサ銀座 2丁目店ヒヤリングストア　メルサ銀座 2丁目店

104-0061104-0061
中央区銀座2-7-18 中央区銀座2-7-18 
メルサGinza-2 3階メルサGinza-2 3階

03-6263-080003-6263-0800
たにぐち　ゆ

うや

6262 13-227513-2275 仲田　文人仲田　文人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
なかた　ふみ

と

6363 14-234114-2341 荻　幸司荻　幸司 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268 おぎ　こうじ

6464 20-346720-3467 林　京子林　京子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
はやし　きょ

うこ

6565 22-410622-4106 石黒　遼平石黒　遼平 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
いしぐろ　

りょうへい

6666 22-436022-4360 岡田　哲志岡田　哲志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
おかだ　さと

し

6767 27-569427-5694 上崎　修嗣上崎　修嗣 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
うえさき　

しゅうじ

6868 27-593327-5933 岩﨑　はるか岩﨑　はるか ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
いわさき　は

るか

6969 29-636629-6366 澁谷　鮎美澁谷　鮎美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
しぶや　あゆ

み

7070 14-242914-2429 仲田　和久仲田　和久 ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店 104-8212104-8212
中央区銀座4-6-16 中央区銀座4-6-16 
三越銀座店6F　メガネサロン三越銀座店6F　メガネサロン

03-3535-179303-3535-1793
なかだ　かず

ひさ

7171 27-569027-5690 桑原　徹也桑原　徹也 ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店 104-8212104-8212
中央区銀座4-6-16 中央区銀座4-6-16 
三越銀座店6F　メガネサロン三越銀座店6F　メガネサロン

03-3535-179303-3535-1793
くわはら　て

つや

7272 15-247515-2475 坂崎　浩坂崎　浩 （株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店（株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店 105-0001105-0001
港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 
オークラプレステージタワー4階オークラプレステージタワー4階

03-5570-337803-5570-3378
さかざき　ひ

ろし

7373 25-506525-5065 志水　多寿子志水　多寿子 （株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店（株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店 105-0001105-0001
港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 
オークラプレステージタワー4階オークラプレステージタワー4階

03-5570-337803-5570-3378
しみず　たず

こ

7474 14-235614-2356 諸塚　伸人諸塚　伸人 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
もろづか　の

ぶひと

7575 15-255115-2551 江藤　裕一郎江藤　裕一郎 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
えとう　ゆう

いちろう

7676 19-313219-3132 野瀬　いずみ野瀬　いずみ ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 のせ　いずみ

7777 20-334320-3343 手塚　博之手塚　博之 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
てづか　ひろ

ゆき

7878 20-337620-3376 北澤　豊博北澤　豊博 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
きたざわ　と

よひろ

7979 21-394521-3945 小野　智子小野　智子 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 おの　ともこ

8080 28-621228-6212 森　真帆森　真帆 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 もり　まほ
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4141 14-243114-2431 野島　嘉晃野島　嘉晃 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
のじま　よし

あき

4242 18-299418-2994 青柳　慶治青柳　慶治 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
あおやぎ　け

いじ

4343 18-299618-2996 鈴木　康之鈴木　康之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
すずき　やす

し

4444 19-315719-3157 湯浅　元博湯浅　元博 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ゆあさ　もと

ひろ

4545 22-421322-4213 小山内　篤史小山内　篤史 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おさない　あ

つし

4646 23-448423-4484 前原　一輝前原　一輝 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
まえはら　か

ずてる

4747 25-519225-5192 石川　貴之石川　貴之 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
いしかわ　た

かゆき

4848 25-519725-5197 小原　美咲小原　美咲 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
おはら　みさ

き

4949 25-520125-5201 平松　知義平松　知義 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらまつ　と

もよし

5050 25-520225-5202 阿部　路子阿部　路子 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 あべ　みちこ

5151 26-544626-5446 曽根　彩花曽根　彩花 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511 そね　あやか

5252 29-657429-6574 平沼　友佳平沼　友佳 マキチエ（株）　東京日本橋店マキチエ（株）　東京日本橋店 103-0027103-0027
中央区日本橋3-2-3 中央区日本橋3-2-3 
ユニバース第一ビル1Fユニバース第一ビル1F

03-3277-251103-3277-2511
ひらぬま　ゆ

か

5353 6-14526-1452 鈴木　勇鈴木　勇
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
すずき　いさ

む

5454 8-16818-1681 森　信司森　信司
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 もり　しんじ

5555 11-203211-2032 平松　英樹平松　英樹
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
ひらまつ　ひ

でき

5656 11-213011-2130 大江　修大江　修
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489
おおえ　おさ

む

5757 22-429522-4295 笹田　真笹田　真
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）三越日本橋本店　補聴器サロン（株）三越日本橋本店　補聴器サロン
103-8001103-8001

中央区日本橋室町1-4-1 中央区日本橋室町1-4-1 
（株）三越日本橋本店本館5階（株）三越日本橋本店本館5階

03-3274-848903-3274-8489 ささだ　しん

5858 19-319119-3191 今井　譲今井　譲
（株）林商事　（株）林商事　
（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン（株）髙島屋日本橋店　5F 補聴器サロン

103-8265103-8265 中央区日本橋2-4-1中央区日本橋2-4-1 03-3211-411103-3211-4111
いまい　ゆず

る

5959 27-575127-5751 篠﨑　真哉篠﨑　真哉 （株）金鳳堂　京橋本店（株）金鳳堂　京橋本店 104-0031104-0031
中央区京橋2-2-1 中央区京橋2-2-1 
京橋エドグラン1階京橋エドグラン1階

03-3517-333103-3517-3331
しのざき　し

んや

6060 20-338420-3384 天野　浩樹天野　浩樹 （株）イワキ　銀座店（株）イワキ　銀座店 104-0061104-0061 中央区銀座8-4-26中央区銀座8-4-26 03-3571-203403-3571-2034
あまの　ひろ

き

6161 27-569127-5691 谷口　有哉谷口　有哉
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　メルサ銀座 2丁目店ヒヤリングストア　メルサ銀座 2丁目店

104-0061104-0061
中央区銀座2-7-18 中央区銀座2-7-18 
メルサGinza-2 3階メルサGinza-2 3階

03-6263-080003-6263-0800
たにぐち　ゆ

うや

6262 13-227513-2275 仲田　文人仲田　文人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
なかた　ふみ

と

6363 14-234114-2341 荻　幸司荻　幸司 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268 おぎ　こうじ

6464 20-346720-3467 林　京子林　京子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
はやし　きょ

うこ

6565 22-410622-4106 石黒　遼平石黒　遼平 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
いしぐろ　

りょうへい

6666 22-436022-4360 岡田　哲志岡田　哲志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
おかだ　さと

し

6767 27-569427-5694 上崎　修嗣上崎　修嗣 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
うえさき　

しゅうじ

6868 27-593327-5933 岩﨑　はるか岩﨑　はるか ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
いわさき　は

るか

6969 29-636629-6366 澁谷　鮎美澁谷　鮎美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム銀座店 104-0061104-0061
中央区銀座2-11-8 中央区銀座2-11-8 
ラウンドクロス銀座2丁目B1Fラウンドクロス銀座2丁目B1F

03-3544-326803-3544-3268
しぶや　あゆ

み

7070 14-242914-2429 仲田　和久仲田　和久 ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店 104-8212104-8212
中央区銀座4-6-16 中央区銀座4-6-16 
三越銀座店6F　メガネサロン三越銀座店6F　メガネサロン

03-3535-179303-3535-1793
なかだ　かず

ひさ

7171 27-569027-5690 桑原　徹也桑原　徹也 ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店ジャパンオプティカル（株）　三越銀座店 104-8212104-8212
中央区銀座4-6-16 中央区銀座4-6-16 
三越銀座店6F　メガネサロン三越銀座店6F　メガネサロン

03-3535-179303-3535-1793
くわはら　て

つや

7272 15-247515-2475 坂崎　浩坂崎　浩 （株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店（株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店 105-0001105-0001
港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 
オークラプレステージタワー4階オークラプレステージタワー4階

03-5570-337803-5570-3378
さかざき　ひ

ろし

7373 25-506525-5065 志水　多寿子志水　多寿子 （株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店（株）東京メガネ　The Okura Tokyo 店 105-0001105-0001
港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo 
オークラプレステージタワー4階オークラプレステージタワー4階

03-5570-337803-5570-3378
しみず　たず

こ

7474 14-235614-2356 諸塚　伸人諸塚　伸人 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
もろづか　の

ぶひと

7575 15-255115-2551 江藤　裕一郎江藤　裕一郎 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
えとう　ゆう

いちろう

7676 19-313219-3132 野瀬　いずみ野瀬　いずみ ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 のせ　いずみ

7777 20-334320-3343 手塚　博之手塚　博之 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
てづか　ひろ

ゆき

7878 20-337620-3376 北澤　豊博北澤　豊博 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133
きたざわ　と

よひろ

7979 21-394521-3945 小野　智子小野　智子 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 おの　ともこ

8080 28-621228-6212 森　真帆森　真帆 ブルームヒアリング（株）　本社ブルームヒアリング（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-7-1  港区浜松町2-7-1  
第38荒井ビル2階第38荒井ビル2階

03-3434-413303-3434-4133 もり　まほ

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

8181 9-17569-1756 水澤　政氏水澤　政氏 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
みずさわ　ま

さし

8282 11-209511-2095 櫻井　純平櫻井　純平 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ながい　とし

のり

8383 13-229813-2298 永井　利典永井　利典 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ながい　とし

のり

8484 14-235714-2357 江川　秀文江川　秀文 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
えがわ　ひで

ふみ

8585 15-244715-2447 山本　修也山本　修也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
やまもと　

しゅうや

8686 20-346220-3462 村永　成実村永　成実 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
むらなが　な

るみ

8787 21-396621-3966 田村　友男田村　友男 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
たむら　とも

お

8888 21-400221-4002 藤森　高幸藤森　高幸 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ふじもり　た

かゆき

8989 22-424022-4240 長橋　高昭長橋　高昭 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
ながはし　た

かあき

9090 22-424222-4242 鎌田　博之鎌田　博之 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
かまた　ひろ

ゆき

9191 22-434022-4340 末松　道治末松　道治 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
すえまつ　み

ちはる

9292 22-436122-4361 葛西　宏樹葛西　宏樹 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
かさい　ひろ

き

9393 23-462823-4628 千葉　和美千葉　和美 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967 ちば　かずみ

9494 23-468123-4681 内田　達也内田　達也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
うちだ　たつ

や

9595 24-491824-4918 会津　琢也会津　琢也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
あいづ　たく

や

9696 26-539526-5395 越智　圭介越智　圭介 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
おち　けいす

け

9797 27-577927-5779 武田　絢也武田　絢也 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
たけだ　じゅ

んや

9898 28-610328-6103 猿渡　博猿渡　博 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
さるわたり　

ひろし

9999 28-612528-6125 松田　拓巳松田　拓巳 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
まつだ　たく

み

100100 29-639729-6397 荘司　洋行荘司　洋行 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
しょうじ　ひ

ろゆき

101101 29-641029-6410 黒飛　篤黒飛　篤 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
くろとび　あ

つし

102102 29-641629-6416 服部　雄太服部　雄太 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
はっとり　ゆ

うた

103103 29-651529-6515 光原　祥史光原　祥史 ワイデックス（株）　本社ワイデックス（株）　本社 105-0013105-0013
港区浜松町2-6-2 港区浜松町2-6-2 
浜松町262ビル6階浜松町262ビル6階

03-4236-196703-4236-1967
みつはら　よ

しふみ

104104 17-284117-2841 今井　喜章今井　喜章
（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　
長﨑ベルヒアリングセンター東京長﨑ベルヒアリングセンター東京

105-0014105-0014
港区芝3-17-14  港区芝3-17-14  
三田浜ビル7F三田浜ビル7F

03-6453-823303-6453-8233
いまい　よし

あき

105105 29-657129-6571 伊藤　隆浩伊藤　隆浩
（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　（一社）長﨑ベルヒアリングセンター　
長﨑ベルヒアリングセンター東京長﨑ベルヒアリングセンター東京

105-0014105-0014
港区芝3-17-14  港区芝3-17-14  
三田浜ビル7F三田浜ビル7F

03-6453-823303-6453-8233
いとう　たか

ひろ

106106 21-379521-3795 田村　慶博田村　慶博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　MD　商品開発パリミキ　MD　商品開発

105-0022105-0022
港区海岸1丁目2番3号 港区海岸1丁目2番3号 
汐留芝離宮ビルディング10F汐留芝離宮ビルディング10F

03-6432-072103-6432-0721
たむら　よし

ひろ

107107 21-409521-4095 大湊　貴之大湊　貴之
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　店舗部パリミキ　店舗部

105-0022105-0022
港区海岸1-2-3 港区海岸1-2-3 
汐留芝離宮ビル10階汐留芝離宮ビル10階

03-6432-072503-6432-0725
おおみなと　

たかゆき

108108 21-398621-3986 瀬戸　信昌瀬戸　信昌
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　麻布十番店パリミキ　麻布十番店

106-0045106-0045
港区麻布十番1-7-3 港区麻布十番1-7-3 
藤原ビルディング1F藤原ビルディング1F

03-3404-141003-3404-1410
せと　のぶま

さ

109109 20-353820-3538 菅野　沙織菅野　沙織
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　青山店東京ヒアリングケアセンター　青山店

107-0061107-0061
港区北青山2-9-15 港区北青山2-9-15 
三輪ビル1F三輪ビル1F

03-3423-413303-3423-4133
すがの　さお

り

110110 24-487524-4875 千葉　星雄千葉　星雄 （株）ティー・エヌ・オー　にじいろ補聴器（株）ティー・エヌ・オー　にじいろ補聴器 108-0014108-0014
港区芝5-13-13 港区芝5-13-13 
つるやビル1階つるやビル1階

03-5730-241603-5730-2416 ちば　としお

111111 22-416722-4167 平田　敬太郎平田　敬太郎 （株）メガネのヒラタ　本店（株）メガネのヒラタ　本店 108-0014108-0014 港区芝5-22-8港区芝5-22-8 03-3453-290003-3453-2900
ひらた　けい

たろう

112112 21-383821-3838 小島　安国小島　安国
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
こじま　やす

くに

113113 21-384021-3840 田中　吾一田中　吾一
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
たなか　ごい

ち

114114 26-550826-5508 北原　寿里北原　寿里
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　三田店リケン補聴器センター　三田店

108-0014108-0014
港区芝4-3-11 港区芝4-3-11 
VORT三田駅前4FVORT三田駅前4F

03-6809-331803-6809-3318
きたはら　

じゅり

115115 21-396421-3964 来女木　靖和来女木　靖和
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　オーディオ部パリミキ　オーディオ部

108-0075108-0075
港区港南4-1-8 港区港南4-1-8 
リーバージュ品川14階リーバージュ品川14階

03-5781-602103-5781-6021
くるめぎ　や

すかず

116116 15-246615-2466 真田　裕司真田　裕司 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
さなだ　ゆう

じ

117117 16-267516-2675 程島　朝夫程島　朝夫 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
ほどしま　あ

さお

118118 21-403321-4033 五十畑　司五十畑　司 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
いかはた　つ

かさ

119119 21-403821-4038 小林　誠小林　誠 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こばやし　ま

こと

120120 21-404121-4041 齊藤　英希齊藤　英希 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
さいとう　ひ

でき



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。
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121121 22-425722-4257 小池　剛小池　剛 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こいけ　たけ

し

122122 25-507125-5071 阿部　眞人阿部　眞人 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541 あべ　まさと

123123 25-507225-5072 山田　昴山田　昴 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
やまだ　たか

し

124124 26-550626-5506 渡辺　聡渡辺　聡 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
わたなべ　さ

とし

125125 26-550726-5507 大木　啓一大木　啓一 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
おおき　けい

いち

126126 27-592727-5927 小島　直樹小島　直樹 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こじま　なお

き

127127 5-13875-1387 長谷川　浩明長谷川　浩明 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
はせがわ　ひ

ろあき

128128 14-243214-2432 島村　早苗島村　早苗 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
しまむら　さ

なえ

129129 23-467823-4678 宮村　祐輔宮村　祐輔 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
みやむら　ゆ

うすけ

130130 27-592627-5926 山崎　裕生山崎　裕生 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
やまざき　ゆ

うき

131131 28-619128-6191 中川　諭史中川　諭史 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
なかがわ　さ

とし

132132 28-619728-6197 大谷　桃子大谷　桃子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
おおや　もも

こ

133133 28-624528-6245 矢嶋　篤史矢嶋　篤史 ウインク（株）ウインク（株） 110-0016110-0016
台東区台東3-42-7 台東区台東3-42-7 
松田商事ビル7F松田商事ビル7F

03-3834-126603-3834-1266
やじま　あつ

し

134134 17-279417-2794 和田　正幸和田　正幸 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わだ　まさゆ

き

135135 20-339320-3393 山本　高史山本　高史 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
やまもと　た

かし

136136 21-385221-3852 渡辺　健次渡辺　健次 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わたなべ　け

んじ

137137 27-586227-5862 君塚　玲君塚　玲
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　浅草店リケン補聴器センター　浅草店

111-0033111-0033
台東区花川戸1-13-16 台東区花川戸1-13-16 
小林ビル1F小林ビル1F

03-5826-770103-5826-7701
きみづか　あ

きら

138138 24-479024-4790 仙石　敏裕仙石　敏裕 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
せんごく　と

しひろ

139139 28-615428-6154 宮﨑　絢子宮﨑　絢子 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
みやざき　あ

やこ

140140 11-198711-1987 柴田　哲史柴田　哲史 コルチトーン補聴器（株）　サービスショップコルチトーン補聴器（株）　サービスショップ 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991603-3813-9916
しばた　さと

し

141141 24-490124-4901 倉田　紘充倉田　紘充 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
くらた　ひろ

みつ

142142 26-535326-5353 古谷　恵介古谷　恵介 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
ふるたに　け

いすけ

143143 26-545026-5450 佐々木　一馬佐々木　一馬 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
ささき　かず

ま

144144 21-400321-4003 高田　学者高田　学者 （株）世界のメガネプリンス　sound66（株）世界のメガネプリンス　sound66 113-0034113-0034
文京区湯島3-45-11 文京区湯島3-45-11 
北岡ビル3F北岡ビル3F

03-3831-596603-3831-5966
たかだ　みち

ひと

145145 23-442323-4423 石橋　おりょう石橋　おりょう 王子耳鼻咽喉科医院　ドルフィン補聴器王子耳鼻咽喉科医院　ドルフィン補聴器 114-0002114-0002
北区王子1-23-11 北区王子1-23-11 
王子SRビル地下1F王子SRビル地下1F

03-6903-351103-6903-3511
いしばし　お

りょう

146146 22-428222-4282 吉仲　豊和吉仲　豊和 平和眼鏡（有）　王子メガネ平和眼鏡（有）　王子メガネ 114-0002114-0002 北区王子1-9-1北区王子1-9-1 03-3913-154903-3913-1549
よしなか　と

よかず

147147 26-546126-5461 佐藤　早苗佐藤　早苗 （株）和真　赤羽すずらん通り店（株）和真　赤羽すずらん通り店 115-0045115-0045 北区赤羽2-4-13北区赤羽2-4-13 03-3902-454503-3902-4545
さとう　さな

え

148148 29-637829-6378 松原　章松原　章 （株）和真　赤羽すずらん通り店（株）和真　赤羽すずらん通り店 115-0045115-0045 北区赤羽2-4-13北区赤羽2-4-13 03-3902-454503-3902-4545
まつばら　あ

きら

149149 23-450923-4509 片谷　利江片谷　利江 ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店 115-0045115-0045
北区赤羽1-18-3 北区赤羽1-18-3 
富士越ビル1階富士越ビル1階

03-3903-228603-3903-2286 かたや　りえ

150150 27-576827-5768 北條　純平北條　純平 ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店 115-0045115-0045
北区赤羽1-18-3 北区赤羽1-18-3 
富士越ビル1階富士越ビル1階

03-3903-228603-3903-2286
ほうじょう　

じゅんぺい

151151 28-605928-6059 近松　治之近松　治之 （株）和真　和真メガネ　赤羽イトーヨーカドー店（株）和真　和真メガネ　赤羽イトーヨーカドー店 115-0055115-0055
北区赤羽西1-7-1　6F 北区赤羽西1-7-1　6F 
イトーヨーカドー赤羽店イトーヨーカドー赤羽店

03-3900-236803-3900-2368
ちかまつ　は

るゆき

152152 4-12644-1264 小川　行治小川　行治 イヤーテック（株）　リオネットセンター城北イヤーテック（株）　リオネットセンター城北 115-0055115-0055 北区赤羽西1-39-6北区赤羽西1-39-6 03-3909-331103-3909-3311
おがわ　ゆき

はる

153153 17-279617-2796 小川　順司小川　順司 イヤーテック（株）　リオネットセンター城北イヤーテック（株）　リオネットセンター城北 115-0055115-0055 北区赤羽西1-39-6北区赤羽西1-39-6 03-3909-331103-3909-3311
おがわ　じゅ

んじ

154154 11-212411-2124 山本　重治山本　重治 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店 120-0005120-0005 足立区綾瀬1-32-13足立区綾瀬1-32-13 03-5680-610603-5680-6106
やまもと　し

げはる

155155 21-403621-4036 木村　充男木村　充男 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店 120-0005120-0005 足立区綾瀬1-32-13足立区綾瀬1-32-13 03-5680-610603-5680-6106
きむら　みつ

お

156156 6-14496-1449 大久保　嘉二大久保　嘉二 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133
おおくぼ　よ

しつぐ

157157 23-444023-4440 元嶋　真希子元嶋　真希子 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133
もとじま　ま

きこ

158158 27-595827-5958 下司　えり下司　えり （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133 げし　えり

159159 11-201611-2016 依田　恒一依田　恒一 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店 121-0813121-0813 足立区竹の塚1-23-9足立区竹の塚1-23-9 03-3884-393303-3884-3933
よだ　こうい

ち

160160 21-404021-4040 菊池　由美子菊池　由美子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店 121-0813121-0813 足立区竹の塚1-23-9足立区竹の塚1-23-9 03-3884-393303-3884-3933
きくち　ゆみ

こ
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121121 22-425722-4257 小池　剛小池　剛 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こいけ　たけ

し

122122 25-507125-5071 阿部　眞人阿部　眞人 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541 あべ　まさと

123123 25-507225-5072 山田　昴山田　昴 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
やまだ　たか

し

124124 26-550626-5506 渡辺　聡渡辺　聡 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
わたなべ　さ

とし

125125 26-550726-5507 大木　啓一大木　啓一 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
おおき　けい

いち

126126 27-592727-5927 小島　直樹小島　直樹 （株）タスクオプチカル（株）タスクオプチカル 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-5688-054103-5688-0541
こじま　なお

き

127127 5-13875-1387 長谷川　浩明長谷川　浩明 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
はせがわ　ひ

ろあき

128128 14-243214-2432 島村　早苗島村　早苗 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
しまむら　さ

なえ

129129 23-467823-4678 宮村　祐輔宮村　祐輔 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
みやむら　ゆ

うすけ

130130 27-592627-5926 山崎　裕生山崎　裕生 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
やまざき　ゆ

うき

131131 28-619128-6191 中川　諭史中川　諭史 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
なかがわ　さ

とし

132132 28-619728-6197 大谷　桃子大谷　桃子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　上野店 110-0016110-0016 台東区台東4-26-9台東区台東4-26-9 03-3839-253103-3839-2531
おおや　もも

こ

133133 28-624528-6245 矢嶋　篤史矢嶋　篤史 ウインク（株）ウインク（株） 110-0016110-0016
台東区台東3-42-7 台東区台東3-42-7 
松田商事ビル7F松田商事ビル7F

03-3834-126603-3834-1266
やじま　あつ

し

134134 17-279417-2794 和田　正幸和田　正幸 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わだ　まさゆ

き

135135 20-339320-3393 山本　高史山本　高史 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
やまもと　た

かし

136136 21-385221-3852 渡辺　健次渡辺　健次 理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋上野店補聴器サロン 110-8503110-8503
台東区上野3-29-5 台東区上野3-29-5 
松坂屋上野店本館 中2F松坂屋上野店本館 中2F

03-3832-173103-3832-1731
わたなべ　け

んじ

137137 27-586227-5862 君塚　玲君塚　玲
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　浅草店リケン補聴器センター　浅草店

111-0033111-0033
台東区花川戸1-13-16 台東区花川戸1-13-16 
小林ビル1F小林ビル1F

03-5826-770103-5826-7701
きみづか　あ

きら

138138 24-479024-4790 仙石　敏裕仙石　敏裕 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
せんごく　と

しひろ

139139 28-615428-6154 宮﨑　絢子宮﨑　絢子 （株）大塚　プロショップ大塚　浅草店（株）大塚　プロショップ大塚　浅草店 111-0034111-0034
台東区雷門2-3-12 台東区雷門2-3-12 
メッツみやじま1Fメッツみやじま1F

03-5830-103303-5830-1033
みやざき　あ

やこ

140140 11-198711-1987 柴田　哲史柴田　哲史 コルチトーン補聴器（株）　サービスショップコルチトーン補聴器（株）　サービスショップ 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991603-3813-9916
しばた　さと

し

141141 24-490124-4901 倉田　紘充倉田　紘充 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
くらた　ひろ

みつ

142142 26-535326-5353 古谷　恵介古谷　恵介 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
ふるたに　け

いすけ

143143 26-545026-5450 佐々木　一馬佐々木　一馬 コルチトーン補聴器（株）　本社コルチトーン補聴器（株）　本社 113-0033113-0033 文京区本郷4-1-5文京区本郷4-1-5 03-3813-991103-3813-9911
ささき　かず

ま

144144 21-400321-4003 高田　学者高田　学者 （株）世界のメガネプリンス　sound66（株）世界のメガネプリンス　sound66 113-0034113-0034
文京区湯島3-45-11 文京区湯島3-45-11 
北岡ビル3F北岡ビル3F

03-3831-596603-3831-5966
たかだ　みち

ひと

145145 23-442323-4423 石橋　おりょう石橋　おりょう 王子耳鼻咽喉科医院　ドルフィン補聴器王子耳鼻咽喉科医院　ドルフィン補聴器 114-0002114-0002
北区王子1-23-11 北区王子1-23-11 
王子SRビル地下1F王子SRビル地下1F

03-6903-351103-6903-3511
いしばし　お

りょう

146146 22-428222-4282 吉仲　豊和吉仲　豊和 平和眼鏡（有）　王子メガネ平和眼鏡（有）　王子メガネ 114-0002114-0002 北区王子1-9-1北区王子1-9-1 03-3913-154903-3913-1549
よしなか　と

よかず

147147 26-546126-5461 佐藤　早苗佐藤　早苗 （株）和真　赤羽すずらん通り店（株）和真　赤羽すずらん通り店 115-0045115-0045 北区赤羽2-4-13北区赤羽2-4-13 03-3902-454503-3902-4545
さとう　さな

え

148148 29-637829-6378 松原　章松原　章 （株）和真　赤羽すずらん通り店（株）和真　赤羽すずらん通り店 115-0045115-0045 北区赤羽2-4-13北区赤羽2-4-13 03-3902-454503-3902-4545
まつばら　あ

きら

149149 23-450923-4509 片谷　利江片谷　利江 ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店 115-0045115-0045
北区赤羽1-18-3 北区赤羽1-18-3 
富士越ビル1階富士越ビル1階

03-3903-228603-3903-2286 かたや　りえ

150150 27-576827-5768 北條　純平北條　純平 ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店ブルームヒアリング（株）　ブルーム赤羽店 115-0045115-0045
北区赤羽1-18-3 北区赤羽1-18-3 
富士越ビル1階富士越ビル1階

03-3903-228603-3903-2286
ほうじょう　

じゅんぺい

151151 28-605928-6059 近松　治之近松　治之 （株）和真　和真メガネ　赤羽イトーヨーカドー店（株）和真　和真メガネ　赤羽イトーヨーカドー店 115-0055115-0055
北区赤羽西1-7-1　6F 北区赤羽西1-7-1　6F 
イトーヨーカドー赤羽店イトーヨーカドー赤羽店

03-3900-236803-3900-2368
ちかまつ　は

るゆき

152152 4-12644-1264 小川　行治小川　行治 イヤーテック（株）　リオネットセンター城北イヤーテック（株）　リオネットセンター城北 115-0055115-0055 北区赤羽西1-39-6北区赤羽西1-39-6 03-3909-331103-3909-3311
おがわ　ゆき

はる

153153 17-279617-2796 小川　順司小川　順司 イヤーテック（株）　リオネットセンター城北イヤーテック（株）　リオネットセンター城北 115-0055115-0055 北区赤羽西1-39-6北区赤羽西1-39-6 03-3909-331103-3909-3311
おがわ　じゅ

んじ

154154 11-212411-2124 山本　重治山本　重治 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店 120-0005120-0005 足立区綾瀬1-32-13足立区綾瀬1-32-13 03-5680-610603-5680-6106
やまもと　し

げはる

155155 21-403621-4036 木村　充男木村　充男 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　綾瀬店 120-0005120-0005 足立区綾瀬1-32-13足立区綾瀬1-32-13 03-5680-610603-5680-6106
きむら　みつ

お

156156 6-14496-1449 大久保　嘉二大久保　嘉二 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133
おおくぼ　よ

しつぐ

157157 23-444023-4440 元嶋　真希子元嶋　真希子 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133
もとじま　ま

きこ

158158 27-595827-5958 下司　えり下司　えり （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ 120-0034120-0034 足立区千住2-20-7足立区千住2-20-7 03-3882-413303-3882-4133 げし　えり

159159 11-201611-2016 依田　恒一依田　恒一 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店 121-0813121-0813 足立区竹の塚1-23-9足立区竹の塚1-23-9 03-3884-393303-3884-3933
よだ　こうい

ち

160160 21-404021-4040 菊池　由美子菊池　由美子 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　竹の塚店 121-0813121-0813 足立区竹の塚1-23-9足立区竹の塚1-23-9 03-3884-393303-3884-3933
きくち　ゆみ

こ

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

161161 21-402621-4026 赤澤　利哉赤澤　利哉 （株）和真　和真メガネ　アリオ西新井店（株）和真　和真メガネ　アリオ西新井店 123-0843123-0843
足立区西新井栄町1-20-1 足立区西新井栄町1-20-1 
アリオ西新井内3Fアリオ西新井内3F

03-6807-229703-6807-2297
あかざわ　と

しや

162162 29-656929-6569 川口　晴夏川口　晴夏 東京女子医科大学附属足立医療センター東京女子医科大学附属足立医療センター 123-8558123-8558 足立区江北4-33-1足立区江北4-33-1 03-3857-0111103-3857-01111
かわぐち　は

るか

163163 22-413422-4134 金子　朋弘金子　朋弘 （有）千寿商会　千寿補聴器プラザ　金町店（有）千寿商会　千寿補聴器プラザ　金町店 125-0041125-0041
葛飾区東金町1-22-7 葛飾区東金町1-22-7 
磯貝ビル1階磯貝ビル1階

03-5699-333903-5699-3339
かねこ　とも

ひろ

164164 28-607528-6075 畑井　直子畑井　直子 （株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店（株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店 125-0061125-0061
葛飾区亀有3-49-3 葛飾区亀有3-49-3 
アリオ亀有3Fアリオ亀有3F

03-5629-911803-5629-9118
はたい　なお

こ

165165 29-634929-6349 中居　健中居　健 （株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店（株）メガネトップ　眼鏡市場　アリオ亀有店 125-0061125-0061
葛飾区亀有3-49-3 葛飾区亀有3-49-3 
アリオ亀有3Fアリオ亀有3F

03-5629-911803-5629-9118 なかい　けん

166166 7-15477-1547 河村　時孝河村　時孝
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　錦糸町店城東補聴器センター　錦糸町店

130-0012130-0012
墨田区太平3-1-2 墨田区太平3-1-2 
KOWA第5ビル1FKOWA第5ビル1F

03-3624-330403-3624-3304
かわむら　と

きたか

167167 9-17329-1732 河村　恒孝河村　恒孝
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　錦糸町店城東補聴器センター　錦糸町店

130-0012130-0012
墨田区太平3-1-2 墨田区太平3-1-2 
KOWA第5ビル1FKOWA第5ビル1F

03-3624-330403-3624-3304
かわむら　つ

ねたか

168168 27-574327-5743 尾島　啓子尾島　啓子
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　錦糸町店城東補聴器センター　錦糸町店

130-0012130-0012
墨田区太平3-1-2 墨田区太平3-1-2 
KOWA第5ビル1FKOWA第5ビル1F

03-3624-330403-3624-3304
おじま　けい

こ

169169 27-592427-5924 水落　明日香水落　明日香 ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店 130-0013130-0013
墨田区錦糸3-2-1 墨田区錦糸3-2-1 
アルカイースト2Fアルカイースト2F

03-5619-413303-5619-4133
みずおち　あ

すか

170170 28-614528-6145 生田　萌生田　萌 ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店ブルームヒアリング（株）　ブルーム錦糸町店 130-0013130-0013
墨田区錦糸3-2-1 墨田区錦糸3-2-1 
アルカイースト2Fアルカイースト2F

03-5619-413303-5619-4133 いくた　もえ

171171 21-392821-3928 鶴岡　幸子鶴岡　幸子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　錦糸町店パリミキ　錦糸町店

130-0022130-0022
墨田区江東橋4-25-8 墨田区江東橋4-25-8 
オカバ錦糸町ビル1階オカバ錦糸町ビル1階

03-3634-232003-3634-2320
つるおか　さ

ちこ

172172 21-390321-3903 加藤　順一加藤　順一 （株）ニコン・エシロール（株）ニコン・エシロール 130-0026130-0026
墨田区両国2-10-8 墨田区両国2-10-8 
住友不動産両国ビル3F住友不動産両国ビル3F

03-5600-352803-5600-3528
かとう　じゅ

んいち

173173 27-587727-5877 吉田　好徳吉田　好徳 （株）ニコン・エシロール（株）ニコン・エシロール 130-0026130-0026
墨田区両国2-10-8 墨田区両国2-10-8 
住友不動産両国ビル3F住友不動産両国ビル3F

03-5600-352803-5600-3528
よしだ　よし

のり

174174 27-598927-5989 髙木　洋介髙木　洋介 （株）ニコン・エシロール（株）ニコン・エシロール 130-0026130-0026
墨田区両国2-10-8 墨田区両国2-10-8 
住友不動産両国ビル3F住友不動産両国ビル3F

03-5600-352803-5600-3528
たかぎ　よう

すけ

175175 28-611728-6117 髙橋　歩髙橋　歩
（株）メガネトップ（株）メガネトップ
眼鏡市場　イトーヨーカドー曳舟店眼鏡市場　イトーヨーカドー曳舟店

131-0046131-0046
墨田区京島1-2-1 墨田区京島1-2-1 
イトーヨーカドー曳舟店2階イトーヨーカドー曳舟店2階

03-5655-508803-5655-5088
たかはし　あ

ゆみ

176176 20-340220-3402 祖母賀　信人祖母賀　信人 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店 132-0011132-0011 江戸川区瑞江2-1-7江戸川区瑞江2-1-7 03-3670-808803-3670-8088
そぼが　のぶ

ひと

177177 20-340320-3403 永妻　恵子永妻　恵子 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店 132-0011132-0011 江戸川区瑞江2-1-7江戸川区瑞江2-1-7 03-3670-808803-3670-8088
ながつま　け

いこ

178178 27-583727-5837 水野　路子水野　路子 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器　瑞江店 132-0011132-0011 江戸川区瑞江2-1-7江戸川区瑞江2-1-7 03-3670-808803-3670-8088
みずの　のり

こ

179179 11-206911-2069 小山田　有紀小山田　有紀
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　一之江店城東補聴器センター　一之江店

132-0024132-0024 江戸川区一之江7-88-20江戸川区一之江7-88-20 03-5663-330403-5663-3304
おやまだ　ゆ

き

180180 28-625628-6256 横山　恵横山　恵
（有）ヒアリングテクノ　（有）ヒアリングテクノ　
城東補聴器センター　一之江店城東補聴器センター　一之江店

132-0024132-0024 江戸川区一之江7-88-20江戸川区一之江7-88-20 03-5663-330403-5663-3304
よこやま　め

ぐみ

181181 2-10782-1078 戸井田　弘二戸井田　弘二 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661
といだ　こう

じ

182182 20-340020-3400 芳賀　麻里芳賀　麻里 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661 はが　まり

183183 29-654229-6542 民部　留美民部　留美 （有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器（有）デジタル補聴器販売　小岩補聴器 133-0056133-0056 江戸川区南小岩6-30-8江戸川区南小岩6-30-8 03-3659-666103-3659-6661 みんぶ　るみ

184184 23-449923-4499 山口　拓也山口　拓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　北葛西店（株）メガネトップ　眼鏡市場　北葛西店 134-0081134-0081 江戸川区北葛西5-30-14江戸川区北葛西5-30-14 03-5679-554503-5679-5545
やまぐち　た

くや

185185 29-645829-6458 松澤　隆太郎松澤　隆太郎 （株）いしずか　37° by いしずか　東陽町店（株）いしずか　37° by いしずか　東陽町店 135-0016135-0016
江東区東陽3-27-25-105 江東区東陽3-27-25-105 
ストークマンションストークマンション

03-6659-803703-6659-8037
まつざわ　

りゅうたろう

186186 19-311619-3116 岡田　華恵岡田　華恵
（株）メディアシステムトウワ　（株）メディアシステムトウワ　
亀戸まごころ補聴器亀戸まごころ補聴器

136-0071136-0071
江東区亀戸2-45-4 江東区亀戸2-45-4 
コンフォールクレスト1Fコンフォールクレスト1F

03-5627-331703-5627-3317
おかだ　はな

え

187187 21-396221-3962 綾野　俊郎綾野　俊郎 補聴器専門店　ビーサー亀戸補聴器専門店　ビーサー亀戸 136-0071136-0071
江東区亀戸5-5-11 江東区亀戸5-5-11 
第一ビル304号室第一ビル304号室

03-5858-851103-5858-8511
あやの　とし

ろう

188188 26-536526-5365 宇佐美　弥生宇佐美　弥生 （有）メガネのアオキ（有）メガネのアオキ 136-0072136-0072 江東区大島6-1-1-102江東区大島6-1-1-102 03-3685-456103-3685-4561
うさみ　やよ

い

189189 17-280117-2801 光野　之雄光野　之雄 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
みつの　ゆき

お

190190 21-401521-4015 佐藤　功二佐藤　功二 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
さとう　こう

じ

191191 21-402121-4021 石川　文洋石川　文洋 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
いしかわ　ふ

みひろ

192192 26-562326-5623 大久保　真理子大久保　真理子 パナソニック補聴器（株）パナソニック補聴器（株） 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9階カナルサイドビル9階

0120-870-6630120-870-663
おおくぼ　ま

りこ

193193 20-353520-3535 勝原　宏樹勝原　宏樹 パナソニック補聴器（株）　営業本部パナソニック補聴器（株）　営業本部 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9Fカナルサイドビル9F

050-3758-3215050-3758-3215
かつはら　ひ

ろき

194194 21-380621-3806 高木　良明高木　良明 パナソニック補聴器（株）　営業本部パナソニック補聴器（株）　営業本部 140-0002140-0002
品川区東品川1-39-9 品川区東品川1-39-9 
カナルサイドビル9Fカナルサイドビル9F

050-3758-3215050-3758-3215
たかぎ　よし

あき

195195 8-16978-1697 岩﨑　五郎岩﨑　五郎 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いわさき　ご

ろう

196196 13-232213-2322 石﨑　勇人石﨑　勇人 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いしざき　は

やと

197197 13-232413-2324 飯塚　雄介飯塚　雄介 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
いいづか　ゆ

うすけ

198198 21-392621-3926 渡邉　真渡邉　真 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
わたなべ　ま

こと

199199 25-528025-5280 梅原　香織梅原　香織 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
うめはら　か

おり

200200 27-589927-5899 髙橋　敦紀髙橋　敦紀 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311
たかはし　あ

つき
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201201 28-617028-6170 岩井　梨沙岩井　梨沙 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311 いわい　りさ

202202 28-609928-6099 金子　大輔金子　大輔
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店

140-0014140-0014
品川区大井1-50-5 品川区大井1-50-5 
阪急大井町ガーデン2F阪急大井町ガーデン2F

03-6429-418803-6429-4188
かねこ　だい

すけ

203203 17-275217-2752 小島　武史小島　武史
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
こじま　たけ

し

204204 19-317919-3179 清水　大輔清水　大輔
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
しみず　だい

すけ

205205 20-344420-3444 栗山　彩栗山　彩
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
くりやま　あ

や

206206 9-17759-1775 岩﨑　信彦岩﨑　信彦 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884
いわさき　の

ぶひこ

207207 21-397521-3975 澤田　琢澤田　琢 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884 さわだ　たく

208208 25-508025-5080 夏堀　貴博夏堀　貴博 （株）オリゾン　五反田 TOC 店（株）オリゾン　五反田 TOC 店 141-0031141-0031 品川区西五反田7-22-17　B1-108品川区西五反田7-22-17　B1-108 03-3494-382003-3494-3820
なつぼり　た

かひろ

209209 6-15086-1508 岩村　歩岩村　歩 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いわむら　あ

ゆむ

210210 10-188610-1886 太田　勝基太田　勝基 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
おおた　かつ

き

211211 11-213511-2135 佐々木　康博佐々木　康博 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
ささき　やす

ひろ

212212 12-225512-2255 高田　利也高田　利也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
たかだ　とし

や

213213 16-267416-2674 内野　誠二内野　誠二 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
うちの　せい

じ

214214 19-311219-3112 三宅　俊孝三宅　俊孝 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
みやけ　とし

たか

215215 19-319519-3195 石川　正英石川　正英 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いしかわ　ま

さひで

216216 20-348520-3485 佐藤　幸一佐藤　幸一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
さとう　こう

いち

217217 21-381121-3811 茅野　智全茅野　智全 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かやの　とも

あき

218218 22-435722-4357 本久　宏一本久　宏一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
もとひさ　こ

ういち

219219 23-456423-4564 野波　義明野波　義明 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
のなみ　よし

あき

220220 25-512725-5127 城山　智也城山　智也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
しろやま　と

もや

221221 26-556126-5561 小松　正伸小松　正伸 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
こまつ　まさ

のぶ

222222 27-583627-5836 今野　敬章今野　敬章 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
こんの　たか

あき

223223 27-591327-5913 橋本　美紀橋本　美紀 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
はしもと　み

のり

224224 28-626228-6262 河窪　貴広河窪　貴広 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かわくぼ　た

かひろ

225225 26-535026-5350 中川　菫中川　菫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム戸越銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム戸越銀座店 142-0051142-0051
品川区平塚2-16-4 品川区平塚2-16-4 
石井ビル1F石井ビル1F

03-6421-591103-6421-5911
なかがわ　す

みれ

226226 16-261216-2612 井上　俊之井上　俊之 （株）メガネスーパー　梅屋敷店（株）メガネスーパー　梅屋敷店 143-0015143-0015
大田区大森西6-13-16 大田区大森西6-13-16 
MKビル1FMKビル1F

03-3765-836103-3765-8361
いのうえ　と

しゆき

227227 22-426522-4265 本田　洋介本田　洋介
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　イトーヨーカドー大森店メガネの愛眼　イトーヨーカドー大森店

143-0016143-0016
大田区大森北2-13-1 大田区大森北2-13-1 
イトーヨーカドー大森店3Fイトーヨーカドー大森店3F

03-6404-958103-6404-9581
ほんだ　よう

すけ

228228 17-270417-2704 橋村　時綱橋村　時綱 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
はしむら　と

きつな

229229 24-473824-4738 保尊　貴裕保尊　貴裕 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
ほそん　たか

ひろ

230230 25-525125-5251 原　梢子原　梢子 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
はら　しょう

こ

231231 18-293018-2930 須藤　輝夫須藤　輝夫 メガネのすどうメガネのすどう 143-0025143-0025 大田区南馬込5-32-3大田区南馬込5-32-3 03-3771-405903-3771-4059
すどう　てる

お

232232 18-293118-2931 青木　暁青木　暁 メガネのすどうメガネのすどう 143-0025143-0025 大田区南馬込5-32-3大田区南馬込5-32-3 03-3771-405903-3771-4059
あおき　さと

る

233233 19-326519-3265 高橋　康広高橋　康広 （株）イワキ　蒲田店（株）イワキ　蒲田店 144-0051144-0051
大田区西蒲田7-69-1 大田区西蒲田7-69-1 
蒲田東急プラザ4階蒲田東急プラザ4階

03-3736-311703-3736-3117
たかはし　や

すひろ

234234 26-556826-5568 浅井　隆彦浅井　隆彦 （株）イワキ　蒲田店（株）イワキ　蒲田店 144-0051144-0051
大田区西蒲田7-69-1 大田区西蒲田7-69-1 
蒲田東急プラザ4階蒲田東急プラザ4階

03-3736-311703-3736-3117
あさい　たか

ひこ

235235 23-469023-4690 工藤　藍子工藤　藍子
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店

144-0051144-0051
大田区西蒲田7-68-1 大田区西蒲田7-68-1 
グランデュオ蒲田西館9Fグランデュオ蒲田西館9F

03-6424-852603-6424-8526
くどう　あい

こ

236236 26-548726-5487 首藤　真由美首藤　真由美
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店

144-0051144-0051
大田区西蒲田7-68-1 大田区西蒲田7-68-1 
グランデュオ蒲田西館9Fグランデュオ蒲田西館9F

03-6424-852603-6424-8526
しゅとう　ま

ゆみ

237237 21-369221-3692 谷村　直城谷村　直城 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
たにむら　な

おき

238238 25-516825-5168 高橋　浩大高橋　浩大 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
たかはし　こ

うだい

239239 28-610428-6104 岩田　直己岩田　直己 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
いわた　なお

き

240240 22-418422-4184 田中　多恵子田中　多恵子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店 144-0052144-0052
大田区蒲田5-46-10 大田区蒲田5-46-10 
金親ビル4階金親ビル4階

03-5744-866103-5744-8661
たなか　たえ

こ
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201201 28-617028-6170 岩井　梨沙岩井　梨沙 （株）リオネットセンター城南　大井町店（株）リオネットセンター城南　大井町店 140-0011140-0011
品川区東大井5-11-4 品川区東大井5-11-4 
栄隆ビル栄隆ビル

03-3458-331103-3458-3311 いわい　りさ

202202 28-609928-6099 金子　大輔金子　大輔
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店眼鏡市場　阪急大井町ガーデン店

140-0014140-0014
品川区大井1-50-5 品川区大井1-50-5 
阪急大井町ガーデン2F阪急大井町ガーデン2F

03-6429-418803-6429-4188
かねこ　だい

すけ

203203 17-275217-2752 小島　武史小島　武史
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
こじま　たけ

し

204204 19-317919-3179 清水　大輔清水　大輔
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
しみず　だい

すけ

205205 20-344420-3444 栗山　彩栗山　彩
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　目黒店ヒヤリングストア　目黒店

141-0021141-0021
品川区上大崎2-14-9 品川区上大崎2-14-9 
目黒東誠ビル7F目黒東誠ビル7F

03-3445-546703-3445-5467
くりやま　あ

や

206206 9-17759-1775 岩﨑　信彦岩﨑　信彦 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884
いわさき　の

ぶひこ

207207 21-397521-3975 澤田　琢澤田　琢 （株）リオネットセンター城南　目黒店（株）リオネットセンター城南　目黒店 141-0021141-0021
品川区上大崎3-3-1 品川区上大崎3-3-1 
オバタビル2階オバタビル2階

03-5792-588403-5792-5884 さわだ　たく

208208 25-508025-5080 夏堀　貴博夏堀　貴博 （株）オリゾン　五反田 TOC 店（株）オリゾン　五反田 TOC 店 141-0031141-0031 品川区西五反田7-22-17　B1-108品川区西五反田7-22-17　B1-108 03-3494-382003-3494-3820
なつぼり　た

かひろ

209209 6-15086-1508 岩村　歩岩村　歩 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いわむら　あ

ゆむ

210210 10-188610-1886 太田　勝基太田　勝基 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
おおた　かつ

き

211211 11-213511-2135 佐々木　康博佐々木　康博 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
ささき　やす

ひろ

212212 12-225512-2255 高田　利也高田　利也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
たかだ　とし

や

213213 16-267416-2674 内野　誠二内野　誠二 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
うちの　せい

じ

214214 19-311219-3112 三宅　俊孝三宅　俊孝 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
みやけ　とし

たか

215215 19-319519-3195 石川　正英石川　正英 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
いしかわ　ま

さひで

216216 20-348520-3485 佐藤　幸一佐藤　幸一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
さとう　こう

いち

217217 21-381121-3811 茅野　智全茅野　智全 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かやの　とも

あき

218218 22-435722-4357 本久　宏一本久　宏一 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
もとひさ　こ

ういち

219219 23-456423-4564 野波　義明野波　義明 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
のなみ　よし

あき

220220 25-512725-5127 城山　智也城山　智也 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
しろやま　と

もや

221221 26-556126-5561 小松　正伸小松　正伸 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
こまつ　まさ

のぶ

222222 27-583627-5836 今野　敬章今野　敬章 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
こんの　たか

あき

223223 27-591327-5913 橋本　美紀橋本　美紀 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
はしもと　み

のり

224224 28-626228-6262 河窪　貴広河窪　貴広 ソノヴァ・ジャパン（株）　本社ソノヴァ・ジャパン（株）　本社 141-0031141-0031
品川区西五反田5-2-4 品川区西五反田5-2-4 
レキシントン・プラザ西五反田レキシントン・プラザ西五反田

03-5436-407903-5436-4079
かわくぼ　た

かひろ

225225 26-535026-5350 中川　菫中川　菫 ブルームヒアリング（株）　ブルーム戸越銀座店ブルームヒアリング（株）　ブルーム戸越銀座店 142-0051142-0051
品川区平塚2-16-4 品川区平塚2-16-4 
石井ビル1F石井ビル1F

03-6421-591103-6421-5911
なかがわ　す

みれ

226226 16-261216-2612 井上　俊之井上　俊之 （株）メガネスーパー　梅屋敷店（株）メガネスーパー　梅屋敷店 143-0015143-0015
大田区大森西6-13-16 大田区大森西6-13-16 
MKビル1FMKビル1F

03-3765-836103-3765-8361
いのうえ　と

しゆき

227227 22-426522-4265 本田　洋介本田　洋介
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　イトーヨーカドー大森店メガネの愛眼　イトーヨーカドー大森店

143-0016143-0016
大田区大森北2-13-1 大田区大森北2-13-1 
イトーヨーカドー大森店3Fイトーヨーカドー大森店3F

03-6404-958103-6404-9581
ほんだ　よう

すけ

228228 17-270417-2704 橋村　時綱橋村　時綱 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
はしむら　と

きつな

229229 24-473824-4738 保尊　貴裕保尊　貴裕 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
ほそん　たか

ひろ

230230 25-525125-5251 原　梢子原　梢子 （株）リオネットセンター城南　大森店（株）リオネットセンター城南　大森店 143-0023143-0023 大田区山王3-1-11大田区山王3-1-11 03-6429-899003-6429-8990
はら　しょう

こ

231231 18-293018-2930 須藤　輝夫須藤　輝夫 メガネのすどうメガネのすどう 143-0025143-0025 大田区南馬込5-32-3大田区南馬込5-32-3 03-3771-405903-3771-4059
すどう　てる

お

232232 18-293118-2931 青木　暁青木　暁 メガネのすどうメガネのすどう 143-0025143-0025 大田区南馬込5-32-3大田区南馬込5-32-3 03-3771-405903-3771-4059
あおき　さと

る

233233 19-326519-3265 高橋　康広高橋　康広 （株）イワキ　蒲田店（株）イワキ　蒲田店 144-0051144-0051
大田区西蒲田7-69-1 大田区西蒲田7-69-1 
蒲田東急プラザ4階蒲田東急プラザ4階

03-3736-311703-3736-3117
たかはし　や

すひろ

234234 26-556826-5568 浅井　隆彦浅井　隆彦 （株）イワキ　蒲田店（株）イワキ　蒲田店 144-0051144-0051
大田区西蒲田7-69-1 大田区西蒲田7-69-1 
蒲田東急プラザ4階蒲田東急プラザ4階

03-3736-311703-3736-3117
あさい　たか

ひこ

235235 23-469023-4690 工藤　藍子工藤　藍子
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店

144-0051144-0051
大田区西蒲田7-68-1 大田区西蒲田7-68-1 
グランデュオ蒲田西館9Fグランデュオ蒲田西館9F

03-6424-852603-6424-8526
くどう　あい

こ

236236 26-548726-5487 首藤　真由美首藤　真由美
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店ヒヤリングストア　グランデュオ蒲田店

144-0051144-0051
大田区西蒲田7-68-1 大田区西蒲田7-68-1 
グランデュオ蒲田西館9Fグランデュオ蒲田西館9F

03-6424-852603-6424-8526
しゅとう　ま

ゆみ

237237 21-369221-3692 谷村　直城谷村　直城 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
たにむら　な

おき

238238 25-516825-5168 高橋　浩大高橋　浩大 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
たかはし　こ

うだい

239239 28-610428-6104 岩田　直己岩田　直己 （株）リオネットセンター城南　蒲田店（株）リオネットセンター城南　蒲田店 144-0051144-0051 大田区西蒲田8-2-1-101大田区西蒲田8-2-1-101 03-5703-330103-5703-3301
いわた　なお

き

240240 22-418422-4184 田中　多恵子田中　多恵子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店 144-0052144-0052
大田区蒲田5-46-10 大田区蒲田5-46-10 
金親ビル4階金親ビル4階

03-5744-866103-5744-8661
たなか　たえ

こ

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

241241 24-492724-4927 松永　和義松永　和義 ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム蒲田店 144-0052144-0052
大田区蒲田5-46-10 大田区蒲田5-46-10 
金親ビル4階金親ビル4階

03-5744-866103-5744-8661
まつなが　か

ずよし

242242 21-398821-3988 伊澤　康一郎伊澤　康一郎 メガネのイザワメガネのイザワ 144-0055144-0055
大田区仲六郷2-31-9 大田区仲六郷2-31-9 
村井ビル1F村井ビル1F

03-3738-761203-3738-7612
いざわ　こう

いちろう

243243 21-391921-3919 下沢　拓典下沢　拓典 （株）リオネットセンター城南　大岡山店（株）リオネットセンター城南　大岡山店 145-0062145-0062 大田区北千束1-51-5大田区北千束1-51-5 03-6421-304103-6421-3041
しもざわ　た

くのり

244244 24-473224-4732 森　円花森　円花 （株）リオネットセンター城南　大岡山店（株）リオネットセンター城南　大岡山店 145-0062145-0062 大田区北千束1-51-5大田区北千束1-51-5 03-6421-304103-6421-3041 もり　まどか

245245 27-585427-5854 酒井　一嘉酒井　一嘉 （株）オリゾン　雪谷店（株）オリゾン　雪谷店 145-0066145-0066 大田区南雪谷2-15-8大田区南雪谷2-15-8 03-3727-523003-3727-5230
さかい　かず

よし

246246 29-641829-6418 城島　竜一城島　竜一 （株）オグラ　渋谷本店（株）オグラ　渋谷本店 150-0002150-0002
渋谷区渋谷1-24-2 渋谷区渋谷1-24-2 
朱ビル1F朱ビル1F

03-3499-215603-3499-2156
じょうじま　

りゅういち

247247 18-295318-2953 細井　賢一細井　賢一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店 150-0002150-0002
渋谷区渋谷2-19-20 渋谷区渋谷2-19-20 
宮益坂村瀬ビル2F宮益坂村瀬ビル2F

03-3406-334103-3406-3341
ほそい　けん

いち

248248 28-618428-6184 汐田　さやか汐田　さやか ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店ブルームヒアリング（株）　ブルーム渋谷店 150-0002150-0002
渋谷区渋谷2-19-20 渋谷区渋谷2-19-20 
宮益坂村瀬ビル2F宮益坂村瀬ビル2F

03-3406-334103-3406-3341
しおた　さや

か

249249 19-316119-3161 平原　昭弘平原　昭弘 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
ひらばる　あ

きひろ

250250 24-497324-4973 佐藤　さやか佐藤　さやか 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
さとう　さや

か

251251 24-497924-4979 野田　了輔野田　了輔 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
のだ　りょう

すけ

252252 28-613628-6136 草間　雄太草間　雄太 東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷東日本リオン（株）　リオネットセンター渋谷 150-0002150-0002
渋谷区渋谷3-6-19 渋谷区渋谷3-6-19 
第一矢木ビル1階第一矢木ビル1階

03-5467-402103-5467-4021
くさま　ゆう

た

253253 29-642229-6422 須藤　皓昌須藤　皓昌 池田補聴器（株）　広尾店池田補聴器（株）　広尾店 150-0012150-0012
渋谷区広尾1丁目10-6 渋谷区広尾1丁目10-6 
広尾ピア寿々1F広尾ピア寿々1F

03-6447-745503-6447-7455
すどう　てる

まさ

254254 5-13735-1373 岡田　幸代岡田　幸代 （株）イワキ　渋谷店（株）イワキ　渋谷店 150-0043150-0043 渋谷区道玄坂2-9-11渋谷区道玄坂2-9-11 03-3463-751103-3463-7511
ほりえ　なお

こ

255255 16-269716-2697 堀江　直子堀江　直子 （株）イワキ　渋谷店（株）イワキ　渋谷店 150-0043150-0043 渋谷区道玄坂2-9-11渋谷区道玄坂2-9-11 03-3463-751103-3463-7511
おかだ　さち

よ

256256 16-268616-2686 菅野　聡菅野　聡
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店

150-0043150-0043
渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷区道玄坂1-2-3 
渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F

03-3461-413303-3461-4133
すがの　さと

し

257257 17-277517-2775 菅野　利雄菅野　利雄
ヴァーナル・ブラザース（株）　ヴァーナル・ブラザース（株）　
東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店東京ヒアリングケアセンター　東急プラザ渋谷店

150-0043150-0043
渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷区道玄坂1-2-3 
渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F渋谷フクラス内　東急プラザ渋谷4F

03-3461-413303-3461-4133
すがの　とし

お

258258 21-379921-3799 小出　好修小出　好修 （株）イワキ　西武店（株）イワキ　西武店 150-8330150-8330
渋谷区宇田川町21-1 渋谷区宇田川町21-1 
西武渋谷店B館　8階西武渋谷店B館　8階

03-3462-328403-3462-3284
こいで　よし

のぶ

259259 29-647129-6471 長砂　祐一長砂　祐一 三喜（株）　本社特販部三喜（株）　本社特販部 151-0051151-0051
渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 
2F2F

03-3478-787803-3478-7878
ながすな　ゆ

ういち

260260 2-11002-1100 杉森　ひとみ杉森　ひとみ （株）シンコム　補聴器本舗　代々木（株）シンコム　補聴器本舗　代々木 151-0053151-0053
渋谷区代々木1-28-1 渋谷区代々木1-28-1 
ダムビル2Fダムビル2F

03-3320-167003-3320-1670
すぎもり　ひ

とみ

261261 7-16157-1615 片山　和幸片山　和幸 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
かたやま　か

ずゆき

262262 9-18269-1826 大西　章生大西　章生 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
おおにし　あ

きお

263263 11-208511-2085 小林　聖江小林　聖江 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
こばやし　ま

さえ

264264 16-268016-2680 榎澤　渉榎澤　渉 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
えのさわ　わ

たる

265265 18-301818-3018 泉　智宏泉　智宏 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
いずみ　とも

ひろ

266266 18-303018-3030 小林　満治小林　満治 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
こばやし　み

ちはる

267267 18-304718-3047 原　博一原　博一 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
はら　ひろか

ず

268268 19-324219-3242 山口　慎二山口　慎二 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
やまぐち　し

んじ

269269 21-396321-3963 木村　真里木村　真里 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524 きむら　まり

270270 21-404321-4043 藤嶋　葉子藤嶋　葉子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふじしま　よ

うこ

271271 25-503325-5033 小谷　舞小谷　舞 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524 こたに　まい

272272 27-567427-5674 髙橋　理沙子髙橋　理沙子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
たかはし　り

さこ

273273 27-579427-5794 今井　麻子今井　麻子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
いまい　あさ

こ

274274 28-603628-6036 藤森　素良藤森　素良 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふじもり　そ

ら

275275 28-615328-6153 奥名　珠恵奥名　珠恵 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
おくな　たま

え

276276 29-646829-6468 福田　奏子福田　奏子 リオン（株）　リオネットセンターリオン（株）　リオネットセンター 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-1-5 渋谷区代々木2-1-5 
JR南新宿ビル 1FJR南新宿ビル 1F

03-3379-552403-3379-5524
ふくだ　かな

こ

277277 15-249815-2498 篠﨑　英典篠﨑　英典 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
しのざき　ひ

でのり

278278 15-254115-2541 中澤　智洋中澤　智洋 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
なかざわ　と

もひろ

279279 21-404521-4045 田島　圭田島　圭 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433 たじま　けい

280280 26-554326-5543 橋本　尚幸橋本　尚幸 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
はしもと　な

おゆき
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281281 28-602728-6027 田中　裕斗田中　裕斗 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たなか　ゆう

と

282282 28-603928-6039 飯塚　雅飯塚　雅 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
いいづか　ま

さし

283283 28-617228-6172 宮澤　綾乃宮澤　綾乃 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
みやざわ　あ

やの

284284 29-646229-6462 髙山　拓也髙山　拓也 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たかやま　た

くや

285285 11-207911-2079 石田　裕三石田　裕三 イシダメガネイシダメガネ 151-0073151-0073
渋谷区笹塚1-30-8 渋谷区笹塚1-30-8 
デュオスカーラ笹塚101デュオスカーラ笹塚101

03-3466-541303-3466-5413
いしだ　ゆう

ぞう

286286 24-472124-4721 中西　俊量中西　俊量 （株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン（株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン 151-8580151-8580
渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 
新宿髙島屋11階メガネサロン新宿髙島屋11階メガネサロン

03-3356-196103-3356-1961
なかにし　と

しかず

287287 23-441923-4419 三浦　悠水三浦　悠水
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055
みうら　ゆう

すい

288288 27-572927-5729 尾田　汐里尾田　汐里
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055 おだ　しおり

289289 17-273717-2737 椎葉　実椎葉　実 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
しいば　みの

る

290290 25-523825-5238 瀬尾　智也瀬尾　智也 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520 せお　ともや

291291 28-611028-6110 広瀬　奈月広瀬　奈月 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
ひろせ　なつ

き

292292 20-347120-3471 甲斐　真弓甲斐　真弓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘2-12-19 目黒区自由が丘2-12-19 
3.4.1building west 2階3.4.1building west 2階

03-3724-334103-3724-3341 かい　まゆみ

293293 20-355220-3552 横溝　志穂横溝　志穂
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター自由が丘店リオネットセンター自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-8-18 目黒区自由が丘1-8-18 
マイセンビル2階マイセンビル2階

03-3718-419103-3718-4191
よこみぞ　し

ほ

294294 1-10151-1015 瀬部　保夫瀬部　保夫 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　やすお

295295 14-240214-2402 瀬部　祐美子瀬部　祐美子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　ゆみこ

296296 22-428022-4280 三森　由希子三森　由希子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460
みつもり　ゆ

きこ

297297 21-401321-4013 小西　健一小西　健一 （株）東京メガネ　世田谷若林店（株）東京メガネ　世田谷若林店 154-0023154-0023 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-631803-3411-6318
こにし　けん

いち

298298 28-619428-6194 原田　大雅原田　大雅 池田補聴器（株）　世田谷店池田補聴器（株）　世田谷店 154-0023154-0023
世田谷区若林3-17-1 世田谷区若林3-17-1 
佐藤ビル1F佐藤ビル1F

03-6450-797903-6450-7979
はらだ　たい

が

299299 16-263416-2634 藤井　紀行藤井　紀行 （株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店（株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店 154-0024154-0024
世田谷区三軒茶屋2-20-13 世田谷区三軒茶屋2-20-13 
モナーク三軒茶屋109モナーク三軒茶屋109

03-6805-314003-6805-3140
ふじい　のり

ゆき

300300 29-654329-6543 岩瀬　由里香岩瀬　由里香 （株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店（株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店 154-0024154-0024
世田谷区三軒茶屋2-20-13 世田谷区三軒茶屋2-20-13 
モナーク三軒茶屋109モナーク三軒茶屋109

03-6805-314003-6805-3140
いわせ　ゆり

か

301301 11-207011-2070 杉本　弘毅杉本　弘毅 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すぎもと　こ

うき

302302 20-347320-3473 杉田　竜一杉田　竜一 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すぎた　りゅ

ういち

303303 25-507325-5073 我妻　三朗我妻　三朗 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
あづま　さぶ

ろう

304304 25-507425-5074 鈴木　義明鈴木　義明 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すずき　よし

あき

305305 29-643129-6431 原　博司原　博司 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347 はら　ひろし

306306 29-643329-6433 佐久間　博司佐久間　博司 アイ・ビー眼鏡（株）　アイビー眼鏡（株）アイ・ビー眼鏡（株）　アイビー眼鏡（株） 156-0044156-0044 世田谷区赤堤4-45-12世田谷区赤堤4-45-12 03-3325-301003-3325-3010
さくま　ひろ

し

307307 2-11082-1108 石田　信治石田　信治 補聴器 /経堂補聴器 /経堂 156-0052156-0052
世田谷区経堂2-7-13 世田谷区経堂2-7-13 
ランドール松峰1Fランドール松峰1F

03-5450-413303-5450-4133
いしだ　しん

じ

308308 8-16498-1649 石田　孝次石田　孝次 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
いしだ　たか

つぐ

309309 19-314319-3143 今井　恭子今井　恭子 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
いまい　きょ

うこ

310310 23-466123-4661 阿部　基阿部　基 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
あべ　もとず

く

311311 3-11883-1188 東谷　圭子東谷　圭子
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
ひがしたに　

けいこ

312312 19-324619-3246 金子　泰宏金子　泰宏
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
かねこ　やす

ひろ

313313 29-649429-6494 熊取谷　直樹熊取谷　直樹
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
ひしや　なお

き

314314 29-652629-6526 須賀田　亜美須賀田　亜美 （株）TK ヒアリング　喜多見ドレミ補聴器（株）TK ヒアリング　喜多見ドレミ補聴器 157-0067157-0067
世田谷区喜多見8-22-6 世田谷区喜多見8-22-6 
ヒラモトビルヒラモトビル

03-5727-820203-5727-8202
すがた　つぐ

み

315315 20-328420-3284 富澤　貴士富澤　貴士
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　自由が丘サウンドリケン補聴器センター　自由が丘サウンド

158-0083158-0083
世田谷区奥沢5-27-5 世田谷区奥沢5-27-5 
魚菜学園ビル2F魚菜学園ビル2F

03-5729-335703-5729-3357
とみさわ　た

かし

316316 11-208411-2084 荻野　順久荻野　順久 O・H・A（株）　リケン補聴器センター　世田谷店O・H・A（株）　リケン補聴器センター　世田谷店 158-0086158-0086 世田谷区尾山台1-1-1世田谷区尾山台1-1-1 03-6802-857803-6802-8578
おぎの　より

ひさ

317317 19-319619-3196 舛川　洋恵舛川　洋恵
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　二子玉川店ヒヤリングストア　二子玉川店

158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-8 世田谷区玉川3-10-8 
アークビル3階アークビル3階

03-5797-558803-5797-5588
ますかわ　ひ

ろえ

318318 28-622828-6228 渡邉　咲乃渡邉　咲乃
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　二子玉川店ヒヤリングストア　二子玉川店

158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-8 世田谷区玉川3-10-8 
アークビル3階アークビル3階

03-5797-558803-5797-5588
わたなべ　さ

きの

319319 13-230413-2304 門谷　欣一門谷　欣一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店 158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-11 世田谷区玉川3-10-11 
ジ・エイペックスビル2F-Aジ・エイペックスビル2F-A

03-6447-983303-6447-9833
かどや　きん

いち

320320 29-642529-6425 角田　康敏角田　康敏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店 158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-11 世田谷区玉川3-10-11 
ジ・エイペックスビル2F-Aジ・エイペックスビル2F-A

03-6447-983303-6447-9833
つのだ　やす

とし



※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

281281 28-602728-6027 田中　裕斗田中　裕斗 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たなか　ゆう

と

282282 28-603928-6039 飯塚　雅飯塚　雅 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
いいづか　ま

さし

283283 28-617228-6172 宮澤　綾乃宮澤　綾乃 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
みやざわ　あ

やの

284284 29-646229-6462 髙山　拓也髙山　拓也 リオン（株）　東京営業所リオン（株）　東京営業所 151-0053151-0053
渋谷区代々木2-5-5 渋谷区代々木2-5-5 
新宿農協会館4階新宿農協会館4階

03-6276-143303-6276-1433
たかやま　た

くや

285285 11-207911-2079 石田　裕三石田　裕三 イシダメガネイシダメガネ 151-0073151-0073
渋谷区笹塚1-30-8 渋谷区笹塚1-30-8 
デュオスカーラ笹塚101デュオスカーラ笹塚101

03-3466-541303-3466-5413
いしだ　ゆう

ぞう

286286 24-472124-4721 中西　俊量中西　俊量 （株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン（株）金鳳堂　新宿髙島屋　メガネサロン 151-8580151-8580
渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 
新宿髙島屋11階メガネサロン新宿髙島屋11階メガネサロン

03-3356-196103-3356-1961
なかにし　と

しかず

287287 23-441923-4419 三浦　悠水三浦　悠水
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055
みうら　ゆう

すい

288288 27-572927-5729 尾田　汐里尾田　汐里
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　自由が丘店ヒヤリングストア　自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-26-4 目黒区自由が丘1-26-4 
ステラ自由が丘6Fステラ自由が丘6F

03-3723-205503-3723-2055 おだ　しおり

289289 17-273717-2737 椎葉　実椎葉　実 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
しいば　みの

る

290290 25-523825-5238 瀬尾　智也瀬尾　智也 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520 せお　ともや

291291 28-611028-6110 広瀬　奈月広瀬　奈月 エイド（株）　自由が丘店エイド（株）　自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-13-14 目黒区自由が丘1-13-14 
自由が丘スカイビル405自由が丘スカイビル405

03-5726-052003-5726-0520
ひろせ　なつ

き

292292 20-347120-3471 甲斐　真弓甲斐　真弓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店ブルームヒアリング（株）　ブルーム自由が丘店 152-0035152-0035
目黒区自由が丘2-12-19 目黒区自由が丘2-12-19 
3.4.1building west 2階3.4.1building west 2階

03-3724-334103-3724-3341 かい　まゆみ

293293 20-355220-3552 横溝　志穂横溝　志穂
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター自由が丘店リオネットセンター自由が丘店

152-0035152-0035
目黒区自由が丘1-8-18 目黒区自由が丘1-8-18 
マイセンビル2階マイセンビル2階

03-3718-419103-3718-4191
よこみぞ　し

ほ

294294 1-10151-1015 瀬部　保夫瀬部　保夫 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　やすお

295295 14-240214-2402 瀬部　祐美子瀬部　祐美子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460 せべ　ゆみこ

296296 22-428022-4280 三森　由希子三森　由希子 （有）補聴器のセベ（有）補聴器のセベ 154-0004154-0004 世田谷区太子堂2-14-20-101世田谷区太子堂2-14-20-101 03-3410-246003-3410-2460
みつもり　ゆ

きこ

297297 21-401321-4013 小西　健一小西　健一 （株）東京メガネ　世田谷若林店（株）東京メガネ　世田谷若林店 154-0023154-0023 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-631803-3411-6318
こにし　けん

いち

298298 28-619428-6194 原田　大雅原田　大雅 池田補聴器（株）　世田谷店池田補聴器（株）　世田谷店 154-0023154-0023
世田谷区若林3-17-1 世田谷区若林3-17-1 
佐藤ビル1F佐藤ビル1F

03-6450-797903-6450-7979
はらだ　たい

が

299299 16-263416-2634 藤井　紀行藤井　紀行 （株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店（株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店 154-0024154-0024
世田谷区三軒茶屋2-20-13 世田谷区三軒茶屋2-20-13 
モナーク三軒茶屋109モナーク三軒茶屋109

03-6805-314003-6805-3140
ふじい　のり

ゆき

300300 29-654329-6543 岩瀬　由里香岩瀬　由里香 （株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店（株）リオネットセンター城南　三軒茶屋店 154-0024154-0024
世田谷区三軒茶屋2-20-13 世田谷区三軒茶屋2-20-13 
モナーク三軒茶屋109モナーク三軒茶屋109

03-6805-314003-6805-3140
いわせ　ゆり

か

301301 11-207011-2070 杉本　弘毅杉本　弘毅 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すぎもと　こ

うき

302302 20-347320-3473 杉田　竜一杉田　竜一 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すぎた　りゅ

ういち

303303 25-507325-5073 我妻　三朗我妻　三朗 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
あづま　さぶ

ろう

304304 25-507425-5074 鈴木　義明鈴木　義明 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347
すずき　よし

あき

305305 29-643129-6431 原　博司原　博司 （株）東京メガネ　本部（株）東京メガネ　本部 154-8503154-8503 世田谷区若林1-20-11世田谷区若林1-20-11 03-3411-634703-3411-6347 はら　ひろし

306306 29-643329-6433 佐久間　博司佐久間　博司 アイ・ビー眼鏡（株）　アイビー眼鏡（株）アイ・ビー眼鏡（株）　アイビー眼鏡（株） 156-0044156-0044 世田谷区赤堤4-45-12世田谷区赤堤4-45-12 03-3325-301003-3325-3010
さくま　ひろ

し

307307 2-11082-1108 石田　信治石田　信治 補聴器 /経堂補聴器 /経堂 156-0052156-0052
世田谷区経堂2-7-13 世田谷区経堂2-7-13 
ランドール松峰1Fランドール松峰1F

03-5450-413303-5450-4133
いしだ　しん

じ

308308 8-16498-1649 石田　孝次石田　孝次 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
いしだ　たか

つぐ

309309 19-314319-3143 今井　恭子今井　恭子 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
いまい　きょ

うこ

310310 23-466123-4661 阿部　基阿部　基 （有）チトセメガネ　補聴器相談室（有）チトセメガネ　補聴器相談室 156-0054156-0054 世田谷区桜丘5-47-23世田谷区桜丘5-47-23 03-3427-011003-3427-0110
あべ　もとず

く

311311 3-11883-1188 東谷　圭子東谷　圭子
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
ひがしたに　

けいこ

312312 19-324619-3246 金子　泰宏金子　泰宏
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
かねこ　やす

ひろ

313313 29-649429-6494 熊取谷　直樹熊取谷　直樹
成城補聴器（株）　成城補聴器（株）　
成城補聴器　フィッティングルーム成城補聴器　フィッティングルーム

157-0066157-0066
世田谷区成城6-15-23 世田谷区成城6-15-23 
成城プラザビル1F成城プラザビル1F

03-3484-323603-3484-3236
ひしや　なお

き

314314 29-652629-6526 須賀田　亜美須賀田　亜美 （株）TK ヒアリング　喜多見ドレミ補聴器（株）TK ヒアリング　喜多見ドレミ補聴器 157-0067157-0067
世田谷区喜多見8-22-6 世田谷区喜多見8-22-6 
ヒラモトビルヒラモトビル

03-5727-820203-5727-8202
すがた　つぐ

み

315315 20-328420-3284 富澤　貴士富澤　貴士
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　自由が丘サウンドリケン補聴器センター　自由が丘サウンド

158-0083158-0083
世田谷区奥沢5-27-5 世田谷区奥沢5-27-5 
魚菜学園ビル2F魚菜学園ビル2F

03-5729-335703-5729-3357
とみさわ　た

かし

316316 11-208411-2084 荻野　順久荻野　順久 O・H・A（株）　リケン補聴器センター　世田谷店O・H・A（株）　リケン補聴器センター　世田谷店 158-0086158-0086 世田谷区尾山台1-1-1世田谷区尾山台1-1-1 03-6802-857803-6802-8578
おぎの　より

ひさ

317317 19-319619-3196 舛川　洋恵舛川　洋恵
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　二子玉川店ヒヤリングストア　二子玉川店

158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-8 世田谷区玉川3-10-8 
アークビル3階アークビル3階

03-5797-558803-5797-5588
ますかわ　ひ

ろえ

318318 28-622828-6228 渡邉　咲乃渡邉　咲乃
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　二子玉川店ヒヤリングストア　二子玉川店

158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-8 世田谷区玉川3-10-8 
アークビル3階アークビル3階

03-5797-558803-5797-5588
わたなべ　さ

きの

319319 13-230413-2304 門谷　欣一門谷　欣一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店 158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-11 世田谷区玉川3-10-11 
ジ・エイペックスビル2F-Aジ・エイペックスビル2F-A

03-6447-983303-6447-9833
かどや　きん

いち

320320 29-642529-6425 角田　康敏角田　康敏 ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム二子玉川店 158-0094158-0094
世田谷区玉川3-10-11 世田谷区玉川3-10-11 
ジ・エイペックスビル2F-Aジ・エイペックスビル2F-A

03-6447-983303-6447-9833
つのだ　やす

とし

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

321321 21-388521-3885 高谷　早苗高谷　早苗 （株）金鳳堂　玉川髙島屋店（株）金鳳堂　玉川髙島屋店 158-8701158-8701
世田谷区玉川3-17-1 世田谷区玉川3-17-1 
玉川髙島屋玉川髙島屋

03-3700-532103-3700-5321
たかや　さな

え

322322 25-510325-5103 田村　研二田村　研二 （株）メガネスーパー　新宿中央東口店（株）メガネスーパー　新宿中央東口店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-27-5 新宿区新宿3-27-5 
K3ビル3FK3ビル3F

03-3355-065303-3355-0653
たむら　けん

じ

323323 27-578527-5785 田口　収美田口　収美 （株）メガネスーパー　新宿中央東口店（株）メガネスーパー　新宿中央東口店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-27-5 新宿区新宿3-27-5 
K3ビル3FK3ビル3F

03-3355-065303-3355-0653
たぐち　かず

み

324324 22-417322-4173 加藤　浩一加藤　浩一 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
かとう　ひろ

かず

325325 25-501225-5012 小泉　清香小泉　清香 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
こいずみ　さ

やか

326326 26-532126-5321 那須　友和那須　友和 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
なす　ともか

ず

327327 27-589827-5898 木下　晴美木下　晴美 （株）金鳳堂　伊勢丹新宿店（株）金鳳堂　伊勢丹新宿店 160-0022160-0022
新宿区新宿3-14-1 新宿区新宿3-14-1 
伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン伊勢丹新宿店本館7Fメガネサロン

03-3356-399003-3356-3990
きのした　は

るみ

328328 25-520825-5208 鈴木　季和子鈴木　季和子 （株）和真　新宿本館（株）和真　新宿本館 160-0022160-0022 新宿区新宿3-28-7新宿区新宿3-28-7 03-3354-558803-3354-5588
すずき　きわ

こ

329329 28-607928-6079 喜多村　隆一喜多村　隆一 （株）和真　和真メガネ 新宿レディースショップ（株）和真　和真メガネ 新宿レディースショップ 160-0022160-0022 新宿区新宿3-36-13新宿区新宿3-36-13 03-5269-175103-5269-1751
きたむら　

りゅういち

330330 23-457423-4574 多紀　正典多紀　正典
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
たき　まさの

り

331331 27-582827-5828 加藤　孝次加藤　孝次
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
かとう　たか

つぐ

332332 28-617528-6175 松平　明憲松平　明憲
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
まつだいら　

あきのり

333333 29-655629-6556 富永　法子富永　法子
（株）NJH　（株）NJH　
京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ京王百貨店新宿店　補聴器オーダースタジオ

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-1-4 新宿区西新宿1-1-4 
京王百貨店新宿店8F京王百貨店新宿店8F

03-5321-538503-5321-5385
とみなが　の

りこ

334334 24-488024-4880 村松　桃子村松　桃子
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　新宿西口店ヒヤリングストア　新宿西口店

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-3-3 新宿区西新宿1-3-3 
シナガワステーションビル新宿5Fシナガワステーションビル新宿5F

03-6304-538803-6304-5388
むらまつ　も

もこ

335335 25-527725-5277 中玉利　杏美中玉利　杏美
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　新宿西口店ヒヤリングストア　新宿西口店

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-3-3 新宿区西新宿1-3-3 
シナガワステーションビル新宿5Fシナガワステーションビル新宿5F

03-6304-538803-6304-5388
なかたまり　

あずみ

336336 25-528825-5288 根岸　元広根岸　元広
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　新宿西口店ヒヤリングストア　新宿西口店

160-0023160-0023
新宿区西新宿1-3-3 新宿区西新宿1-3-3 
シナガワステーションビル新宿5Fシナガワステーションビル新宿5F

03-6304-538803-6304-5388
ねぎし　もと

ひろ

337337 19-315919-3159 長谷川　裕樹長谷川　裕樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
はせがわ　ひ

ろき

338338 25-517225-5172 三ヶ尻　彩三ヶ尻　彩 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
みかじり　あ

や

339339 28-606228-6062 橋本　聖橋本　聖 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833
はしもと　き

よし

340340 28-615128-6151 奥津　理恵奥津　理恵 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿1-7-1 新宿区西新宿1-7-1 
松岡セントラルビル5F松岡セントラルビル5F

03-5325-483303-5325-4833 おくつ　りえ

341341 24-483624-4836 栗原　一民栗原　一民 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
くりはら　か

ずたみ

342342 29-634329-6343 関口　季帆関口　季帆 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
せきぐち　き

ほ

343343 29-635329-6353 菅野　乃里衣菅野　乃里衣 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
かんの　のり

え

344344 29-653629-6536 飯塚　菜月飯塚　菜月 マキチエ（株）　新宿店マキチエ（株）　新宿店 160-0023160-0023
新宿区西新宿7-1-11 新宿区西新宿7-1-11 
共栄ビル1F共栄ビル1F

03-3366-112203-3366-1122
いいづか　な

つき

345345 24-492424-4924 水野　忠雄水野　忠雄 （株）二橋　メガネニキョー　新宿店（株）二橋　メガネニキョー　新宿店 160-8001160-8001
新宿区西新宿1-1-3 新宿区西新宿1-1-3 
小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン

03-5325-256403-5325-2564
みずの　ただ

お

346346 28-617428-6174 宮川　恵璃花宮川　恵璃花 （株）二橋　メガネニキョー　新宿店（株）二橋　メガネニキョー　新宿店 160-8001160-8001
新宿区西新宿1-1-3 新宿区西新宿1-1-3 
小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン小田急百貨店 新宿店 本館10Fメガネサロン

03-5325-256403-5325-2564
みやがわ　え

りか

347347 28-604228-6042 笹生　富成笹生　富成 （株）メガネトップ　眼鏡市場　新宿東口本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　新宿東口本店 162-0022162-0022 新宿区新宿3-29-10新宿区新宿3-29-10 03-5369-320803-5369-3208
ささお　とみ

なり

348348 26-563026-5630 小竹　歩弥小竹　歩弥 若松河田耳鼻咽喉科クリニック若松河田耳鼻咽喉科クリニック 162-0056162-0056
新宿区若松町31-4  新宿区若松町31-4  
エスタンシア2Fエスタンシア2F

03-5292-378703-5292-3787
こたけ　あゆ

み

349349 13-230913-2309 山内　定基山内　定基 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
やまうち　さ

だき

350350 17-281217-2812 小田　和宏小田　和宏 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだ　かずひ

ろ

351351 18-295218-2952 徳永　清彦徳永　清彦 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
とくなが　き

よひこ

352352 20-349020-3490 立花　輝夫立花　輝夫 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
たちばな　て

るお

353353 20-349120-3491 川島　正之川島　正之 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
かわしま　ま

さゆき

354354 20-349620-3496 青野　基青野　基 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あおの　もと

き

355355 20-352220-3522 松浦　伸明松浦　伸明 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まつうら　の

ぶあき

356356 21-368321-3683 富永　雄三富永　雄三 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
とみなが　ゆ

うぞう

357357 21-368821-3688 横山　光恵横山　光恵 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
よこやま　み

つえ

358358 21-369421-3694 小西　光雄小西　光雄 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
こにし　みつ

お

359359 22-426022-4260 大石　敏雄大石　敏雄 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おおいし　と

しお

360360 23-457123-4571 今井　健二今井　健二 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
いまい　けん

じ
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361361 23-457223-4572 水上　宗興水上　宗興 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
みずかみ　ひ

ろき

362362 24-490624-4906 阿部　健太郎阿部　健太郎 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あべ　けんた

ろう

363363 25-512025-5120 吾妻　秀司吾妻　秀司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あづま　しゅ

うじ

364364 27-588027-5880 藤原　元藤原　元 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじわら　げ

ん

365365 27-588527-5885 藤井　千里藤井　千里 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじい　せん

り

366366 28-617728-6177 小田倉　光司小田倉　光司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだくら　こ

うじ

367367 29-643629-6436 町山　隆史町山　隆史 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まちやま　た

かし

368368 21-369021-3690 橋下　和正橋下　和正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新宿センタービル店パリミキ　新宿センタービル店

163-0690163-0690
新宿区西新宿1-25-1 新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルB1F新宿センタービルB1F

03-3348-547603-3348-5476
はしした　か

ずまさ

369369 21-365921-3659 西野　秀行西野　秀行
（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　
中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　

164-0001164-0001
中野区中野3-34-32 中野区中野3-34-32 
凱旋ビル5F凱旋ビル5F

03-3229-413303-3229-4133
にしの　ひで

ゆき

370370 23-465123-4651 多比良　佑多比良　佑 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733 たひら　ゆう

371371 29-631629-6316 上嶋　朋子上嶋　朋子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733
うえしま　と

もこ

372372 23-449823-4498 松本　新松本　新
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
まつもと　し

ん

373373 27-566227-5662 石川　雄一石川　雄一
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
いしかわ　ゆ

ういち

374374 29-628129-6281 常盤　仁美常盤　仁美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
ときわ　ひと

み

375375 23-467523-4675 原　功一原　功一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
はら　こうい

ち

376376 27-585627-5856 井上　英法井上　英法
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
いのうえ　ひ

でのり

377377 25-528925-5289 鈴木　美紀鈴木　美紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店 166-0003166-0003
杉並区高円寺南2-20-11 杉並区高円寺南2-20-11 
シドニービル1Fシドニービル1F

03-6304-900103-6304-9001 すずき　みき

378378 19-309119-3091 大塚　祥仁大塚　祥仁 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　よ

しひと

379379 26-562426-5624 大塚　文大塚　文 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　ふ

み

380380 28-620528-6205 河副　章広河副　章広 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
かわぞえ　あ

きひろ

381381 29-629929-6299 片川　祐美片川　祐美 （株）メガネトップ　眼鏡市場　杉並成田西店（株）メガネトップ　眼鏡市場　杉並成田西店 166-0016166-0016 杉並区成田西3-20-3杉並区成田西3-20-3 03-5335-232803-5335-2328
かたかわ　ひ

ろみ

382382 12-226012-2260 木村　道紀木村　道紀
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　荻窪店リケン補聴器センター　荻窪店

167-0032167-0032
杉並区天沼3-4-3 杉並区天沼3-4-3 
吉濱ビル1階吉濱ビル1階

03-3392-623303-3392-6233
きむら　みち

のり

383383 29-652729-6527 西嶋　達典西嶋　達典 （株）SUNNY PLACE　SUNNY PLACE（株）SUNNY PLACE　SUNNY PLACE 167-0042167-0042 杉並区西荻北3-31-15杉並区西荻北3-31-15 03-6913-726803-6913-7268
にしじま　た

つのり

384384 17-271317-2713 松本　幸夫松本　幸夫 ベターエイジベターエイジ 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-3 杉並区上荻1-24-3 
イーグル上荻101イーグル上荻101

03-3391-334103-3391-3341
まつもと　ゆ

きお

385385 10-190010-1900 山家　文行山家　文行 東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-17 杉並区上荻1-24-17 
丸華ビル1F丸華ビル1F

03-5347-416603-5347-4166
やんべ　ふみ

ゆき

386386 21-399021-3990 矢澤　元貴矢澤　元貴 東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-17 杉並区上荻1-24-17 
丸華ビル1F丸華ビル1F

03-5347-416603-5347-4166
やざわ　げん

き

387387 10-188010-1880 平野　幸生平野　幸生 JINO（株）　耳のそうだん室　JINOJINO（株）　耳のそうだん室　JINO 167-0051167-0051
杉並区荻窪5-10-22 杉並区荻窪5-10-22 
美好屋ビル1F美好屋ビル1F

03-5347-303003-5347-3030
ひらの　ゆき

お

388388 21-403421-4034 中村　周作中村　周作 池田補聴器（株）　浜田山店池田補聴器（株）　浜田山店 168-0065168-0065 杉並区浜田山3-24-7杉並区浜田山3-24-7 03-5357-819903-5357-8199
なかむら　

しゅうさく

389389 29-643829-6438 亀井　陽子亀井　陽子 池田補聴器（株）　浜田山店池田補聴器（株）　浜田山店 168-0065168-0065 杉並区浜田山3-24-7杉並区浜田山3-24-7 03-5357-819903-5357-8199
かめい　よう

こ

390390 27-570027-5700 衣笠　聡子衣笠　聡子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新大久保駅前店パリミキ　新大久保駅前店

169-0073169-0073 新宿区百人町2-3-23新宿区百人町2-3-23 03-3205-832003-3205-8320
きぬがさ　さ

とこ

391391 22-431722-4317 中光　太郎中光　太郎 （株）メガネスーパー　高田馬場本店（株）メガネスーパー　高田馬場本店 169-0075169-0075
新宿区高田馬場1-28-6 新宿区高田馬場1-28-6 
清光ハイム1F清光ハイム1F

03-3232-171803-3232-1718
なかみつ　た

ろう

392392 24-498824-4988 三井　雄一郎三井　雄一郎 （株）メガネスーパー　高田馬場本店（株）メガネスーパー　高田馬場本店 169-0075169-0075
新宿区高田馬場1-28-6 新宿区高田馬場1-28-6 
清光ハイム1F清光ハイム1F

03-3232-171803-3232-1718
みつい　ゆう

いちろう

393393 21-403021-4030 鹿川　雅彦鹿川　雅彦 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
しかがわ　ま

さひこ

394394 22-432122-4321 秋庭　浩一秋庭　浩一 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
あきば　こう

いち

395395 23-450223-4502 西村　敏明西村　敏明 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
にしむら　と

しあき

396396 23-451923-4519 瀬戸　優義瀬戸　優義 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
せと　まさよ

し

397397 26-558826-5588 宇賀　伸悟宇賀　伸悟 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112 うが　しんご

398398 26-558926-5589 酒井　信孝酒井　信孝 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
さかい　のぶ

たか

399399 5-13745-1374 菅谷　保巳菅谷　保巳 ミミー補聴器（株）　巣鴨店ミミー補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002 豊島区巣鴨4-28-4豊島区巣鴨4-28-4 03-5961-153303-5961-1533
すがや　やす

み

400400 29-653429-6534 大塚　俊明大塚　俊明 ミミー補聴器（株）　巣鴨店ミミー補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002 豊島区巣鴨4-28-4豊島区巣鴨4-28-4 03-5961-153303-5961-1533
おおつか　と

しあき



※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

361361 23-457223-4572 水上　宗興水上　宗興 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
みずかみ　ひ

ろき

362362 24-490624-4906 阿部　健太郎阿部　健太郎 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あべ　けんた

ろう

363363 25-512025-5120 吾妻　秀司吾妻　秀司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
あづま　しゅ

うじ

364364 27-588027-5880 藤原　元藤原　元 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじわら　げ

ん

365365 27-588527-5885 藤井　千里藤井　千里 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
ふじい　せん

り

366366 28-617728-6177 小田倉　光司小田倉　光司 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
おだくら　こ

うじ

367367 29-643629-6436 町山　隆史町山　隆史 ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　本社 162-0825162-0825 新宿区神楽坂4-5-1新宿区神楽坂4-5-1 03-3269-413303-3269-4133
まちやま　た

かし

368368 21-369021-3690 橋下　和正橋下　和正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新宿センタービル店パリミキ　新宿センタービル店

163-0690163-0690
新宿区西新宿1-25-1 新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルB1F新宿センタービルB1F

03-3348-547603-3348-5476
はしした　か

ずまさ

369369 21-365921-3659 西野　秀行西野　秀行
（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　（株）アウトソーシングビジネスサービス WPグループ　
中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　中野ブランチ　にっこり補聴器屋さん　

164-0001164-0001
中野区中野3-34-32 中野区中野3-34-32 
凱旋ビル5F凱旋ビル5F

03-3229-413303-3229-4133
にしの　ひで

ゆき

370370 23-465123-4651 多比良　佑多比良　佑 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733 たひら　ゆう

371371 29-631629-6316 上嶋　朋子上嶋　朋子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム中野店 164-0001164-0001
中野区中野5-32-4 中野区中野5-32-4 
中野ステーションハイツ206中野ステーションハイツ206

03-5318-173303-5318-1733
うえしま　と

もこ

372372 23-449823-4498 松本　新松本　新
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
まつもと　し

ん

373373 27-566227-5662 石川　雄一石川　雄一
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
いしかわ　ゆ

ういち

374374 29-628129-6281 常盤　仁美常盤　仁美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　中野店リオネットセンター　中野店

164-0001164-0001
中野区中野2-29-17 中野区中野2-29-17 
西條ビル2F西條ビル2F

03-6454-113303-6454-1133
ときわ　ひと

み

375375 23-467523-4675 原　功一原　功一
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
はら　こうい

ち

376376 27-585627-5856 井上　英法井上　英法
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　鷺宮店パリミキ　鷺宮店

165-0031165-0031
中野区上鷺宮2-4-1 中野区上鷺宮2-4-1 
マインドチャージパレス1Fマインドチャージパレス1F

03-3577-354103-3577-3541
いのうえ　ひ

でのり

377377 25-528925-5289 鈴木　美紀鈴木　美紀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム新高円寺店 166-0003166-0003
杉並区高円寺南2-20-11 杉並区高円寺南2-20-11 
シドニービル1Fシドニービル1F

03-6304-900103-6304-9001 すずき　みき

378378 19-309119-3091 大塚　祥仁大塚　祥仁 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　よ

しひと

379379 26-562426-5624 大塚　文大塚　文 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
おおつか　ふ

み

380380 28-620528-6205 川副　章広川副　章広 （株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店（株）大塚　プロショップ大塚　阿佐ヶ谷店 166-0004166-0004
杉並区阿佐谷南2-17-8 杉並区阿佐谷南2-17-8 
ランドエイトビル2Fランドエイトビル2F

03-6383-119803-6383-1198
かわぞえ　あ

きひろ

381381 29-629929-6299 片川　祐美片川　祐美 （株）メガネトップ　眼鏡市場　杉並成田西店（株）メガネトップ　眼鏡市場　杉並成田西店 166-0016166-0016 杉並区成田西3-20-3杉並区成田西3-20-3 03-5335-232803-5335-2328
かたかわ　ひ

ろみ

382382 12-226012-2260 木村　道紀木村　道紀
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　荻窪店リケン補聴器センター　荻窪店

167-0032167-0032
杉並区天沼3-4-3 杉並区天沼3-4-3 
吉濱ビル1階吉濱ビル1階

03-3392-623303-3392-6233
きむら　みち

のり

383383 29-652729-6527 西嶋　達典西嶋　達典 （株）SUNNY PLACE　SUNNY PLACE（株）SUNNY PLACE　SUNNY PLACE 167-0042167-0042 杉並区西荻北3-31-15杉並区西荻北3-31-15 03-6913-726803-6913-7268
にしじま　た

つのり

384384 17-271317-2713 松本　幸夫松本　幸夫 ベターエイジベターエイジ 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-3 杉並区上荻1-24-3 
イーグル上荻101イーグル上荻101

03-3391-334103-3391-3341
まつもと　ゆ

きお

385385 10-190010-1900 山家　文行山家　文行 東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-17 杉並区上荻1-24-17 
丸華ビル1F丸華ビル1F

03-5347-416603-5347-4166
やんべ　ふみ

ゆき

386386 21-399021-3990 矢澤　元貴矢澤　元貴 東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並東日本リオン（株）　リオネットセンター杉並 167-0043167-0043
杉並区上荻1-24-17 杉並区上荻1-24-17 
丸華ビル1F丸華ビル1F

03-5347-416603-5347-4166
やざわ　げん

き

387387 10-188010-1880 平野　幸生平野　幸生 JINO（株）　耳のそうだん室　JINOJINO（株）　耳のそうだん室　JINO 167-0051167-0051
杉並区荻窪5-10-22 杉並区荻窪5-10-22 
美好屋ビル1F美好屋ビル1F

03-5347-303003-5347-3030
ひらの　ゆき

お

388388 21-403421-4034 中村　周作中村　周作 池田補聴器（株）　浜田山店池田補聴器（株）　浜田山店 168-0065168-0065 杉並区浜田山3-24-7杉並区浜田山3-24-7 03-5357-819903-5357-8199
なかむら　

しゅうさく

389389 29-643829-6438 亀井　陽子亀井　陽子 池田補聴器（株）　浜田山店池田補聴器（株）　浜田山店 168-0065168-0065 杉並区浜田山3-24-7杉並区浜田山3-24-7 03-5357-819903-5357-8199
かめい　よう

こ

390390 27-570027-5700 衣笠　聡子衣笠　聡子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　新大久保駅前店パリミキ　新大久保駅前店

169-0073169-0073 新宿区百人町2-3-23新宿区百人町2-3-23 03-3205-832003-3205-8320
きぬがさ　さ

とこ

391391 22-431722-4317 中光　太郎中光　太郎 （株）メガネスーパー　高田馬場本店（株）メガネスーパー　高田馬場本店 169-0075169-0075
新宿区高田馬場1-28-6 新宿区高田馬場1-28-6 
清光ハイム1F清光ハイム1F

03-3232-171803-3232-1718
なかみつ　た

ろう

392392 24-498824-4988 三井　雄一郎三井　雄一郎 （株）メガネスーパー　高田馬場本店（株）メガネスーパー　高田馬場本店 169-0075169-0075
新宿区高田馬場1-28-6 新宿区高田馬場1-28-6 
清光ハイム1F清光ハイム1F

03-3232-171803-3232-1718
みつい　ゆう

いちろう

393393 21-403021-4030 鹿川　雅彦鹿川　雅彦 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
しかがわ　ま

さひこ

394394 22-432122-4321 秋庭　浩一秋庭　浩一 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
あきば　こう

いち

395395 23-450223-4502 西村　敏明西村　敏明 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
にしむら　と

しあき

396396 23-451923-4519 瀬戸　優義瀬戸　優義 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
せと　まさよ

し

397397 26-558826-5588 宇賀　伸悟宇賀　伸悟 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112 うが　しんご

398398 26-558926-5589 酒井　信孝酒井　信孝 （株）和真　本部（株）和真　本部 169-0075169-0075 新宿区高田馬場3-22-5新宿区高田馬場3-22-5 03-6894-011203-6894-0112
さかい　のぶ

たか

399399 5-13745-1374 菅谷　保巳菅谷　保巳 ミミー補聴器（株）　巣鴨店ミミー補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002 豊島区巣鴨4-28-4豊島区巣鴨4-28-4 03-5961-153303-5961-1533
すがや　やす

み

400400 29-653429-6534 大塚　俊明大塚　俊明 ミミー補聴器（株）　巣鴨店ミミー補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002 豊島区巣鴨4-28-4豊島区巣鴨4-28-4 03-5961-153303-5961-1533
おおつか　と

しあき

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

401401 25-518925-5189 小野　護小野　護 新日本補聴器（株）　巣鴨店新日本補聴器（株）　巣鴨店 170-0002170-0002
豊島区巣鴨3-1-11 豊島区巣鴨3-1-11 
ピカイヤ巣鴨1Fピカイヤ巣鴨1F

03-3576-163303-3576-1633 おの　まもる

402402 25-510525-5105 林　真弥林　真弥 （株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店（株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店 170-0013170-0013 豊島区東池袋1-4-6豊島区東池袋1-4-6 03-5979-905803-5979-9058
はやし　しん

や

403403 28-601928-6019 竹口　雄介竹口　雄介 （株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店（株）メガネトップ　眼鏡市場　池袋店 170-0013170-0013 豊島区東池袋1-4-6豊島区東池袋1-4-6 03-5979-905803-5979-9058
たけぐち　ゆ

うすけ

404404 7-16277-1627 葉山　裕二葉山　裕二
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　池袋店リオネットセンター城北　池袋店

170-0013170-0013
豊島区東池袋1-35-3 豊島区東池袋1-35-3 
池袋センタービル3F池袋センタービル3F

03-3983-314903-3983-3149
はやま　ゆう

じ

405405 15-255515-2555 横田　智子横田　智子
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　池袋店リオネットセンター城北　池袋店

170-0013170-0013
豊島区東池袋1-35-3 豊島区東池袋1-35-3 
池袋センタービル3F池袋センタービル3F

03-3983-314903-3983-3149
よこた　とも

こ

406406 21-372421-3724 岩下　ふさこ岩下　ふさこ ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店 170-0013170-0013
豊島区東池袋1-11-1 豊島区東池袋1-11-1 
オーク東池袋ビル7Fオーク東池袋ビル7F

03-3981-331103-3981-3311
いわした　ふ

さこ

407407 21-394321-3943 礒部　徳人礒部　徳人 ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店 170-0013170-0013
豊島区東池袋1-11-1 豊島区東池袋1-11-1 
オーク東池袋ビル7Fオーク東池袋ビル7F

03-3981-331103-3981-3311
いそべ　のり

ひと

408408 29-628829-6288 三橋　由佳三橋　由佳 ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店ブルームヒアリング（株）　ブルーム池袋店 170-0013170-0013
豊島区東池袋1-11-1 豊島区東池袋1-11-1 
オーク東池袋ビル7Fオーク東池袋ビル7F

03-3981-331103-3981-3311
みつはし　ゆ

か

409409 28-622928-6229 田中　智子田中　智子 うぐいすヘルスケア（株）　うぐいす補聴器うぐいすヘルスケア（株）　うぐいす補聴器 171-0014171-0014
豊島区池袋2-36-1 豊島区池袋2-36-1 
8F408F40

050-3590-5913050-3590-5913
たなか　とも

こ

410410 26-559026-5590 神田　慎太郎神田　慎太郎 （株）ビックカメラ　コンタクト事業部（株）ビックカメラ　コンタクト事業部 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-28-13 豊島区西池袋3-28-13 
池袋西口共同ビル8階池袋西口共同ビル8階

03-5396-070603-5396-0706
かんだ　しん

たろう

411411 25-519625-5196 東風谷　彬衣東風谷　彬衣 マキチエ（株）　池袋店マキチエ（株）　池袋店 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-23-7 豊島区西池袋3-23-7 
西池サンケイビル5F西池サンケイビル5F

03-6773-474103-6773-4741
こちや　あき

え

412412 26-560926-5609 塚本　壮紀塚本　壮紀 マキチエ（株）　池袋店マキチエ（株）　池袋店 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-23-7 豊島区西池袋3-23-7 
西池サンケイビル5F西池サンケイビル5F

03-6773-474103-6773-4741
つかもと　た

けのり

413413 29-640529-6405 須藤　邑弥須藤　邑弥 マキチエ（株）　池袋店マキチエ（株）　池袋店 171-0021171-0021
豊島区西池袋3-23-7 豊島区西池袋3-23-7 
西池サンケイビル5F西池サンケイビル5F

03-6773-474103-6773-4741
すどう　ゆう

や

414414 25-526125-5261 村重　公亮村重　公亮
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　東武池袋店ヒヤリングストア　東武池袋店

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
東武百貨店池袋店本館8階東武百貨店池袋店本館8階

050-3116-8413050-3116-8413
むらしげ　ま

さあき

415415 22-421822-4218 工藤　美樹工藤　美樹
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030 くどう　みき

416416 22-434522-4345 豊川　勝聖豊川　勝聖
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
とよかわ　か

つまさ

417417 23-463723-4637 小池　幸子小池　幸子
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
こいけ　ゆき

こ

418418 24-488224-4882 窪田　満窪田　満
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
くぼた　みつ

る

419419 24-494424-4944 小町　聡小町　聡
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
こまち　さと

し

420420 25-516525-5165 田中　宏滋田中　宏滋
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
たなか　ひろ

しげ

421421 28-615028-6150 榎本　優榎本　優
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
えのもと　ゆ

たか

422422 28-615728-6157 小川　泰央小川　泰央
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
おがわ　やす

お

423423 28-616528-6165 小倉　功小倉　功
日本オプチカル（株）　日本オプチカル（株）　
東武百貨店池袋店5階補聴器さろん東武百貨店池袋店5階補聴器さろん

171-8512171-8512
豊島区西池袋1-1-25 豊島区西池袋1-1-25 
5階11番地5階11番地

03-5951-803003-5951-8030
おぐら　いさ

お

424424 15-253015-2530 石田　しずか石田　しずか
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
いしだ　しず

か

425425 18-297618-2976 田村　正彦田村　正彦
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
たむら　まさ

ひこ

426426 24-479924-4799 竹内　久宜竹内　久宜
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
たけうち　ひ

さのり

427427 25-508825-5088 冨井　潤子冨井　潤子
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
とみい　　

じゅんこ

428428 28-607228-6072 内田　祐子内田　祐子
（株）東京メガネ　（株）東京メガネ　
西武百貨店池袋本店メガネサロン西武百貨店池袋本店メガネサロン

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-267003-5949-2670
うちだ　ゆう

こ

429429 23-450023-4500 永持　尚子永持　尚子
（株）林商事　（株）林商事　
西武池袋本店7階　スタジオヘルス西武池袋本店7階　スタジオヘルス

171-8569171-8569 豊島区南池袋1-28-1豊島区南池袋1-28-1 03-5949-274303-5949-2743
ながもち　ひ

さこ

430430 10-194510-1945 野田　善敬野田　善敬 （株）元吉医科器械　城北補聴器大山店（株）元吉医科器械　城北補聴器大山店 173-0023173-0023
板橋区大山町41-16 板橋区大山町41-16 
マウンパティ1Fマウンパティ1F

03-5966-033103-5966-0331
のだ　よしの

り

431431 11-201911-2019 野田　伸子野田　伸子 （株）元吉医科器械　城北補聴器大山店（株）元吉医科器械　城北補聴器大山店 173-0023173-0023
板橋区大山町41-16 板橋区大山町41-16 
マウンパティ1Fマウンパティ1F

03-5966-033103-5966-0331 のだ　のぶこ

432432 17-278717-2787 黒沢　弘志黒沢　弘志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器 上板橋店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器 上板橋店 174-0071174-0071 板橋区常盤台4-29-18板橋区常盤台4-29-18 03-6913-063003-6913-0630
くろさわ　ひ

ろし

433433 26-556426-5564 佐藤　良春佐藤　良春 眼鏡工房　たちばな眼鏡工房　たちばな 175-0092175-0092 板橋区赤塚2-14-21板橋区赤塚2-14-21 03-3938-823303-3938-8233
さとう　よし

はる

434434 22-437022-4370 金森　隆俊金森　隆俊
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　成増店リオネットセンター城北　成増店

175-0094175-0094 板橋区成増2-17-35板橋区成増2-17-35 03-6789-331103-6789-3311
かなもり　た

かとし

435435 27-576627-5766 高田　悠也高田　悠也
イヤーテック（株）　イヤーテック（株）　
リオネットセンター城北　成増店リオネットセンター城北　成増店

175-0094175-0094 板橋区成増2-17-35板橋区成増2-17-35 03-6789-331103-6789-3311
たかだ　ゆう

や

436436 26-559626-5596 下境　秀一下境　秀一
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　練馬店リケン補聴器センター　練馬店

176-0001176-0001
練馬区練馬1-2-2 練馬区練馬1-2-2 
八百弘ビル1F八百弘ビル1F

03-6914-903103-6914-9031
しもさかい　

しゅういち

437437 26-537826-5378 望月　剛望月　剛 （株）アメディア（株）アメディア 176-0011176-0011
練馬区豊玉上1-15-6 練馬区豊玉上1-15-6 
第10秋山ビル1F第10秋山ビル1F

03-6915-859703-6915-8597
もちづき　つ

よし

438438 20-344220-3442 宮廣　忠男宮廣　忠男 （株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店（株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-29-4 練馬区豊玉北5-29-4 
井門ビル1F井門ビル1F

03-5984-033003-5984-0330
みやひろ　た

だお

439439 22-435822-4358 宮廣　亜希子宮廣　亜希子 （株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店（株）元吉医科器械　城北補聴器練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-29-4 練馬区豊玉北5-29-4 
井門ビル1F井門ビル1F

03-5984-033003-5984-0330
みやひろ　あ

きこ

440440 9-18089-1808 伊藤　雅博伊藤　雅博 ミミー補聴器　練馬店ミミー補聴器　練馬店 176-0012176-0012
練馬区豊玉北5-5-1 練馬区豊玉北5-5-1 
ファミール豊玉1Fファミール豊玉1F

03-5877-603303-5877-6033
いとう　まさ

ひろ



※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

441441 8-17148-1714 堀　正治堀　正治
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
ほり　まさは

る

442442 16-259816-2598 堀　三幸堀　三幸
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 ほり　みゆき

443443 16-264916-2649 宇野　泰志宇野　泰志
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 うの　ひろし

444444 22-419022-4190 羽鳥　亜紀子羽鳥　亜紀子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
はとり　あき

こ

445445 25-517325-5173 石井　澄夫石井　澄夫
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　上石神井店パリミキ　上石神井店

177-0044177-0044 練馬区上石神井2-25-5練馬区上石神井2-25-5 03-5991-477003-5991-4770
いしい　すみ

お

446446 23-450523-4505 山下　晃弘山下　晃弘 （株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店（株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店 178-0063178-0063 練馬区東大泉2-1-26練馬区東大泉2-1-26 03-5947-410303-5947-4103
やました　あ

きひろ

447447 23-449723-4497 椎名　悦男椎名　悦男 （株）和真　和真メガネ　大泉店（株）和真　和真メガネ　大泉店 178-0063178-0063
練馬区東大泉2-10-11 練馬区東大泉2-10-11 
リヴィン・オズ大泉店4Fリヴィン・オズ大泉店4F

03-3925-326003-3925-3260
しいな　えつ

お

448448 14-241314-2413 白鳥　聰子白鳥　聰子 ミミー補聴器（株）　大泉学園店ミミー補聴器（株）　大泉学園店 178-0063178-0063
練馬区東大泉4-26-6 練馬区東大泉4-26-6 
加藤マンション1F加藤マンション1F

03-6339-433603-6339-4336
しらとり　さ

とこ

449449 23-443923-4439 山田　圭山田　圭 （株）和真　和真メガネ　光が丘店（株）和真　和真メガネ　光が丘店 179-0072179-0072
練馬区光が丘5-1-1 練馬区光が丘5-1-1 
リヴィン光が丘5Fリヴィン光が丘5F

03-3976-923303-3976-9233 やまだ　けい

450450 14-241614-2416 山田　哲也山田　哲也
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
やまだ　てつ

や

451451 27-575427-5754 中西　紗保理中西　紗保理
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
なかにし　さ

おり

452452 29-657329-6573 小板橋　花織小板橋　花織
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
こいたばし　

かおり

453453 24-488524-4885 山田　和茂山田　和茂 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
やまだ　かず

しげ

454454 27-573027-5730 大川　琢也大川　琢也 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
おおかわ　た

くや

455455 28-602828-6028 赤星　利佳赤星　利佳 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
あかぼし　り

か

456456 28-609328-6093 北川　秀樹北川　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
きたがわ　ひ

でき

457457 29-639329-6393 瀧戸　楓瀧戸　楓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
たきど　かえ

で

458458 12-222212-2222 立松　弘至立松　弘至 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
たてまつ　ひ

ろし

459459 26-550026-5500 柿原　悠也柿原　悠也 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
かきはら　ゆ

うや

460460 26-559926-5599 石澤　智之石澤　智之 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
こくざわ　と

もゆき

461461 27-589727-5897 野元　麻由野元　麻由 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631 のもと　まゆ

462462 29-638229-6382 佐野　翔平佐野　翔平 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
さの　しょう

へい

463463 29-641329-6413 末次　優子末次　優子 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
すえつぐ　ゆ

うこ

464464 19-325319-3253 齋藤　泰洋齋藤　泰洋
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
さいとう　や

すひろ

465465 22-410322-4103 大島　晴美大島　晴美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
おおしま　は

るみ

466466 23-468323-4683 野原　勝野原　勝
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
のはら　まさ

る

467467 27-577727-5777 羽島　佑軌羽島　佑軌
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
はしま　ゆう

き

468468 29-633129-6331 磯見　由佳磯見　由佳 （株）富士メガネ　武蔵境店（株）富士メガネ　武蔵境店 180-0023180-0023
武蔵野市境南町2-2-20 武蔵野市境南町2-2-20 
イトーヨーカドー武蔵境店東館4階イトーヨーカドー武蔵境店東館4階

0422-34-61560422-34-6156 いそみ　ゆか

469469 26-554126-5541 小島　章英小島　章英
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　武蔵野店リケン補聴器センター　武蔵野店

180-0023180-0023
武蔵野市境南町2-10-25 武蔵野市境南町2-10-25 
武蔵境マンション102武蔵境マンション102

0422-30-82160422-30-8216
こじま　あき

ひで

470470 15-254015-2540 八重樫　繁八重樫　繁 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
やえがし　し

げる

471471 21-374721-3747 上原　史子上原　史子 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
うえはら　ふ

みこ

472472 22-431922-4319 石飛　怜毅石飛　怜毅 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
いしとび　れ

いき

473473 20-354220-3542 濵地　智昭濵地　智昭 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店 182-0002182-0002
調布市仙川町1-25-4 調布市仙川町1-25-4 
シティハウス仙川1Fシティハウス仙川1F

03-5315-715003-5315-7150
はまち　とも

あき

474474 29-649229-6492 鳥羽　あかね鳥羽　あかね ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店 182-0002182-0002
調布市仙川町1-25-4 調布市仙川町1-25-4 
シティハウス仙川1Fシティハウス仙川1F

03-5315-715003-5315-7150 とば　あかね

475475 10-184910-1849 佐野　和弘佐野　和弘 ウインク佐野ウインク佐野 182-0022182-0022
調布市国領町2-5-15 調布市国領町2-5-15 
コクティ1Fコクティ1F

042-482-7522042-482-7522
さの　かずひ

ろ

476476 15-255215-2552 坂本　薫坂本　薫 （有）アルプス補聴器（有）アルプス補聴器 182-0024182-0024
調布市布田2-17-2 調布市布田2-17-2 
アークシティアレックス1Fアークシティアレックス1F

042-487-0901042-487-0901
さかもと　か

おる

477477 21-378621-3786 坂本　常江坂本　常江 （有）アルプス補聴器（有）アルプス補聴器 182-0024182-0024
調布市布田2-17-2 調布市布田2-17-2 
アークシティアレックス1Fアークシティアレックス1F

042-487-0901042-487-0901
さかもと　つ

ねえ

478478 15-244915-2449 田川　英之田川　英之 東日本リオン（株）　リオネットセンター調布店東日本リオン（株）　リオネットセンター調布店 182-0024182-0024
調布市布田1-43-2 調布市布田1-43-2 
グレースメゾン谷中S棟103グレースメゾン谷中S棟103

042-499-3340042-499-3340
たがわ　ひで

ゆき

479479 24-493224-4932 谷原　利和谷原　利和 （株）和光　和光メガネ（株）和光　和光メガネ 183-0023183-0023
府中市宮町1-100 府中市宮町1-100 
ル・シーニュ2Fル・シーニュ2F

042-368-2230042-368-2230
たにはら　と

しかず

480480 7-15547-1554 安斎　時弘安斎　時弘
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511
あんざい　と

きひろ
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441441 8-17148-1714 堀　正治堀　正治
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
ほり　まさは

る

442442 16-259816-2598 堀　三幸堀　三幸
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 ほり　みゆき

443443 16-264916-2649 宇野　泰志宇野　泰志
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330 うの　ひろし

444444 22-419022-4190 羽鳥　亜紀子羽鳥　亜紀子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター石神井公園リオネットセンター石神井公園

177-0041177-0041 練馬区石神井町2-13-5-106練馬区石神井町2-13-5-106 03-5393-533003-5393-5330
はとり　あき

こ

445445 25-517325-5173 石井　澄夫石井　澄夫
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　上石神井店パリミキ　上石神井店

177-0044177-0044 練馬区上石神井2-25-5練馬区上石神井2-25-5 03-5991-477003-5991-4770
いしい　すみ

お

446446 23-450523-4505 山下　晃弘山下　晃弘 （株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店（株）メガネトップ　眼鏡市場　練馬大泉学園店 178-0063178-0063 練馬区東大泉2-1-26練馬区東大泉2-1-26 03-5947-410303-5947-4103
やました　あ

きひろ

447447 23-449723-4497 椎名　悦男椎名　悦男 （株）和真　和真メガネ　大泉店（株）和真　和真メガネ　大泉店 178-0063178-0063
練馬区東大泉2-10-11 練馬区東大泉2-10-11 
リヴィン・オズ大泉店4Fリヴィン・オズ大泉店4F

03-3925-326003-3925-3260
しいな　えつ

お

448448 14-241314-2413 白鳥　聰子白鳥　聰子 ミミー補聴器（株）　大泉学園店ミミー補聴器（株）　大泉学園店 178-0063178-0063
練馬区東大泉4-26-6 練馬区東大泉4-26-6 
加藤マンション1F加藤マンション1F

03-6339-433603-6339-4336
しらとり　さ

とこ

449449 23-443923-4439 山田　圭山田　圭 （株）和真　和真メガネ　光が丘店（株）和真　和真メガネ　光が丘店 179-0072179-0072
練馬区光が丘5-1-1 練馬区光が丘5-1-1 
リヴィン光が丘5Fリヴィン光が丘5F

03-3976-923303-3976-9233 やまだ　けい

450450 14-241614-2416 山田　哲也山田　哲也
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
やまだ　てつ

や

451451 27-575427-5754 中西　紗保理中西　紗保理
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
なかにし　さ

おり

452452 29-657329-6573 小板橋　花織小板橋　花織
（株）リードビジョン　（株）リードビジョン　
ヒヤリングストア　吉祥寺店ヒヤリングストア　吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 
レンガ館モール3Fレンガ館モール3F

0422-23-12550422-23-1255
こいたばし　

かおり

453453 24-488524-4885 山田　和茂山田　和茂 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
やまだ　かず

しげ

454454 27-573027-5730 大川　琢也大川　琢也 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
おおかわ　た

くや

455455 28-602828-6028 赤星　利佳赤星　利佳 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
あかぼし　り

か

456456 28-609328-6093 北川　秀樹北川　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
きたがわ　ひ

でき

457457 29-639329-6393 瀧戸　楓瀧戸　楓 ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店ブルームヒアリング（株）　ブルーム吉祥寺店 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 
シュープラザビル5階シュープラザビル5階

0422-28-78000422-28-7800
たきど　かえ

で

458458 12-222212-2222 立松　弘至立松　弘至 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
たてまつ　ひ

ろし

459459 26-550026-5500 柿原　悠也柿原　悠也 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
かきはら　ゆ

うや

460460 26-559926-5599 石澤　智之石澤　智之 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
こくざわ　と

もゆき

461461 27-589727-5897 野元　麻由野元　麻由 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631 のもと　まゆ

462462 29-638229-6382 佐野　翔平佐野　翔平 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
さの　しょう

へい

463463 29-641329-6413 末次　優子末次　優子 マキチエ（株）　吉祥寺営業所マキチエ（株）　吉祥寺営業所 180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 
大石ビル4階大石ビル4階

0422-27-66310422-27-6631
すえつぐ　ゆ

うこ

464464 19-325319-3253 齋藤　泰洋齋藤　泰洋
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
さいとう　や

すひろ

465465 22-410322-4103 大島　晴美大島　晴美
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
おおしま　は

るみ

466466 23-468323-4683 野原　勝野原　勝
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
のはら　まさ

る

467467 27-577727-5777 羽島　佑軌羽島　佑軌
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター吉祥寺店リオネットセンター吉祥寺店

180-0004180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 
丸二清水ビル2F丸二清水ビル2F

0422-20-33110422-20-3311
はしま　ゆう

き

468468 29-633129-6331 磯見　由佳磯見　由佳 （株）富士メガネ　武蔵境店（株）富士メガネ　武蔵境店 180-0023180-0023
武蔵野市境南町2-2-20 武蔵野市境南町2-2-20 
イトーヨーカドー武蔵境店東館4階イトーヨーカドー武蔵境店東館4階

0422-34-61560422-34-6156 いそみ　ゆか

469469 26-554126-5541 小島　章英小島　章英
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　武蔵野店リケン補聴器センター　武蔵野店

180-0023180-0023
武蔵野市境南町2-10-25 武蔵野市境南町2-10-25 
武蔵境マンション102武蔵境マンション102

0422-30-82160422-30-8216
こじま　あき

ひで

470470 15-254015-2540 八重樫　繁八重樫　繁 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
やえがし　し

げる

471471 21-374721-3747 上原　史子上原　史子 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
うえはら　ふ

みこ

472472 22-431922-4319 石飛　怜毅石飛　怜毅 （株）イワキ　吉祥寺東急店（株）イワキ　吉祥寺東急店 180-8519180-8519
武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 
東急百貨店8F東急百貨店8F

0422-21-45670422-21-4567
いしとび　れ

いき

473473 20-354220-3542 濵地　智昭濵地　智昭 ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店 182-0002182-0002
調布市仙川町1-25-4 調布市仙川町1-25-4 
シティハウス仙川1Fシティハウス仙川1F

03-5315-715003-5315-7150
はまち　とも

あき

474474 29-649229-6492 鳥羽　あかね鳥羽　あかね ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム仙川店 182-0002182-0002
調布市仙川町1-25-4 調布市仙川町1-25-4 
シティハウス仙川1Fシティハウス仙川1F

03-5315-715003-5315-7150 とば　あかね

475475 10-184910-1849 佐野　和弘佐野　和弘 ウインク佐野ウインク佐野 182-0022182-0022
調布市国領町2-5-15 調布市国領町2-5-15 
コクティ1Fコクティ1F

042-482-7522042-482-7522
さの　かずひ

ろ

476476 15-255215-2552 坂本　薫坂本　薫 （有）アルプス補聴器（有）アルプス補聴器 182-0024182-0024
調布市布田2-17-2 調布市布田2-17-2 
アークシティアレックス1Fアークシティアレックス1F

042-487-0901042-487-0901
さかもと　か

おる

477477 21-378621-3786 坂本　常江坂本　常江 （有）アルプス補聴器（有）アルプス補聴器 182-0024182-0024
調布市布田2-17-2 調布市布田2-17-2 
アークシティアレックス1Fアークシティアレックス1F

042-487-0901042-487-0901
さかもと　つ

ねえ

478478 15-244915-2449 田川　英之田川　英之 東日本リオン（株）　リオネットセンター調布店東日本リオン（株）　リオネットセンター調布店 182-0024182-0024
調布市布田1-43-2 調布市布田1-43-2 
グレースメゾン谷中S棟103グレースメゾン谷中S棟103

042-499-3340042-499-3340
たがわ　ひで

ゆき

479479 24-493224-4932 谷原　利和谷原　利和 （株）和光　和光メガネ（株）和光　和光メガネ 183-0023183-0023
府中市宮町1-100 府中市宮町1-100 
ル・シーニュ2Fル・シーニュ2F

042-368-2230042-368-2230
たにはら　と

しかず

480480 7-15547-1554 安斎　時弘安斎　時弘
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511
あんざい　と

きひろ

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

481481 10-189810-1898 久保　泰久保　泰
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511 くぼ　やすし

482482 11-200511-2005 蓮見　隆蓮見　隆
（有）シーエッチサイエンス　（有）シーエッチサイエンス　
ボイスセンター府中　補聴器相談室ボイスセンター府中　補聴器相談室

183-0056183-0056
府中市寿町1-8-19 府中市寿町1-8-19 
アネックス1階アネックス1階

042-354-4511042-354-4511
はすみ　たか

し

483483 27-580927-5809 安田　裕雅安田　裕雅 （有）しえん　うさぎヒアリングセンター（有）しえん　うさぎヒアリングセンター 184-0003184-0003
小金井市緑町1-6-53 小金井市緑町1-6-53 
うさぎビルうさぎビル

042-386-3354042-386-3354
やすだ　ひろ

まさ

484484 21-369121-3691 鶴田　広幸鶴田　広幸 （株）小金井補聴器（株）小金井補聴器 184-0004184-0004
小金井市本町1-18-5 小金井市本町1-18-5 
村松ビル小金井3F村松ビル小金井3F

042-316-4347042-316-4347
つるた　ひろ

ゆき

485485 28-611428-6114 三浦　海音三浦　海音
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム武蔵小金井店ブルーム武蔵小金井店

184-0004184-0004
小金井市本町2-20-3 小金井市本町2-20-3 
小金井Mビル1F小金井Mビル1F

042-401-2309042-401-2309 みうら　みお

486486 29-630629-6306 下田　美保下田　美保
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
ブルーム武蔵小金井店ブルーム武蔵小金井店

184-0004184-0004
小金井市本町2-20-3 小金井市本町2-20-3 
小金井Mビル1F小金井Mビル1F

042-401-2309042-401-2309 しもだ　みほ

487487 12-225012-2250 小谷　智紀小谷　智紀
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522
こたに　とも

のり

488488 19-319419-3194 松本　良蔵松本　良蔵
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522
まつもと　

りょうぞう

489489 21-386321-3863 井出　冬木井出　冬木
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522 いで　ふゆき

490490 27-566627-5666 小出　和法小出　和法
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター国分寺店リオネットセンター国分寺店

185-0012185-0012
国分寺市本町2-2-1 国分寺市本町2-2-1 
cocobunji EAST 2階 204cocobunji EAST 2階 204

042-312-2522042-312-2522
こいで　かず

のり

491491 11-212511-2125 高田　浩高田　浩 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
たかだ　ひろ

し

492492 16-267816-2678 松井　和也松井　和也 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
まつい　かず

や

493493 20-353120-3531 久々江　隆行久々江　隆行 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
くぐえ　たか

ゆき

494494 26-551326-5513 尾澤　俊明尾澤　俊明 リオン（株）リオン（株） 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
おざわ　とし

あき

495495 16-258716-2587 津田　直紀津田　直紀 リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7833042-359-7833 つだ　なおき

496496 20-330520-3305 細野　枝美細野　枝美 リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7833042-359-7833 ほその　えみ

497497 28-609128-6091 弥永　さえ弥永　さえ リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室リオン（株）　リオン FCC　国分寺補聴相談室 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7833042-359-7833 やなが　さえ

498498 2-11112-1111 箭原　章雄箭原　章雄 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
やはら　あき

お

499499 8-16758-1675 大友　晋一大友　晋一 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
おおとも　し

んいち

500500 11-218411-2184 長谷部　剛長谷部　剛 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
はせべ　たけ

し

501501 16-265516-2655 奥田　博昭奥田　博昭 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
おくだ　ひろ

あき

502502 19-324319-3243 吉岡　淳吉岡　淳 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
よしおか　

じゅん

503503 19-324519-3245 石川　智浩石川　智浩 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いしかわ　と

もひろ

504504 19-326819-3268 熊沢　義徳熊沢　義徳 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
くまさわ　よ

しのり

505505 20-350120-3501 水埀　稔亘水埀　稔亘 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
みずたる　と

しのぶ

506506 20-356020-3560 白石　二人白石　二人 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
しらいし　つ

ぎひと

507507 21-396121-3961 植田　真澄植田　真澄 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
うえた　ます

み

508508 21-397921-3979 木村　直広木村　直広 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
きむら　なお

ひろ

509509 21-404721-4047 三上　敦史三上　敦史 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
みかみ　あつ

し

510510 21-404921-4049 原田　耕太原田　耕太 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
はらだ　こう

た

511511 21-408921-4089 磯辺　雄大磯辺　雄大 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いそべ　ゆう

だい

512512 26-532726-5327 石川　聡一郎石川　聡一郎 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いしかわ　そ

ういちろう

513513 28-606128-6061 井上　諒也井上　諒也 リオン（株）　医療機器事業部リオン（株）　医療機器事業部 185-8533185-8533 国分寺市東元町3-20-41国分寺市東元町3-20-41 042-359-7880042-359-7880
いのうえ　

りょうや

514514 23-469323-4693 玉川　雄一玉川　雄一 アイジャパン（株）　アイメガネ　小平小川町店アイジャパン（株）　アイメガネ　小平小川町店 187-0032187-0032 小平市小川町2-1328小平市小川町2-1328 042-347-6877042-347-6877
たまがわ　ゆ

ういち

515515 11-200711-2007 齋藤　勝齋藤　勝 （株）東京メガネ　リヴィン田無店（株）東京メガネ　リヴィン田無店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
リヴィン田無店4階リヴィン田無店4階

042-466-1498042-466-1498
さいとう　ま

さる

516516 19-317519-3175 北岡　和恵北岡　和恵 （株）東京メガネ　リヴィン田無店（株）東京メガネ　リヴィン田無店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
リヴィン田無店4階リヴィン田無店4階

042-466-1498042-466-1498
きたおか　か

ずえ

517517 20-355920-3559 渋谷　俊彦渋谷　俊彦 （株）東京メガネ　リヴィン田無店（株）東京メガネ　リヴィン田無店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
リヴィン田無店4階リヴィン田無店4階

042-466-1498042-466-1498
しぶや　とし

ひこ

518518 24-486024-4860 田原　瑞樹田原　瑞樹 愛眼（株）　メガネの愛眼　アスタ田無駅前店愛眼（株）　メガネの愛眼　アスタ田無駅前店 188-0011188-0011
西東京市田無町2-1-1 西東京市田無町2-1-1 
アスタ1Fアスタ1F

042-460-2255042-460-2255
たはら　みず

き

519519 19-325419-3254 皆川　卓哉皆川　卓哉 補聴器専門店　きりん堂補聴器専門店　きりん堂 188-0011188-0011
西東京市田無町4-16-5  西東京市田無町4-16-5  
モンテローザ田無1Fモンテローザ田無1F

042-451-8288042-451-8288
みながわ　た

くや

520520 7-15607-1560 榊原　博文榊原　博文
（株）サンタイム　（株）サンタイム　
久米川補聴器専門店サンタイム久米川補聴器専門店サンタイム

189-0013189-0013 東村山市栄町2-21-3東村山市栄町2-21-3 042-395-2297042-395-2297
さかきばら　

ひろふみ
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521521 29-650129-6501 千代　忠義千代　忠義
（株）サンタイム　（株）サンタイム　
久米川補聴器専門店サンタイム久米川補聴器専門店サンタイム

189-0013189-0013 東村山市栄町2-21-3東村山市栄町2-21-3 042-395-2297042-395-2297
せんだい　た

だよし

522522 21-364621-3646 飯嶋　裕二飯嶋　裕二 オンワ（株）　リオネットセンター東村山店オンワ（株）　リオネットセンター東村山店 189-0013189-0013
東村山市栄町2-19-3 東村山市栄町2-19-3 
森田ビル103森田ビル103

042-306-2202042-306-2202
いいじま　ゆ

うじ

523523 25-511825-5118 房宗　慶房宗　慶 立川補聴器センター立川補聴器センター 190-0011190-0011
立川市高松町3-21-4 立川市高松町3-21-4 
アストル1Fアストル1F

042-527-8555042-527-8555
ふさむね　け

い

524524 6-15006-1500 東原　一之東原　一之
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
とうはら　か

ずゆき

525525 21-395921-3959 木部　隆太郎木部　隆太郎
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
きべ　りゅう

たろう

526526 22-426822-4268 中田　裕久中田　裕久
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
なかた　ひろ

ひさ

527527 22-427022-4270 松永　隆裕松永　隆裕
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
まつなが　た

かひろ

528528 27-575327-5753 齋藤　裕子齋藤　裕子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
さいとう　ひ

ろこ

529529 29-632929-6329 板井　淳板井　淳
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
いたい　あつ

し

530530 20-335120-3351 永井　鎭夫永井　鎭夫 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
ながい　しず

お

531531 21-394721-3947 山野　恵里山野　恵里 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741 やまの　えり

532532 29-637529-6375 藤田　好子藤田　好子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
ふじた　よし

こ

533533 29-644629-6446 上條　智子上條　智子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
かみじょう　

ともこ

534534 11-195911-1959 斎藤　勝吉斎藤　勝吉 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
さいとう　か

つよし

535535 23-461723-4617 廣瀬　貴男廣瀬　貴男 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
ひろせ　たか

お

536536 24-499824-4998 緋田　健志緋田　健志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
あけだ　たけ

し

537537 20-356720-3567 小川　雅巨小川　雅巨
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
おがわ　まさ

お

538538 25-526025-5260 萩原　優果萩原　優果
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
はぎわら　ゆ

うか

539539 27-586327-5863 佐々木　信子佐々木　信子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
ささき　のぶ

こ

540540 27-590127-5901 佐山　陽美佐山　陽美 （株）金鳳堂　立川髙島屋店（株）金鳳堂　立川髙島屋店 190-8507190-8507
立川市曙町2-39-3 立川市曙町2-39-3 
立川髙島屋S.C.1階立川髙島屋S.C.1階

042-529-6051042-529-6051
さやま　はる

み

541541 11-208311-2083 村田　明村田　明 （株）イワキ　八王子店（株）イワキ　八王子店 192-0082192-0082
八王子市東町9-8  八王子市東町9-8  
八王子東町センタービル1F八王子東町センタービル1F

042-646-2951042-646-2951
むらた　あき

ら

542542 27-566527-5665 山﨑　修治山﨑　修治 （株）和真　八王子店（株）和真　八王子店 192-0082192-0082 八王子市東町11-1八王子市東町11-1 042-644-5481042-644-5481
やまざき　

しゅうじ

543543 29-638729-6387 松森　仁司松森　仁司 （株）和真　八王子店（株）和真　八王子店 192-0082192-0082 八王子市東町11-1八王子市東町11-1 042-644-5481042-644-5481
まつもり　ひ

とし

544544 19-324019-3240 大矢　基史大矢　基史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八王子店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八王子店 192-0082192-0082
八王子市東町1-11 八王子市東町1-11 
クイーンズビル2　1階クイーンズビル2　1階

042-649-1493042-649-1493
おおや　もと

し

545545 27-575227-5752 飯作　未華飯作　未華 （株）オグラ　八王子店（株）オグラ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町12-7 八王子市旭町12-7 
KDX八王子ビル1FKDX八王子ビル1F

042-646-5515042-646-5515
いいさく　み

か

546546 11-204711-2047 柿島　良柿島　良 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
かきしま　

りょう

547547 16-267616-2676 竹山　朗竹山　朗 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
たけやま　あ

きら

548548 21-375921-3759 山口　輝彦山口　輝彦 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
やまぐち　て

るひこ

549549 16-258816-2588 五味　智香子五味　智香子
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380 ごみ　ちかこ

550550 17-274317-2743 竹村　由紀子竹村　由紀子
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380
たけむら　ゆ

きこ

551551 20-361620-3616 佐藤　紀美香佐藤　紀美香
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380
さとう　きみ

か

552552 11-200411-2004 綿貫　幸子綿貫　幸子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店 192-0904192-0904 八王子市子安町4-15-19八王子市子安町4-15-19 042-627-0201042-627-0201
わたぬき　さ

ちこ

553553 28-612928-6129 杉田　雄作杉田　雄作 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店 192-0904192-0904 八王子市子安町4-15-19八王子市子安町4-15-19 042-627-0201042-627-0201
すぎた　ゆう

さく

554554 21-386121-3861 大室　克弘大室　克弘 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
おおむろ　か

つひろ

555555 21-408221-4082 不破　大介不破　大介 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
ふわ　だいす

け

556556 22-430422-4304 佐藤　高志佐藤　高志 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
さとう　たか

し

557557 23-467123-4671 野口　雅史野口　雅史 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
のぐち　まさ

し

558558 25-517925-5179 大村　尊則大村　尊則 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
おおむら　た

かのり

559559 29-654529-6545 佐藤　北斗佐藤　北斗 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
さとう　ほく

と

560560 23-443323-4433 立入　俊輔立入　俊輔 （株）和真　和真メガネ　イーアス高尾店（株）和真　和真メガネ　イーアス高尾店 193-0834193-0834
八王子市東浅川町550-1 八王子市東浅川町550-1 
イーアス高尾1Fイーアス高尾1F

042-673-5744042-673-5744
たちいり　

しゅんすけ



※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

521521 29-650129-6501 千代　忠義千代　忠義
（株）サンタイム　（株）サンタイム　
久米川補聴器専門店サンタイム久米川補聴器専門店サンタイム

189-0013189-0013 東村山市栄町2-21-3東村山市栄町2-21-3 042-395-2297042-395-2297
せんだい　た

だよし

522522 21-364621-3646 飯嶋　裕二飯嶋　裕二 オンワ（株）　リオネットセンター東村山店オンワ（株）　リオネットセンター東村山店 189-0013189-0013
東村山市栄町2-19-3 東村山市栄町2-19-3 
森田ビル103森田ビル103

042-306-2202042-306-2202
いいじま　ゆ

うじ

523523 25-511825-5118 房宗　慶房宗　慶 立川補聴器センター立川補聴器センター 190-0011190-0011
立川市高松町3-21-4 立川市高松町3-21-4 
アストル1Fアストル1F

042-527-8555042-527-8555
ふさむね　け

い

524524 6-15006-1500 東原　一之東原　一之
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
とうはら　か

ずゆき

525525 21-395921-3959 木部　隆太郎木部　隆太郎
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
きべ　りゅう

たろう

526526 22-426822-4268 中田　裕久中田　裕久
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
なかた　ひろ

ひさ

527527 22-427022-4270 松永　隆裕松永　隆裕
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
まつなが　た

かひろ

528528 27-575327-5753 齋藤　裕子齋藤　裕子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
さいとう　ひ

ろこ

529529 29-632929-6329 板井　淳板井　淳
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川北店リオネットセンター　立川北店

190-0012190-0012
立川市曙町1-15-1 立川市曙町1-15-1 
谷ビル2F谷ビル2F

042-524-5811042-524-5811
いたい　あつ

し

530530 20-335120-3351 永井　鎭夫永井　鎭夫 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
ながい　しず

お

531531 21-394721-3947 山野　恵里山野　恵里 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741 やまの　えり

532532 29-637529-6375 藤田　好子藤田　好子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
ふじた　よし

こ

533533 29-644629-6446 上條　智子上條　智子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　立川店 190-0022190-0022 立川市錦町2-5-1立川市錦町2-5-1 042-523-7741042-523-7741
かみじょう　

ともこ

534534 11-195911-1959 斎藤　勝吉斎藤　勝吉 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
さいとう　か

つよし

535535 23-461723-4617 廣瀬　貴男廣瀬　貴男 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
ひろせ　たか

お

536536 24-499824-4998 緋田　健志緋田　健志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム立川店 190-0023190-0023
立川市柴崎町2-2-23 立川市柴崎町2-2-23 
第2高島ビル1階第2高島ビル1階

042-522-3312042-522-3312
あけだ　たけ

し

537537 20-356720-3567 小川　雅巨小川　雅巨
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
おがわ　まさ

お

538538 25-526025-5260 萩原　優果萩原　優果
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
はぎわら　ゆ

うか

539539 27-586327-5863 佐々木　信子佐々木　信子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター　立川南店リオネットセンター　立川南店

190-0023190-0023
立川市柴崎町3-6-5 立川市柴崎町3-6-5 
五十嵐ビル4F五十嵐ビル4F

042-523-3321042-523-3321
ささき　のぶ

こ

540540 27-590127-5901 佐山　陽美佐山　陽美 （株）金鳳堂　立川髙島屋店（株）金鳳堂　立川髙島屋店 190-8507190-8507
立川市曙町2-39-3 立川市曙町2-39-3 
立川髙島屋S.C.1階立川髙島屋S.C.1階

042-529-6051042-529-6051
さやま　はる

み

541541 11-208311-2083 村田　明村田　明 （株）イワキ　八王子店（株）イワキ　八王子店 192-0082192-0082
八王子市東町9-8  八王子市東町9-8  
八王子東町センタービル1F八王子東町センタービル1F

042-646-2951042-646-2951
むらた　あき

ら

542542 27-566527-5665 山﨑　修治山﨑　修治 （株）和真　八王子店（株）和真　八王子店 192-0082192-0082 八王子市東町11-1八王子市東町11-1 042-644-5481042-644-5481
やまざき　

しゅうじ

543543 29-638729-6387 松森　仁司松森　仁司 （株）和真　八王子店（株）和真　八王子店 192-0082192-0082 八王子市東町11-1八王子市東町11-1 042-644-5481042-644-5481
まつもり　ひ

とし

544544 19-324019-3240 大矢　基史大矢　基史 ブルームヒアリング（株）　ブルーム八王子店ブルームヒアリング（株）　ブルーム八王子店 192-0082192-0082
八王子市東町1-11 八王子市東町1-11 
クイーンズビル2　1階クイーンズビル2　1階

042-649-1493042-649-1493
おおや　もと

し

545545 27-575227-5752 飯作　未華飯作　未華 （株）オグラ　八王子店（株）オグラ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町12-7 八王子市旭町12-7 
KDX八王子ビル1FKDX八王子ビル1F

042-646-5515042-646-5515
いいさく　み

か

546546 11-204711-2047 柿島　良柿島　良 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
かきしま　

りょう

547547 16-267616-2676 竹山　朗竹山　朗 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
たけやま　あ

きら

548548 21-375921-3759 山口　輝彦山口　輝彦 （株）東京メガネ　八王子店（株）東京メガネ　八王子店 192-0083192-0083
八王子市旭町10-13 八王子市旭町10-13 
カネダイ八王子ビル5Fカネダイ八王子ビル5F

042-648-2311042-648-2311
やまぐち　て

るひこ

549549 16-258816-2588 五味　智香子五味　智香子
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380 ごみ　ちかこ

550550 17-274317-2743 竹村　由紀子竹村　由紀子
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380
たけむら　ゆ

きこ

551551 20-361620-3616 佐藤　紀美香佐藤　紀美香
（有）テクニカルエイドシステムズ　（有）テクニカルエイドシステムズ　
八王子補聴器相談室八王子補聴器相談室

192-0904192-0904
八王子市子安町4-10-15 八王子市子安町4-10-15 
アクティビル1階アクティビル1階

042-686-0380042-686-0380
さとう　きみ

か

552552 11-200411-2004 綿貫　幸子綿貫　幸子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店 192-0904192-0904 八王子市子安町4-15-19八王子市子安町4-15-19 042-627-0201042-627-0201
わたぬき　さ

ちこ

553553 28-612928-6129 杉田　雄作杉田　雄作 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　八王子店 192-0904192-0904 八王子市子安町4-15-19八王子市子安町4-15-19 042-627-0201042-627-0201
すぎた　ゆう

さく

554554 21-386121-3861 大室　克弘大室　克弘 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
おおむろ　か

つひろ

555555 21-408221-4082 不破　大介不破　大介 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
ふわ　だいす

け

556556 22-430422-4304 佐藤　高志佐藤　高志 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
さとう　たか

し

557557 23-467123-4671 野口　雅史野口　雅史 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
のぐち　まさ

し

558558 25-517925-5179 大村　尊則大村　尊則 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
おおむら　た

かのり

559559 29-654529-6545 佐藤　北斗佐藤　北斗 リオンテクノ（株）リオンテクノ（株） 192-0918192-0918 八王子市兵衛2-22-2八王子市兵衛2-22-2 042-632-1133042-632-1133
さとう　ほく

と

560560 23-443323-4433 立入　俊輔立入　俊輔 （株）和真　和真メガネ　イーアス高尾店（株）和真　和真メガネ　イーアス高尾店 193-0834193-0834
八王子市東浅川町550-1 八王子市東浅川町550-1 
イーアス高尾1Fイーアス高尾1F

042-673-5744042-673-5744
たちいり　

しゅんすけ

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

561561 29-631829-6318 渡部　一成渡部　一成 愛眼（株）　メガネの愛眼 八王子店愛眼（株）　メガネの愛眼 八王子店 193-0941193-0941
八王子市狭間町1462-1  八王子市狭間町1462-1  
イトーヨーカドー八王子店3Fイトーヨーカドー八王子店3F

042-669-0951042-669-0951
わたべ　かず

なり

562562 14-242514-2425 江間　広敏江間　広敏 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535
えま　ひろと

し

563563 22-437222-4372 伊東　昌展伊東　昌展 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535
いとう　まさ

のぶ

564564 24-490224-4902 野間　皇徳野間　皇徳 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535
のま　きみの

り

565565 26-542326-5423 山田　亜矢山田　亜矢 エイド（株）　町田営業所エイド（株）　町田営業所 194-0013194-0013
町田市原町田1-1-3 町田市原町田1-1-3 
ハイストーンビル403ハイストーンビル403

042-720-2535042-720-2535 やまだ　あや

566566 24-497124-4971 下西　陽二郎下西　陽二郎 ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-17-1 町田市原町田6-17-1 
藤ビル1F藤ビル1F

042-739-4133042-739-4133
しもにし　よ

うじろう

567567 27-565427-5654 羽田　知子羽田　知子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-17-1 町田市原町田6-17-1 
藤ビル1F藤ビル1F

042-739-4133042-739-4133
はねだ　とも

こ

568568 28-619028-6190 堀内　遥堀内　遥 ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店ブルームヒアリング（株）　ブルーム町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-17-1 町田市原町田6-17-1 
藤ビル1F藤ビル1F

042-739-4133042-739-4133
ほりうち　は

るか

569569 11-207111-2071 西村　邦夫西村　邦夫 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
にしむら　く

にお

570570 24-483024-4830 須藤　和也須藤　和也 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
すとう　かず

や

571571 26-540426-5404 髙橋　佳子髙橋　佳子 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
たかはし　け

いこ

572572 29-637329-6373 廣川　亮廣川　亮 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
ひろかわ　

りょう

573573 29-652929-6529 神戸　優兵神戸　優兵 マキチエ（株）　町田店マキチエ（株）　町田店 194-0013194-0013
町田市原町田6-3-3  町田市原町田6-3-3  
5階5階

042-726-6254042-726-6254
かんべ　ゆう

へい

574574 10-194810-1948 宮永　勉宮永　勉
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133
みやなが　つ

とむ

575575 18-305618-3056 瀬戸　一也瀬戸　一也
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133 せと　かずや

576576 22-438622-4386 黒崎　伸黒崎　伸
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133
くろさき　し

ん

577577 23-467023-4670 只木　深雪只木　深雪
麻生補聴器ホールディングス（株）　麻生補聴器ホールディングス（株）　
あそう補聴器　町田店あそう補聴器　町田店

194-0021194-0021
町田市中町1-5-3 町田市中町1-5-3 
CLA司法関連・公証センタービル1FA号CLA司法関連・公証センタービル1FA号

042-710-4133042-710-4133
ただき　みゆ

き

578578 25-524125-5241 坂本　智美坂本　智美 （株）イワキ　町田店（株）イワキ　町田店 194-0022194-0022 町田市森野1-23-1町田市森野1-23-1 042-728-8861042-728-8861
さかもと　と

もみ

579579 29-648929-6489 藤原　とも藤原　とも （株）イワキ　町田店（株）イワキ　町田店 194-0022194-0022 町田市森野1-23-1町田市森野1-23-1 042-728-8861042-728-8861
ふじわら　と

も

580580 28-607028-6070 高橋　裕也高橋　裕也 （株）和真　和真メガネ　町田店（株）和真　和真メガネ　町田店 194-0022194-0022
町田市森野1-14-17 町田市森野1-14-17 
西友町田店4F西友町田店4F

042-726-8701042-726-8701
たかはし　ゆ

うや

581581 3-12353-1235 神山　重晴神山　重晴
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
かみやま　し

げはる

582582 21-387921-3879 駒田　真吾駒田　真吾
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
こまだ　しん

ご

583583 28-625928-6259 鈴木　祥子鈴木　祥子
（有）カミヤマヒヤリング　（有）カミヤマヒヤリング　
リオネットセンター町田リオネットセンター町田

194-0022194-0022
町田市森野1-22-5 町田市森野1-22-5 
五十子ビル2階五十子ビル2階

042-727-3311042-727-3311
すずき　さち

こ

584584 28-604928-6049 菅谷　徹菅谷　徹 アイジャパン（株）　アイメガネ　町田木曽店アイジャパン（株）　アイメガネ　町田木曽店 194-0036194-0036 町田市木曽東3-8-1町田市木曽東3-8-1 042-724-0201042-724-0201
すがや　とお

る

585585 22-413322-4133 北村　美恵子北村　美恵子 池田補聴器（株）　昭島店池田補聴器（株）　昭島店 196-0015196-0015
昭島市昭和町2-3-3 昭島市昭和町2-3-3 
MSビル1FMSビル1F

042-541-2476042-541-2476
きたむら　み

えこ

586586 16-258316-2583 森　和子森　和子 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店 197-0022197-0022 福生市本町97福生市本町97 042-530-2601042-530-2601 もり　かずこ

587587 26-543726-5437 土屋　和彦土屋　和彦 ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店ブルームヒアリング（株）　東京補聴器　福生店 197-0022197-0022 福生市本町97福生市本町97 042-530-2601042-530-2601
つちや　かず

ひこ

588588 27-585527-5855 吉岡　久美子吉岡　久美子 （株）日本トリカ　福生補聴器センター（株）日本トリカ　福生補聴器センター 197-0024197-0024 福生市牛浜92-1福生市牛浜92-1 042-539-1103042-539-1103
よしおか　く

みこ

589589 28-625128-6251 吉野　慶太吉野　慶太 （有）夢翔　ファミリーメガネ（有）夢翔　ファミリーメガネ 198-0024198-0024 青梅市新町9-4-2青梅市新町9-4-2 0428-33-11920428-33-1192
よしの　けい

た

590590 20-341020-3410 中嶋　健史中嶋　健史
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンターひばりが丘店リオネットセンターひばりが丘店

202-0001202-0001
西東京市ひばりが丘1-1-1 西東京市ひばりが丘1-1-1 
パルコひばりが丘1F南側パルコひばりが丘1F南側

042-439-3373042-439-3373
なかしま　た

けふみ

591591 21-391421-3914 山際　大輔山際　大輔 （株）和真　和真メガネ　ひばりヶ丘店（株）和真　和真メガネ　ひばりヶ丘店 202-0005202-0005
西東京市住吉町3-9-8 西東京市住吉町3-9-8 
西友ひばりヶ丘店3階西友ひばりヶ丘店3階

042-422-7333042-422-7333
やまぎわ　だ

いすけ

592592 28-613028-6130 内田　賢司内田　賢司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝山通り店パリミキ　滝山通り店

203-0044203-0044 東久留米市柳窪1-10-34東久留米市柳窪1-10-34 042-472-2861042-472-2861
うちだ　けん

じ

593593 29-646429-6464 松永　泰作松永　泰作
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　滝山通り店パリミキ　滝山通り店

203-0044203-0044 東久留米市柳窪1-10-34東久留米市柳窪1-10-34 042-472-2861042-472-2861
まつなが　た

いさく

594594 26-552926-5529 竹田　正典竹田　正典 （株）和真　和真メガネ　東久留米店（株）和真　和真メガネ　東久留米店 203-0053203-0053
東久留米市本町3-8-1 東久留米市本町3-8-1 
イトーヨーカドー3Fイトーヨーカドー3F

042-471-2581042-471-2581
たけだ　まさ

のり

595595 11-212211-2122 川辺　吉彰川辺　吉彰 清瀬きこえの相談室　補聴器専門店かわべ清瀬きこえの相談室　補聴器専門店かわべ 204-0022204-0022
清瀬市松山1-25-1 清瀬市松山1-25-1 
アイランドパレス1Fアイランドパレス1F

042-497-3370042-497-3370
かわべ　よし

あき

596596 29-644729-6447 加畑　有紀子加畑　有紀子
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　聖蹟桜ヶ丘店リケン補聴器センター　聖蹟桜ヶ丘店

206-0011206-0011
多摩市関戸1-1-5  多摩市関戸1-1-5  
ザ・スクエア2Fザ・スクエア2F

042-319-6472042-319-6472
かばた　ゆき

こ

597597 28-605628-6056 渡邉　恭子渡邉　恭子 愛眼（株）　メガネの愛眼　聖蹟桜ヶ丘 OPA 店愛眼（株）　メガネの愛眼　聖蹟桜ヶ丘 OPA 店 206-0011206-0011
多摩市関戸4-22 多摩市関戸4-22 
聖蹟桜ヶ丘OPA2F聖蹟桜ヶ丘OPA2F

042-376-3582042-376-3582
わたなべ　

きょうこ

598598 14-243514-2435 市村　順子市村　順子
医療法人翔和仁誠会　医療法人翔和仁誠会　
東京みみ・はな・のどサージクリニック東京みみ・はな・のどサージクリニック

206-0011206-0011 多摩市関戸2-66-1多摩市関戸2-66-1 042-371-3387042-371-3387
いちむら　

じゅんこ

599599 21-382221-3822 三浦　卓也三浦　卓也
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモールむさし村山店OPTIQUE PARIS MIKI　イオンモールむさし村山店

208-0022208-0022
武蔵村山市榎1-3 武蔵村山市榎1-3 
イオンモールむさし村山3Fイオンモールむさし村山3F

042-563-0931042-563-0931
みうら　たく

や

600600 2-10812-1081 原田　朋栄原田　朋栄
はらだ　とも

え



※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


