
※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。

香川県香川県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 21-372621-3726 小山　寛美小山　寛美 新日本補聴器（株）　高松店新日本補聴器（株）　高松店 760-0005760-0005 高松市宮脇町1-1-23高松市宮脇町1-1-23 087-835-5533087-835-5533
おやま　ひろ

よし

22 21-377021-3770 横倉　幹英横倉　幹英 新日本補聴器（株）　高松店新日本補聴器（株）　高松店 760-0005760-0005 高松市宮脇町1-1-23高松市宮脇町1-1-23 087-835-5533087-835-5533
よこくら　も

とひで

33 2-10962-1096 日向　邦彦日向　邦彦 （株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店（株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店 760-0006760-0006 高松市亀岡町2-21高松市亀岡町2-21 087-861-7882087-861-7882
ひゅうが　く

にひこ

44 14-236714-2367 日向　千夏日向　千夏 （株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店（株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店 760-0006760-0006 高松市亀岡町2-21高松市亀岡町2-21 087-861-7882087-861-7882
ひゅうが　ち

なつ

55 23-456523-4565 谷　誠吾谷　誠吾 （株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店（株）日向商会　アズマ補聴器センター　高松店 760-0006760-0006 高松市亀岡町2-21高松市亀岡町2-21 087-861-7882087-861-7882 たに　せいご

66 11-214111-2141 石原　純一石原　純一 東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター 760-0020760-0020
高松市錦町1-7-1 高松市錦町1-7-1 
スターライト錦町ビル2Fスターライト錦町ビル2F

087-822-7041087-822-7041
いしはら　

じゅんいち

77 24-488124-4881 榮　大典榮　大典 東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター東神実業（株）　トーシン・高松補聴器センター 760-0020760-0020
高松市錦町1-7-1 高松市錦町1-7-1 
スターライト錦町ビル2Fスターライト錦町ビル2F

087-822-7041087-822-7041
さかえ　ひろ

のり

88 26-539726-5397 森下　義夫森下　義夫 （株）補聴器専門館　高松店（株）補聴器専門館　高松店 760-0054760-0054
高松市常磐町1-6-1 高松市常磐町1-6-1 
井村邸に同じ井村邸に同じ

087-813-1227087-813-1227
もりした　よ

しお

99 12-225212-2252 辻　隆志辻　隆志 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店 760-0071760-0071 高松市藤塚町2-5-29高松市藤塚町2-5-29 087-834-7513087-834-7513 つじ　たかし

1010 21-400421-4004 森　正樹森　正樹 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店 760-0071760-0071 高松市藤塚町2-5-29高松市藤塚町2-5-29 087-834-7513087-834-7513 もり　まさき

1111 29-644029-6440 大濱　直哉大濱　直哉 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　高松店 760-0071760-0071 高松市藤塚町2-5-29高松市藤塚町2-5-29 087-834-7513087-834-7513
おおはま　な

おや

1212 27-591927-5919 髙橋　祐司髙橋　祐司
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　
高松三越メガネサロン高松三越メガネサロン

760-8639760-8639
高松市内町7-1 高松市内町7-1 
高松三越3Fメガネサロン高松三越3Fメガネサロン

087-825-0740087-825-0740
たかはし　ゆ

うじ

1313 17-270617-2706 竹内　元基竹内　元基 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店 761-0101761-0101 高松市春日町1642-1高松市春日町1642-1 087-843-4335087-843-4335
たけうち　も

とき

1414 27-591127-5911 松本　浩幹松本　浩幹 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　屋島店 761-0101761-0101 高松市春日町1642-1高松市春日町1642-1 087-843-4335087-843-4335
まつもと　ひ

ろき

1515 13-228913-2289 堀　詔子堀　詔子 （有）ほり補聴器　高松店（有）ほり補聴器　高松店 761-0104761-0104 高松市高松町2512-3高松市高松町2512-3 087-843-2625087-843-2625 ほり　のりこ

1616 19-307719-3077 堀　加奈恵堀　加奈恵 （有）ほり補聴器　高松店（有）ほり補聴器　高松店 761-0104761-0104 高松市高松町2512-3高松市高松町2512-3 087-843-2625087-843-2625 ほり　かなえ

1717 22-413022-4130 佐藤　善範佐藤　善範 （株）やしま医療機器　やしま補聴器（株）やしま医療機器　やしま補聴器 761-0311761-0311 高松市元山町673-2高松市元山町673-2 087-868-0206087-868-0206
さとう　よし

のり

1818 17-273117-2731 秋朝　幸二秋朝　幸二
さぬきヒアリングメディカル（株）　さぬきヒアリングメディカル（株）　
さぬき補聴器センターさぬき補聴器センター

761-0701761-0701 木田郡三木町池戸2785-6木田郡三木町池戸2785-6 087-891-3344087-891-3344
あきとも　こ

うじ

1919 21-372521-3725 平田　淳平田　淳 （有）メガネの平田　メガネのヒラタ（有）メガネの平田　メガネのヒラタ 761-1705761-1705 高松市香川町川東下1857-1高松市香川町川東下1857-1 087-879-7070087-879-7070
ひらた　じゅ

ん

2020 2-11272-1127 山田　訓慈山田　訓慈 補聴器のやまだ補聴器のやまだ 761-2304761-2304 綾歌郡綾川町萱原778-10綾歌郡綾川町萱原778-10 087-876-5449087-876-5449
やまだ　くん

じ

2121 26-532826-5328 杉本　光年杉本　光年 杉本メガネ杉本メガネ 761-2402761-2402 丸亀市綾歌町岡田下597-4丸亀市綾歌町岡田下597-4 0877-86-44540877-86-4454
すぎもと　み

つとし

2222 21-367421-3674 土居　武司土居　武司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　土庄店パリミキ　土庄店

761-4121761-4121
小豆郡土庄町渕崎甲1447-1 小豆郡土庄町渕崎甲1447-1 
オリーブタウン内オリーブタウン内

0879-62-31180879-62-3118 どい　たけし

2323 14-238314-2383 田井　清繁田井　清繁 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店 761-8075761-8075 高松市多肥下町214高松市多肥下町214 087-899-8336087-899-8336
たい　きよし

げ

2424 19-317419-3174 辻　信宏辻　信宏 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　太田店 761-8075761-8075 高松市多肥下町214高松市多肥下町214 087-899-8336087-899-8336
つじ　のぶひ

ろ

2525 21-386721-3867 砂場　以知子砂場　以知子
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　坂出本店パリミキ　坂出本店

762-0003762-0003 坂出市久米町1-1坂出市久米町1-1 0877-45-80080877-45-8008
すなば　いち

こ

2626 22-411122-4111 藤田　詠二藤田　詠二
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　坂出本店パリミキ　坂出本店

762-0003762-0003 坂出市久米町1-1坂出市久米町1-1 0877-45-80080877-45-8008
ふじた　えい

じ

2727 14-233914-2339 堀　嘉一堀　嘉一 （有）ほり補聴器　丸亀店（有）ほり補聴器　丸亀店 763-0013763-0013 丸亀市城東町3-11-13丸亀市城東町3-11-13 0877-22-33490877-22-3349
ほり　よしか

ず

2828 17-271617-2716 塩井　淳子塩井　淳子 （有）ほり補聴器　丸亀店（有）ほり補聴器　丸亀店 763-0013763-0013 丸亀市城東町3-11-13丸亀市城東町3-11-13 0877-22-33490877-22-3349
しおい　じゅ

んこ

2929 11-206311-2063 辻　秀憲辻　秀憲 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店 763-0033763-0033 丸亀市中府町2丁目7-12丸亀市中府町2丁目7-12 0877-58-13110877-58-1311
つじ　ひでの

り

3030 11-206411-2064 古市　朋哉古市　朋哉 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　丸亀店 763-0033763-0033 丸亀市中府町2丁目7-12丸亀市中府町2丁目7-12 0877-58-13110877-58-1311
ふるいち　と

もや

3131 23-447923-4479 寄元　泰秀寄元　泰秀 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン丸亀店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン丸亀店 763-0055763-0055
丸亀市新田町150 丸亀市新田町150 
ゆめタウン丸亀店3Fゆめタウン丸亀店3F

0877-58-16600877-58-1660
よりもと　や

すひで

3232 26-541926-5419 村上　誠村上　誠
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　丸亀店メガネ本舗　丸亀店

763-0071763-0071 丸亀市田村町785-1丸亀市田村町785-1 0877-23-64750877-23-6475
むらかみ　ま

こと

3333 28-616828-6168 安部　浩史安部　浩史
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　丸亀店メガネ本舗　丸亀店

763-0071763-0071 丸亀市田村町785-1丸亀市田村町785-1 0877-23-64750877-23-6475
あべ　ひろふ

み

3434 25-530525-5305 森　雅文森　雅文 （有）森時計店（有）森時計店 767-0002767-0002 三豊市高瀬町新名718-1三豊市高瀬町新名718-1 0875-72-54430875-72-5443
もり　まさふ

み

3535 25-506325-5063 猪熊　昌彦猪熊　昌彦 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　観音寺店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　観音寺店 768-0040768-0040
観音寺市柞田町甲465 観音寺市柞田町甲465 
サンビル1-2サンビル1-2

0875-24-83350875-24-8335
いぐま　まさ

ひこ

3636 20-332520-3325 田中　裕基田中　裕基 エース補聴器センター　観音寺店エース補聴器センター　観音寺店 768-0060768-0060 観音寺市観音寺町甲1164-20観音寺市観音寺町甲1164-20 0875-23-01880875-23-0188
たなか　ゆう

き

3737 22-439622-4396 竹屋　孝洋竹屋　孝洋 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン三豊店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン三豊店 769-1506769-1506
三豊市豊中町本山甲22番地 三豊市豊中町本山甲22番地 
ゆめタウン三豊店ゆめタウン三豊店

0875-56-65850875-56-6585
たけや　たか

ひろ

3838 20-330420-3304 河井　康成河井　康成 （株）カワイ時計店（株）カワイ時計店 769-2601769-2601 東かがわ市三本松1208-1東かがわ市三本松1208-1 0879-25-29220879-25-2922
かわい　やす

なり

3939 21-372721-3727 大津　芳広大津　芳広
（有）オオツコーポレーション　（有）オオツコーポレーション　
眼鏡工房オオツ眼鏡工房オオツ

769-2601769-2601 東かがわ市三本松1545-1東かがわ市三本松1545-1 0879-25-21510879-25-2151
おおつ　よし

ひろ

愛媛県愛媛県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

11 12-223912-2239 篠原　義郎篠原　義郎
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
しのはら　よ

しろう

22 15-246815-2468 兵頭　慎太郎兵頭　慎太郎
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
ひょうどう　

しんたろう

33 20-344520-3445 村上　洋一村上　洋一
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山店えひめ補聴器センター　松山店

790-0011790-0011
松山市千舟町6-4-2 松山市千舟町6-4-2 
シャンボール千舟1Fシャンボール千舟1F

089-945-4133089-945-4133
むらかみ　よ

ういち

44 3-12333-1233 高橋　清高橋　清 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
たかはし　き

よし

55 13-227113-2271 玉井　宣昭玉井　宣昭 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
たまい　のり

あき

66 24-478524-4785 金澤　大介金澤　大介 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133
かなざわ　だ

いすけ

77 25-509725-5097 井門　真知子井門　真知子 東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・松山補聴器センター 790-0011790-0011
松山市千舟町4-5-2 松山市千舟町4-5-2 
平成ビル1F平成ビル1F

089-933-4133089-933-4133 いど　まちこ

88 13-233013-2330 田中　敬三田中　敬三 エース補聴器センター　松山店エース補聴器センター　松山店 790-0012790-0012 松山市湊町4-5-24松山市湊町4-5-24 089-921-0940089-921-0940
たなか　けい

ぞう

99 9-17419-1741 三影　泰靖三影　泰靖 みかげ補聴器きこえの相談室みかげ補聴器きこえの相談室 790-0023790-0023 松山市末広町16-6松山市末広町16-6 089-934-4347089-934-4347
みかげ　ひろ

やす

1010 17-270317-2703 岡本　和見岡本　和見 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　松山店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　松山店 790-0033790-0033 松山市北藤原町2-3松山市北藤原町2-3 089-947-1311089-947-1311
おかもと　か

ずあき

1111 20-332220-3322 江口　博和江口　博和 （株）アイアイエー　竹原店（株）アイアイエー　竹原店 790-0053790-0053 松山市竹原4-9-14松山市竹原4-9-14 089-932-7200089-932-7200
えぐち　ひろ

かず

1212 5-14315-1431 井上　和由井上　和由 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店 790-0065790-0065
松山市宮西1-2-1 松山市宮西1-2-1 
フジグラン松山3階フジグラン松山3階

089-925-8066089-925-8066
たけうち　ま

さゆき

1313 23-440923-4409 竹内　正幸竹内　正幸 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン松山店 790-0065790-0065
松山市宮西1-2-1 松山市宮西1-2-1 
フジグラン松山3階フジグラン松山3階

089-925-8066089-925-8066
いのうえ　か

ずよし

1414 27-594527-5945 田中　毅宏田中　毅宏
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　松山久米店えひめ補聴器センター　松山久米店

790-0924790-0924
松山市南久米町171-5 松山市南久米町171-5 
笠井第2ビル笠井第2ビル

089-993-6939089-993-6939
たなか　とし

ひろ

1515 24-481424-4814 森谷　貴雄森谷　貴雄
ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　ニュージャパンヒヤリングエイド（株）　
松山営業所松山営業所

790-0924790-0924
松山市南久米町243-1 松山市南久米町243-1 
ゴトービル1Fゴトービル1F

089-970-6111089-970-6111
もりや　たか

お

1616 29-643029-6430 岡本　稔弥岡本　稔弥 （株）辻医科器械　補聴器センター辻　鷹子店（株）辻医科器械　補聴器センター辻　鷹子店 790-0925790-0925
松山市鷹子町588-2 松山市鷹子町588-2 
クレール鷹ノ子1Fクレール鷹ノ子1F

089-975-5543089-975-5543
おかもと　と

しや

1717 23-455123-4551 笹谷　えり笹谷　えり
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ささたに　え

り

1818 27-577527-5775 本澤　祐二本澤　祐二
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ほんざわ　ゆ

うじ

1919 28-605528-6055 藤井　淑乃藤井　淑乃
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　松山はなみずき店アズマ補聴器センター　松山はなみずき店

790-0942790-0942 松山市古川北2-9-35松山市古川北2-9-35 089-905-3375089-905-3375
ふじい　よし

の

2020 21-372221-3722 仙波　正二仙波　正二 （株）アイアイエー　束本店（株）アイアイエー　束本店 790-0962790-0962 松山市枝松1-9-35松山市枝松1-9-35 089-913-0770089-913-0770
せんば　しょ

うじ

2121 10-188410-1884 武田　昌三武田　昌三
ジャパンオプティカル（株）　ジャパンオプティカル（株）　

（株）松山三越　補聴器メガネゾーン（株）松山三越　補聴器メガネゾーン
790-8532790-8532

松山市一番町3-1-1 松山市一番町3-1-1 
松山三越4Fメガネサロン松山三越4Fメガネサロン

089-934-8145089-934-8145
たけだ　しょ

うぞう

2222 28-602928-6029 白山　欽一白山　欽一 （株）パリミキ　いよてつ髙島屋　メガネサロン（株）パリミキ　いよてつ髙島屋　メガネサロン 790-8587790-8587
松山市湊町5-1-1 松山市湊町5-1-1 
いよてつ髙島屋6Fメガネサロンいよてつ髙島屋6Fメガネサロン

089-934-6351089-934-6351
しらやま　よ

しかず

2323 23-462923-4629 飯尾　睦司飯尾　睦司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　フジグラン重信店（株）メガネトップ　眼鏡市場　フジグラン重信店 791-0216791-0216
東温市野田3-1-13 東温市野田3-1-13 
フジグラン重信生活館1Fフジグラン重信生活館1F

089-955-5108089-955-5108
いいお　むつ

し

2424 21-373021-3730 一色　晃司一色　晃司 （株）アイアイエー　R11 号店（株）アイアイエー　R11 号店 791-0245791-0245 松山市南梅本町1319-1松山市南梅本町1319-1 089-970-0660089-970-0660
いっしき　こ

うじ

2525 20-332920-3329 津田　美智代津田　美智代 （株）エヌ・アイ・シー　ハート補聴器　愛媛店（株）エヌ・アイ・シー　ハート補聴器　愛媛店 791-3155791-3155 伊予郡松前町鶴吉509-1伊予郡松前町鶴吉509-1 089-994-8400089-994-8400 つだ　みちよ

2626 25-507825-5078 黒田　章郎黒田　章郎
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　松山中央通り店パリミキ　松山中央通り店

791-8015791-8015 松山市中央1-11-1松山市中央1-11-1 089-925-3855089-925-3855
くろだ　あき

お

2727 3-12133-1213 山内　淳貴山内　淳貴
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
やまうち　あ

つき

2828 18-301018-3010 阿部　知子阿部　知子
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277 あべ　ともこ

2929 28-614628-6146 山内　恵里山内　恵里
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
やまうち　え

り

3030 28-616928-6169 藤原　英美藤原　英美
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
ふじわら　ひ

でみ

3131 29-647829-6478 坂本　美咲坂本　美咲
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　新居浜店アズマ補聴器センター　新居浜店

792-0812792-0812 新居浜市坂井町2-2-18新居浜市坂井町2-2-18 0897-35-22770897-35-2277
さかもと　み

さき

3232 28-618528-6185 守谷　充功守谷　充功
（株）スリーエムメガネ本舗　（株）スリーエムメガネ本舗　
メガネ本舗　新居浜店メガネ本舗　新居浜店

792-0825792-0825 新居浜市星原町15-43新居浜市星原町15-43 0897-40-76110897-40-7611
もりや　みつ

よし

3333 26-547126-5471 宮﨑　祐一宮﨑　祐一
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　東予西条店えひめ補聴器センター　東予西条店

793-0022793-0022
西条市本町1-1 西条市本町1-1 
森本ビル1F森本ビル1F

0897-58-50500897-58-5050
みやざき　ゆ

ういち

3434 22-414722-4147 西本　真吾西本　真吾
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　フジグラン西条店パリミキ　フジグラン西条店

793-0028793-0028
西条市新田字北新田235番地 西条市新田字北新田235番地 
フジグラン西条　別棟フジグラン西条　別棟

0897-53-30380897-53-3038
にしもと　し

んご

3535 24-475824-4758 西尾　美保西尾　美保
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　今治店えひめ補聴器センター　今治店

794-0015794-0015
今治市常盤町4-4-7 今治市常盤町4-4-7 
常盤ビル1階常盤ビル1階

0898-55-83650898-55-8365 にしお　みほ

3636 27-568727-5687 港　健一郎港　健一郎 （株）メガネトップ　眼鏡市場　今治北日吉店（株）メガネトップ　眼鏡市場　今治北日吉店 794-0054794-0054 今治市北日吉町3-5-27今治市北日吉町3-5-27 0898-34-35780898-34-3578
みなと　けん

いちろう

3737 29-632429-6324 大川　善裕大川　善裕
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　片山バイパス店パリミキ　片山バイパス店

794-0063794-0063 今治市片山2-5-23今治市片山2-5-23 0898-25-25850898-25-2585
おおかわ　よ

しひろ

3838 27-597827-5978 坂口　忠治坂口　忠治 キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店 794-0801794-0801 今治市東鳥生町3-1-40今治市東鳥生町3-1-40 0898-33-81810898-33-8181
さかぐち　た

だはる

3939 29-646929-6469 野宗　春奈野宗　春奈 キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店キコット（株）　アズマ補聴器センター　今治店 794-0801794-0801 今治市東鳥生町3-1-40今治市東鳥生町3-1-40 0898-33-81810898-33-8181
のそう　はる

な

4040 20-327920-3279 佐賀　運平佐賀　運平 ときわ補聴器センターときわ補聴器センター 795-0053795-0053 大洲市常磐町93番地大洲市常磐町93番地 0893-24-33240893-24-3324
さが　うんぺ

い



※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。

愛媛県愛媛県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

4141 26-537726-5377 酒井　義久酒井　義久
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　大洲店えひめ補聴器センター　大洲店

795-0054795-0054
大洲市中村257-1 大洲市中村257-1 
レジデンス中井1Fレジデンス中井1F

0893-59-06330893-59-0633
さかい　よし

ひさ

4242 11-202411-2024 川口　房子川口　房子 （株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店（株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店 796-0046796-0046 八幡浜市旧港1569-14八幡浜市旧港1569-14 0894-22-55660894-22-5566
かわぐち　ふ

さこ

4343 20-333020-3330 松下　寿栄松下　寿栄 （株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店（株）ドン　エンジェル補聴器　八幡浜店 796-0046796-0046 八幡浜市旧港1569-14八幡浜市旧港1569-14 0894-22-55660894-22-5566
まつした　と

しえ

4444 26-549426-5494 川田　桂子川田　桂子 （有）カワダ　カワダ（有）カワダ　カワダ 797-0015797-0015 西予市宇和町卯之町4-654西予市宇和町卯之町4-654 0894-62-70550894-62-7055
かわだ　けい

こ

4545 19-323119-3231 荒木　美羽荒木　美羽
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
えひめ補聴器センター　宇和島店えひめ補聴器センター　宇和島店

798-0034798-0034 宇和島市錦町4-17宇和島市錦町4-17 0895-26-50500895-26-5050
あらき　みは

ね

4646 11-213111-2131 久保　孝弘久保　孝弘 （株）木藤時計店　なんよ補聴器センター（株）木藤時計店　なんよ補聴器センター 798-0040798-0040 宇和島市中央町1-5-7宇和島市中央町1-5-7 0895-25-22550895-25-2255
くぼ　たかひ

ろ

4747 18-297918-2979 浜田　知則浜田　知則
（株）メガネショップかわのえ　（株）メガネショップかわのえ　
グラスアートカワノエグラスアートカワノエ

799-0101799-0101
四国中央市川之江町2033-2 四国中央市川之江町2033-2 
グラスアートカワノエ内グラスアートカワノエ内

0896-58-68080896-58-6808
はまだ　とも

のり

4848 20-349820-3498 中村　敏光中村　敏光
（株）メガネショップかわのえ　（株）メガネショップかわのえ　
メガネのかわのえフジグラン店メガネのかわのえフジグラン店

799-0113799-0113 四国中央市妻鳥町1136-1-1F四国中央市妻鳥町1136-1-1F 0896-59-41880896-59-4188
なかむら　と

しみつ

4949 19-323419-3234 加地　愛子加地　愛子
キコット（株）　キコット（株）　
アズマ補聴器センター　四国中央店アズマ補聴器センター　四国中央店

799-0413799-0413 四国中央市中曽根町5025四国中央市中曽根町5025 0896-22-33410896-22-3341 かじ　あいこ

5050 17-274517-2745 三木　眞三木　眞 中央補聴器センター中央補聴器センター 799-0422799-0422 四国中央市中之庄町574-1四国中央市中之庄町574-1 0896-24-33440896-24-3344 みき　しん

5151 20-334120-3341 松野　武雄松野　武雄 （株）重松眼鏡　アイアイエー伊予店（株）重松眼鏡　アイアイエー伊予店 799-3113799-3113
伊予市米湊714-1 伊予市米湊714-1 
アイアイエー伊予店アイアイエー伊予店

089-983-6211089-983-6211
まつの　たけ

お

5252 17-281717-2817 竹田　惣一竹田　惣一 竹田時計店竹田時計店 799-3114799-3114 伊予市灘町109-3伊予市灘町109-3 089-982-0420089-982-0420
たけだ　そう

いち


