
※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。

群馬県群馬県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8181 19-309719-3097 小林　孝子小林　孝子 （株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店（株）フィッティング Otuka　補聴器伊勢崎店 379-2221379-2221 伊勢崎市国定町1-634-3伊勢崎市国定町1-634-3 0270-63-60600270-63-6060
こばやし　た

かこ

8282 29-632129-6321 森下　幸子森下　幸子
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　笠懸店メガネ・補聴器の板垣　笠懸店

379-2311379-2311 みどり市笠懸町阿左美1053-34みどり市笠懸町阿左美1053-34 0277-76-08500277-76-0850
もりした　さ

ちこ

8383 20-346420-3464 山本　大介山本　大介
やまもと　だ

いすけ

埼玉県埼玉県
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 1-10191-1019 福澤　理福澤　理 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
ふくざわ　ま

さし

22 11-198911-1989 神原　一志神原　一志 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
かんばら　か

ずし

33 11-200111-2001 大倉　伸也大倉　伸也 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
おおくら　し

んや

44 21-378021-3780 持田　賢二持田　賢二 ドリーム補聴器 (株 )ドリーム補聴器 (株 ) 330-0055330-0055
さいたま市浦和区東高砂町14-4 さいたま市浦和区東高砂町14-4 
サンライズハスミ3階サンライズハスミ3階

048-799-3617048-799-3617
もちだ　けん

じ

55 29-628629-6286 遠藤　充洋遠藤　充洋
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオン北浦和店パリミキ　イオン北浦和店

330-0061330-0061
さいたま市浦和区常盤10-20-29 さいたま市浦和区常盤10-20-29 
イオン1階イオン1階

048-832-4780048-832-4780
えんどう　み

つひろ

66 13-228113-2281 大島　憲児大島　憲児 東日本リオン（株）東日本リオン（株） 330-0062330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2さいたま市浦和区仲町3-11-2 048-824-1205048-824-1205
おおしま　け

んじ

77 28-612428-6124 星　大樹星　大樹 東日本リオン（株）東日本リオン（株） 330-0062330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2さいたま市浦和区仲町3-11-2 048-824-1205048-824-1205 ほし　だいき

88 10-187410-1874 小西　真治小西　真治 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
こにし　しん

じ

99 11-211011-2110 須崎　邦雄須崎　邦雄 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
すざき　くに

お

1010 14-242714-2427 大島　稔之大島　稔之 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
おおしま　と

しゆき

1111 20-336220-3362 牛島　俊和牛島　俊和 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
うしじま　と

しかず

1212 25-516225-5162 薄井　崇薄井　崇 東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店東日本リオン（株）　リオネットセンター浦和店 330-0062330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-2 さいたま市浦和区仲町3-11-2 
KYJビル2階KYJビル2階

048-824-1166048-824-1166
うすい　たか

し

1313 24-496024-4960 井出　智子井出　智子 （株）イワキ　浦和店（株）イワキ　浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-11 さいたま市浦和区高砂2-6-11 
尾張屋第3ビル1・2階尾張屋第3ビル1・2階

048-824-7866048-824-7866 いで　ともこ

1414 26-537226-5372 田上　潤田上　潤 （株）イワキ　浦和店（株）イワキ　浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-11 さいたま市浦和区高砂2-6-11 
尾張屋第3ビル1・2階尾張屋第3ビル1・2階

048-824-7866048-824-7866
たがみ　じゅ

ん

1515 21-385121-3851 大淵　円大淵　円 （株）金鳳堂　伊勢丹浦和店（株）金鳳堂　伊勢丹浦和店 330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂1-15-1 さいたま市浦和区高砂1-15-1 
伊勢丹浦和店5F伊勢丹浦和店5F

048-824-5233048-824-5233
おおぶち　ま

どか

1616 22-436522-4365 三田　勝浩三田　勝浩 （株）和真　和真メガネ　浦和本館（株）和真　和真メガネ　浦和本館 330-0063330-0063 さいたま市浦和区高砂1-13-2さいたま市浦和区高砂1-13-2 048-822-6661048-822-6661
みた　かつひ

ろ

1717 28-610628-6106 久保田　樹久保田　樹 （株）和真　和真メガネ　浦和本館（株）和真　和真メガネ　浦和本館 330-0063330-0063 さいたま市浦和区高砂1-13-2さいたま市浦和区高砂1-13-2 048-822-6661048-822-6661 くぼた　みき

1818 29-653529-6535 寺﨑　泰平寺﨑　泰平
（有）テラグレイス　（有）テラグレイス　
パリミキ浦和店パリミキ浦和店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-4-8 さいたま市浦和区高砂2-4-8 
レインボー高砂1Fレインボー高砂1F

048-824-6515048-824-6515
てらさき　た

いへい

1919 9-17659-1765 遠藤　智恵子遠藤　智恵子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533
えんどう　ち

えこ

2020 11-198811-1988 稲毛田　眞嗣稲毛田　眞嗣
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533
いなげた　ま

さし

2121 17-284917-2849 簑原　理恵子簑原　理恵子
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533
みのはら　り

えこ

2222 19-319919-3199 石井　有希石井　有希
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533 いしい　ゆき

2323 22-427322-4273 薄井　美穂薄井　美穂
東日本リオン（株）　東日本リオン（株）　
リオネットセンター浦和駅前店リオネットセンター浦和駅前店

330-0063330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-7 さいたま市浦和区高砂2-7-7 
セブンビル1階6号セブンビル1階6号

048-834-1533048-834-1533 うすい　みほ

2424 29-651729-6517 宮前　良隆宮前　良隆
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　ビバモールさいたま新都心パリミキ　ビバモールさいたま新都心

330-0071330-0071
さいたま市浦和区上木崎1-13-1 さいたま市浦和区上木崎1-13-1 
ビバモールさいたま新都心店3階ビバモールさいたま新都心店3階

048-711-8771048-711-8771
みやまえ　よ

したか

2525 24-488424-4884 坂西　洋亮坂西　洋亮 （有）青柳時計店　Wink　アオヤギ（有）青柳時計店　Wink　アオヤギ 330-0074330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-9-5さいたま市浦和区北浦和1-9-5 048-882-5620048-882-5620
ばんざい　よ

うすけ

2626 26-552826-5528 藤江　周一藤江　周一 （有）青柳時計店　Wink　アオヤギ（有）青柳時計店　Wink　アオヤギ 330-0074330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-9-5さいたま市浦和区北浦和1-9-5 048-882-5620048-882-5620
ふじえ　しゅ

ういち

2727 9-17709-1770 鈴木　慎一鈴木　慎一 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
すずき　しん

いち

2828 21-377621-3776 相川　舞相川　舞 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
あいかわ　ま

い

2929 23-448223-4482 田中　一如田中　一如 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
たなか　たか

ゆき

3030 24-475124-4751 小峰　竜平小峰　竜平 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
こみね　りょ

うへい

3131 29-645129-6451 橋本　郁弥橋本　郁弥 （株）岡野電気　リオネットセンター大宮店（株）岡野電気　リオネットセンター大宮店 330-0802330-0802 さいたま市大宮区宮町5-21さいたま市大宮区宮町5-21 048-641-5721048-641-5721
はしもと　ふ

みや

3232 15-244215-2442 戸蒔　健一戸蒔　健一 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
とまき　けん

いち

3333 27-570927-5709 前納　由美子前納　由美子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
まえの　ゆみ

こ

3434 28-625528-6255 今村　俊貴今村　俊貴 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
いまむら　と

しき

3535 29-643529-6435 岡村　和周岡村　和周 ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店ブルームヒアリング（株）　ブルーム大宮店 330-0846330-0846
さいたま市大宮区大門町3-88 さいたま市大宮区大門町3-88 
逸見ビル1F逸見ビル1F

048-645-4833048-645-4833
おかむら　か

ずのり

3636 14-234814-2348 小林　孝行小林　孝行
ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン（株）　
リケン補聴器センター　大宮店リケン補聴器センター　大宮店

330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-6-12 さいたま市大宮区桜木町2-6-12 
一佳ビル1F一佳ビル1F

048-662-9012048-662-9012
こばやし　た

かゆき

3737 19-315419-3154 矢作　昌哉矢作　昌哉 マキチエ（株）　大宮営業所マキチエ（株）　大宮営業所 330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-8-5 さいたま市大宮区桜木町2-8-5 
黒須ビル5F黒須ビル5F

048-643-7077048-643-7077
やはぎ　まさ

や

3838 29-639929-6399 鳥居　聖広鳥居　聖広 マキチエ（株）　大宮営業所マキチエ（株）　大宮営業所 330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-8-5 さいたま市大宮区桜木町2-8-5 
黒須ビル5F黒須ビル5F

048-643-7077048-643-7077
とりい　きよ

ひろ

3939 29-657629-6576 渡辺　佑貴子渡辺　佑貴子 マキチエ（株）　大宮営業所マキチエ（株）　大宮営業所 330-0854330-0854
さいたま市大宮区桜木町2-8-5 さいたま市大宮区桜木町2-8-5 
黒須ビル5F黒須ビル5F

048-643-7077048-643-7077
わたなべ　ゆ

きこ

4040 23-458023-4580 林　和也林　和也 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335
はやし　かず

や



※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。

埼玉県埼玉県
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 27-571427-5714 坂　八重子坂　八重子 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335 さか　やえこ

4242 28-608928-6089 広川　義晃広川　義晃 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335
ひろかわ　よ

しあき

4343 23-452423-4524 野口　真野口　真
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　大宮北店パリミキ　大宮北店

331-0811331-0811 さいたま市北区吉野町1-4-5さいたま市北区吉野町1-4-5 048-652-9981048-652-9981
のぐち　まこ

と

4444 22-427522-4275 小檜山　崇小檜山　崇 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン大宮店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン大宮店 331-0825331-0825
さいたま市北区櫛引町2-574-1 さいたま市北区櫛引町2-574-1 
イオン大宮店2Fイオン大宮店2F

048-653-0715048-653-0715
こびやま　た

かし

4545 26-543526-5435 山﨑　真也山﨑　真也 アイジャパン（株）　アイメガネ　本店アイジャパン（株）　アイメガネ　本店 331-8760331-8760
さいたま市北区宮原町1-505-1 さいたま市北区宮原町1-505-1 
アイ第一ビルアイ第一ビル

048-660-1111048-660-1111
やまざき　し

んや

4646 28-608028-6080 関根　崇史関根　崇史 アイジャパン（株）　アイメガネ　本店アイジャパン（株）　アイメガネ　本店 331-8760331-8760
さいたま市北区宮原町1-505-1 さいたま市北区宮原町1-505-1 
アイ第一ビルアイ第一ビル

048-660-1111048-660-1111
せきね　たか

し

4747 20-337820-3378 杉浦　幹人杉浦　幹人 （株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」（株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」 332-0012332-0012
川口市本町4-13-3 川口市本町4-13-3 
デュオプラザ川口壱番館104-2デュオプラザ川口壱番館104-2

048-299-9642048-299-9642
すぎうら　み

きひと

4848 28-610828-6108 伊東　剛伊東　剛 （株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」（株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」 332-0012332-0012
川口市本町4-13-3 川口市本町4-13-3 
デュオプラザ川口壱番館104-2デュオプラザ川口壱番館104-2

048-299-9642048-299-9642
いとう　つよ

し

4949 20-328620-3286 横溝　美菜子横溝　美菜子 （有）ハーモニー補聴器（有）ハーモニー補聴器 332-0012332-0012
川口市本町4-1-8 川口市本町4-1-8 
川口センタービル1F川口センタービル1F

048-222-7801048-222-7801
よこみぞ　み

なこ

5050 18-294818-2948 田代　哲郎田代　哲郎 （株）岡野電気　リオネットセンター川口店（株）岡野電気　リオネットセンター川口店 332-0015332-0015
川口市川口3-2-4 川口市川口3-2-4 
リプレ川口一番街4号棟102リプレ川口一番街4号棟102

048-259-6896048-259-6896
たしろ　てつ

ろう

5151 20-360720-3607 前戸　友美前戸　友美 （株）東京メガネ　そごう川口店（株）東京メガネ　そごう川口店 332-8511332-8511 川口市栄町3-5-1川口市栄町3-5-1 048-258-2111048-258-2111 まえと　ゆみ

5252 29-649829-6498 齋藤　至史齋藤　至史
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　東川口店パリミキ　東川口店

333-0811333-0811 川口市戸塚2-25-12川口市戸塚2-25-12 048-297-7072048-297-7072
さいとう　ゆ

きふみ

5353 24-473724-4737 平田　尚丈平田　尚丈 （株）岡野電気　リオネットセンター蕨店（株）岡野電気　リオネットセンター蕨店 333-0851333-0851 川口市芝新町8-29川口市芝新町8-29 048-423-4520048-423-4520
ひらた　なお

ひろ

5454 6-15306-1530 坪田　修坪田　修 （株）ボイス　ボイス補聴器センター（株）ボイス　ボイス補聴器センター 335-0004335-0004 蕨市中央3-13-7蕨市中央3-13-7 048-431-3353048-431-3353
つぼた　おさ

む

5555 29-653829-6538 大月　かおり大月　かおり （株）ボイス　ボイス補聴器センター（株）ボイス　ボイス補聴器センター 335-0004335-0004 蕨市中央3-13-7蕨市中央3-13-7 048-431-3353048-431-3353
おおつき　か

おり

5656 28-619928-6199 鶴見　髙徳鶴見　髙徳 補聴器専門店　きこえさろんクロス補聴器専門店　きこえさろんクロス 335-0023335-0023
戸田市本町4-3-9 戸田市本町4-3-9 
プランドール戸田公園101-Aプランドール戸田公園101-A

048-287-3354048-287-3354
つるみ　たか

のり

5757 16-256416-2564 菊地　晃一菊地　晃一 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
きくち　こう

いち

5858 21-367621-3676 石川　秀男石川　秀男 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
いしかわ　ひ

でお

5959 27-585027-5850 榊原　暁榊原　暁 ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店 336-0022336-0022
さいたま市南区白幡3-10-11 さいたま市南区白幡3-10-11 
細淵ビル1F細淵ビル1F

048-799-2283048-799-2283
さかきばら　

さとる

6060 28-603528-6035 大塚　進一大塚　進一 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店 338-0003338-0003 さいたま市中央区本町東1-6-3さいたま市中央区本町東1-6-3 048-852-0001048-852-0001
おおつか　し

んいち

6161 26-542826-5428 見村　輝彦見村　輝彦 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
みむら　てる

ひこ

6262 28-608828-6088 伊東　史樹伊東　史樹 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
いとう　ふみ

き

6363 12-222312-2223 坂内　明坂内　明 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
ばんない　あ

きら

6464 17-279317-2793 前田　由美子前田　由美子 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
まえだ　ゆみ

こ

6565 7-15677-1567 田中　淳田中　淳 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たなか　じゅ

ん

6666 16-268516-2685 髙橋　厚志髙橋　厚志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たかはし　こ

うじ

6767 22-415222-4152 新井　丈顕新井　丈顕 （株）岡野電気　リオネットセンター草加店（株）岡野電気　リオネットセンター草加店 340-0015340-0015 草加市高砂2-16-20草加市高砂2-16-20 048-951-7550048-951-7550
あらい　たけ

あき

6868 26-543626-5436 多ヶ谷　高廣多ヶ谷　高廣
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　谷塚ファイン店アイメガネ　谷塚ファイン店

340-0023340-0023 草加市谷塚1-1-23草加市谷塚1-1-23 048-924-0001048-924-0001
たがや　たか

ひろ

6969 26-543126-5431 石川　昇石川　昇
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
いしかわ　の

ぼる

7070 27-578227-5782 山本　信弘山本　信弘
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
やまもと　の

ぶひろ

7171 21-369821-3698 青木　勝也青木　勝也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　八潮店パリミキ　八潮店

340-0816340-0816 八潮市中央2-22-1八潮市中央2-22-1 048-997-9343048-997-9343
あおき　かつ

や

7272 26-562726-5627 山戸　藤代山戸　藤代
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）　
新三郷倉庫店　新三郷倉庫店　

341-0009341-0009 三郷市新三郷ららシティ3-1-2三郷市新三郷ららシティ3-1-2 048-950-6606048-950-6606
やまと　ふじ

よ

7373 26-543026-5430 泉澤　克彦泉澤　克彦
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店

341-0021341-0021 三郷市さつき平1-1-1三郷市さつき平1-1-1 048-950-0001048-950-0001
いずみさわ　

かつひこ

7474 25-522025-5220 山城　伸之山城　伸之
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷南口駅前通り店アイメガネ　三郷南口駅前通り店

341-0024341-0024 三郷市三郷1-27-7三郷市三郷1-27-7 048-949-0002048-949-0002
やましろ　の

ぶゆき

7575 28-610028-6100 平塚　慎司平塚　慎司
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　吉川店メガネ・補聴器の板垣　吉川店

342-0056342-0056 吉川市平沼1-24-5吉川市平沼1-24-5 048-984-1616048-984-1616
ひらつか　し

んじ

7676 29-640729-6407 岡戸　隆博岡戸　隆博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　越谷店パリミキ　越谷店

343-0022343-0022 越谷市花田1-20-15越谷市花田1-20-15 048-972-5116048-972-5116
おかど　たか

ひろ

7777 19-327219-3272 野口　英秋野口　英秋 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
のぐち　ひで

あき

7878 29-655829-6558 髙橋　宏幸髙橋　宏幸 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
たかはし　ひ

ろゆき

7979 18-288818-2888 河合　弘順河合　弘順 （株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店（株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店 343-0828343-0828
越谷市レイクタウン3-1-1 越谷市レイクタウン3-1-1 
イオンレイクタウンmori2Fイオンレイクタウンmori2F

048-988-7147048-988-7147
かわい　ひろ

ゆき

8080 25-508925-5089 駒崎　紀子駒崎　紀子 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
こまざき　の

りこ
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埼玉県埼玉県
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 27-571427-5714 坂　八重子坂　八重子 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335 さか　やえこ

4242 28-608928-6089 広川　義晃広川　義晃 （株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン（株）東京メガネ　そごう大宮メガネサロン 330-9530330-9530
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 
そごう大宮5Fメガネサロンそごう大宮5Fメガネサロン

048-646-2335048-646-2335
ひろかわ　よ

しあき

4343 23-452423-4524 野口　真野口　真
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　大宮北店パリミキ　大宮北店

331-0811331-0811 さいたま市北区吉野町1-4-5さいたま市北区吉野町1-4-5 048-652-9981048-652-9981
のぐち　まこ

と

4444 22-427522-4275 小檜山　崇小檜山　崇 愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン大宮店愛眼（株）　メガネの愛眼　イオン大宮店 331-0825331-0825
さいたま市北区櫛引町2-574-1 さいたま市北区櫛引町2-574-1 
イオン大宮店2Fイオン大宮店2F

048-653-0715048-653-0715
こびやま　た

かし

4545 26-543526-5435 山﨑　真也山﨑　真也 アイジャパン（株）　アイメガネ　本店アイジャパン（株）　アイメガネ　本店 331-8760331-8760
さいたま市北区宮原町1-505-1 さいたま市北区宮原町1-505-1 
アイ第一ビルアイ第一ビル

048-660-1111048-660-1111
やまざき　し

んや

4646 28-608028-6080 関根　崇史関根　崇史 アイジャパン（株）　アイメガネ　本店アイジャパン（株）　アイメガネ　本店 331-8760331-8760
さいたま市北区宮原町1-505-1 さいたま市北区宮原町1-505-1 
アイ第一ビルアイ第一ビル

048-660-1111048-660-1111
せきね　たか

し

4747 20-337820-3378 杉浦　幹人杉浦　幹人 （株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」（株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」 332-0012332-0012
川口市本町4-13-3 川口市本町4-13-3 
デュオプラザ川口壱番館104-2デュオプラザ川口壱番館104-2

048-299-9642048-299-9642
すぎうら　み

きひと

4848 28-610828-6108 伊東　剛伊東　剛 （株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」（株）東京メガネ　川口店「聴こえ倶楽部」 332-0012332-0012
川口市本町4-13-3 川口市本町4-13-3 
デュオプラザ川口壱番館104-2デュオプラザ川口壱番館104-2

048-299-9642048-299-9642
いとう　つよ

し

4949 20-328620-3286 横溝　美菜子横溝　美菜子 （有）ハーモニー補聴器（有）ハーモニー補聴器 332-0012332-0012
川口市本町4-1-8 川口市本町4-1-8 
川口センタービル1F川口センタービル1F

048-222-7801048-222-7801
よこみぞ　み

なこ

5050 18-294818-2948 田代　哲郎田代　哲郎 （株）岡野電気　リオネットセンター川口店（株）岡野電気　リオネットセンター川口店 332-0015332-0015
川口市川口3-2-4 川口市川口3-2-4 
リプレ川口一番街4号棟102リプレ川口一番街4号棟102

048-259-6896048-259-6896
たしろ　てつ

ろう

5151 20-360720-3607 前戸　友美前戸　友美 （株）東京メガネ　そごう川口店（株）東京メガネ　そごう川口店 332-8511332-8511 川口市栄町3-5-1川口市栄町3-5-1 048-258-2111048-258-2111 まえと　ゆみ

5252 29-649829-6498 齋藤　至史齋藤　至史
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
パリミキ　東川口店パリミキ　東川口店

333-0811333-0811 川口市戸塚2-25-12川口市戸塚2-25-12 048-297-7072048-297-7072
さいとう　ゆ

きふみ

5353 24-473724-4737 平田　尚丈平田　尚丈 （株）岡野電気　リオネットセンター蕨店（株）岡野電気　リオネットセンター蕨店 333-0851333-0851 川口市芝新町8-29川口市芝新町8-29 048-423-4520048-423-4520
ひらた　なお

ひろ

5454 6-15306-1530 坪田　修坪田　修 （株）ボイス　ボイス補聴器センター（株）ボイス　ボイス補聴器センター 335-0004335-0004 蕨市中央3-13-7蕨市中央3-13-7 048-431-3353048-431-3353
つぼた　おさ

む

5555 29-653829-6538 大月　かおり大月　かおり （株）ボイス　ボイス補聴器センター（株）ボイス　ボイス補聴器センター 335-0004335-0004 蕨市中央3-13-7蕨市中央3-13-7 048-431-3353048-431-3353
おおつき　か

おり

5656 28-619928-6199 鶴見　髙徳鶴見　髙徳 補聴器専門店　きこえさろんクロス補聴器専門店　きこえさろんクロス 335-0023335-0023
戸田市本町4-3-9 戸田市本町4-3-9 
プランドール戸田公園101-Aプランドール戸田公園101-A

048-287-3354048-287-3354
つるみ　たか

のり

5757 16-256416-2564 菊地　晃一菊地　晃一 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
きくち　こう

いち

5858 21-367621-3676 石川　秀男石川　秀男 （株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店（株）キクチメガネ　イオンモール北戸田店 335-0032335-0032
戸田市美女木東1-3-1 戸田市美女木東1-3-1 
イオンモール北戸田3Fイオンモール北戸田3F

048-422-2186048-422-2186
いしかわ　ひ

でお

5959 27-585027-5850 榊原　暁榊原　暁 ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店ブルームヒアリング（株）　ブルーム武蔵浦和店 336-0022336-0022
さいたま市南区白幡3-10-11 さいたま市南区白幡3-10-11 
細淵ビル1F細淵ビル1F

048-799-2283048-799-2283
さかきばら　

さとる

6060 28-603528-6035 大塚　進一大塚　進一 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野本町店 338-0003338-0003 さいたま市中央区本町東1-6-3さいたま市中央区本町東1-6-3 048-852-0001048-852-0001
おおつか　し

んいち

6161 26-542826-5428 見村　輝彦見村　輝彦 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
みむら　てる

ひこ

6262 28-608828-6088 伊東　史樹伊東　史樹 アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店アイジャパン（株）　アイメガネ　与野イオン店 338-0004338-0004
さいたま市中央区本町西5-2-9 さいたま市中央区本町西5-2-9 
イオンモール与野3Fイオンモール与野3F

048-851-0001048-851-0001
いとう　ふみ

き

6363 12-222312-2223 坂内　明坂内　明 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
ばんない　あ

きら

6464 17-279317-2793 前田　由美子前田　由美子 （株）アザス（株）アザス 339-0061339-0061 さいたま市岩槻区岩槻5409-5さいたま市岩槻区岩槻5409-5 048-757-5287048-757-5287
まえだ　ゆみ

こ

6565 7-15677-1567 田中　淳田中　淳 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たなか　じゅ

ん

6666 16-268516-2685 髙橋　厚志髙橋　厚志 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　草加店 340-0015340-0015 草加市高砂1-2-3草加市高砂1-2-3 048-922-4333048-922-4333
たかはし　こ

うじ

6767 22-415222-4152 新井　丈顕新井　丈顕 （株）岡野電気　リオネットセンター草加店（株）岡野電気　リオネットセンター草加店 340-0015340-0015 草加市高砂2-16-20草加市高砂2-16-20 048-951-7550048-951-7550
あらい　たけ

あき

6868 26-543626-5436 多ヶ谷　高廣多ヶ谷　高廣
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　谷塚ファイン店アイメガネ　谷塚ファイン店

340-0023340-0023 草加市谷塚1-1-23草加市谷塚1-1-23 048-924-0001048-924-0001
たがや　たか

ひろ

6969 26-543126-5431 石川　昇石川　昇
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
いしかわ　の

ぼる

7070 27-578227-5782 山本　信弘山本　信弘
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　幸手エムズタウン店アイメガネ　幸手エムズタウン店

340-0155340-0155
幸手市上高野812 幸手市上高野812 
エムズタウン南館エムズタウン南館

0480-44-00010480-44-0001
やまもと　の

ぶひろ

7171 21-369821-3698 青木　勝也青木　勝也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　八潮店パリミキ　八潮店

340-0816340-0816 八潮市中央2-22-1八潮市中央2-22-1 048-997-9343048-997-9343
あおき　かつ

や

7272 26-562726-5627 山戸　藤代山戸　藤代
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）　
新三郷倉庫店　新三郷倉庫店　

341-0009341-0009 三郷市新三郷ららシティ3-1-2三郷市新三郷ららシティ3-1-2 048-950-6606048-950-6606
やまと　ふじ

よ

7373 26-543026-5430 泉澤　克彦泉澤　克彦
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店アイメガネ　三郷メガ・ドンキホーテ店

341-0021341-0021 三郷市さつき平1-1-1三郷市さつき平1-1-1 048-950-0001048-950-0001
いずみさわ　

かつひこ

7474 25-522025-5220 山城　伸之山城　伸之
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　三郷南口駅前通り店アイメガネ　三郷南口駅前通り店

341-0024341-0024 三郷市三郷1-27-7三郷市三郷1-27-7 048-949-0002048-949-0002
やましろ　の

ぶゆき

7575 28-610028-6100 平塚　慎司平塚　慎司
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　吉川店メガネ・補聴器の板垣　吉川店

342-0056342-0056 吉川市平沼1-24-5吉川市平沼1-24-5 048-984-1616048-984-1616
ひらつか　し

んじ

7676 29-640729-6407 岡戸　隆博岡戸　隆博
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　越谷店パリミキ　越谷店

343-0022343-0022 越谷市花田1-20-15越谷市花田1-20-15 048-972-5116048-972-5116
おかど　たか

ひろ

7777 19-327219-3272 野口　英秋野口　英秋 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
のぐち　ひで

あき

7878 29-655829-6558 髙橋　宏幸髙橋　宏幸 （株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店（株）タスクオプチカル　タスク補聴器　越谷店 343-0808343-0808 越谷市赤山本町1-3越谷市赤山本町1-3 048-965-8860048-965-8860
たかはし　ひ

ろゆき

7979 18-288818-2888 河合　弘順河合　弘順 （株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店（株）キクチメガネ　イオンレイクタウン店 343-0828343-0828
越谷市レイクタウン3-1-1 越谷市レイクタウン3-1-1 
イオンレイクタウンmori2Fイオンレイクタウンmori2F

048-988-7147048-988-7147
かわい　ひろ

ゆき

8080 25-508925-5089 駒崎　紀子駒崎　紀子 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
こまざき　の

りこ

埼玉県埼玉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

8181 27-580627-5806 利根澤　大利根澤　大 （株）岡野電気　リオネットセンター越谷店（株）岡野電気　リオネットセンター越谷店 343-0845343-0845 越谷市南越谷4-9-1越谷市南越谷4-9-1 048-985-3858048-985-3858
とねざわ　だ

い

8282 5-13555-1355 谷口　英司谷口　英司 （株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店（株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店 344-0067344-0067 春日部市中央5-1-17春日部市中央5-1-17 048-738-3445048-738-3445
たにぐち　え

いじ

8383 28-620928-6209 宮内　直治宮内　直治 （株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店（株）ボイス　ボイス補聴器センター　春日部店 344-0067344-0067 春日部市中央5-1-17春日部市中央5-1-17 048-738-3445048-738-3445
みやうち　な

おはる

8484 21-377821-3778 畠山　傑畠山　傑 （株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店（株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店 344-0067344-0067
春日部市中央1-10-1 春日部市中央1-10-1 
小関ビル1階小関ビル1階

048-761-7798048-761-7798
はたけやま　

すぐる

8585 21-378521-3785 井出　愛井出　愛 （株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店（株）岡野電気　リオネットセンター　春日部店 344-0067344-0067
春日部市中央1-10-1 春日部市中央1-10-1 
小関ビル1階小関ビル1階

048-761-7798048-761-7798 いで　あい

8686 28-623228-6232 佐々木　隆治佐々木　隆治 （株）鈴木薬局　春日部中央店　補聴器相談室（株）鈴木薬局　春日部中央店　補聴器相談室 344-0067344-0067
春日部市中央1-52-1 春日部市中央1-52-1 
セントラルビル1階セントラルビル1階

048-795-8181048-795-8181
ささき　りゅ

うじ

8787 21-370121-3701 大野　泰樹大野　泰樹
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110
おおの　やす

き

8888 21-370421-3704 山本　春美山本　春美
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110
やまもと　は

るみ

8989 21-371321-3713 坪井　梨恵坪井　梨恵
（株）エル ･サイトウ　（株）エル ･サイトウ　
久喜補聴器センター　エルサイトウ久喜補聴器センター　エルサイトウ

346-0003346-0003 久喜市久喜中央2-9-23久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-31100480-22-3110 つぼい　りえ

9090 19-316019-3160 小島　真由美小島　真由美 （株）岡野電気　リオネットセンター久喜店（株）岡野電気　リオネットセンター久喜店 346-0003346-0003
久喜市久喜中央1-1-3 久喜市久喜中央1-1-3 
熊谷ビル1F熊谷ビル1F

0480-53-61230480-53-6123
こじま　まゆ

み

9191 22-419722-4197 池田　憲史池田　憲史 （株）岡野電気　リオネットセンター久喜店（株）岡野電気　リオネットセンター久喜店 346-0003346-0003
久喜市久喜中央1-1-3 久喜市久喜中央1-1-3 
熊谷ビル1F熊谷ビル1F

0480-53-61230480-53-6123
いけだ　のり

ふみ

9292 21-374821-3748 塩田　直塩田　直 たいよう補聴器たいよう補聴器 347-0055347-0055 加須市中央2-9-9-102加須市中央2-9-9-102 0480-38-91080480-38-9108 しおだ　なお

9393 29-636429-6364 笹山　高志笹山　高志 アイジャパン（株）　アイメガネ　蓮田関山店アイジャパン（株）　アイメガネ　蓮田関山店 349-0121349-0121 蓮田市関山2-6-13蓮田市関山2-6-13 048-764-0001048-764-0001
ささやま　た

かし

9494 23-441323-4413 菊地　晃洋菊地　晃洋 （株）金鳳堂　まるひろ　川越店（株）金鳳堂　まるひろ　川越店 350-0043350-0043
川越市新富町2-6-1 川越市新富町2-6-1 
丸広川越店3F丸広川越店3F

049-224-2575049-224-2575
きくち　あき

ひろ

9595 21-402821-4028 武藤　竜二武藤　竜二 （株）和真　和真メガネ　川越店（株）和真　和真メガネ　川越店 350-0043350-0043 川越市新富町2-4-2川越市新富町2-4-2 049-222-9955049-222-9955
むとう　りゅ

うじ

9696 28-611228-6112 伊藤　友伊藤　友 ブルームヒアリング（株）　ブルーム本川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム本川越店 350-0066350-0066 川越市連雀町1-24川越市連雀町1-24 049-277-4053049-277-4053 いとう　ゆう

9797 26-543326-5433 若山　英仁若山　英仁
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　坂戸アクロスプラザ店アイメガネ　坂戸アクロスプラザ店

350-0225350-0225 坂戸市日の出町5-30坂戸市日の出町5-30 049-282-0001049-282-0001
わかやま　ひ

でひと

9898 17-272617-2726 市川　大市川　大 補聴器のイチカワ補聴器のイチカワ 350-0225350-0225 坂戸市日の出町9-20坂戸市日の出町9-20 049-281-0107049-281-0107
いちかわ　だ

い

9999 26-555326-5553 寺田　大平寺田　大平
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　坂戸店パリミキ　坂戸店

350-0229350-0229 坂戸市薬師町18-10坂戸市薬師町18-10 049-283-8028049-283-8028
てらだ　だい

へい

100100 28-602428-6024 清水　裕之清水　裕之 アイジャパン（株）　アイメガネ　坂戸にっさい店アイジャパン（株）　アイメガネ　坂戸にっさい店 350-0269350-0269 坂戸市にっさい花みず木3-11-3坂戸市にっさい花みず木3-11-3 049-280-0001049-280-0001
しみず　ひろ

ゆき

101101 25-521625-5216 内田　丞内田　丞 アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店 350-1101350-1101 川越市大字的場字六畑823-1川越市大字的場字六畑823-1 049-233-0001049-233-0001
うちだ　じょ

う

102102 27-575627-5756 安藤　雅夫安藤　雅夫 アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店アイジャパン（株）　アイメガネ　川越的場店 350-1101350-1101 川越市大字的場字六畑823-1川越市大字的場字六畑823-1 049-233-0001049-233-0001
あんどう　ま

さお

103103 19-312019-3120 柿崎　美穂柿崎　美穂 （一社）かわごえイヤーセンター（一社）かわごえイヤーセンター 350-1122350-1122
川越市脇田町103 川越市脇田町103 
川越マイン・メディカルセンター2階　A区画川越マイン・メディカルセンター2階　A区画

070-2627-8604070-2627-8604
かきざき　み

ほ

104104 19-310519-3105 本多　忠勝本多　忠勝 （株）岡野電気　リオネットセンター川越店（株）岡野電気　リオネットセンター川越店 350-1122350-1122 川越市脇田町15-4川越市脇田町15-4 049-224-0366049-224-0366
ほんだ　ただ

かつ

105105 23-440123-4401 江森　正志江森　正志 （株）岡野電気　リオネットセンター川越店（株）岡野電気　リオネットセンター川越店 350-1122350-1122 川越市脇田町15-4川越市脇田町15-4 049-224-0366049-224-0366
えもり　まさ

し

106106 13-228613-2286 前野　剛前野　剛 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店 350-1122350-1122
川越市脇田町4-9 川越市脇田町4-9 
川越大野ビル4F川越大野ビル4F

049-229-4133049-229-4133
まえの　つよ

し

107107 28-619328-6193 アキヤマ　美貴アキヤマ　美貴 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店 350-1122350-1122
川越市脇田町4-9 川越市脇田町4-9 
川越大野ビル4F川越大野ビル4F

049-229-4133049-229-4133
あきやま　み

き

108108 29-632629-6326 大野　由稀大野　由稀 ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店ブルームヒアリング（株）　ブルーム川越店 350-1122350-1122
川越市脇田町4-9 川越市脇田町4-9 
川越大野ビル4F川越大野ビル4F

049-229-4133049-229-4133 おおの　ゆき

109109 2-11122-1112 小池　博小池　博 （株）コイフク　関東補聴器センター　川越店（株）コイフク　関東補聴器センター　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町13-23 川越市脇田本町13-23 
飯島ビル1F飯島ビル1F

049-246-8863049-246-8863
こいけ　ひろ

し

110110 18-297518-2975 福井　美穂福井　美穂 （株）コイフク　関東補聴器センター　川越店（株）コイフク　関東補聴器センター　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町13-23 川越市脇田本町13-23 
飯島ビル1F飯島ビル1F

049-246-8863049-246-8863 ふくい　みほ

111111 24-483124-4831 風間　俊一風間　俊一 マキチエ（株）　川越店マキチエ（株）　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町14-20 川越市脇田本町14-20 
遠藤ビル1F遠藤ビル1F

049-249-4133049-249-4133
かざま　しゅ

んいち

112112 26-559426-5594 岩沢　紗耶果岩沢　紗耶果 マキチエ（株）　川越店マキチエ（株）　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町14-20 川越市脇田本町14-20 
遠藤ビル1F遠藤ビル1F

049-249-4133049-249-4133
いわさわ　さ

やか

113113 29-639029-6390 宮岡　孝多宮岡　孝多 マキチエ（株）　川越店マキチエ（株）　川越店 350-1123350-1123
川越市脇田本町14-20 川越市脇田本町14-20 
遠藤ビル1F遠藤ビル1F

049-249-4133049-249-4133
みやおか　こ

うた

114114 25-521525-5215 大月　公貴大月　公貴 アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店 350-1231350-1231 日高市鹿山301-6日高市鹿山301-6 042-986-0001042-986-0001
おおつき　ひ

ろたか

115115 25-521925-5219 齋藤　綾香齋藤　綾香 アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店アイジャパン（株）　アイメガネ　日高店 350-1231350-1231 日高市鹿山301-6日高市鹿山301-6 042-986-0001042-986-0001
さいとう　あ

やか

116116 23-441723-4417 三井　珠眞巳三井　珠眞巳 補聴器のラビット補聴器のラビット 350-1304350-1304 狭山市狭山台1-18-11狭山市狭山台1-18-11 04-2001-914404-2001-9144
みつい　たま

み

117117 22-420522-4205 鳥越　勉鳥越　勉
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　狭山店パリミキ　狭山店

350-1305350-1305
狭山市入間川2-30-17 狭山市入間川2-30-17 
S&Aビル1FS&Aビル1F

04-2953-734104-2953-7341
とりこし　つ

とむ

118118 23-465823-4658 市野　貴康市野　貴康 東日本リオン（株）　リオネットセンター狭山店東日本リオン（株）　リオネットセンター狭山店 350-1305350-1305
狭山市入間川1-3-2 狭山市入間川1-3-2 
スカイテラス2階205スカイテラス2階205

04-2969-733304-2969-7333
いちの　たか

やす

119119 27-566927-5669 千葉　光樹千葉　光樹
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　根岸店パリミキ　根岸店

350-1325350-1325 狭山市根岸1-7-3狭山市根岸1-7-3 04-2953-286604-2953-2866 ちば　みつき

120120 29-644429-6444 中原　潤司中原　潤司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　根岸店パリミキ　根岸店

350-1325350-1325 狭山市根岸1-7-3狭山市根岸1-7-3 04-2953-286604-2953-2866
なかはら　

じゅんじ
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121121 21-392221-3922 野口　裕文野口　裕文 （株）サンワールド（株）サンワールド 350-2204350-2204 鶴ヶ島市鶴ヶ丘69-17鶴ヶ島市鶴ヶ丘69-17 049-286-5589049-286-5589
のぐち　ひろ

ふみ

122122 27-571627-5716 原　七重原　七重 埼玉医科大学総合医療センター埼玉医科大学総合医療センター 350-8550350-8550 川越市大字鴨田1981川越市大字鴨田1981 049-228-3683049-228-3683 はら　ななえ

123123 18-306518-3065 菅野　雅文菅野　雅文 （有）菅野補聴器　リオネットセンター朝霞店（有）菅野補聴器　リオネットセンター朝霞店 351-0011351-0011
朝霞市本町2-4-7 朝霞市本町2-4-7 
曽根田ビル1階曽根田ビル1階

048-468-6638048-468-6638
かんの　まさ

ふみ

124124 20-335420-3354 福井　康福井　康 （株）コイフク　関東補聴器センター　志木新座店（株）コイフク　関東補聴器センター　志木新座店 352-0001352-0001 新座市東北2-28-3新座市東北2-28-3 048-475-3684048-475-3684
ふくい　やす

し

125125 20-329720-3297 諏訪　剛諏訪　剛 東日本リオン（株）　リオネットセンター新座店東日本リオン（株）　リオネットセンター新座店 352-0011352-0011 新座市野火止5-2-13新座市野火止5-2-13 048-483-4400048-483-4400 すわ　つよし

126126 29-642329-6423 入江　真紀入江　真紀
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　志木店パリミキ　志木店

353-0004353-0004 志木市本町5-18-17志木市本町5-18-17 048-476-0955048-476-0955 いりえ　まき

127127 27-575527-5755 奥村　博奥村　博 アイジャパン（株）　アイメガネ　東松山松本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　東松山松本町店 355-0014355-0014 東松山市松本町2-7-1東松山市松本町2-7-1 0493-27-00010493-27-0001
おくむら　ひ

ろし

128128 29-651129-6511 栗原　正樹栗原　正樹 ヒロノヒロノ 355-0221355-0221 比企郡嵐山町菅谷141-22比企郡嵐山町菅谷141-22 0493-62-31470493-62-3147
くりはら　ま

さき

129129 24-476724-4767 久次　正徳久次　正徳 （株）和真　ピオニウォーク東松山店（株）和真　ピオニウォーク東松山店 355-8606355-8606
東松山市あずま町4-3 東松山市あずま町4-3 
ピオニウォーク東松山2階ピオニウォーク東松山2階

0493-59-82700493-59-8270
ひさつぐ　ま

さのり

130130 25-525425-5254 浅見　和子浅見　和子 （株）和真　ピオニウォーク東松山店（株）和真　ピオニウォーク東松山店 355-8606355-8606
東松山市あずま町4-3 東松山市あずま町4-3 
ピオニウォーク東松山2階ピオニウォーク東松山2階

0493-59-82700493-59-8270
あさみ　かず

こ

131131 21-387321-3873 金山　正雄金山　正雄 JUN ヒアリング・ヘルスケアJUN ヒアリング・ヘルスケア 356-0051356-0051 ふじみ野市亀久保671-22ふじみ野市亀久保671-22 080-3157-0545080-3157-0545
かねやま　ま

さお

132132 24-475324-4753 大山　良一大山　良一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　飯能店（株）メガネトップ　眼鏡市場　飯能店 357-0024357-0024 飯能市緑町16-5飯能市緑町16-5 0429-74-72880429-74-7288
おおやま　

りょういち

133133 20-329520-3295 飯嶋　純飯嶋　純 オンワ（株）　リオネットセンター飯能店オンワ（株）　リオネットセンター飯能店 357-0024357-0024 飯能市緑町3-7飯能市緑町3-7 042-971-3567042-971-3567
いいじま　

じゅん

134134 22-428322-4283 多賀　恵里多賀　恵里 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341 たが　えり

135135 22-431422-4314 大久保　由香大久保　由香 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341
おおくぼ　ゆ

か

136136 26-551126-5511 宮嵜　聡宮嵜　聡 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341
みやざき　さ

とし

137137 11-212311-2123 服部　直人服部　直人 補聴器のハットリ補聴器のハットリ 358-0003358-0003
入間市豊岡3-1-14 入間市豊岡3-1-14 
ヨコタビル1階ヨコタビル1階

04-2941-331904-2941-3319
はつとり　な

おと

138138 27-584227-5842 松尾　薫松尾　薫 （株）ノオミ　グリーンガーデン店（株）ノオミ　グリーンガーデン店 358-0012358-0012
入間市東藤沢3-5-2 入間市東藤沢3-5-2 
グリーンガーデン内グリーンガーデン内

04-2964-341104-2964-3411
まつお　かお

る

139139 21-397321-3973 中村　友哉中村　友哉 オンワ（株）　リオネットセンター入間店オンワ（株）　リオネットセンター入間店 358-0012358-0012
入間市東藤沢3-13-8 入間市東藤沢3-13-8 
ウェスタ武蔵藤沢109ウェスタ武蔵藤沢109

04-2937-699604-2937-6996
なかむら　と

もや

140140 26-534326-5343 和島　尚生和島　尚生
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）　
入間倉庫店入間倉庫店

358-0014358-0014 入間市宮寺3169-2入間市宮寺3169-2 04-2935-276704-2935-2767
わじま　なお

き

141141 21-369521-3695 島田　賢二島田　賢二 （有）所沢補聴器センター（有）所沢補聴器センター 359-0037359-0037 所沢市くすのき台3-18-13所沢市くすのき台3-18-13 04-2994-413304-2994-4133
しまだ　けん

じ

142142 14-240114-2401 増田　創一増田　創一 東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店 359-0037359-0037
所沢市くすのき台3-6-5 所沢市くすのき台3-6-5 
関口ビル1F関口ビル1F

04-2992-475804-2992-4758
ますだ　そう

いち

143143 20-345120-3451 藤堂　隆藤堂　隆 東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店 359-0037359-0037
所沢市くすのき台3-6-5 所沢市くすのき台3-6-5 
関口ビル1F関口ビル1F

04-2992-475804-2992-4758
とうどう　た

かし

144144 28-624228-6242 坂本　和敏坂本　和敏 所沢ヒアリング所沢ヒアリング 359-1111359-1111
所沢市緑町3-15-5 所沢市緑町3-15-5 
久保田ビル1階久保田ビル1階

04-2946-980904-2946-9809
さかもと　か

ずとし

145145 13-227413-2274 内田　佐代子内田　佐代子
（同）アドバンスドヒアリング　（同）アドバンスドヒアリング　
ファースト補聴器ファースト補聴器

359-1116359-1116
所沢市東町10-2 所沢市東町10-2 
ベルワンビル2階ベルワンビル2階

04-2937-308004-2937-3080
うちだ　さよ

こ

146146 6-15066-1506 原　雅幸原　雅幸 （株）東京メガネ　西武所沢店　メガネサロン（株）東京メガネ　西武所沢店　メガネサロン 359-1198359-1198
所沢市日吉町12-1 所沢市日吉町12-1 
西武所沢店7F西武所沢店7F

04-2927-336804-2927-3368
はら　まさゆ

き

147147 26-552626-5526 黒澤　芳美黒澤　芳美 （株）オオシマ補聴器センター　熊谷店（株）オオシマ補聴器センター　熊谷店 360-0037360-0037
熊谷市筑波1-27-3 熊谷市筑波1-27-3 
サンハイツ大和第1,1Fサンハイツ大和第1,1F

048-527-4141048-527-4141
くろさわ　よ

しみ

148148 28-622028-6220 長谷川　智恵長谷川　智恵 （株）オオシマ補聴器センター　熊谷店（株）オオシマ補聴器センター　熊谷店 360-0037360-0037
熊谷市筑波1-27-3 熊谷市筑波1-27-3 
サンハイツ大和第1,1Fサンハイツ大和第1,1F

048-527-4141048-527-4141
はせがわ　さ

とみ

149149 11-210311-2103 柴崎　巧柴崎　巧 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
しばざき　た

くみ

150150 11-211411-2114 柿沼　洋一柿沼　洋一 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
かきぬま　よ

ういち

151151 14-240614-2406 大中　剛大中　剛 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
おおなか　つ

よし

152152 20-328220-3282 竹内　豪竹内　豪 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
たけうち　ご

う

153153 21-364321-3643 榎戸　しげ子榎戸　しげ子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
えのきど　し

げこ

154154 23-466323-4663 永井　美和子永井　美和子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
ながい　みわ

こ

155155 27-583927-5839 丹治　亜紀子丹治　亜紀子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
たんじ　あき

こ

156156 17-275717-2757 間弓　幸貴間弓　幸貴 （株）南海堂　本店（株）南海堂　本店 360-0046360-0046 熊谷市鎌倉町100熊谷市鎌倉町100 048-522-1874048-522-1874
まゆみ　ゆき

たか

157157 23-461623-4616 滝澤　和樹滝澤　和樹 （株）南海堂　本店（株）南海堂　本店 360-0046360-0046 熊谷市鎌倉町100熊谷市鎌倉町100 048-522-1874048-522-1874
たきざわ　か

ずき

158158 23-467223-4672 戸ヶ﨑　裕戸ヶ﨑　裕 （株）南海堂　八木橋店（株）南海堂　八木橋店 360-0047360-0047
熊谷市仲町74 熊谷市仲町74 
八木橋デパート6F八木橋デパート6F

048-522-4312048-522-4312
とがさき　ゆ

たか

159159 27-590027-5900 皆山　真由美皆山　真由美 （株）南海堂　八木橋店（株）南海堂　八木橋店 360-0047360-0047
熊谷市仲町74 熊谷市仲町74 
八木橋デパート6F八木橋デパート6F

048-522-4312048-522-4312
みなやま　ま

ゆみ

160160 27-595727-5957 金井　哲彦金井　哲彦 （株）南海堂　円光店（株）南海堂　円光店 360-0813360-0813 熊谷市円光2-4-54熊谷市円光2-4-54 048-528-5799048-528-5799
かない　てつ

ひこ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

埼玉県埼玉県
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 21-392221-3922 野口　裕文野口　裕文 （株）サンワールド（株）サンワールド 350-2204350-2204 鶴ヶ島市鶴ヶ丘69-17鶴ヶ島市鶴ヶ丘69-17 049-286-5589049-286-5589
のぐち　ひろ

ふみ

122122 27-571627-5716 原　七重原　七重 埼玉医科大学総合医療センター埼玉医科大学総合医療センター 350-8550350-8550 川越市大字鴨田1981川越市大字鴨田1981 049-228-3683049-228-3683 はら　ななえ

123123 18-306518-3065 菅野　雅文菅野　雅文 （有）菅野補聴器　リオネットセンター朝霞店（有）菅野補聴器　リオネットセンター朝霞店 351-0011351-0011
朝霞市本町2-4-7 朝霞市本町2-4-7 
曽根田ビル1階曽根田ビル1階

048-468-6638048-468-6638
かんの　まさ

ふみ

124124 20-335420-3354 福井　康福井　康 （株）コイフク　関東補聴器センター　志木新座店（株）コイフク　関東補聴器センター　志木新座店 352-0001352-0001 新座市東北2-28-3新座市東北2-28-3 048-475-3684048-475-3684
ふくい　やす

し

125125 20-329720-3297 諏訪　剛諏訪　剛 東日本リオン（株）　リオネットセンター新座店東日本リオン（株）　リオネットセンター新座店 352-0011352-0011 新座市野火止5-2-13新座市野火止5-2-13 048-483-4400048-483-4400 すわ　つよし

126126 29-642329-6423 入江　真紀入江　真紀
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　志木店パリミキ　志木店

353-0004353-0004 志木市本町5-18-17志木市本町5-18-17 048-476-0955048-476-0955 いりえ　まき

127127 27-575527-5755 奥村　博奥村　博 アイジャパン（株）　アイメガネ　東松山松本町店アイジャパン（株）　アイメガネ　東松山松本町店 355-0014355-0014 東松山市松本町2-7-1東松山市松本町2-7-1 0493-27-00010493-27-0001
おくむら　ひ

ろし

128128 29-651129-6511 栗原　正樹栗原　正樹 ヒロノヒロノ 355-0221355-0221 比企郡嵐山町菅谷141-22比企郡嵐山町菅谷141-22 0493-62-31470493-62-3147
くりはら　ま

さき

129129 24-476724-4767 久次　正徳久次　正徳 （株）和真　ピオニウォーク東松山店（株）和真　ピオニウォーク東松山店 355-8606355-8606
東松山市あずま町4-3 東松山市あずま町4-3 
ピオニウォーク東松山2階ピオニウォーク東松山2階

0493-59-82700493-59-8270
ひさつぐ　ま

さのり

130130 25-525425-5254 浅見　和子浅見　和子 （株）和真　ピオニウォーク東松山店（株）和真　ピオニウォーク東松山店 355-8606355-8606
東松山市あずま町4-3 東松山市あずま町4-3 
ピオニウォーク東松山2階ピオニウォーク東松山2階

0493-59-82700493-59-8270
あさみ　かず

こ

131131 21-387321-3873 金山　正雄金山　正雄 JUN ヒアリング・ヘルスケアJUN ヒアリング・ヘルスケア 356-0051356-0051 ふじみ野市亀久保671-22ふじみ野市亀久保671-22 080-3157-0545080-3157-0545
かねやま　ま

さお

132132 24-475324-4753 大山　良一大山　良一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　飯能店（株）メガネトップ　眼鏡市場　飯能店 357-0024357-0024 飯能市緑町16-5飯能市緑町16-5 0429-74-72880429-74-7288
おおやま　

りょういち

133133 20-329520-3295 飯嶋　純飯嶋　純 オンワ（株）　リオネットセンター飯能店オンワ（株）　リオネットセンター飯能店 357-0024357-0024 飯能市緑町3-7飯能市緑町3-7 042-971-3567042-971-3567
いいじま　

じゅん

134134 22-428322-4283 多賀　恵里多賀　恵里 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341 たが　えり

135135 22-431422-4314 大久保　由香大久保　由香 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341
おおくぼ　ゆ

か

136136 26-551126-5511 宮嵜　聡宮嵜　聡 （株）パルオオクボ（株）パルオオクボ 357-0038357-0038 飯能市仲町2-6飯能市仲町2-6 042-973-3341042-973-3341
みやざき　さ

とし

137137 11-212311-2123 服部　直人服部　直人 補聴器のハットリ補聴器のハットリ 358-0003358-0003
入間市豊岡3-1-14 入間市豊岡3-1-14 
ヨコタビル1階ヨコタビル1階

04-2941-331904-2941-3319
はつとり　な

おと

138138 27-584227-5842 松尾　薫松尾　薫 （株）ノオミ　グリーンガーデン店（株）ノオミ　グリーンガーデン店 358-0012358-0012
入間市東藤沢3-5-2 入間市東藤沢3-5-2 
グリーンガーデン内グリーンガーデン内

04-2964-341104-2964-3411
まつお　かお

る

139139 21-397321-3973 中村　友哉中村　友哉 オンワ（株）　リオネットセンター入間店オンワ（株）　リオネットセンター入間店 358-0012358-0012
入間市東藤沢3-13-8 入間市東藤沢3-13-8 
ウェスタ武蔵藤沢109ウェスタ武蔵藤沢109

04-2937-699604-2937-6996
なかむら　と

もや

140140 26-534326-5343 和島　尚生和島　尚生
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）　
入間倉庫店入間倉庫店

358-0014358-0014 入間市宮寺3169-2入間市宮寺3169-2 04-2935-276704-2935-2767
わじま　なお

き

141141 21-369521-3695 島田　賢二島田　賢二 （有）所沢補聴器センター（有）所沢補聴器センター 359-0037359-0037 所沢市くすのき台3-18-13所沢市くすのき台3-18-13 04-2994-413304-2994-4133
しまだ　けん

じ

142142 14-240114-2401 増田　創一増田　創一 東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店 359-0037359-0037
所沢市くすのき台3-6-5 所沢市くすのき台3-6-5 
関口ビル1F関口ビル1F

04-2992-475804-2992-4758
ますだ　そう

いち

143143 20-345120-3451 藤堂　隆藤堂　隆 東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店東日本リオン（株）　リオネットセンター所沢店 359-0037359-0037
所沢市くすのき台3-6-5 所沢市くすのき台3-6-5 
関口ビル1F関口ビル1F

04-2992-475804-2992-4758
とうどう　た

かし

144144 28-624228-6242 坂本　和敏坂本　和敏 所沢ヒアリング所沢ヒアリング 359-1111359-1111
所沢市緑町3-15-5 所沢市緑町3-15-5 
久保田ビル1階久保田ビル1階

04-2946-980904-2946-9809
さかもと　か

ずとし

145145 13-227413-2274 内田　佐代子内田　佐代子
（同）アドバンスドヒアリング　（同）アドバンスドヒアリング　
ファースト補聴器ファースト補聴器

359-1116359-1116
所沢市東町10-2 所沢市東町10-2 
ベルワンビル2階ベルワンビル2階

04-2937-308004-2937-3080
うちだ　さよ

こ

146146 6-15066-1506 原　雅幸原　雅幸 （株）東京メガネ　西武所沢店　メガネサロン（株）東京メガネ　西武所沢店　メガネサロン 359-1198359-1198
所沢市日吉町12-1 所沢市日吉町12-1 
西武所沢店7F西武所沢店7F

04-2927-336804-2927-3368
はら　まさゆ

き

147147 26-552626-5526 黒澤　芳美黒澤　芳美 （株）オオシマ補聴器センター　熊谷店（株）オオシマ補聴器センター　熊谷店 360-0037360-0037
熊谷市筑波1-27-3 熊谷市筑波1-27-3 
サンハイツ大和第1,1Fサンハイツ大和第1,1F

048-527-4141048-527-4141
くろさわ　よ

しみ

148148 28-622028-6220 長谷川　智恵長谷川　智恵 （株）オオシマ補聴器センター　熊谷店（株）オオシマ補聴器センター　熊谷店 360-0037360-0037
熊谷市筑波1-27-3 熊谷市筑波1-27-3 
サンハイツ大和第1,1Fサンハイツ大和第1,1F

048-527-4141048-527-4141
はせがわ　さ

とみ

149149 11-210311-2103 柴崎　巧柴崎　巧 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
しばざき　た

くみ

150150 11-211411-2114 柿沼　洋一柿沼　洋一 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
かきぬま　よ

ういち

151151 14-240614-2406 大中　剛大中　剛 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
おおなか　つ

よし

152152 20-328220-3282 竹内　豪竹内　豪 （株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店（株）岡野電気　リオネットセンター熊谷店 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-87熊谷市筑波3-87 048-527-3719048-527-3719
たけうち　ご

う

153153 21-364321-3643 榎戸　しげ子榎戸　しげ子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
えのきど　し

げこ

154154 23-466323-4663 永井　美和子永井　美和子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
ながい　みわ

こ

155155 27-583927-5839 丹治　亜紀子丹治　亜紀子 （有）エコー　めがねのエコー（有）エコー　めがねのエコー 360-0037360-0037 熊谷市筑波3-83熊谷市筑波3-83 048-521-7020048-521-7020
たんじ　あき

こ

156156 17-275717-2757 間弓　幸貴間弓　幸貴 （株）南海堂　本店（株）南海堂　本店 360-0046360-0046 熊谷市鎌倉町100熊谷市鎌倉町100 048-522-1874048-522-1874
まゆみ　ゆき

たか

157157 23-461623-4616 滝澤　和樹滝澤　和樹 （株）南海堂　本店（株）南海堂　本店 360-0046360-0046 熊谷市鎌倉町100熊谷市鎌倉町100 048-522-1874048-522-1874
たきざわ　か

ずき

158158 23-467223-4672 戸ヶ﨑　裕戸ヶ﨑　裕 （株）南海堂　八木橋店（株）南海堂　八木橋店 360-0047360-0047
熊谷市仲町74 熊谷市仲町74 
八木橋デパート6F八木橋デパート6F

048-522-4312048-522-4312
とがさき　ゆ

たか

159159 27-590027-5900 皆山　真由美皆山　真由美 （株）南海堂　八木橋店（株）南海堂　八木橋店 360-0047360-0047
熊谷市仲町74 熊谷市仲町74 
八木橋デパート6F八木橋デパート6F

048-522-4312048-522-4312
みなやま　ま

ゆみ

160160 27-595727-5957 金井　哲彦金井　哲彦 （株）南海堂　円光店（株）南海堂　円光店 360-0813360-0813 熊谷市円光2-4-54熊谷市円光2-4-54 048-528-5799048-528-5799
かない　てつ

ひこ

埼玉県埼玉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

161161 20-357820-3578 丸木　仁丸木　仁 （株）東京メガネ　八木橋　メガネ・補聴器サロン（株）東京メガネ　八木橋　メガネ・補聴器サロン 360-8502360-8502 熊谷市仲町74番地熊谷市仲町74番地 048-598-5182048-598-5182 まるき　じん

162162 28-621728-6217 坂田　頼彦坂田　頼彦 （有）サカタ　サカタメガネ本店（有）サカタ　サカタメガネ本店 361-0073361-0073 行田市行田19-8行田市行田19-8 048-556-8808048-556-8808
さかた　よし

ひこ

163163 15-253815-2538 林　政人林　政人 彩音補聴器彩音補聴器 362-0014362-0014
上尾市本町1-1-5 上尾市本町1-1-5 
遠山ビル101遠山ビル101

048-780-2323048-780-2323
はやし　まさ

と

164164 28-623128-6231 清水　桂清水　桂
（株）ミラール　（株）ミラール　
メガネ・補聴器のミラール　上尾店メガネ・補聴器のミラール　上尾店

362-0042362-0042 上尾市谷津2-1-50上尾市谷津2-1-50 048-774-8668048-774-8668 しみず　けい

165165 8-16958-1695 松江　秀一松江　秀一 （有）マツエ　ルック　マツエ（有）マツエ　ルック　マツエ 362-0042362-0042
上尾市谷津2-1-50-9 上尾市谷津2-1-50-9 
モンシェリー3号館　1階モンシェリー3号館　1階

048-776-2809048-776-2809
まちや　のり

こ

166166 21-364121-3641 町屋　典子町屋　典子 （有）マツエ　ルック　マツエ（有）マツエ　ルック　マツエ 362-0042362-0042
上尾市谷津2-1-50-9 上尾市谷津2-1-50-9 
モンシェリー3号館　1階モンシェリー3号館　1階

048-776-2809048-776-2809
まつえ　しゅ

ういち

167167 22-417622-4176 佐藤　麻衣子佐藤　麻衣子 （株）岡野電気　リオネットセンター上尾店（株）岡野電気　リオネットセンター上尾店 362-0075362-0075
上尾市柏座1-13-3 上尾市柏座1-13-3 
富士ビル1F富士ビル1F

048-772-6056048-772-6056
さとう　まい

こ

168168 23-441423-4414 井原　克章井原　克章 （株）岡野電気　リオネットセンター上尾店（株）岡野電気　リオネットセンター上尾店 362-0075362-0075
上尾市柏座1-13-3 上尾市柏座1-13-3 
富士ビル1F富士ビル1F

048-772-6056048-772-6056
いはら　かつ

あき

169169 28-626028-6260 松本　英里香松本　英里香 （株）岡野電気　リオネットセンター上尾店（株）岡野電気　リオネットセンター上尾店 362-0075362-0075
上尾市柏座1-13-3 上尾市柏座1-13-3 
富士ビル1F富士ビル1F

048-772-6056048-772-6056
まつもと　え

りか

170170 22-410522-4105 鈴木　晴彦鈴木　晴彦
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　伊奈店パリミキ　伊奈店

362-0807362-0807 北足立郡伊奈町寿2-280-281北足立郡伊奈町寿2-280-281 048-723-8103048-723-8103
すずき　はる

ひこ

171171 25-530725-5307 三田　美季三田　美季 上尾中央総合病院上尾中央総合病院 362-8588362-8588 上尾市柏座1-10-10上尾市柏座1-10-10 048-773-1111048-773-1111 みた　みき

172172 22-431522-4315 吉井　敦吉井　敦
（株）パリミキ　（株）パリミキ　
OPTIQUE PARIS MIKI　ベニバナウォーク桶川店OPTIQUE PARIS MIKI　ベニバナウォーク桶川店

363-8555363-8555
桶川市下日出谷42-1 桶川市下日出谷42-1 
ベニバナウォーク桶川106区画ベニバナウォーク桶川106区画

048-787-3113048-787-3113
よしい　あつ

し

173173 20-328820-3288 柴田　治柴田　治 補聴器相談室ライカ補聴器相談室ライカ 364-0033364-0033
北本市本町6-33-1 北本市本町6-33-1 
北栄ビル102北栄ビル102

048-577-4080048-577-4080
しばた　おさ

む

174174 21-378321-3783 相川　幸永相川　幸永 （株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店（株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店 365-0038365-0038
鴻巣市本町4-2-1 鴻巣市本町4-2-1 
糀屋ビル1F糀屋ビル1F

048-543-3600048-543-3600
あいかわ　ゆ

きなが

175175 29-645929-6459 木村　勇人木村　勇人 （株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店（株）岡野電気　リオネットセンター鴻巣店 365-0038365-0038
鴻巣市本町4-2-1 鴻巣市本町4-2-1 
糀屋ビル1F糀屋ビル1F

048-543-3600048-543-3600
きむら　はや

と

176176 25-521325-5213 岡田　一茂岡田　一茂 アイジャパン（株）　アイメガネ　鴻巣東駅通り店アイジャパン（株）　アイメガネ　鴻巣東駅通り店 365-0039365-0039 鴻巣市東2-6-2鴻巣市東2-6-2 048-542-0001048-542-0001
おかだ　かず

しげ

177177 26-552726-5527 髙田　徳光髙田　徳光
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店

366-0051366-0051 深谷市上柴町東4-14-7深谷市上柴町東4-14-7 048-577-4871048-577-4871
たかだ　のり

みつ

178178 27-569327-5693 根岸　研之介根岸　研之介
（株）板垣　（株）板垣　
メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店メガネ・補聴器の板垣　深谷上柴店

366-0051366-0051 深谷市上柴町東4-14-7深谷市上柴町東4-14-7 048-577-4871048-577-4871
ねぎし　けん

のすけ

179179 21-385021-3850 堀内　英行堀内　英行
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　深谷店パリミキ　深谷店

366-0052366-0052 深谷市上柴町西1丁目18-5深谷市上柴町西1丁目18-5 048-573-5587048-573-5587
ほりうち　ひ

でゆき

180180 27-578627-5786 佐々木　崚佐々木　崚 アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店 366-0052366-0052 深谷市上柴町西 3-7-9深谷市上柴町西 3-7-9 048-572-0001048-572-0001
ささき　りょ

う

181181 29-637129-6371 竹鼻　伸浩竹鼻　伸浩 アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店アイジャパン（株）　アイメガネ　深谷上柴西店 366-0052366-0052 深谷市上柴町西 3-7-9深谷市上柴町西 3-7-9 048-572-0001048-572-0001
たけはな　の

ぶひろ

182182 6-15016-1501 飯塚　邦明飯塚　邦明 メガネのホズミ　アリオ深谷店メガネのホズミ　アリオ深谷店 366-0052366-0052
深谷市上柴町西4-2-14 深谷市上柴町西4-2-14 
アリオ深谷店1Fアリオ深谷店1F

048-572-8008048-572-8008
いいづか　く

にあき

183183 21-372821-3728 松浦　賢松浦　賢
スリーアイ松浦（有）　スリーアイ松浦（有）　
アイメガネ　本庄南大通り店アイメガネ　本庄南大通り店

367-0044367-0044 本庄市見福3-13-12本庄市見福3-13-12 0495-21-00010495-21-0001
まつうら　け

ん

184184 25-521725-5217 小沢　伸一郎小沢　伸一郎 アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店 368-0022368-0022 秩父市中宮地町5-7秩父市中宮地町5-7 0494-21-00010494-21-0001
おざわ　しん

いちろう

185185 27-578427-5784 浦　正幸浦　正幸 アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店アイジャパン（株）　アイメガネ　秩父中宮地店 368-0022368-0022 秩父市中宮地町5-7秩父市中宮地町5-7 0494-21-00010494-21-0001
うら　まさゆ

き

186186 6-14476-1447 大島　厚志大島　厚志 （株）オオシマ補聴器センター　秩父本店（株）オオシマ補聴器センター　秩父本店 368-0032368-0032 秩父市熊木町7-6秩父市熊木町7-6 0494-23-33500494-23-3350
おおしま　あ

つし

187187 22-411422-4114 大島　徳子大島　徳子 （株）オオシマ補聴器センター　秩父本店（株）オオシマ補聴器センター　秩父本店 368-0032368-0032 秩父市熊木町7-6秩父市熊木町7-6 0494-23-33500494-23-3350
おおしま　の

りこ

188188 22-411522-4115 新井　恵名新井　恵名 （株）オオシマ補聴器センター　秩父本店（株）オオシマ補聴器センター　秩父本店 368-0032368-0032 秩父市熊木町7-6秩父市熊木町7-6 0494-23-33500494-23-3350
あらい　やす

な

189189 4-13284-1328 漆原　良成漆原　良成 日勝電機（株）　秩父補聴器センター日勝電機（株）　秩父補聴器センター 368-0032368-0032 秩父市熊木町12-21秩父市熊木町12-21 0494-22-21070494-22-2107
うるしばら　

よしなり

190190 7-15617-1561 原島　和子原島　和子 （有）三愛メガネ　野坂店（有）三愛メガネ　野坂店 368-0033368-0033 秩父市野坂町1-5-2秩父市野坂町1-5-2 0494-22-30330494-22-3033
はらしま　か

ずこ

191191 27-578327-5783 吉野　哲彦吉野　哲彦
アイジャパン（株）　アイジャパン（株）　
アイメガネ　矢尾メガネサロンアイメガネ　矢尾メガネサロン

368-0035368-0035
秩父市上町1-5-9 秩父市上町1-5-9 
矢尾百貨店5F矢尾百貨店5F

0494-25-00010494-25-0001
よしの　てつ

ひこ

192192 28-622428-6224 早川　進早川　進 （有）早川時計店（有）早川時計店 368-0042368-0042 秩父市東町6-11秩父市東町6-11 0494-22-08120494-22-0812
はやかわ　す

すむ

193193 19-311719-3117 高木　宏光高木　宏光 （株）ノオミ　本店（株）ノオミ　本店 368-0043368-0043 秩父市中町4-11秩父市中町4-11 0494-24-22220494-24-2222
たかぎ　ひろ

みつ

194194 19-311819-3118 能見　敏明能見　敏明 （株）ノオミ　本店（株）ノオミ　本店 368-0043368-0043 秩父市中町4-11秩父市中町4-11 0494-24-22220494-24-2222
のうみ　とし

あき

195195 19-311919-3119 小澤　弘行小澤　弘行 （株）ノオミ　本店（株）ノオミ　本店 368-0043368-0043 秩父市中町4-11秩父市中町4-11 0494-24-22220494-24-2222
おざわ　ひろ

ゆき

196196 23-445723-4457 原島　達昭原島　達昭 （有）三愛メガネ　宮側店（有）三愛メガネ　宮側店 368-0046368-0046 秩父市宮側町23-3秩父市宮側町23-3 0494-23-77160494-23-7716
はらしま　た

つあき

197197 6-15296-1529 橋本　邦康橋本　邦康
はしもと　く

にやす

198198 9-18319-1831 前川　直子前川　直子
まえかわ　な

おこ

199199 16-269116-2691 吉岡　典保吉岡　典保
よしおか　の

りやす

200200 21-407421-4074 上村　祐生上村　祐生
うえむら　ゆ

うき



※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。

埼玉県埼玉県
No.No. ID 番号ID 番号 氏名氏名 勤務先名勤務先名 郵便番号郵便番号 住所住所 電話番号電話番号 ふりがな

201201 25-530625-5306 平山　賢司平山　賢司
ひらやま　け

んじ

202202 26-549726-5497 紺谷　菜美紺谷　菜美
こんたに　な

み

203203 29-657029-6570 野々山　高裕野々山　高裕
ののやま　た

かひろ


