
※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。

岐阜県岐阜県
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 16-262216-2622 渡辺　恒二渡辺　恒二 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
わたなべ　こ

うじ

8282 20-338720-3387 早川　真一早川　真一 （株）キクチメガネ　土岐店（株）キクチメガネ　土岐店 509-5122509-5122 土岐市土岐津町土岐口2124-1土岐市土岐津町土岐口2124-1 0572-55-46370572-55-4637
はやかわ　し

んいち

8383 18-287918-2879 厚谷　光一郎厚谷　光一郎 （株）キクチメガネ　瑞浪店（株）キクチメガネ　瑞浪店 509-6135509-6135
瑞浪市薬師町2-72 瑞浪市薬師町2-72 
ピアゴ瑞浪店1Fピアゴ瑞浪店1F

0572-67-31830572-67-3183
あつや　こう

いちろう

8484 19-312519-3125 藤井　志朗藤井　志朗 メガネ・時計・補聴器の藤井メガネ・時計・補聴器の藤井 509-7403509-7403 恵那市岩村町本町3-340恵那市岩村町本町3-340 0573-43-26040573-43-2604
ふじい　しろ

う

8585 18-292018-2920 丹羽　英樹丹羽　英樹 補聴器メガネ宝飾の丹羽補聴器メガネ宝飾の丹羽 509-7714509-7714 恵那市明智町1255-11恵那市明智町1255-11 0573-54-25440573-54-2544 にわ　ひでき

8686 6-15036-1503 美濃羽　広一美濃羽　広一
みのわ　ひろ

かず

静岡県静岡県
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 25-521225-5212 小林　光一小林　光一 （株）メガネトップ　眼鏡市場　沼津大岡店（株）メガネトップ　眼鏡市場　沼津大岡店 410-0022410-0022 沼津市大岡1452-1沼津市大岡1452-1 055-964-0008055-964-0008
こばやし　こ

ういち

22 26-533326-5333 城野　宏政城野　宏政
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　沼津リコー通り本店眼鏡市場　沼津リコー通り本店

410-0053410-0053 沼津市寿町21-41沼津市寿町21-41 055-923-4088055-923-4088
しろの　ひろ

まさ

33 16-258616-2586 坂　良介坂　良介 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
ばん　りょう

すけ

44 20-355720-3557 青木　晴美青木　晴美 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
あおき　はる

み

55 24-493024-4930 深澤　友則深澤　友則 ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店ブルームヒアリング（株）　ブルーム沼津店 410-0801410-0801
沼津市大手町1-2-1 沼津市大手町1-2-1 
フォーラム壱番館2階フォーラム壱番館2階

055-963-4388055-963-4388
ふかさわ　と

ものり

66 10-189710-1897 中村　雅行中村　雅行
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
なかむら　ま

さゆき

77 19-318119-3181 小野寺　正行小野寺　正行
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
おのでら　ま

さゆき

88 22-412822-4128 糟谷　嘉宏糟谷　嘉宏
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
かすや　よし

ひろ

99 22-430322-4303 福岡　千春福岡　千春
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
ふくおか　ち

はる

1010 27-582227-5822 松井　文香松井　文香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　沼津店理研産業補聴器センター　沼津店

410-0801410-0801 沼津市大手町3-3-15沼津市大手町3-3-15 055-963-7233055-963-7233
まつい　ふみ

か

1111 20-330720-3307 植松　一成植松　一成 （有）サンアイ　サンアイ J246 店（有）サンアイ　サンアイ J246 店 410-1107410-1107 裾野市御宿32-4裾野市御宿32-4 055-993-6464055-993-6464
うえまつ　か

ずなり

1212 22-412022-4120 柿下　誠柿下　誠 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　裾野店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　裾野店 410-1118410-1118 裾野市佐野1601-1裾野市佐野1601-1 055-993-3706055-993-3706
かきした　ま

こと

1313 22-436422-4364 渡邉　哲哉渡邉　哲哉 （株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店（株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店 410-2316410-2316 伊豆の国市御門52-1伊豆の国市御門52-1 0558-76-85280558-76-8528
わたなべ　て

つや

1414 27-567627-5676 海老名　祐子海老名　祐子 （株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店（株）メガネトップ　眼鏡市場 大仁店 410-2316410-2316 伊豆の国市御門52-1伊豆の国市御門52-1 0558-76-85280558-76-8528
えびな　ゆう

こ

1515 11-207211-2072 村瀬　健村瀬　健 エイド（株）　三島営業所エイド（株）　三島営業所 411-0039411-0039
三島市寿町9-23 三島市寿町9-23 
ヴィラ武智寿町1Fヴィラ武智寿町1F

055-981-4488055-981-4488 むらせ　けん

1616 26-533026-5330 増田　敦子増田　敦子 エイド（株）　三島営業所エイド（株）　三島営業所 411-0039411-0039
三島市寿町9-23 三島市寿町9-23 
ヴィラ武智寿町1Fヴィラ武智寿町1F

055-981-4488055-981-4488
ますだ　あつ

こ

1717 26-549926-5499 髙村　勝也髙村　勝也 エイド（株）　三島営業所エイド（株）　三島営業所 411-0039411-0039
三島市寿町9-23 三島市寿町9-23 
ヴィラ武智寿町1Fヴィラ武智寿町1F

055-981-4488055-981-4488
たかむら　か

つや

1818 23-452523-4525 落合　紀仁落合　紀仁 東海リオン（株）　リオネットセンター三島東海リオン（株）　リオネットセンター三島 411-0831411-0831 三島市東本町2-1-14三島市東本町2-1-14 055-939-6850055-939-6850
おちあい　の

りひと

1919 27-565227-5652 佐場野　英則佐場野　英則 新日本補聴器（株）　三島店新日本補聴器（株）　三島店 411-0854411-0854 三島市北田町3-46三島市北田町3-46 055-973-3321055-973-3321
さばの　ひで

のり

2020 26-552026-5520 福岡　風福岡　風
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　三島広小路店理研産業補聴器センター　三島広小路店

411-0856411-0856 三島市広小路町10-1三島市広小路町10-1 055-975-1005055-975-1005
ふくおか　か

ぜ

2121 19-308519-3085 宮野　友和宮野　友和 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店 412-0026412-0026 御殿場市東田中3-3-17御殿場市東田中3-3-17 0550-82-00470550-82-0047
みやの　とも

かず

2222 22-412122-4121 今本　剛人今本　剛人 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店 412-0026412-0026 御殿場市東田中3-3-17御殿場市東田中3-3-17 0550-82-00470550-82-0047
いまもと　た

けひと

2323 24-474324-4743 藤曲　美知留藤曲　美知留 （株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店（株）大和屋時計店　ヤマトヤ　東田中メガネ店 412-0026412-0026 御殿場市東田中3-3-17御殿場市東田中3-3-17 0550-82-00470550-82-0047
ふじまがり　

みちる

2424 24-478224-4782 早藤　利充早藤　利充 （株）ハヤフジ眼鏡店　メガネのハヤフジ（株）ハヤフジ眼鏡店　メガネのハヤフジ 413-0232413-0232
伊東市八幡野1183 伊東市八幡野1183 
伊豆高原駅やまもプラザ1F伊豆高原駅やまもプラザ1F

0557-53-36010557-53-3601
はやふじ　と

しみつ

2525 28-622128-6221 木部　陽介木部　陽介 （有）貴心（有）貴心 414-0045414-0045
伊東市玖須美元和田720-143 伊東市玖須美元和田720-143 
伊東デュオ2F　メガネの貴心伊東デュオ2F　メガネの貴心

0557-38-01660557-38-0166
きべ　ようす

け

2626 24-488624-4886 土屋　美鳥土屋　美鳥 メガネのツチヤメガネのツチヤ 415-0022415-0022 下田市二丁目12-29下田市二丁目12-29 0558-23-34870558-23-3487
つちや　みど

り

2727 9-17339-1733 中島　恵美子中島　恵美子 富士補聴器センター富士補聴器センター 416-0913416-0913 富士市平垣本町5-38富士市平垣本町5-38 0545-61-00130545-61-0013
なかじま　え

みこ

2828 27-600727-6007 緒方　俊文緒方　俊文
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　富士店パリミキ　富士店

416-0931416-0931 富士市蓼原87-11富士市蓼原87-11 0545-64-75340545-64-7534
おがた　とし

ふみ

2929 23-460723-4607 相澤　壯斗相澤　壯斗
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　富士市役所前店理研産業補聴器センター　富士市役所前店

417-0047417-0047
富士市青島町195-3 富士市青島町195-3 
グレース富士102グレース富士102

0545-51-56320545-51-5632
あいざわ　ま

さと

3030 17-283617-2836 原　周平原　周平 （有）博宝堂　メガネの博宝堂（有）博宝堂　メガネの博宝堂 417-0051417-0051 富士市吉原2-4-5富士市吉原2-4-5 0545-52-18410545-52-1841
はら　しゅう

へい

3131 26-555026-5550 門脇　正則門脇　正則
富士宮補聴器センター　富士宮補聴器センター　
リオネットセンター富士リオネットセンター富士

417-0862417-0862 富士市石坂85-16富士市石坂85-16 0545-53-23650545-53-2365
かどわき　ま

さのり

3232 21-392421-3924 舩渡　誠司舩渡　誠司
愛眼（株）　愛眼（株）　
メガネの愛眼　イオンモール富士宮店メガネの愛眼　イオンモール富士宮店

418-0032418-0032
富士宮市浅間町1-8 富士宮市浅間町1-8 
イオンモール富士宮2Fイオンモール富士宮2F

0544-68-72240544-68-7224
ふなと　せい

じ

3333 11-207311-2073 佐野　千恵子佐野　千恵子 富士宮補聴器センター富士宮補聴器センター 418-0076418-0076 富士宮市錦町2-25富士宮市錦町2-25 0544-27-56290544-27-5629 さの　ちえこ

3434 12-224612-2246 佐野　久男佐野　久男 富士宮補聴器センター富士宮補聴器センター 418-0076418-0076 富士宮市錦町2-25富士宮市錦町2-25 0544-27-56290544-27-5629 さの　ひさお

3535 24-483824-4838 佐川　博佐川　博 （株）ラフィーネサガワ　コーラルベル（株）ラフィーネサガワ　コーラルベル 420-0031420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-9 静岡市葵区呉服町2-1-9 
呉服町プラザビル1階呉服町プラザビル1階

054-252-1818054-252-1818
さがわ　ひろ

し

3636 26-538726-5387 杉山　知之杉山　知之 （株）和真　マークイズ静岡店（株）和真　マークイズ静岡店 420-0821420-0821
静岡市葵区柚木1026 静岡市葵区柚木1026 
マークイズ静岡3Fマークイズ静岡3F

054-294-7137054-294-7137
すぎやま　と

もゆき

3737 20-357520-3575 佐川　英貴佐川　英貴
サガワ（有）　サガワ（有）　
デジタル補聴器のサガワ　音羽町店デジタル補聴器のサガワ　音羽町店

420-0834420-0834 静岡市葵区音羽町24-8静岡市葵区音羽町24-8 054-252-8980054-252-8980
さがわ　ひで

き

3838 24-496124-4961 鈴木　敬大鈴木　敬大
サガワ（有）　サガワ（有）　
デジタル補聴器のサガワ　音羽町店デジタル補聴器のサガワ　音羽町店

420-0834420-0834 静岡市葵区音羽町24-8静岡市葵区音羽町24-8 054-252-8980054-252-8980
すずき　けい

た

3939 4-12794-1279 山中　範昭山中　範昭
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
やまなか　の

りあき

4040 4-12844-1284 西山　義勝西山　義勝
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
にしやま　よ

しかつ



※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。

静岡県静岡県
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 10-187310-1873 矢部　伸一郎矢部　伸一郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
やべ　しんい

ちろう

4242 21-399921-3999 牧野　仁彦牧野　仁彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
まきの　きみ

ひこ

4343 27-572127-5721 石川　由石川　由
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
いしかわ　ゆ

い

4444 11-195411-1954 小泉　正則小泉　正則 （株）春田眼鏡店　静岡駅前店（株）春田眼鏡店　静岡駅前店 420-0857420-0857 静岡市葵区御幸町7-7静岡市葵区御幸町7-7 054-253-0029054-253-0029
こいずみ　ま

さのり

4545 25-506725-5067 春田　尚紀春田　尚紀 （株）春田眼鏡店　静岡駅前店（株）春田眼鏡店　静岡駅前店 420-0857420-0857 静岡市葵区御幸町7-7静岡市葵区御幸町7-7 054-253-0029054-253-0029
はるた　なお

き

4646 22-432922-4329 東光　康晴東光　康晴 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
とうこう　や

すはる

4747 27-576927-5769 荒谷　修司荒谷　修司 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
あらたに　

しゅうじ

4848 12-220212-2202 森脇　和彦森脇　和彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8番地の6 静岡市葵区伝馬町8番地の6 
トップセンタービル1階トップセンタービル1階

054-205-5900054-205-5900
もりわき　か

ずひこ

4949 16-262616-2626 小松　弥子小松　弥子 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
こまつ　みつ

こ

5050 25-506125-5061 片岡　里菜片岡　里菜 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
かたおか　り

な

5151 28-610928-6109 柴　亜津実柴　亜津実 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649 しば　あつみ

5252 20-334620-3346 田中　秀樹田中　秀樹 （株）タナカ（株）タナカ 421-0301421-0301 榛原郡吉田町住吉108榛原郡吉田町住吉108 0548-33-00330548-33-0033
たなか　ひで

き

5353 27-567027-5670 原田　康法原田　康法 補聴器のハラダ補聴器のハラダ 421-2124421-2124 静岡市葵区足久保口組672-43静岡市葵区足久保口組672-43 054-206-0730054-206-0730
はらだ　やす

のり

5454 21-386021-3860 宮﨑　江里香宮﨑　江里香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
みやざき　え

りか

5555 22-429322-4293 寺岡　梢寺岡　梢
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
てらおか　こ

ずえ

5656 27-566727-5667 鈴木　孝司鈴木　孝司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店 422-8047422-8047 静岡市駿河区中村町27-1静岡市駿河区中村町27-1 054-203-8008054-203-8008
すずき　こう

じ

5757 21-400921-4009 山本　純山本　純 東海リオン（株）　リオネットセンター静岡東海リオン（株）　リオネットセンター静岡 422-8062422-8062
静岡市駿河区稲川1-3-4 静岡市駿河区稲川1-3-4 
静岡帝警ビル1F静岡帝警ビル1F

054-202-9088054-202-9088
やまもと　

じゅん

5858 14-242314-2423 横地　愼吾横地　愼吾 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
よこち　しん

ご

5959 26-533826-5338 太田　麻美太田　麻美 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
おおた　あさ

み

6060 28-612328-6123 東田　香帆里東田　香帆里 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
ひがしだ　か

おり

6161 22-430522-4305 望月　徹也望月　徹也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店 424-0067424-0067
静岡市清水区鳥坂745-4 静岡市清水区鳥坂745-4 
フレスポ静岡内フレスポ静岡内

054-346-8758054-346-8758
もちづき　て

つや

6262 20-357720-3577 倉前　知弘倉前　知弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　清水店理研産業補聴器センター　清水店

424-0806424-0806
静岡市清水区辻1-3-1 静岡市清水区辻1-3-1 
田中屋ビル1階田中屋ビル1階

054-371-5166054-371-5166
くらまえ　と

もひろ

6363 4-12474-1247 春田　政孝春田　政孝 （株）春田眼鏡店　清水駅前店（株）春田眼鏡店　清水駅前店 424-0816424-0816 静岡市清水区真砂町2-19静岡市清水区真砂町2-19 054-367-0543054-367-0543
はるた　まさ

たか

6464 6-14606-1460 占部　文規占部　文規 （有）ダンボ（有）ダンボ 424-0829424-0829 静岡市清水区巴町8-3静岡市清水区巴町8-3 054-353-7233054-353-7233
うらべ　あや

のり

6565 29-631929-6319 南　和宏南　和宏 （株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店（株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店 424-0871424-0871
静岡市清水区上原1-6-16 静岡市清水区上原1-6-16 
イオン清水店2Fイオン清水店2F

054-344-3788054-344-3788
みなみ　かず

ひろ

6666 17-283417-2834 佐川　佳野佐川　佳野 サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店 424-0886424-0886 静岡市清水区草薙1-13-6 1F静岡市清水区草薙1-13-6 1F 054-344-2480054-344-2480
さがわ　よし

の

6767 29-628029-6280 望月　明倫望月　明倫 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店 424-0938424-0938 静岡市清水区梅が岡9-21静岡市清水区梅が岡9-21 054-355-3308054-355-3308
もちづき　あ

きひと

6868 17-272717-2727 堀田　幸裕堀田　幸裕
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ほった　ゆき

ひろ

6969 23-454723-4547 伴野　弘幸伴野　弘幸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ともの　ひろ

ゆき

7070 25-512225-5122 岡田　慎司岡田　慎司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　焼津店パリミキ　焼津店

425-0033425-0033 焼津市小川3921焼津市小川3921 054-624-7598054-624-7598
おかだ　しん

じ

7171 27-565727-5657 八木　卓也八木　卓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店（株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店 425-0045425-0045 焼津市祢宜島140-1焼津市祢宜島140-1 054-656-0668054-656-0668 やぎ　たくや

7272 23-458223-4582 増井　聡美増井　聡美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
ますい　さと

み

7373 25-512525-5125 芦矢　貴聡芦矢　貴聡
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
あしや　たか

あき

7474 19-322119-3221 佐伯　滋朗佐伯　滋朗 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
さえき　じろ

う

7575 19-322319-3223 服部　一夫服部　一夫 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
はっとり　か

ずお

7676 8-16378-1637 杉村　晴生杉村　晴生 島田補聴器センター島田補聴器センター 427-0056427-0056 島田市大津通5-4島田市大津通5-4 0547-37-15230547-37-1523
すぎむら　は

るお

7777 13-227913-2279 大塚　尚子大塚　尚子 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
おおつか　な

おこ

7878 23-443423-4434 片桐　静恵片桐　静恵 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
かたぎり　し

ずえ

7979 21-384321-3843 森　謙治森　謙治 補聴器本舗　浜松店補聴器本舗　浜松店 430-0906430-0906 浜松市中区住吉1-26-12浜松市中区住吉1-26-12 053-479-3355053-479-3355 もり　けんじ

8080 15-248415-2484 関根　英康関根　英康 エイド（株）　浜松店エイド（株）　浜松店 430-0926430-0926 浜松市中区砂山町340-7浜松市中区砂山町340-7 053-455-0703053-455-0703
せきね　ひで

やす



※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。

静岡県静岡県
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 10-187310-1873 矢部　伸一郎矢部　伸一郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
やべ　しんい

ちろう

4242 21-399921-3999 牧野　仁彦牧野　仁彦
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
まきの　きみ

ひこ

4343 27-572127-5721 石川　由石川　由
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業静岡支店　補聴器センター理研産業静岡支店　補聴器センター

420-0839420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-25静岡市葵区鷹匠3-18-25 054-246-2311054-246-2311
いしかわ　ゆ

い

4444 11-195411-1954 小泉　正則小泉　正則 （株）春田眼鏡店　静岡駅前店（株）春田眼鏡店　静岡駅前店 420-0857420-0857 静岡市葵区御幸町7-7静岡市葵区御幸町7-7 054-253-0029054-253-0029
こいずみ　ま

さのり

4545 25-506725-5067 春田　尚紀春田　尚紀 （株）春田眼鏡店　静岡駅前店（株）春田眼鏡店　静岡駅前店 420-0857420-0857 静岡市葵区御幸町7-7静岡市葵区御幸町7-7 054-253-0029054-253-0029
はるた　なお

き

4646 22-432922-4329 東光　康晴東光　康晴 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
とうこう　や

すはる

4747 27-576927-5769 荒谷　修司荒谷　修司 （株）メガネトップ　本社（株）メガネトップ　本社 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8-6 静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービルトップセンタービル

054-275-5001054-275-5001
あらたに　

しゅうじ

4848 12-220212-2202 森脇　和彦森脇　和彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡本店 420-8528420-8528
静岡市葵区伝馬町8番地の6 静岡市葵区伝馬町8番地の6 
トップセンタービル1階トップセンタービル1階

054-205-5900054-205-5900
もりわき　か

ずひこ

4949 16-262616-2626 小松　弥子小松　弥子 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
こまつ　みつ

こ

5050 25-506125-5061 片岡　里菜片岡　里菜 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649
かたおか　り

な

5151 28-610928-6109 柴　亜津実柴　亜津実 理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン理研産業（株）　松坂屋静岡店　補聴器サロン 420-8560420-8560
静岡市葵区御幸町10-2 静岡市葵区御幸町10-2 
松坂屋静岡店本館6F松坂屋静岡店本館6F

054-205-2649054-205-2649 しば　あつみ

5252 20-334620-3346 田中　秀樹田中　秀樹 （株）タナカ（株）タナカ 421-0301421-0301 榛原郡吉田町住吉108榛原郡吉田町住吉108 0548-33-00330548-33-0033
たなか　ひで

き

5353 27-567027-5670 原田　康法原田　康法 補聴器のハラダ補聴器のハラダ 421-2124421-2124 静岡市葵区足久保口組672-43静岡市葵区足久保口組672-43 054-206-0730054-206-0730
はらだ　やす

のり

5454 21-386021-3860 宮﨑　江里香宮﨑　江里香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
みやざき　え

りか

5555 22-429322-4293 寺岡　梢寺岡　梢
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　東静岡店理研産業補聴器センター　東静岡店

422-8006422-8006 静岡市駿河区曲金5-4-61静岡市駿河区曲金5-4-61 054-284-0300054-284-0300
てらおか　こ

ずえ

5656 27-566727-5667 鈴木　孝司鈴木　孝司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店（株）メガネトップ　眼鏡市場　静岡 SBS 通り店 422-8047422-8047 静岡市駿河区中村町27-1静岡市駿河区中村町27-1 054-203-8008054-203-8008
すずき　こう

じ

5757 21-400921-4009 山本　純山本　純 東海リオン（株）　リオネットセンター静岡東海リオン（株）　リオネットセンター静岡 422-8062422-8062
静岡市駿河区稲川1-3-4 静岡市駿河区稲川1-3-4 
静岡帝警ビル1F静岡帝警ビル1F

054-202-9088054-202-9088
やまもと　

じゅん

5858 14-242314-2423 横地　愼吾横地　愼吾 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
よこち　しん

ご

5959 26-533826-5338 太田　麻美太田　麻美 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
おおた　あさ

み

6060 28-612328-6123 東田　香帆里東田　香帆里 エイド（株）　静岡営業所エイド（株）　静岡営業所 422-8067422-8067
静岡市駿河区南町5-21 静岡市駿河区南町5-21 
濱一ビル1F濱一ビル1F

054-283-3373054-283-3373
ひがしだ　か

おり

6161 22-430522-4305 望月　徹也望月　徹也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水鳥坂店 424-0067424-0067
静岡市清水区鳥坂745-4 静岡市清水区鳥坂745-4 
フレスポ静岡内フレスポ静岡内

054-346-8758054-346-8758
もちづき　て

つや

6262 20-357720-3577 倉前　知弘倉前　知弘
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　清水店理研産業補聴器センター　清水店

424-0806424-0806
静岡市清水区辻1-3-1 静岡市清水区辻1-3-1 
田中屋ビル1階田中屋ビル1階

054-371-5166054-371-5166
くらまえ　と

もひろ

6363 4-12474-1247 春田　政孝春田　政孝 （株）春田眼鏡店　清水駅前店（株）春田眼鏡店　清水駅前店 424-0816424-0816 静岡市清水区真砂町2-19静岡市清水区真砂町2-19 054-367-0543054-367-0543
はるた　まさ

たか

6464 6-14606-1460 占部　文規占部　文規 （有）ダンボ（有）ダンボ 424-0829424-0829 静岡市清水区巴町8-3静岡市清水区巴町8-3 054-353-7233054-353-7233
うらべ　あや

のり

6565 29-631929-6319 南　和宏南　和宏 （株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店（株）メガネトップ　眼鏡市場　イオン清水店 424-0871424-0871
静岡市清水区上原1-6-16 静岡市清水区上原1-6-16 
イオン清水店2Fイオン清水店2F

054-344-3788054-344-3788
みなみ　かず

ひろ

6666 17-283417-2834 佐川　佳野佐川　佳野 サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店サガワ（有）　デジタル補聴器のサガワ　草薙店 424-0886424-0886 静岡市清水区草薙1-13-6 1F静岡市清水区草薙1-13-6 1F 054-344-2480054-344-2480
さがわ　よし

の

6767 29-628029-6280 望月　明倫望月　明倫 （株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店（株）メガネトップ　眼鏡市場　清水梅が丘店 424-0938424-0938 静岡市清水区梅が岡9-21静岡市清水区梅が岡9-21 054-355-3308054-355-3308
もちづき　あ

きひと

6868 17-272717-2727 堀田　幸裕堀田　幸裕
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ほった　ゆき

ひろ

6969 23-454723-4547 伴野　弘幸伴野　弘幸
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　焼津店理研産業補聴器センター　焼津店

425-0027425-0027 焼津市栄町3-5-29焼津市栄町3-5-29 054-620-6088054-620-6088
ともの　ひろ

ゆき

7070 25-512225-5122 岡田　慎司岡田　慎司
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　焼津店パリミキ　焼津店

425-0033425-0033 焼津市小川3921焼津市小川3921 054-624-7598054-624-7598
おかだ　しん

じ

7171 27-565727-5657 八木　卓也八木　卓也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店（株）メガネトップ　眼鏡市場　焼津店 425-0045425-0045 焼津市祢宜島140-1焼津市祢宜島140-1 054-656-0668054-656-0668 やぎ　たくや

7272 23-458223-4582 増井　聡美増井　聡美
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
ますい　さと

み

7373 25-512525-5125 芦矢　貴聡芦矢　貴聡
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　藤枝店理研産業補聴器センター　藤枝店

426-0061426-0061 藤枝市田沼1-19-1藤枝市田沼1-19-1 054-637-2329054-637-2329
あしや　たか

あき

7474 19-322119-3221 佐伯　滋朗佐伯　滋朗 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
さえき　じろ

う

7575 19-322319-3223 服部　一夫服部　一夫 （株）キクチメガネ　アピタ島田店（株）キクチメガネ　アピタ島田店 427-0016427-0016
島田市宝来町8-2 島田市宝来町8-2 
アピタ島田1Fアピタ島田1F

0547-35-61580547-35-6158
はっとり　か

ずお

7676 8-16378-1637 杉村　晴生杉村　晴生 島田補聴器センター島田補聴器センター 427-0056427-0056 島田市大津通5-4島田市大津通5-4 0547-37-15230547-37-1523
すぎむら　は

るお

7777 13-227913-2279 大塚　尚子大塚　尚子 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
おおつか　な

おこ

7878 23-443423-4434 片桐　静恵片桐　静恵 （株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店（株）大塚　大塚補聴器　浜松相生店 430-0805430-0805 浜松市中区相生町24-8浜松市中区相生町24-8 053-461-9246053-461-9246
かたぎり　し

ずえ

7979 21-384321-3843 森　謙治森　謙治 補聴器本舗　浜松店補聴器本舗　浜松店 430-0906430-0906 浜松市中区住吉1-26-12浜松市中区住吉1-26-12 053-479-3355053-479-3355 もり　けんじ

8080 15-248415-2484 関根　英康関根　英康 エイド（株）　浜松店エイド（株）　浜松店 430-0926430-0926 浜松市中区砂山町340-7浜松市中区砂山町340-7 053-455-0703053-455-0703
せきね　ひで

やす

静岡県静岡県
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 9-17959-1795 渥美　嘉人渥美　嘉人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松駅前店理研産業補聴器センター　浜松駅前店

430-0926430-0926 浜松市中区砂山町325番地6浜松市中区砂山町325番地6 053-458-2150053-458-2150
あつみ　よし

と

8282 21-390521-3905 新村　昭夫新村　昭夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松駅前店理研産業補聴器センター　浜松駅前店

430-0926430-0926 浜松市中区砂山町325番地6浜松市中区砂山町325番地6 053-458-2150053-458-2150
しんむら　あ

きお

8383 10-184710-1847 山本　顕司山本　顕司 （株）浜松補聴器センター（株）浜松補聴器センター 430-0928430-0928 浜松市中区板屋町102-16浜松市中区板屋町102-16 053-455-3835053-455-3835
やまもと　け

んじ

8484 22-416922-4169 本田　勝本田　勝 （株）浜松補聴器センター（株）浜松補聴器センター 430-0928430-0928 浜松市中区板屋町102-16浜松市中区板屋町102-16 053-455-3835053-455-3835
ほんだ　まさ

る

8585 17-286317-2863 青島　成季青島　成季 （有）西部補聴器センター（有）西部補聴器センター 430-0934430-0934 浜松市中区千歳町74浜松市中区千歳町74 053-453-8119053-453-8119
あおしま　し

げき

8686 27-572327-5723 倉橋　城二倉橋　城二 （株）大塚　プロショップ大塚　浜松佐鳴台店（株）大塚　プロショップ大塚　浜松佐鳴台店 432-8061432-8061 浜松市西区入野町621浜松市西区入野町621 053-440-9246053-440-9246
くらはし　

じょうじ

8787 15-251315-2513 吉田　浩之吉田　浩之 （株）キクチメガネ　イオンモール浜松志都呂店（株）キクチメガネ　イオンモール浜松志都呂店 432-8069432-8069
浜松市西区志都呂町2丁目37-1 浜松市西区志都呂町2丁目37-1 
イオンモール浜松志都呂 3Fイオンモール浜松志都呂 3F

053-448-2260053-448-2260
よしだ　ひろ

ゆき

8888 27-570327-5703 竹内　幸子竹内　幸子 （株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店（株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店 433-8123433-8123 浜松市中区幸2-5-4浜松市中区幸2-5-4 053-482-9246053-482-9246
たけうち　さ

ちこ

8989 27-596627-5966 青島　翔太朗青島　翔太朗 （株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店（株）大塚　プロショップ大塚　浜松幸店 433-8123433-8123 浜松市中区幸2-5-4浜松市中区幸2-5-4 053-482-9246053-482-9246
あおしま　

しょうたろう

9090 18-286818-2868 大石　真悟大石　真悟
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松泉町店理研産業補聴器センター　浜松泉町店

433-8124433-8124 浜松市中区泉1-7-18浜松市中区泉1-7-18 053-479-2233053-479-2233
おおいし　し

んご

9191 21-388821-3888 竹山　真央竹山　真央
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜松泉町店理研産業補聴器センター　浜松泉町店

433-8124433-8124 浜松市中区泉1-7-18浜松市中区泉1-7-18 053-479-2233053-479-2233
たけやま　ま

さひさ

9292 21-382021-3820 水口　佳己水口　佳己 メガネの水口メガネの水口 434-0026434-0026 浜松市浜北区東美薗174-1浜松市浜北区東美薗174-1 053-586-3337053-586-3337
みずぐち　よ

しみ

9393 23-449423-4494 中島　康夫中島　康夫
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　浜北店理研産業補聴器センター　浜北店

434-0036434-0036 浜松市浜北区横須賀878-1浜松市浜北区横須賀878-1 053-585-8456053-585-8456
なかじま　や

すお

9494 21-400021-4000 細野　健太郎細野　健太郎 （株）浜松補聴器センター　浜北店（株）浜松補聴器センター　浜北店 434-0038434-0038
浜松市浜北区貴布祢3000 浜松市浜北区貴布祢3000 
なゆた浜北1Fなゆた浜北1F

053-587-1137053-587-1137
ほその　けん

たろう

9595 24-485224-4852 内山　淳内山　淳
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
うちやま　

じゅん

9696 24-488324-4883 池谷　克之池谷　克之
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
いけや　かつ

ゆき

9797 26-557726-5577 市川　豊市川　豊
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
いちかわ　ゆ

たか

9898 29-649329-6493 鈴木　学鈴木　学
（有）天竜堂　（有）天竜堂　
メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店メガネ・補聴器　天竜堂　浜北本店

434-0042434-0042 浜松市浜北区小松684-2浜松市浜北区小松684-2 053-587-2020053-587-2020
すずき　まな

ぶ

9999 28-614128-6141 氏家　達矢氏家　達矢 コストコホールセールジャパン（株）　浜松倉庫店コストコホールセールジャパン（株）　浜松倉庫店 435-0048435-0048 浜松市東区上西町1020-28浜松市東区上西町1020-28 053-467-4810053-467-4810
うじいえ　た

つや

100100 19-321219-3212 井上　真澄井上　真澄 （株）キクチメガネ　イオンモール浜松市野店（株）キクチメガネ　イオンモール浜松市野店 435-0052435-0052
浜松市東区天王町字諏訪1981-3 浜松市東区天王町字諏訪1981-3 
イオンモール浜松市野ショッピングセンター2階イオンモール浜松市野ショッピングセンター2階

053-467-1321053-467-1321
いのうえ　ま

すみ

101101 29-652329-6523 大北　啓介大北　啓介
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　掛川店パリミキ　掛川店

436-0043436-0043 掛川市大池490-1掛川市大池490-1 0537-23-98680537-23-9868
おおきた　け

いすけ

102102 19-317019-3170 菅原　善典菅原　善典 ブルームヒアリング（株）　ブルーム掛川店ブルームヒアリング（株）　ブルーム掛川店 436-0044436-0044
掛川市清崎104-4 掛川市清崎104-4 
福田ビル1F福田ビル1F

0537-22-32320537-22-3232
すがわら　よ

りのり

103103 15-245115-2451 手塚　勉手塚　勉
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　掛川店理研産業補聴器センター　掛川店

436-0077436-0077 掛川市駅前11-1掛川市駅前11-1 0537-23-75550537-23-7555
てづか　つと

む

104104 23-468823-4688 川島　淳川島　淳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　袋井店理研産業補聴器センター　袋井店

437-0022437-0022 袋井市方丈1-5-12袋井市方丈1-5-12 0538-44-33410538-44-3341
かわしま　

じゅん

105105 25-513925-5139 長谷川　真大長谷川　真大
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　袋井店理研産業補聴器センター　袋井店

437-0022437-0022 袋井市方丈1-5-12袋井市方丈1-5-12 0538-44-33410538-44-3341
はせがわ　ま

さひろ

106106 10-184110-1841 青島　弘明青島　弘明 時計メガネ宝石　補聴器のオガワ時計メガネ宝石　補聴器のオガワ 437-0027437-0027 袋井市高尾町1-8袋井市高尾町1-8 0538-43-25350538-43-2535
あおしま　ひ

ろあき

107107 26-536026-5360 青島　知弘青島　知弘 時計メガネ宝石　補聴器のオガワ時計メガネ宝石　補聴器のオガワ 437-0027437-0027 袋井市高尾町1-8袋井市高尾町1-8 0538-43-25350538-43-2535
あおしま　と

もひろ

108108 11-207511-2075 伊藤　直幸伊藤　直幸 （株）エレガンス時正堂　泉町本店（株）エレガンス時正堂　泉町本店 437-0062437-0062 袋井市泉町1-7-6袋井市泉町1-7-6 0538-42-23410538-42-2341
いとう　なお

ゆき

109109 19-316219-3162 鈴木　雄太鈴木　雄太 （株）エレガンス時正堂　泉町本店（株）エレガンス時正堂　泉町本店 437-0062437-0062 袋井市泉町1-7-6袋井市泉町1-7-6 0538-42-23410538-42-2341
すずき　ゆう

た

110110 27-597727-5977 安間　雅文安間　雅文 （株）エレガンス時正堂　泉町本店（株）エレガンス時正堂　泉町本店 437-0062437-0062 袋井市泉町1-7-6袋井市泉町1-7-6 0538-42-23410538-42-2341
あんま　まさ

ふみ

111111 29-629629-6296 宗田　晴行宗田　晴行
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン浜岡店パリミキ　イオンタウン浜岡店

437-1612437-1612 御前崎市池新田5832-1御前崎市池新田5832-1 0537-86-72830537-86-7283
むねた　はる

ゆき

112112 21-367021-3670 永合　裕一郎永合　裕一郎
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　磐田店理研産業補聴器センター　磐田店

438-0078438-0078 磐田市中泉二丁目7-9磐田市中泉二丁目7-9 0538-33-46490538-33-4649
なごう　ゆう

いちろう

113113 27-593527-5935 榑松　駿榑松　駿
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　磐田店理研産業補聴器センター　磐田店

438-0078438-0078 磐田市中泉二丁目7-9磐田市中泉二丁目7-9 0538-33-46490538-33-4649
くれまつ　

しゅん

114114 19-309219-3092 山田　邦夫山田　邦夫 （株）キクチメガネ　ららぽーと磐田店（株）キクチメガネ　ららぽーと磐田店 438-0801438-0801
磐田市高見丘1200 磐田市高見丘1200 
ららぽーと磐田2Fららぽーと磐田2F

0538-38-24950538-38-2495
やまだ　くに

お

115115 12-220612-2206 松永　和明松永　和明
まつなが　か

ずあき

116116 20-347420-3474 山中　敏山中　敏
やまなか　さ

とし

117117 20-353220-3532 中島　香奈子中島　香奈子
なかじま　か

なこ

118118 20-359620-3596 安間　計午安間　計午
あんま　けい

ご

119119 20-362520-3625 髙橋　明裕髙橋　明裕
たかはし　あ

きひろ

120120 25-509025-5090 土屋　翔太土屋　翔太
つちや　しょ

うた



※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。

静岡県静岡県
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 25-516425-5164 岡本　直也岡本　直也
おかもと　な

おや


