
※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。

三重県三重県
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 19-316719-3167 村田　智之村田　智之 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
むらた　とも

ゆき

22 24-480024-4800 伊藤　静志伊藤　静志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
いとう　せい

じ

33 6-14886-1488 服部　洋明服部　洋明 メガネの隆明堂メガネの隆明堂 510-0086510-0086 四日市市諏訪栄町6-3四日市市諏訪栄町6-3 059-352-3254059-352-3254
はっとり　ひ

ろあき

44 17-273517-2735 井上　智貴井上　智貴
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いのうえ　と

もき

55 20-336620-3366 藤井　啓之藤井　啓之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
ふじい　ひろ

ゆき

66 23-444123-4441 伊藤　大典伊藤　大典
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いとう　ひろ

のり

77 27-586927-5869 中村　恵子中村　恵子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
なかむら　け

いこ

88 11-204011-2040 寺本　龍子寺本　龍子 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　

りゅうこ

99 21-373721-3737 寺本　奈穂美寺本　奈穂美 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　な

おみ

1010 9-17309-1730 岩田　一人岩田　一人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
いわた　かず

ひと

1111 23-461523-4615 酒井　翔平酒井　翔平
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
さかい　しょ

うへい

1212 26-548426-5484 齋藤　貴裕齋藤　貴裕 （株）三重県補聴器センター　四日市店（株）三重県補聴器センター　四日市店 510-0825510-0825 四日市市赤堀新町7-12四日市市赤堀新町7-12 059-350-4133059-350-4133
さいとう　た

かひろ

1313 21-407921-4079 野原　翼野原　翼
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　四日市店イヤーズ補聴器センター　四日市店

510-0826510-0826 四日市市赤堀2-6-9四日市市赤堀2-6-9 059-357-0007059-357-0007
のはら　つば

さ

1414 28-621628-6216 桜井　亮輔桜井　亮輔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン菰野店パリミキ　イオンタウン菰野店

510-1232510-1232
三重郡菰野町宿野357 三重郡菰野町宿野357 
イオンタウン菰野1Fイオンタウン菰野1F

059-394-6767059-394-6767
さくらい　

りょうすけ

1515 17-276117-2761 井上　瞳井上　瞳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
いのうえ　ひ

とみ

1616 27-581627-5816 江藤　文香江藤　文香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
えとう　あや

か

1717 18-290218-2902 薮谷　克彦薮谷　克彦 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
やぶや　かつ

ひこ

1818 20-339220-3392 桑原　祐介桑原　祐介 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
くわばら　ゆ

うすけ

1919 22-433022-4330 脇海道　雅脇海道　雅
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
わきかいどう　

まさし

2020 25-511025-5110 鬼頭　明日香鬼頭　明日香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
きとう　あす

か

2121 28-612228-6122 大野　誠之大野　誠之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
おおの　まさ

ゆき

2222 20-334820-3348 大谷　純一大谷　純一 （有）フジワラ　フジワラ補聴器（有）フジワラ　フジワラ補聴器 511-0088511-0088 桑名市南魚町50桑名市南魚町50 0594-27-55550594-27-5555
おおたに　

じゅんいち

2323 27-580027-5800 杉本　雅幸杉本　雅幸 （株）川スミ　アトレ川スミ　大安店（株）川スミ　アトレ川スミ　大安店 511-0272511-0272
いなべ市大安町高柳1945　 いなべ市大安町高柳1945　 
イオン大安店1階イオン大安店1階

0594-88-01360594-88-0136
すぎもと　ま

さゆき

2424 24-473024-4730 吉原　育代吉原　育代 （株）新光堂　補聴器の新光堂（株）新光堂　補聴器の新光堂 511-0841511-0841 桑名市小貝須232‐2桑名市小貝須232‐2 0594-27-24000594-27-2400
よしはら　い

くよ

2525 22-423922-4239 江里口　博江里口　博 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
えりぐち　ひ

ろし

2626 24-479724-4797 宮崎　武法宮崎　武法 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
みやざき　た

けのり

2727 10-188210-1882 山田　幸山田　幸 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
やまだ　みゆ

き

2828 14-234514-2345 岩永　恭子岩永　恭子 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
いわなが　

きょうこ

2929 24-471824-4718 山中　佑介山中　佑介 （株）三重県補聴器センター　桑名店（株）三重県補聴器センター　桑名店 511-0947511-0947 桑名市大仲新田439-15桑名市大仲新田439-15 0594-32-41330594-32-4133
やまなか　ゆ

うすけ

3030 29-643929-6439 徳田　雄市徳田　雄市 （株）川スミ　川スミ　メガネ本店（株）川スミ　川スミ　メガネ本店 511-0947511-0947
桑名市大仲新田新井水下 桑名市大仲新田新井水下 
サンシパークサンシパーク

0594-31-43110594-31-4311
とくだ　ゆう

いち

3131 22-423222-4232 川北　景久川北　景久 （株）キクチメガネ　四日市生桑店（株）キクチメガネ　四日市生桑店 512-0911512-0911 四日市市生桑町榎下200-6四日市市生桑町榎下200-6 059-332-9372059-332-9372
かわきた　か

げひさ

3232 27-585327-5853 伊藤　裕介伊藤　裕介 （株）川スミ　ア・トレ川スミ　尾平店（株）川スミ　ア・トレ川スミ　尾平店 512-0921512-0921
四日市市尾平町天王川原1805 四日市市尾平町天王川原1805 
イオン四日市尾平店1階イオン四日市尾平店1階

059-334-2080059-334-2080
いとう　ゆう

すけ

3333 21-379821-3798 森田　英美森田　英美 （株）三重県補聴器センター　鈴鹿店（株）三重県補聴器センター　鈴鹿店 513-0801513-0801 鈴鹿市神戸7-2-17鈴鹿市神戸7-2-17 059-381-4133059-381-4133
もりた　ひで

み

3434 26-538226-5382 坂本　孔明坂本　孔明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム鈴鹿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム鈴鹿店 513-0805513-0805
鈴鹿市算所町1264-2 鈴鹿市算所町1264-2 
サンフラワービル1Fサンフラワービル1F

059-370-3661059-370-3661
さかもと　こ

うめい

3535 19-322019-3220 森下　香太郎森下　香太郎 （株）キクチメガネ　イオンモール鈴鹿店（株）キクチメガネ　イオンモール鈴鹿店 513-0834513-0834
鈴鹿市庄野羽山4-1-2 鈴鹿市庄野羽山4-1-2 
イオンモール鈴鹿2Fイオンモール鈴鹿2F

059-367-3011059-367-3011
もりした　こ

うたろう

3636 26-534826-5348 坂﨑　侑一郎坂﨑　侑一郎 （株）三重県補聴器センター　津店（株）三重県補聴器センター　津店 514-0001514-0001 津市江戸橋1-106-5津市江戸橋1-106-5 059-236-4133059-236-4133
さかざき　ゆ

ういちろう

3737 17-278217-2782 向井　清人向井　清人
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　津店ナショナル補聴器センター　津店

514-0004514-0004 津市栄町4-179-1津市栄町4-179-1 059-228-4245059-228-4245
むかい　きよ

と

3838 23-453323-4533 田中　真理田中　真理
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　津店ナショナル補聴器センター　津店

514-0004514-0004 津市栄町4-179-1津市栄町4-179-1 059-228-4245059-228-4245 たなか　まり

3939 9-17369-1736 長谷川　謙吾長谷川　謙吾
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
はせがわ　け

んご

4040 16-263816-2638 西堀　裕介西堀　裕介
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
にしぼり　ゆ

うすけ



※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。

三重県三重県
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 19-316719-3167 村田　智之村田　智之 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
むらた　とも

ゆき

22 24-480024-4800 伊藤　静志伊藤　静志 ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店ブルームヒアリング（株）　ブルーム四日市店 510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町5-1 四日市市諏訪栄町5-1 
マルキビル1Fマルキビル1F

059-353-0495059-353-0495
いとう　せい

じ

33 6-14886-1488 服部　洋明服部　洋明 メガネの隆明堂メガネの隆明堂 510-0086510-0086 四日市市諏訪栄町6-3四日市市諏訪栄町6-3 059-352-3254059-352-3254
はっとり　ひ

ろあき

44 17-273517-2735 井上　智貴井上　智貴
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いのうえ　と

もき

55 20-336620-3366 藤井　啓之藤井　啓之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
ふじい　ひろ

ゆき

66 23-444123-4441 伊藤　大典伊藤　大典
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
いとう　ひろ

のり

77 27-586927-5869 中村　恵子中村　恵子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市店理研産業補聴器センター　四日市店

510-0086510-0086
四日市市諏訪栄町2-4 四日市市諏訪栄町2-4 
ファーストビル1Fファーストビル1F

059-354-6480059-354-6480
なかむら　け

いこ

88 11-204011-2040 寺本　龍子寺本　龍子 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　

りゅうこ

99 21-373721-3737 寺本　奈穂美寺本　奈穂美 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　鈴鹿店 510-0241510-0241
鈴鹿市白子駅前5-20 鈴鹿市白子駅前5-20 
近藤ビル1F近藤ビル1F

059-388-5012059-388-5012
てらもと　な

おみ

1010 9-17309-1730 岩田　一人岩田　一人
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
いわた　かず

ひと

1111 23-461523-4615 酒井　翔平酒井　翔平
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　鈴鹿店理研産業補聴器センター　鈴鹿店

510-0241510-0241 鈴鹿市白子駅前17番14号鈴鹿市白子駅前17番14号 059-380-5651059-380-5651
さかい　しょ

うへい

1212 26-548426-5484 齋藤　貴裕齋藤　貴裕 （株）三重県補聴器センター　四日市店（株）三重県補聴器センター　四日市店 510-0825510-0825 四日市市赤堀新町7-12四日市市赤堀新町7-12 059-350-4133059-350-4133
さいとう　た

かひろ

1313 21-407921-4079 野原　翼野原　翼
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　四日市店イヤーズ補聴器センター　四日市店

510-0826510-0826 四日市市赤堀2-6-9四日市市赤堀2-6-9 059-357-0007059-357-0007
のはら　つば

さ

1414 28-621628-6216 桜井　亮輔桜井　亮輔
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　イオンタウン菰野店パリミキ　イオンタウン菰野店

510-1232510-1232
三重郡菰野町宿野357 三重郡菰野町宿野357 
イオンタウン菰野1Fイオンタウン菰野1F

059-394-6767059-394-6767
さくらい　

りょうすけ

1515 17-276117-2761 井上　瞳井上　瞳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
いのうえ　ひ

とみ

1616 27-581627-5816 江藤　文香江藤　文香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　四日市北店理研産業補聴器センター　四日市北店

510-8015510-8015 四日市市松原町1-1四日市市松原町1-1 059-366-0830059-366-0830
えとう　あや

か

1717 18-290218-2902 薮谷　克彦薮谷　克彦 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
やぶや　かつ

ひこ

1818 20-339220-3392 桑原　祐介桑原　祐介 （株）キクチメガネ　近鉄四日市店（株）キクチメガネ　近鉄四日市店 510-8585510-8585
四日市市諏訪栄町7-34 四日市市諏訪栄町7-34 
近鉄百貨店四日市店4F近鉄百貨店四日市店4F

059-355-0246059-355-0246
くわばら　ゆ

うすけ

1919 22-433022-4330 脇海道　雅脇海道　雅
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
わきかいどう　

まさし

2020 25-511025-5110 鬼頭　明日香鬼頭　明日香
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
きとう　あす

か

2121 28-612228-6122 大野　誠之大野　誠之
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　桑名店理研産業補聴器センター　桑名店

511-0061511-0061
桑名市寿町1-14 桑名市寿町1-14 
ME-1ビル1FME-1ビル1F

0594-27-56610594-27-5661
おおの　まさ

ゆき

2222 20-334820-3348 大谷　純一大谷　純一 （有）フジワラ　フジワラ補聴器（有）フジワラ　フジワラ補聴器 511-0088511-0088 桑名市南魚町50桑名市南魚町50 0594-27-55550594-27-5555
おおたに　

じゅんいち

2323 27-580027-5800 杉本　雅幸杉本　雅幸 （株）川スミ　アトレ川スミ　大安店（株）川スミ　アトレ川スミ　大安店 511-0272511-0272
いなべ市大安町高柳1945　 いなべ市大安町高柳1945　 
イオン大安店1階イオン大安店1階

0594-88-01360594-88-0136
すぎもと　ま

さゆき

2424 24-473024-4730 吉原　育代吉原　育代 （株）新光堂　補聴器の新光堂（株）新光堂　補聴器の新光堂 511-0841511-0841 桑名市小貝須232‐2桑名市小貝須232‐2 0594-27-24000594-27-2400
よしはら　い

くよ

2525 22-423922-4239 江里口　博江里口　博 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
えりぐち　ひ

ろし

2626 24-479724-4797 宮崎　武法宮崎　武法 （株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店（株）キクチメガネ　イオンモール　桑名店 511-0863511-0863
桑名市新西方1-22 桑名市新西方1-22 
イオンモール桑名1番街アンク専門店街1Fイオンモール桑名1番街アンク専門店街1F

0594-24-27750594-24-2775
みやざき　た

けのり

2727 10-188210-1882 山田　幸山田　幸 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
やまだ　みゆ

き

2828 14-234514-2345 岩永　恭子岩永　恭子 （株）ホームケア大幸（株）ホームケア大幸 511-0947511-0947 桑名市大仲新田25-1桑名市大仲新田25-1 0594-31-70880594-31-7088
いわなが　

きょうこ

2929 24-471824-4718 山中　佑介山中　佑介 （株）三重県補聴器センター　桑名店（株）三重県補聴器センター　桑名店 511-0947511-0947 桑名市大仲新田439-15桑名市大仲新田439-15 0594-32-41330594-32-4133
やまなか　ゆ

うすけ

3030 29-643929-6439 徳田　雄市徳田　雄市 （株）川スミ　川スミ　メガネ本店（株）川スミ　川スミ　メガネ本店 511-0947511-0947
桑名市大仲新田新井水下 桑名市大仲新田新井水下 
サンシパークサンシパーク

0594-31-43110594-31-4311
とくだ　ゆう

いち

3131 22-423222-4232 川北　景久川北　景久 （株）キクチメガネ　四日市生桑店（株）キクチメガネ　四日市生桑店 512-0911512-0911 四日市市生桑町榎下200-6四日市市生桑町榎下200-6 059-332-9372059-332-9372
かわきた　か

げひさ

3232 27-585327-5853 伊藤　裕介伊藤　裕介 （株）川スミ　ア・トレ川スミ　尾平店（株）川スミ　ア・トレ川スミ　尾平店 512-0921512-0921
四日市市尾平町天王川原1805 四日市市尾平町天王川原1805 
イオン四日市尾平店1階イオン四日市尾平店1階

059-334-2080059-334-2080
いとう　ゆう

すけ

3333 21-379821-3798 森田　英美森田　英美 （株）三重県補聴器センター　鈴鹿店（株）三重県補聴器センター　鈴鹿店 513-0801513-0801 鈴鹿市神戸7-2-17鈴鹿市神戸7-2-17 059-381-4133059-381-4133
もりた　ひで

み

3434 26-538226-5382 坂本　孔明坂本　孔明 ブルームヒアリング（株）　ブルーム鈴鹿店ブルームヒアリング（株）　ブルーム鈴鹿店 513-0805513-0805
鈴鹿市算所町1264-2 鈴鹿市算所町1264-2 
サンフラワービル1Fサンフラワービル1F

059-370-3661059-370-3661
さかもと　こ

うめい

3535 19-322019-3220 森下　香太郎森下　香太郎 （株）キクチメガネ　イオンモール鈴鹿店（株）キクチメガネ　イオンモール鈴鹿店 513-0834513-0834
鈴鹿市庄野羽山4-1-2 鈴鹿市庄野羽山4-1-2 
イオンモール鈴鹿2Fイオンモール鈴鹿2F

059-367-3011059-367-3011
もりした　こ

うたろう

3636 26-534826-5348 坂﨑　侑一郎坂﨑　侑一郎 （株）三重県補聴器センター　津店（株）三重県補聴器センター　津店 514-0001514-0001 津市江戸橋1-106-5津市江戸橋1-106-5 059-236-4133059-236-4133
さかざき　ゆ

ういちろう

3737 17-278217-2782 向井　清人向井　清人
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　津店ナショナル補聴器センター　津店

514-0004514-0004 津市栄町4-179-1津市栄町4-179-1 059-228-4245059-228-4245
むかい　きよ

と

3838 23-453323-4533 田中　真理田中　真理
聞こえの田中（株）　聞こえの田中（株）　
ナショナル補聴器センター　津店ナショナル補聴器センター　津店

514-0004514-0004 津市栄町4-179-1津市栄町4-179-1 059-228-4245059-228-4245 たなか　まり

3939 9-17369-1736 長谷川　謙吾長谷川　謙吾
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
はせがわ　け

んご

4040 16-263816-2638 西堀　裕介西堀　裕介
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
にしぼり　ゆ

うすけ

三重県三重県
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 17-277017-2770 岡　みどり岡　みどり
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117 おか　みどり

4242 25-507525-5075 今原　聖子今原　聖子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
いまはら　せ

いこ

4343 25-509825-5098 辻　侑里辻　侑里
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117 つじ　ゆり

4444 25-513425-5134 大森　麻畝大森　麻畝
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業津支店　補聴器センター理研産業津支店　補聴器センター

514-0004514-0004 津市栄町2-479津市栄町2-479 059-228-3117059-228-3117
おおもり　ま

ほ

4545 15-249915-2499 鈴木　敦子鈴木　敦子
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　津店イヤーズ補聴器センター　津店

514-0835514-0835 津市幸町1-25津市幸町1-25 059-223-4565059-223-4565
すずき　あつ

こ

4646 20-353420-3534 原　大喜原　大喜
ブルームヒアリング（株）　ブルームヒアリング（株）　
イヤーズ補聴器センター　津店イヤーズ補聴器センター　津店

514-0835514-0835 津市幸町1-25津市幸町1-25 059-223-4565059-223-4565 はら　だいき

4747 29-654729-6547 大原　奈里大原　奈里 三重大学医学部附属病院三重大学医学部附属病院 514-8507514-8507 津市江戸橋2-174津市江戸橋2-174 059-232-1111059-232-1111
おおはら　な

り

4848 21-368621-3686 深井　秀樹深井　秀樹 ブルームヒアリング（株）　ブルーム松阪店ブルームヒアリング（株）　ブルーム松阪店 515-0055515-0055
松阪市田村町235-1 松阪市田村町235-1 
アドバンスモール松阪内アドバンスモール松阪内

0598-23-58530598-23-5853
ふかい　ひで

き

4949 25-508225-5082 垣内　千佳垣内　千佳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　松阪店理研産業補聴器センター　松阪店

515-0083515-0083 松阪市中町1832松阪市中町1832 0598-22-37370598-22-3737
かきうち　ち

か

5050 26-552526-5525 伊藤　翔伍伊藤　翔伍
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　松阪店理研産業補聴器センター　松阪店

515-0083515-0083 松阪市中町1832松阪市中町1832 0598-22-37370598-22-3737
いとう　しょ

うご

5151 27-580127-5801 川俣　玲子川俣　玲子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　松阪店理研産業補聴器センター　松阪店

515-0083515-0083 松阪市中町1832松阪市中町1832 0598-22-37370598-22-3737
かわばた　れ

いこ

5252 20-332620-3326 奥野　智司奥野　智司 （株）三重県補聴器センター　松阪店（株）三重県補聴器センター　松阪店 515-0084515-0084
松阪市日野町1-1 松阪市日野町1-1 
ベルタウン1Fベルタウン1F

0598-22-41330598-22-4133
おくの　さと

し

5353 20-341620-3416 小中　万美子小中　万美子
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　伊勢店理研産業補聴器センター　伊勢店

516-0072516-0072 伊勢市宮後2-26-16伊勢市宮後2-26-16 0596-23-16170596-23-1617
こなか　まみ

こ

5454 25-513525-5135 山本　由佳山本　由佳
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　伊勢店理研産業補聴器センター　伊勢店

516-0072516-0072 伊勢市宮後2-26-16伊勢市宮後2-26-16 0596-23-16170596-23-1617
やまもと　ゆ

か

5555 2-10752-1075 松屋　敏雄松屋　敏雄 （株）三重県補聴器センター　伊勢店（株）三重県補聴器センター　伊勢店 516-0079516-0079 伊勢市大世古2-3-1伊勢市大世古2-3-1 0596-29-41330596-29-4133
まつや　ひろ

ゆき

5656 11-216511-2165 松屋　裕之松屋　裕之 （株）三重県補聴器センター　伊勢店（株）三重県補聴器センター　伊勢店 516-0079516-0079 伊勢市大世古2-3-1伊勢市大世古2-3-1 0596-29-41330596-29-4133
まつや　とし

お

5757 28-624328-6243 橋爪　康幸橋爪　康幸
（有）メガネサロンハシヅメ　（有）メガネサロンハシヅメ　
メガネサロンハシヅメ　鵜方本店メガネサロンハシヅメ　鵜方本店

517-0501517-0501 志摩市阿児町鵜方3000-3志摩市阿児町鵜方3000-3 0599-43-17000599-43-1700
はしづめ　や

すゆき

5858 21-375521-3755 松生　正松生　正
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　名張店パリミキ　名張店

518-0441518-0441 名張市夏見字浅尾95-1名張市夏見字浅尾95-1 0595-64-49330595-64-4933
まついけ　た

だし

5959 25-505325-5053 今西　章今西　章 （株）三重県補聴器センター　名張店（株）三重県補聴器センター　名張店 518-0441518-0441 名張市夏見3219-3名張市夏見3219-3 0595-62-41330595-62-4133
いまにし　あ

きら

6060 29-657529-6575 松屋　知佳松屋　知佳 （株）三重県補聴器センター　名張店（株）三重県補聴器センター　名張店 518-0441518-0441 名張市夏見3219-3名張市夏見3219-3 0595-62-41330595-62-4133 まつや　ちか

6161 12-224312-2243 小林　誠小林　誠
理研産業（株）　理研産業（株）　
理研産業補聴器センター　伊賀上野店理研産業補聴器センター　伊賀上野店

518-0854518-0854 伊賀市上野忍町2655伊賀市上野忍町2655 0595-23-10550595-23-1055
こばやし　ま

こと

6262 24-485024-4850 徳本　直子徳本　直子 ブルームヒアリング（株）　ブルーム上野店ブルームヒアリング（株）　ブルーム上野店 518-0873518-0873 伊賀市上野丸の内156-1伊賀市上野丸の内156-1 0595-21-04880595-21-0488
とくもと　な

おこ

6363 17-286417-2864 髙橋　妙子髙橋　妙子 （株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　亀山店（株）あすなろ　補聴器プラザあすなろ　亀山店 519-0111519-0111 亀山市栄町1488-224亀山市栄町1488-224 0595-83-43380595-83-4338
たかはし　た

えこ

6464 20-359520-3595 宇城　大介宇城　大介 時計メガネ宝石の宇城時計メガネ宝石の宇城 519-4324519-4324 熊野市井戸町386-1熊野市井戸町386-1 0597-85-24180597-85-2418
うしろ　だい

すけ


