
※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。

広島県広島県
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 19-314719-3147 橋本　哲也橋本　哲也 （株）補聴器専門館　福山店（株）補聴器専門館　福山店 720-0001720-0001
福山市御幸町上岩成504-1 福山市御幸町上岩成504-1 
メゾンエル113メゾンエル113

084-982-9486084-982-9486
はしもと　て

つや

22 20-356420-3564 福村　聡士福村　聡士 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
ふくむら　さ

とし

33 26-558326-5583 竹内　則博竹内　則博 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
たけうち　の

りひろ

44 16-258016-2580 三好　康弘三好　康弘 （有）めがね美誠堂（有）めがね美誠堂 720-0064720-0064 福山市延広町3-7福山市延広町3-7 084-922-0670084-922-0670
みよし　やす

ひろ

55 6-14726-1472 小松　純子小松　純子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
こまつ　じゅ

んこ

66 11-218211-2182 岩本　卓也岩本　卓也 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
いわもと　た

くや

77 23-451123-4511 前田　裕子前田　裕子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
まえだ　ゆう

こ

88 3-11723-1172 山田　豊英山田　豊英 （有）福山補聴器（有）福山補聴器 720-0065720-0065 福山市東桜町6-33福山市東桜町6-33 084-924-9174084-924-9174
やまだ　とよ

ひで

99 24-498224-4982 松浦　宏幸松浦　宏幸
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　ゆめタウン福山店メガネの田中　ゆめタウン福山店

720-0801720-0801
福山市入船町3-1-60 福山市入船町3-1-60 
ゆめタウン福山店2Fゆめタウン福山店2F

084-971-0002084-971-0002
まつうら　ひ

ろゆき

1010 22-415722-4157 鈴木　達也鈴木　達也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　駅家店パリミキ　駅家店

720-1141720-1141 福山市駅家町江良776-1福山市駅家町江良776-1 084-976-6231084-976-6231
すずき　たつ

や

1111 26-541326-5413 中須賀　正幸中須賀　正幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　神辺店パリミキ　神辺店

720-2123720-2123 福山市神辺町川北1093-5福山市神辺町川北1093-5 084-962-4505084-962-4505
なかすか　ま

さゆき

1212 20-360820-3608 間江　万紀間江　万紀 福山きこえ補聴器福山きこえ補聴器 721-0916721-0916 福山市春日台1-23福山市春日台1-23 084-948-4133084-948-4133
まえ　かずの

り

1313 21-396721-3967 大石　輝幸大石　輝幸
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
ひめの補聴器センター　広島福山店ひめの補聴器センター　広島福山店

721-0942721-0942 福山市引野町5-15-17福山市引野町5-15-17 084-940-1199084-940-1199
おおいし　て

るゆき

1414 20-352520-3525 福下　政則福下　政則
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　福山新涯店メガネの田中　福山新涯店

721-0955721-0955 福山市新涯町一丁目25番36号福山市新涯町一丁目25番36号 084-961-4311084-961-4311
ふくした　ま

さのり

1515 19-327019-3270 井手口　和憲井手口　和憲 なごみ補聴器なごみ補聴器 721-0963721-0963 福山市南手城町3-10-6-6福山市南手城町3-10-6-6 084-922-0011084-922-0011
いでぐち　か

ずのり

1616 23-455323-4553 川邉　晶菜川邉　晶菜 （株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店 721-0966721-0966 福山市手城町4-7-16福山市手城町4-7-16 084-920-1678084-920-1678
かわべ　あき

な

1717 21-380821-3808 池田　恭幸池田　恭幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　福山本店パリミキ　福山本店

721-0974721-0974 福山市東深津町3丁目17-8福山市東深津町3丁目17-8 084-921-2781084-921-2781
いけだ　やす

ゆき

1818 2-10732-1073 平岡　昌三平岡　昌三 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
ひらおか　

しょうぞう

1919 10-186610-1866 松野　成利松野　成利 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
まつの　しげ

とし

2020 26-544526-5445 岡本　陽岡本　陽 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
おかもと　よ

う

2121 23-455623-4556 藤岡　大三藤岡　大三 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン尾道店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン尾道店 722-0051722-0051 尾道市東尾道19-7尾道市東尾道19-7 0848-47-30410848-47-3041
ふじおか　た

いぞう

2222 25-506425-5064 前田　聡前田　聡 メガネの田中チェーン（株）　イオン三原店メガネの田中チェーン（株）　イオン三原店 723-0014723-0014
三原市城町2-13-1 三原市城町2-13-1 
イオン三原店1Fイオン三原店1F

0848-62-88220848-62-8822
まえた　さと

し

2323 15-253315-2533 榊原　理雄榊原　理雄 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店 723-0015723-0015
三原市円一町1-1-7 三原市円一町1-1-7 
フジグラン三原2Fフジグラン三原2F

0848-61-01650848-61-0165
さかきはら　

まさお

2424 19-317119-3171 岩倉　隆岩倉　隆 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店 723-0015723-0015
三原市円一町1-1-7 三原市円一町1-1-7 
フジグラン三原2Fフジグラン三原2F

0848-61-01650848-61-0165
いわくら　た

かし

2525 17-270717-2707 平岡　三奈平岡　三奈 （有）中国補聴器　三原補聴器センター（有）中国補聴器　三原補聴器センター 723-0017723-0017
三原市港町1丁目13-38 三原市港町1丁目13-38 
Mビル1階Mビル1階

0848-29-98330848-29-9833
ひらおか　み

な

2626 19-317819-3178 折田　宏隆折田　宏隆 （株）メガネトップ　眼鏡市場　三原店（株）メガネトップ　眼鏡市場　三原店 723-0051723-0051 三原市宮浦4-12-21三原市宮浦4-12-21 0848-81-02280848-81-0228
おりた　ひろ

たか

2727 20-329320-3293 井上　康則井上　康則
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　府中店パリミキ　府中店

726-0012726-0012 府中市中須町87-1府中市中須町87-1 0847-51-38830847-51-3883
いのうえ　や

すのり

2828 16-268116-2681 山中　健二山中　健二 メガネの田中チェーン（株）　府中店メガネの田中チェーン（株）　府中店 726-0012726-0012 府中市中須町1083-2府中市中須町1083-2 0847-46-39550847-46-3955
やまなか　け

んじ

2929 11-197111-1971 竹田　則之竹田　則之 （株）敬ちゃん時計店（株）敬ちゃん時計店 727-0012727-0012 庄原市中本町2-1-3庄原市中本町2-1-3 0824-72-03770824-72-0377
たけだ　のり

ゆき

3030 17-280817-2808 竹田　章浩竹田　章浩 （株）敬ちゃん時計店　メガネハウスタケダ（株）敬ちゃん時計店　メガネハウスタケダ 727-0013727-0013
庄原市西本町 2-19-1 庄原市西本町 2-19-1 
ジョイフルショッピングセンター2Fジョイフルショッピングセンター2F

0824-75-00370824-75-0037
たけだ　あき

ひろ

3131 27-582427-5824 谷山　誠宗谷山　誠宗
エイコーレンズ（有）　エイコーレンズ（有）　
めがねのエイコー　サングリーン店めがねのエイコー　サングリーン店

728-0013728-0013
三次市十日市東4-1-30 三次市十日市東4-1-30 
サンクリーン　1Fサンクリーン　1F

0824-65-11410824-65-1141
たにやま　た

かひろ

3232 23-451023-4510 矢野下　哲也矢野下　哲也 メガネの田中チェーン（株）　三次店メガネの田中チェーン（株）　三次店 728-0014728-0014
三次市十日市南1-4-8 三次市十日市南1-4-8 
メガネのタナカ三次店メガネのタナカ三次店

0824-62-54720824-62-5472
やのした　て

つや

3333 11-206211-2062 茶木　信博茶木　信博 メガネの田中チェーン（株）　松永店メガネの田中チェーン（株）　松永店 729-0104729-0104 福山市松永町5丁目5-5福山市松永町5丁目5-5 084-933-0508084-933-0508
ちゃき　のぶ

ひろ

3434 23-467423-4674 北本　恭隆北本　恭隆 メガネの田中チェーン（株）　松永店メガネの田中チェーン（株）　松永店 729-0104729-0104 福山市松永町5丁目5-5福山市松永町5丁目5-5 084-933-0508084-933-0508
きたもと　や

すたか

3535 25-523325-5233 應和　清登應和　清登
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　尾道店パリミキ　尾道店

729-0141729-0141 尾道市高須町812-1尾道市高須町812-1 0848-46-45530848-46-4553
おうわ　きよ

と

3636 24-479824-4798 徳永　和也徳永　和也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　尾道店（株）メガネトップ　眼鏡市場　尾道店 729-0141729-0141 尾道市高須町1223-3尾道市高須町1223-3 0848-56-20080848-56-2008
とくなが　か

ずや

3737 10-190710-1907 眞野　秀明眞野　秀明 メガネのシンノメガネのシンノ 729-3431729-3431 府中市上下町上下1062-1府中市上下町上下1062-1 0847-62-31880847-62-3188
しんの　ひで

あき

3838 21-383321-3833 土居　浩文土居　浩文 どいメガネ時計店どいメガネ時計店 729-5125729-5125 庄原市東城町川西461-3庄原市東城町川西461-3 0847-72-01880847-72-0188
どい　ひろふ

み

3939 17-279917-2799 伊賀　洋文伊賀　洋文 （株）光電　広島補聴器センター（株）光電　広島補聴器センター 730-0017730-0017 広島市中区鉄砲町8-6広島市中区鉄砲町8-6 082-227-1007082-227-1007
いが　ひろふ

み

4040 25-519325-5193 工藤　貴啓工藤　貴啓 マキチエ（株）　広島営業所マキチエ（株）　広島営業所 730-0017730-0017
広島市中区鉄砲町1-20 広島市中区鉄砲町1-20 
第3ウエノヤビル10階第3ウエノヤビル10階

082-221-5336082-221-5336
くどう　たか

ひろ



※令和4年6月1日時点で掲載を希望した認定補聴器技能者の名簿です。

広島県広島県
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 19-314719-3147 橋本　哲也橋本　哲也 （株）補聴器専門館　福山店（株）補聴器専門館　福山店 720-0001720-0001
福山市御幸町上岩成504-1 福山市御幸町上岩成504-1 
メゾンエル113メゾンエル113

084-982-9486084-982-9486
はしもと　て

つや

22 20-356420-3564 福村　聡士福村　聡士 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
ふくむら　さ

とし

33 26-558326-5583 竹内　則博竹内　則博 メガネの田中チェーン（株）　福山本店メガネの田中チェーン（株）　福山本店 720-0043720-0043 福山市船町1-32福山市船町1-32 084-924-3577084-924-3577
たけうち　の

りひろ

44 16-258016-2580 三好　康弘三好　康弘 （有）めがね美誠堂（有）めがね美誠堂 720-0064720-0064 福山市延広町3-7福山市延広町3-7 084-922-0670084-922-0670
みよし　やす

ひろ

55 6-14726-1472 小松　純子小松　純子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
こまつ　じゅ

んこ

66 11-218211-2182 岩本　卓也岩本　卓也 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
いわもと　た

くや

77 23-451123-4511 前田　裕子前田　裕子 東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター東神実業（株）　トーシン・福山補聴器センター 720-0064720-0064 福山市延広町6-9福山市延広町6-9 084-931-3674084-931-3674
まえだ　ゆう

こ

88 3-11723-1172 山田　豊英山田　豊英 （有）福山補聴器（有）福山補聴器 720-0065720-0065 福山市東桜町6-33福山市東桜町6-33 084-924-9174084-924-9174
やまだ　とよ

ひで

99 24-498224-4982 松浦　宏幸松浦　宏幸
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　ゆめタウン福山店メガネの田中　ゆめタウン福山店

720-0801720-0801
福山市入船町3-1-60 福山市入船町3-1-60 
ゆめタウン福山店2Fゆめタウン福山店2F

084-971-0002084-971-0002
まつうら　ひ

ろゆき

1010 22-415722-4157 鈴木　達也鈴木　達也
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　駅家店パリミキ　駅家店

720-1141720-1141 福山市駅家町江良776-1福山市駅家町江良776-1 084-976-6231084-976-6231
すずき　たつ

や

1111 26-541326-5413 中須賀　正幸中須賀　正幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　神辺店パリミキ　神辺店

720-2123720-2123 福山市神辺町川北1093-5福山市神辺町川北1093-5 084-962-4505084-962-4505
なかすか　ま

さゆき

1212 20-360820-3608 間江　万紀間江　万紀 福山きこえ補聴器福山きこえ補聴器 721-0916721-0916 福山市春日台1-23福山市春日台1-23 084-948-4133084-948-4133
まえ　かずの

り

1313 21-396721-3967 大石　輝幸大石　輝幸
（有）愛媛ヒアリングエイド　（有）愛媛ヒアリングエイド　
ひめの補聴器センター　広島福山店ひめの補聴器センター　広島福山店

721-0942721-0942 福山市引野町5-15-17福山市引野町5-15-17 084-940-1199084-940-1199
おおいし　て

るゆき

1414 20-352520-3525 福下　政則福下　政則
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
メガネの田中　福山新涯店メガネの田中　福山新涯店

721-0955721-0955 福山市新涯町一丁目25番36号福山市新涯町一丁目25番36号 084-961-4311084-961-4311
ふくした　ま

さのり

1515 19-327019-3270 井手口　和憲井手口　和憲 なごみ補聴器なごみ補聴器 721-0963721-0963 福山市南手城町3-10-6-6福山市南手城町3-10-6-6 084-922-0011084-922-0011
いでぐち　か

ずのり

1616 23-455323-4553 川邉　晶菜川邉　晶菜 （株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店（株）メガネトップ　眼鏡市場　福山店 721-0966721-0966 福山市手城町4-7-16福山市手城町4-7-16 084-920-1678084-920-1678
かわべ　あき

な

1717 21-380821-3808 池田　恭幸池田　恭幸
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　福山本店パリミキ　福山本店

721-0974721-0974 福山市東深津町3丁目17-8福山市東深津町3丁目17-8 084-921-2781084-921-2781
いけだ　やす

ゆき

1818 2-10732-1073 平岡　昌三平岡　昌三 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
ひらおか　

しょうぞう

1919 10-186610-1866 松野　成利松野　成利 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
まつの　しげ

とし

2020 26-544526-5445 岡本　陽岡本　陽 （有）中国補聴器　尾道補聴器センター（有）中国補聴器　尾道補聴器センター 722-0037722-0037 尾道市西御所町7-9尾道市西御所町7-9 0848-23-92210848-23-9221
おかもと　よ

う

2121 23-455623-4556 藤岡　大三藤岡　大三 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン尾道店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン尾道店 722-0051722-0051 尾道市東尾道19-7尾道市東尾道19-7 0848-47-30410848-47-3041
ふじおか　た

いぞう

2222 25-506425-5064 前田　聡前田　聡 メガネの田中チェーン（株）　イオン三原店メガネの田中チェーン（株）　イオン三原店 723-0014723-0014
三原市城町2-13-1 三原市城町2-13-1 
イオン三原店1Fイオン三原店1F

0848-62-88220848-62-8822
まえた　さと

し

2323 15-253315-2533 榊原　理雄榊原　理雄 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店 723-0015723-0015
三原市円一町1-1-7 三原市円一町1-1-7 
フジグラン三原2Fフジグラン三原2F

0848-61-01650848-61-0165
さかきはら　

まさお

2424 19-317119-3171 岩倉　隆岩倉　隆 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン三原店 723-0015723-0015
三原市円一町1-1-7 三原市円一町1-1-7 
フジグラン三原2Fフジグラン三原2F

0848-61-01650848-61-0165
いわくら　た

かし

2525 17-270717-2707 平岡　三奈平岡　三奈 （有）中国補聴器　三原補聴器センター（有）中国補聴器　三原補聴器センター 723-0017723-0017
三原市港町1丁目13-38 三原市港町1丁目13-38 
Mビル1階Mビル1階

0848-29-98330848-29-9833
ひらおか　み

な

2626 19-317819-3178 折田　宏隆折田　宏隆 （株）メガネトップ　眼鏡市場　三原店（株）メガネトップ　眼鏡市場　三原店 723-0051723-0051 三原市宮浦4-12-21三原市宮浦4-12-21 0848-81-02280848-81-0228
おりた　ひろ

たか

2727 20-329320-3293 井上　康則井上　康則
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　府中店パリミキ　府中店

726-0012726-0012 府中市中須町87-1府中市中須町87-1 0847-51-38830847-51-3883
いのうえ　や

すのり

2828 16-268116-2681 山中　健二山中　健二 メガネの田中チェーン（株）　府中店メガネの田中チェーン（株）　府中店 726-0012726-0012 府中市中須町1083-2府中市中須町1083-2 0847-46-39550847-46-3955
やまなか　け

んじ

2929 11-197111-1971 竹田　則之竹田　則之 （株）敬ちゃん時計店（株）敬ちゃん時計店 727-0012727-0012 庄原市中本町2-1-3庄原市中本町2-1-3 0824-72-03770824-72-0377
たけだ　のり

ゆき

3030 17-280817-2808 竹田　章浩竹田　章浩 （株）敬ちゃん時計店　メガネハウスタケダ（株）敬ちゃん時計店　メガネハウスタケダ 727-0013727-0013
庄原市西本町 2-19-1 庄原市西本町 2-19-1 
ジョイフルショッピングセンター2Fジョイフルショッピングセンター2F

0824-75-00370824-75-0037
たけだ　あき

ひろ

3131 27-582427-5824 谷山　誠宗谷山　誠宗
エイコーレンズ（有）　エイコーレンズ（有）　
めがねのエイコー　サングリーン店めがねのエイコー　サングリーン店

728-0013728-0013
三次市十日市東4-1-30 三次市十日市東4-1-30 
サンクリーン　1Fサンクリーン　1F

0824-65-11410824-65-1141
たにやま　た

かひろ

3232 23-451023-4510 矢野下　哲也矢野下　哲也 メガネの田中チェーン（株）　三次店メガネの田中チェーン（株）　三次店 728-0014728-0014
三次市十日市南1-4-8 三次市十日市南1-4-8 
メガネのタナカ三次店メガネのタナカ三次店

0824-62-54720824-62-5472
やのした　て

つや

3333 11-206211-2062 茶木　信博茶木　信博 メガネの田中チェーン（株）　松永店メガネの田中チェーン（株）　松永店 729-0104729-0104 福山市松永町5丁目5-5福山市松永町5丁目5-5 084-933-0508084-933-0508
ちゃき　のぶ

ひろ

3434 23-467423-4674 北本　恭隆北本　恭隆 メガネの田中チェーン（株）　松永店メガネの田中チェーン（株）　松永店 729-0104729-0104 福山市松永町5丁目5-5福山市松永町5丁目5-5 084-933-0508084-933-0508
きたもと　や

すたか

3535 25-523325-5233 應和　清登應和　清登
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　尾道店パリミキ　尾道店

729-0141729-0141 尾道市高須町812-1尾道市高須町812-1 0848-46-45530848-46-4553
おうわ　きよ

と

3636 24-479824-4798 徳永　和也徳永　和也 （株）メガネトップ　眼鏡市場　尾道店（株）メガネトップ　眼鏡市場　尾道店 729-0141729-0141 尾道市高須町1223-3尾道市高須町1223-3 0848-56-20080848-56-2008
とくなが　か

ずや

3737 10-190710-1907 眞野　秀明眞野　秀明 メガネのシンノメガネのシンノ 729-3431729-3431 府中市上下町上下1062-1府中市上下町上下1062-1 0847-62-31880847-62-3188
しんの　ひで

あき

3838 21-383321-3833 土居　浩文土居　浩文 どいメガネ時計店どいメガネ時計店 729-5125729-5125 庄原市東城町川西461-3庄原市東城町川西461-3 0847-72-01880847-72-0188
どい　ひろふ

み

3939 17-279917-2799 伊賀　洋文伊賀　洋文 （株）光電　広島補聴器センター（株）光電　広島補聴器センター 730-0017730-0017 広島市中区鉄砲町8-6広島市中区鉄砲町8-6 082-227-1007082-227-1007
いが　ひろふ

み

4040 25-519325-5193 工藤　貴啓工藤　貴啓 マキチエ（株）　広島営業所マキチエ（株）　広島営業所 730-0017730-0017
広島市中区鉄砲町1-20 広島市中区鉄砲町1-20 
第3ウエノヤビル10階第3ウエノヤビル10階

082-221-5336082-221-5336
くどう　たか

ひろ

広島県広島県
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 29-655729-6557 吉田　大輝吉田　大輝 マキチエ（株）　広島営業所マキチエ（株）　広島営業所 730-0017730-0017
広島市中区鉄砲町1-20 広島市中区鉄砲町1-20 
第3ウエノヤビル10階第3ウエノヤビル10階

082-221-5336082-221-5336
よしだ　たい

き

4242 11-215911-2159 田尾　英司田尾　英司 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860 たお　えいじ

4343 22-421922-4219 山田　知子山田　知子 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860
やまだ　とも

こ

4444 26-534126-5341 谷本　智実谷本　智実 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860
たにもと　と

もみ

4545 26-551826-5518 田向　晶裕田向　晶裕 東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター東神実業（株）　トーシン・広島補聴器センター 730-0022730-0022
広島市中区銀山町1-11 広島市中区銀山町1-11 
フジスカイビル3Fフジスカイビル3F

082-249-0860082-249-0860
たこう　あき

ひろ

4646 22-424622-4246 北井　政仁北井　政仁
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　広島本通店パリミキ　広島本通店

730-0035730-0035
広島市中区本通2-6 広島市中区本通2-6 
ダイヤ本通ビルダイヤ本通ビル

082-248-2686082-248-2686
きたい　まさ

ひと

4747 15-251215-2512 梅田　親弘梅田　親弘 （株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店 730-0035730-0035 広島市中区本通1-15広島市中区本通1-15 082-543-5184082-543-5184
うめだ　ちか

ひろ

4848 18-303918-3039 岡田　高史岡田　高史 （株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店（株）メガネトップ　眼鏡市場　広島本店 730-0035730-0035 広島市中区本通1-15広島市中区本通1-15 082-543-5184082-543-5184
おかだ　たか

し

4949 25-518125-5181 三好　裕明三好　裕明 メガネの田中チェーン（株）　本店メガネの田中チェーン（株）　本店 730-0035730-0035 広島市中区本通2-10広島市中区本通2-10 082-245-5213082-245-5213
みよし　ひろ

あき

5050 10-189110-1891 松田　賢司松田　賢司 聞こえの田中（株）　広島本通店聞こえの田中（株）　広島本通店 730-0035730-0035
広島市中区本通7-27 広島市中区本通7-27 
トミヤビル1Fトミヤビル1F

082-248-4133082-248-4133
まつだ　けん

じ

5151 27-577227-5772 河野　洋二郎河野　洋二郎 聞こえの田中（株）　広島本通店聞こえの田中（株）　広島本通店 730-0035730-0035
広島市中区本通7-27 広島市中区本通7-27 
トミヤビル1Fトミヤビル1F

082-248-4133082-248-4133
こうの　よう

じろう

5252 21-395621-3956 門脇　靖門脇　靖 メガネの田中チェーン（株）　本社メガネの田中チェーン（株）　本社 730-0036730-0036 広島市中区袋町1-23-102広島市中区袋町1-23-102 082-245-5260082-245-5260
かどわき　や

すし

5353 5-13455-1345 福岡　達己福岡　達己 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
ふくおか　た

つみ

5454 7-15747-1574 寺尾　博文寺尾　博文 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
てらお　ひろ

ふみ

5555 11-213211-2132 福岡　真吾福岡　真吾 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
ふくおか　し

んご

5656 21-392721-3927 中須　勇人中須　勇人 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
なかす　はや

と

5757 23-464023-4640 吉田　尚平吉田　尚平 （有）補聴器センターアイ　広島本店（有）補聴器センターアイ　広島本店 730-0051730-0051
広島市中区大手町3-1-8 広島市中区大手町3-1-8 
清水ビル清水ビル

082-541-3311082-541-3311
よしだ　しょ

うへい

5858 10-188710-1887 相川　親弘相川　親弘 （株）東京メガネ　そごう広島店（株）東京メガネ　そごう広島店 730-8501730-8501
広島市中区基町6-27 広島市中区基町6-27 
そごう広島店本館8階メガネサロンそごう広島店本館8階メガネサロン

082-512-7351082-512-7351
あいかわ　ち

かひろ

5959 21-391621-3916 田村　和浩田村　和浩 （株）東京メガネ　そごう広島店（株）東京メガネ　そごう広島店 730-8501730-8501
広島市中区基町6-27 広島市中区基町6-27 
そごう広島店本館8階メガネサロンそごう広島店本館8階メガネサロン

082-512-7351082-512-7351
たむら　かず

ひろ

6060 24-477824-4778 奥　幸一奥　幸一 ジャパンオプティカル（株）　福屋　八丁堀本店ジャパンオプティカル（株）　福屋　八丁堀本店 730-8548730-8548
広島市中区胡町6-26 広島市中区胡町6-26 
福屋八丁堀本店　7階メガネ・補聴器サロン福屋八丁堀本店　7階メガネ・補聴器サロン

082-246-6517082-246-6517
おく　こうい

ち

6161 25-530825-5308 畠山　勝畠山　勝 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン緑井店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン緑井店 731-0103731-0103
広島市安佐南区緑井1-5-2 広島市安佐南区緑井1-5-2 
フジグラン緑井1Fフジグラン緑井1F

082-870-5681082-870-5681
はたけやま　

まさる

6262 22-410222-4102 柿田　能宏柿田　能宏
（株）パリミキ （株）パリミキ 
パリミキ　古市店パリミキ　古市店

731-0123731-0123 広島市安佐南区古市3-2-11広島市安佐南区古市3-2-11 082-877-6338082-877-6338
かきだ　のぶ

ひろ

6363 20-343120-3431 西川　裕也西川　裕也
メガネの田中チェーン（株）　メガネの田中チェーン（株）　
イオンモール広島祇園店イオンモール広島祇園店

731-0138731-0138
広島市安佐南区祇園3-2-1 広島市安佐南区祇園3-2-1 
イオンモール広島祇園2Fイオンモール広島祇園2F

082-832-3656082-832-3656
にしがわ　ゆ

うや

6464 22-415822-4158 中原　道彦中原　道彦 （株）メガネトップ　眼鏡市場　可部店（株）メガネトップ　眼鏡市場　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部5-20-4広島市安佐北区可部5-20-4 282-819-1398282-819-1398
なかはら　み

ちひこ

6565 6-15136-1513 高原　常雄高原　常雄 （有）補聴器センターアイ　可部店（有）補聴器センターアイ　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部3-19-24広島市安佐北区可部3-19-24 082-819-3313082-819-3313
たかはら　つ

ねお

6666 19-307119-3071 石飛　早苗石飛　早苗 （有）補聴器センターアイ　可部店（有）補聴器センターアイ　可部店 731-0221731-0221 広島市安佐北区可部3-19-24広島市安佐北区可部3-19-24 082-819-3313082-819-3313
いしとび　さ

なえ

6767 26-550926-5509 原田　武治原田　武治 （有）原田時計店（有）原田時計店 731-0501731-0501
安芸高田市吉田町吉田594-1 安芸高田市吉田町吉田594-1 
ゆめタウン吉田ゆめタウン吉田

0826-42-14220826-42-1422
はらだ　たけ

はる

6868 10-190910-1909 福原　良男福原　良男 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店 731-4311731-4311
安芸郡坂町北新地2-3-30 安芸郡坂町北新地2-3-30 
フジグラン安芸店フジグラン安芸店

082-885-4645082-885-4645
ふくはら　よ

しお

6969 24-500824-5008 森岡　貴史森岡　貴史 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン安芸店 731-4311731-4311
安芸郡坂町北新地2-3-30 安芸郡坂町北新地2-3-30 
フジグラン安芸店フジグラン安芸店

082-885-4645082-885-4645
もりおか　た

かし

7070 19-312319-3123 川井　清司川井　清司 メガネの田中チェーン（株）　サンリブ五日市店メガネの田中チェーン（株）　サンリブ五日市店 731-5116731-5116 広島市佐伯区八幡1-24-1広島市佐伯区八幡1-24-1 082-926-0820082-926-0820
かわい　せい

じ

7171 28-603028-6030 藤井　英俊藤井　英俊
（株）メガネトップ　（株）メガネトップ　
眼鏡市場　五日市コイン通り店眼鏡市場　五日市コイン通り店

731-5128731-5128 広島市佐伯区五日市中央4丁目16-10広島市佐伯区五日市中央4丁目16-10 082-943-5618082-943-5618
ふじい　ひで

とし

7272 21-367821-3678 水兼　義国水兼　義国 あんしん補聴器あんしん補聴器 731-5128731-5128
広島市佐伯区五日市中央5-18-5 広島市佐伯区五日市中央5-18-5 
高田ビル 101号高田ビル 101号

082-921-3305082-921-3305
みずかね　よ

しくに

7373 10-185210-1852 萱原　輝明萱原　輝明 メガネの田中チェーン（株）　楽々園店メガネの田中チェーン（株）　楽々園店 731-5136731-5136 広島市佐伯区楽々園3-2-19広島市佐伯区楽々園3-2-19 082-924-5025082-924-5025
かやはら　て

るあき

7474 28-607628-6076 小竹　淑子小竹　淑子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
こたけ　よし

こ

7575 29-629729-6297 五十嵐　隆晴五十嵐　隆晴 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
いがらし　た

かはる

7676 29-638329-6383 本城　智吉本城　智吉 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
ほんじょう　

ともよし

7777 29-640029-6400 髙森　崇子髙森　崇子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
たかもり　た

かこ

7878 29-641429-6414 宮沢　正子宮沢　正子 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
みやざわ　

しょうこ

7979 29-646529-6465 三牧　佳弘三牧　佳弘 （株）エヌ・アイ・シー　中国支社（株）エヌ・アイ・シー　中国支社 732-0052732-0052
広島市東区光町1-12-6 広島市東区光町1-12-6 
広島ビル7F広島ビル7F

082-261-3322082-261-3322
みまき　よし

ひろ

8080 21-370821-3708 上田　多加志上田　多加志
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）
広島営業所広島営業所

732-0052732-0052
広島市東区光町2-10-16 広島市東区光町2-10-16 
第3好木ビル1F第3好木ビル1F

082-263-8685082-263-8685
うえた　たか

し
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8181 22-431122-4311 是藤　達也是藤　達也
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）　
広島倉庫店広島倉庫店

732-0803732-0803 広島市南区南蟹屋2-3-4広島市南区南蟹屋2-3-4 082-890-0190082-890-0190
これとう　た

つや

8282 21-384121-3841 喜多村　誠喜多村　誠 （株）シンコム　広島営業所（株）シンコム　広島営業所 733-0012733-0012 広島市西区中広町3-18-19広島市西区中広町3-18-19 082-533-7235082-533-7235
きたむら　ま

こと

8383 25-530925-5309 馬場　英信馬場　英信 （株）シンコム　広島営業所（株）シンコム　広島営業所 733-0012733-0012 広島市西区中広町3-18-19広島市西区中広町3-18-19 082-533-7235082-533-7235
ばば　ひでの

ぶ

8484 23-441223-4412 福垣内　眞福垣内　眞 （株）メガネトップ　眼鏡市場　南観音店（株）メガネトップ　眼鏡市場　南観音店 733-0035733-0035 広島市西区南観音6-15-16広島市西区南観音6-15-16 082-297-5008082-297-5008
ふくがうち　

しん

8585 25-515125-5151 島田　義久島田　義久 メガネの田中チェーン（株）　己斐本町店メガネの田中チェーン（株）　己斐本町店 733-0812733-0812 広島市西区己斐本町3-4-8広島市西区己斐本町3-4-8 082-275-1221082-275-1221
しまだ　よし

ひさ

8686 27-579327-5793 齋藤　裕司齋藤　裕司 （株）メガネトップ　眼鏡市場　LECT 店（株）メガネトップ　眼鏡市場　LECT 店 733-8509733-8509
広島市西区扇2丁目1-45 広島市西区扇2丁目1-45 
LECT2階LECT2階

082-270-0188082-270-0188
さいとう　ゆ

うじ

8787 21-399121-3991 佐々木　司佐々木　司 宇品補聴器宇品補聴器 734-0011734-0011
広島市南区宇品海岸2丁目23-30 広島市南区宇品海岸2丁目23-30 
トゥールドローブ1Fトゥールドローブ1F

082-254-8885082-254-8885
ささき　つか

さ

8888 7-16077-1607 迫　義昭迫　義昭 (株 )オプティコ　呉あが店(株 )オプティコ　呉あが店 737-0003737-0003
呉市阿賀中央6丁目2-11 呉市阿賀中央6丁目2-11 
阿賀プラザ2F阿賀プラザ2F

0823-89-90550823-89-9055
さこ　よしあ

き

8989 15-254515-2545 中田　和寿中田　和寿 メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン呉店メガネの田中チェーン（株）　ゆめタウン呉店 737-0029737-0029 呉市宝町5-10呉市宝町5-10 0823-25-63060823-25-6306
なかた　かず

ひさ

9090 25-531125-5311 奥田　憲章奥田　憲章 （株）光電　補聴器センター呉（株）光電　補聴器センター呉 737-0051737-0051 呉市中央1-3-5呉市中央1-3-5 0823-22-33780823-22-3378
おくだ　のり

あき

9191 25-510125-5101 錦織　拓也錦織　拓也 メガネの田中チェーン（株）　広中町店メガネの田中チェーン（株）　広中町店 737-0131737-0131 呉市広中町8-20呉市広中町8-20 0823-76-63300823-76-6330
にしこおり　

たくや

9292 10-193010-1930 藤原　天文藤原　天文 （株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店（株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店 739-0007739-0007
東広島市西条土与丸1-5-7 東広島市西条土与丸1-5-7 
ゆめタウン東広島3階ゆめタウン東広島3階

082-493-8110082-493-8110
ふじわら　た

かふみ

9393 11-205511-2055 三宅　賢治三宅　賢治 （株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店（株）VH リテールサービス　ゆめタウン東広島店 739-0007739-0007
東広島市西条土与丸1-5-7 東広島市西条土与丸1-5-7 
ゆめタウン東広島3階ゆめタウン東広島3階

082-493-8110082-493-8110
みやけ　けん

じ

9494 18-305518-3055 谷水　大輔谷水　大輔 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
たにみず　だ

いすけ

9595 21-387421-3874 木坂　光雄木坂　光雄 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
きさか　みつ

お

9696 23-454423-4544 梶山　光博梶山　光博 （有）中国補聴器　東広島補聴器センター（有）中国補聴器　東広島補聴器センター 739-0015739-0015
東広島市西条栄町9-9 東広島市西条栄町9-9 
すずらんマンション1Fすずらんマンション1F

082-424-3810082-424-3810
かじやま　み

つひろ

9797 23-459623-4596 田守　幹夫田守　幹夫 メガネの田中チェーン（株）　フジグラン高陽店メガネの田中チェーン（株）　フジグラン高陽店 739-1742739-1742 広島市安佐北区亀崎1-1-6広島市安佐北区亀崎1-1-6 082-843-5112082-843-5112
たもり　みき

お

9898 15-243915-2439 高橋　順一高橋　順一
たかはし　

じゅんいち

9999 15-249215-2492 奥野　政昭奥野　政昭
おくの　まさ

あき


