佐 藤 誠 社 長 クッキ ング コー ナ ー

MACO S
キッチ ン

我が家の

「大根菜の炒め物」

この時期、スーパーでも大根菜付の大根が容易
に手に入る事だと思います。若い人達は、
そのま
ま葉の方を捨ててしまっているのかもしれません
が、今日の主役は大根菜です。

【材料】

作

大根菜 〈熱湯でさっと湯がいて水に取りしっ

かり絞って２センチ位に切りほぐしておく〉

………………………… 一把(一本分)
人参〈縦に薄く切りさらに細く切る〉
……………………………三分の一本
筍（水煮）
〈 人参と同じように切る〉
………………………… なくてもよい
豚肉〈こま切れをさらに細かく〉 ………５０ｇ
油揚げ〈縦三等分にし、細かく切る〉
…………………………………… １枚
こんにゃく
〈板こん短冊切り〉 ………５０ｇ
ゴマ油 ………………………… 大さじ１
お酒…………………………… 大さじ１
醤油 ……………………… 大さじ１.5
こしょう …………………………… 少々

り

方

１．フライパンにゴマ油を入れ、最 初に豚 肉を
よく炒める。
２．人参、筍、
こんにゃく、油揚げを加えて炒め、
火が通ったら、大根菜を加えさらに炒める。
３．こしょう、お酒、醤油で味を調えて、出来上がり
です。
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・ 大根菜は茹ですぎない事。
・ 具材に付いては、
ちくわ、干しエビなど
その時々に何でも活用してください。

全問正解の方の中から抽選で

読者プレゼント

★3名様に「（エイド）」オリジナルバスタオル」をプレゼントします。
★抽選から外れた方には「
（補聴器メーカー）ボールペン」をプレゼントします。

【プレゼント応募方法】
官製はがきに ①Q1~5の答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④電話番号 ⑤アンケートの答えを明記してお送りください。
【応募〆切】2015年1月10日必着
【応 募 先】〒950-0901 新潟市中央区弁天2丁目3番11号
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛

〜あなたは補聴器についてどのくらい知っている？〜
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.

a・b・cより回答をお選びください。

最新型の補聴器は○○と連携できるタイプがある
a. ファットフォン
b. スマートフォン
c. シャープフォン
補聴器を着けて入ってはいけない場所は？
【アンケート】
a. お風呂 b. トイレ c. カラオケ
1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
声を出さず、相互に文字で書いて意志を伝えあうことを何という？
ⓐスマートフォンとつながる補聴器
ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私と補聴器 ⓔスタッフコラム
a. 座談 b. 筆談 c. 漫談
ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン ⓗ補聴器クイズ
補聴器は、寒暖の差がある時に、
チューブに○○が溜まる事がある
2．
今後取り上げてほ
しいテーマなど、
「みみより通信」に対する
a. 塩 b.サビ c.水滴
ご意見・ご要望などありましたらお聞かせください。
公益財団法人テクノエイド協会が認定する、補聴器について
※当選者の発表は、
プレゼント商品の発送をもってかえさせていた
基準以上の知識を持っている事を証明する資格の名称は？
だきます。
a. 高度補聴器技術者 b.補聴器専門技能者 c. 認定補聴器技能者
前号の答え

Q1,a

Q2,b

Q3,c

Q4,b

Q5,a

フォナックの補聴器なら安心の防水・防塵国際保護等級 IP67 取得 。

ご希望に合わせてお選び
いただける、さまざまな
タイプをご用意。

人気のRICが
世界が広がるスマート補聴器
ベルトーン・ファースト

「加茂湖（佐渡）にて」 撮影者：佐渡店 山崎

・iPhoneで音量・音質調整、
補聴器の位置情報を感知
・目立たず、汗・汚れにも強い

新製品

ベルトーン・ユニトロン日本総代理店製造元
障害者総合支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

装用図

iPhone、iPad、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

特集 スマートフォンと
つながる補聴器

・優れた雑音ハウリング抑制

新津店

0120-74-4133
白根店

長岡店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

新潟市中央区弁天2丁目3番11号フジパークハイツ1Ｆ
■営業時間／平日9：00〜17：30
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.0250-21-3345

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間／平日9：00〜17：30
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.025-371-1335

新潟市南区白根3069
■営業時間／平日9：00〜17：00
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.0258-31-3423

長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間／平日9：00〜17：30
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.0259-52-5857

佐渡市窪田992
■営業時間／平日9：00〜17：00
土曜9：00〜15：00
■定 休 日／木曜・日曜・祝日
平成26年11月発行

お客様紹介コーナー「私と補聴器」
補聴器Q&A、
みみより情報、
スタッフコラム、
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO Sキッチン」
補聴器クイズ

愛されて31年

ニイガタ

株式会社

けてもらえば、直接補聴器から相手の
声が聞こえてくるので、従来の補聴器
に比べて聞き取り易さが向上します。

次 世 代 補 聴 器 、登 場し てま す！

スマートフォンと
つながる補聴器

世界中で
スマートフォンが
普及する
きっかけとなった
Apple社
「iPhone（アイフォーン）」

補聴器の位置まで感知！
紛失防止に

スマートフォンで補聴器をもっと便利に、快適に！

近年、
電話とパソコンの機能を併せ持った多機能端末「スマートフォン」が、
従来の携
帯電話に置き換わる形で急速に普及しています。今回は、
スマートフォンと連携する
次世代補聴器「スマート補聴器」について特集します。

電話の音声や音楽が
補聴器から聞こえます！

ら各メーカーより提供されてきました。
リモコンは便利なのですが、
「補聴
器とは別に2〜4万円程度かかる」
「常に携帯しなくてはならないので
煩わしい」という部分が難点でした。
しかし、
スマート補聴器はこの問題を
一 気に解 決します 。専 用のアプリ
（無料）
をインストールすればお手持ち
のスマートフォンがリモコンに早変わ
り。持ち運びの煩わしさもありません。

補聴器を装用しながら電話をすると、
受話器の当て方によって思うように電
話の音声が聞き取れなかったり、補聴
器がピーピー鳴ってしまったり．
．
．
そん
な経験をお持ちの方が多いのではな
いでしょうか。
ここで紹介するスマート補聴器は、
スマートフォンと無線でつながるので、
電話を耳に当てる必要がありません。
電話を手に持ったままで補聴器から
電話音声が聞こえるんです。

「補聴器をどこに置いたか忘れてしま
った・
・
・」このようなヒヤリとした経験は
ありませんか？スマート補聴器は、
スマ
ートフォンと補聴器との距離をリアル
タイムに表示する事ができ、紛失防止
に役立ちます。※ただし、補聴器の電
源が入っていないと距離を表示する
事ができません。

試聴はお気軽に！

このようにスマート補聴器は、
スマート
フォンと連携する事で、補聴器単体で
は実現できなかった快適性を提供す
る事が可能です。ニイガタエイド各店
で試聴できますので、
これを機会に次
世代の補聴器を体験してみてはいか
がでしょうか。

スマートフォンがマイクに!?

「特定の人の声が聞きたい・
・
・」
そんなお悩みをお持ちの方にもスマー
ト補聴器は便利です。話を聞きたい相
手にお手持ちのスマートフォンを持って
もらい、
スマートフォンに向かって話しか

スマートフォンがリモコン代わりに！

補聴器の音量や音質を手元で切り替
える事のできる「リモコン」は、以前か

教えて

エ
ドマン
! イ

ただいま！
今日も寒いね〜。
家の中は
暖かくていいわ。

❶
耳かけ型補聴器を
使用中の皆、要注意！
寒い場所から暖かい場所へ移動した
時に、眼鏡が曇ったことはないかい？
それと同じで、補聴器の
チューブ内に水滴が溜まって、
音が弱くなったり聞こえなく
なったりすることが
あるんだ。

❸

質問

なんだか
聞こえが
悪いみたい。
故障かしら…？

QA

認定補聴器技能者とは
なんですか？

❷
て！

気温差で
チューブに水滴が
溜まるのね。
よく分かったわ、
エイドマン！

補聴器の販売や調整など
に携わる人に対し、公益財団
法人テクノエイド協会が、厳し条
件のもと、基準以上の知識や技能を持
つことを認定して付与する資格です。
資格取得者は認定証を発行されます。
資格の有効期限は5年間で、更新する
為には実務に従事しながら、認定補聴
器技能者更新講習会を受講しなければ
なりません。更新期間を設ける
事で、常に最新の知識、
技能が無ければ資格
を維持できない事も
特徴の一つです。

答え

よく見てみ

チューブを

❹

外と室内の気温差が激しくなる冬場に特に
起きやすい症状なんだ。チューブをはずして
この
水滴を吹き飛ばしたり、ティッシュのこより等で
チューブ内に 水滴を取り除いたり、予めチューブ内に糸を
⬅
水滴が溜まる 入れておいて水滴を吸収させたり、対処方法
はいろいろあるんだ。君に合った方法は何か、
まずはお店のスタッフに相 談してみてくれ。

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様、遠藤タイ様です。補聴器装用を始めた
のは今年の4月でありながら、今では補聴器は体の一部という遠藤様。その順応の
早さには驚かされます。

補聴器との出会い、
きっかけは？
離れて暮らしている娘に、「聞き返しが
多いから、補聴器を着けたら？」と言われ
たのが最初のきっかけでした。それでも
まだ必要ないと自分に言い聞かせながらい
たのですが、趣味で通っているカラオケ
教室の先生にも「音が取れていない、
聞こえてないのでは？」と言われ、耳鼻科
へ行くことを決めました。

補聴器を着けることに抵抗は
ありませんでしたか？
補聴器に対して不安はありました。補聴
器はうるさいというイメージがありまし
たし、小さいので紛失の心配もありまし
た。実際に、補聴器を紛失してしまった
という友人もいましたし…。

スマート補聴器
「ﬁrst
（ファースト）
」価格
（方耳）
：
￥268,000〜

&

ちょっと
待った～！！

〜私と補聴器〜

←瓢湖にて

補聴器

チューブ内に水滴？の巻

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

初めて補聴器を着けた時、
違和感などありませんでしたか？
それが、意外と自然で違和感がなかったん
です。補聴器に対してあまり良いイメー
ジを持っていなかったので、それが逆に
良かったのかもしれません。もっとうるさ
いものだと思っていました。今では朝から
晩まで装用しています。夜、外すのを忘
れて寝てしまうこともあるくらい、今で
は体の一部となっています。趣味でスイ
ミングへ通っているのですが、そのまま
プールへ入ってしまったことも！同じ事が
ないようにロッカーの目に付くところに
補聴器ケースを置くようにしています。

カラオケやスイミングなど、
趣味が多いようですが？
子供の頃から歌うことが大好きで、小学
生の頃には歌謡曲を100曲くらい覚えて
歌うことが出来たほどです。歌うために
東京に行きたいと親に訴えたこともあり
ました。当然、親には反対され、その夢
は諦める事になりましたが…。今でも歌

遠藤

タイ様
（78歳）

●補聴器装用歴：約７か月
●趣味：スイミング、
カラオケ 他

うことが大好きで、個人レッスンを受け
ながら毎年カラオケ大会に出場していま
す。補聴器を着けてから音も取りやすく
なり、歌う時も常に補聴器を装用してい
ます。趣味といえば、ダンスも好きです
し、マージャンもします。また、20代の
頃に習った茶道には、多くを学ばされ、
刺激を受けました。茶道のお蔭で人前に
出る事が平気になりました。それ以前の
私であったら、カラオケ大会なんて考え
られなかったと思います。

補聴器を常用できるようになるまで
どのくらいかかりましたか？
最初の１～２か月は装着方法の確認や音
の調整の為に、何度かエイドさんへ通い
ました。私は耳穴型を使用しています
が、耳にうまく入れられるようになるま
で大変でした。コツをつかんでからはス
ムーズに入れられるようになり、音にも
慣れ、快適に装用しています。趣味を楽
しむためにも、これからも補聴器と上手
く付き合っていきたいと思います。

カラオケ大会にて→

スタッフ コラム
長岡店の小林です。私が人間の美徳感覚の違いを感じた出来事です。
唯一、海外旅行に出かけたベルギー。そのベルギーが舞台の「フラン
ダースの犬」という童話。日本ではとても有名な童話ですが、実は地元の
ベルギーでは、
ほとんどの国民はその物語を知らない、
あるいは読まれて
いないそうです。物語が悲劇のまま終わってしまうのは、
ヨーロッパの人々
には共感することができない。
また、ベルギー人は、子供にそんな残酷な
ことはしない・
・
・など。ちなみにノートルダム大寺院の正面に「フランダース
の犬」にまつわる石碑があります。ベルギーの地ですが、
日本語で書か
れています。なんと自動車メーカーのトヨタが寄贈したそうです。

み みより情 報
「筆談器」のいろいろ
今回ご紹介するものは、筆談やメモに使用する
器具です。インクを使わずに書いて消せるボード
です。紙切れの心配もございません。
ちょっとした
伝言にいかがですか。
◀ブギーボードJot
サイズ：224mm×
142mm×6mm
重量：119g
4,700円
（税抜き）

この物語は
悲しみの奥底から見出す
事のできる本当の希望と友情であり
永遠に語り継がれる私達の宝物なのです。
と書いてあります。
かきポンくん▶
サイズ：167mm×272mm×25mm 重量：404g
2,700円
（税抜き）
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故障かしら…？

QA

認定補聴器技能者とは
なんですか？

❷
て！

気温差で
チューブに水滴が
溜まるのね。
よく分かったわ、
エイドマン！

補聴器の販売や調整など
に携わる人に対し、公益財団
法人テクノエイド協会が、厳し条
件のもと、基準以上の知識や技能を持
つことを認定して付与する資格です。
資格取得者は認定証を発行されます。
資格の有効期限は5年間で、更新する
為には実務に従事しながら、認定補聴
器技能者更新講習会を受講しなければ
なりません。更新期間を設ける
事で、常に最新の知識、
技能が無ければ資格
を維持できない事も
特徴の一つです。

答え

よく見てみ

チューブを

❹

外と室内の気温差が激しくなる冬場に特に
起きやすい症状なんだ。チューブをはずして
この
水滴を吹き飛ばしたり、ティッシュのこより等で
チューブ内に 水滴を取り除いたり、予めチューブ内に糸を
⬅
水滴が溜まる 入れておいて水滴を吸収させたり、対処方法
はいろいろあるんだ。君に合った方法は何か、
まずはお店のスタッフに相 談してみてくれ。

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様、遠藤タイ様です。補聴器装用を始めた
のは今年の4月でありながら、今では補聴器は体の一部という遠藤様。その順応の
早さには驚かされます。

補聴器との出会い、
きっかけは？
離れて暮らしている娘に、「聞き返しが
多いから、補聴器を着けたら？」と言われ
たのが最初のきっかけでした。それでも
まだ必要ないと自分に言い聞かせながらい
たのですが、趣味で通っているカラオケ
教室の先生にも「音が取れていない、
聞こえてないのでは？」と言われ、耳鼻科
へ行くことを決めました。

補聴器を着けることに抵抗は
ありませんでしたか？
補聴器に対して不安はありました。補聴
器はうるさいというイメージがありまし
たし、小さいので紛失の心配もありまし
た。実際に、補聴器を紛失してしまった
という友人もいましたし…。

スマート補聴器
「ﬁrst
（ファースト）
」価格
（方耳）
：
￥268,000〜

&

ちょっと
待った～！！

〜私と補聴器〜

←瓢湖にて

補聴器

チューブ内に水滴？の巻

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

初めて補聴器を着けた時、
違和感などありませんでしたか？
それが、意外と自然で違和感がなかったん
です。補聴器に対してあまり良いイメー
ジを持っていなかったので、それが逆に
良かったのかもしれません。もっとうるさ
いものだと思っていました。今では朝から
晩まで装用しています。夜、外すのを忘
れて寝てしまうこともあるくらい、今で
は体の一部となっています。趣味でスイ
ミングへ通っているのですが、そのまま
プールへ入ってしまったことも！同じ事が
ないようにロッカーの目に付くところに
補聴器ケースを置くようにしています。

カラオケやスイミングなど、
趣味が多いようですが？
子供の頃から歌うことが大好きで、小学
生の頃には歌謡曲を100曲くらい覚えて
歌うことが出来たほどです。歌うために
東京に行きたいと親に訴えたこともあり
ました。当然、親には反対され、その夢
は諦める事になりましたが…。今でも歌

遠藤

タイ様
（78歳）

●補聴器装用歴：約７か月
●趣味：スイミング、
カラオケ 他

うことが大好きで、個人レッスンを受け
ながら毎年カラオケ大会に出場していま
す。補聴器を着けてから音も取りやすく
なり、歌う時も常に補聴器を装用してい
ます。趣味といえば、ダンスも好きです
し、マージャンもします。また、20代の
頃に習った茶道には、多くを学ばされ、
刺激を受けました。茶道のお蔭で人前に
出る事が平気になりました。それ以前の
私であったら、カラオケ大会なんて考え
られなかったと思います。

補聴器を常用できるようになるまで
どのくらいかかりましたか？
最初の１～２か月は装着方法の確認や音
の調整の為に、何度かエイドさんへ通い
ました。私は耳穴型を使用しています
が、耳にうまく入れられるようになるま
で大変でした。コツをつかんでからはス
ムーズに入れられるようになり、音にも
慣れ、快適に装用しています。趣味を楽
しむためにも、これからも補聴器と上手
く付き合っていきたいと思います。

カラオケ大会にて→

スタッフ コラム
長岡店の小林です。私が人間の美徳感覚の違いを感じた出来事です。
唯一、海外旅行に出かけたベルギー。そのベルギーが舞台の「フラン
ダースの犬」という童話。日本ではとても有名な童話ですが、実は地元の
ベルギーでは、
ほとんどの国民はその物語を知らない、
あるいは読まれて
いないそうです。物語が悲劇のまま終わってしまうのは、
ヨーロッパの人々
には共感することができない。
また、ベルギー人は、子供にそんな残酷な
ことはしない・
・
・など。ちなみにノートルダム大寺院の正面に「フランダース
の犬」にまつわる石碑があります。ベルギーの地ですが、
日本語で書か
れています。なんと自動車メーカーのトヨタが寄贈したそうです。

み みより情 報
「筆談器」のいろいろ
今回ご紹介するものは、筆談やメモに使用する
器具です。インクを使わずに書いて消せるボード
です。紙切れの心配もございません。
ちょっとした
伝言にいかがですか。
◀ブギーボードJot
サイズ：224mm×
142mm×6mm
重量：119g
4,700円
（税抜き）

この物語は
悲しみの奥底から見出す
事のできる本当の希望と友情であり
永遠に語り継がれる私達の宝物なのです。
と書いてあります。
かきポンくん▶
サイズ：167mm×272mm×25mm 重量：404g
2,700円
（税抜き）

佐 藤 誠 社 長 クッキ ング コー ナ ー

MACO S
キッチ ン

我が家の

「大根菜の炒め物」

この時期、スーパーでも大根菜付の大根が容易
に手に入る事だと思います。若い人達は、
そのま
ま葉の方を捨ててしまっているのかもしれません
が、今日の主役は大根菜です。

【材料】

作

大根菜 〈熱湯でさっと湯がいて水に取りしっ

かり絞って２センチ位に切りほぐしておく〉

………………………… 一把(一本分)
人参〈縦に薄く切りさらに細く切る〉
……………………………三分の一本
筍（水煮）
〈 人参と同じように切る〉
………………………… なくてもよい
豚肉〈こま切れをさらに細かく〉 ………５０ｇ
油揚げ〈縦三等分にし、細かく切る〉
…………………………………… １枚
こんにゃく
〈板こん短冊切り〉 ………５０ｇ
ゴマ油 ………………………… 大さじ１
お酒…………………………… 大さじ１
醤油 ……………………… 大さじ１.5
こしょう …………………………… 少々

り

方

１．フライパンにゴマ油を入れ、最 初に豚 肉を
よく炒める。
２．人参、筍、
こんにゃく、油揚げを加えて炒め、
火が通ったら、大根菜を加えさらに炒める。
３．こしょう、お酒、醤油で味を調えて、出来上がり
です。

エイド

みみより通信

2014
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＜ＰＯＩＮＴ＞
・ 大根菜は茹ですぎない事。
・ 具材に付いては、
ちくわ、干しエビなど
その時々に何でも活用してください。

全問正解の方の中から抽選で

読者プレゼント

★3名様に「（エイド）」オリジナルバスタオル」をプレゼントします。
★抽選から外れた方には「
（補聴器メーカー）ボールペン」をプレゼントします。

【プレゼント応募方法】
官製はがきに ①Q1~5の答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④電話番号 ⑤アンケートの答えを明記してお送りください。
【応募〆切】2015年1月10日必着
【応 募 先】〒950-0901 新潟市中央区弁天2丁目3番11号
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛

〜あなたは補聴器についてどのくらい知っている？〜
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.

a・b・cより回答をお選びください。

最新型の補聴器は○○と連携できるタイプがある
a. ファットフォン
b. スマートフォン
c. シャープフォン
補聴器を着けて入ってはいけない場所は？
【アンケート】
a. お風呂 b. トイレ c. カラオケ
1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
声を出さず、相互に文字で書いて意志を伝えあうことを何という？
ⓐスマートフォンとつながる補聴器
ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私と補聴器 ⓔスタッフコラム
a. 座談 b. 筆談 c. 漫談
ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン ⓗ補聴器クイズ
補聴器は、寒暖の差がある時に、
チューブに○○が溜まる事がある
2．
今後取り上げてほ
しいテーマなど、
「みみより通信」に対する
a. 塩 b.サビ c.水滴
ご意見・ご要望などありましたらお聞かせください。
公益財団法人テクノエイド協会が認定する、補聴器について
※当選者の発表は、
プレゼント商品の発送をもってかえさせていた
基準以上の知識を持っている事を証明する資格の名称は？
だきます。
a. 高度補聴器技術者 b.補聴器専門技能者 c. 認定補聴器技能者
前号の答え

Q1,a

Q2,b

Q3,c

Q4,b

Q5,a

フォナックの補聴器なら安心の防水・防塵国際保護等級 IP67 取得 。

ご希望に合わせてお選び
いただける、さまざまな
タイプをご用意。

人気のRICが
世界が広がるスマート補聴器
ベルトーン・ファースト

「加茂湖（佐渡）にて」 撮影者：佐渡店 山崎

・iPhoneで音量・音質調整、
補聴器の位置情報を感知
・目立たず、汗・汚れにも強い

新製品

ベルトーン・ユニトロン日本総代理店製造元
障害者総合支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

装用図

iPhone、iPad、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

特集 スマートフォンと
つながる補聴器

・優れた雑音ハウリング抑制

新津店

0120-74-4133
白根店

長岡店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

新潟市中央区弁天2丁目3番11号フジパークハイツ1Ｆ
■営業時間／平日9：00〜17：30
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.0250-21-3345

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間／平日9：00〜17：30
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.025-371-1335

新潟市南区白根3069
■営業時間／平日9：00〜17：00
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.0258-31-3423

長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間／平日9：00〜17：30
土曜9：00〜16：00
■定 休 日／日曜・祝日

Fax.0259-52-5857

佐渡市窪田992
■営業時間／平日9：00〜17：00
土曜9：00〜15：00
■定 休 日／木曜・日曜・祝日
平成26年11月発行

お客様紹介コーナー「私と補聴器」
補聴器Q&A、
みみより情報、
スタッフコラム、
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO Sキッチン」
補聴器クイズ

愛されて31年

ニイガタ

株式会社

