日常生活用具業者一覧 （視覚障害者用）
視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ
あ

※用具毎五十音順

ファックス
092-952-3083
092-643-5218
06-6460-1919
0761-20-1640

筑紫郡
石川県小松市
大阪府
石川県小松市

那珂川町王塚台２丁目２７９
博多区東公園５－１８

092-452-7770
092-452-7714
0942-65-3570
0942-36-7372
有限会社 オール・ドリーム
092-526-6148
092-526-6148
九州ホームケアサービス株式会社
0942-45-38１5 0942-45-38１6
キラリネット
0848-67-1322
0848-29-8022
キラリネット東京事務所(送付先）
03-4590-7566
0
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
0942-27-6801
0942-27-6802
サンキュウ株式会社
092-574-0039
092-574-0428
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳
0942-41-1100
0942-41-1101
株式会社 テクノメイト
072-262-0845
072-262-0898
日本点字図書館
03-3209-075１ 03-3200-4１33
社会福祉法人 日本盲人会連合
03-3200-00１１ 03-3200-7755
株式会社 西日本医療センター
0944-43-4818
0944-56-1254
西日本介護サービス株式会社
0942-37-3456
0942-37-3468
有限会社 ハルタリハビリ研究所
0944-52-5520 0944-43-039１
株式会社 ベスト電器久留米本店
0942-45-3546
0942-45-3540
株式会社 ホワシ
096-389-5411
096-389-7803
有限会社 みらい介護サービス
0944-75-5011
0944-75-5012
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】
082-245-5265
082-245-5245
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
0942-45-7748
有限会社 森山電器商会
0942-34-5849
0942-37-0670
山田勇商店
0942-32-3952
0942-32-4235
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606 096-387-5１１5
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202
0942-22-0255
株式会社 ラビット
03-5292-5644
03-5292-5645

福岡市
久留米市
福岡市
久留米市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
福岡市
久留米市
大阪府高石市
東京都
東京都
大牟田市
久留米市
大牟田市
久留米市
熊本市
柳川市
広島県広島市
久留米市
久留米市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市
東京都

博多区博多駅前３丁目２７－２２
長門石３－１－３７
南区市崎２丁目９番２０号
御井町１６８４－９
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
御井町２５１８番地２
千代田３丁目４－１１
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２

筑紫郡
福岡市
大阪府
石川県小松市
福岡市
筑後市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
久留米市
福岡市
小郡市
久留米市
久留米市
大阪府高石市
大牟田市
久留米市
東京都
東京都
大牟田市
熊本市
柳川市
大分県大分市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

那珂川町王塚台２丁目２７９
博多区東公園５－１８

筑紫郡
福岡市
大阪府
石川県小松市
福岡市
広島県三原市
東京都江東区
福岡市
大阪府高石市
東京都
東京都
大牟田市
熊本県熊本市
久留米市

那珂川町王塚台２丁目２７９
博多区東公園５－１８

麻生介護サービス 株式会社

アップルハート久留米福祉用具ｾﾝﾀー

か

さ
た
な

は

ま

や

ら

盲人用時計（音声・触読式）
あ

か

さ

た
な

は
ま

や

か
さ
た
な
は
や

電話

092-952-3004
092-952-3083
092-643-5208
092-643-5218
06-6462-1594
06-6460-1919
0761-20-1144
0761-20-1640
092-526-6148
092-526-6148
0942-53-6866
0942-53-6866
0848-67-1322
0848-29-8022
03-4590-7566
0
0942-45-38１5 0942-45-38１6
0942-27-6801
0942-27-6802
092-574-0039
092-574-0428
0942-72-5617
0942-72-5618
ジュンズオプティカル
0942-41-1100
0942-41-1101
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳
0942-41-1100
0942-41-1101
株式会社 テクノメイト
072-262-0845
072-262-0898
株式会社 西日本医療センター
0944-43-4818
0944-56-1254
西日本介護サービス株式会社
0942-37-3456
0942-37-3468
日本点字図書館
03-3209-075１ 03-3200-4１33
社会福祉法人 日本盲人会連合
03-3200-00１１ 03-3200-7755
有限会社 ハルタリハビリ研究所
0944-52-5520 0944-43-039１
株式会社 ホワシ
096-389-5411
096-389-7803
有限会社 みらい介護サービス
0944-75-5011
0944-75-5012
株式会社 ミタカ 大分営業所
097-585-5650
097-585-5651
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】
082-245-5265
082-245-5245
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
0942-45-7748
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606 096-387-5１１5
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202
0942-22-0255
※音声式のみ
Ｒ＆Ｋ・九高
アイネット
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
有限会社 オール・ドリーム
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
サンキュウ株式会社
株式会社 テクノメイト
日本点字図書館
社会福祉法人 日本盲人会連合
有限会社 ハルタリハビリ研究所
株式会社 ヨネザワ【本社】
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】

電話

ファックス

092-952-3004
092-643-5208
06-6462-1594
0761-20-1144
092-526-6148
0848-67-1322
03-4590-7566
092-574-0039
072-262-0845
03-3209-075１
03-3200-00１１
0944-52-5520
096-38１-6606
0942-22-0202

092-952-3083
092-643-5218
06-6460-1919
0761-20-1640
092-526-6148
0848-29-8022
0
092-574-0428
072-262-0898
03-3200-4１33
03-3200-7755
0944-43-039１
096-387-5１１5
0942-22-0255

此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６

不知火町２丁目１０番地の７
花畑二丁目１５番地５
大字歴木１８０７－４６７
東合川３丁目２－８
東区小山５丁目１９－５５
三橋町下百町２４－２
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
通東町５－１２
東櫛原町２０２９
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１
新宿区高田馬場１－２９－７ スカイパレス４０１号

所在地

ファックス

Ｒ＆Ｋ・九高
アイネット
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
有限会社 オール・ドリーム
キダ時計店
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
九州ホームケアサービス株式会社
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
サンキュウ株式会社
株式会社 すけっと

点字タイプライター
あ

所在地

電話
092-952-3004
092-643-5208
06-6462-1594
0761-20-1144

Ｒ＆Ｋ・九高
アイネット
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー

此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６
南区市崎２丁目９番２０号
大字西牟田４３３０－１ マミーズ西牟田店内
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５

御井町１６８４－９
国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
小郡字正尻１５７２番地１
御井町２５１８番地２
御井町２５１８番地２
千代田３丁目４－１１

不知火町２丁目１０番地の７
花畑二丁目１５番地５
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
大字歴木１８０７－４６７
東区小山５丁目１９－５５
三橋町下百町２４－２
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地
此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６
南区市崎２丁目９番２０号
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
博多区諸岡３丁目３５－１３
千代田３丁目４－１１
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
大字歴木１８０７－４６７
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

日常生活用具業者一覧 （視覚障害者用）

音声ＩＣタグレコーダー
あ
か
さ
な

ま
や

株式会社 アイフレンズ
有限会社 オール・ドリーム
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
サンキュウ株式会社
西日本介護サービス株式会社
日本点字図書館
社会福祉法人 日本盲人会連合
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】

06-6462-1594
092-526-6148
0848-67-1322
03-4590-7566
092-574-0039
0942-37-3456
03-3209-075１
03-3200-00１１
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202

電磁調理器
あ

な

は

ま

や

大阪府
福岡市
広島県三原市
東京都江東区
福岡市
久留米市
東京都
東京都
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

此花区西九条１－３３－１３
南区市崎２丁目９番２０号
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
博多区諸岡３丁目３５－１３
花畑二丁目１５番地５
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地

ファックス
092-952-3083 筑紫郡
092-643-5218 福岡市
06-6460-1919 大阪府

那珂川町王塚台２丁目２７９
博多区東公園５－１８

麻生介護サービス 株式会社

092-452-7770
0942-65-3570
093-66１-１0１0
0942-46-１661
0942-39-5117
0942‐45‐1702
092-526-6148

092-452-7714
0942-36-7372
093-66１-１670
0942-46-１658
0942-32-7990
0942‐45‐1703
092-526-6148

博多区博多駅前３丁目２７－２２
長門石３－１－３７
八幡東区東田１丁目７番５号
通町１０３－１５
東櫛原町２０４４

株式会社 エヴァ・ライフベストケア久留米営業所

た

06-6460-1919
092-526-6148
0848-29-8022
0
092-574-0428
0942-37-3468
03-3200-4１33
03-3200-7755
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255

092-952-3004
092-643-5208
06-6462-1594

株式会社 有薗製作所
有限会社 アルブ
有限会社 ウェルフェアー

さ

電話

所在地

ファックス

Ｒ＆Ｋ・九高
アイネット
株式会社 アイフレンズ
アップルハート久留米福祉用具ｾﾝﾀー

か

電話

※用具毎五十音順

有限会社 オール・ドリーム
九州介護用品サービス
0942-34-2574 0942-34-2643
九州ホームケアサービス株式会社
0942-45-38１5 0942-45-38１6
有限会社 クママル電器
0942-38-7749 0942-30-１272
キラリネット
0848-67-1322
0848-29-8022
キラリネット東京事務所(送付先）
03-4590-7566
0
有限会社 ケアサポート九州
0952-34-4453
0952-32-0119
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
0942-27-6801
0942-27-6802
サンキュウ株式会社
092-574-0039
092-574-0428
株式会社 新和メディカル福岡営業所
092-502-7244
092-502-7245
株式会社 新和メディカル
0954-23-3605
0954-22-2247
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳0942-41-1100
0942-41-1101
株式会社 テクノメイト
072-262-0845
072-262-0898
トクソー技研株式会社
0978-33-5595
0978-33-5596
有限会社 富松テレビラジオ店
0942-64-0103
0942-64-5765
西日本介護サービス株式会社
0942-37-3456
0942-37-3468
ニック株式会社 福岡営業所
092-606-１303 092-606-１626
日本点字図書館
03-3209-075１ 03-3200-4１33
社会福祉法人 日本盲人会連合
03-3200-00１１ 03-3200-7755
有限会社 ハルタリハビリ研究所
0944-52-5520 0944-43-039１
フランスベッド株式会社 福岡営業所
092-688-9520
092-688-9530
株式会社 ベスト電器久留米本店
0942-45-3546
0942-45-3540
株式会社 ホワシ
096-389-5411
096-389-7803
株式会社 松本義肢製作所
0568-47-1701
0568-47-1702
株式会社 ミタカ 大分営業所
097-585-5650
097-585-5651
株式会社 峰製作所 福岡営業支店
092-43１-555１ 092-43１-5563
有限会社 みらい介護サービス
0944-75-5011
0944-75-5012
有限会社 村山ブレイス
0946-24-3689
0946-24-3689
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】
082-245-5265
082-245-5245
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
0942-45-7748
有限会社 森山電器商会
0942-34-5849
0942-37-0670
山田勇商店
0942-32-3952
0942-32-4235
株式会社 ヤマダ電機
0942-36-4１44 0942-36-4１47
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606 096-387-5１１5
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202
0942-22-0255

福岡市
久留米市
北九州市
久留米市
久留米市
久留米市
福岡市
久留米市
久留米市
久留米市
広島県三原市
東京都江東区
佐賀市
久留米市
福岡市
福岡市
佐賀県武雄市
久留米市
大阪府高石市
大分県宇佐市
久留米市
久留米市
福岡市
東京都
東京都
大牟田市
福岡市
久留米市
熊本市
愛知県小牧市
大分県大分市
福岡市
柳川市
朝倉郡
広島県広島市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

此花区西九条１－３３－１３

御井旗崎４丁目４－３７
南区市崎２丁目９番２０号

松ヶ枝町５２－１
御井町１６８４－９
安武町安武本９８１－４
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
神野東４丁目１２番２９号
国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９
御井町２５１８番地２
千代田３丁目４－１１
大字大根川３１８番地
三潴町高三潴１２６４－３
花畑二丁目１５番地５
東区三苫５丁目４－３０
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
大字歴木１８０７－４６７
博多区諸岡１丁目１６番６号
東合川３丁目２－８
東区小山５丁目１９－５５
大字林２１０番地の３
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
三橋町下百町２４－２
筑前町依井５３２
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
通東町５－１２
東櫛原町２０２９
東櫛原町１１４４－５
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

日常生活用具業者一覧 （視覚障害者用）
盲人用体温計（音声式）
あ

か

さ
な

は
ま

や

092-952-3004
06-6462-1594
0761-20-1144
0942-39-5117
092-526-6148
0848-67-1322
03-4590-7566
0942-27-6801
092-574-0039
0942-37-3456
03-3209-075１
03-3200-00１１
0944-52-5520
096-389-5411
092-43１-555１
0944-75-5011
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202

拡大読書器
あ

さ

た

な

は

ま

や
ら

所在地

ファックス
092-952-3083
06-6460-1919
0761-20-1640
0942-32-7990
092-526-6148
0848-29-8022
0
0942-27-6802
092-574-0428
0942-37-3468
03-3200-4１33
03-3200-7755
0944-43-039１
096-389-7803
092-43１-5563
0944-75-5012
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255

筑紫郡
大阪府
石川県小松市
久留米市
福岡市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
福岡市
久留米市
東京都
東京都
大牟田市
熊本市
福岡市
柳川市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

那珂川町王塚台２丁目２７９

此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６
東櫛原町２０４４
南区市崎２丁目９番２０号
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
花畑二丁目１５番地５
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
大字歴木１８０７－４６７
東区小山５丁目１９－５５
博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
三橋町下百町２４－２
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地

電話

ファックス

092-952-3004
0942-23-1837
092-643-5208
042-583-7450
06-6462-1594
0761-20-1144

092-952-3083
0942-23-1837
092-643-5218
042-583-7450
06-6460-1919
0761-20-1640

筑紫郡
久留米市
福岡市
東京都日野市
大阪府
石川県小松市

那珂川町王塚台２丁目２７９
北野町今山５７２－１

092-452-7770
アップルハート久留米福祉用具ｾﾝﾀー
0942-65-3570
株式会社 有薗製作所
093-66１-１0１0
有限会社 エクストラ
054-264-8608
有限会社 オール・ドリーム
092-526-6148
九州ホームケアサービス株式会社
0942-45-38１5
九州介護用品サービス
0942-34-2574
キラリネット
0848-67-1322
キラリネット東京事務所(送付先）
03-4590-7566
ケージーエス株式会社
0493-72-733１
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
0942-27-6801
有限会社 古賀医療器
0942-32-5594
サンキュウ株式会社
092-574-0039
株式会社 ジャムコン
092-554-7600
ジュンズオプティカル
0942-35-1242
株式会社 新和メディカル福岡営業所
092-502-7244
株式会社 新和メディカル
0954-23-3605
株式会社 タイムズコーポレーション
0797-74-2206
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳0942-41-1100
株式会社 テクノメイト
072-262-0845
トクソー技研株式会社
0978-33-5595
TIEMAN TOKYO OFFICE
03-5449-1891
ニック株式会社 福岡営業所
092-606-１303
日本点字図書館
03-3209-075１
社会福祉法人 日本盲人会連合
03-3200-00１１
西日本介護サービス株式会社
0942-37-3456
パシフィックサプライ株式会社
092-64１-8１5１
パナメディカル株式会社 福岡営業所
092‐413‐1931
有限会社 ハルタリハビリ研究所
0944-52-5520
ふくしのどうぐや
028-686-5242
フランスベッド株式会社 福岡営業所
092-688-9520
株式会社 ホワシ
096-389-5411
株式会社 ミタカ 大分営業所
097-585-5650
株式会社 峰製作所 福岡営業支店
092-43１-555１
株式会社 三城
03-5781－6018
有限会社 みらい介護サービス
0944-75-5011
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202
株式会社 ラビット
03-5292-5644

092-452-7714
0942-36-7372
093-66１-１670
054-264-8613
092-526-6148
0942-45-38１6
0942-34-2643
0848-29-8022
0
0493-72-7337
0942-27-6802
0942-37-1420
092-574-0428
092-554-73１9
0942-35-1242
092-502-7245
0954-22-2247
0797-73-8894
0942-41-1101
072-262-0898
0978-33-5596
03-3322-2511
092-606-１626
03-3200-4１33
03-3200-7755
0942-37-3468
092-64１-0444
092‐413‐1932
0944-43-039１
028-686-4704
092-688-9530
096-389-7803
097-585-5651
092-43１-5563
03-5781－6041
0944-75-5012
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255
03-5292-5645

福岡市
久留米市
北九州市
静岡県静岡市
福岡市
久留米市
久留米市
広島県三原市
東京都江東区
埼玉県比企郡
久留米市
久留米市
福岡市
福岡市
久留米市
福岡市
佐賀県武雄市
兵庫県宝塚市
久留米市
大阪府高石市
大分県宇佐市
東京都
福岡市
東京都
東京都
久留米市
福岡市
福岡市
大牟田市
栃木県さくら市
福岡市
熊本市
大分県大分市
福岡市
東京都中央区
柳川市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市
東京都

博多区博多駅前３丁目２７－２２
長門石３－１－３７
八幡東区東田１丁目７番５号
駿河区谷田４４－１５ セントラルヒルズ１０１
南区市崎２丁目９番２０号
御井町１６８４－９
松ヶ枝町５２－１
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
小川町小川１００４

Ｒ＆Ｋ・九高
有限会社 アイ・コスモス
アイネット
アイネットワーク有限会社
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
麻生介護サービス 株式会社

か

電話

Ｒ＆Ｋ・九高
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
有限会社 ウェルフェアー
有限会社 オール・ドリーム
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
サンキュウ株式会社
西日本介護サービス株式会社
日本点字図書館
社会福祉法人 日本盲人会連合
有限会社 ハルタリハビリ研究所
株式会社 ホワシ
株式会社 峰製作所 福岡営業支店
有限会社 みらい介護サービス
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】

※用具毎五十音順

博多区東公園５－１８
西平山５丁目２３－１２

此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６

国分町１４３７-１
梅満町６０３
博多区諸岡３丁目３５－１３
南区塩原１丁目２８－２３
諏訪野町１７６２番地２７
南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９
高司１丁目６番１１号
御井町２５１８番地２
千代田３丁目４－１１
大字大根川３１８番地
品川区東五反田一丁目９番１０号
東区三苫５丁目４－３０
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
花畑二丁目１５番地５
東区馬出2丁目２－１２
博多区博多駅東１－１１－５
大字歴木１８０７－４６７
喜連川３６０４－１
博多区諸岡１丁目１６番６号
東区小山５丁目１９－５５
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
銀座一丁目７番７号
三橋町下百町２４－２
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１
新宿区高田馬場１－２９－７ スカイパレス４０１号

日常生活用具業者一覧 （視覚障害者用）
盲人用体重計
あ

ファックス
092-952-3083
092-643-5218
06-6460-1919
0761-20-1640

筑紫郡
福岡市
大阪府
石川県小松市

那珂川町王塚台２丁目２７９
博多区東公園５－１８

092-452-7770
0942-65-3570
有限会社 ウェルフェアー
0942-39-5117
有限会社 オール・ドリーム
092-526-6148
九州介護用品サービス
0942-34-2574
九州ホームケアサービス株式会社
0942-45-38１5
キラリネット
0848-67-1322
キラリネット東京事務所(送付先）
03-4590-7566
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
0942-27-6801
サンキュウ株式会社
092-574-0039
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳
0942-41-1100
株式会社 テクノメイト
072-262-0845
ニック株式会社 福岡営業所
092-606-１303
西日本介護サービス株式会社
0942-37-3456
日本点字図書館
03-3209-075１
社会福祉法人 日本盲人会連合
03-3200-00１１
有限会社 ハルタリハビリ研究所
0944-52-5520
株式会社 ホワシ
096-389-5411
株式会社 ミタカ 大分営業所
097-585-5650
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202

092-452-7714
0942-36-7372
0942-32-7990
092-526-6148
0942-34-2643
0942-45-38１6
0848-29-8022
0
0942-27-6802
092-574-0428
0942-41-1101
072-262-0898
092-606-１626
0942-37-3468
03-3200-4１33
03-3200-7755
0944-43-039１
096-389-7803
097-585-5651
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255

福岡市
久留米市
久留米市
福岡市
久留米市
久留米市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
福岡市
久留米市
大阪府高石市
福岡市
久留米市
東京都
東京都
大牟田市
熊本市
大分県大分市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

博多区博多駅前３丁目２７－２２
長門石３－１－３７
東櫛原町２０４４
南区市崎２丁目９番２０号
松ヶ枝町５２－１
御井町１６８４－９
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５

京都市
京都市
東京都
東京都三鷹市
東京都
東京都
大阪市

北区紫野花ノ坊町１１番地
北区紫野花ノ坊町１１番地

アップルハート久留米福祉用具ｾﾝﾀー

さ
た
な

は
ま

や

点字図書
か
さ
た
な
ま

ま

や

あ

か

さ
た
な

ま

ら
や

電話

社会福祉法人 京都ライトハウス 契約

075-462-4400
社会福祉法人京都ライトハウス情報製作センター【担当部署】 075-462-4446
視覚障害者支援総合センター
03-53１0-505１
社会福祉法人 東京点字出版所
0422‐48‐2221
日本点字図書館
03-3209-075１
社会福祉法人 日本盲人会連合
03-3200-00１１
株式会社 毎日新聞社
06-6346-8388

歩行時間延長信号機用小型送信機
あ
な

所在地

電話
092-952-3004
092-643-5208
06-6462-1594
0761-20-1144

Ｒ＆Ｋ・九高
アイネット
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
麻生介護サービス 株式会社

か

※用具毎五十音順

電話

株式会社 アイフレンズ
日本点字図書館
社会福祉法人 日本盲人会連合
株式会社 松本義肢製作所
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】

06-6462-1594
03-3209-075１
03-3200-00１１
0568-47-1701
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202

点字ディスプレイ

電話

ファックス

Ｒ＆Ｋ・九高
株式会社 アイフレンズ
アイネット
株式会社 アクセス・テクノロジー
有限会社 エクストラ
有限会社 オール・ドリーム
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
ケージーエス株式会社
サンキュウ株式会社
株式会社 テクノメイト
株式会社 西日本医療センター
ニック株式会社 福岡営業所
日本点字図書館
有限会社 みらい介護サービス
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】

092-952-3004
06-6462-1594
092-643-5208
0761-20-1144
054-264-8608
092-526-6148
0848-67-1322
03-4590-7566
0493-72-733１
092-574-0039
072-262-0845

092-952-3083
06-6460-1919
092-643-5218
0761-20-1640
054-264-8613
092-526-6148
0848-29-8022
0
0493-72-7337
092-574-0428
072-262-0898

0944-43-4818 0944-56-1254

092-606-１303
03-3209-075１
0944-75-5011
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ラビット
03-5292-5644
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202

092-606-１626
03-3200-4１33
0944-75-5012
082-245-5245
0942-45-7748
03-5292-5645
096-387-5１１5
0942-22-0255

杉並区上萩２－３７－１０

新川６－８－１０サンシャインビル１F
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
北区梅田３丁目４番５号

所在地

ファックス
06-6460-1919
03-3200-4１33
03-3200-7755
0568-47-1702
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255

国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
御井町２５１８番地２
千代田３丁目４－１１
東区三苫５丁目４－３０
花畑二丁目１５番地５
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
大字歴木１８０７－４６７
東区小山５丁目１９－５５
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地

ファックス
075-462-4402
075-462-4449
03-5310-5053
0422‐47‐1335
03-3200-4１33
03-3200-7755
06-6346-8385

此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６

大阪府
東京都
東京都
愛知県小牧市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

此花区西九条１－３３－１３
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
大字林２１０番地の３
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地
筑紫郡
大阪府
福岡市
石川県小松市
静岡県静岡市
福岡市
広島県三原市
東京都江東区
埼玉県比企郡
福岡市
大阪府高石市
大牟田市
福岡市
東京都
柳川市
広島県広島市
久留米市
東京都
熊本県熊本市
久留米市

那珂川町王塚台２丁目２７９

此花区西九条１－３３－１３
博多区東公園５－１８
白江町ホ１３３番地６
駿河区谷田４４－１５ セントラルヒルズ１０１
南区市崎２丁目９番２０号
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
小川町小川１００４
博多区諸岡３丁目３５－１３
千代田３丁目４－１１

不知火町２丁目１０番地の７
東区三苫５丁目４－３０
新宿区高田馬場１－２３－４
三橋町下百町２４－２
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
新宿区高田馬場１－２９－７ スカイパレス４０１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

日常生活用具業者一覧 （視覚障害者用）
視覚障害者用活字文書読上装置
あ

か

さ
た
な

は
ま
や

092-643-5208
042-583-7450
06-6462-1594
0761-20-1144
092-526-6148
0942-45-38１5
0848-67-1322
03-4590-7566
0942-27-6801
092-574-0039
072-262-0845
0942-37-3456
03-3209-075１
03-3200-00１１
092‐413‐1931
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202

点字器
あ
か

株式会社 有薗製作所
有限会社 大分タキ
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
有限会社ケイ・シー・エステート（ケイ・シーケアサポート）

さ
た
な

や

佐賀有薗義肢製作所
高島義肢製作所
株式会社 西日本医療センター
日本点字図書館
社会福祉法人 日本盲人会連合
株式会社 ヨネザワ【本社】
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】

情報通信支援用具
あ

か

さ
た
は
ま

や
ら

電話

アイネット
アイネットワーク有限会社
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
有限会社 オール・ドリーム
九州ホームケアサービス株式会社
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
サンキュウ株式会社
株式会社 テクノメイト
西日本介護サービス株式会社
日本点字図書館
社会福祉法人 日本盲人会連合
パナメディカル株式会社 福岡営業所
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】

アイネット
株式会社 アイフレンズ
株式会社 アクセス・テクノロジー
有限会社 エクストラ
有限会社 オール・ドリーム
キラリネット
キラリネット東京事務所(送付先）
九州ホームケアサービス株式会社
サンキュウ株式会社
株式会社 すけっと
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳

トクソー技研株式会社
パシフィックサプライ株式会社
株式会社 ピーエーエス
株式会社 ミタカ 大分営業所
メガネの田中チェーン 株式会社【本社】

※用具毎五十音順

電話

ファックス

093-66１-１0１0
0977-67-6538
0848-67-1322
03-4590-7566
0942-39-8225
0952-31-3411
092-651-0175

093-66１-１670
0977-66-5910
0848-29-8022
0
0942-39-8206
0952-31-4710
092-651-7990

0944-43-4818 0944-56-1254
03-3209-075１
03-3200-00１１
096-38１-6606
0942-22-0202

03-3200-4１33
03-3200-7755
096-387-5１１5
0942-22-0255

電話

ファックス

092-643-5208
06-6462-1594
0761-20-1144
054-264-8608
092-526-6148
0848-67-1322
03-4590-7566
0942-45-38１5
092-574-0039
0942-72-5617
0942-41-1100
0978-33-5595
092-64１-8１5１

092-643-5218
06-6460-1919
0568-55-7146
054-264-8613
092-526-6148
0848-29-8022
0
0942-45-38１6
092-574-0428
0942-72-5618
0942-41-1101
0978-33-5596
092-64１-0444

０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522

097-585-5650
082-245-5265
メガネの田中チェーン株式会社ゆめタウン久留米店
0942-45-7745
株式会社 ヨネザワ【本社】
096-38１-6606
株式会社 ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202
株式会社 ラビット
03-5292-5644

所在地

ファックス
092-643-5218
042-583-7450
06-6460-1919
0568-55-7146
092-526-6148
0942-45-38１6
0848-29-8022
0
0942-27-6802
092-574-0428
072-262-0898
0942-37-3468
03-3200-4１33
03-3200-7755
092‐413‐1932
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255

097-585-5651
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255
03-5292-5645

福岡市
東京都日野市
大阪府
石川県小松市
福岡市
久留米市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
福岡市
大阪府高石市
久留米市
東京都
東京都
福岡市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市

博多区東公園５－１８
西平山５丁目２３－１２

北九州市
別府市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
佐賀市
福岡市
大牟田市
東京都
東京都
熊本県熊本市
久留米市

八幡東区東田１丁目７番５号
大字内竈字中無田１３９２番地２
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５
江戸屋敷一丁目４番６４号
鍋島４丁目３－５
東区馬出１丁目６－２４

福岡市
大阪府
石川県小松市
静岡県静岡市
福岡市
広島県三原市
東京都江東区
久留米市
福岡市
小郡市
久留米市
大分県宇佐市
福岡市
大阪市
大分県大分市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市
東京都

博多区東公園５－１８

此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６
南区市崎２丁目９番２０号
御井町１６８４－９
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５

国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
千代田３丁目４－１１
花畑二丁目１５番地５
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
博多区博多駅東１－１１－５
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地

不知火町２丁目１０番地の７
新宿区高田馬場１－２３－４
新宿区西早稲田２－１８－２
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１

所在地
此花区西九条１－３３－１３
白江町ホ１３３番地６
駿河区谷田４４－１５ セントラルヒルズ１０１
南区市崎２丁目９番２０号
西野５丁目１３番２－２０１号
北砂３－１０－５

御井町１６８４－９
博多区諸岡３丁目３５－１３
小郡字正尻１５７２番地１
御井町２５１８番地２
大字大根川３１８番地
東区馬出2丁目２－１２

箕面市小野原東１丁目３番２１号
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
中区袋町１番２３号ー１０２号
新合川１丁目２番１号
中央区水前寺６丁目１－３８
野伏間１－５－２１
新宿区高田馬場１－２９－７ スカイパレス４０１号

