日常生活用具業者一覧（重度の身体障害者及び重複障害者用）
携帯用会話補助装置
あ

か

さ

た
な

は

ま

や

092-952-3083
092-643-5218
0965-32-1492
093-66１-１670
072-724-0455
0942‐45‐1703
0942‐23‐3931
092-641-8282
092-435-1502
0942-34-2643
0942-45-38１6
0942-27-6802
03-3436-3497
092-574-0428
0274-73-3131
092-502-7245
0954-22-2247
0949-24-1382
0942-33-１796
0978-33-5596
0558-23-4838

株式会社 西日本医療センター
西日本介護サービス株式会社
ニック株式会社 福岡営業所
日本ウイール・チェアー株式会社
パシフィックサプライ株式会社
有限会社 ハルタリハビリ研究所
株式会社 ピーエーエス
ふくしのどうぐや
フランスベッド株式会社 福岡営業所
株式会社 ホワシ
株式会社 松本義肢製作所
株式会社 ミタカ 大分営業所
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
有限会社 村山ブレイス
株式会社 メディコ
山下医科器械株式会社 筑後支社

0944-43-4818

0944-56-1254

0942-37-3456
092-606-１303
093-613-2833
092-64１-8１5１
0944-52-5520
０７2‐７27‐0521
028-686-5242
092-688-9520
096-389-5411
0568-47-1701
097-585-5650
092-43１-555１
0944-75-5011
0946-24-3689
092-595-1491
0942-31-1166

0942-37-3468
092-606-１626
093-613-2854
092-64１-0444
0944-43-039１
0７2‐７27‐0522
028-686-4704
092-688-9530
096-389-7803
0568-47-1702
097-585-5651
092-43１-5563
0944-75-5012
0946-24-3689
092-595-1199
0942-31-1160

電話

ファックス

さ
た
な
は

ま

や
わ

江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】0952-52-8404

九州介護用品サービス
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 大同商会
株式会社 東京ダイヨー器械店
ニック株式会社 福岡営業所
有限会社 ハルタリハビリ研究所
フランスベッド株式会社 福岡営業所
有限会社 福屋
株式会社 ホワシ
株式会社 松本義肢製作所
株式会社 マルコ
有限会社 みらい介護サービス
山下医科器械株式会社 筑後支社
株式会社 渡辺商会
株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部

0942-34-2574
0942-45-38１5
092-574-0039
093-381-2564
0942-33-2727
092-606-１303
0944-52-5520
092-688-9520
0942-39-2929
096-389-5411
0568-47-1701
0942-35-4321
0944-75-5011
0942-31-1166
0942-33-2276
0942-31-8822

所在地

ファックス

092-952-3004
092-643-5208
0965-33-3983
093-66１-１0１0
072-724-0933
株式会社 エヴァ・ライフベストケア久留米営業所 0942‐45‐1702
株式会社 エヴァ・ライフベストケア善導寺営業所 0942‐23‐3930
川村義肢株式会社 エイドセンター福岡 092-641-8152
株式会社 キシヤ
092-435-1500
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
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
0942-27-6801
公益社団法人 銀鈴会
03-3436-1820
サンキュウ株式会社
092-574-0039
株式会社 シマダ製作所
0274-73-3044
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
有限会社 セントラル商会
0949-24-7473
株式会社 東京ダイヨー器械店
0942-33-2727
トクソー技研株式会社
0978-33-5595
有限会社 南豆無線電機
0558-22-2421

酸素ボンベ運搬車
あ
か

電話

Ｒ＆Ｋ・九高
アイネット
有園義肢株式会社
株式会社 有薗製作所
株式会社 アルカディア

0952-51-1572
0942-34-2643
0942-45-38１6
092-574-0428
093-372-0405
0942-33-１796
092-606-１626
0944-43-039１
092-688-9530
0942-39-2829
096-389-7803
0568-47-1702
0942-35-4360
0944-75-5012
0942-31-1160
0942-33-2270
0942-31-8825

※用具毎五十音順

筑紫郡
福岡市
熊本県八代市
北九州市
大阪府箕面市

那珂川町王塚台２丁目２７９
博多区東公園５－１８
長田町３３００番地
八幡東区東田１丁目７番５号
西小路３丁目１番１５号

久留米市
久留米市

御井旗崎４丁目４－３７
善導寺町木塚４４６－４

福岡市
福岡市
久留米市
久留米市
久留米市
東京都
福岡市
群馬県富岡市
福岡市
佐賀県武雄市
直方市
久留米市
大分県宇佐市
静岡県
大牟田市
久留米市
福岡市
北九州市
福岡市
大牟田市
大阪市
栃木県さくら市
福岡市
熊本市
愛知県小牧市
大分県大分市
福岡市
柳川市
朝倉郡
大野城市
久留米市

東区馬出２－２－１２
博多区榎田２丁目５番１号キシヤ物流センター内
松ヶ枝町５２－１
御井町１６８４－９

佐賀県神埼郡
久留米市
久留米市
福岡市
北九州市
久留米市
福岡市
大牟田市
福岡市
久留米市
熊本市
愛知県小牧市
久留米市
柳川市
久留米市
久留米市
久留米市

吉野ヶ里町立野５６０－６
松ヶ枝町５２－１
御井町１６８４－９
博多区諸岡３丁目３５－１３
門司区寺内３丁目４番１２号
長門石2丁目３－１７
東区三苫５丁目４－３０
大字歴木１８０７－４６７
博多区諸岡１丁目１６番６号
東櫛原町１３５３
東区小山５丁目１９－５５
大字林２１０番地の３

国分町１４３７-１
港区新橋５－７－１３ ビュロー新橋９０１
博多区諸岡３丁目３５－１３
妙義町行沢２６４番地１
南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９
大字上境２８１３番地１
長門石2丁目３－１７
大字大根川３１８番地
下田市東本郷二丁目１番５号

不知火町２丁目１０番地の７
花畑二丁目１５番地５
東区三苫５丁目４－３０
八幡西区小嶺台１丁目２－１８
東区馬出2丁目２－１２
大字歴木１８０７－４６７
箕面市小野原東１丁目３番２１号
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
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
南ヶ丘３丁目１４－２２
宮ノ陣３丁目２番３６号

所在地

宮ノ陣四丁目３０番５号
三橋町下百町２４－２
宮ノ陣３丁目２番３６号
野中町１２８８
津福本町２３４８－２１

日常生活用具業者一覧（重度の身体障害者及び重複障害者用）
火災警報器
あ

か

さ

た

な
は

ま

や
わ

092-643-5218
092-724-4782
0942-44-2750
0942-45-38１6
0952-32-0119
0942-27-6802

株式会社 かがし屋
サンキュウ株式会社
ジェイエムスリー
株式会社 新和メディカル福岡営業所
株式会社 新和メディカル

0943-76-3434
092-574-0428

さ

た
な
は

ま

0943-75-2155
092-574-0039

092-932-2236
092-502-7244
0954-23-3605
株式会社太平 タイヘイＭ＆Ｃ久留米営業所 0942-36-2323
ダブル・ピー株式会社
03-3229-2282
株式会社 東京信友
03-3358-8000
トクソー技研株式会社
0978-33-5595
西日本介護サービス株式会社
0942-37-3456
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
ふくしのどうぐや
028-686-5242
フソーシステム株式会社
0942-27-0001
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 松本義肢製作所
0568-47-1701
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
有限会社 みらい介護サービス
0944-75-5011
株式会社 メンテック
0942-41-0111
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 渡辺商会 テクノメディカル事業部
0942-31-8822

電話

0942-45-38１5
0952-34-4453
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801
株式会社 シルバーメイト
0942-4１-１500
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
株式会社太平 タイヘイＭ＆Ｃ久留米営業所 0942-36-2323
ダブル・ピー株式会社
03-3229-2282
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
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 松本義肢製作所
0568-47-1701
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
有限会社 みらい介護サービス
0944-75-5011
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

所在地

ファックス

092-643-5208
092-731-3382
0942-45-00１4
0942-45-38１5
0952-34-4453
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801

自動消火器
か

電話

アイネット
アート補聴器ショップ
大石建設株式会社
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

092-932-2236
092-502-7245
0954-22-2247
0942-39-00１0
03-3229-2277
03-3358-6330
0978-33-5596
0942-37-3468
03-3200-7755
0944-43-039１
028-686-4704
0942-27-0009
092-688-9530
096-389-7803
0568-47-1702
097-585-5651
092-43１-5563
0944-75-5012
0942-45-6670
082-245-5245
0942-45-7748
096-387-5１１5
0942-22-0255
0942-31-8825

福岡市
福岡市
久留米市
久留米市
佐賀市
久留米市
うきは市
福岡市
糟屋郡
福岡市
佐賀県武雄市
久留米市
東京都
東京都
大分県宇佐市
久留米市
東京都
大牟田市
栃木県さくら市
久留米市
福岡市
熊本市
愛知県小牧市
大分県大分市
福岡市
柳川市
久留米市
広島県広島市
久留米市
熊本県熊本市
久留米市
久留米市

博多区東公園５－１８
中央区今川２丁目３番４８号
野中町１４７－１
御井町１６８４－９
神野東４丁目１２番２９号
国分町１４３７-１

久留米市
佐賀市
久留米市
久留米市
福岡市
佐賀県武雄市

御井町１６８４－９
神野東４丁目１２番２９号
国分町１４３７-１
東合川7丁目１３－５５
南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９

吉井町大字清瀬４７７－４
博多区諸岡３丁目３５－１３
宇美町四王寺坂３－１１－１７

南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９

梅満町１6１0-１
中野区中野３－３６－１０－２Ｆ
新宿区新宿１-１４-５新宿KMビル３F
大字大根川３１８番地
花畑二丁目１５番地５
新宿区西早稲田２－１８－２
大字歴木１８０７－４６７
喜連川３６０４－１

安武町安武本３３０１番地
博多区諸岡１丁目１６番６号
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
御井旗崎２丁目２４番４０号
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
津福本町２３４８－２１

所在地

ファックス
0942-45-38１6
0952-32-0119
0942-27-6802
0942-41-1502
092-502-7245
0954-22-2247
0942-39-00１0
03-3229-2277
03-3200-7755
0944-43-039１
028-686-4704
092-688-9530
096-389-7803
0568-47-1702
097-585-5651
092-43１-5563
0944-75-5012

※用具毎五十音順

久留米市

梅満町１6１0-１

東京都
東京都
大牟田市
栃木県さくら市
福岡市
熊本市
愛知県小牧市
大分県大分市
福岡市
柳川市

中野区中野３－３６－１０－２Ｆ
新宿区西早稲田２－１８－２
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
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

