日常生活用具業者一覧 （内部障害者用）

※用具毎五十音順

透析液加温器

電話

あ アイティーアイ株式会社 久留米支店

0942-36-8511

0942-36-8512 久留米市

株式会社 アステム

092-477-5757

092-481-4512 福岡市

株式会社 アステム メディカル筑後・佐賀支店

0942-36-8651 0942-36-8652
0942-33-2727 0942-33-１796
0568-47-1701 0568-47-1702
092-43１-555１ 092-43１-5563
0942-31-8822 0942-31-8825

た 株式会社 東京ダイヨー器械店
ま 株式会社 松本義肢製作所
株式会社 峰製作所 福岡営業支店

わ

株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部

ネブライザー
あ Ｒ＆Ｋ・九高
アイティーアイ株式会社 久留米支店

電話
092-952-3004
0942-36-8511

ファックス

ファックス

092-452-7770 092-452-7714
0942-65-3570 0942-36-7372
有園義肢株式会社
0965-33-3983 0965-32-1492
株式会社 有薗製作所
093-66１-１0１0 093-66１-１670
有限会社 アルブ
0942-46-１661 0942-46-１658
有限会社 ウェルフェアー
0942-39-5117 0942-32-7990
江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】 0952-52-8404
0952-51-1572
株式会社 エヴァ・ライフベストケア久留米営業所 0942‐45‐1702 0942‐45‐1703
株式会社 エヴァ・ライフベストケア善導寺営業所 0942‐23‐3930 0942‐23‐3931
か 株式会社 キシヤ
092-435-1500 092-435-1502
グット・リンク佐賀
0952-47-9041 0952-47-9042
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 清田医療機器
0942-35-84１8 0942-33-897１
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
さ サンキュウ株式会社
092-574-0039 092-574-0428
株式会社 シルバーメイト
0942-4１-１500 0942-41-1502
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
た 株式会社太平 タイヘイＭ＆Ｃ久留米営業所
0942-36-2323 0942-39-00１0
アップルハート久留米福祉用具ｾﾝﾀー

な

は

ま

や
わ

有限会社 タジマ医療器
株式会社 大同商会
株式会社 東京ダイヨー器械店
トクソー技研株式会社
中九州クボタ ライフ熊本営業所
西日本介護サービス株式会社
株式会社 ニチイ学館【本社】
ニチイケアセンター東町【登録支店】
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
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
フランスベッド株式会社 鳥栖営業所
有限会社 プラスケア
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
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
株式会社 ムトウ久留米支店
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

動脈血中酸素飽和度測定器

か

さ
た
は
ま
わ

0946-21-5355
0942-35-6511
093-381-2564
0942-33-2727
0978-33-5595
096-35１-7000
0942-37-3456
03-3291-2121
0942-36-6911
092-606-１303
093-613-2833
0944-52-5520
092-688-9520
0942-83-4821
092-626-8826
0942-39-2929
096-389-5411
0568-47-1701
0942-35-4321
097-585-5650
092-43１-555１
0944-75-5011
0942-35-4121
0942-31-1166
0942-33-2276
0942-31-8822

0946-21-5356
0942-35-6512
093-372-0405
0942-33-１796
0978-33-5596
096-35１-7272
0942-37-3468
03-3291-6886
0942-32-8755
092-606-１626
093-613-2854
0944-43-039１
092-688-9530
0942-83-5070
092-626-8836
0942-39-2829
096-389-7803
0568-47-1702
0942-35-4360
097-585-5651
092-43１-5563
0944-75-5012
0942-35-4123
0942-31-1160
0942-33-2270
0942-31-8825

電話

ファックス

0942-36-8511
江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】
0952-52-8404
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
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
株式会社 キシヤ
092-435-1500
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 すけっと
0942-72-5617
株式会社 大同商会
093-381-2564
株式会社 西日本医療センター
0944-43-4818
株式会社 ビッグ・リバー
0942-54-6221
有限会社 福屋
0942-39-2929
株式会社 マルコ
0942-35-4321
株式会社 ミタカ 大分営業所
097-585-5650
株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部
0942-31-8822

あ アイティーアイ株式会社 久留米支店

久留米市
久留米市
愛知県小牧市
福岡市
久留米市

0942-36-8512
0952-51-1572
0942‐45‐1703
0942‐23‐3931
0942-34-2643
0942-45-38１6
092-435-1502
0942-27-6802
092-574-0428
0942-72-5618
093-372-0405
0944-56-1254
0942-64-6221
0942-39-2829
0942-35-4360
097-585-5651
0942-31-8825

宮ノ陣３丁目７－６０
長門石2丁目３－１７
大字林２１０番地の３
博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
津福本町２３４８－２１

所在地

092-952-3083 筑紫郡
0942-36-8512 久留米市

麻生介護サービス 株式会社

太陽シルバーサービス株式会社
久留米営業所

所在地
東櫛原町１０３５－１
博多区東比恵３－１－２東比恵ビジネスセン
ター１０階

那珂川町王塚台２丁目２７９
東櫛原町１０３５－１

福岡市
久留米市
熊本県八代市
北九州市
久留米市
久留米市
佐賀県神埼郡

博多区博多駅前３丁目２７－２２
長門石３－１－３７
長田町３３００番地
八幡東区東田１丁目７番５号
通町１０３－１５
東櫛原町２０４４
吉野ヶ里町立野５６０－６

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
佐賀市
久留米市
久留米市
久留米市
佐賀市
久留米市
福岡市
久留米市
福岡市
佐賀県武雄市
久留米市

博多区榎田２丁目５番１号キシヤ物流センター内

朝倉郡
久留米市
北九州市
久留米市
大分県宇佐市
熊本市
久留米市
東京都
久留米市
福岡市
北九州市
大牟田市
福岡市
鳥栖市
福岡市
久留米市
熊本市
愛知県小牧市
久留米市
大分県大分市
福岡市
柳川市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市

筑前町高田５８５番地１
本町７－８
門司区寺内３丁目４番１２号
長門石2丁目３－１７
大字大根川３１８番地
花園１丁目４－２
花畑二丁目１５番地５
千代田区神田駿河台二丁目９番地
諏訪野町１８１４－４
東区三苫５丁目４－３０
八幡西区小嶺台１丁目２－１８
大字歴木１８０７－４６７
博多区諸岡１丁目１６番６号
轟木町１７００
東区松島３丁目２２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
宮ノ陣四丁目３０番５号
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
梅満町１７２４－６
宮ノ陣３丁目２番３６号
野中町１２８８
津福本町２３４８－２１

諸富町大字徳富１９７８番地１
松ヶ枝町５２－１
御井町１６８４－９
中央町１３－３５
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
東合川7丁目１３－５５
南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９
梅満町１6１0-１

所在地
久留米市

東櫛原町１０３５－１

佐賀県神埼郡

吉野ヶ里町立野５６０－６

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

久留米市
久留米市
福岡市
久留米市
福岡市
小郡市
北九州市
大牟田市
久留米市
久留米市
久留米市
大分県大分市
久留米市

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

国分町１４３７-１
博多区諸岡３丁目３５－１３
小郡字正尻１５７２番地１
門司区寺内３丁目４番１２号
不知火町２丁目１０番地の７
三潴町高三潴６９４番地３
東櫛原町１３５３
宮ノ陣四丁目３０番５号
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
津福本町２３４８－２１

日常生活用具業者一覧 （内部障害者用）
人工喉頭
あ 株式会社 有薗製作所
アメックス熊本株式会社
か 株式会社 キシヤ
九州介護用品サービス
九州リオン株式会社
九州リオン株式会社 リオネットセンター久留米

さ セコム医療システム株式会社
た 第一医科株式会社
有限会社 タジマ医療器
トクソー技研株式会社
な 有限会社 南豆無線電機
ま 株式会社 ミタカ 大分営業所
や 山下医科器械株式会社 筑後支社

電気式痰吸引器
あ Ｒ＆Ｋ・九高
アイティーアイ株式会社 久留米支店

※用具毎五十音順

電話

ファックス

093-66１-１0１0
096-384-6565
092-435-1500
0942-34-2574
092-28１-536１
0942-33-4133
03-5775-8170
03-3814-0111
0942-35-6511
0978-33-5595
0558-22-2421
097-585-5650
0942-31-1166

093-66１-１670
096-384-6594
092-435-1502
0942-34-2643
092-29１-2847
0942-34-6565
03-5775-8903
03-3814-0135
0942-35-6512
0978-33-5596
0558-23-4838
097-585-5651
0942-31-1160

電話
092-952-3004
0942-36-8511

092-452-7770 092-452-7714
0942-65-3570 0942-36-7372
有園義肢株式会社
0965-33-3983 0965-32-1492
株式会社 有薗製作所
093-66１-１0１0 093-66１-１670
有限会社 アルブ
0942-46-１661 0942-46-１658
有限会社 ウェルフェアー
0942-39-5117 0942-32-7990
江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】 0952-52-8404
0952-51-1572
株式会社 エヴァ・ライフベストケア久留米営業所 0942‐45‐1702 0942‐45‐1703
株式会社 エヴァ・ライフベストケア善導寺営業所 0942‐23‐3930 0942‐23‐3931
か 株式会社 キシヤ
092-435-1500 092-435-1502
グット・リンク佐賀
0952-47-9041 0952-47-9042
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 清田医療機器
0942-35-84１8 0942-33-897１
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
さ サンキュウ株式会社
092-574-0039 092-574-0428
株式会社 シルバーメイト
0942-4１-１500 0942-41-1502
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 すけっと
0942-72-5617 0942-72-5618
有限会社 セントラル商会
0949-24-7473 0949-24-1382
た 株式会社太平 タイヘイＭ＆Ｃ久留米営業所
0942-36-2323 0942-39-00１0
有限会社 タジマ医療器
株式会社 大同商会
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳

株式会社 東京ダイヨー器械店
トクソー技研株式会社
な 中九州クボタ ライフ熊本営業所
株式会社 西日本医療センター
株式会社 ニチイ学館【本社】
ニチイケアセンター東町【登録支店】
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
は 有限会社 ハルタリハビリ研究所
株式会社 ビッグ・リバー
フィリップス・レスピロニクス合同会社

フランスベッド株式会社 福岡営業所
フランスベッド株式会社 鳥栖営業所
有限会社 プラスケア
有限会社 福屋
ま 株式会社 マルコ
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
株式会社 ムトウ久留米支店
や 山下医科器械株式会社 筑後支社

わ

株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部

八幡東区東田１丁目７番５号
東区尾ノ上１丁目３－９
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
博多区店屋町５－２２
東町42-14ワカナステートビル２Ｆ
渋谷区神宮前１丁目５－１
文京区本郷２丁目２７－１６
本町７－８
大字大根川３１８番地
下田市東本郷二丁目１番５号
南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ
宮ノ陣３丁目２番３６号

ファックス

アップルハート久留米福祉用具ｾﾝﾀー

0946-21-5355
0942-35-6511
093-381-2564
0942-41-1100
0942-33-2727
0978-33-5595
096-35１-7000
0944-43-4818
03-3291-2121
0942-36-6911
0942-37-3456
092-606-１303
093-613-2833
0944-52-5520
0942-54-6221
092-283-3765
092-688-9520
0942-83-4821
092-626-8826
0942-39-2929
0942-35-4321
097-585-5650
092-43１-555１
0944-75-5011
0942-35-4121
0942-31-1166
0942-31-8822

北九州市
熊本市
福岡市
久留米市
福岡市
久留米市
東京都
東京都
久留米市
大分県宇佐市
静岡県
大分県大分市
久留米市

所在地

092-952-3083 筑紫郡
0942-36-8512 久留米市

麻生介護サービス 株式会社

太陽シルバーサービス株式会社
久留米営業所

所在地

0946-21-5356
0942-35-6512
093-372-0405
0942-41-1101
0942-33-１796
0978-33-5596
096-35１-7272
0944-56-1254
03-3291-6886
0942-32-8755
0942-37-3468
092-606-１626
093-613-2854
0944-43-039１
0942-64-6221
092-283-3762
092-688-9530
0942-83-5070
092-626-8836
0942-39-2829
0942-35-4360
097-585-5651
092-43１-5563
0944-75-5012
0942-35-4123
0942-31-1160
0942-31-8825

那珂川町王塚台２丁目２７９
東櫛原町１０３５－１

福岡市
久留米市
熊本県八代市
北九州市
久留米市
久留米市
佐賀県神埼郡

博多区博多駅前３丁目２７－２２
長門石３－１－３７
長田町３３００番地
八幡東区東田１丁目７番５号
通町１０３－１５
東櫛原町２０４４
吉野ヶ里町立野５６０－６

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
佐賀市
久留米市
久留米市
久留米市
佐賀市
久留米市
福岡市
久留米市
福岡市
佐賀県武雄市
小郡市
直方市
久留米市

博多区榎田２丁目５番１号キシヤ物流センター内

朝倉郡
久留米市
北九州市
久留米市
久留米市
大分県宇佐市
熊本市
大牟田市
東京都
久留米市
久留米市
福岡市
北九州市
大牟田市
久留米市
福岡市
福岡市
鳥栖市
福岡市
久留米市
久留米市
大分県大分市
福岡市
柳川市
久留米市
久留米市
久留米市

筑前町高田５８５番地１
本町７－８
門司区寺内３丁目４番１２号
御井町２５１８番地２
長門石2丁目３－１７
大字大根川３１８番地
花園１丁目４－２
不知火町２丁目１０番地の７
千代田区神田駿河台二丁目９番地
諏訪野町１８１４－４
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
大字歴木１８０７－４６７
三潴町高三潴６９４番地３
博多区住吉３－１－８０
博多区諸岡１丁目１６番６号
轟木町１７００
東区松島３丁目２２番６号
東櫛原町１３５３
宮ノ陣四丁目３０番５号
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
梅満町１７２４－６
宮ノ陣３丁目２番３６号
津福本町２３４８－２１

諸富町大字徳富１９７８番地１
松ヶ枝町５２－１
御井町１６８４－９
中央町１３－３５
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
東合川7丁目１３－５５
南区的場１丁目２７－４
武雄町昭和１０９
小郡字正尻１５７２番地１
大字上境２８１３番地１
梅満町１6１0-１

医療機器用バッテリー（発電機を含む）
電話
え 江藤酸素株式会社【本社】
097-556-8151

097-556-8154

大分県大分市

乙津1-16

江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】
0952-52-8404

0952-51-1572

か 有限会社 ケアサポート九州久留米営業所
ま 株式会社 マルコ
わ 株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部

ファックス

所在地
佐賀県神埼郡

吉野ヶ里町立野５６０－６

0942-27-6801 0942-27-6802

久留米市

国分町１４３７-１

0942-35-4321
0942-31-8822

久留米市
久留米市

宮ノ陣四丁目３０番５号
津福本町２３４８－２１

0942-35-4360
0942-31-8825

日常生活用具業者一覧 （内部障害者用）
ストマ用装具

さ

た

な

は
ま
や
わ

電話

0942-36-8511
アイティーアイ㈱オストミーコールセンター
0952-36-4711
アメックス熊本株式会社
096-384-6565
麻生メディカルサービス株式会社 アップルハート飯塚店 0948-28-3220
有園義肢株式会社
0965-33-3983
株式会社 有薗製作所
093-66１-１0１0
有限会社 アルブ
0942-46-１661
いまのしょう株式会社
092-940-2007
有限会社 ウェルフェアー
0942-39-5117
江藤酸素株式会社【本社】
097-556-8151
江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】 0952-52-8404
有限会社 おの義肢
092-565-1083
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
株式会社 九州オストミーセンター
092-565-1884
九州ホームケアサービス株式会社
0942-45-38１5
社会医療法人社団高野会 くるめ病院 0942-43-5757
佐賀有薗義肢製作所
0952-31-3411
株式会社 シルバーメイト
0942-4１-１500
ストマート株式会社
092-260-8877
ストマケアひだか
0942-44-7737
有限会 ブンゴヤエンタープライズ
097-532-3190
第一医科株式会社
03-3814-0111
有限会社 タジマ医療器
0942-35-6511
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 つくしメディカル
092-922-5161
株式会社 東京ダイヨー器械店
0942-33-2727
株式会社 長崎ムトウ
095‐823‐1166
ニック株式会社 福岡営業所
092-606-１303
日本ウイール・チェアー株式会社
093-613-2833
株式会社 林 衛材
092-651-2647
株式会社 ホワシ
096-389-5411
株式会社 ムトウ久留米支店
0942-35-4121
山下医科器械株式会社 筑後支社
0942-31-1166
山田勇商店
0942-32-3952
株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部
0942-31-8822

あ アイティーアイ株式会社 久留米支店

か

※用具毎五十音順

ファックス
0942-36-8512
0952-97-7112
096-384-6594
0948-25-1478
0965-32-1492
093-66１-１670
0942-46-１658
092-940-2008
0942-32-7990
097-556-8154
0952-51-1572
092-565-1076
092-641-8282
092-435-1502
092-565-8667
0942-45-38１6
0942-43-6959
0952-31-4710
0942-41-1502
092-260-8880
0942-44-7758
097-532-2997
03-3814-0135
0942-35-6512
0942-41-1101
092-922-2984
0942-33-１796
095‐825‐6504
092-606-１626
093-613-2854
092-651-2645
096-389-7803
0942-35-4123
0942-31-1160
0942-32-4235
0942-31-8825

所在地
久留米市

東櫛原町１０３５－１

佐賀市

鍋島二丁目１０－４ （紙おむつ除く）

熊本市

東区尾ノ上１丁目３－９

飯塚市

飯塚市新飯塚１８番４号

熊本県八代市

長田町３３００番地

北九州市

八幡東区東田１丁目７番５号

久留米市

通町１０３－１５

古賀市

今の庄２丁目１０番２１号

久留米市

東櫛原町２０４４

大分県大分市

乙津1-16

佐賀県神埼郡

吉野ヶ里町立野５６０－６

福岡市

南区老司一丁目２２番１号 (紙おむつ除く）

福岡市

東区馬出２－２－１２

福岡市

博多区榎田２丁目５番１号キシヤ物流センター内

福岡市

南区野多目２丁目３番３９－７０２号

久留米市

御井町１６８４－９

久留米市

新合川２丁目２－１８

佐賀市

鍋島４丁目３－５

久留米市

東合川7丁目１３－５５

福岡市

博多区比恵町８－３３ エムエフビル１Ｆ Ｂ号

久留米市

東合川１－１０－１６ （紙おむつ除く）

大分市

中央町２丁目３－７

東京都

文京区本郷２丁目２７－１６

久留米市

本町７－８

久留米市

御井町２５１８番地２

筑紫野市

上古賀三丁目７番７号

久留米市

長門石2丁目３－１７

長崎市

樺島町９番２８号

福岡市

東区三苫５丁目４－３０

北九州市

八幡西区小嶺台１丁目２－１８

福岡市

東区箱崎１丁目２０－１９

熊本市

東区小山５丁目１９－５５

久留米市

梅満町１７２４－６

久留米市

宮ノ陣３丁目２番３６号

久留米市
久留米市

東櫛原町２０２９
津福本町２３４８－２１

日常生活用具業者一覧 （内部障害者用）
紙おむつ等
※紙おむつ・脱脂綿・ガーゼ・サラシ

※用具毎五十音順

電話

0942-36-8511
麻生介護サービス 株式会社
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 アルブ
0942-46-１661
江藤酸素株式会社【本社】
097-556-8151
江藤酸素株式会社 佐賀医療営業所【登録支店、支払】 0952-52-8404
有限会社 大分タキ
0977-67-6538
か 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
九州ホームケアサービス株式会社
0942-45-38１5
九州リオン株式会社
092-28１-536１
有限会社 ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801
あ アイティーアイ株式会社 久留米支店

有限会社ケイ・シー・エステート
（ケイ・シーケアサポート）

0942-39-8225
株式会社 コスモス薬品本社（経理課） 092-433-0664
スーパードラッグコスモス 津福店
0942-36-2766
スーパードラッグコスモス 平島店
0942-36-9177
スーパードラッグコスモス 久留米国分店 0942-51-0660
スーパードラッグコスモス 小森野店
0942-46-1414
スーパードラッグコスモス 善道寺店
0942-41-5797
スーパードラッグコスモス 北野店
0942-23-1031
スーパードラッグコスモス みづま店
0942-54-9202
スーパードラッグコスモス 合川店
0942-46-1271
スーパードラッグコスモス 国分バイパス店 0942-51-2004
スーパードラッグコスモス 荘島店
0942-36-5905
さ 株式会社 シルバーメイト
0942-4１-１500
株式会社 すけっと
0942-72-5617
ストマート株式会社
092-260-8877
瀬高薬品株式会社
くすりのせたか 八女店【登録支店】

た 有限会社 タジマ医療器
株式会社 千歳プラス 福祉用具ステーション千歳

株式会社 東京ダイヨー器械店
株式会社ドラッグストアモリ 本部
株式会社ドラッグストアモリ 三潴店
株式会社ドラッグストアモリ 津福店
株式会社ドラッグストアモリ 上原店
株式会社ドラッグストアモリ 山川店
株式会社ドラッグストアモリ 櫛原店
株式会社ドラッグストアモリ 北野店
株式会社ドラッグストアモリ 花畑店
株式会社ドラッグストアモリ 諏訪野店
株式会社ドラッグストアモリ 善導寺店
株式会社ドラッグストアモリ 宮ノ陣店
株式会社ドラッグストアモリ 上津店
株式会社ドラッグストアモリ 東合川店
株式会社ドラッグストアモリ 長門石店
株式会社ドラッグストアモリ 田主丸店
株式会社ドラッグストアモリ 朝妻店

な 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
株式会社 ニチイ学館【本社】
ニチイケアセンター東町【登録支店】

は 株式会社 林 衛材
有限会社 福屋
株式会社 フロンティア 佐賀営業所

ま 株式会社 マルコ
株式会社 ミタカ 大分営業所
株式会社 ムトウ久留米支店

や 山下医科器械株式会社 筑後支社
わ 株式会社 渡辺商会 テクノメディカル事業部

ファックス

所在地

0942-36-8512
092-452-7714
0942-36-7372
093-66１-１670
0942-46-１658
097-556-8154
0952-51-1572
0977-66-5910
092-641-8282
092-435-1502
0942-45-38１6
092-29１-2847
0942-27-6802

久留米市

東櫛原町１０３５－１

福岡市

博多区博多駅前３丁目２７－２２

久留米市

長門石３－１－３７

北九州市

八幡東区東田１丁目７番５号

久留米市

通町１０３－１５

大分県大分市

乙津1-16

佐賀県神埼郡

吉野ヶ里町立野５６０－６

別府市

大字内竈字中無田１３９２番地２

福岡市

東区馬出２－２－１２

福岡市

博多区榎田２丁目５番１号キシヤ物流センター内

久留米市

御井町１６８４－９

福岡市

博多区店屋町５－２２

久留米市

国分町１４３７-１

0942-39-8206
092-433-0669
0942-41-1502
0942-72-5618
092-260-8880

久留米市

江戸屋敷一丁目４番６４号

福岡市

博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階

久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市

津福今町６０５－９
津福本町１００５－１
国分町１１７９－１０
小森野５丁目２－１０
善道寺町飯田５１３－１
北野町高良１４７０－１
三瀦町福光４７０－１
合川町１６７２－１
国分町８２２－２
荘島町３１５－２９

久留米市

東合川7丁目１３－５５

小郡市

小郡字正尻１５７２番地１

福岡市

博多区比恵町８－３３ エムエフビル１Ｆ Ｂ号

八女市

本村９２８－１

久留米市

本町７－８

久留米市

御井町２５１８番地２

久留米市

長門石2丁目３－１７

朝倉市

一ッ木１１４８－１

久留米市

三潴町田川３４－１

久留米市

津福本町７７９－２

久留米市

田主丸町上原６１－２

久留米市

山川安居野３丁目１２－１

久留米市

櫛原町１２６－３

久留米市

北野町高良１３９４－３

久留米市

花畑２丁目２３－３

久留米市

諏訪野町２６９３－５

久留米市

善導寺町与田１０８－６

久留米市

宮ノ陣４丁目２６－６

久留米市

本山1丁目３－１５

久留米市

東合川５丁目６－５０

久留米市

長門石３丁目３４０－５

久留米市

田主丸町殖木２５４－１

久留米市

朝妻町１４７１－８

久留米市

花畑二丁目１５番地５

福岡市

東区三苫５丁目４－３０

東京都

千代田区神田駿河台二丁目９番地

久留米市

諏訪野町１８１４－４

福岡市

東区箱崎１丁目２０－１９

久留米市

東櫛原町１３５３

鳥栖市

西新町１４２２番地２０９

久留米市

宮ノ陣四丁目３０番５号

大分県大分市

南津留５－１１ メゾン・デ・ツル１Ｆ

久留米市

梅満町１７２４－６

久留米市

宮ノ陣３丁目２番３６号

久留米市

津福本町２３４８－２１

0943-22-5123 0943-22-5123
0942-35-6511 0942-35-6512
0942-41-1100 0942-41-1101
0942-33-2727 0942-33-１796
0946-21-0008
0942-65-1514
0942-38-7126
0943-73-3788
0942-27-6614
0942-32-2888
0942-78-6633
0942-37-7660
0942-39-6020
0942-47-6070
0942-32-0151
0942-22-0700
0942-44-3360
0942-38-7331
0943-72-3220
0942-44-2288
0942-37-3456 0942-37-3468
092-606-１303 092-606-１626
03-3291-2121 03-3291-6886
0942-36-6911 0942-32-8755
092-651-2647 092-651-2645
0942-39-2929 0942-39-2829
0942-81-5767 0942-81-5787
0942-35-4321 0942-35-4360
097-585-5650 097-585-5651
0942-35-4121 0942-35-4123
0942-31-1166 0942-31-1160
0942-31-8822 0942-31-8825

