
補装具業者一覧 ※用具毎五十音順

車いす 電話 ファックス 所在地
あ 麻生介護ｻｰﾋﾞｽ㈱ｱｯﾌﾟﾙﾊｰﾄ福岡福祉用具ｾﾝﾀｰ 092-285-6202 092-285-1148 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

麻生メディカルサービス 0948-25-1020 0948-25-1478 飯塚市 芳雄町７－１８
麻生メディカルサービス　株式会社　福岡店 092-593-4911 092-593-4912 福岡市 博多区井相田１丁目９番３７号　オフィスパレア井相田Ｃ棟
荒井義肢製作所 093-618-4370 093-618-7585 北九州市 八幡西区椋枝２丁目10番１２号
有園義肢　株式会社 0965-33-3983 0965-32-1492 熊本県八代市 長田町３３００番地
有薗製作所 093-661-1010 093-661-1670 北九州市 八幡東区東田１－７－５
Ｒ＆Ｋ・九高 092-952-3004 092-952-3083 筑紫郡 那珂川町王塚台２丁目２７９
有限会社　アルブ 0942-46-1661 0942-46-1658 久留米市 通町１０３番地１５
有限会社　アローワン 0774-25-6614 0774-25-6768 京都府宇治市 菟道門ノ前９－１
医専産業 0942-32-6371 久留米市 荘島町４８１－２
大分有薗義肢製作所 097-534-4152 097-535-1078 大分県大分市 中春日町１０－１６
大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 大分県別府市 大字内竃字中無田１３９２－２
ｵｰｴｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ九州支店 0948-23-0405 0948-23-0406 飯塚市 幸袋５０９－４
有限会社　O・P車椅子センター 097-513-6446 097-513-6446 大分県大分市 生石3丁目2番2号　ヒロセビル102号

か 介護ショップうぐいす 0942-73-2242 0942-73-2429 小郡市 小板井３３７－１２
カワムラサイクル 092-882-4722 092-882-4723 福岡市 西区生の松原１丁目１８－３
きさく工房 092-932-6320 092-932-1037 粕屋郡 宇美町大字宇美２４５４－７２
キシヤ 092-524-0002 092-523-6666 福岡市 中央区大宮１丁目３－２２　イング大宮１F
北九州義肢製作所 093-561-0842 093-561-0890 北九州市 小倉北区清水３丁目５－６
九州介護用品サービス 0942-34-2580 0942-31-0693 久留米市 松ヶ枝町５２－１
九州ホームケアサービス 0942-45-3815 0942-45-3816 久留米市 御井町１６８４－９
グット・リンク佐賀 0952-47-9041 0952-47-9042 佐賀県佐賀市 諸冨町大字徳富１９７８番地の１
熊本クボタ　 096-351-7000 096-351-7272 熊本県熊本市 花園１丁目５番１号
熊本クボタ　ライフ事業部 096-351-7000 096-351-7272 熊本県熊本市 花園１丁目４番２号
久留米有薗製作所 0942-44-3635 0942-44-3639 久留米市 御井旗崎四丁目６－２６

さ 佐賀有薗義肢製作所 0952-31-3411 0952-31-4710 佐賀県佐賀市 鍋島４丁目３－５
サクラメディカル 092-963-0708 糟屋郡 新宮町大字上府５５７－１
三協車椅子製作所 096-288-2902 096-288-2903 熊本県熊本市 合志市須屋２１２６－５
シルバーメイト 0942-41-1500 0942-41-1502 久留米市 東合川７丁目１３－５５
シロヤパリガン（久留米支店） 0942-44-9838 久留米市 御井旗崎１丁目１０－５
新和メディカル 092-542-3041 092-542-3042 福岡市 南区野間２丁目２－７
新和メディカル（佐賀） 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和６－５　あさひビル２Ｆ

た 太陽シルバーサービス株式会社　久留米営業所 0946-21-5355 0946-21-5356 朝倉郡 筑前町高田５８５－１
タキ商会 092-938-2208 092-938-6672 福岡市 中央区天神５丁目４－１５
タジマ医療器 0942-35-6511 0942-35-6512 久留米市 本町７－８
株式会社　中礼義肢製作所 099-225-0888 099-222-4149 鹿児島県鹿児島市 加治屋町１１の３番地
有限会社　トゥーワンケア 0954-66-9037 0954-66-9036 佐賀県嬉野市 塩田町大字久間乙３０４７番地１２
東亜産業　パックスメディカル 09546-3-5226 09546-3-5227 佐賀県鹿島市 大字高津原６７５－２
東京ダイヨー器械店 0942-33-2727 0942-33-1796 久留米市 長門石２丁目３－１７

レディメイドのみ ＴＯＧＡＭＩ 0957-22-4491 長崎県諫早市 八天町１５－６
な 中尾義肢装具製作所 0943-32-4522 0943-32-4522 八女郡 広川町大字新代1449-16

ナカムラ 096-378-2521 096-378-2310 熊本県熊本市 幸田２－６－２５
ニック 092-606-1303 092-606-1626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０
日本ウィール・チェア－ 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 福岡介護ヘルスサービス 092-928-4735 092-928-1938 太宰府市 高雄１丁目３７３７－５
福祉用具ステーション千歳 0942-41-1100 0942-41-1101 久留米市 御井町２５１８番地２

レディメイドのみ フロンティア　佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 佐賀県鳥栖市 西新町１４２２－２０９
株式会社ピーエーエス 072-727-0521 072-727-0522 大阪府箕面市 小野原東1丁目3番21号
ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本県熊本市 小山５丁目１９－５５

ま 松本義肢製作所 052-931-1441 052-932-8910 愛知県名古屋市 東区泉３丁目４－３
株式会社　ミタカ　大分営業所 097-585-5650 097-585-5651 大分県大分市 南津留５－１１　メゾン・デ・ツル１Ｆ
峰製作所 092-431-5551 092-431-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１－２７（峰ビル）

みやくぼ義肢製作所 093-771-0562 093-771-0565 北九州市 若松区北浜２丁目３－１

みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5011 柳川市 上宮永町１２３－２

三輪義肢製作所 093-293-4546 093-293-4546 遠賀郡 遠賀町若葉台６番２号

村山ブレイス研究所 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井532番地
株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４番２２号

や 山下医科器械　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６号
山田勇商店 0942-32-3952 0942-32-4235 久留米市 東櫛原町２０２９

ら ライブ 092-608-3785 092-608-3792 福岡市 東区奈多１丁目１０番８号
わ ワイズアシスト合同会社 092-692-9779 092-692-9779 福岡市 東区舞松原２丁目１１番５号
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電動車いす 電話 ファックス 所在地
あ 麻生メディカルサービス　株式会社　福岡店 092-593-4911 092-593-4912 福岡市 博多区井相田１丁目９番３７号　オフィスパレア井相田Ｃ棟

荒井義肢製作所 093-618-4370 093-618-7585 北九州市 八幡西区椋枝２丁目10番１２号
有園義肢　株式会社 0965-33-3983 0965-32-1492 熊本県八代市 長田町３３００番地
有薗製作所 093-661-1010 093-661-1670 北九州市 八幡東区東田１－７－５
有限会社　アローワン 0774-25-6614 0774-25-6768 京都府宇治市 菟道門ノ前９－１
医専産業 0942-32-6371 久留米市 荘島町４８１－２
有限会社　エイド 093-932‐5058 093-952-5098 北九州市 小倉北区片野新町１－１－２９
大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 大分県別府市 大字内竃字中無田１３９２－２
ｵｰｴｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ九州支店 0948-23-0405 0948-23-0406 飯塚市 幸袋５０９－４
有限会社　O・P車椅子センター 097-513-6446 097-513-6446 大分県大分市 生石3丁目2番2号　ヒロセビル102号

か 介護ショップうぐいす 0942-73-2429 小郡市 小板井３３７－１２
カワムラサイクル 092-882-4722 092-882-4723 福岡市 西区生の松原１丁目１８－３
きさく工房 092-932-6320 092-932-1037 粕屋郡 宇美町大字宇美２４５４－７２
キシヤ 092-524-0002 092-523-6666 福岡市 中央区大宮１丁目３－２２　イング大宮１F
九州介護用品サービス 0942-34-2580 0942-31-0693 久留米市 松ヶ枝町５２－１
九州スズキ販売 092-271-5355 福岡市 博多区下呉服町９－３２
九州ホームケアサービス 0942-45-3815 0942-45-3816 久留米市 御井町１６８４－９
熊本クボタ　 096-351-7000 096-351-7272 熊本県熊本市 花園１丁目５番１号
熊本クボタ　ライフ事業部 096-351-7000 096-351-7272 熊本県熊本市 花園１丁目４番２号
久留米有薗製作所 0942-44-3635 0942-44-3639 久留米市 御井旗崎四丁目６－２６

さ 佐賀有薗義肢製作所 0952-31-3411 0952-31-4710 佐賀県佐賀市 鍋島４丁目３－５
三協車椅子製作所 096-288-2902 096-288-2903 熊本県熊本市 合志市須屋２１２６－５
シルバーメイト 0942-41-1500 0942-41-1502 久留米市 東合川７丁目１３－５５
シロヤパリガン（久留米支店） 0942-44-9838 久留米市 御井旗崎１丁目１０－５
新和メディカル 092-542-3041 092-542-3042 福岡市 南区野間２丁目２－７
新和メディカル（佐賀） 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和６－５　あさひビル２Ｆ

た 太陽シルバーサービス株式会社　久留米営業所 0946-21-5355 0946-21-5356 朝倉郡 筑前町高田５８５－１
福祉用具ステーション千歳 0942-41-1100 0942-41-1101 久留米市 御井町２５１８番地２
タキ商会 092-938-2208 092-938-6672 福岡市 中央区天神５丁目４－１５
タジマ医療器 0942-35-6511 0942-35-6512 久留米市 本町７－８
株式会社　中礼義肢製作所 099-225-0888 099-222-4149 鹿児島県鹿児島市 加治屋町１１の３番地
有限会社　トゥーワンケア 0954-66-9037 0954-66-9036 佐賀県嬉野市 塩田町大字久間乙３０４７番地１２
東亜産業　パックスメディカル 09546-3-5226 09546-3-5227 佐賀県鹿島市 大字高津原６７５－２
東京ダイヨー器械店 0942-33-2727 0942-33-1796 久留米市 長門石２丁目３－１７

な ナカムラ 096-378-2521 096-378-2310 熊本県熊本市 幸田２－６－２５
ニック 092-606-1303 092-606-1626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０
日本ウィール・チェア－ 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 福岡介護ヘルスサービス 092-928-4735 092-928-1938 太宰府市 高雄１丁目３７３７－５
株式会社ピーエーエス 072-727-0521 072-727-0522 大阪府箕面市 小野原東1丁目3番21号
ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本県熊本市 小山５丁目１９－５５

ま 松本義肢製作所 052-931-1441 052-932-8910 愛知県名古屋市 東区泉３丁目４－３
株式会社　ミタカ　大分営業所 097-585-5650 097-585-5651 大分県大分市 南津留５－１１　メゾン・デ・ツル１Ｆ
峰製作所 092-431-5551 092-431-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１－２７（峰ビル）

みやくぼ義肢製作所 093-771-0562 093-771-0565 北九州市 若松区北浜２丁目３－１

みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5011 柳川市 上宮永町１２３－２

村山ブレイス研究所 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井532番地
株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４番２２号

や 山下医科器械　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６号
山田勇商店 0942-32-3952 0942-32-4235 久留米市 東櫛原町２０２９

ら ライブ 092-608-3785 092-608-3792 福岡市 東区奈多１丁目１０番８号
わ ワイズアシスト合同会社 092-692-9779 092-692-9779 福岡市 東区舞松原２丁目１１番５号
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