
※用具毎五十音順

電話 ファックス
あ 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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号
有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５
安養寺建設 0942-47-1175 0942-47-1190 久留米市 善道寺町飯田７６５－３
株式会社　和泉オークス 0942‐32‐5769 0942‐35‐2520 久留米市 野中町１０５５番地１
有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４
梅原建設株式会社 0942-33-3156 0942-33-5041 久留米市 本町１５-２５
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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７
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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４
大石建設株式会社 0942-45-00１4 0942-44-2750 久留米市 野中町１４７－１
有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４
亀屋硝子株式会社 0942-33-1376 0942-38-3298 久留米市 通町１０８－７
株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号
株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38
九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１
株式会社　林　衛材 092-651-2647 092-651-2645 福岡市 東区箱崎１丁目２０－１９
九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９
黒岩建設 0942-78-3352 0942-78-4211 久留米市 北野町高良９４９－２
株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５
有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号
有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ 坂本産業株式会社　リビング事業部　久留米店 0942‐27‐9700 0942‐27‐9720 久留米市 東合川２－８－１
合同会社　サポート中九州 0942-84-7765 0942-84-7769 鳥栖市 本鳥栖町８３４番地３
三陽工務店 0942-51-2758 0942-51-2757 久留米市 藤光町２９０－３
株式会社　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
株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４
株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９
株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１
有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

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番地１
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 久留米市 御井町２５１８番地２
千代田建設 0943‐72‐3961 0943‐72‐3920 久留米市 田主丸町菅原１６２２番地５
トータルインテリア　エイム 0942-47-5887 0942-47-5881 久留米市 善導寺町木塚３８７－４
株式会社　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
トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２
西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５
ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０
株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地
ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　

は 株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３
株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１
ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１
フソーシステム株式会社 0942-27-0001 0942-27-0009 久留米市 安武町安武本３３０１番地
有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号
有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３
株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３
株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号
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
丸三商事株式会社 0942-33-0386 0942-33-0398 久留米市 大石町２６５－８
株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２
株式会社　メンテック 0942-41-0111 0942-45-6670 久留米市 御井旗崎２丁目２４番４０号
諸藤工業 0944-74-１055 0944-74-1064 柳川市 三橋町久末１７４

や 山下医科器械株式会社　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６号
わ 株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８

株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

電話 ファックス
あ アイティーアイ㈱オストミーコールセンター 0952-36-4711 0952-97-7112 佐賀市 鍋島二丁目１０－４　（紙おむつ除く）

アメックス熊本株式会社 096-384-6565 096-384-6594 熊本市 東区尾ノ上１丁目３－９
株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号
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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７
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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４
有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 川村義肢株式会社 エイドセンター福岡 092-641-8152 092-641-8282 福岡市 東区馬出２－２－１２
株式会社　キシヤ 092-235-8430 092-235-8431 福岡市 東区松島１丁目４１番２１号
株式会社　九州オストミーセンター 092-565-1884 092-565-8667 福岡市 南区野多目２丁目３番３９－７０２号
九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１
九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９
社会医療法人社団高野会　くるめ病院 0942-43-5757 0942-43-6959 久留米市 新合川２丁目２－１８

さ 佐賀有薗義肢製作所 0952-31-3411 0952-31-4710 佐賀市 鍋島４丁目３－５
株式会社　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
株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９
株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１
ストマート株式会社 092-260-8877 092-260-8880 福岡市 博多区比恵町８－３３　エムエフビル１Ｆ　Ｂ号

た 有限会社 タジマ医療器 0942-35-6511 0942-35-6512 久留米市 本町７－８
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 久留米市 御井町２５１８番地２
トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０
日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号
株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２
有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

や 山下医科器械株式会社　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

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
株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス

あ 麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

安養寺建設 0942-47-1175 0942-47-1190 久留米市 善道寺町飯田７６５－３

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 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 0942‐45‐1702 0942‐45‐1703 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

梅原建設株式会社 0942-33-3156 0942-33-5041 久留米市 本町１５-２５

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

有限会社 クママル電器 0942-38-7749 0942-30-１272 久留米市 安武町安武本９８１－４

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ 三陽工務店 0942-51-2758 0942-51-2757 久留米市 藤光町２９０－３

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

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番地１

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 久留米市 御井町２５１８番地２

千代田建設 0943‐72‐3961 0943‐72‐3920 久留米市 田主丸町菅原１６２２番地５

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 株式会社　フロンティア 佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 鳥栖市 西新町１４２２番地２０９

株式会社　ハウジング西日本 0942-37-5256 0942-37-550１ 久留米市 通外町７０－２

有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

半田建設株式会社 0942-34-4１32 0942-39-8060 久留米市 日の出町１００

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

ホームプランナーＴＭカンパニー 0943-73-3581 0943-73-3582 久留米市 田主丸町上原５８

フソーシステム株式会社 0942-27-0001 0942-27-0009 久留米市 安武町安武本３３０１番地

フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メンテック 0942-41-0111 0942-45-6670 久留米市 御井旗崎２丁目２４番４０号

や 山下医科器械株式会社　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６号

わ 株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８

電話 ファックス
あ アイネット 092-643-5208 092-643-5218 福岡市 博多区東公園５－１８

株式会社 アイフレンズ 06-6462-1594 06-6460-1919 大阪府 此花区西九条１－３３－１３

有限会社　エクストラ 054-264-8608 054-264-8613 静岡県静岡市 駿河区谷田４４－１５　セントラルヒルズ１０１

有限会社　オール・ドリーム 092-526-6148 092-526-6148 福岡市 南区市崎２丁目９番２０号

か キラリネット 0848-67-1322 0848-29-8022 広島県三原市 西野５丁目１３番２－２０１号

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

た 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 久留米市 御井町２５１８番地２

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

は パシフィックサプライ株式会社　 092-64１-8１5１ 092-64１-0444 福岡市 東区馬出2丁目２－１２

ま 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

や 株式会社　ヨネザワ【本社】 096-38１-6606 096-387-5１１5 熊本県熊本市 中央区水前寺６丁目１－３８

株式会社　ヨネザワ 久留米上津店【登録支店】 0942-22-0202 0942-22-0255 久留米市 野伏間１－５－２１

情報通信支援用具

特殊便器

所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス
あ Ｒ＆Ｋ・九高 092-952-3004 092-952-3083 筑紫郡 那珂川町王塚台２丁目２７９

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 東櫛原町１０３５－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

ウエルハート 080-3613-2985 0568-55-7146 愛知県春日井市 下屋敷町１丁目１番地８

ウエルハート　久留米営業所 090-9492-7894 0942-27-3631 久留米市 大善寺南１-２３－３９

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 佐賀県神埼郡 吉野ヶ里町立野５６０－６

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７
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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４
有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

グット・リンク佐賀 0952-47-9041 0952-47-9042 佐賀市 諸富町大字徳富１９７８番地１

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

株式会社　すわるコーポレーション 092-408-5774 092-561-9704 福岡市 南区寺塚二丁目２９番１６－４０１号

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

た 株式会社　大同商会 093-381-2564 093-372-0405 北九州市 門司区寺内３丁目４番１２号

株式会社太平　タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所 0942-36-2323 0942-39-00１0 久留米市 梅満町１6１0-１

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番地１

タカノ寝具 0942-33-5507 0942-33-7508 久留米市 西町８６７番地

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地

ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１

ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

有限会　ブンゴヤエンタープライズ 097-532-3190 097-532-2997 大分市 中央町２丁目３－７

フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

フランスベッド販売株式会社 スリープラス福岡 092-724-3340 092-724-3343 福岡市 中央区渡辺通４丁目１－３６　ＢiＶi福岡３Ｆ

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　ムトウ久留米支店 0942-35-4121 0942-35-4123 久留米市 梅満町１７２４－６

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

諸藤工業 0944-74-１055 0944-74-1064 柳川市 三橋町久末１７４

や 山下医科器械株式会社　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

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

株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８

株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

特殊マット 所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス 所在地
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 東櫛原町１０３５－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

江藤酸素株式会社【本社】 097-556-8151 097-556-8154 大分県大分市 東櫛原町２０４４

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 佐賀県神埼郡 吉野ヶ里町立野５６０－６

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２
株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号
株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38
九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１
九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９
株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５
有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３
有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６
株式会社　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

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 久留米市 梅満町１6１0-１
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番地１
タカノ寝具 0942-33-5507 0942-33-7508 久留米市 西町８６７番地
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 久留米市 御井町２５１８番地２
株式会社　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 西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５
日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８
ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０
株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地
ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　

は 株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号
株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３
株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１
ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１
有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３
フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の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
株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号
株式会社　ムトウ久留米支店 0942-35-4121 0942-35-4123 久留米市 梅満町１７２４－６

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
株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

エアマット

か
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス
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 東櫛原町１０３５－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

ウエルハート 080-3613-2985 0568-55-7146 愛知県春日井市 下屋敷町１丁目１番地８

ウエルハート　久留米営業所 090-9492-7894 0942-27-3631 久留米市 大善寺南１-２３－３９

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 佐賀県神埼郡 吉野ヶ里町立野５６０－６

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 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 佐賀市 諸富町大字徳富１９７８番地１

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

た 株式会社　大同商会 093-381-2564 093-372-0405 北九州市 門司区寺内３丁目４番１２号

株式会社太平　タイヘイＭ＆Ｃ　久留米営業所 0942-36-2323 0942-39-00１0 久留米市 梅満町１6１0-１

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番地１

タカノ寝具 0942-33-5507 0942-33-7508 久留米市 西町８６７番地

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

株式会社　西日本医療センター 0944-43-4818 0944-56-1254 大牟田市 不知火町２丁目１０番地の７

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地

ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１

ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

フランスベッド販売株式会社 スリープラス福岡 092-724-3340 092-724-3343 福岡市 中央区渡辺通４丁目１－３６　ＢiＶi福岡３Ｆ

株式会社　フロンティア 佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 鳥栖市 西新町１４２２番地２０９

有限会　ブンゴヤエンタープライズ 097-532-3190 097-532-2997 大分市 中央町２丁目３－７

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

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

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　ムトウ久留米支店 0942-35-4121 0942-35-4123 久留米市 梅満町１７２４－６

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

諸藤工業 0944-74-１055 0944-74-1064 柳川市 三橋町久末１７４

や 山下医科器械株式会社　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

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

株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８
株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

特殊寝台 所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス
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 東櫛原町１０３５－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

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 佐賀県神埼郡 吉野ヶ里町立野５６０－６

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

た タカノ寝具 0942-33-5507 0942-33-7508 久留米市 西町８６７番地

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地

ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

有限会　ブンゴヤエンタープライズ 097-532-3190 097-532-2997 大分市 中央町２丁目３－７

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　ムトウ久留米支店 0942-35-4121 0942-35-4123 久留米市 梅満町１７２４－６

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

諸藤工業 0944-74-１055 0944-74-1064 柳川市 三橋町久末１７４

や 山下医科器械株式会社　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

わ 株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８
株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

電話 ファックス
あ 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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

か 株式会社 きさく工房 092-932-6320 092-932-１037 粕屋郡 宇美町障子岳南５丁目１０番１１号

た 株式会社　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 西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の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

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

や 山下医科器械株式会社　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６号

訓練いす（児）

訓練用ベッド(児) 所在地

所在地
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電話 ファックス
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 東櫛原町１０３５－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

ウエルハート 080-3613-2985 0568-55-7146 愛知県春日井市 下屋敷町１丁目１番地８

ウエルハート　久留米営業所 090-9492-7894 0942-27-3631 久留米市 大善寺南１-２３－３９

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ 株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

セコム医療システム株式会社 03-5775-8170 03-5775-8903 東京都 渋谷区神宮前１丁目５－１

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

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 久留米市 梅満町１6１0-１

大光ホームサービス 0942-45-8233 0942-45-8233 久留米市 東合川４丁目１１－２３

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

株式会社　ナカムラ 096-378-252１ 096-378-23１0 熊本県熊本市 幸田2丁目６－２５

は 株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

株式会社　フロンティア 佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 鳥栖市 西新町１４２２番地２０９

フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

や 山下医科器械株式会社　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

わ 株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８

株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

電話 ファックス
あ 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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

株式会社 きさく工房 092-932-6320 092-932-１037 粕屋郡 宇美町障子岳南５丁目１０番１１号

株式会社　九州オストミーセンター 092-565-1884 092-565-8667 福岡市 南区野多目２丁目３番３９－７０２号

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-34-2574 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

セコム医療システム株式会社 03-5775-8170 03-5775-8903 東京都 渋谷区神宮前１丁目５－１

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

た 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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

入浴担架

特殊尿器

所在地

所在地
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株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

や 山下医科器械株式会社　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６号

わ 株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１
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電話 ファックス
あ 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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号
有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５
有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４
ウエルハート 080-3613-2985 0568-55-7146 愛知県春日井市 下屋敷町１丁目１番地８
ウエルハート　久留米営業所 090-9492-7894 0942-27-3631 久留米市 大善寺南１-２３－３９
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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７
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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４
有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１
九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９
株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５
有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号
有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３
株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４
株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９
株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１
有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

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 久留米市 梅満町１6１0-１
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 久留米市 御井町２５１８番地２
株式会社　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
トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２
西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５
株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地
ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　
ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

は 株式会社　林　衛材 092-651-2647 092-651-2645 福岡市 東区箱崎１丁目２０－１９
有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７
株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号
株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３
有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号
株式会社　ベスト電器久留米本店 0942-45-3546 0942-45-3540 久留米市 東合川３丁目２－８
フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号
フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　
株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３
株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号
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
株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２
有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２
株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

や 山下医科器械株式会社　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

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

株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８
株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

体位変換器 所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス
あ あさくらブレース 0946-21-2552 0946-21-2552 福岡県朝倉郡 筑前町野町５７６－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

アメックス熊本株式会社 096-384-6565 096-384-6594 熊本市 東区尾ノ上１丁目３－９

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

有限会社　おの義肢 092-565-1083 092-565-1076 福岡市 南区老司一丁目２２番１号  (紙おむつ除く）

か 株式会社　キシヤ 092-235-8430 092-235-8431 福岡市 東区松島１丁目４１番２１号

キダ時計店 0942-53-6866 0942-53-6866 筑後市 大字西牟田４３３０－１　マミーズ西牟田店内

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社　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

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

さ 佐賀有薗義肢製作所 0952-31-3411 0952-31-4710 佐賀市 鍋島４丁目３－５

株式会社　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

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

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 久留米市 梅満町１6１0-１

高島義肢製作所 092-651-0175 092-651-7990 福岡市 東区馬出１丁目６－２４

有限会社 タジマ医療器 0942-35-6511 0942-35-6512 久留米市 本町７－８

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 久留米市 御井町２５１８番地２

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

株式会社　西日本医療センター 0944-43-4818 0944-56-1254 大牟田市 不知火町２丁目１０番地の７

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１

ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 松本義肢製作所 0946-21-1677 0946-21-1677 朝倉郡 筑前町依井５１３番地５

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

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

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

や 山下医科器械株式会社　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

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

株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

歩行補助つえ 所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス

あ 麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

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
株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号
有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５
安養寺建設 0942-47-1175 0942-47-1190 久留米市 善道寺町飯田７６５－３
株式会社 井上工務店 0942-73－3800 0942-73－3889 小郡市 干潟６４５番地１０
有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４
ウエルハート 080-3613-2985 0568-55-7146 愛知県春日井市 下屋敷町１丁目１番地８
ウエルハート　久留米営業所 090-9492-7894 0942-27-3631 久留米市 大善寺南１-２３－３９
梅原建設株式会社 0942-33-3156 0942-33-5041 久留米市 本町１５-２５
株式会社　駅前工務店 0942-39-0888 0942-39-0885 久留米市 東櫛原町２８５１番地１
江藤建設工業 0942-43-7207 0942-43-7371 久留米市 山川追分一丁目１０番１２号
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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２
か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号
株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38
株式会社 きさく工房 092-932-6320 092-932-１037 粕屋郡 宇美町障子岳南５丁目１０番１１号
グット・リンク佐賀 0952-47-9041 0952-47-9042 佐賀市 諸富町大字徳富１９７８番地１
久間建設 0942-32-2577 0942-32-2527 久留米市 梅満町９０６－５
九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１
九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９
株式会社 クライム 0952-3１-5238 0942-3１-5229 佐賀市 神園２丁目７－８
有限会社　グリーンネットワーク 092-514-0211 092-504-7428 福岡市 博多区東月隈３丁目３番９号
黒岩建設 0942-78-3352 0942-78-4211 久留米市 北野町高良９４９－２
株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５
有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号
有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１
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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

さ 坂本産業株式会社　リビング事業部　久留米店 0942‐27‐9700 0942‐27‐9720 久留米市 東合川２－８－１
合同会社　サポート中九州 0942-84-7765 0942-84-7769 鳥栖市 本鳥栖町８３４番地３
有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６
三陽工務店 0942-51-2758 0942-51-2757 久留米市 藤光町２９０－３
株式会社　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
株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４
株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９
有限会社　スキップ　朝倉店 0946-23-9901 0946-23-9902 朝倉市 甘木２４０３番地１３
株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１
株式会社　ジャムコン 092-554-7600 092-554-73１9 福岡市 南区塩原１丁目２８－２３
佐賀有薗義肢製作所 0952-31-3411 0952-31-4710 佐賀市 鍋島４丁目３－５

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 久留米市 梅満町１6１0-１
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番地１
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 久留米市 御井町２５１８番地２
株式会社　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
トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２
株式会社　西日本医療センター 0944-43-4818 0944-56-1254 大牟田市 不知火町２丁目１０番地の７

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５
ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０
株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地
ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　
日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 株式会社　ハウジング西日本 0942-37-5256 0942-37-550１ 久留米市 通外町７０－２
あたたか商会
パナソニックエイジフリー介護チェーン大牟田 0944-53-7766 0944-53-6688 大牟田市 大正町４丁目３番地５西駅コーポ１０１号
有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７
半田建設株式会社 0942-34-4１32 0942-39-8060 久留米市 日の出町１００
株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号
株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３
株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１
ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１
フソーシステム株式会社 0942-27-0001 0942-27-0009 久留米市 安武町安武本３３０１番地
フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号
フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　
有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号
株式会社　フロンティア 佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 鳥栖市 西新町１４２２番地２０９
有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３
ホームプランナーＴＭカンパニー 0943-73-3581 0943-73-3582 久留米市 田主丸町上原５８
株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３
株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号
丸三商事株式会社 0942-33-0386 0942-33-0398 久留米市 大石町２６５－８
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
株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）
宮崎建設 0942-2１-9960 0942-2１-9960 久留米市 本山２丁目１５番２６号
有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２
株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９
有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２
株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２
株式会社　メンテック 0942-41-0111 0942-45-6670 久留米市 御井旗崎２丁目２４番４０号
諸藤工業 0944-74-１055 0944-74-1064 柳川市 三橋町久末１７４

や 山下医科器械株式会社　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

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
株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８
株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１

入浴補助用具 所在地
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス

あ 麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 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 0942‐45‐1702 0942‐45‐1703 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

か 株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

グット・リンク佐賀 0952-47-9041 0952-47-9042 佐賀市 諸富町大字徳富１９７８番地１

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

さ 坂本産業株式会社　リビング事業部　久留米店 0942‐27‐9700 0942‐27‐9720 久留米市 東合川２－８－１

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

三陽工務店 0942-51-2758 0942-51-2757 久留米市 藤光町２９０－３

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

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 久留米市 梅満町１6１0-１

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番地１

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 株式会社　西日本医療センター 0944-43-4818 0944-56-1254 大牟田市 不知火町２丁目１０番地の７

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１

ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１

フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

や 山下医科器械株式会社　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６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

株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 善道寺町飯田７６５－３

所在地移動用リフト
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧（肢体不自由者用）

電話 ファックス
あ あさくらブレース 0946-21-2552 0946-21-2552 福岡県朝倉郡 筑前町野町５７６－１

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

アメックス熊本株式会社 096-384-6565 096-384-6594 熊本市 東区尾ノ上１丁目３－９

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

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

有限会社　おの義肢 092-565-1083 092-565-1076 福岡市 南区老司一丁目２２番１号  (紙おむつ除く）

か 株式会社　キシヤ 092-235-8430 092-235-8431 福岡市 東区松島１丁目４１番２１号

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社　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

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

さ 佐賀有薗義肢製作所 0952-31-3411 0952-31-4710 佐賀市 鍋島４丁目３－５

サンキュウ株式会社 092-574-0039 092-574-0428 福岡市 博多区諸岡３丁目３５－１３

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

た 高島義肢製作所 092-651-0175 092-651-7990 福岡市 東区馬出１丁目６－２４

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

は 有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 松本義肢製作所 0946-21-1677 0946-21-1677 朝倉郡 筑前町依井５１３番地５

株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

や 山下医科器械株式会社　筑後支社 0942-31-1166 0942-31-1160 久留米市 宮ノ陣３丁目２番３６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

所在地頭部保護帽
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電話 ファックス

あ 麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

株式会社 有薗製作所 093-66１-１0１0 093-66１-１670 北九州市 八幡東区東田１丁目７番５号

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

安養寺建設 0942-47-1175 0942-47-1190 久留米市 善道寺町飯田７６５－３

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

株式会社 井上工務店 0942-73－3800 0942-73－3889 小郡市 干潟６４５番地１０

株式会社　今村隆次商店 0942-62-3108 0942-62-5401 久留米市 城島町城島３２－５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

ウエルハート 080-3613-2985 0568-55-7146 愛知県春日井市 下屋敷町１丁目１番地８

ウエルハート　久留米営業所 090-9492-7894 0942-27-3631 久留米市 大善寺南１-２３－３９

梅原建設株式会社 0942-33-3156 0942-33-5041 久留米市 本町１５-２５

株式会社　駅前工務店 0942-39-0888 0942-39-0885 久留米市 東櫛原町２８５１番地１

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

株式会社 きさく工房 092-932-6320 092-932-１037 粕屋郡 宇美町障子岳南５丁目１０番１１号

グット・リンク佐賀 0952-47-9041 0952-47-9042 佐賀市 諸富町大字徳富１９７８番地１

九州介護用品サービス 0942-34-2574 0942-34-2643 久留米市 松ヶ枝町５２－１

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社 クライム 0952-3１-5238 0942-3１-5229 佐賀市 神園２丁目７－８

有限会社　グリーンネットワーク 092-514-0211 092-504-7428 福岡市 博多区東月隈３丁目３番９号

黒岩建設 0942-78-3352 0942-78-4211 久留米市 北野町高良９４９－２

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

古賀建設 0942-43-2068 0942-43-2068 久留米市 高良内町２７７７－１１

さ 坂本産業株式会社　リビング事業部　久留米店 0942‐27‐9700 0942‐27‐9720 久留米市 東合川２－８－１

合同会社　サポート中九州 0942-84-7765 0942-84-7769 鳥栖市 本鳥栖町８３４番地３

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

三陽工務店 0942-51-2758 0942-51-2757 久留米市 藤光町２９０－３

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

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 久留米市 梅満町１6１0-１

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番地１

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 久留米市 御井町２５１８番地２

株式会社　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

トクソー技研株式会社　 0978-33-5595 0978-33-5596 大分県宇佐市 大字大根川３１８番地

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

株式会社　西日本医療センター 0944-43-4818 0944-56-1254 大牟田市 不知火町２丁目１０番地の７

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

株式会社　ニチイ学館【本社】 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 千代田区神田駿河台二丁目９番地

ニチイケアセンター東町【登録支店】 0942-36-6911 0942-32-8755 久留米市 諏訪野町１８１４－４　

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

日本ウイール・チェアー株式会社 093-613-2833 093-613-2854 北九州市 八幡西区小嶺台１丁目２－１８

は 株式会社　ハウジング西日本 0942-37-5256 0942-37-550１ 久留米市 通外町７０－２

あたたか商会
パナソニックエイジフリー介護チェーン大牟田 0944-53-7766 0944-53-6688 大牟田市 大正町４丁目３番地５西駅コーポ１０１号

有限会社　ハルタリハビリ研究所 0944-52-5520 0944-43-039１ 大牟田市 大字歴木１８０７－４６７

半田建設株式会社 0942-34-4１32 0942-39-8060 久留米市 日の出町１００

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

株式会社　ヒルン 0942-34-2171 0942-34-2710 久留米市 梅満町１５９２-１

ダスキンヘルスレント久留米ステーション 0942-46-3456 0942-34-2500 久留米市 梅満町１３８-１-１

フソーシステム株式会社 0942-27-0001 0942-27-0009 久留米市 安武町安武本３３０１番地
フランスベッド株式会社　福岡営業所 092-688-9520 092-688-9530 福岡市 博多区諸岡１丁目１６番６号

フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

株式会社　フロンティア 佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 鳥栖市 西新町１４２２番地２０９

有限会　ブンゴヤエンタープライズ 097-532-3190 097-532-2997 大分市 中央町２丁目３－７

ホームプランナーＴＭカンパニー 0943-73-3581 0943-73-3582 久留米市 田主丸町上原５８

株式会社 ホワシ 096-389-5411 096-389-7803 熊本市 東区小山５丁目１９－５５

ま 株式会社　松本義肢製作所 0568-47-1701 0568-47-1702 愛知県小牧市 大字林２１０番地の３

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

丸三商事株式会社 0942-33-0386 0942-33-0398 久留米市 大石町２６５－８

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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メディコ 092-595-1491 092-595-1199 大野城市 南ヶ丘３丁目１４－２２

株式会社　メンテック 0942-41-0111 0942-45-6670 久留米市 御井旗崎２丁目２４番４０号

や 山下医科器械株式会社　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

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

株式会社　渡辺商会 0942-33-2276 0942-33-2270 久留米市 野中町１２８８

移乗・移動支援用具（旧　歩行支援用具） 所在地
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株式会社　渡辺商会　テクノメディカル事業部 0942-31-8822 0942-31-8825 久留米市 津福本町２３４８－２１
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電話 ファックス
あ 株式会社　アイ・リファイン 0942-51-3631 0942-27-1606 久留米市 荒木町荒木７８９番地２

株式会社　アサヒハウジング 0942-36-1818 0942-36-1919 久留米市 大手町１－７

麻生介護サービス　株式会社 092-452-7770 092-452-7714 福岡市 博多区博多駅前３丁目２７－２２

アップルハート福岡福祉用具ｾﾝﾀー 092-285-6202 0 糟屋郡 志免町大字南里１１－５

株式会社　アビックス 0942-27-2733 0942-27-2773 久留米市 安武町安武本３３３０番地８

荒木エクステリア株式会社 0942-27-1616 0942-27-1618 久留米市 荒木町白口１５９３－１

有限会社 アルブ 0942-46-１661 0942-46-１658 久留米市 通町１０３－１５

安養寺建設 0942-47-1175 0942-47-1190 久留米市 善道寺町飯田７６５－３

株式会社　和泉オークス 0942‐32‐5769 0942‐35‐2520 久留米市 野中町１０５５番地１

株式会社 井上工務店 0942-73－3800 0942-73－3889 小郡市 干潟６４５番地１０

井桶建設 0942-33-7371 0942-35-4521 久留米市 久留米市大石町５０７番地２

株式会社　今村隆次商店 0942-62-3108 0942-62-5401 久留米市 城島町城島３２－５

有限会社 ウェルフェアー 0942-39-5117 0942-32-7990 久留米市 東櫛原町２０４４

内田工務店 090-3734-7388 0942-26-4803 久留米市 大善寺町宮本７６６番地２

梅原建設株式会社 0942-33-3156 0942-33-5041 久留米市 本町１５-２５

江上総建 0942‐73‐2232 0942‐48‐1263 小郡市 小郡１０６９番地４３
株式会社　駅前工務店 0942-39-0888 0942-39-0885 久留米市 東櫛原町２８５１番地１

江田建設 0943-47-2243 0943-24-8425 八女市 八女市矢部村矢部４４７４番地

江藤建設工業 0942-43-7207 0942-43-7371 久留米市 山川追分一丁目１０番１２号

エイトポインツ 092-596-7756 092-596-7756 春日市 平田台４-５５-１　２０２号

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 久留米市 御井旗崎４丁目４－３７

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 久留米市 善導寺町木塚４４６－４

大石建設株式会社 0942-45-00１4 0942-44-2750 久留米市 野中町１４７－１

有限会社　大分タキ 0977-67-6538 0977-66-5910 別府市 大字内竈字中無田１３９２番地２

大場建設 0942-47-2198 0 久留米市 善導寺町飯田１１１－１

か 株式会社 かがし屋 0943-75-2155 0943-76-3434 うきは市 吉井町大字清瀬４７７－４

亀屋硝子株式会社 0942-33-1376 0942-38-3298 久留米市 通町１０８－７

株式会社　神崎工務店 093-921-5562 093-921-5571 北九州市 小倉南区湯川五丁８番２８号

株式会社　神崎工務店 福岡営業所 092-980-4953 092-980-6893 福岡市 南区花畑1-20-38

九州ホームケアサービス株式会社 0942-45-38１5 0942-45-38１6 久留米市 御井町１６８４－９

株式会社 クライム 0952-3１-5238 0942-3１-5229 佐賀市 神園２丁目７－８

有限会社　グリーンネットワーク 092-514-0211 092-504-7428 福岡市 博多区東月隈３丁目３番９号

グリーンライフ産業株式会社 092-626-7555 092-626-7566 福岡市 東区多の津５丁目３２番２０号

グランド工房　久留米店【登録支店】 0942-36-3393 0942-36-3394 久留米市 小森野３丁目１７－１５

有限会社　國武建設 0942-21-2731 0942-22-4137 久留米市 西町２９４番地１

久間建設 0942-32-2577 0942-32-2527 久留米市 梅満町９０６－５

黒岩建設 0942-78-3352 0942-78-4211 久留米市 北野町高良９４９－２

株式会社クローバー久留米営業所 0942-27-6937 0942-27-6941 久留米市 久留米市山本町豊田８０番地５

有限会社　ケアサポート九州 0952-34-4453 0952-32-0119 佐賀市 神野東４丁目１２番２９号

有限会社　ケアサポート九州久留米営業所 0942-27-6801 0942-27-6802 久留米市 国分町１４３７-１

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 0942-39-8206 久留米市 江戸屋敷一丁目４番６４号

古賀建設 0942-43-2068 0942-43-2068 久留米市 高良内町２７７７－１１

株式会社　小林建設 0942-44-2225 0942-44-6336 久留米市 山川町１６６１番地１

さ 有限会社　境建設 0942-62-3388 0942-62-3618 久留米市 城島町下青木５６５－１

坂本産業株式会社　リビング事業部　久留米店 0942‐27‐9700 0942‐27‐9720 久留米市 東合川２－８－１

合同会社　サポート中九州 0942-84-7765 0942-84-7769 鳥栖市 本鳥栖町８３４番地３

三協建設　株式会社 0944-54-3000 0944-53-0962 大牟田市 大字草木１２５－１

有限会社 三電 093-882-5289 093-873-１8１9 北九州市 戸畑区千防三丁目２０－１６

三陽工務店 0942-51-2758 0942-51-2757 久留米市 藤光町２９０－３

株式会社　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

株式会社　新和メディカル福岡営業所 092-502-7244 092-502-7245 福岡市 南区的場１丁目２７－４

株式会社　新和メディカル 0954-23-3605 0954-22-2247 佐賀県武雄市 武雄町昭和１０９

株式会社　すけっと 0942-72-5617 0942-72-5618 小郡市 小郡字正尻１５７２番地１

積水ハウスリフォーム　福岡営業所 092-611-0551 092-611-0488 福岡市 博多区東平尾２丁目１３番１５号

　　　　　　　（久留米リフォームセンター） 0942-36-7223 0942-39-5021 久留米市 合川町１９２５番地１　中央公園通り

セキスイファミエス九州株式会社 0942-38-9368 0942-38-3504 久留米市 城南町１３番地２１

有限会社　セントラル商会 0949-24-7473 0949-24-1382 直方市 大字上境２８１３番地１

た 大光ホームサービス 0942-45-8233 0942-45-8233 久留米市 東合川４丁目１１－２３

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番地１

株式会社　太陽住設 0942-45-2511 0942-45-2512 久留米市 高良内町２６２４番地８

大和ハウスリフォーム株式会社　九州支店 092-433-3385 092-483-6037 福岡市 博多区上牟田一丁目１１番１号

大和ハウスリフォーム株式会社　久留米営業所 0942-44-7793 0942-44-6893 久留米市 東合川５－１－３０

有限会社　谷本建設 0952-72-3１06 0952-72-4040 小城郡 三日月町大字堀江７５

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 久留米市 御井町２５１８番地２

千代田建設 0943‐72‐3961 0943‐72‐3920 久留米市 田主丸町菅原１６２２番地５

堤建設 0943-24-1760 0943-24-1760 八女市 山内３６番地１

有限会社　徳栄産業 0942-41-0340 0942-41-0341 久留米市 国分町３９番地の６

トータルインテリア　エイム 0942-47-5887 0942-47-5881 久留米市 善導寺町木塚３８７－４

な 中九州クボタ　ライフ熊本営業所 096-35１-7000 096-35１-7272 熊本市 花園１丁目４－２

中島建設 0942-64-2790 0942-64-3987 久留米市 三潴町西牟田７９４－１

中野工務店 0942-65-0209 0 久留米市 三潴町草場３８２－１５

ニック株式会社  福岡営業所 092-606-１303 092-606-１626 福岡市 東区三苫５丁目４－３０

西日本介護サービス株式会社 0942-37-3456 0942-37-3468 久留米市 花畑二丁目１５番地５

は 株式会社　ハウジング西日本 0942-37-5256 0942-37-550１ 久留米市 通外町７０－２

株式会社　ハミングホーム 0943-72-0743 0943-73-0717 久留米市 田主丸町田主丸５３５－１
あたたか商会
パナソニックエイジフリー介護チェーン大牟田 0944-53-7766 0944-53-6688 大牟田市 大正町４丁目３番地５西駅コーポ１０１号

半田建設株式会社 0942-34-4１32 0942-39-8060 久留米市 日の出町１００

株式会社 樋口建設 0942-27-2308 0942-26-8368 久留米市 荒木町荒木１９７９番地１４

株式会社　ピーエーエス ０７2‐７27‐0521 0７2‐７27‐0522 大阪市 箕面市小野原東１丁目３番２１号

株式会社　ビッグ・リバー 0942-54-6221 0942-64-6221 久留米市 三潴町高三潴６９４番地３

フランスベッド株式会社　メディカル鳥栖営業所 0942-83-4821 0942-83-5070 鳥栖市 轟木町１７００　

有限会社　ひだまり 0944-86-7485 0944-86-7485 大川市 大字酒見４９９番地２３

フソーシステム株式会社 0942-27-0001 0942-27-0009 久留米市 安武町安武本３３０１番地

有限会社　プラスケア　 092-626-8826 092-626-8836 福岡市 東区松島３丁目２２番６号

株式会社　フロンティア 佐賀営業所 0942-81-5767 0942-81-5787 鳥栖市 西新町１４２２番地２０９

有限会社　福屋 0942-39-2929 0942-39-2829 久留米市 東櫛原町１３５３
ホームプランナーＴＭカンパニー 0943-73-3581 0943-73-3582 久留米市 田主丸町上原５８

所在地住宅改修
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電話 ファックス
ま 株式会社松岡左官工業 0942-44-7337 0942-44-7347 久留米市 東合川３丁目３－５

松田工務店 092-401-5522 092-401-552１ 春日市 天神山２丁目５１番

丸三商事株式会社 0942-33-0386 0942-33-0398 久留米市 大石町２６５－８

株式会社 マルコ 0942-35-4321 0942-35-4360 久留米市 宮ノ陣四丁目３０番５号

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

株式会社 峰製作所 福岡営業支店 092-43１-555１ 092-43１-5563 福岡市 博多区博多駅前１丁目１１番２７号（峰ビル）

宮崎建設 0942-2１-9960 0942-2１-9960 久留米市 本山２丁目１５番２６号

有限会社　みらい介護サービス 0944-75-5011 0944-75-5012 柳川市 三橋町下百町２４－２

株式会社　武藤技建 092-566-1480 092-566-1481 福岡市 南区老司２丁目１－１９

有限会社 村山ブレイス 0946-24-3689 0946-24-3689 朝倉郡 筑前町依井５３２

株式会社　メンテック 0942-41-0111 0942-45-6670 久留米市 御井旗崎２丁目２４番４０号

株式会社　森山 0942-65-0114 0942-64-3897 久留米市 三潴町清松４２－５

や 株式会社山口新建木材センター 0952-29-3333 0952-23-3399 佐賀市 佐賀市本庄町大字本庄５３０番地１

株式会社　ユーケーホーム 0942-27-5381 0942-27-5382 小郡市 下西鰺坂１１５７

住宅改修 所在地
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