
※用具毎五十音順

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

アート補聴器ショップ 092-731-3382 092-724-4782 福岡市 中央区今川２丁目３番４８号

麻生補聴器ホールディングス株式会社　 092-926-4130 092-926-3401 筑紫野市 美しが丘北４丁目２ー２
目覚時
計のみ

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

か 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

九州リオン株式会社 092-28１-536１ 092-29１-2847 福岡市 博多区店屋町５－２２

九州リオン株式会社　リオネットセンター久留米 0942-33-4133 0942-34-6565 久留米市 東町42-14ワカナステートビル２Ｆ

熊本設備工業 096-352-5818 096-359-5252 熊本市 春日４丁目３０-１４

有限会社　久留米補聴器センター 0942-39-1133 0942-39-1169 久留米市 東和町３－１６　水城ビル１階

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

ジェイエムスリー 092-932-2236 092-932-2236 糟屋郡 宇美町四王寺坂３－１１－１７

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 ダブル・ピー株式会社 03-3229-2282 03-3229-2277 東京都 中野区中野３－３６－１０－２Ｆ

株式会社　東京信友 03-3358-8000 03-3358-6330 東京都 新宿区新宿１-１４-５新宿KMビル３F

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 ※
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

ふくしのどうぐや 028-686-5242 028-686-4704 栃木県さくら市 喜連川３６０４－１

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

ふれあい補聴器株式会社 0942-33-0002 0942-33-0003 久留米市 東和町１－１４　成冨第一ビル２Ｆ－１

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　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

※目覚時計のみ

電話 ファックス
あ アート補聴器ショップ 092-731-3382 092-724-4782 福岡市 中央区今川２丁目３番４８号

麻生補聴器ホールディングス株式会社　 092-926-4130 092-926-3401 筑紫野市 美しが丘北４丁目２ー２

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 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

九州リオン株式会社 092-28１-536１ 092-29１-2847 福岡市 博多区店屋町５－２２

九州リオン株式会社　リオネットセンター久留米 0942-33-4133 0942-34-6565 久留米市 東町42-14ワカナステートビル２Ｆ

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

熊本設備工業 096-352-5818 096-359-5252 熊本市 春日４丁目３０-１４

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　シビルウェブ 0942-41-8811 0942-41-8810 久留米市 東合川新町７番１９

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 ダブル・ピー株式会社 03-3229-2282 03-3229-2277 東京都 中野区中野３－３６－１０－２Ｆ

株式会社　東京信友 03-3358-8000 03-3358-6330 東京都 新宿区新宿１-１４-５新宿KMビル３F

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

有限会社 富松テレビラジオ店 0942-64-0103 0942-64-5765 久留米市 三潴町高三潴１２６４－３

な 西日本電信電話（NTT) 092-434-8006 092-432-3906 福岡市 博多区博多駅東３丁目２－２８

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

ふくしのどうぐや 028-686-5242 028-686-4704 栃木県さくら市 喜連川３６０４－１

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

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

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　森山電器商会 0942-34-5849 0942-37-0670 久留米市 通東町５－１２

や 株式会社　ヤマダ電機 0942-36-4１44 0942-36-4１47 久留米市 東櫛原町１１４４－５

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

日常生活用具業者一覧　（聴覚障害者用）

聴覚障害者用屋内信号装置
(サンドマスター・目覚時計・屋内信号灯）

所在地

所在地聴覚障害者用通信装置（FAX・ＴＶ電話)
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※用具毎五十音順日常生活用具業者一覧　（聴覚障害者用）

電話 ファックス
あ アート補聴器ショップ 092-731-3382 092-724-4782 福岡市 中央区今川２丁目３番４８号

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 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

九州リオン株式会社 092-28１-536１ 092-29１-2847 福岡市 博多区店屋町５－２２

九州リオン株式会社　リオネットセンター久留米 0942-33-4133 0942-34-6565 久留米市 東町42-14ワカナステートビル２Ｆ

熊本設備工業 096-352-5818 096-359-5252 熊本市 春日４丁目３０-１４

さ システムラボラトリー株式会社 092-761-6182 092-771-5666 福岡市 中央区長浜１丁目３－４　綾杉ビル北天神２階

システムラボラトリー株式会社　久留米営業所 0942-37-6100 0942-37-6151 久留米市 百年公園１－１　久留米リサーチセンタービル研究開発棟２階

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 ダブル・ピー株式会社 03-3229-2282 03-3229-2277 東京都 中野区中野３－３６－１０－２Ｆ

株式会社　東京信友 03-3358-8000 03-3358-6330 東京都 新宿区新宿１-１４-５新宿KMビル３F

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

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

ふくしのどうぐや 028-686-5242 028-686-4704 栃木県さくら市 喜連川３６０４－１

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

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

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）

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

人工内耳用電池 電話 ファックス 所在地

あ 麻生補聴器ホールディングス株式会社　 092-926-4130 092-926-3401 筑紫野市 美しが丘北４丁目２ー２

に 日本光電工業　株式会社　商品事業本部 03-5996-8525 03-5996-8561 東京都新宿区 西落合一丁目３１番４号

株式会社　日本コクレア 03-3817-0241 03-3817-0245 東京都文京区 本郷二丁目３番７号お茶の水元町ビル
め メドエルジャパン　株式会社 03-5283-7266 03-5283-7694 東京都千代田区神田駿河台二丁目１番２０号

所在地聴覚障害者用情報受信装置
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