習志野市 日常生活用具登録事業者一覧
事業所ﾌﾘｶﾞﾅ

事業所

習志野市障がい福祉課
郵便番号

所在地

都道府県

2021/3/19
電話番号

ｱｯﾄｲｰｽﾞ

あい・あーる・けあ㈱
㈱アイケアメディカル
アイスマップ㈲
アイパルメガネ 船橋店
㈱アイフレンズ
㈱アヴァンティ
㈱アクセスインターナショナル
㈱アクセス・テクノロジー
㈱朝倉メガネ
アサヒ医療㈱
旭化成リフォーム㈱ 千葉営業所
アサヒ建築土木㈱
㈱アスティス
㈱アストメディカルジャパン
㈲あすなろ交場
㈲アットイーズ

ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞｹｱﾈｯﾄ

アビリティーズ・ケアネット㈱ 千葉東葛営業所 273-0048 千葉県 船橋市丸山5-30-3 第六松宮ﾋﾞﾙ2階

047-429-6215

ｱﾌｪｸｼｮﾝ

045-778-0579

ｳｲﾝｸﾞﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ

㈲アフェクション
㈱アメディア
㈱あゆみコーポレーション
㈱ＩＮＡＸメンテナンス 東京営業所
㈱茨城福祉サービス
岩渕薬品㈱ 医療機器営業所
㈱インターネットインフィニティー
㈱ウイング ウイングレンタルサービス

235-0036

273-0105 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-33

047-446-7095

ウエル・カムサポートセンター

㈱ウエル・カムサポートセンター

102-0094 東京都 千代田区紀尾井町4-13

03-4405-6023

ｳｴﾙｱｲ

㈲ウエルアイ
㈲エイパック
㈲エス・エイチ・アイ
㈱エフシーエス
㈱エム・ピー・アイ
社会福祉法人 桜雲会
㈲オーケーサービス
大嶋機工㈱
㈲オオタ商会
㈱大仁商店
㈲大野屋工務店

272-0024 千葉県 市川市稲荷木1-2-14

047-314-0666

263-0032 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町18-16

043-243-9202

366-0810 埼玉県 深谷市宿根1440-7

048-573-8456

296-0032 千葉県 鴨川市花房46-1

04-7093-5292

108-0073 東京都 港区三田1-2-16

03-3451-0480

169-0075 東京都 新宿区高田馬場4-11-14-102

03-5337-7866

276-0047 千葉県 八千代市吉橋1113-1

047-458-2955

262-0003 千葉県 千葉市花見川区宇那谷町85番地

043-258-4600

125-0052 東京都 葛飾区柴又4-33-11

03-5699-9393

113-0033 東京都 文京区本郷6-16-1

03-3811-3577

275-0016 千葉県 習志野市津田沼5-8-21

047-452-3310

ｱｲｱｰﾙｹｱ
ｱｲｹｱﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｱｲｽﾏｯﾌﾟ
ｱｲﾊﾟﾙﾒｶﾞﾈﾌﾅﾊﾞｼﾃﾝ

ｱｲﾌﾚﾝｽﾞ
ｱｳﾞｧﾝﾃｨ
ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ｱｸｾｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ｱｻｸﾗﾒｶﾞﾈ
ｱｻﾋｲﾘｮｳ
ｱｻﾋｶｾｲﾘﾌｫｰﾑﾁﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｱｻﾋｹﾝﾁｸﾄﾞﾎﾞｸ
ｱｽﾃｨｽ
アストメディカルジャパン

ｱｽﾅﾛｺｳｼﾞｮｳ

ｱﾒﾃﾞｨｱ
ｱﾕﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
ｲﾅｯｸｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾄｳｷｮｳｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｲﾊﾞﾗｷﾌｸｼｻｰﾋﾞｽ
ｲﾜﾌﾞﾁﾔｸﾋﾝｲﾘｮｳｷｷｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰ

ｴｲﾊﾟｯｸ
ｴｽｴｲﾁｱｲ
ｴﾌｼｰｴｽ
ｴﾑﾋﾟｰｱｲ
ｵｳｳﾝｶｲ
ｵｰｹｰｻｰﾋﾞｽ
ｵｵｼﾏｷｺｳ
ｵｵﾀｼｮｳｶｲ
ｵｵﾆｼｮｳﾃﾝ
ｵｵﾉﾔｺｳﾑﾃﾝ
ｵｶﾔﾏﾗｲﾄﾊｳｽﾃﾝｼﾞｼｭｯﾊﾟﾝｼﾞｮ

125-0033 東京都 葛飾区東水元4-4-3

03-5660-7701

130-0002 東京都 墨田区業平3-6-2

03-3621-7301

289-1115 千葉県 八街市八街ほ252-3-105

043-312-1352

273-0002 千葉県 船橋市東船橋4-31-20 東船橋セントラル2F 047-411-6166
554-0012 大阪府 大阪市此花区西九条1-33-13

06-6462-1594

273-0005 千葉県 船橋市本町6-1-7-504

047-407-4327

176-0003 東京都 練馬区羽沢3-40-7

03-5856-9611

923-0811 石川県 小松市白江町ホ１３３－６

0761-20-1144

160-0004 東京都 新宿区四谷1-8

03-3357-2251

275-0021 千葉県 習志野市袖ケ浦6-11-10

03-3815-8818

261-8501 千葉県 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟23F 043-296-3166
275-0016 千葉県 習志野市津田沼4-10-15

047-453-8311

791-0102 愛媛県 松山市高野町甲1-1

089-960-9001

104-0033 東京都 中央区新川1-3-17 新川三幸ビル

03-4589-2830

208-0022 東京都 武蔵村山市榎2-69-5

042-566-1924

169-0075 東京都 新宿区高田馬場1-33-13 千年ﾋﾞﾙ501号室 03-5287-5601

神奈川県

横浜市磯子区中原4-3-13

176-0011 東京都 練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ﾋﾞﾙ1階 03-6915-8597
275-0022 千葉県 習志野市香澄5-12-2

047-453-4617

104-0032 東京都 中央区八丁堀4-3-3

03-5541-7123

315-0033 茨城県 石岡市東光台4-9-3

0299-28-1829

285-0815 千葉県 佐倉市城535

043-485-1616

104-0045 東京都

03-5148-2345

品川区大崎1‐11‐2 ゲートシティ大崎イーストタワー4階

社会福祉法人 岡山ライトハウス点字出版所 700-0975 岡山県 岡山市北区今1-7-25

086-241-4226

146-0082 東京都 大田区池上6-37-1-108

03-3751-4120

275-0026 千葉県 習志野市谷津3-1-47-705

047-454-6087

ｵﾌｨｽﾔｻｶ

おひさま工房
オフィス ヤサカ

ｶｲｺﾞｼｮｯﾌﾟﾊﾅｿﾞﾉ

㈱福祉協同サービス 介護ショップはなぞの 262-0032 千葉県 千葉市花見川区幕張町5-417-65 1階

043-350-1515

ｶｲｺﾞﾉﾀｽｹﾌﾅﾊﾞｼﾃﾝ

介護の太助 船橋店
Kaigo Bank㈱
カシダス㈱ 千葉営業所
カシダス㈱ 船橋営業所
㈲待山商事 柏補聴器センター
㈲加藤エンジニアリング
㈱鎌田工務店
川村義肢㈱
㈱共同
共和設備工業㈱

274-0063 千葉県 船橋市三咲2-10-2 ｲｰｸﾞﾙ･ﾊｳｽ102

047-407-8686

266-0001 千葉県 千葉市緑区東山科町114-32

043-228-6511

264-0023 千葉県 千葉市若葉区貝塚町403-5

047-214-2941

273-0042 千葉県 船橋市山野町190-3

047-429-7771

277-0005 千葉県 柏市柏1-1-7

04-7167-4133

262-0001 千葉県 千葉市花見川区横戸町1294

047-487-6998

274-0072 千葉県 船橋市三山5-30-4

047-473-0838

530-0041 大阪府 大阪市北区天神橋1-18-18

06-6352-1012

174-0041 東京都 板橋区舟渡3-28-9

03-3960-0251

260-0042 千葉県 千葉市中央区椿森1-18-7

043-251-8493

ｵﾋｻﾏｺｳﾎﾞｳ

ｶｲｺﾞﾊﾞﾝｸ
ｶｼﾀﾞｽﾁﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ
ｶｼﾀﾞｽﾌﾅﾊﾞｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｶｼﾜﾎﾁｮｳｷｾﾝﾀｰ

ｶﾄｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ｶﾏﾀｺｳﾑﾃﾝ
ｶﾜﾑﾗｷﾞｼ
ｷｮｳﾄﾞｳ
ｷｮｳﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
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事業所ﾌﾘｶﾞﾅ
ｷﾘﾝｼﾞｭｳﾀｸ
ｷﾞﾝﾚｲｶｲ
ｸﾞｯﾄﾞﾌｪｲｽﾅﾉﾊﾅ
ｸﾘﾊﾗｲﾘｮｳｷｶｲﾃﾝ

ｸﾛｻﾜｾｲｻｸｼｮ
ｹｱﾃｯｸ
ｹｱﾗｲﾌ
ｹｲｼｽ
ｹｲﾖｳｶｶﾞｸ
ｹｲﾖｳｻｯｼﾊﾝﾊﾞｲ

ｹｲﾖｳｼﾞｭｳｾﾂ
ケーズデンキｼﾝﾅﾗｼﾉﾃﾝ

ｹﾞﾝﾄ
ｺｳﾁｼｽﾃﾑｶｲﾊﾂ

ｺｳﾖｳ
ｺｳﾜﾗｲﾌｾﾞｰｼｮﾝ
ｺｰﾌﾟｻｰﾋﾞｽﾁﾊﾞ
ｺｼﾞﾏﾋﾞｯｸｶﾒﾗﾅﾗｼﾉﾃﾝ

ｺﾓﾄﾞﾎｰﾑ
ｺﾝﾊﾞﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ
ｻｲｻﾝﾁﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｻﾞｲﾀｯｸ
ｻｸﾗﾔｯｷｮｸｶﾏﾄﾘﾃﾝ
ｻﾄｳﾋﾛﾀｶｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ

ｻﾑｽﾞｱｯﾌﾟ
ｻﾝｾｲﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｻﾝﾄｸｺｳｷﾞｮｳ
ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ
ｻﾝﾕｰﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｼﾞｵﾑｼｬ

事業所

キリン住宅㈱
社団法人 銀鈴会
㈲グッドフェイス菜の花
㈱栗原医療器械店
合同会社 黒澤製作所
㈱ケア・テック
ケアライフ㈲
ケイシス㈱
京葉科学㈱
㈲京葉サッシ販売
京葉住設㈱
ケーズデンキ新習志野店
㈱玄人
㈱高知システム開発
光陽㈱
㈱幸和ライフゼーション
㈱コープサービスちば
㈱コジマ コジマ×ビックカメラ習志野店
コモドホーム㈱
コンバテックジャパン㈱
㈱サイサン 千葉営業所
㈱ザイタック
さくら薬局 鎌取店
佐藤紘孝建築士事務所
㈲サムズアップ
三誠メディカル㈱
三徳工業㈱
㈱サンドラッグ
㈱サンユーメディカル
㈲ジオム社

習志野市障がい福祉課
郵便番号

都道府県

所在地

2021/3/19
電話番号

275-0002 千葉県 習志野市実籾2-41-30

047-473-6665

105-0004 東京都 港区新橋5-7-13 ﾋﾞｭﾛｰ新橋901

03-3436-1820

275-0016 千葉県 習志野市津田沼5-10-5

047-470-7890

373-8557 群馬県 太田市清原町4-6

0276-37-8484

130-0011 東京都 墨田区石原4-10-7

03-3622-4003

020-0842 岩手県 盛岡市湯沢16-15-8

019-638-2877

101-0025 東京都 千代田区神田佐久間町1-17

03-3251-8898

224-0021

045-910-6635

神奈川県

横浜市都筑区北山田4-20-18-1階

275-0011 千葉県 習志野市大久保1-18-9

047-474-1231

275-0004 千葉県 習志野市屋敷4-5-39

047-473-3505

273-8555 千葉県 船橋市市場3-17-1

047-425-3911

275-0024 千葉県 習志野市茜浜2-5-1

047-408-0141

192-0154 東京都 八王子市下恩方町766

042-650-6337

780-0048 高知県 高知市吉田町2-23

088-873-6500

285-0858 千葉県 佐倉市ユーカリが丘２丁目３２番１号

043-462-9751

133-0061 東京都 江戸川区篠崎町7-23-5

03-5666-4801

284-0001 千葉県 四街道市大日1793-15（ちばコープ大日センター内） 043-304-9270
274-0071 千葉県 船橋市習志野4-5-5

047-477-7700

274-0077 千葉県 船橋市薬円台5-20-1

047-463-0056

106-0032 東京都 港区六本木1-8-7 ｱｰｸ八木ﾋﾙｽﾞ5階

0120-532-380

276-0046 千葉県 八千代市大和田新田1151

047-458-7061

113-0034 東京都 文京区湯島1-12-4

03-5812-8088

266-0007 千葉県 千葉市緑区辺田町593-21

043-293-7010

262-0031 千葉県 千葉市花見川区武石町1-560

043-216-3471

275-0014 千葉県 習志野市鷺沼2-9-30

047-451-6115

113-0033 東京都 文京区本郷3-39-17 KOGAビル1F

03-3813-7708

275-0026 千葉県 習志野市谷津2-2-30

047-451-3161

183-0005 東京都 府中市若松町1-38-1

042-369-6211

113-0021 東京都 文京区本駒込5-5-9

03-3947-4430

553-0007 大阪府 大阪市福島区大開1-7-23

06-6463-2104

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター 167-0043 東京都 杉並区上荻2-34-10 Ｋｅｉﾋﾞﾙ

03-5310-5051

284-0005 千葉県 四街道市四街道1-9-3

043-424-2501

379-0204 群馬県 富岡市妙義町行沢264-1

0274-73-3044

276-0045 千葉県 八千代市大和田920-64-201

047-483-5278

103-0001 東京都 中央区日本橋小伝馬町１３番４号

03-5614-7401

170-0002 東京都 豊島区巣鴨一丁目４６番１号

03-5978-4351

271-0064 千葉県 松戸市上本郷3735

047-362-4923

150-0044 東京都 渋谷区円山町28-4

03-3476-2160

263-0001 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町654-1

043-286-4383

275-0002 千葉県 習志野市実籾5-4-9

047-474-1131

273-0866 千葉県 船橋市夏見台5-14-8

047-439-0230

273-0018 千葉県 船橋市栄町1-21-28

047-437-1111

ｾﾗﾋﾟｰ

視覚障害者総合支援センターちば
㈱シマダ製作所
シマヤメディカル㈱ 千葉営業所
㈱ジャパンケアサービス
㈱ジャメックス
㈲十仁ホームヘルス
㈱自立コム
㈱シルバーとっぷ
杉山建設工業㈱
㈲スペースクリエイション
㈱スペースケア 船橋営業所
住友不動産リフォーム㈱ 東営業所
㈲セイワメディカル
㈱セラピー

ｾﾝﾄｹｱﾘﾌｫｰﾑﾄｳｶﾂ

セントケア千葉㈱ セントケアリフォーム東葛 270-2251 千葉県 松戸市金ケ作４０８－１４３

047-394-1020

㈲千里福祉情報センター 横浜支店
㈲そう工房
㈱そごう千葉店
㈲そふとらんど
第一医科㈱

045-453-8375

ｼｶｸｼｮｳｶﾞｲｼｬｼｴﾝｿｳｺﾞｳｾﾝﾀｰ
ｼｶｸｼｮｳｶﾞｲｼｬｿｳｺﾞｳｼｴﾝｾﾝﾀｰﾁﾊﾞ

ｼﾏﾀﾞｾｲｻｸｼｮ
ｼﾏﾔﾒﾃﾞｨｶﾙﾁﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱｻｰﾋﾞｽ

ｼﾞｬﾒｯｸｽ
ｼﾞｭｳｼﾞﾝﾎｰﾑﾍﾙｽ

ｼﾞﾘﾂｺﾑ
ｼﾙﾊﾞｰﾄｯﾌﾟ
ｽｷﾞﾔﾏｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ

ｽﾍﾟｰｽｸﾘｴｲｼｮﾝ
ｽﾍﾟｰｽｹｱ
ｽﾐﾄﾓﾌﾄﾞｳｻﾝﾘﾌｫｰﾑﾋｶﾞｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ｾｲﾜﾒﾃﾞｨｶﾙ

ｾﾝﾘﾌｸｼｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰﾖｺﾊﾏｼﾃﾝ

ｿｳｺｳﾎﾞｳ
ｿｺﾞｳﾁﾊﾞﾃﾝ
ｿﾌﾄﾗﾝﾄﾞ
ﾀﾞｲｲﾁｲｶ

273-0005 千葉県 船橋市本町2-7-9 住友生命船橋ﾋﾞﾙ2階 047-420-0988
275-0021 千葉県 習志野市袖ケ浦1丁目29番2-150

047-453-2700

330-0063 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2-1-1 4Ｆ

048-823-4689

240-0003

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区天王町1-9-6 祥ビル101号

272‐0832 千葉県 市川市曽谷7-1-2

047-710-8610

260-8557 千葉県 千葉市中央区新町1000番地

043-245-2111

287-0003 千葉県 香取市佐原イ804 たがわﾋﾞﾙ2Ｆ

0478-54-7870

113-0033 東京都 文京区本郷2-27-16

03-3814-0111
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習志野市 日常生活用具登録事業者一覧
事業所ﾌﾘｶﾞﾅ

事業所

習志野市障がい福祉課
郵便番号

所在地

都道府県

2021/3/19
電話番号

タケミホーム

㈱タイムズコーポレーション
太陽セランドホールディングス㈱
㈱タカサ
㈱高田已之助商店
㈲田久保電気商会
㈱武井医科光器製作所
㈱タケウチ
㈱武内義肢製作所
㈱タケミホーム

ﾀﾞｽｷﾝﾍﾙｽﾚﾝﾄﾁﾊﾞﾆｼｽﾃｰｼｮﾝ

㈱ボーソー ダスキンヘルスレント千葉西ステーション 263-0024 千葉県 千葉市稲毛区穴川２－９－７

043-254-8583

ﾀﾅｶｹﾝｾﾂ

田中建設㈱
㈱田中三誠堂
ダブル・ピー㈱
㈲筑後メディカル
㈱千城医理科
㈲千葉補聴器センター
千葉民医連事業協同組合
㈱千葉薬品
中央日化サービス㈱
ツダヌマ電器㈱ 大久保店
ＴＩＥＭＡＮ ＴＯＫＹＯ ＯＦＦＩＣＥ
㈱テーエム松井
㈲東京オストミーセンター
東京セキスイファミエス㈱ 千葉支店
社会福祉法人 東京点字出版所
㈱トーカイ 千葉支店

277-0005 千葉県 柏市柏6-7-12

04-7164-6633

113-0033 東京都 文京区本郷7-2-3

043-232-8761

164-0001 東京都 中野区中野3-36-10-2F

03-3229-2282

ﾀｲﾑｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
ﾀｲﾖｳｾﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

ﾀｶｻ
ﾀｶﾀﾐﾉｽｹｼｮｳﾃﾝ
ﾀｸﾎﾞﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ
ﾀｹｲｲｶｺｳｷｾｲｻｸｼﾞｮ

ﾀｹｳﾁ
ﾀｹｳﾁｷﾞｼｾｲｻｸｼｮ

ﾀﾅｶｻﾝｾｲﾄﾞｳ
ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｰ
ﾁｸｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾁｼﾛｲﾘｶ
ﾁﾊﾞﾎﾁｮｳｷｾﾝﾀｰ
ﾁﾊﾞﾐﾝｲﾚﾝｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ

ﾁﾊﾞﾔｸﾋﾝ
ﾁｭｳｵｳﾆｯｶｻｰﾋﾞｽ
ﾂﾀﾞﾇﾏﾃﾞﾝｷｵｵｸﾎﾞﾃﾝ

ﾃｲｱﾝﾄｳｷｮｳｵﾌｨｽ

ﾃｰｴﾑﾏﾂｳｲ
ﾄｳｷｮｳｵｽﾄﾐｰｾﾝﾀｰ
ﾄｳｷｮｳｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽﾁﾊﾞｼﾃﾝ

ﾄｳｷｮｳﾃﾝｼﾞｼｭｯﾊﾟﾝｼﾞｮ

ﾄｰｶｲﾁﾊﾞｼﾃﾝ
ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｶﾙｱｲﾌﾚﾝﾄﾞﾁﾊﾞﾃﾝ

ﾄｸｼｭｲﾘｮｳ
ﾄﾗｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾝﾄｳｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ﾅｶｲﾓｯｺｳ
ﾅｶﾞｼﾏｲｶｷｶｲ
ﾅﾗｼﾉｶﾞｽｵｵｸﾎﾞｾﾝﾀｰ

ﾅﾗｼﾉｼﾔｸｻﾞｲｼｶｲ
ﾅﾗｼﾉﾄｼｶｲﾊﾂｾﾝﾀｰ

ﾅﾗｼﾉﾔｯｷｮｸ
ﾅﾝｽﾞﾑｾﾝﾃﾞﾝｷ
ﾅﾝﾓﾃﾞﾝｷ
ﾆｼｶﾜﾘﾋﾞﾝｸﾞ
ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰﾅﾗｼﾉﾁｭｳｵｳ

ﾆﾎﾝｳｲｰﾙﾁｪｱｰﾁﾊﾞｼﾃﾝ

ﾆﾎﾝｵｰﾄﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

ﾆﾎﾝｷﾞｶﾞﾝｹﾝｷｭｳｼﾞｮ
ﾆﾎﾝｷﾞｼｭｿｳｸｾｲｿﾞｳ

ﾆﾎﾝｼﾞｪﾙ

665-0051 兵庫県 宝塚市高司1-6-11

0797-74-2206

812-0044 福岡県 福岡市博多区千代1‐1‐5

092-641-2545

290-0055 千葉県 市原市五井東1-1-1

0436-23-3351

100-6304 東京都 千代田区丸の内2-4-1 丸ビル4階

03-3215-5221

275-0017 千葉県 習志野市藤崎4-1-47

047-475-0011

113-0034 東京都 文京区湯島1-2-12

03-3255-0711

140-0004 東京都 品川区南品川1-4-21

03-3450-5011

113-0033 東京都 文京区本郷3-39-5

03-3813-7748

264-0016 千葉県 千葉市若葉区大宮町4009

043-209-1690

274-0824 千葉県 船橋市前原東2-10-3 ウェルズ21津田沼ﾊﾟｰﾄ8Ｄ 047-493-5522
264-0003 千葉県 千葉市若葉区千城台南2-3-14

043-237-1648

260-0017 千葉県 千葉市中央区要町2-12 豊和東千葉ﾋﾞﾙ3Ｆ 043-225-4133
274-0806 千葉県 船橋市二和西4-33-16

047-448-0500

260-8564 千葉県 千葉市中央区問屋町１番３５号

043-248-0089

262-0013 千葉県 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２

043-259-2971

275-0011 千葉県 習志野市大久保3-15-4

047-477-1281

141-0022 東京都 品川区東五反田1-9-10 神野ﾋﾞﾙ601

03-3324-5177

113-0034 東京都 文京区湯島3-4-13

03-3831-3287

141-0031 東京都 品川区西五反田2-10-8 ﾄﾞﾙﾐ五反田ﾄﾞｳﾒｿﾞﾝ202 03-3495-6377
262-0019 千葉県 千葉市花見川区朝日ヶ丘1-34-10

043-351-3031

181-0013 東京都 三鷹市下連雀3-32-10

0422-48-2221

263-0002 千葉県 千葉市稲毛区山王町３３４

043-424-4765

㈱トータル・メディカル あいふれんど千葉店 273-0864 千葉県 船橋市北本町2-66-20

047-460-0511

㈱特殊衣料
㈱トラストメディカル 関東営業所
㈱中居木工
永島医科器械㈱
習志野ガス大久保センター㈱
一般社団法人 習志野市薬剤師会
㈱習志野都市開発センター
㈱アガぺ 習志野薬局
㈲南豆無線電機
㈲ナンモデンキ
西川リビング㈱
ニチイケアセンター習志野中央
日本ウイール・チェアー㈱千葉支店
日本オートランニングシステム㈱
㈱日本義眼研究所
日本義手足製造㈱
日本ジェル㈱

063-0834 北海道 札幌市西区発寒14条14-2-40

011-663-0761

336-0022 埼玉県

048-844-5556

さいたま市南区白幡6-7-6 ｾﾝﾄﾋﾙｽﾞ武蔵浦和319号

726-0035 広島県 府中市父石町357 ｵﾘﾅｽﾀﾜｰ16階

0847-41-4200

113-0033 東京都 文京区本郷5-24-1

03-3812-1271

275-0012 千葉県 習志野市本大久保2-10-25

047-474-1426

275-0014 千葉県 習志野市鷺沼1-6-8

047-454-0632

275-0016 千葉県 習志野市津田沼3-5-12

047-476-1611

275-0011 千葉県 習志野市大久保3-2-12

047-476-9045

415-0035 静岡県 下田市東本郷二丁目１番５号

0558-22-2421

275-0012 千葉県 習志野市本大久保4-17-7

047-472-9241

541-0053 大阪府 大阪市中央区本町1丁目3番15号

06-6262-9231

275-0011 千葉県 習志野市大久保1-29-1 サカイビル1階

047-470-8710

260-0816 千葉県 千葉市中央区鵜の森町12-11 鵜の森ビル 043-264-4939
193-0823 東京都 八王子市横川町538-1 馬場ﾚﾁﾞﾃﾞﾝｽ2

042-623-7774

102-0083 東京都

03-3261-8171

千代田区麹町1-5-4 ライオンズステーションプラザ半蔵門108

113-0033 東京都 文京区本郷4-9-30

03-3812-1261

141-0031 東京都 品川区西五反田2-28-10 ＦＰ五反田ﾋﾞﾙ5Ｆ 03-5759-0710

ﾆﾎﾝｼｶｸｼｮｳｶﾞｲｼｬﾀﾞﾝﾀｲﾚﾝｺﾞｳ

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 169-8664 東京都 新宿区西早稲田2-18-2

03-3200-0011

ﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｼﾞｭｳｾｲｶﾂ

日本総合住生活㈱

047-410-6209

ﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｼﾞｭｳｾｲｶﾂｼｭﾄｹﾝｼﾞｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞﾁﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ

日本総合住生活㈱ 首都圏事業本部千葉営業所 275-0021 千葉県 習志野市袖ケ浦3-2

047-410-6209

社会福祉法人 日本点字図書館
日本パムコ株 船橋営業所
日本福祉サービス㈱

169-8586 東京都 新宿区高田馬場1-23-4

03-3209-0241

274-0072 千葉県 船橋市三山8-2-4

047-406-5011

160-0021 東京都

03-5155-8139

ﾆﾎﾝﾃﾝｼﾞﾄｼｮｶﾝ
ﾆﾎﾝﾊﾟﾑｺﾌﾅﾊﾞｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ﾆﾎﾝﾌｸｼｻｰﾋﾞｽ
ﾆﾎﾝﾗｲﾄﾊｳｽﾃﾝｼﾞｼﾞｮｳﾎｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ

130-0012 東京都 墨田区太平4-1-3 ｵﾘﾅｽﾀﾜｰ16階

新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザ「ハイジア」8階

社会福祉法人 日本ライトハウス 点字情報技術センター 577-0061 大阪府 東大阪市森河内西2-14-34
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事業所ﾌﾘｶﾞﾅ
ﾉｶﾞﾐｷｶｲﾃﾝ
ﾊｰﾄｳｪﾙﾁﾊﾞﾃﾝ
ﾊｰﾄｹｱ
ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｯﾄ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰｼｮｯﾌﾟﾁﾊﾞﾌﾅﾊﾞｼ

事業所

㈱野上器械店
㈱ハートウェル千葉店
㈱ハートケア
バイオメディカルネット㈱
パナソニックエイジフリ-ショップ千葉船橋

習志野市障がい福祉課
郵便番号

都道府県

所在地

2021/3/19
電話番号

113-0033 東京都 文京区本郷3-44-6

03-3813-4811

261-0002 千葉県 千葉市美浜区新港42-4

043-301-7335

104-0045 東京都 東京都中央区築地4-5-10 小石川ﾋﾞﾙ1Ｆ 03-3248-6618
113-0033 東京都 文京区本郷4-1-6

03-5840-8172

274-0063 千葉県 船橋市習志野台1-6-7 LIGHTS１階 A号室 047-456-6781

Panasonic リフォームclub リファイン習志野 275-0001 千葉県 習志野市東習志野6-12-3

047-493-1133

266-0031 千葉県 千葉市緑区おゆみ野1-21-6

043-293-8601

ﾋﾟｰｽｹｱ

Hanaムツミ福祉用具
財団法人 阪喉会
㈱ピー・アンド・シー フラワー薬局
BXゆとりフォーム㈱ 船橋店
ピースケア㈱

ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ

東日本電信電話㈱ ビジネス＆オフィス営業推進本部 ビジネス営業部 千葉法人営業所

261-8501 千葉県 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝD棟13階 043-350-4432

ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ

㈱ビックカメラ
ヒヤリング・ディトリビュータ・ジャパン㈱
㈲ファーストケア

171-0033 東京都 豊島区高田3-23-23

03-3987-8890

108-0014 東京都 港区芝4-3-11 本芝ﾋﾞﾙ4階

03-3451-3148

285-0862 千葉県 佐倉市新臼井田1-15

043-460-5666

㈱フィリップス・ジャパン スリープ＆レスピラトリーケア事業部

108-8507 東京都 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル 047-441-3721

福祉用具の樹
福祉用具のみかん
㈱福山医科在宅ケア事業部本店
㈱フジタ医科器械千葉支店
㈲藤塚製作所
㈱船橋総行
フランスベット㈱ メディカル船橋営業所
ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈲
ブルームヒアリング㈱ ブルーム市川店
ブルームヒアリング㈱ ブルーム神田店
ブルームヒアリング㈱ ブルーム銀座店

264-0004 千葉県 千葉市若葉区千城台西1－35－11

03-3740-3241

274-0816 千葉県 船橋市芝山3-10-2-106

047-436-8910

260-0012 千葉県 千葉市中央区本町1-5-16

043-222-0111

264-0017 千葉県 千葉市若葉区加曾利町263番地１

043-233-5271

335-0034 埼玉県 戸田市笹目4-16-12

048-421-1377

273-0014 千葉県 船橋市高瀬町62-2

047-434-1551

274-0077 千葉県 船橋市北本町1-7-6 2F

047-411-2610

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸリフォームクラブリファインナラシノ

ﾊﾅﾑﾂﾐﾌｸｼﾖｳｸﾞ

ﾊﾝｺｳｶｲ
ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼｰﾌﾗﾜｰﾔｯｷｮｸ
ﾋﾞｰｴｯｸｽﾕﾄﾘﾌｫｰﾑﾌﾅﾊﾞｼﾃﾝ

ﾋﾔﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾌｧｰｽﾄｹｱ
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽジャパン スリープｱﾝﾄﾞﾚｽﾋﾟﾗﾄﾘｰｹｱｼﾞｷﾞｮｳﾌﾞ

ﾌｸｼﾖｳｸﾞﾉｲﾂｷ
ﾌｸｼﾖｳｸﾞﾉﾐｶﾝ
ﾌｸﾔﾏｲｶｻﾞｲﾀｸｹｱｼﾞｷﾞｮｳﾌﾞﾎﾝﾌﾞ

ﾌｼﾞﾀｲｶｷｶｲﾁﾊﾞｼﾃﾝ

ﾌｼﾞﾂｶｾｲｻｸｼｮ
ﾌﾅﾊﾞｼｿｳｺｳ
ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾅﾊﾞｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ
ﾌﾞﾙｰﾑﾋｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾑｲﾁｶﾜﾃﾝ

ﾌﾞﾙｰﾑﾋｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾑｶﾝﾀﾞﾃﾝ
ﾌﾞﾙｰﾑﾋｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾑｷﾞﾝｻﾞﾃﾝ

559-0015 大阪府 大阪市住之江区南加賀屋1-1-95 住之江会館3階 06-6683-2486
275-0011 千葉県 習志野市大久保3-2-11

047-471-0015

275-0026 千葉県 習志野市谷津１－２３－２７

047-403-7221

132-0031 東京都 江戸川区松島1-41-22-2-Ｂ

03-5678-5531

163-1327 東京都 新宿区西新宿6-5-1 新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ27階 0120-532-380
272-0034 千葉県 市川市市川1-9-8 上原ビル1F

047-321-4137

101-0046 東京都 千代田区神田多町2-11-28 中林ビル１階 03-3256-4735
104-0061 東京都 中央区銀座2-11-8 ラウンドクロス銀座2丁目 B1階 03-3544-3268

ﾌﾞﾙｰﾑﾋｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾑﾁﾊﾞｴｷﾏｴﾃﾝ

ブルームヒアリング㈱ ブルーム千葉駅前店 260-0015 千葉県

千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル5階 043-202-0303

ﾌﾞﾙｰﾑﾋｱﾘﾝｸﾞﾌﾞﾙｰﾑﾕｳﾗｸﾁｮｳﾃﾝ

ブルームヒアリング㈱ ブルーム有楽町店 100-0006 東京都

千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館2階 03-3201-4133

ﾌﾞﾙｰﾑﾌﾅﾊﾞｼﾃﾝ

ブルーム船橋店

ﾌﾟﾛｯｸｽｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ

㈱プロックス 介護サービスステーションパーク 275-0013 千葉県 習志野市花咲1-7-15

047-403-8941

261-0002 千葉県 千葉市美浜区新港42-4

043-301-7335

700-8530 岡山県 岡山市北区津島中1-1-1

086-250-1093

263-0002 千葉県 千葉市稲毛区山王町305-10

043-423-6111

262-0044 千葉県 千葉市花見川区長作町1422-7

043-259-4632

108-0074 東京都 港区高輪2-21-38 大野高輪ﾋﾞﾙ7Ｆ

03-3280-6200

273-0005 千葉県 船橋市本町6-4-20

047-422-4133

103-0027 東京都 中央区日本橋3-2-3

03-3277-2544

ﾏｸﾙｳ

㈱フロンティア 千葉営業所
㈱ボイスキャン
㈱星医療酸器 千葉支店
㈲細貝工務店
㈱ホリスター
㈱マエダ
マキチエ㈱
㈱マクルウ

418-0023 静岡県 富士宮市山本286-1

0544-24-5900

ﾐｻﾜﾎｰﾑｲﾝｸﾞﾋｶﾞｼｶﾝﾄｳｼﾃﾝ

ミサワホームイング東関東支店柏営業部柏営業課 277-0852 千葉県 柏市旭町2－10－22

04-7145-7132

三菱電機システムサービス㈱
㈱みどりのまきば企画
㈱ミヤタ ヒアリングセンター
㈱ムトウ東京事業本部
㈲ムラタデンキ
㈱メディカルサカイ
モナークケア
㈲森英
㈲ヤスダ・ブレース
㈱ヤマシタ 船橋営業所
山匠建設㈲

154-8520 東京都 世田谷区太子堂4-1-1

03-5431-7757

273-0005 千葉県 船橋市本町4-38-28-613

047-421-1059

260-0045 千葉県 千葉市中央区弁天1-2-8

043-441-6667

110-8681 東京都 台東区入谷1-19-2

03-5603-0986

275-0021 千葉県 習志野市袖ケ浦3-5-3-10

047-452-9242

502-0851 岐阜県 岐阜市鷺山1543-45

058-231-3235

262-0044 千葉県 千葉市花見川区長作町708

043-308-8855

133-0056 東京都 江戸川区南小岩5-19-3

03-3657-3998

359-0025 埼玉県 所沢市上安松458-5

04-2944-3345

273-0105 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-6-79

047-441-7272

275-0001 千葉県 習志野市東習志野5-14-10

047-477-5020

ﾌﾛﾝﾃｨｱﾁﾊﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ﾎﾞｲｽｷｬﾝ
ﾎｼｲﾘｮｳｻﾝｷﾁﾊﾞｼﾃﾝ

ﾎｿｶｲｺｳﾑﾃﾝ
ﾎﾘｽﾀｰ
ﾏｴﾀﾞ
ﾏｷﾁｴ

ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ

ﾐﾄﾞﾘﾉﾏｷﾊﾞｷｶｸ
ﾐﾔﾀﾋｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
ﾑﾄｳﾄｳｷｮｳｼﾞｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ

ﾑﾗﾀﾃﾞﾝｷ
ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｶｲ
ﾓﾅｰｸｹｱ
ﾓﾘｴｲ
ﾔｽﾀﾞﾌﾞﾚｰｽ
ﾔﾏｼﾀﾌﾅﾊﾞｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ﾔﾏｼｮｳｹﾝｾﾂ

273-0005 千葉県 船橋市本町6-4-28 竹内ビル２階
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047-426-3311

習志野市 日常生活用具登録事業者一覧
事業所ﾌﾘｶﾞﾅ
ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾌﾅﾊﾞｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ
ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾏｸﾊﾘﾎﾝﾃﾝｴｲｷﾞｮｳｼｮ

ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾗﾋﾞﾂﾀﾞﾇﾏｴｲｷﾞｮｳｼｮ
ﾔﾏﾏﾝﾕｰｶﾘｶﾞｵｶｼﾃﾝｼﾞｭｳﾀｸｼﾞｷﾞｮｳﾌﾞ

ﾕｰﾗｲﾌｹｱ
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗﾁﾊﾞﾃﾝ
ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗﾁﾊﾞﾃﾝ

ﾗｲｽﾞﾎｰﾑ
ﾗｲﾌｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾉﾊﾞｲﾁｶﾜ

ﾗｲﾌﾀｲﾑｽﾞ
ﾗｲﾌﾗｲﾝｼｽﾃﾑ
ﾗﾋﾞｯﾄ
ﾘｰｾｲｻｸｼﾂ
ﾘｵﾈｯﾄｾﾝﾀｰﾁﾊﾞ
リオン
ﾘｸｼﾙﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽﾁﾊﾞｼﾃﾝ

ﾘﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ
ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾅﾗｼﾉﾃﾝ

事業所

㈱ヤマダ電機 船橋営業所
㈱ヤマダ電機 幕張本店営業所
㈱ヤマダ電機 LABI津田沼営業所
山万㈱ ユーカリが丘支店住宅事業部
ユーライフケア
㈱ヨドバシカメラ 千葉店
㈱ヨドバシカメラマルチメディアAkiba
㈱ライズホーム
㈱セノバ ライフアドバンスセノバいちかわ
㈲ライフタイムズ
ライフラインシステム㈱
㈱ラビット
㈱Lee製作室
㈱リオネットセンター千葉
リオン㈱
㈱LIXILトータルサービス 千葉支店
RIMカンパニー
ロイヤルホームセンター習志野店

習志野市障がい福祉課
郵便番号

都道府県

所在地

2021/3/19
電話番号

274-0071 千葉県 船橋市習志野5-2-12

047-403-7154

262-0032 千葉県 千葉市花見川区幕張町2-7701

043-351-8186

275-0026 千葉県 習志野市谷津１－１６－１

047-470-0221

285-0859 千葉県 佐倉市南ユーカリが丘１－１

043-487-8111

308-0848 茨城県 筑西市幸町3-7-6

0296-48-8089

260-0015 千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1

043-224-1010

101-0028 東京都 千代田区神田花岡町1-1

03-5209-1010

274-0071 千葉県 船橋市習志野5-4-18

047-455-7773

272-0805 千葉県 市川市大野町2-226

047-303-6262

286-0018 千葉県 成田市吾妻3-47-25

0476-27-4841

247-0025

045-890-6821

神奈川県

横浜市栄区上之町23-21

169-0075 東京都 新宿区高田馬場1-29-7 ｽｶｲﾊﾟﾚｽ401号室 03-5292-5644
910-0374 福井県 坂井市丸岡町北横地４０－９

0776-50-1105

260-0028 千葉県 千葉市中央区新町18-12 第8東ﾋﾞﾙ

043-246-3311

185-8533 東京都 国分寺市東元町3-20-41

03-3379-5524

260-0842 千葉県 千葉市中央区南町3丁目2番13号

043-209-2074

104-0033 東京都 中央区新川2-17-8 HF八丁堀レジデンス1401 03-5541-1558
275-0001 千葉県 習志野市東習志野6-7-15

047-403-1311

ﾛｺﾞｽﾃﾝｼﾞﾄｼｮｶﾝ 社会福祉法人ぶどうの木 ロゴス点字図書館 135-8585 東京都 江東区潮見2-10-10 日本ｶﾄﾘｯｸ会館内 03-5632-4428

ﾜﾄﾞｳｶｲ

財団法人 和同会

113-8519 東京都 文京区湯島1-5-45 東京医科歯科大学内 03-3814-0101
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