指 定 取 扱 店 一 覧
都道
府県

指定取扱店名

郵便番号

平成２８年４月現在

住

所

電話番号

ニチイケアセンター札幌

060-0061 札幌市中央区南1条西16丁目1-246 ANNEX レーベンビル5階

011-640-6467

ニチイケアセンター旭川

078-8236 旭川市豊岡6条4丁目4-18旭プラザビル1F

0166-37-4301

090-0834 北見市とん田西町378番23号 あいおいビル2階

0157-32-7151

北 ニチイケアセンターとんでん
海
道 ニチイケアセンターひぶな

085-0806 釧路市武佐1丁目40番28号

0154-46-8352

ニチイケアセンター函館桔梗

041-0808 函館市桔梗3丁目22番10号

0138-47-9881

フランスベッド（株）メディカル札幌営業所

060-0031 北海道札幌市中央区北1条東８－１－４ ホクアイ北1条

011-806-0021

ニチイケアセンター青森

038-0014 青森市西滝3丁目1番15号

017-761-6560

ニチイケアセンター八戸

039-1166 八戸市根城3-4-17

0178-73-2775

ニチイケアセンター三沢

033-0041 三沢市大町2丁目8番3号

0176-50-1715

035-0076 むつ市旭町7-47

0175-28-3501

青 ニチイケアセンターむつ中央
森 ニチイケアセンター十和田

034-0011 十和田市稲生町4-23 第一田中ビル4Ｆ

0176-20-2781

（株）藤館 ヘルスケア薬局

030-0823 青森市橋本1-8-7

017-722-4165

㈱シルバーサービス

035-0033 むつ市横迎町2丁目9-13

0175-22-9511

ニチイケアセンター盛岡北

020-0122 盛岡市みたけ三丁目38-50

019-648-1571

ニチイケアセンター北上

024-0031 北上市青柳町1丁目2番40号

0197-61-2104

026-0034 釜石市中妻町1丁目12番地2号

0193-21-1133

ニチイケアセンター宮古

027-0054 宮古市太田1丁目2番3号

0193-71-2188

フランスベッド（株）メディカル盛岡営業所

028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割501-11

019-639-2777

ニチイケアセンター泉

981-3111 仙台市泉区松森字八沢96

022-772-5431

ニチイケアセンター石巻

986-0033 石巻市美園3丁目3番地3

0225-92-6671

ニチイケアセンター古川

989-6105 大崎市古川福沼1丁目14番35号

0229-21-0621

宮
城 ニチイケアセンター大河原

989-1264 柴田郡大河原町字新青川11-12

0224-51-3860

（有）東日本福祉機器商会

981-3117 仙台市泉区市名坂字御釜田144-5

022-374-1132

株式会社 スペースケア

981-8007 仙台市泉区虹の丘１丁目１番４号

022-771-5866

フランスベッド（株）メディカル東北営業所

983-0828 仙台市宮城野区岩切分台2-12-12

022-346-9618

ニチイケアセンター御所野

010-1414 秋田市御所野元町三丁目3番3号

018-889-8414

017-0888 大館市字水門前5-2

0186-44-5537

ニチイケアセンター山形中央

990-0832 山形市城西町４-18-30

023-647-7366

ニチイケアセンター鶴岡

997-0037 鶴岡市若葉町23-38

0235-29-6889

999-3764 東根市神町東1-17-30（デイ・サービスセンターと同居）

0237-49-1551

992-0057 米沢市成島町2丁目1番110-16号

0238-37-0729

ニチイケアセンターこあら

998-0878 酒田市こあら2丁目5-2

0234-21-8581

フランスベッド（株）メディカル山形営業所

990-2483 山形市上町2-4-16

023-647-8161

ニチイケアセンター南福島

960-8163 福島市方木田字四斗蒔田6-22

024-544-3420

ニチイケアセンターいわき

970-8034 いわき市平上荒川字桜町49番地１

0246-46-1181

ニチイケアセンターあさか

963-0111 郡山市安積町荒井字漆方28-1

024-937-0012

ニチイケアセンター門田

965-0841 会津若松市門田町日吉字小金井11

0242-38-3034

（株）ハッピーケア 本社

960-0102 福島市鎌田字卸町11番地2

024-552-1516

フランスベッド（株）メディカル盛岡営業所にて対応

岩
手 ニチイケアセンター釜石

秋
田 ニチイケアセンター桂城

フランスベッド（株）メディカル盛岡営業所にて対応

山 ニチイケアセンター東根
形 ニチイケアセンター西米沢

福
島 （株）ハッピーケア 福島支店

960-8117 福島市入江町16-30

024-535-9130

（株）ハッピーケア いわき支店

973-8402 いわき市内郷御厩町前田111

0246-26-8228

（株）ハッピーケア 郡山支店

963-8834 福島県郡山市図景1-3-7

024-927-0111

（株）ハッピーケア 会津支店

965-0006 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合134-3

0242-22-1169

（株）ハッピーケア 原町支店

975-0031 南相馬市原町区錦町2-62-4

0244-25-3811

312-0052 ひたちなか市東石川２-６-10

029-354-0841

フランスベッド（株）東北営業所にて対応
ニチイケアセンターひたちなか
茨
城 ニチイケアセンター牛久南

300-1222 牛久市南3丁目20番2

029-878-5035

フランスベッド（株）茨城営業所

310-0913 水戸市見川町2131-992

029-305-5861

ニチイケアセンター宇都宮

321-0933 宇都宮市城東2丁目26番40号

028-651-3322

323-0807 小山市城東1-6-42 第3高岩ビル1階

0285-30-6118

栃
木 ニチイケアセンター小山城東

フランスベッド（株）メディカル群馬営業所にて対応

指 定 取 扱 店 一 覧
都道
府県

指定取扱店名
ニチイケアセンター前橋

郵便番号

平成２８年４月現在

住

所

電話番号

371-0804 前橋市六供町1163番地

027-210-6120

370-3531 高崎市足門町150-１

027-373-5095

374-0016 館林市松原3-13-10

0276-80-1262

フランスベッド（株）メディカル群馬営業所

370-0018 高崎市新保町675-1

027-370-5056

ニチイケアセンター上木崎

330-0071 さいたま市浦和区上木崎３-１-10

048-829-8201

ニチイケアセンター茜

343-0851 越谷市七左町2丁目11番地

048-961-5685

ニチイケアセンター鶴瀬

354-0021 富士見市鶴間１-26-７

049-268-0181

ニチイケアセンター狭山ヶ丘

359-1161 所沢市狭山ヶ丘１-2980-47 レアル101

04-2938-5830

335-0004 蕨市中央1-17-40 蕨スカイマンション1階

048-420-2087

351-0104 和光市南1丁目29-40

048-451-6389

キヨタ（株） キヨタ埼京店

353-0001 志木市上宗岡4-14-31

048-499-6785

フランスベッド（株）メディカル埼玉東営業所

333-0851 川口市芝新町６番１５号 わらび市川ビル101

048-260-2000

フランスベッド（株）メディカル埼玉西営業所

359-0023 所沢市東所沢和田2-18-16

04-2951-2500

フランスベッド（株）メディカル東関東営業所

331-0821 さいたま市北区別所町1122-2

048-667-8539

ニチイケアセンター千葉

266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-39-1セントアベニュービル１階

043-293-7911

ニチイケアセンター習志野中央

275-0011 習志野市大久保１-29-１ サカイビル１Ｆ

047-470-8710

ニチイケアセンター柏

277-0084 柏市新柏1-13-9 ニチイケアプラザ内

0471-63-4811

ニチイケアセンターいすみ

298-0124 いすみ市弥正178

0470-80-4171

ニチイケアセンター稔台

270-2231 松戸市稔台2-1-17

047-308-4510

279-0001 浦安市当代島1-4-1 第一西脇ビル2F

047-390-6165

（株）レンティ

275-0023 習志野市芝園2-6-7

047-453-2105

フランスベッド（株）メディカル千葉営業所

263-0005 千葉市稲毛区長沼町124-8

043-257-0220

フランスベッド（株）メディカル松戸営業所

270-2252 松戸市千駄堀1489 ジュネス八柱１F

047-704-6117

フランスベッド（株）メディカル船橋営業所

273-0864 船橋市北本町1-7-6 ２階

047-411-2610

フランスベッド（株）メディカル北千葉営業所

286-0035 成田市囲護台2-2-9 江口ビル１F

0476-23-8383

ニチイケアセンター小茂根

173-0037 板橋区小茂根5丁目4番41号

03-5917-5862

ニチイケアセンター足立

121-0011 足立区中央本町４-10-２

03-5845-3535

ニチイケアセンターおしあげ

130-0012 墨田区太平3-19-5

03-5819-4020

品川区ホームヘルパーステーション大崎

141-0031 品川区西五反田5-6-43 フォレストコート 1F

03-5745-0416

ニチイケアセンター洗足

152-0011 目黒区原町1-28-5 秀高ビル１Ｆ

03-5722-5151

ニチイケアセンター武蔵野

180-0023 武蔵野市境南町2-28-10

0422-39-7391

ニチイケアセンター中野本町

164-0012 中野区本町四丁目4番18号

03-5342-3764

ニチイケアセンターあきる野

197-0804 あきる野市秋川1-2-1 阿伎留ビル１Ｆ

042-532-2632

ニチイケアセンター花みなみ

187-0003 小平市花小金井南町２-17-６

0424-51-9481

ニチイケアセンター八王子南口

192-0904 八王子市子安町２-３-17 アークガーデン八王子１階

042-631-3301

ニチイケアセンター北沢

156-0041 世田谷区大原1-23-15 三京ビル３F

03-5454-1932

ニチイケアセンター羽田

144-0034 大田区西糀谷3-41-3 長藤ビル4階

03-5735-1318

キヨタ（株） 本社

108-0023 港区芝浦4-3-4 田町きよたビル

03-3798-3617

キヨタ（株） キヨタ港店

108-0023 港区芝浦4-3-4 田町きよたビル

03-5440-0888

キヨタ（株） キヨタ墨田店

130-0001 墨田区吾妻橋2-1-8 吾妻橋パーソナルハウス101号

03-5619-5501

173-0013 板橋区氷川町25-17

03-5944-3137

134-8646 江戸川区江戸川５丁目16番51号

03-3687-0336

（株）山六 本社

192-0051 八王子市元本郷町１-12-１

042-655-0326

（有）福祉の家 本社

121-0832 足立区古千谷本町２-２-13

03-3857-2941

フランスベッド（株）メディカルショッフﾟ新宿店

169-0075 新宿区高田馬場1-31-16 守山ビル

03-6861-8991

フランスベッド（株）メディカル杉並営業所

166-0001 杉並区阿佐ヶ谷北1-43-13 ＡＩビル２Ｆ

03-5327-3080

フランスベッド（株）メディカル江戸川営業所

134-0091 東京都江戸川区船堀4-4-11 フェニックスガーデン1Ｆ

03-5679-6186

フランスベッド（株）メディカル練馬営業所

176-0023 練馬区中村北3-15-16 タマビル102

03-6845-0021

フランスベッド（株）メディカル足立営業所

120-0036 足立区千住仲町40-10 住友生命北千住ビル3F

03-5284-3361

フランスベッド（株）メディカル品川営業所

141-0031 品川区西五反田7-24-5 日本生命西五反田ビル 1Ｆ

03-5435-1031

フランスベッド（株）メディカルショップ六本木店

106-0032 港区六本木4-1-16 六本木ハイツ

03-5575-2180

フランスベッド（株）メディカル世田谷営業所

154-0023 世田谷区若林4-31-15 光映ビル2F

03-5779-7561

フランスベッド（株）メディカル北多摩営業所

189-0022 東村山市野口町1-4-38

042-395-7177

フランスベッド（株）メディカル西東京事業所

182-0007 調布市菊野台1-2-1

0424-88-3701

フランスベッド（株）メディカル南多摩営業所

192-0062 八王子市大横町3-9

0426-20-5251

フランスベッド（株）メディカル田無営業所

188-0014 西東京市芝久保町2-11-16 東京サービスセンター内 ２Ｆ

042-451-6333

フランスベッド（株）メディカル町田営業所

194-0022 町田市森野2-7-9

042-709-1961

群 パナケア真中（株） 営業本部
馬 フランスベッド（株）北関東営業所

埼 ニチイケアセンターわらび
玉 ニチイケアセンター和光

千
葉 ニチイケアセンター浦安

東 キヨタ（株） キヨタ城北店
京 （株）共英 本社

指 定 取 扱 店 一 覧
都道
府県

指定取扱店名

郵便番号

平成２８年４月現在

住

所

電話番号

ニチイケアセンター旭

241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-34-12

045-952-5575

ニチイケアセンター栄

247-0009 横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-31-4 アルティマビル１階

045-892-5575

ニチイケアセンター杉田

235-0033 横浜市磯子区杉田4-7-32

045-775-1651

ニチイケアセンター横須賀

237-0076 横須賀市船越町1丁目56番4

046-860-0321

ニチイケアセンター反町

221-0832 横浜市神奈川区桐畑18-4横浜ＴＨビル１Ｆ（事務室）３Ｆ（教室）

045-317-9940

ニチイケアセンター瀬谷

246-0032 横浜市瀬谷区南台1-44-3メゾンド瀬谷１階101

045-302-5900

ニチイケアセンター南藤沢

251-0053 藤沢市本町４－７－１８ スクエアビル１階

0466-27-9197

ニチイケアセンター湘南神田

254-0012 平塚市大神１７７７

0463-51-4564

ニチイケアセンターみどりがおか

252-0225 相模原市緑ヶ丘１－４６－５

042-730-4360

243-0812 厚木市妻田北4丁目5-32

046-294-3425

ニチイケアセンター小田原

250-0851 小田原市曽比3170-2

0465-39-5573

ニチイケアセンター溝の口

213-0034 川崎市高津区上作延178-1（デイに併設）

044-871-0750

ニチイケアセンター大師

210-0818 川崎市川崎区中瀬3-10-2

044-270-1790

フランスベッド（株）メディカル青葉営業所

227-0055 横浜市青葉区つつじが丘１－１２ ベル青葉台１F

045-988-2151

フランスベッド（株）メディカル大和営業所

242-0012 大和市深見東1-4-31

046-200-4881

フランスベッド（株）メディカル川崎営業所

211-0011 川崎市中原区下沼部1760 カインド玉川２Ｆ

044-430-0294

フランスベッド（株）メディカル横浜営業所

233-0001 横浜市港南区上大岡東２－４６－１２ 信光ビル１F

045-844-2931

フランスベッド（株）メディカル横浜旭営業所

241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-21 ﾎﾞﾝﾎﾞﾔｰｼﾞ2010-102号

045-959-0171

フランスベッド（株）メディカル横浜港北営業所

223-0056 横浜市港北区新吉田町3152

045-595-4181

ニチイケアセンター新潟南

950-0913 新潟市鐙2丁目14番21号

025-290-4715

940-2121 長岡市喜多町1107-1

0258-20-5811

943-0151 上越市平成町554

025-525-5002

フランスベッド（株）メディカル新潟営業所

950-0963 新潟市中央区南出来島1-4-1

025-284-1055

ニチイケアセンター富山

930-0817 富山市下奥井1丁目19番16号

076-431-1620

933-0005 高岡市能町南2丁目-25

0766-27-5221

石 ニチイケアセンター大額
川 フランスベッド（株）北陸営業所

921-8147 金沢市大額3丁目213番地

076-296-8173

920-0374 金沢市上安原南100番地

076-269-3685

福 ニチイケアセンター成和
井 フランスベッド（株）北陸営業所

910-0853 福井市城東2丁目14番１号

0776-28-1517

920-0374 金沢市上安原南100番地

076-269-3685

400-0064 甲府市下飯田2丁目4-30

055-236-1680

409-3801 中央市中楯91-1

055-274-1152

400-0027 甲府市富士見１-3-32

055-251-2528

フランスベッド（株）メディカル甲府営業所

400-0031 甲府市丸の内3-33-5

055-235-9281

ニチイケアセンターまめじま

381-0022 長野市大豆島5190番地

026-266-6075

ニチイケアセンター篠ノ井

388-8006 長野市篠ﾉ井御幣川1232-1

026-290-7715

ニチイケアセンターこさと

386-0003 上田市上野60-7

0268-29-5056

390-0821 松本市筑摩2-33-15

0263-24-2823

391-0013 茅野市宮川中河原4245-1

0266-82-5183

ニチイケアセンターおおまち

398-0002 大町市大町1380-1

0261-26-3230

フランスベッド（株）長野営業所

381-2211 長野市稲里町下氷鉋492-2

026-284-8380

フランスベッド（株）松本営業所

390-0833 松本市双葉10-22 双葉ビルＢ棟 201号

0263-24-2171

ニチイケアセンターすみよし

507-0039 多治見市十九田町2丁目１番地

0572-21-5023

ニチイケアセンター岐阜南

501-6064 羽島郡笠松町北及1811番地

058-388-7325

506-0009 高山市花岡町2-55-9 飛騨ビル4Ｆ

0577-35-3245

503-1272 養老郡養老町大場484

0584-35-1180

501-6013 羽島郡岐南町平成2-139

058-247-1932

神
奈 ニチイケアセンター厚木北
川

新 ニチイケアセンター長岡
潟 （株）セラピ本社

富
山 ニチイケアセンター能町

フランスベッド（株）北陸営業所にて対応

ニチイケアセンター甲府西
山 （株）サンカイゴ 中央店
梨 （株）サンカイゴ シルバー店

長 ニチイケアセンター松本中央
野 ニチイケアセンターすわ

岐 ニチイケアセンター高山
阜 （株）松永製作所 本店

（資）若葉 本社
フランスベッド（株）稲沢営業所にて対応

指 定 取 扱 店 一 覧
都道
府県

指定取扱店名

郵便番号

平成２８年４月現在

住

所

電話番号

ニチイケアセンター駿河

422-8035 静岡市駿河区宮竹2-16-8

054-236-1307

ニチイケアセンター細島

435-0048 浜松市東区上西町49-12

053-411-0365

ニチイケアセンター沼津中央

410-0823 沼津市我入道東町123-1

055-935-1815

（株）あいの手 介護ショップあいの手

433-8112 浜松市北区初生町1196-8平石ビル1階

053-414-1013

424-0053 静岡市清水区渋川１丁目6-20

054-349-2180

（有）恭藤 ケアショップふじた

415-0022 下田市2-11-25

0558-25-3688

フランスベッド（株）静岡営業所

422-8046 静岡市駿河区中島322-1

054-280-0800

フランスベッド（株）メディカル浜松営業所

435-0005 浜松市東区安新町297-1

053-423-1230

フランスベッド（株）メディカル沼津営業所

410-0053 静岡県沼津市寿町10-15

055-929-7511

ニチイケアセンター尾張

452-0961 清須市春日落合324

052-408-5646

ニチイケアセンター千種

464-0836 名古屋市千種区菊坂町2-16 マリアハイツ１階

052-757-3681

ニチイケアセンター豊橋

440-0831 豊橋市西岩田4丁目13-13

0532-69-3130

ニチイケアセンター春日井西

486-0936 春日井市町田町2丁目68番地

0568-35-5722

ニチイケアセンター豊田南

471-0841 豊田市深田町3-29-1

0565-29-2432

ニチイケアセンター岡崎南

444-0840 岡崎市戸崎町榎ヶ坪28番地１

0564-71-0026

492-8082 稲沢市下津下町西3-7

0587-22-3331

フランスベッド（株）メディカル名古屋営業所

464-0854 名古屋市千種区大久手町6-17-6

052-735-4466

フランスベッド（株）メディカル名古屋北営業所

488-0858 尾張旭市白鳳町1-82-101

0561-54-2221

フランスベッド（株）メディカル名古屋南営業所

458-0824 名古屋市緑区鳴海町有松裏200

052-626-0661

フランスベッド（株）メディカル岡崎営業所

444-0241 岡崎市赤渋町字下池１番地

0564-71-3544

フランスベッド（株）メディカル豊橋営業所

441-8019 豊橋市花田町小松24-1

0532-33-3010

フランスベッド（株）メディカル豊田営業所

470-1211 豊田市畝部東町采女32-7

0565-25-0600

ニチイケアセンター津中央

514-0033 津市丸之内8-3丸之内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1階

059-226-8525

静
岡 （株）トマト 本社

名
古 フランスベッド（株）メディカル稲沢営業所
屋

三
重 （株）ライフ・テクノサービス 本社

514-0032 津市中央4-19 LTS中央ビル

059-213-7773

フランスベッド（株）メディカル三重営業所

514-2211 津市芸濃町椋本2020

059-266-0104

ニチイケアセンター草津

525-0053 草津市矢倉1丁目2番19-15号

077-569-4972

526-0804 長浜市加納町上角田886

0749-68-1896

フランスベッド（株）メディカル滋賀営業所

520-0043 大津市中央4-7-24 レイク中央２

077-527-3309

ニチイケアセンター京都駅前

600-8231 京都市下京区油小路通下魚棚下ﾙ油小路町288 井筒堀川ビル6階

075-341-8911

624-0945 舞鶴市喜多1105-1 舞鶴21ビル1F・3Ｆ

0773-78-9206

滋
賀 ニチイケアセンター湖北

京 ニチイケアセンター舞鶴
都 ニチイケアセンター宇治

611-0021 宇治市宇治壱番134-1 宇治荒川ビル1Ｆ

0774-28-6601

フランスベッド（株）メディカル京都営業所

602-0959 京都市上京区革堂西町529-1

075-451-2660

ニチイケアセンター長原

547-0013 大阪市平野区長吉長原東3丁目2番5号

06-6760-1011

ニチイケアセンター大阪西

550-0025 大阪市西区九条南2丁目18-4

06-6586-5616

ニチイケアセンター門真

571-0030 門真市末広町17-14 ポケットアベニュー２階

06-6916-6325

ニチイケアセンター柴原

560-0055 豊中市柴原町三丁目１番24号 北摂測量ビル１階

06-6842-1295

ニチイケアセンター香里

573-0083 枚方市茄子作北町８番10号

072-860-0811

ニチイケアセンターおおとり

593-8327 堺市西区鳳中町７丁240番

072-268-4872

大 (有)福若
阪 フランスベッド（株）健康福祉プラザ 助さんたくさん

573-0013 枚方市星ヶ丘３丁目25-4

072-805-6855

573-0146 枚方市大峰元町1-1-1

072-858-8565

フランスベッド（株）メディカル大阪営業所

530-0041 大阪市北区天神橋6-3-16 朝日生命天六ビル１F

06-6353-1211

フランスベッド（株）メディカル大阪池田営業所

563-0048 池田市呉服町1-1 サンシティ池田203

072-753-4091

フランスベッド（株メディカル大阪中央営業所

571-0015 門真市三ツ島３丁目８番２号 エルブランシェ１F

072-887-6551

フランスベッド（株メディカル大阪北営業所

567-0012 茨木市東太田2丁目4番24号102号室

072-625-7100

フランスベッド（株）メディカル大阪南営業所

547-0032 大阪市平野区流町４丁目１５－２０

06-6703-5641

フランスベッド（株）メディカル大阪西営業所

551-0031 大阪市大正区泉尾3丁目2番6号

06-6556-3566

ニチイケアセンター長田

653-0812 神戸市長田区8-1-9

078-631-9600

ニチイケアセンター灘浜

672-8023 姫路市白浜町779-5

0792-46-8282

661-0032 尼崎市武庫之荘東1丁目23番地11号

06-6434-5581

652-0831 神戸市兵庫区七宮町１丁目３－１０

078-686-0770

フランスベッド（株）メディカル兵庫営業所

673-0884 明石市鍛冶屋町4-30 北條ビル１Ｆ

078-915-1255

フランスベットﾞ（株）メディカル西宮営業所

662-0934 西宮市西宮浜1丁目41番地

079-823-5461

630-8113 奈良市法蓮町1088-1 ら、ほうれん

0742-20-0255

630-8025 奈良市尼辻北町2-4

0742-30-6211

兵 ニチイケアセンター武庫之荘
庫 フランスベッド（株）メディカル神戸営業所

奈 ニチイケアセンターほうれん
良 フランスベッド（株）メディカル奈良営業所

指 定 取 扱 店 一 覧
都道
府県

指定取扱店名
ニチイケアセンター大浦

郵便番号

平成２８年４月現在

住

所

電話番号

641-0031 和歌山市西小二里3丁目6-46 山田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

073-402-0902

646-0051 田辺市稲成町77-1

0739-24-7122

595-0021 大阪府泉大津市東豊中町２丁目１－３２

0725-40-1767

鳥 ニチイケアセンター鳥取駅南
取 フランスベッド（株）メディカル岡山営業所にて対応

680-0873 鳥取市的場2丁目86番地1 タウンアローズ86 102号室

0857-51-7010

島 ニチイケアセンター松江(支店)
根 フランスベッド（株）メディカル広島営業所にて対応

690-0044 松江市浜乃木6-8-8 コーポ岡乃山105号

0852-59-9787

700-0927 岡山市北区西古松14

086-801-0058

712-8021 倉敷市水島東川町８番46号

086-440-3205

710-0837 倉敷市沖新町63-10

086-422-1437

フランスベッド（株）メディカル岡山営業所

700-0936 岡山市北区冨田420-1

086-234-0480

ニチイケアセンター中央

732-0825 広島市南区金屋町7番23号 LANDMARK金屋町1階

082-568-8451

ニチイケアセンター広島西

733-0003 広島市西区三篠町３-10-２ 米村ビル１Ｆ

082-537-0820

和
歌 ニチイケアセンター田辺
山

フランスベッド（株）メディカル泉南営業所

ニチイケアセンター大供
岡 ニチイケアセンター倉敷南
山 フランスベッド（株）倉敷営業所

広
島 ニチイケアセンター木之庄

720-0082 福山市木之庄町五丁目6番10号

084-973-1355

ニチイケアセンター広 福祉用具貸与事業所

737-0112 呉市広古新開１丁目9番18号 西原ビル101

0823-76-6202

フランスベッド（株）メディカル広島営業所

731-3167 広島市安佐南区大塚西4-16-1 1F

082-849-2723

ニチイケアセンター周南

745-0845 周南市河東町9-20 グランデリバーサイドB

0834-27-5330

759-0204 宇部市大字妻崎開作字妻拾三拾四ノろ１１３番３

0836-45-0038

770-0047 徳島市名東町2丁目546-2 ｻﾝﾌｫﾚｽﾄ1F 102号

088-634-3373

770-0872 徳島市北沖洲3丁目8番7-5号

088-664-8233

760-0066 高松市福岡町2-14-16

087-811-0628

761-8013 高松市香西東町304-1（新栄倉庫内）

087-882-8910

790-0924 松山市南久米町145-1 竹乃井ビル106

089-955-6527

790-0003 松山市三番町4-4-6 松山センタービル2号館6Ｆ

089-943-7737

790-0038 松山市和泉北1-5-20

089-943-5661

780-0051 高知市愛宕町4丁目17番7号

088-802-2913

ニチイケアセンターふくおか

812-0041 福岡市博多区吉塚4-13-13ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ 102

092-626-5606

ニチイケアセンター東町

830-0037 久留米市諏訪野町1814-4

0942-36-6911

ニチイケアセンター小倉南

800-0257 北九州市小倉南区湯川5丁目8番18号第二平野ビル１Ｆ

093-923-9416

803-0835 北九州市小倉北区井堀3-22-10

093-561-5724

フランスベッド（株）メディカル福岡営業所

812-0894 福岡市博多区諸岡1-16-6

092-688-9520

フランスベッド（株）メディカル北九州営業所

807-1262 北九州市八幡西区大字野面852-1

093-619-3066

佐 ニチイケアセンター佐賀みなみ
賀 フランスベッド（株）鳥栖営業所

840-0023 佐賀市本庄町袋142-1

0952-27-7736

841-0061 鳥栖市轟木町1700

0942-83-4821

長 ニチイケアセンター浦上
崎 フランスベッド（株）鳥栖営業所にて対応

852-8133 長崎市本原町16-22 大久保大原町ビル101号

095-842-5180

862-0950 熊本市中央区水前寺6-27-20 神水恵比須ビル１F

096-386-8695

866-0852 八代市大手町2丁目7番20号大手町太陽ﾋﾞﾙ1階

0965-43-7555

フランスベッド（株）熊本営業所

862-0967 熊本市流通団地1-60

096-334-6555

ニチイケアセンター大分

870-0953 大分市下郡東一丁目9-23

097-554-8090

870-0856 大分市畑中8-16

097-540-7140

870-0942 大分市大字羽田字迫193-1

097-504-7801

宮 ニチイケアセンター南宮崎
崎 フランスベッド（株）熊本営業所にて対応

880-0939 宮崎市花山手西1-5-1

0985-64-1630

鹿 ニチイケアセンター鹿児島(支店)
児
島 フランスベッド（株）熊本営業所にて対応

892-0847 鹿児島市西千石町１-32 鹿児島西千石町ビル4F

099-227-9778

沖
ニチイケアセンター那覇(支店)
縄

900-0015 那覇市久茂地1-1-1 ﾊﾟﾚｯﾄくもじ308

098-861-2671

山
口 ニチイケアセンター厚南

フランスベッド（株）広島事業所にて対応
ニチイケアセンター徳島西
徳
島 ニチイケアセンターおきのす

フランスベッド（株）高松営業所にて対応
香 ニチイケアセンター福岡町
川 フランスベッド（株）高松営業所

ニチイケアセンターたかのこ
愛
媛 ニチイケアセンターえひめ

フランスベッド（株）松山営業所
高 ニチイケアセンター愛宕
知 フランスベッド（株）高松営業所にて対応

福
岡 横尾器械（株） 本店

フランスベッド（株）鳥栖営業所にて対応

ニチイケアセンター熊本
熊
本 ニチイケアセンター八代一番(支店)

大
分 （株）しげやす トータル・ヒューマン・サービス

フランスベッド（株）大分営業所

