
R4.8.1現在
事業所番号 事　業　所　名 郵便番号 事業所の所在地 電話番号 法人名 指定年月日

2161200312 株式会社　美濃庄 500-8359 岐阜市六条北２丁目１２番８号  058-275-4123 株式会社　美濃庄 令和2年2月19日

2161200320 株式会社　松本義肢製作所 485-8555 愛知県小牧市大字林210番地3  0568-47-1701 株式会社　松本義肢製作所 令和2年2月28日

2161200601
フィリップス・レスピロニクス合同会社
岐阜営業所

500-8358 岐阜市六条南３－２－２ 058-268-7521 フィリップス・レスピロニクス合同会社 平成28年12月1日

2161200635 中部薬品株式会社 507-0078 多治見市高根町４丁目29番地 0572-27-3911 中部薬品株式会社 平成29年6月15日

2161200650 有限会社　兼松管工 505-0043 美濃加茂市深田町三丁目１２番２６号  0574-26-6718 有限会社　兼松管工 平成29年9月1日

2161200700 株式会社　片山車椅子製作所 452-0822
愛知県名古屋市西区中小田井５丁目１７９番
地

 052-501-7661 株式会社　片山車椅子製作所 平成30年7月31日

2161200718 株式会社　ますだ医療商会 460-0012
愛知県名古屋市中区千代田四丁目１７番８
号

0523310161（052-
331-0161）

株式会社　ますだ医療商会 平成30年8月10日

2161200742 有限会社　かしわばらメディカル 486-0817 愛知県春日井市東野町10丁目12番地15 0568-84-8470 有限会社　かしわばらメディカル 平成30年10月1日

2161200767
株式会社　八神製作所
ヤガミホームヘルスセンター岐阜

500-8074 岐阜市七軒町２５番地 058－265－2736
株式会社　八神製作所
ヤガミホームヘルスセンター岐阜

平成30年10月1日

2161200817
株式会社マツヤ
岐阜県補聴器センター可児店

509-0214 可児市広見２丁目３２番２ 0574-60-2233
株式会社マツヤ
岐阜県補聴器センター可児店

平成30年10月1日

2161200833 有限会社　エムエスサービス 505-0017 美濃加茂市太田町174 0574－27－5255 有限会社　エムエスサービス 平成30年10月1日

2161200908 株式会社　松永製作所 503-1272 養老郡養老町大場484番地 0584-35-1344 株式会社　松永製作所 平成30年10月1日

2161200916 ブレース・フィット　合同会社 488-0024 愛知県尾張旭市井田町２丁目２１２番地 0561-54-2210 ブレース・フィット　合同会社 平成30年10月1日

2161200965 合資会社　神山器械店 500-8833 岐阜市神田町６丁目４番地 058-264-7101 合資会社　神山器械店 平成30年12月28日

2161201013 株式会社　毎日新聞社　点字毎日 530-8251 大阪市北区梅田3丁目4番5号 06-6346-8388 株式会社　毎日新聞社 点字毎日 平成31年3月19日

2161201047 株式会社　東京信友 160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5　新宿KMビル 株式会社　東京信友 平成31年4月10日

2161201096 社会福祉法人　日本点字図書館 169-8586 東京都新宿区高田馬場1－23－4 社会福祉法人　日本点字図書館 令和元年6月25日

2161201112 アイネット株式会社 356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-12-1605 490-256-6870 アイネット株式会社 令和2年1月1日

2161201146
株式会社　名古屋医理科商会　岐阜営
業所

500-8289 岐阜県岐阜市須賀二丁目３番２９号 株式会社　名古屋医理科商会 令和2年1月1日

2161201278 株式会社パリミキ　みの太田店 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町４１４１－２ 0574-25-7822 株式会社　パリミキ 令和2年9月10日

2161201286 株式会社　キクチメガネ 461-0001 愛知県名古屋市東区泉二丁目５番５号 0568-92-7374 株式会社　キクチメガネ 令和2年10月2日

2161201336 フクダライフテック中部㈱　岐阜営業所 500-8258 岐阜市西川手7丁目28番地 058-271-2251 フクダライフテック中部㈱ 令和3年5月1日

2161201344 フクダライフテック中部㈱　土岐営業所 509-5124 　土岐市土岐口中町1-56 0572-53-1082 フクダライフテック中部㈱ 令和3年5月2日

2161201369 ㈱大島商会 500-8333 岐阜市此花町1丁目4番地  058-253-8111 ㈱大島商会 令和3年8月1日

2161201377
帝人ヘルスケア株式会社　多治見駐在
所

507-0038 岐阜県多治見市白山町3-41-1 帝人ヘルスケア　株式会社 令和3年10月1日

2161201435
（福)名古屋ライトハウス
情報文化センター

455-0013 名古屋市港区港陽１－１－６５ 052-654-4521
（福）名古屋ライトハウス
情報文化センター

令和4年5月1日

2161201443 ㈱三晃メディカル 505-0041 美濃加茂市太田本町５－２－２８ (株)　三晃 平成28年6月1日

2161201450 (株)　協和義肢製作所 507-0037 多治見市音羽町４丁目８８番地 (株)　協和義肢製作所 令和4年7月1日

2161201468 (株)愛安住　岐阜営業所 500-8367 岐阜市宇佐南２－９－６ 058-268-1833 (株)　愛安住 令和4年7月1日

2161201534 有限会社　池田建設 505-0126 可児郡御嵩町上恵土１９９番地の６ 090－3255－4797 有限会社　池田建設 平成29年2月1日

2161201542 ＪＡめぐみの介護サービス 501-3802 関市若草通１－１ 0575-23-8157 めぐみの農業協同組合 平成29年3月10日

2161201585 株式会社　星医療酸器東海 485-0073 愛知県小牧市舟津１２９８ 株式会社　星医療酸器東海 平成29年4月19日

2161201591
フジサワ薬局
中町調剤センター

505-0041 美濃加茂市太田町字蔵の内２８２４番地２ 0574-24-1170 株式会社　三晃メディカル 平成29年6月1日

2161201617 株式会社スマイリープ 501-0112 岐阜市鏡島精華1丁目6番12号 058-255-2510 株式会社スマイリープ 平成29年9月1日

2161201633 Make.A.Wish 501-0234
岐阜県瑞穂市牛牧８２９番地１
マ・メゾン牛牧B棟２０１号

058-322-3886 Make.A.Wish 平成29年10月25日

2161201641 株式会社　ハヤシ 501-3252 岐阜県関市山王通１－６－１ 0575-22-4101 株式会社　ハヤシ 平成30年1月25日

2161201658 株式会社　メディカルサカイ 502-0867 岐阜市鷺山南22番15号 058-231-3235 株式会社　メディカルサカイ 平成30年4月17日

2161201666 理研産業株式会社　岐阜支店 500-8367 岐阜市宇佐南１丁目１−１３ 理研産業株式会社 平成30年5月21日

2161201674 有限会社　タケイチホーム 509-0401 加茂郡七宗町上麻生2552番地の2 0574-48-1032 有限会社　タケイチホーム 平成30年5月21日

2161201682 株式会社　フェイト 465-0063
愛知県名古屋市名東区新宿2丁目56番地
シャンポール新宿１０３

株式会社　フェイト 平成30年6月7日

2161201690 株式会社　ロイヤルポルテ　大口支店 480-0127 愛知県丹羽郡大口町新宮1丁目129番地 0587-81-3800 株式会社　ロイヤルポルテ 平成30年7月31日

2161201708 株式会社　システムギアビジョン 665-0051 兵庫県宝塚市高司一丁目6番１１号 0797-74-2206 株式会社　システムギアビジョン 平成30年11月1日

2161201724 やまもと企画株式会社 509-0247 可児市塩河1054番地の1 0574-65-8353 やまもと企画株式会社 平成30年12月21日

　　　     地域生活支援事業指定事業所（日常生活用具）台帳



2161201740 ケーズデンキ　美濃加茂店 505-0036 美濃加茂市山手町２丁目９２ 0574－24－1188 株式会社　ギガス 平成31年2月26日

2161201765 株式会社　ワタケン・ホーム 505-0031 美濃加茂市新池町一丁目８番８号 0574－27－3311 株式会社　ワタケン・ホーム 令和元年７月４日

2161201773
セキスイファミエス中部株式会社　岐阜
支店

500-8402 岐阜市竜田町３丁目６番地 058－249－2816
セキスイファミエス中部株式会社　岐阜
支店

令和1年11月21日

2161201807 株式会社　アトスメディカルジャパン 104-0033
東京都中央区新川１丁目３番１７号
新川三幸ビル２階

03－4589－2830 株式会社　アトスメディカルジャパン 令和2年5月1日

2161201823 ㈱ナイスワーク 500-8281 岐阜市東鶉3丁目76番地2 058-277-4135 ㈱ナイスワーク 令和2年7月13日

2161201831 特定非営利活動法人　コンフォートケア 501-6232
岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字下土手1597番
地1

058-213-5103 特定非営利活動法人　コンフォートケア 令和2年8月1日

2161201849 ㈱トーカイ 501-6215 羽島市正木町須賀赤松2627番地 ㈱トーカイ 令和2年9月1日

2161201864 (株)ニューリーフ 490-1136
愛知県海部郡大治町大字花常字
堀之内境10番地の2

052－485－4515 (株)ニューリーフ 令和3年3月1日

2161201880
株式会社　ウェル・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 03－4405－8248 株式会社　ウェル・カムサポートセンター 令和3年4月1日

2161201898 宝石・メガネ・時計・補聴器　カケノ 501－3701 美濃市２１１８番地 0575－33－0542 有限会社　カケノ 令和3年4月1日

2161201906 K-support 岐阜 503-1277 養老郡養老町有尾２０－４ 0584-47-9507 K-support 岐阜 令和3年9月1日

2161201922 株式会社ラビット 169-0075
東京都新宿区高田馬場1－29－7
スカイパレスビル401

03-5292-5644 株式会社ラビット 令和3年11月1日

2161201948 ㈱五月商店 509-0133 各務原市鵜沼古市場町2丁目56番地の3 058-384-0231 ㈱五月商店 令和4年6月1日

2161201955
パナソニックエイジフリーショップ尾張小
牧（株）五月商店

485-0827 愛知県尾張小牧市文津字池田239番地1 0568-39-6661 ㈱五月商店 令和4年6月1日

2161201963
たんぽぽ薬局　中部国際医療センター
店

505-0010 美濃加茂市健康のまち一丁目２番地 0574-66-8837 たんぽぽ薬局株式会社 令和4年6月1日

2161201971
上新電機株式会社　各務原イオンモー
ル店

504-0943
各務原市那加萱場町3-8　イオンモール各務
原1F

058-389-5521 上新電機株式会社 令和4年7月1日


