
地方 都道府県 販売店名 拠点名 〒 住所 電話番号

北海道ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ㈱ 本社 060-0003 北海道札幌市中央区3条西1丁目2番地 011-212-2881

エア・ウォーター・ライフサポート㈱ 本社 064-0919　 札幌市中央区南19条西6丁目3番5号 011-530-9136

㈱ケア・テック 本社 020-0013 岩手県盛岡市愛宕町10-27 019-654-3638

㈱ケア・テック 介護ショップ 020-8505 岩手県盛岡市内丸19-1 019-651-6777

㈱ケア・テック 宮古営業所 027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第一地割11-26 0193-64-4116

㈱ケア・テック 水沢営業所 023-0826 岩手県奥州市水沢区中田町4-38 0197-51-6008

㈱ケア・テック 八戸営業所 039-1166 岩手県八戸市根城3-18-3 0178-41-1003

㈱ケア・テック 二戸営業所 028-6101 岩手県二戸市福岡字上町8 0195-22-2950

㈱ケア・テック 大船渡営業所 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森27-11 0192-27-2500

㈱ケア・テック 弘前出張所 036-8062 青森県弘前市大字青山四丁目20番地3号 0172-55-5886

宮城県 相互産業㈱ 仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中の字下小袋田6-17 022-254-0601

福島県 相互産業㈱ 福島営業所 960-1101 福島県福島市大森字西ノ内88番2　パールヒルズ大森102号 024-529-7784

㈱マルホン 在宅医療部 371-0855 群馬県前橋市問屋町2-16-11 027-210-7222

㈱マルホン 太田医療営業所 373-0861 群馬県太田市南矢島町882 027640-6170

千葉県 ㈱シルバートップ 法人営業部 263-0001 千葉県長沼原町653-1 043-2861610

相互産業㈱ 本社 143-0013 東京都大田区大森2丁目11番13号 03-3742-4131

相互産業㈱ 多摩営業所 197-0804 東京都あきる野市秋川4丁目2番地5　ロイヤルあきる野1F 042-532-3651

㈱エバ　 東京支社 176-0023 東京都練馬区中村北４丁目７番10号 03-5848-5661

東京下田工業㈱ 本社 140-8552 東京都品川区南大井2丁目9番9号 03-3765-2111

相互産業㈱ 川崎営業所 215-0034 神奈川県川崎市麻生区南黒川2-7　クライネブルグ1F 044-981-0221

相互産業㈱ 横浜営業所 236--0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目18番5号 045-785-2911

相互産業㈱ 湘南営業所 254-0082 神奈川県平塚市東豊田548番　高圧ガス工業㈱神奈川工場内 0463-51-4588

ｷｬﾉﾝﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 220-0042 神川県横浜市西区戸部町3-84-1 050-3697-9709

吉田整形外科医院 250-0001 神奈川県小田原市扇町4-7-15 0465-35-8511

サカヰ産業㈱ 新潟営業所 950-0801 新潟県新潟市東区津島屋6丁目82-1 025-271-1421

サカヰ産業㈱ 三条営業所 959-0801 新潟県三条市猪子場神田14 0256-45-4121

サカヰ産業㈱ 上越支店 942-0074 新潟県上越市石橋2丁目4番6号 0255-43-3611

サカヰ産業㈱ 糸魚川営業所 949-0301 新潟県糸魚川市大字須沢3815 025-562-5530

メディカルケア㈱ サクラケア上越店 942-0082 新潟県上越市国府1-2-38 025-531-0553

サカヰ産業㈱ 本社 930-0004 富山県桜橋通り5番6号 076-432-9101

サカヰ産業㈱ 滑川営業所 936-0023 富山県滑川市柳原1932 076-475-0852

サカヰ産業㈱ 総合ガスセンター 930-0106 富山県富山市高木24581-6 076-434-2141

サカヰ産業㈱ 高岡支店 933-0062 富山県高岡市江尻410-4 0766-25-4101

サカヰ産業㈱ 福岡営業所 939-0127 富山県高岡市福岡町上蓑295 0766-64-3085

㈱ケア・サンエス富山 939-8214 富山県富山市黒崎122番地1 076-422-3412

サカヰ産業㈱ 石川営業所 764-0017 石川県白山市下柏野町950-1 076-275-8283

㈱ケア・サンエス金沢 920-0061 石川県金沢市問屋町3丁目10番地 076-237-7217

㈱ケア・サンエス小松 923-0854 石川県小松市大領町な7番地 0761-21-8280

福井県 ㈱ヤサカ 福井営業所 917-0241 福井県小浜市遠敷6-104 0770-56-3433

(有)石坂商店 すまいるケア 380-0935 長野県中御所1-5-5 026-217-8931

メディカルケア㈱ サクラケア千曲店 387-0013 長野県千曲市小島3172 026-273-4115
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メディカルケア㈱ サクラケア長野店 380-0928 長野県長野市若里7丁目7番5号 026-223-4115

メディカルケア㈱ サクラケア長野北店 381-0043 長野県長野市吉田2丁目8番6号 026-252-4115

メディカルケア㈱ サクラケア長野南店 381-2223 長野県長野市里島10-1 026-299-4115

メディカルケア㈱ サクラケア中野店 383-0054 長野県中野市七瀬135番2 0269-24-6775

メディカルケア㈱ サクラケア上田店 386-0002 長野県上田市住吉280-8-1 0268-21-4115

メディカルケア㈱ サクラケア佐久店 385-0051 長野県佐久市中込3639-3 0267-64-5115

メディカルケア㈱ サクラケア松本店 390-1701 長野県松本市梓川倭466-3 0263-78-6311

メディカルケア㈱ サクラケア塩尻店 399-0701 長野県塩尻市広丘吉田3348 0263-59-4115

メディカルケア㈱ サクラケア伊那店 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村8283-2 0265-77-4117

㈱メディ・ケア 本社 463-0090 愛知県名古屋市守山区瀬古東2-333 052-792-9211

㈱メディ・ケア 金山店 460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-8-4 052-331-1731

協和ケミカル㈱ 寄り添い屋名北店 462-0014 愛知県名古屋市北区楠味鋺5-2526 052-325-8001

協和ケミカル㈱ 寄り添い屋東店 461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-26-1　ホウコクビル4階 052-325-6123

協和ケミカル㈱ 寄り添い屋中川店 454-0911 愛知県名古屋市高畑2丁目172ファインヒルズ1F 052-398-5663

㈱フィジカルイノベーションズ あるくプラス 458-0918 愛知県名古屋市緑区南陵303番地 052-829-0305

㈱エバ　 営業グループ 468-0046 愛知県名古屋市天白区古川町46 052-891-1255

㈱ONZｉｉｉ　Ａｃｔ おんじぃの部屋 472-0012 愛知県知立市八ツ田町泉38 0566-91-0356

静岡酸素㈱ 本社 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金5丁目16番6号 054-285-4157

静岡酸素㈱ 菊川営業所 439-0031 静岡県菊川氏加茂1527-1 0537-36-4735

静岡酸素㈱ 沼津営業所 410-0062 静岡県沼津市宮前町13-3 055-924-6693

聖隷ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1丁目17番23号 053-414-0801

㈱三笑堂 本社 601-8122 京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2SMGﾋﾞﾙ4F 075-681-4339

㈱三笑堂 舞鶴支店 625-0042 京都府舞鶴市溝尻町39-1 0773-64-1162

㈱三笑堂 舞鶴在宅事業部 625-0035 京都府舞鶴市字溝尻町1121-1 0773-65-2600

㈱三笑堂 福知山営業所 620-0867 京都府福知山市字前田小字池部43番地14 0773-20-3410

㈱三笑堂 宇治営業所 611-0033 京都府宇治市大久保町井ノ尻31番地 0774-41-3410

㈱三笑堂 右京営業所 616-8211 京都府京都市右京区常盤御池町21-9 075-881-3410

㈱三笑堂 洛西営業所 610-1112 京都府京都市西京区大枝北福西町三丁目2-5 075-334-3410

㈱三笑堂 宮津営業所 629-2251 京都府宮津市字須津2665番地8 0772-46-0003

㈱ヤサカ 京都営業所 607-8147 京都府京都市山科区東野森野町2 075-501-4655

㈱ヤサカ 京都西営業所 615-8052 京都府京都市西京区牛ヶ瀬堂田町4 075-382-2271

㈱ｺﾞﾄｳﾗｲﾌｸﾘｴｨｼｮﾝ 602-0873 京都府京都市上京区河原町丸田町下ﾙ伊勢屋町405 075-254-8335

㈱ウエハラ イン・ザルーム綾部店 623-0015 京都府綾部市若松町14番地 0773-42-1052

㈱ウエハラ イン・ザルーム亀岡店 621-0803 京都府亀岡市河原町126 0771-25-5566

㈱ウエハラ イン・ザルーム舞鶴店 625-0050 京都府舞鶴市北浜町6-3 0773-66-7055

㈱三笑堂 大阪支店 572-8588 大阪府寝屋川市木屋元町7-14 072-835-1100

㈱三笑堂 新大阪支店 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島1丁目56-12 06-6889-1080

㈱三笑堂 堺支店 592-8341 大阪府堺市西区浜寺船尾町東三丁336番地 072-261-2555

㈱三笑堂 東大阪支店 581-0843 大阪府八尾市福万寺町南1丁目1-1 072-928-3412

㈱三笑堂 北摂営業所 569-1026 大阪府高槻市緑が丘三丁目6番3号 072-680-3410

㈱上六調剤薬局 ライフマーク天王寺 543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目9-14-101 06-4305-8250

㈱上六調剤薬局 ライフマーク守口 570-0028 大阪府守口市本町2-3-21-100 06-6997-7071

㈱上六調剤薬局 ライフマーク吹田 564-0062 大阪府吹田市垂水町3-31-27　2F 06-6310-7742
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㈱上六調剤薬局 ライフマーク阿倍野 545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-12-12 06-6605-1015

健康会たんぽぽ福祉用具ｻｰﾋﾞｽ 569-0855 大阪府高槻市牧田町7-54-107 072-690-1700

㈱青山ケアサポート 青山ケアショップ吹田 564-0011 大阪府吹田市岸部南2-19-15 06-6319-6541

㈱GI・ﾈｸｻｽ福祉用具事業所 557-0054 大阪府大阪市西成区千本中2丁目12番16号 06-6658-9601

ソワンス企業組合 542-0072 大阪府大阪市中央区高津3-12-13 06-7493-3989

㈱オギタケアサポート 535-0005 大阪府大阪市旭区赤川4丁目2番16号 0120-29-4255

㈱Aｙａｍｅ 583-0007 大阪府藤井寺市林2-2-51-401

㈱せいき やすらぎの村 599-8123 大阪府堺市東区北野田1084番地　ベルヒル北野田2F 072-237-5111

㈱アエル 538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目15番17号 06-6655-1310

㈱もぐもぐ 542-0063 大阪府大阪市中央区東平2-1-6　ネクストライフビル2F 06-6767-7333

㈱リクサス 550-0021 大阪府大阪市西区川口2-6-21 06-6583-0511

西川家具工芸㈱ リビングアイ 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒込5-15-3 06-6608-2525

㈱大黒ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 南大阪店 596-0001 大阪府岸和田市磯上町2-9-7 072-432-8808

㈱大黒ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 関空店 590-0523 大阪府泉南市信達岡中919-1 072-485-1500

㈱大黒ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 大阪オフィス 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀3-6-5 06-6445-8830

㈱ババ 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守5-6-12 06-6658-3060

㈱三笑堂 神戸支店 651-2117 兵庫県神戸市西区北別府4丁目2101-1 078-974-7777

㈱三笑堂 新神戸支店 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番9 078-303-7878

㈱コア・エス 664-0006 兵庫県伊丹市鳩池5丁目9番37号 072-781-3410

㈱三笑堂 奈良中央支店 630-8146 奈良県奈良市八条町356番地 0742-32-3410

㈱エム・シー富士 637-0004 奈良県五條市今井4丁目5番37号 0747-25-2941

㈱ひだまり工房 636-0003 奈良県北葛城群王寺町久度1丁目10番24号 0745-72-8294

㈱三笑堂 滋賀支店 520-3047 滋賀県栗東市手原1丁目5番36号 077-553-6888

㈱ヤサカ 本社 520-1621 滋賀県高島市今津町今津1970-1 0740-22-2751

㈱ヤサカ 滋賀南支店 520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目4-65 077-547-2661

NPO法人しみんふくし滋賀 520-0832 滋賀県大津市粟津町1-18 0748-31-3058

㈱大黒ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 和歌山店 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1111-1 073-446-8111

㈱大黒ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 紀南店 646-0011 和歌山県田辺市新庄町3778-2 0739-25-6254

㈱大黒ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 新宮店 647-0052 和歌山県新宮市橋本2-5-61 0735-22-8821

相互産業㈱ 広島営業所 730-0845 広島県広島市中区舟入川口町8-19　グランジュテ101 082-533-6501

日本基準寝具㈱ フジグラン高揚店 739-1742 広島県広島市安佐北区亀崎1丁目2-33 082-841-4567

日本基準寝具㈱ 古市店 731-0123 広島県広島市安佐南区古市3丁目1-5 082-830-6161

日本基準寝具㈱ 福山店 721-0955 広島県福山市新涯町6丁目2-30 084-981-3733

㈱中村酸素 本社 730-0837 広島県広島市中区江波沖町6番31号 082-292-6000

㈱中村酸素 廿日市営業所 738-0021 広島県廿日市市木材港北5番77号 0829-31-1133

㈱中村酸素 東広島営業所 739-0036 広島県東広島市西条町田口16番地5 082-425-1500

岡山県 日本基準寝具㈱ 備中高松店 701-1334 岡山県岡山市北区高松原古才496-1 086-905-0022

山口県 日本基準寝具㈱ 周南営業所 745-0801 山口県周南市大字久米852-2 0834-36-1445

香川県 ㈱日協堂医療器 768-0040 香川県観音寺市柞田町43-1 0875-57-5757

愛媛県 四国医療サービス㈱ 福祉事業部 791-1101 愛媛県松山市粂窪田町425番地8-1 089-976-6680

土佐酸素㈱ 本社 780-0814 高知県高知市稲荷町2-15 088-882-6128

土佐酸素㈱ 宿毛営業所 788-0783 高知県宿毛市平田町戸内字扇3661番地 0880-66-1151

九州 福岡県 ICHIRYU Project ホコル福岡 816-0935 福岡県大野城市錦町4-3-8 092-586-6636
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江藤酸素㈱ 北九州医療営業所 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町91-6 093-582-0022

江藤酸素㈱ 飯塚医療営業所 820-0043 福岡県飯塚市西町4-51 0948-21-6300

江藤酸素㈱ 福岡医療営業所 811-0112 福岡県糟屋群新宮町大字下府字新尺354-1 092-963-3875

江藤酸素㈱ 福岡医療博多ｵﾌｨｽ 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4番8号ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ博多ｼﾃｨ4階 092-284-1001

佐賀県 江藤酸素㈱ 佐賀医療営業所 842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野560-6 0952-52-8404

長崎県 江藤酸素㈱ 佐世保医療営業所 859-3226 長崎県佐世保市崎岡町1236-1 0956-39-0191

江藤酸素㈱ 本社医療営業所 870-0145 大分県大分市乙津町1番16号 097-556-8123

江藤酸素㈱ 別府医療営業所 874-0013 大分県別府市古市町881-179 0977-67-3500

江藤酸素㈱ 宇佐医療営業所 879-0472 大分県宇佐市上元重字小田尾254-4 0978-33-4700

江藤酸素㈱ 佐伯医療営業所 876-0814 大分県佐伯市東町26番24号 0972-22-1917

ICHIRYU Project ホコル健軍 862-0911 熊本県熊本市東区健軍1-37-6 096-234-6661

ICHIRYU Project ホコル琴平 860-0813 熊本県熊本市中央区琴平２丁目６−４４ 096-223-6634

江藤酸素㈱ 都城医療営業所 885-0055 宮崎県都城市早鈴町1475番1 0986-23-3536

江藤酸素㈱ 日向医療営業所 883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字前畑4726-1 0982-56-0153

江藤酸素㈱ 鹿屋医療営業所 893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1丁目13-4　野元ビル1F 0994-31-1460

江藤酸素㈱ 鹿児島医療営業所 891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1番32 099-263-0820

大分県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

福岡県

九州


