
事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000036 おだい介護サービス有限会
社 ○

〒120-0046 東京都 足立区 小台２－２３－８

1320000047 東京ガスオールワンエナジー
株式会社 ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚５－２－６

1320000048 日本橋ハウス
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間三丁目１７番１３号

1320000049 有限会社　藤間工務店
○

〒120-0047 東京都 足立区 宮城一丁目１２番４号

1320000051 有限会社　岡部工務店
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立二丁目３１番５号

1320000052 有限会社　ウメモトコーポ
レーション ○ ○

〒123-0843 東京都 足立区 西新井栄町３‐３‐８

1320000053 株式会社　丸康工務店
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島三丁目２９番６号

1320000054 株式会社　似鳥工務店
○

〒121-0084 東京都 足立区 西伊興三丁目２番２４号

1320000055 株式会社　村松工務店
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木二丁目２２番１５号

1320000057 株式会社　コスモハウジング
○

〒120-0036 東京都 足立区 千住仲町３番１３号

1320000058 有限会社　山田工業
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人五丁目１７番９号

1320000059 株式会社　林工務店
○

〒123-0845 東京都 足立区 西新井本町一丁目１０番３
号

1320000060 有限会社　三幸建装
○

〒123-0846 東京都 足立区 鹿浜六丁目１番７号

1320000061 株式会社　臼倉住建
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和三丁目３番３号

1320000062 かしの木建設　株式会社　東
京支店 ○

〒121-0812 東京都 足立区 西保木間一丁目９番２号

1320000063 有限会社　嘉穂商事
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田二丁目１６番１４号

1320000064 有限会社　安田工務店
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井二丁目２６番１号

1320000066 株式会社　新生建築　足立
支社 ○

〒121-0012 東京都 足立区 青井四丁目７番２８号　酒
場方

1320000067 株式会社　矢嶋商店
○

〒114-0003 東京都 北区 豊島三丁目１番１３号

1320000069 三浦工務店
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑一丁目２６番６号

1320000070 株式会社　大勝工務店
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑一丁目６番１５号

1320000071 有限会社　ホクサツホーム
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑一丁目１６番３号
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1320000072 株式会社　トータルケアサー
ビス加島　介護用品の店ゆ
いまーる

○ ○
〒120-0035 東京都 足立区 千住中居町１２－６

1320000073 株式会社　スミエイ
○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚二丁目２９番１４号

1320000074 株式会社　三雲住建
○

〒121-0824 東京都 足立区 西伊興四丁目１１番２３号

1320000075 日新工業　株式会社
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立四丁目１７番１９号

1320000077 株式会社　岡本工務店
○

〒120-0001 東京都 足立区 大谷田三丁目５番１１号

1320000078 株式会社　影山工務店
○

〒123-0854 東京都 足立区 本木東町１５番２号

1320000079 横山工務店
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇一丁目５０番３４号

1320000080 有限会社　福祉の家
○ ○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷四丁目１７番１８号

1320000081 稲葉工務店
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田五丁目４番６号

1320000082 株式会社　池崎工務店
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和一丁目２７番１８号

1320000083 一級建築士事務所　村上工
務店 ○

〒120-0003 東京都 足立区 東和四丁目２番１０号

1320000085 伊村工務店
○

〒123-0845 東京都 足立区 西新井本町五丁目６番１号

1320000086 有限会社　藤野工務店
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑七丁目１９番１４号

1320000087 株式会社　アットホーム
○ ○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間五丁目２２番１９号

1320000088 株式会社　クリスタル介護セ
ンター ○

〒169-0075 東京都 新宿区 高田馬場四丁目４番１８号
ＮＴビル１Ｆ

1320000089 有限会社　ケアスタッフ
○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚二丁目２９番１４号

1320000090 株式会社　東白建設
○

〒123-0855 東京都 足立区 本木南町２５番９号

1320000091 有限会社　エス・アイ・ディ
○

〒121-0075 東京都 足立区 一ツ家三丁目１６番１５号

1320000093 杉山建設工業　株式会社
○

〒121-0824 東京都 足立区 西伊興一丁目１０番５号

1320000094 有限会社　田辺石油
○

〒123-0871 東京都 足立区 椿二丁目２３番４号

1320000095 有限会社　イナガキ技研工業
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑三丁目２６番５号

1320000096 伊藤工業株式会社　足立営
業所 ○

〒121-0055 東京都 足立区 加平二丁目１１番８号
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1320000097 株式会社ケアフレンド　介護
ショップペンギン ○ ○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島一丁目９番５号

1320000098 株式会社　太田工務店
○

〒121-0812 東京都 足立区 西保木間二丁目７番２２号

1320000099 有限会社　江村工務店
○

〒121-0073 東京都 足立区 六町１番７－４２　セレーノ
六町　５０２号

1320000101 芳賀建設株式会社
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立二丁目４９番７号

1320000102 松下電工　エイジフリー介護
チェーン草加　サシダ商事株
式会社

○
〒340-0052 埼玉県 草加市 金明町５番５号

1320000103 株式会社安蒜設備工業所
○

〒120-0041 東京都 足立区 千住元町３１番４号

1320000104 佐々木ケアサービス株式会
社 ○ ○

〒120-0015 東京都 足立区 足立四丁目３７番１１号

1320000105 有限会社　オール・ケー
○

〒120-0047 東京都 足立区 宮城一丁目９番１３号

1320000106 大安建設株式会社
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑三丁目３４番２１号

1320000107 有限会社　中村住建
○

〒120-0022 東京都 足立区 柳原一丁目６番３号

1320000108 福原工務店
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑六丁目１５番３５号

1320000109 高原新建材店
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田二丁目２２番８号

1320000110 葛飾ガス住宅設備機器株式
会社 ○

〒125-0052 東京都 葛飾区 柴又一丁目３７番１１号

1320000111 有限会社　矩工石山建設
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井一丁目２１番１６号

1320000112 有限会社　アメニティ・ケア・
サポート ○

〒114-0032 東京都 北区 中十条一丁目３番９号

1320000113 特定非営利活動法人　まち
づくりネットワークすまいの相
談室

○
〒123-0841 東京都 足立区 西新井五丁目４２番２０号

1320000114 有限会社　江添工務店
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇１丁目１５番１３号

1320000115 花川アルテック
○

〒120-0014 東京都 足立区 西綾瀬三丁目２９番４－１０
８号

1320000116 横山工務店
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南一丁目９番３０号

1320000117 有限会社　大森工務店
○

〒123-0842 東京都 足立区 西新井六丁目３３番３号

1320000119 城北商工株式会社
○

〒120-0035 東京都 足立区 千住中居町１番２５号

1320000120 有限会社　オケイチ
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷五丁目２番３４号
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1320000121 株式会社　メディックス介護
ショップ　らくだや ○

〒120-0022 東京都 足立区 柳原一丁目８番６号

1320000122 株式会社　ニチイ学館　アイ
リスケアセンター西新井 ○

〒123-0843 東京都 足立区 西新井栄町２番３－２号　Ｙ
ＡＯＫＩＢＬＤ３Ｆ

1320000123 三基建設株式会社
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜八丁目７番９号

1320000124 フランスベッドメディカルサー
ビス株式会社　東京事業所 ○

〒169-0073 東京都 新宿区 百人町１番２５－１号

1320000128 武家田建設株式会社
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島三丁目４１番３号

1320000130 有限会社　ライフ住宅環境整
備 ○

〒125-0063 東京都 葛飾区 白鳥三丁目３２番８－２０５
号

1320000131 株式会社　フジオフィスネット
ワーク ○

〒116-0014 東京都 荒川区 東日暮里三丁目９番１１号
山忠ビル１Ｆ

1320000132 有限会社　東和巧建
○

〒121-0012 東京都 足立区 青井六丁目１１番７号

1320000133 有限会社　大勇工務店
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木一丁目２１番１０号

1320000135 株式会社　曲工務店
○

〒178-0061 東京都 練馬区 大泉学園町５番２４－５号

1320000136 株式会社　永大プランニング
○

〒336-0018 埼玉県 さいたま市南区 南本町２ー２－２　４Ｆ

1320000137 介護ショップ　楽々
○

〒114-0023 東京都 北区 滝野川七丁目３０番９号

1320000138 有住工務店
○

〒121-0073 東京都 足立区 六町３番７－４号

1320000139 株式会社　彩創
○

〒120-0013 東京都 足立区 弘道一丁目３６番２号

1320000140 有限会社　國
○

〒121-0832 東京都 足立区 古千谷本町二丁目７番７号

1320000141 誠和ビルド
○

〒120-0021 東京都 足立区 日ノ出町２７番３－８３９号

1320000143 総合建築　フナヤマ
○

〒121-0076 東京都 足立区 平野一丁目１９番２６号

1320000144 有限会社　メイユー
○

〒340-0023 埼玉県 草加市 谷塚町４１１番２－１０１号

1320000145 株式会社　鈴岩
○

〒120-0047 東京都 足立区 宮城一丁目１１番１５号

1320000146 金澤建設株式会社
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間四丁目１３番１３号

1320000147 株式会社　横山工務店
○

〒121-0823 東京都 足立区 伊興五丁目２１番１６号

1320000149 株式会社　リピック建設
○

〒123-0842 東京都 足立区 栗原三丁目９番１２号
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1320000150 株式会社　あおばライフケア
○ ○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島三丁目３３番１号

1320000151 有限会社　飛翔
○

〒270-0011 千葉県 松戸市 根木内１４２－１

1320000152 株式会社　東京技建
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間三丁目５番７号

1320000153 前田工務店
○

〒121-0051 東京都 足立区 神明二丁目２番１５号

1320000154 株式会社　アイシン
○

〒335-0022 埼玉県 戸田市 上戸田１－１２－６

1320000155 株式会社　日本ケアーシステ
ム ○

〒334-0013 埼玉県 川口市 南鳩ヶ谷３－１９－２７

1320000156 東京ガスハウジング　株式会
社 ○

〒111-0036 東京都 台東区 松が谷一丁目３番３号

1320000157 株式会社　ライコム・コーポ
レーション ○ ○

〒136-0074 東京都 江東区 東砂五丁目１４番１９号

1320000158 大関工務店
○

〒121-0063 東京都 足立区 東保木間二丁目１５番１３
号

1320000160 有限会社　今田工務店
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木一丁目２６番５号

1320000161 島貫設備
○

〒121-0074 東京都 足立区 西加平二丁目７番４号

1320000162 山商リフォームサービス株式
会社 ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚六丁目１４番６号　一
番街山商ビルディング５Ｆ

1320000163 有限会社　渡辺賢工務店
○

〒121-0823 東京都 足立区 伊興五丁目２０番７号

1320000164 株式会社ヤマシタコーポレー
ション　東京中央営業所 ○

〒104-0051 東京都 中央区 佃一丁目１１番８号

1320000165 株式会社　足立リビング
○

〒120-0004 東京都 足立区 東綾瀬三丁目７番８号

1320000166 株式会社　ニチイ学館　ニチ
イケアセンター足立 ○

〒121-0011 東京都 足立区 中央本町四丁目１０番２号

1320000168 株式会社　清水工務店
○

〒120-0002 東京都 足立区 中川三丁目１５番１号

1320000169 株式会社　ダイチ
○

〒111-0042 東京都 台東区 寿三丁目１６番２号

1320000170 神興建設株式会社　足立支
店 ○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間二丁目１１番２号

1320000171 株式会社　高齢者住環境研
究所 ○ ○

〒151-0053 東京都 渋谷区 代々木２－２３－１　ニュー
ステイトメナー４５２号室

1320000172 株式会社　大起エンゼルヘ
ルプ ○ ○

〒116-0012 東京都 荒川区 東尾久１丁目１番４号５階

1320000173 宮本工務店
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑六丁目２２番３号
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1320000174 株式会社　丸吉吉田工務店
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立二丁目２７番４号

1320000176 株式会社　ケアグリーン
○

〒261-0011 千葉県 千葉市美浜区 真砂一丁目９番１３号

1320000177 大成ホームエンジニアリング
株式会社 ○

〒150-0013 東京都 渋谷区 恵比寿一丁目１４番６号
オーツースリービルディング
３Ｆ

1320000178 株式会社　センチュリーホー
ム ○

〒344-0005 埼玉県 春日部市 樋堀２７２

1320000179 株式会社　アクセス２１
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島三丁目１番７号

1320000180 ヤマモト建設株式会社
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑一丁目１８番８号

1320000181 有限会社　建昌
○

〒120-0041 東京都 足立区 千住元町３９番１５号

1320000182 （株）福井工務店
○

〒125-0042 東京都 葛飾区 金町四丁目５番１９号

1320000184 有限会社　磯野工務店
○

〒123-0865 東京都 足立区 新田一丁目３番４号

1320000185 （有）マンバン
○

〒121-0051 東京都 足立区 神明二丁目７番４号

1320000186 株式会社　光洋建設
○

〒120-0002 東京都 足立区 中川四丁目２１番１４号

1320000187 有限会社　稲垣工務所
○

〒170-0012 東京都 豊島区 上池袋四丁目１５番３号

1320000188 有限会社　ビー・ピー・エフ
○

〒121-0823 東京都 足立区 伊興一丁目２４番５号

1320000189 株式会社ヘルスアンドメディ
カル　あん介護サービスセン
ター

○
〒125-0002 東京都 葛飾区 西亀有四丁目１６番１５号

1320000190 （有）山木工務店
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇二丁目１５番１５号

1320000192 株式会社　水工房
○

〒123-0861 東京都 足立区 加賀一丁目５番４号

1320000193 有限会社　友善工務店
○

〒121-0012 東京都 足立区 青井四丁目１番１０号

1320000194 有限会社　シティーホーム
○

〒125-0061 東京都 葛飾区 亀有一丁目１番１号

1320000195 千葉電気
○

〒341-0037 埼玉県 三郷市 高洲一丁目８番４号

1320000196 ウカイ商事　有限会社
○

〒116-0014 東京都 荒川区 東日暮里二丁目４５番３号

1320000197 株式会社　高林工務店
○

〒120-0032 東京都 足立区 千住柳町６番１２号

1320000198 有限会社　石塚工務店
○

〒123-0862 東京都 足立区 皿沼三丁目１６番１号
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事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000199 岩間工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原二丁目２７番２号

1320000200 株式会社　和興
○

〒113-0034 東京都 文京区 湯島二丁目２２番１０号　後
藤ビル

1320000201 健やか生活支援　よろこび
（株）クリスタル　福祉住環境
事業部

○
〒115-0044 東京都 北区 赤羽南二丁目１２番６号

1320000203 株式会社　オグロ工務店
○

〒340-0822 埼玉県 八潮市 大瀬３５８－５

1320000204 日科ミクロン株式会社　福祉
のニッカ　葛飾営業所 ○ ○

〒125-0061 東京都 葛飾区 亀有四丁目２５番８号

1320000205 株式会社　福祉協同サービ
ス　中央営業所 ○ ○

〒341-0042 埼玉県 三郷市 谷口６１７

1320000206 株式会社丸中工務店
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井一丁目２２番３号

1320000207 環境建設　株式会社
○

〒160-0022 東京都 新宿区 新宿四丁目３番１２号

1320000208 （有）黒田工務店
○

〒123-0861 東京都 足立区 加賀一丁目４番１２号

1320000210 八鍬工務店
○

〒121-0801 東京都 足立区 東伊興一丁目１４番３号

1320000211 有限会社　青木
○

〒123-0863 東京都 足立区 谷在家一丁目２番１５号

1320000212 株式会社　ホスパー
○

〒135-0053 東京都 江東区 辰巳三丁目２８番１１号

1320000213 ぽかぽか住環境企画
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人五丁目２番９号

1320000214 （株）大井オート商会　ＯＨＩ在
宅介護相談センター ○ ○

〒121-0815 東京都 足立区 島根二丁目２０番１６号

1320000215 ヘイワ薬局
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立四丁目２２番１４号

1320000219 有限会社　スマイルケア
○ ○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜二丁目３６番１９号

1320000221 ホットプランニング足立有限
会社介護支援事業部 ○ ○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬五丁目７番９号　シ
ティービル１Ｆ

1320000222 セントケア（株）
○

〒121-0815 東京都 足立区 島根二丁目１９番１３号　局
ビル２Ｆ

1320000223 株式会社ダイユウケアシステ
ム　城北介護センター ○ ○

〒120-0043 東京都 足立区 千住宮元町３０番４号

1320000224 株式会社　三愛
○

〒131-0034 東京都 墨田区 堤通二丁目３番２９号

1320000226 有限会社　保木間薬局
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間三丁目４番１３号

1320000227 有限会社　ティービー薬局
○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚四丁目２番１号

Page 7



事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000228 つかさホーム
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島二丁目８番１７号

1320000229 有限会社　あすなろ会
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間五丁目１０番２２号

1320000230 有限会社ナツイウェルスター
なつい・ケアサービス ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚三丁目１６番１１号

1320000232 有限会社　増田建設
○

〒120-0021 東京都 足立区 日ノ出町１８番６号

1320000234 有限会社　さいとうケアセン
ター ○

〒123-0852 東京都 足立区 関原三丁目３６番４号

1320000235 株式会社　ヘルスアンドメディ
カル　介護ショップ　かがやき ○ ○

〒125-0002 東京都 葛飾区 西亀有四丁目１６番１５号

1320000236 カミエ建設株式会社
○

〒123-0872 東京都 足立区 江北三丁目１９番８号

1320000237 高実子ハウス
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南一丁目１番３号

1320000238 富田設備
○

〒120-0005 東京都 足立区 加平一丁目７番１７号

1320000239 有限会社　山下塗装
○

〒121-0832 東京都 足立区 古千谷本町二丁目６番１７
号

1320000242 有限会社　クリア住設
○

〒121-0807 東京都 足立区 伊興本町一丁目１６番１４
号

1320000243 （株）ハヤカワ
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷二丁目２５番１５号

1320000244 有限会社　オアシスライフ
にしほ介護サービス ○

〒121-0812 東京都 足立区 西保木間四丁目５番１４－
１１２号

1320000245 株式会社　日本サービスセン
ター　あっぷる江東店 ○

〒136-0071 東京都 江東区 亀戸一丁目４３番９号　コー
プ野村１Ｆ

1320000246 介護用品の店　エミール
○

〒135-0002 東京都 江東区 住吉二丁目１６番１２号

1320000247 堀口組
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島一丁目２４番１１号

1320000249 原澤工務店
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南二丁目４番３号

1320000250 （有）風大地プロダクツ
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井三丁目５番２６－４２４
号

1320000251 株式会社ホクリン介護事業
部 ○ ○

〒111-0032 東京都 台東区 浅草二丁目２７番９号　ク
レッセコート浅草１０３号

1320000252 丹野工務店
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇二丁目２３番３号

1320000253 武美工業
○

〒116-0002 東京都 荒川区 荒川四丁目１１番２－１０５
号

1320000254 有限会社　宗像工務店
○

〒123-0862 東京都 足立区 皿沼一丁目１８番５号

Page 8



事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000255 （株）コムスン城東福祉用具
センター ○

〒116-0012 東京都 荒川区 東尾久六丁目５番５－２０３
号

1320000256 （有）新星工業
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇一丁目２２番１８号

1320000257 有限会社　ナガサワ美装
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜六丁目２番７号

1320000259 株式会社　神崎工務店
○

〒130-0025 東京都 墨田区 千歳三丁目４番１３号

1320000260 （株）内賢工務店
○

〒123-0845 東京都 足立区 興野二丁目１４番１１号

1320000261 鈴木工業
○

〒121-0071 東京都 足立区 東六月町１１番１７号

1320000262 株式会社　宇梶商会
○

〒123-0843 東京都 足立区 西新井栄町１番５－１４号

1320000263 石倉工業
○

〒123-0872 東京都 足立区 江北三丁目４８番６号

1320000264 株式会社　サンアンドアイ
○

〒125-0054 東京都 葛飾区 高砂五丁目４番１８－６０４
号

1320000265 有限会社　ライフワン
○

〒101-0041 東京都 千代田区 神田須田町２番２３号　野
村第一ビル

1320000267 （株）シルバーコスモ
○

〒340-0046 埼玉県 草加市 北谷３－１－９

1320000268 有限会社　松間工務店
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜四丁目２６番１１号

1320000269 ＮＡＣＥ・リフォーム
○

〒270-1165 千葉県 我孫子市 並木８－２１－２２

1320000270 有限会社　藤昭工務店
○

〒120-0041 東京都 足立区 千住元町２１番１号

1320000271 鬼塚工業株式会社
○

〒121-0824 東京都 足立区 西伊興三丁目１３番２号

1320000272 有限会社　ヒラタ
○ ○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜八丁目１１番５号　ロイ
ヤルハイム小松原１０５号

1320000275 西澤工務店
○

〒120-0044 東京都 足立区 千住緑町３番１２－１１号

1320000276 中島建設株式会社
○

〒123-0874 東京都 足立区 堀之内一丁目２番１１号

1320000277 （株）やさしい手
○

〒125-0042 東京都 葛飾区 金町６番１０－１号　ベルハ
イツ１Ｆ

1320000278 松本技建（株）
○

〒120-0037 東京都 足立区 千住河原町３４番１号

1320000279 有）石見工務店
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人二丁目１４番２号

1320000280 有限会社　アイ・エム・サポー
ト ○

〒116-0001 東京都 荒川区 町屋四丁目１番６号　飯野
ビル１０１号
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1320000281 秤栄産業株式会社
○

〒123-0844 東京都 足立区 興野二丁目１７番８号

1320000283 株式会社　鳳仙
○

〒116-0011 東京都 荒川区 西尾久二丁目２１番２号

1320000284 東洋設備　株式会社
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島三丁目３３番１号

1320000286 川合工務店
○

〒116-0003 東京都 荒川区 南千住五丁目２６番９号

1320000287 株式会社　岡部工業所
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田七丁目２８番５号

1320000288 （株）総合建築職人会
○

〒336-0926 埼玉県 さいたま市緑区 東浦和三丁目１９番１０号
サンスプリング１号館－Ａ

1320000289 株式会社　住宅機器ハシモト
○

〒125-0061 東京都 葛飾区 亀有二丁目３２番２６号

1320000291 渡辺建設有限会社
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原三丁目４５番６号

1320000292 コーワ商事株式会社  パナソ
ニックエイジフリーショップ  葛
飾

○ ○
〒125-0042 東京都 葛飾区 金町４丁目１番２号

1320000293 河本工業（株）
○

〒374-0057 群馬県 館林市 北成島町２５４４

1320000294 有限会社　日電センター
○

〒120-0011 東京都 足立区 中央本町二丁目８番６号

1320000295 浅野工務店（株）
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷四丁目７番１８号

1320000296 ライフネット株式会社
○ ○

〒140-0011 東京都 台東区 今戸１－１８－１０

1320000297 株式会社　山田ハウス
○

〒333-0811 埼玉県 川口市 戸塚５－１９－３４

1320000298 有限会社　鯉江タイル店
○

〒121-0012 東京都 足立区 青井五丁目３番１７号

1320000299 井上工務店
○

〒120-0042 東京都 足立区 千住龍田町１２番１号

1320000300 大和ガス株式会社
○

〒170-0002 東京都 豊島区 巣鴨一丁目１８番８－１２０
２号

1320000301 グローバル建設株式会社
○

〒121-0054 東京都 足立区 辰沼二丁目１５番７号

1320000302 服部建設株式会社
○

〒123-0863 東京都 足立区 谷在家一丁目１番１０号

1320000303 入澤建設株式会社
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人一丁目５番２号

1320000304 有限会社　林　澤
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木一丁目８番１４号

1320000305 有限会社　柿沼工務店
○

〒340-0821 埼玉県 八潮市 伊勢野５１１
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1320000306 （株）グリーンエステート
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間二丁目１２番２８号

1320000307 有限会社えくぼケアセンター
○ ○

〒121-0064 東京都 足立区 西保木間二丁目８番１９号

1320000310 株式会社　ケアホーム建設
研究所 ○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間三丁目５番７号

1320000311 株式会社　タキズミ
○

〒112-0012 東京都 文京区 大塚三丁目３８番１２号

1320000312 有限会社渡辺設備工業所
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島一丁目２５番２２号

1320000313 有限会社　オレンジ企画
○ ○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間一丁目８番１０号

1320000314 有限会社ミツル建設
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑一丁目８番６－１０１号

1320000315 株式会社　ヴィーベレ
○

〒121-0011 東京都 足立区 中央本町四丁目５番１２号

1320000317 株式会社　山口商店
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井一丁目１９番６号

1320000318 株式会社創カンパニー　ハー
トぽっぽ ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚五丁目３２番１３－１
０８号

1320000319 アメニティクリーンサービス
○

〒120-0031 東京都 足立区 千住大川町１９番８号

1320000320 有限会社サンホーム
○

〒121-0814 東京都 足立区 六月二丁目３３番１４号　Ｓ
Ｋビル竹ノ塚３Ｆ

1320000321 有限会社友栄住設
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南二丁目５番３号

1320000322 山本工務店
○

〒123-0857 東京都 足立区 本木北町６番１号

1320000323 有限会社大昇工務店
○

〒120-0034 東京都 足立区 千住一丁目３４番１１号

1320000325 吉田工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原一丁目１９番２号

1320000326 株式会社三和ミツワケアサー
ビス ○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜二丁目２６番１１号

1320000327 株式会社　田島建設
○

〒121-0823 東京都 足立区 伊興四丁目１０番２２号

1320000328 拓進設備工業株式会社
○

〒121-0055 東京都 足立区 加平一丁目２１番１３号

1320000329 株式会社ケア２１足立
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立四丁目１３番９号　ベル
ビュービルディング１Ｆ

1320000330 庄山設備工業
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑一丁目１５番１号

1320000331 山口工業所
○

〒121-0807 東京都 足立区 伊興本町二丁目１番１３号
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事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000333 渡辺工務店
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田五丁目２３番１３号

1320000334 有限会社　高光工務店
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間三丁目３６番８号

1320000335 有限会社山茂工務店
○

〒121-0832 東京都 足立区 古千谷本町二丁目４番２１
号

1320000336 有限会社　高山ハウジング
○

〒120-0014 東京都 足立区 西綾瀬二丁目２２番１０号

1320000337 インテリア　創美
○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚一丁目４番２３－１０
４号

1320000338 株式会社　ホームテック
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原三丁目４７番５号

1320000341 有限会社　日新テック
○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬六丁目７番２１　２Ｆ

1320000342 有限会社　岩本工務店
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和一丁目１９番１７号

1320000343 有限会社　モリ川住宅設備
○

〒123-0862 東京都 足立区 皿沼二丁目１７番１８号

1320000344 蒲原燃料住宅設備　株式会
社 ○

〒121-0052 東京都 足立区 六木一丁目１１番１１号

1320000345 有限会社　ウチダホーム
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜二丁目２８番１９号

1320000346 株式会社　アトム
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇三丁目１９番１号

1320000347 星野工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原二丁目１６番１号

1320000348 株式会社コーホーコーポレー
ション ○

〒120-0011 東京都 足立区 中央本町二丁目２５番５号
クレインパレス１０３号

1320000350 有限会社　関本工務店
○

〒121-0056 東京都 足立区 北加平６－１６

1320000351 有限会社　阿部勇工務店
○

〒120-0006 東京都 足立区 谷中二丁目１８番３号

1320000352 ＲＥ・ＢＯＸ株式会社
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間二丁目１１番１号

1320000354 株式会社　岩田建築工務
○

〒121-0074 東京都 足立区 西加平二丁目５番３号

1320000355 株式会社リアライズ
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井一丁目１番１８号
水幸ビル５Ｆ

1320000356 有限会社　太田屋グループ
Ｋ・Ｋホーム ○

〒123-0845 東京都 足立区 西新井本町四丁目３番３２
号

1320000358 アクティブライフ株式会社
○ ○

〒120-0006 東京都 足立区 谷中二丁目７番１３号

1320000359 有限会社　森　住研
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑三丁目２６番１号
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事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000360 株式会社　栃木屋商店
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑五丁目１１番１３号

1320000361 株式会社　渡喜建設
○

〒120-0033 東京都 足立区 千住寿町２５番５号

1320000362 （有）生き活きサポート　介護
用品の店　いきいき ○ ○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井五丁目４２番１６号

1320000363 有限会社　高仁工務店
○

〒121-0075 東京都 足立区 一ツ家一丁目８番３号

1320000364 アダチハートフルケアセン
ター株式会社 ○

〒121-0801 東京都 足立区 東伊興一丁目７番７号

1320000366 株式会社  星医療酸器  東京
事業所 ○ ○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷七丁目１１番１２号

1320000367 有限会社　エヌ・エスサービ
ス ○

〒123-0852 東京都 足立区 関原三丁目３１番８－２０４
号

1320000368 株式会社　青木　勘蔵　商店
○

〒123-0872 東京都 足立区 江北三丁目４０番６号

1320000370 有限会社　星ハウジング
○

〒120-0022 東京都 足立区 柳原二丁目９番４号

1320000371 有限会社　今林工業
○

〒121-0051 東京都 足立区 神明三丁目２７番２６号

1320000372 株式会社　陽平　介護の一
休 ○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑四丁目１７番８号

1320000374 南部工販　株式会社
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南一丁目７番１９号

1320000375 給排水設備　ＹＳ・ＳＥＴＳＵＢＩ
○

〒120-0036 東京都 足立区 千住仲町３番７号

1320000377 株式会社  コンクラビルメンテ
ナンス ○

〒121-0814 東京都 足立区 六月二丁目１２番２号

1320000378 有限会社  村上工務店
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人五丁目１０番１０号

1320000379 倉沢建装
○

〒120-0034 東京都 足立区 千住２－１０　倉沢建装

1320000380 信濃ペイント
○

〒120-0031 東京都 足立区 千住大川町３６番１９号

1320000382 株式会社　やすらぎホームズ
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷二丁目１０番１５号

1320000383 山中工務店
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田五丁目１番４号

1320000384 株式会社　川俣裕　工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原三丁目６番２２号

1320000385 荒井工務店
○

〒120-0034 東京都 足立区 千住四丁目２６番５号

1320000386 日東エネルギー株式会社
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木一丁目１９番１３号
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事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000387 エビハラ技研
○

〒120-0034 東京都 足立区 千住五丁目２７番１５号

1320000388 一新建設株式会社
○

〒121-0073 東京都 足立区 六町２番２－１７号

1320000389 株式会社サンティモ
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井二丁目８番５号

1320000390 添田建設株式会社
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜六丁目２７番１１号

1320000391 株式会社　大長工務店
○

〒123-0863 東京都 足立区 谷在家二丁目１６番１号

1320000392 有限会社　鈴善建設
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和二丁目２６番２号

1320000393 有限会社　尾身工務店
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑二丁目２６番３号

1320000394 有限会社　田鹿ホーム
○

〒120-0031 東京都 足立区 千住大川町２４番２号

1320000395 有限会社　シブヤハウジング
○

〒123-0842 東京都 足立区 栗原三丁目２２番１４号

1320000396 オオツカ建設株式会社
○

〒120-0006 東京都 足立区 谷中一丁目１５番５号

1320000397 株式会社ライフアップ
○ ○

〒120-0003 東京都 足立区 東和二丁目３番８－１０３号

1320000398 有限会社　椿山本工務店
○

〒123-0871 東京都 足立区 椿二丁目１７番１０号

1320000400 株式会社　メデカジャパン
足立ケアコミュニティそよ風 ○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島二丁目３１番１４号

1320000401 有限会社　坂本工務店
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑二丁目８番１７号

1320000402 大高設備工事株式会社
○

〒121-0073 東京都 足立区 六町３番２－１２号

1320000403 有限会社佐々木工務店
○

〒121-0073 東京都 足立区 六町３番５－５号

1320000404 BXゆとりフォーム株式会社
足立店 ○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井三丁目４番８号

1320000405 有限会社　創和設備
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井三丁目１８番１８号

1320000406 岩下建築
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立四丁目１５番２５号

1320000408 アサヒホーム有限会社
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑六丁目２２番１６号

1320000409 外山工務株式会社
○

〒120-0037 東京都 足立区 千住河原町３６番７号

1320000410 （株）石鍋工務店
○

〒123-0844 東京都 足立区 興野二丁目２５番５号
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1320000411 出口産業株式会社
○

〒121-0056 東京都 足立区 北加平町９番２６号

1320000412 富川建設
○

〒120-0035 東京都 足立区 千住中居町５番７号

1320000413 岡村工務店
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井二丁目２３番２号

1320000414 有限会社　加藤工務店
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑二丁目３６番５号

1320000417 やんま株式会社
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜２－３－７

1320000418 有限会社キッチンシステムラ
イフフジ ○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井４－２５－２０

1320000419 明日香介護サービス
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原１－９－２０

1320000420 株式会社石川工務店
○

〒121-0815 東京都 足立区 島根１－８－２１

1320000422 鈴木工務店
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田７－１０－２

1320000424 杉本興業株式会社
○

〒121-8504 東京都 足立区 島根１－９－６

1320000425 介護リフォームひまわり
○

〒121-0076 東京都 足立区 平野３－２６－８　２Ｆ

1320000426 角田工務店
○

〒120-0031 東京都 足立区 千住大川町１１－４

1320000427 有限会社エスアールエー
サービス ○

〒121-0815 東京都 足立区 島根２－２７－９

1320000428 有限会社　坂田工務店
○

〒120-0032 東京都 足立区 千住柳町３６－１４

1320000429 株式会社セールランド
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原３－６－１４　鹿倉コー
ポ１Ｆ

1320000430 有限会社　タミヨ窓建
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑５－１７－１０

1320000432 株式会社  阿部水道設備
○

〒123-0844 東京都 足立区 興野２－３１－５６

1320000433 鈴木工務店
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木１－１４－２３

1320000434 嶋津建設工業
○

〒120-0014 東京都 足立区 西綾瀬１－１－１１

1320000435 中村工務店
○

〒120-0036 東京都 足立区 千住仲町３２－２

1320000436 大扇建装
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井５－１４－１３－１０１

1320000437 藤田二級建築士事務所
○

〒120-0021 東京都 足立区 日ノ出町２５－６　オフィス２
１－１０８
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1320000438 住吉屋
○

〒123-0861 東京都 足立区 加賀２－２６－１６

1320000439 株式会社　三浦工務店
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和３丁目１４番２５号

1320000440 株式会社　日本介護センター
日介センター竹の塚 ○ ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚４－９－５－１０７

1320000441 有限会社　小野設備工業
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木１－６－２６

1320000442 株式会社　国貞
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木４－４－１

1320000443 園部工務店
○

〒120-0002 東京都 足立区 中川４－２０－９

1320000444 有限会社　イイダホーム設備
○

〒121-0076 東京都 足立区 平野１－２６－２０

1320000445 小林正男工務店
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南１－６－２０

1320000446 株式会社川俣裕工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原３－６－２２

1320000447 有限会社　はいむ日比谷建
築 ○

〒121-0815 東京都 足立区 島根２－１８－１０

1320000448 有限会社　小宮工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原１－６－２８

1320000450 株式会社　大幸工務店　足
立営業所 ○

〒120-0013 東京都 足立区 弘道１－１４－３

1320000451 島田至宝堂
○

〒123-0845 東京都 足立区 西新井本町５－１－１４

1320000452 関口　工務店
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井３－３４－９

1320000453 関口　工務店
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井３－３４－４

1320000454 株式会社  マイクロエレベー
ター　パナソニックエイジフ
リーショップ足立

○ ○
〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬  ３丁目２５－１９

1320000455 オバタ建設株式会社
○

〒123-0872 東京都 足立区 江北５－５－１２

1320000457 大和工務店
○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬４－１０－２０

1320000458 有限会社　池内工務店
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷９－３１－２

1320000459 株式会社　安藤工務店
○

〒114-0003 東京都 北区 豊島２－４－５

1320000460 リフォームはぎの
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和５－１０－１５　グリーン
パーク第６綾瀬２０１

1320000461 八潮建装有限会社
○

〒120-0002 東京都 足立区 中川１－１０－３－１００２
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1320000462 株式会社　サインファクトリー
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間１－２８－５－６０４

1320000463 有限会社　落合工務店
○

〒121-0832 東京都 足立区 古千谷本町一丁目１３番１
５号

1320000465 川島設備工業
○

〒123-0855 東京都 足立区 本木南町２０－８

1320000466 有限会社　ケアネットワーク
○ ○

〒115-0045 東京都 北区 赤羽２－４－１０　　金剛第
二ビル３Ｆ

1320000467 株式会社　ヤマシタコーポ
レーション江東営業所 ○ ○

〒136-0072 東京都 江東区 大島一丁目８番１０号

1320000469 介護ショップ「ハーティケア」
○

〒136-0071 東京都 江東区 亀戸６－２７－７

1320000470 株式会社　シルバーホクソン
○

〒332-0032 埼玉県 川口市 青木３－２－１

1320000471 パナソニックエイジフリー
ショップ武南　株式会社アル
ファーテクノ

○ ○
〒334-0073 埼玉県 川口市 赤井１－２５－８　　マツヨシ

ビル１Ｆ

1320000473 あすくライフインプルーブ　株
式会社 ○ ○

〒116-0001 東京都 荒川区 町屋８－２２－８

1320000474 株式会社　ソ－ゾ－ファクトリ
－ ○

〒120-0041 東京都 足立区 千住元町２２－９

1320000475 アビリティーズケアネット　株
式会社　東京東営業所 ○ ○

〒125-0063 東京都 葛飾区 白鳥１－８－１０

1320000476 ビルドソリューション株式会社
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島２－５－１５

1320000477 有限会社　フィルドインサー
ビス ○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井４－４０－１３

1320000478 （有）匠・林工務店
○

〒120-0002 東京都 足立区 中川１－６－５

1320000479 株式会社　蓮川工務店
○

〒120-0004 東京都 足立区 東綾瀬１－２８－２３

1320000481 有限会社　リフォーム
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇３－１３－８

1320000482 有限会社　米川工務店
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和２－２７－２

1320000484 ヤオキン商事株式会社
○

〒120-0015 東京都 足立区 足立４－２８－１０

1320000485 株式会社ケアネット・トキ　ト
キホームヘルプステイション ○

〒114-0001 東京都 北区 東十条３－１０－１５東十条
サンハイツＤ棟１０４号室

1320000486 株式会社　白興　介護用品
のハッコウ 荒川営業所 ○

〒116-0002 東京都 荒川区 荒川３－３３－１

1320000487 株式会社　誠和コーポレー
ション ○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間１－１－１３　足立水
道会館２階

1320000488 株式会社　アーカイト
○

〒123-0862 東京都 足立区 皿沼１－９－１

Page 17



事業者番号 事業者名 福祉用具 住宅改修 郵便番号 都道府県 市区町村 住所

1320000489 有限会社　杏英産業
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井４－１７－５

1320000490 株式会社トーリツ　トーリツ福
祉用具堀切 ○

〒124-0006 東京都 葛飾区 堀切３－２６－１

1320000491 株式会社　ケアサービス　介
護レンタル　東京 ○

〒144-0054 東京都 大田区 新蒲田３－２７－５

1320000492 ハナサ建創
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑７－３－７

1320000493 株式会社　藤本工務店
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑２－２６－２０

1320000494 有限会社　赤城工務店
○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬１－２６－２

1320000496 半田工務店
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井２－１８－１３

1320000499 株式会社　島原建設
○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚１－２７－４

1320000500 アースサポート株式会社
○

〒151-0071 東京都 渋谷区 本町１丁目４番１４号

1320000501 株式会社　福原工務店
○

〒120-0025 東京都 足立区 千住東２－２－５

1320000502 有限会社　パムック
○

〒132-0001 東京都 江戸川区 新堀１丁目２５番１号

1320000503 ミサワホームイング株式会社
○

〒120-0035 東京都 足立区 千住中居町28-5　　ＳＮ千
住ビル１階

1320000504 有限会社　布川工務店
○

〒121-0063 東京都 足立区 東保木間２－２９－２

1320000505 株式会社　東基　城東営業
所 ○

〒132-0025 東京都 江戸川区 松江５－７－２２

1320000507 日都建設株式会社
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木２－１６－１

1320000508 有限会社　大沼住建
○

〒121-0072 東京都 足立区 保塚町１４－１２

1320000509 セントケア東京（株）リフォー
ム葛飾 ○ ○

〒125-0054 東京都 葛飾区 高砂５－１０－５

1320000510 株式会社  ピュアホームズ
東京支店 ○ ○

〒174-0042 東京都 板橋区 東坂下２－４－１５　ピュア
ホームズ東京支店ビル２Ｆ

1320000511 フランスベッド　株式会社　メ
ディカル足立営業所 ○ ○

〒120-0036 東京都 足立区 千住仲町４０－１０　住友生
命北千住ビル３階

1320000512 株式会社　サンワークス
○

〒123-0845 東京都 足立区 西新井本町１－１６－１２－
１００３

1320000513 豊友産業株式会社
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木１－４－１

1320000515 ニック  株式会社  東京北営
業所 ○

〒114-0002 東京都 北区 王子４－１５－１０
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1320000516 株式会社　トーカイ　戸田支
店 ○

〒335-0014 埼玉県 戸田市 喜沢南一目５番５１号

1320000517 三浦工務店
○

〒123-0844 東京都 足立区 興野２－２５－１２

1320000518 有限会社　日比谷住建
○

〒121-0815 東京都 足立区 島根１－１２－１４

1320000519 有限会社　フォウリスト
○

〒120-0045 東京都 足立区 千住桜木一丁目１－１

1320000520 桜ハンズ　足立営業所
○

〒123-0842 東京都 足立区 栗原１－２－１－８１９

1320000521 東京ほくと医療生協  福祉用
具サービス  ハピネス ○

〒114-0001 東京都 北区 東十条２－８－５

1320000523 有限会社　ケア・プランニング
ホットステーションＳＵＮ ○

〒116-0002 東京都 荒川区 荒川５－１－１３　２階

1320000524 スペースケア　東京第一営業
所 ○

〒124-0022 東京都 葛飾区 奥戸８－１３－１１

1320000525 株式会社　まごころ
○ ○

〒123-0852 東京都 足立区 関原３－３３－５－１Ｆ

1320000526 株式会社  ソラスト  レンタル
サービスソラスト東東京 ○ ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚１－３０－２０　　泰尚
ビル３Ｆ

1320000527 有限会社　ケアサポート谷中
○

〒120-0006 東京都 足立区 谷中三丁目８番１８号

1320000528 五十嵐工務店
○

〒121-0814 東京都 足立区 六月２－９－１２

1320000529 有限会社　松電　西新井店
○

〒123-0843 東京都 足立区 西新井栄町１－６－１４

1320000531 株式会社　アーキウェア
○

〒123-0843 東京都 足立区 西新井栄町２－２６－９

1320000532 金子住設
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田６－１８－２２

1320000533 ダスキンヘルスレント江戸川
ステーション ○

〒134-0015 東京都 江戸川区 西瑞江５－４－３１

1320000534 有限会社  木島工務店
○

〒123-0862 東京都 足立区 鹿浜８丁目３０番１４号

1320000535 伸建工業  株式会社
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人３－２－３

1320000536 ケアウェル安心株式会社  ケ
アウェル王子店 ○

〒114-0003 東京都 北区 豊島５－４－１－１０５

1320000538 メルシー・ダイキ　足立店
○ ○

〒120-0012 東京都 足立区 青井３－５－２６－１０１

1320000540 篠木建築株式会社
○

〒120-0047 東京都 足立区 宮城１－１６－４

1320000541 福祉用具　アプローズ
○

〒344-0058 埼玉県 春日部市 栄町２－２８０
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1320000542 株式会社　天野設計
○

〒121-0815 東京都 足立区 島根４－４－８

1320000543 福祉用具のえにし
○

〒121-0054 東京都 足立区 辰沼１－９－１４　　辰沼マ
ンション１０２

1320000544 あっぷる介護支援センター
○

〒116-0011 東京都 荒川区 西尾久３－２５－１９　　小
台橋コーポ１階

1320000545 株式会社　恵春工建
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井２丁目１８－１２－４
０１

1320000546 ユーズテック
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木４－５－２６

1320000547 山一管理センター株式会社
○

〒121-0815 東京都 足立区 島根三丁目８－１　山一ビ
ル島根Ⅰ

1320000549 株式会社　高正工務店
○

〒120-0034 東京都 足立区 千住１－９－８

1320000550 株式会社　和氣産業
○

〒123-0863 東京都 足立区 谷在家１－１１－２－４１２

1320000551 株式会社  マルワメディカル
サービス ○

〒125-0041 東京都 葛飾区 東金町１－３６－２－１

1320000552 株式会社グッドスタッフ
○

〒151-0053 東京都 渋谷区 代々木一丁目５８番３号
田辺ビル４Ｆ

1320000553 大清建設株式会社
○

〒120-0001 東京都 足立区 大谷田５丁目６番８号

1320000554 有限会社　渡邊義工務店
○

〒121-0824 東京都 足立区 西伊興３－１１－１３

1320000556 有限会社　丸増工務店
○

〒123-0862 東京都 足立区 皿沼一丁目９番１８号

1320000557 松崎建設　株式会社
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島３－３１－１３

1320000558 株式会社　トータルプランニ
ング ○

〒120-0038 東京都 足立区 千住橋戸町２２番地　　コー
ポチカ１０１

1320000559 株式会社　東京装建
○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑６－１９－３

1320000560 徳栄建設　有限会社
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人６－５－４

1320000561 パテオ建設　有限会社
○

〒120-0014 東京都 足立区 西綾瀬３－２９－３－１０４

1320000562 株式会社　筑波内装
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木三丁目４番６号

1320000564 グランデール株式会社
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田７－１６－６－１０１

1320000565 株式会社　シマックス
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷２－１９－１７

1320000566 株式会社　第一清管
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人２－１１－１５
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1320000567 マーヤケアセンター有限会社
○

〒340-0033 埼玉県 草加市 柳島町１９９番地１１

1320000568 斉藤工務店
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木３－７－９

1320000569 須藤工業株式会社
○

〒121-0824 東京都 足立区 西伊興３－１４－２２

1320000570 株式会社  白興  介護用品の
ハッコウ  三郷営業所 ○

〒341-0033 埼玉県 三郷市 市助１２６－２

1320000572 株式会社  古庄工業
○

〒121-0073 東京都 足立区 六町二丁目１番１４号

1320000573 建築  木田  照実
○

〒121-0075 東京都 足立区 一ツ家一丁目１７番５号

1320000574 株式会社やさしい手　やさし
い手住環境事業本部東営業
所

○ ○
〒121-0075 東京都 足立区 一ツ家一丁目２２番２１号

1320000575 ＳＯＭＰＯケア株式会社　ＳＯ
ＭＰＯケア　豊島　福祉用具 ○

〒171-0042 東京都 豊島区 高松１－１１－１５モリタビ
ル西池袋８０１

1320000576 株式会社　Ｍ　ケアテック
○

〒333-0866 埼玉県 川口市 芝１丁目４４番１３号

1320000577 有限会社  川上工務店
○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田三丁目２３番８号

1320000578 株式会社　ハンドベル・ケア
○

〒174-0041 東京都 板橋区 舟渡１丁目１３－１０　アイ・
タワー３階

1320000579 有限会社  千寿木芸社
○

〒120-0044 東京都 足立区 千住緑町二丁目１３番８号

1320000580 株式会社　花　菱
○

〒120-0001 東京都 足立区 大谷田五丁目２６番５号

1320000581 有限会社  小関工務店
○

〒121-0075 東京都 足立区 一ツ家一丁目２１番３号

1320000582 有限会社  内山工務店
○

〒120-0002 東京都 足立区 中川三丁目２１番１３号

1320000583 藤波工務店
○

〒121-0076 東京都 足立区 平野１－１１－１２

1320000584 有限会社　矩光加藤工務店
○

〒121-0801 東京都 足立区 東伊興３－２１－２１

1320000585 株式会社　Ｙ．Ｋ・クライス　福
祉リフォーム　あんじゅ ○

〒340-0053 埼玉県 草加市 旭町二丁目１番５号　カー
ザ・ド・ルンナ１０２

1320000586 有限会社　仲喜工務店
○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井１－１８－１

1320000587 パナソニックエイジフリー　介
護チェーン赤羽十条　株式会
社ラ・プラス　東京営業所

○
〒115-0042 東京都 北区 志茂五丁目２番６号

1320000588 サンライズ・メイト・バート　福
祉用具サービス ○

〒120-0004 東京都 足立区 東綾瀬一丁目２２番１号

1320000590 株式会社　ムラタ　足立営業
所 ○

〒123-0872 東京都 足立区 江北６－５－６
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1320000591 株式会社　渡部工務店
○

〒120-0046 東京都 足立区 小台２－３４－５

1320000592 株式会社　ヨシダ
○

〒123-0844 東京都 足立区 興野一丁目１３番２６号

1320000593 有限会社　正村表具店
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島一丁目４番１１号

1320000595 株式会社　中央シャッター
○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬六丁目３８番７号

1320000596 佐賀工務店
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原２－８－１９

1320000598 ケア２１　東京城北
○ ○

〒173-0033 東京都 板橋区 板橋区大山西町９－３

1320000599 株式会社　シーズケア
○

〒340-0022 埼玉県 草加市 瀬崎３－２２－１４　大竹
コーポ２０２

1320000600 有限会社　さいとうケアセン
ター ○

〒123-0852 東京都 足立区 関原３－３６－４

1320000601 株式会社サカイ・ヘルスケ
アー三鷹店 ○

〒181-0013 東京都 三鷹市 下連雀９－３－１５

1320000602 株式会社　ニトリ　介護福祉
レンタル赤羽 ○

〒115-0043 東京都 北区 神谷３－６－２０　ニトリ東
京本部６階

1320000603 山本工業
○

〒120-0014 東京都 足立区 西綾瀬三丁目２６番２－５０
３号

1320000604 株式会社共英
○

〒134-8646 東京都 江戸川区 江戸川五丁目１６番５１号

1320000606 中越クリーンサービス（株）シ
ルバーサポート東京店 ○

〒111-0051 東京都 台東区 蔵前３丁目１９番１１号  中
越蔵前ビル

1320000607 中越クリーンサービス（株）シ
ルバーサポート東京北店 ○

〒174-0054 東京都 板橋区 宮本町４４番６号

1320000608 遠藤工務店
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇２丁目２３番９号

1320000609 株式会社  リリーフコーポ
レーション ○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑５丁目４番９－３０７号

1320000610 アップライド株式会社
○

〒161-0034 東京都 新宿区 上落合２－２６－３　上落合
ビル２階

1320000611 株式会社  トーカイ足立営業
所 ○ ○

〒123-0872 東京都 足立区 江北６丁目１１番１０号

1320000612 有限会社  レーザテクノジャ
パン  らいふケア ○ ○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑５－２－８

1320000614 有限会社  ビー・エス・タケ
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木１丁目３番１４号

1320000615 小川左官工業所
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜７丁目４番６号

1320000616 株式会社  フロンティア  足立
営業所 ○ ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹の塚１丁目２７番１号

Page 22
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1320000617 株式会社  ジューテクノ
○

〒123-0845 東京都 足立区 西新井本町２丁目２３番１８
号２０５

1320000618 株式会社プロトメディカルケ
ア　プロトライフケア荒川 ○

〒116-0003 東京都 荒川区 南千住２丁目３０番１０号

1320000619 株式会社トーカイ  八潮営業
所 ○

〒340-0815 埼玉県 八潮市 八潮１丁目１３番地５

1320000620 株式会社  ファミリー介護
○

〒120-0001 東京都 足立区 大谷田４丁目１番２０号

1320000622 横田工務店
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜７丁目８番１号

1320000623 有限会社  ケア・フレンド
○

〒116-0012 東京都 荒川区 東尾久３丁目４番５号

1320000624 株式会社  ケアネットワーク
○ ○

〒121-0814 東京都 足立区 六月３丁目６番1号

1320000625 小野工務店一級建築士事務
所 ○

〒120-0043 東京都 足立区 千住宮元町９番７号

1320000626 有限会社  丸和設備
○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬５丁目２２番６号

1320000627 ハートライフ
○

〒125-0061 東京都 葛飾区 亀有３丁目２６番１号  リリ
オ壱番館  イトーヨーカ堂６
階

1320000628 アクティブライフ株式会社
まっかな花  江戸川 ○

〒132-0022 東京都 江戸川区 大杉４丁目１７番６号

1320000631 有限会社  翔和建創
○

〒121-0836 東京都 足立区 入谷一丁目１７－２４－１０
３

1320000632 株式会社  世林
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木一丁目８－１４

1320000633 大三商事株式会社
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間二丁目６－２０

1320000634 パナソニックエイジフリー
ショップ城北  エイジライフ株
式会社

〇
〒335-0034 埼玉県 戸田市 笹目  ６丁目２－６

1320000635 有限会社  日英水道工事店
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木四丁目７－２２

1320000636 株式会社  いきいきらいふ
〇

〒110-0014 東京都 台東区 北上野  ２丁目６－１４

1320000637 株式会社  島忠ホームセン
ター大谷田店 ○

〒120-0001 東京都 足立区 大谷田四丁目９－２０

1320000638 株式会社  トーセキ金澤建設
○

〒120-0023 東京都 足立区 千住曙町３７－３３

1320000640 有限会社　毛利工務店
○

〒123-0843 東京都 足立区 西新井栄町三丁目１０番９
号

1320000641 ジョイ美装
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原3-45-12

1320000642 有限会社ユー・エム・サポー
ト ○

〒114-0016 東京都 北区 上中里２－1４－３－１階
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1320000643 有限会社　和一工務店
○

〒123-0853 東京都 足立区 本木２－３２－１１

1320000644 株式会社 ＲＡＲＥＣＲＥＷ  い
きいきらいふケアショップ ○ ○

〒123-0852 東京都 足立区 関原1-19-6

1320000645 株式会社シルバーとっぷ東
京　シルバーとっぷ東京 ○

〒135-0015 東京都 江東区 千石1-5-15

1320000646 株式会社セノバ
ライフアドバンスセノバ東京 ○

〒131-0032 東京都 墨田区 東向島2-31-19-101

1320000648 株式会社　大三
○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間2丁目13番7－102号

1320000649 アースサポート株式会社
アースサポート江戸川 ○

〒134-0091 東京都 江戸川区 船堀６－４－８

1320000650 株式会社　丸戸
ケア・スポット ○

〒132-0024 東京都 江戸川区 一之江１－９－５

1320000651 有限会社コスモス
介護用品コスモス ○

〒120-0004 東京都 足立区 東綾瀬１－８－１３－１０２

1320000652 トミーホームケアサービス
○

〒120-0046 東京都 足立区 小台２－２８－１６

1320000653 株式会社日本ドライ
介護用品のスマイル荒川営
業所

○
〒116-0001 東京都 荒川区 町屋１－２７－５　２階

1320000656 株式会社フロンティア
江東営業所 ○

〒135-0042 東京都 江東区 木場３－１４－４
はが木場三ビル１階

1320000657 株式会社藤田工務店
○

〒121-0057 東京都 足立区 神明南２－７－２１

1320000658 中里建設　株式会社
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅嶋３－３４－１２

1320000659 有限会社　髙木建設
○

〒120-0003 東京都 足立区 東和２－２１－２

1320000660 株式会社レイクス２１
プラチナハウス練馬店 ○

〒176-0021 東京都 練馬区 貫井2-11-6-101

1320000661 株式会社　Ａｒｍｅｒｉａ (ｱﾙﾒﾘｱ)
○

〒123-0864 東京都 足立区 鹿浜５－３－１　メゾンドエ
スポワール２０２

1320000663 社会福祉法人　三幸福祉会
三幸福祉用具販売センター ○

〒132-0035 東京都 江戸川区 平井3-17-13

1320000664 服部　BLOCKS
○

〒120-0046 東京都 足立区 小岩２－２２－１７

1320000666 三浦工務店
○

〒121-0062 東京都 足立区 南花畑４－２４－１３

1320000667 株式会社　ヤナセ
○

〒120-0012 東京都 足立区 青井1－1２－2

1320000668 株式会社オーシャンケア
オーシャンケア ○

〒125-0054 東京都 葛飾区 高砂8-28-10

1320000669 ほのぼの介護　小台
○

〒120-0046 東京都 足立区 小台2-36-2　ハイツツヤマ
1階
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1320000671 株式会社　みのり
○

〒136-0071 東京都 江東区 亀戸2-6-1-112

1320000672 株式会社　新井組
○

〒120-0045 東京都 足立区 千住桜木1-9-9

1320000673 ダスキンヘルスレント
葛飾ステーション ○

〒124-0012 東京都 葛飾区 立石5-9-10

1320000674 東京福祉サービス株式会社
東京福祉サービス ○

〒114-0022 東京都 北区 王子本町2-22-8

1320000675 株式会社　藤田建築企画
○

〒120-0045 東京都 足立区 千住桜木2-14-18-1005

1320000676 (有)村井工務店
○

〒12１-0053 東京都 足立区 佐野2丁目41-3

1320000677 特定非営利活動法人もやい
介護用品の店　もやい ○ ○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬3-17-25-106

1320000678 株式会社　川﨑工務店
○

〒121-0823 東京都 足立区 伊興2丁目21番17号

1320000679 株式会社　いけしま建設
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木4-8-31

1320000680 有限会社　友コーポレーショ
ン ○

〒121-0053 東京都 足立区 佐野1-12-12-204

1320000681 (有)佐藤誠工務店
○

〒12１-0832 東京都 足立区 古千谷本町4-6-25

1320000682 旭機工株式会社
アサヒケアサポート ○

〒170-0013 東京都 豊島区 東池袋1-33-8
NBF池袋タワー4F

1320000683 株式会社　鈴木工業
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島3-39-13

1320000684 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン福祉用具
センター東京

○
〒115-0042 東京都 北区 志茂5-2-6

1320000685 横山工務店
○

〒123-0865 東京都 足立区 新田2-26-12

1320000686 株式会社　アズホーム
○

〒123-0865 東京都 足立区 新田3-35-20-707

1320000687 有限会社　賢信
○

〒123-0842 東京都 足立区 栗原1-12-18石塚ビル201

1320000689 株式会社　佐藤共同木建
○

〒120-0013 東京都 足立区 弘道1-21-24

1320000690 萩原工務店
○

〒120-0042　 東京都 足立区 千住龍田町10-4

1320000691 (有)吉原工業
○

〒120-0041　 東京都 足立区 千住元町30-11

1320000692 株式会社　レオハウス
住まいステージ竹の塚 ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹の塚3-10-1

1320000693 (株)ルート２１
ライフサービス ○

〒340-0835 埼玉県 八潮市 浮塚926－１
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1320000694 一般社団法人福祉用具プラ
ンニング　あずさわ福祉本舗 ○

〒174-0051 東京都 板橋区 小豆沢1-7-1

1320000695 フロンティア福祉用具サービ
ス ○

〒121-0064 東京都 足立区 保木間5-34-4

1320000697 (有)鈴木材木店
○

〒120-0042　 東京都 足立区 千住籠田町5番2号

1320000698 有限会社　山口パイプ工業
○

〒121-0055　 東京都 足立区 加平2丁目14番14号

1320000699 (有)栄信施工
○

〒120-0047　 東京都 足立区 宮城1-14-16

1320000700 ㈱あくび
○

〒332-0012　 埼玉県 川口市 本町１－７－８

1320000701 たけなか株式会社　福祉用
具のたけなか ○

〒352-0003　 埼玉県 新座市 北野2-14-10　ｷｳﾁﾊｳｽ１F

1320000702 (株)荷峰堂
○

〒123-0864　 東京都 足立区 鹿浜3-19-16

1320000703 友成建装
○

〒121-0823　 東京都 足立区 伊興4-4-12

1320000705 医療法人社団ビジョナリー
王子北口内科クリニック福祉
用具事業所

○
〒114-0022　 東京都 北区 王子本町1-24-8エスポ

ワール王子３階

1320000706 株式会社　ｼﾙﾊﾞｰとっぷ
○

〒263-0001　 千葉県 千葉市稲毛区 長沼原町２８６－４

1320000707 (有)石建築
○

〒123-0851　 東京都 足立区 梅田2‐9‐1

1320000708 中越クリーンサービス（株）シル
バーサポート東京東店 ○

〒124-0014　 東京都 葛飾区 東四つ木１－９－１３Ｄ棟２
号

1320000709 株式会社　アイダ設計　足立
モデル店 ○

〒121-0061　 東京都 足立区 花畑4-2-15

1320000710 株式会社ヤマシタコーポレー
ション　江戸川営業所 ○

〒133-0052　 東京都 江戸川区 東小岩６－８－１３　東海第
２ビル３階

1320000711 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポー
ト株式会社　かたくり福祉用
具城東センター

○
〒132-0024　 東京都 江戸川区 一之江４－６－１４第一スズ

キビル

1320000713 株式会社　高梨建設　たかけ
ん ○

〒335-0003　 埼玉県 蕨市 南町４丁目４２番地２号

1320000714 浅香工務店
○

〒123-0852　 東京都 足立区 関原2-43-6

1320000715 OHIケアサービス
○ ○

〒121-0064　 東京都 足立区 保木間3-35-1　202

1320000716 株式会社東洋堂ハウスSP
○

〒120-0004　 東京都 足立区 東綾瀬1-24-13　東洋堂ハ
ウスＳＰ第一ビル

1320000717 株式会社白興　介護用品の
ハッコウ　足立営業所 ○ ○

〒121-0062　 東京都 足立区 南花畑２丁目４６番地６号

1320000718 株式会社　スリーエイト
○

〒121-0807　 東京都 足立区 伊興本町1-12-2
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1320000719 有限会社　松本巧舎
○

〒121-0061　 東京都 足立区 花畑4-26-10

1320000721 くらし工房
○

〒121-0813　 東京都 足立区 竹の塚1-29-10　2Ｆ

1320000722 丸市田中建設株式会社
○

〒120-0037　 東京都 足立区 千住河原町47-11

1320000723 株式会社フレッシュハウス
足立営業所 ○

〒123-0863　 東京都 足立区 谷在家1-2-3

1320000724 （有）マルヒロ前沢工務店
○

〒123-0841　 東京都 足立区 西新井4-26-35

1320000725 (株)モノライフ
○

〒125-0041　 東京都 葛飾区 東金町7-3-17
グリーンパーク101

1320000726 石原管財株式会社　TOMO
○

〒340-0045　 埼玉県 草加市 小山2-15-1
ニューグリーレハイム１階Ａ
号

1320000727 株式会社　ネットハウジング
○

〒123-0851　 東京都 足立区 梅田7-17-7

1320000728 株式会社アーサ　スマイル
ホーム ○

〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬2-11-4　フラワーコー
ポ101

1320000729 株式会社ＣＦＸ　ぬくもり
○

〒153-0065　 東京都 目黒区 中町1‐27‐29　103号

1320000730 ストレスケアリゾート株式会
社 ○

〒120-0022 東京都 足立区 柳原1-11-11

1320000731 アクティブライフ株式会社
まっかな花　川口草加 ○

〒334-0061　 埼玉県 川口市 大字新堀993番地の8

1320000732 ALSOＫあんしんケアサポート
株式会社　かたくり福祉用具
埼玉南センター

○
〒335-0034　 埼玉県 戸田市 笹目1-13-24　アンテーｼﾞｭ

ガーデン戸田1階

1320000733 （有）大室ホーム ○ 〒120-0005 東京都 足立区 綾瀬6-6-17

1320000734 （有）佐々木畳店 ○ 〒121-0064 東京都 足立区 保木間4-39-2

1320000735 株式会社　解良工務店 ○ 〒120-0004 東京都 足立区 東綾瀬3-12-14

1320000736 あっぷけあスマイル株式会社
あっぷけあ足立西 ○ ○

〒123-0841　 東京都 足立区 西新井1-5-3 ウィステリア
大師前２階

1320000737 ファースト設計室 ○ ○ 〒120-0005　 東京都 足立区 綾瀬2-41-3-102

1320000739 山﨑工務店
○

〒121-0816　 東京都 足立区 梅島1-24-11

1320000740 ティ エヌ ケイ株式会社
○

〒120-0003　 東京都 足立区 東和5-8-16

1320000741 ゆとりっぷ株式会社
○

〒270-1168　 千葉県 我孫子市 根戸962番地29

1320000742 (株)わかばケアセンター　ケ
アリード ○ ○

〒121-0813　 東京都 足立区 竹の塚1-33-10
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1320000743 小川畳店
○

〒120-0003　 東京都 足立区 東和３－６－７

1320000744 株式会社めいとケア　めいと
ケア福祉用具レンタル ○

〒270-2261　 千葉県 松戸市 常盤平2-24-2

1320000745 株式会社ラフィアス　わらい
ふ ○

〒123-0872　 東京都 足立区 江北6-19-4　マストC棟105
号

1320000747 株式会社トーリツ　トーリツ福
祉用具　江戸川 ○

〒132-0031 東京都 江戸川区 松島1-41-19　さくらコーポ
１Ｆ

1320000748 株式会社　ホームプラザ　足
立支店 ○

〒121-0813 東京都 足立区 竹の塚2-8-24

1320000749 株式会社シガドライウィザー
ス　かいごらーく ○

〒113-0033 東京都 文京区 本郷3-21-11

1320000750 株式会社ヤマシタ　足立営業
所 ○ ○

〒123-0851 東京都 足立区 梅田7-36-5　ヤマヨシビル4
階

1320000751 株式会社ハートネクション
ウィズハート ○ ○

〒121-0061 東京都 足立区 花畑3-17-6

1320000752 有限会社　ライフケアー
○

〒120-0046 東京都 足立区 小台2-28-16

1320000754 あっぷけあスーリール株式会
社　あっぷけあ堀之内 ○ ○

〒123-0874 東京都 足立区 堀之内2-9-2-203

1320000755 株式会社　錦
○

〒121-0814 東京都 足立区 六月2-33-14 GENESISビル
２Ｆ

1320000756 有限会社　小堀
○

〒123-0852 東京都 足立区 関原３-１６-２

1320000757 東京サンメディカル浅草営業
所 ○

〒111-0033 東京都 台東区 花川戸2-17-8　　　　ハン六
東京本店ビル３階

1320000758 ファミリー工房
○

〒120-0001 東京都 足立区 大谷田４-１-２０

1320000759 福祉用具　ウィング荒川
○ ○

〒116-0011 東京都 荒川区 西尾久2-9-10

1320000760 株式会社　たかけん
○

〒335-0003　 埼玉県 蕨市 南町４丁目４５番地１３号

1320000762 東京福祉サービス株式会社
東京福祉サービス ○

〒114-0022 東京都 北区 王子本町2-22-8

1320000763 有限会社　白倉工務店
○

〒120-0014 東京都 足立区 西綾瀬３－３３－１０

1320000764 株式会社　マリス　creative
design ○

〒130-0015 東京都 墨田区 横網１－６－１　ＫＦＣビル１
０Ｆ　Studio５

1320000765 株式会社はな　福祉用具は
な ○

〒173-0004 東京都 板橋区 板橋２－４３－４　ＨＡＮＡｂｕ
ｉｌｄｉｎｇ４Ｆ

1320000766 リフォームのエイ・アイ
○

〒123-0863 東京都 足立区 谷在家３－２４－３

1320000767 株式会社サリーレ
○

〒124-0002 東京都 葛飾区 西亀有２－４８－１４
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1320000768 株式会社ペアレント　　　ペア
レント葛飾営業所 ○

〒124-0021 東京都 葛飾区 細田４丁目４０－１７

1320000769 株式会社ナック　介護リ
フォーム本舗足立店 ○

〒121-0064 東京都 足立区 西保木間４丁目３３－１１

1320000770 株式会社アナグラム
○

〒120-0026 東京都 足立区 千住旭町７－１７－５０３

1320000771 ユニオンケア
○

〒133-0041 東京都 江戸川区 上一色２－１２－１０－１０５

1320000772 株式会社　エイユウ（レンタル
サポート　エイユウ） ○

〒133-0041 東京都 江戸川区 上一色３－１３－１５

1320000773 株式会社ケアサービス　レン
タル杉並 ○

〒167-0021 東京都 杉並区 井草２－８－２０

1320000774 株式会社　とねりっこ　ねむ
のきケアセンターとねり ○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人３－９－９

1320000775 株式会社　丸巧
○

〒121-0824 東京都 足立区 西伊興１－２－２

1320000776 株式会社　福祉協同サービ
ス　足立営業所 ○ ○

〒120-0023 東京都 足立区 千住曙町３５－１３

1320000777 リステ　（有限会社　アエラ）
○

〒332-0004 埼玉県 川口市 領家２－４－１５－１F

1320000778 あっぷけあスーリール株式会
社　あっぷけあ大師参道 ○ ○

〒123-0841 東京都 足立区 西新井１－７－１４　春日ビ
ル１F・３F

1320000780 株式会社　榎本工務店
○

〒121-0816 東京都 足立区 梅島２－１１－１１

1320000781 カシダス押上
○

〒130-0003 東京都 墨田区 横川１－１２－１６　アーバ
ンコア山本１階

1320000782 一般社団法人福祉用具プランニン
グ　福祉用具サービスハピネス ○

〒114-0003 東京都 北区 豊島３－７－６　木村ビル１
F

1320000783 インテリア　加藤
○

〒121-0813 東京都 足立区 竹の塚１－４０－１５
庄栄ビル５Ｆ

1320000784 福祉用具ステーション　ゆう
○

〒334-0063 埼玉県 川口市 東本郷１－５－２５

1320000785 株式会社　日本ドライ
介護用品のスマイル　水戸営
業所

○
〒310-0913 茨城県 水戸市 見川町２１３１－３１８

1320000786 有限会社アートハウスたなか
○

〒123-0872 東京都 足立区 江北４－１－９－１F

1320000788 ソネット株式会社　東京支店
○

〒167-0033 東京都 杉並区 清水３－２７－１８

1320000790 有限会社　アサヒホーム
○

〒121-0052 東京都 足立区 六木１－１－１２

1320000791 栄光ホーム株式会社
○

〒120-0033 東京都 足立区 千住寿町３４－１２－１０１

1320000792 有限会社　利建
○

〒123-0873 東京都 足立区 扇１－２７－１５
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1320000793 合同会社ナナオ　すまいるケ
ア ○

〒124-0023 東京都 葛飾区 東新小岩７－２４－８

1320000794 株式会社　仁済　福祉用具
貸与事業所 ○

〒271-0063 千葉県 松戸市 北松戸１－１－１４　ユーカ
リハイツ１０２

1320000796 株式会社メディケアフィールド
福祉用具 メディサポ ○

〒116-0014 東京都 荒川区 東日暮里４－１９－１０－２
０２

1320000797 野村畳店
○

〒120-0013 東京都 足立区 弘道１－２５－１

1320000798 株式会社　アットホーム　足
立営業所 ○ ○

〒121-0814 東京都 足立区 六月２－３２－７

1320000799 ニチイケサセンターいすみ
○

〒298-0124 千葉県 いすみ市 弥生１７８

1320000800 アースサポート西船橋
○

〒273-0031 千葉県 船橋市 西船５－１８－１９

1320000801 環境工房
○

〒121-0831 東京都 足立区 舎人１－１－８

1320000802 株式会社　ボストン　ダスキ
ンヘルスレント足立ステー
ション

○ ○
〒121-0814 東京都 足立区 六月１－１３－７

1320000804 エクステリア柴田
○

〒120-0064 東京都 足立区 保木間２－７－９

1320000805 合同会社　道生舎　みちおい
福祉用具 ○

〒175-0083 東京都 板橋区 徳丸３－３７－１７　シントミ
プラザ徳丸３０３号
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