
事業所名 郵便番号/住所 代表者職氏名
電話番号
FAX番号

営業日・営業時間・休業日
福祉用具購入費
登録事業所一覧

への掲載

1 株式会社　弓山建設
〒793-0054
西条市中野甲1288-1 代表取締役　弓山　幹雄

(TEL）0897-53-2100
(FAX）0897-53-2883

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日、年末年始）

2 株式会社　翼　愛媛営業所
〒792-0012
新居浜市中須賀町
1-1-35

営業所長　　棚野　琢磨
(TEL）0897-35-0122
(FAX）0897-35-0155

営業日　（月～土）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（日、祝日、8/15、12/30～1/3）

〇

3 上路建築
〒793-0043
西条市樋之口336-2

　　　　　　上路　文夫
(TEL）0897-56-0737
(FAX）0897-56-0789

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日、年末年始）

4 近藤設備工業株式会社
〒799-1313
西条市旦之上
甲269-2

代表取締役　櫛部　光孝
(TEL）0898-66-2498
(FAX）0898-66-3191

営業日　（月～土、祝日含む）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日、雨が降った日、ＧＷ、お盆、
　　　　　地方祭、年末年始）

5
株式会社　ファーストページ
福祉用具アクセス

〒793-0030
西条市大町1695-4
Ｆビル2階201号

管理者　　横田　沙也加
(TEL）0897-47-7808
(FAX）0897-47-7809

営業日　（月～土）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（日、祝日、8/15・16、12/30～1/3）

〇

6
西日本商事株式会社
西条営業所

〒799-1353
西条市三津屋南
3番39

営業所長　  藤田　庄司
(TEL）0898-55-8137
(FAX）0898-55-8138

営業日　（月～土）
営業時間（月～金　8：30～17：00）
　　　　（　土　　8：30～15：00）
休業日　（日、年末年始）

〇

7
株式会社トーカイ
今治営業所

〒799-1507
今治市東村南2丁目
2-13

営業所長　  泉　  正人
(TEL）0898-43-5050
(FAX）0898-43-5086

営業日　（月～金）土は当番で対応。
営業時間（月～金　9：00～17：30）
休業日　（日、祝日、12/31～1/3）

〇
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8 新日本建設株式会社
〒791-0054
松山市空港通3丁目
9番3号

代表取締役　井上　秀明
(TEL）089-971-0255
(FAX）089-971-0573

営業日　（年中無休）
営業時間（9：00～18：00）
休業日　（年末年始、お盆）

9 シバタ建築
〒799-1302
西条市楠甲179-3

          　柴田　政嗣
(TEL）0898-66-3652
(FAX）同上

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日曜日）

10 株式会社　曽我部建設
〒793-0027
西条市朔日市147-1

　　　　　曽我部　幸司
(TEL）0897-47-3005
(FAX）0897-47-3006

営業日　（月～土、祝日）
営業時間（8：00～17：00）
休業日  （日、5/3～5、8/15・16、12/30
　　　　　～1/3）

11 亀岡建築
〒793-0006
西条市下島山
甲1359-9

代表　　　　亀岡　　隆
(TEL）090-4970-1318
(FAX）0897-56-3258

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日、年末年始）

12 有限会社ムラカワ
〒793-0023
西条市明屋敷108

代表取締役　縄田　昭夫
(TEL）0897-55-2706
(FAX）0897-55-0073

営業日  （月～金）
営業時間（9：00～17：00）
休業日  （土、日、祝日）
　　　　（8/13～15、12/31～1/3）

〇

13
株式会社トーカイ
新居浜営業所

〒792-0882
新居浜市又野1丁目
2番8号

営業所長　　合田　慶史
(TEL）0897-46-3737
(FAX）0897-46-3005

営業日　（月～金）（土,当番対応）
営業時間（9：00～17：30）
休業日　（日、祝日、12/31～1/3）

〇

14
株式会社アドバンス
今治店

〒799-1502
今治市喜田村2丁目
2-20

店長　    　重松　利彦
(TEL）0898-43-6644
(FAX）0898-43-6969

営業日　（定休日なし）
営業時間（9：00～18：00）
休業日　（年末年始）
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15 株式会社　白石工務店
〒792-0892
新居浜市黒島1丁目
3番29号

代表取締役　白石　誠一
(TEL）0897-46-2275
(FAX）0897-46-3236

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日、祝日、お盆、地方祭、年末年始）

16 徳永鉄建株式会社
〒791-0523
西条市丹原町北田野
83-1

代表取締役　徳永　健二
(TEL）0898-68-5577
(FAX）0898-68-6767

営業日　（月～金）
営業時間（8：00～18：00）
休業日　（土、日）

17 有限会社　パル住建
　

〒793-0064
西条市西泉乙88

代表取締役　真木　文雄
(TEL）0897-57-7602
(FAX）0897-57-7603

営業日　（月～土）
営業時間（9：00～17：00）
休業日　（日、祝日、年末年始）

18 有限会社　木下工務店
〒793-0021
西条市神拝
乙104-3

代表取締役　木下　晃一
(TEL）0897-55-4315
(FAX）0897-55-6362

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～18：00）
休業日　（日、お盆、地方祭、正月）

19 田中工務店
〒799-1322
西条市国安1098

　　　　　　田中　学
(TEL）0898-66-4947
(FAX）0898-66-4975

営業日　（月～土）
営業時間（8：30～18：00）
休業日　（日）

20 髙橋建築
〒793-0066
西条市野々市7-11

　　　　　　髙橋　京詩
(TEL）080-3168-0418
(FAX）0897-57-9756

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～18：00）
休業日　（日、8/13～16、12/31～1/4）

21 株式会社　マーク住研
〒793-0030
西条市大町704-1

代表取締役　鴻上　和義
(TEL）0897-55-1974
(FAX）0897-55-1991

営業日　（日、月、火、木、金、土）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（水）
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22 有限会社　南部燃料住宅設備
〒799-1101
西条市小松町新屋敷
甲2845-1

取締役　　　南部　充利
(TEL）0898-72-2306
(FAX）0898-72-4466

営業日  （月～土）
営業時間（8：00～17：00）
休業日　（日、年末年始、祝日）

23
有限会社テクノメディカル
福祉事業部　テクノハート

〒799-1506
今治市東村4丁目
甲412番2

取締役　　　小林　勝幸
(TEL）0898-35-0912
(FAX）0898-35-0913

営業日　（月～金・第1、第3土）
営業時間（月～金　8：30～17：30）
　　　　（　土　　8：30～13：00）
休業日　（日、祝日、第2・4土、8/14～16、
　　　　　12/30～1/3）

〇

24
四国医療サービス株式会社
福祉事業部　愛媛本部

〒791-1101
松山市久米窪田町
425-8-1

管理者　　　上本　陽梓
(TEL）089-976-6680
(FAX）089-976-6677

営業日　（月～金）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（土、日、12/31～1/3）

〇

25
四国医療サービス株式会社
福祉事業部　新居浜営業所

〒792-0896
新居浜市阿島1丁目
1番51号

所長　　　　有田　新
(TEL）0897-67-1007
(FAX）0897-67-1070

営業日　（月～金）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（土、日、12/31～1/3）

〇

26
ダスキンヘルスレント
愛媛東ステーション

〒794-0064
今治市小泉5-12-22

管理者　    徳永　治朗
(TEL）0898-22-1616
(FAX）0898-22-1626

営業日　（月～金）
営業時間（9：00～17：00）
休業日　（土、日、祝日）
　　　　（8/13～16、12/30～1/3）

〇

27 有限会社　平塚建築
〒799-1371
西条市周布1599

代表取締役　平塚　昌都
(TEL）0898-68-5062
(FAX）0898-68-5062

営業日　（月～土）
営業時間（8：15～17：15）
休業日　（日、年末年始）

28
株式会社
ＫＯＳＥＬＩＧ ＨＯＵＳＥ

〒793-0023
西条市明屋敷
238-10

代表取締役　伊藤　聖
(TEL）0897-27-6304
(FAX）0897-27-8945

営業日　（月～土）
営業時間（9：00～17：00）
休業日　（日）
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29
アルフレッサ篠原化学
株式会社

〒781-9506
高知市南御座9-41

代表取締役社長
　          篠原　裕一

(TEL）088-882-5000
(FAX）088-882-5152

営業日　（月～金）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（祝祭日、12/30～1/3）

〇

30
ダスキンヘルスレント
四国中央ステーション

〒799-0703
四国中央市土居町
藤原3-88-1

管理者　　　戸梶　仁寛
(TEL）0896-29-5552
(FAX）0896-29-5582

営業日　（月～金）
営業時間（9：00～17：00）
休業日　（土、日、祝日）
　　　　（8/13～16、12/30～1/3）

〇

31
株式会社　ヤマダデンキ
ヤマダアウトレット西条店

〒799-1371
西条市周布1656-1

店長　　　　澤田　健二
(TEL）0898-68-8011
(FAX）0898-68-8033

営業日　（1/2～12/31）
営業時間（10：00～19：00）
休業日　（1/1）

32 有限会社　東予医療器商会
〒794-0821
今治市立花町2丁目
4-12

代表取締役　石川　正弘
(TEL）0898-23-0650
(FAX）0898-23-7026

営業日　（月～土）
営業時間（月～金　9：00～18：00）
　　　　（　土　　9：00～13：00）
休業日　（日、祝日、年末年始）

〇

33
有限会社　青野ハウス
サービス

〒791-0505
西条市丹原町古田
甲449-3

代表取締役　青野　祥一
(TEL）0898-68-3752
(FAX）0898-68-0648

営業日　（月～土）
営業時間（8：30～17：30）
休業日　（日、祭日、お盆、年末年始）

34 株式会社　家具のヨコタ
〒794-0081
今治市阿方甲265

代表取締役　横田　正興
(TEL）0898-23-5003
(FAX）0898-33-0272

営業日　（日、月、火、木、金、土）
営業時間（9：00～18：00）
休業日　（水、その他会社が定めた日）

35 越智建築
〒799-1323
西条市桑村219-2 　　　　　　越智　福明

(TEL）0898-66-5631
(FAX）0898-66-5631

営業日　（月～土）
営業時間（8：00～18：00）
休業日　（日）
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36 ヤノ建設
〒799-1371
西条市周布1408

　　　　　　矢野　博敬
(TEL）090-3185-4626 営業日　（月～金）

営業時間（8:00～17：00）
休業日　（土、日、祭日、お盆、年末年始）
　

37
株式会社
住宅アシストＦＡＳＥ

〒793-0065
西条市楢木11

代表取締役　日野　克則
(TEL）0897-57-8603
(FAX）0897-57-8741

営業日　（月～土）
営業時間（8:00～17：00）
休業日　（日、祭日、土に休みの時あり）

38 有限会社　塩出建設
〒799-1364
西条市石田325-10

代表取締役　塩出　佳大
(TEL）0898-64-2285
(FAX）0898-64-6183

営業日　（月～土）
営業時間（8:00～18：00）
休業日　（日、祭日、その他）

39 青山建設
〒799-1103
西条市小松町北川
359-2

代表　      青山　啓治
(TEL）0898-72-3944
　　　090-8694-4802
(FAX）0898-55-8996

営業日　（月～土）
営業時間（8:00～17：00）
休業日　（日、年末年始）


