
法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ × × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

その他

苦情　窓口

有 有

福祉用具貸与

『  車いすの功福　』

事業所情報 事業所番号 ２３７３８００３０５

　（有）田辺製作所

〒４８５－００５６ 　小牧市小木南三丁目４７３番地

　０５６８－７３－９６５５ ＦАＸ番号 　０５６８－７６－７２１７

　http://tanabe-kofku.co.jp

  info@tanabe-kofku.co.jp

　小林　功明 管理者 　田邉　佳子

併設している他サービス

事業所内容

１　名 ０　名

営業日
木

○

　８月１３日～１５日、１２月３０日～１月３日

２　名 ０　名

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

２　名 ０　名

担　当　者 電話番号

小林　功明 ０５６８－７３－９６５５ 小林　功明 ０５６８－７３－９６５５

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

９：００～１７：００

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー　等
●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

苦情　窓口

有 有

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

９：００～１８：００

　１２月３１日～１月３日、８月１３日～１５日

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

丸橋　靖之 ０５６８－３９－６６６１ 丸橋　靖之 ０５６８－３９－６６６１

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

８　名 １　名

７　名 ０　名

営業日
木

○

  maruhashi@satsuki-5.co.jp

　稲垣　浩 管理者 　丸橋　靖之

併設している他サービス

事業所内容

〒４８５－０８２７ 　小牧市大字文津字池田２３９番地１

　０５６８－３９－６６６１ ＦАＸ番号 　０５６８－３９－６６６８

　ｈｔｔｐｓ：//satsuki-5.co.jp

福祉用具貸与

『  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　　　』

事業所情報 事業所番号 ２３７３８０１５４３

　（株）五月商店
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ × × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

有 有

福祉用具貸与

『  福祉サポート　小牧営業所　』

事業所情報 事業所番号 ２３７３８０２２８５

　（株）一宮福祉サポート

〒４８５－００１３ 　小牧市新町２丁目３４番地

　０５６８－７４－７５３５ ＦАＸ番号 　０５６８－７４－７５３６

　horie@fukushi-support.co.jp

　水谷　正臣 管理者 　堀江　長喜

併設している他サービス

事業所内容

０　名

営業日
木

○

９：００～１８：００

　年末年始、夏季休暇（但し、緊急時は対応）

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

７　名 ０　名

３　名

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

堀江　長喜 ０５６８－７４－７５３５ 堀江　長喜 ０５６８－７４－７５３５

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ × × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

苦情　窓口

有 無

電話番号 担　当　者 電話番号

村上　人志 ０５６８－５４－７００２

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

０５６８－５４－７００２

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

村上　人志

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

２　名 ０　名

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者

営業日
木

○

　国民の祝日、お盆、年末年始

９：００～１７：３０ 電話でのご相談随時対応いたします。

  sidebyside@aria.ocn.ne.jp

　村上　人志 管理者 　服部　美津男

併設している他サービス

事業所内容

　福祉用具・介護用品販売　・　住宅改修

〒４８５－００１２ 　小牧市小牧原新田１４００番地

　０５６８－５４－７００２ ＦАＸ番号 　０５６８－５４－７０１０

　http://www.benkei-aigi.com

福祉用具貸与

『   弁慶あいぎ　　』

事業所情報 事業所番号 ２３７３８００８８３

　（株）さいど・ばい・さいど
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

苦情　窓口

有 有

福祉用具貸与

『  （株）ヤマシタ 小牧営業所　』

事業所情報 事業所番号 ２３７３８０００６５

　（株）ヤマシタ小牧営業所

事業所内容

〒４８５－００５８ 　小牧市小木五丁目３３２－１

　０５６８－７３－６６０１ ＦАＸ番号 　０５６８－７３－７３３５

　http://www.ycota.jp/

営業日
木

○

　山下　和洋 管理者 　城倉　誠

併設している他サービス

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

２１　名 ０　名

９　名 ０　名

担　当　者 電話番号

太田　翔 ０５６８－７３－６６０１ 城倉　誠 ０５６８－７３－６６０１

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

９：００～１８：００

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害
者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、か
つ、社会参加を促進すると認められるもの③用具の製
作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識
や技術を要するもので、日用生活品として一般に普及し
ていないもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ × × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

その他

苦情　窓口

有 有

福祉用具貸与

『   （有）エフイ・ヤマモト　　』

事業所情報 事業所番号 ２３７２５０１７６３

　（有）エフイ・ヤマモト

〒　４８６－０８１１ 　春日井市東山町五丁目１１番１１号

　０５６８－８１－８７７４ ＦАＸ番号 　０５６８－８１－８７７４

　山本　良夫 管理者 　山本　良夫

併設している他サービス

事業所内容

１　名 ０　名

営業日
木

○

３　名 ０　名

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

２　名 ０　名

担　当　者 電話番号

山本　良夫 ０５６８－８１－８７７４ 山本　良夫 ０５６８－８１－８７７４

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

８：３０～１７：３０

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

苦情　窓口

有 有

福祉用具貸与

『  かしわばら指定福祉用具貸与センター　』

事業所情報 事業所番号 ２３７２５００１０４

　（有）かしわばらメディカル

事業所内容

〒４８６－０８１７ 　春日井市東野町１０丁目１２番地の１５

　０５６８－８４－８４７０ ＦАＸ番号 　０５６８－８５－８１４０

  http://www.ka-med.com

営業日
木

○

　年末年始、夏季休暇

  telteloyagi@ka-med.com

　柏原　公和 管理者 　柏原　公和

併設している他サービス

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

７　名 ０　名

３　名 ０　名

電話番号 担　当　者 電話番号

古池　彰規 ０５６８－８４－８４７０ 柏原　公和 ０５６８－８４－８４７０

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

　居宅介護支援

９：００～１８：００

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

苦情　窓口

有 有日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

担　当　者 電話番号 電話番号

亀水　大輔 ０５６８－４１－８６０２ ０１２０－９１９－３０４

担　当　者

長村　吉章

受付　窓口
利　用　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

８　名 ０　名

４　名 ０　名

　http://www.minosho.com

  304owari@minosho.com

事業所内容

営業日

　長村　吉章 　亀水　大輔

併設している他サービス

８：３０～１７：３０

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

福祉用具貸与

『  （株）美濃庄尾張営業所　』

事業所情報 事業所番号 ２３７２５０４７００

　（株）美濃庄

　０５６８－４１－８６０２ 　０５６８－４１－８６０３

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

〒４８６－０８０７ 　春日井市大手町四丁目６番８号

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

ＦАＸ番号

管理者

苦　情　受　付

木

○
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

その他

有 有

福祉用具貸与

『  （株）トーカイ名古屋支店　』

事業所情報 事業所番号 ２３７０３００１１９

　（株）トーカイ

事業所内容

〒４６２－００１１ 　名古屋市北区五反田町７８番地

　０５２－９０２－５２１３ ＦАＸ番号 　０５２－９０２－５２９０

　http://www.tokai-corp.com

営業日
木

○

　１２月３１日～１月３日

　小野木　孝二 管理者 　飯沼　秀元

併設している他サービス

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

１５　名 ０　名

５　名 ０　名

２０　名 ０　名

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

苦情　窓口

電話番号 担　当　者 電話番号

飯沼　秀元 ０５２－９０２－５２１３ 飯沼　秀元 ０５２－９０２－５２１３

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

９：００～１７：３０ 事前連絡により対応可

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー　　等
●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

有 有

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

９：００～１７：４５

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

奥野　貴行 ０５２－７６０－３２６０ 奥野　貴行 ０５２－７６０－３２６０

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

５　名 ０　名

４　名 ０　名

営業日
木

○

　１２月３１日～１月３日、８月１３日～１５日

  okuno_takayuki@francebed.jp

　池田　茂 管理者 　奥野　貴行

併設している他サービス

事業所内容

〒４６３－００３３ 　名古屋市守山区森孝東１－５０９

　０５２－７６０－３２６０ ＦАＸ番号 　０５２－７６０－３２６２

　http://www.francebed.co.jp/

福祉用具貸与

『 フランスベッド(株)メディカル名古屋北営業所　』

事業所情報 事業所番号 ２３７１３０４０３７

　フランスベッド(株)
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ２級

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ １級

苦情　窓口

有 有

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー　　等
●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者

加藤　大輔 ０５２－７９２－９２１１ 堀　誠一郎 ０５２－７９２－９２１１

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

　福祉用具販売　・　住宅改修

９：００～１８：００

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　１　名 ０　名

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

電話番号 担　当　者 電話番号

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

３４　名 ３　名

１８　名 ０　名

営業日
木

○

  info@medicare-nagoya.co.jp

　佐橋　道広 管理者 　堀　誠一郎

併設している他サービス

事業所内容

〒４６３－００９０ 　名古屋市守山区瀬古東二丁目３３３番地

　０５２－７９２－９２１１ ＦАＸ番号 　０５２－７９２－９２１２

　http://www.medicare-nagoya.co.jp

福祉用具貸与

『   メディ．ケア守山　』

事業所情報 事業所番号 ２３７１３００６８８

　（株）メディ．ケア
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

法人代表者

月 火 水 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ × × ×

受付時間

その他休日

職種名

福祉用具
専門相談員

住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

１　級
2　級

２　名
３　名

苦情　窓口

無 無

福祉用具貸与

『  リンクス　』

事業所情報 事業所番号 ２３７１３０２２４７

　（有）リンクス

事業所内容

〒４６３－００４６ 　名古屋市守山区苗代二丁目１６番８号

　０５２－７９５－５１４２ ＦАＸ番号 　０５２－７９５－５１４３

営業日
木

○

　info@lynx6093.com

　村瀬　寛哉 管理者 　村瀬　寛哉

併設している他サービス

受付　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

常勤 非常勤 （営業日…○、休業日…×）

５　名 ０　名

０　名

電話番号 担　当　者 電話番号

村瀬　寛哉 ０５２－７９５－５１４２ 村瀬　寛哉 ０５２－７９５－５１４２

　◆日常生活用具、補装具の取扱いにつきましては、各事業所にお問い合わせください。

　住宅改修

９：００～１８：００

日常生活用具の取扱い 補装具の取扱い

　※「日常生活用具」とは・・・①障害者等が安全かつ容易
に使用できるもので、実用性が認められるもの。②障害者
等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、
社会参加を促進すると認められるもの③用具の製作、改
良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技
術を要するもので、日用生活品として一般に普及していな
いもの　以上３項目を全て満たすもの。

　※「補装具」とは・・・「障害者等の身体機能を補完し、
又は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用されるも
の。その他の厚生労働省で定める基準に該当するもの
で車いす等、その他の厚生労働大臣が定めるもの。

●特殊寝台　●盲人用時計　●ネブライザー
●パルスオキシメーター　等

●車いす　●電動車いす　●歩行器
●歩行補助杖　　等

担　当　者

113


