販売代理店一覧（2011年5月現在 順不同）
代理店名
（有）ライフタイムズ

住所
〒286-0018

千葉県成田市吾妻3-47-25

連絡先
0120-8448-02（フリーダイアル）

〒169-0072

（社福）東京へレン・ケラー協会盲人用具センター

東京都新宿区大久保3－14－4

03-3200-1310（代）

毎日新聞社早稲田別館内
めがねの光学堂
（有）吉徳福祉機器販売
(有）のぞみ
（社団）広島市視覚障害者福祉協会
（有）丸信テック
（有）いやしライフ
（株）高橋医科器械店
（株）アンプリライブ
（株）大活字
（株）バリアフリージャパン
渕上印刷（株）
ケージーエス（株）
（株）東和エンジニアリング
凸版印刷（株）金融・証券事業本部
（社）北海道視力障害者福祉連合会
（株）タカバメガネ
社会福祉法人愛光 視覚障害者総合支援センターちば
（有）扇屋電機商会
企業組合カトレア・サービス
（資）オフィスエムツー
株式会社モリサワ
アイネット（株）
NPO法人プロジェクトゆうあい
府中医療器
株式会社高田眼鏡店（フコクビル店）

〒220-0051

神奈川県横浜市西区中央2-6-5
〒892-0875

鹿児島県鹿児島市川上町1862-1
〒661-0025

兵庫県尼崎市立花町3-10-1
〒730-0052

広島市中区千田町１丁目9番43号
〒222-0022

神奈川県横浜市港北区篠原東１丁目３番１７号１０５
〒950-0916

新潟県新潟市中央区米山3-23-4 ハイツ米山１F
〒360-0014

埼玉県熊谷市箱田6-14-38
〒467-0805

愛知県名古屋市瑞穂区桜見町2-12 亀井ビル3階
〒101-0051

東京都千代田区神田神保町１-３ 冨山房ビル６階
〒146-0082

東京都大田区池上3-21-3 プレール池上301号
〒892-0845

鹿児島県鹿児島市樋之口町6-6
〒355-0321

埼玉県比企郡小川町小川1004
〒110-8721

東京都台東区秋葉原1-8
〒112-8531

東京都文京区水道1-3-3

045-321-3333
099-243-8327
06-6429-4672
082-249-7177
045-439-3855
025-249-7257
048-521-0552
052-841-7771
03-3259-2200
03-3751-7491
099-225-2727（代）
0493-72-7311（代）
03-3255-1661（代）
03-5840-4000（代）

〒060-0002

札幌市中央区北2条西7丁目1番地 北海道立社会福祉総 011-271-0380
合センター

〒933-0029

富山県高岡市御旅屋９
〒284-0005

千葉県四街道市四街道1-9-3
〒657-0845

兵庫県神戸市灘区岩屋中町2-7-13
〒451-0044

愛知県名古屋市西区菊井1-10-10
〒517-0011

三重県鳥羽市鳥羽3-20-3
〒162-0822

東京都新宿区下宮比町2- 27
〒812-0045

福岡市博多区東公園5-18
〒690-0887

島根県松江市殿町8-3 島根県市町村振興センター2階
〒726-0033

広島県府中市目崎町383
〒100-0011

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

0766-23-4371
043-424-2582
078-881-3781
052-581-2949
0599-25-2581
03-3267-1231
092-643-5208
0852-32-8645
0847-43-6320
03-3595-1994

（社福）日本盲人会連合用具購買所

〒169-8664

03-3200-6422

（ならびに加盟58団体）

東京都新宿区西早稲田2-18-2

（直通）

（社福）日本点字図書館

〒169-8586

03-3209-0751（直通）

用具事業課

東京都新宿区高田馬場1-23-4

（日）（月）（祝）休館

〒981-3212

033-342-6780

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1

（代）

〒169-0051

03-5286-7511

東京都新宿区西早稲田2-15-10

（代）

（株）トラストメディカル
（株）アメディア

西早稲田関口ビル３Ｆ
（株）コーエー

〒300-1535

0297-83-2424

茨城県取手市清水747

（代）

〒665-0051

（株）タイムズコーポレーション

兵庫県宝塚市高司1-6-11

0120-886-610
（フリーダイヤル）
（午前9時～午後6時
：土、日、祝日除く）

福祉情報センター・共働事業所b-free

〒564-0039

06-4860-5850

大阪府吹田市清和園町22-4

（代）

（社福）日本ライトハウス

〒550-0002

情報文化センター

大阪市西区江戸堀1丁目13-2

06-6441-0039（直通）

エンジョイ！グッズサロン
（株）アイベル

〒520-2141

滋賀県大津市大江3-11-25

NPO法人

〒263-0043

トライアングル西千葉

千葉市稲毛区小仲台2-6-1

077-547-2229
043-206-7101

京成稲毛ビル205号
（株）テクノメイト
（株）ワイカンパニー

〒592-0005

大阪府高石市千代田3-4-11
〒143-0024

東京都大田区中央8-6-11-201

NPO法人

〒320-8508

とちぎノーマライゼーション研究会

栃木県宇都宮市若草1-10-6とちぎ福祉プラザ内

(有)ソコロ
（財）北海道難病連
（社福）あかね
（株）中部レチナ
（有）イーグル宗像
（株）アンプリライブ

〒698-0006

島根県益田市三宅町2-32

072-262-0845
03-5700-5739
028-627-2940
0856-22-5172

〒064-8506

北海道札幌市中央区南4条西10丁目1010番地1 北海道 011-512-3233
難病センター

〒273-0035

千葉県船橋市本中山3-21-5 YSビル2F
〒465-0004

愛知県名古屋市名東区香南1丁目505番地
〒811-3433

福岡県宗像市大井台237番地
〒467-0805

愛知県名古屋市瑞穂区桜見町2丁目12番地 亀井ビル2F

NPO法人

〒115-0055

北区地域情報化推進協議会

東京都北区赤羽西2-21-1

047-336-5112
052-775-5641
0940-37-1090
052-852-6201
03-5963-5415

まちづくり北株式会社内
（株）サンライフ
（有）ふかやま
（株）モトヤ
神戸ライトハウス
（株）エスビーエフ

〒703-8222

岡山県岡山市中区下263-1
〒838-0122

福岡県小郡市松崎732
〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-5-5
〒651-0095

兵庫県神戸市中央区旭通5-3-4 アクティブ88 6F
〒761-8031

香川県高松市郷東町792-108

（社福）名古屋ライトハウス

〒455-0013

名古屋盲人情報文化センター

愛知県名古屋市港区港陽1-1-65

（株）ネリマサウンド
サンキュウ（株）
プロショップ大塚
株式会社アイフレンズ
（株）アイ・オー・エル・メディカル
（有）ケーアンドケーメディカル
企業組合アップル工房
（株）タカサ
（株）西川印刷
ニコー（有）
アシスト（株）

086-279-3233
0942-72-2511
03-3523-8719
078-251-6767
087-882-3501
052-654-4522

〒178-0064

03-3925-2786

東京都練馬区南大泉5丁目38番5号

0120-916-226

〒816-0094

福岡県福岡市博多区諸岡3丁目35-13
〒430-0805

静岡県浜松市中区相生町24-8
〒554-0012

大阪市此花区西九条1-33-13 オークラ第2ビル5F
〒160-0004

東京都新宿区四谷1-8
〒384-0301

長野県佐久市臼田1935
〒380-0921

長野県長野市大字栗田1038-8 ゆたかビル303
〒290-0056

千葉県市原市五井905番地
〒861-5514

熊本県熊本市飛田2丁目12番116号
〒722-0141

広島県尾道市高須町5072-1
〒458-0011

愛知県名古屋市緑区相川2-105

092-574-0039
053-461-9246
06-6462-1594
03-3441-0037
0267-82-0239
026-223-0912
0436-23-5335（代）
096-352-1121
0848-20-3488
052-891-2588

（本社）

（本社）073-431-0316

〒640-8525

（和歌山店）073-421-3975

（株）大黒ヘルスケアサービス

和歌山県和歌山市手平3-8-43

（紀南店）0739-25-6254
（新宮店）0735-22-8821
（南大阪店）0724-48-5501

（株）信光社
（株）ラビット
アイレス電子工業（株）
さくら・ソシアルサービス（株）

〒380-0904

長野県長野市鶴賀河原302－2
〒169-0075

東京都新宿区高田馬場1-29-7 スカイパレス401号
〒642-0015

和歌山県海南市且来840
〒373-0813

群馬県太田市内ヶ島町376-1

026-267-5353
03-5292-5644
073-483-2287
0276-60-2949

