
取扱販売店一覧

歩行支援機 ACSIVE のご購入をご希望される方へ、必ずご試着をお願いしております。
ご希望者様が、装着できるのか、効果を実感して頂けるのかをご確認の上、ご購入頂いております。
ご希望の場合は、下記販売店様へお問い合わせをお願いします。

歩行支援機　ACSIVE　は、現在安全に自立歩行ができる方を対象としております。膝や足首や体重を支える機能はございません。
また、装具や杖などの代わりをするものではございませんので、装具等を装着されている方は、ACSIVEとの併用をお勧めしております。

2016/3/28更新

販売店名 〒 住所 電話番号 ご連絡事項

㈱馬場義肢製作所　本店 040-0065 北海道函館市豊川町１５－１７ 0138-22-2615

㈱馬場義肢製作所　札幌支店 002-8007 北海道札幌市北区太平7条２－１－１０ 011-774-3022

㈱馬場義肢製作所　室蘭支店 051-0004 北海道室蘭市母恋北町１－３－６ 0143-22-5529

㈱田村義肢製作所　本社 060-0034 北海道札幌市中央区北4条東５－５－６４ 011-200-2777

㈱田村義肢製作所　帯広支店 080-0010 北海道帯広市大通南１５－２０ 0155-27-2489

㈲野坂義肢製作所 060-0053 北海道札幌市中央区南三条東４－３－２２ 011-221-1406

北海道エア・ウォーター㈱ 060-0053 北海道札幌市中央区北3条西1丁目2番地 011-212-8220

㈱青森日東義肢製作所 030-0903 青森県青森市栄町１丁目７－８ 017-741-3927

㈱ケア・テック　八戸営業所 039-1166 青森県八戸市根城3-18-3 0178-41-1003 →ホームページ

㈱P.O.イノベーション 025-0084 岩手県花巻市桜町一丁目３９７番地２ 0198-23-4091

㈲京王ブレイス 029-3311 岩手県一関市藤沢町黄海字町裏４６－１ 0191-63-3864

㈱岩手テクノ 025-0003 岩手県花巻市西宮野目6地割566-7 0198-26-3420

㈱ケア・テック　本社 020-0013 岩手県盛岡市愛宕町10-27 019-654-3638 →ホームページ

㈱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 →ホームページ

㈱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 →ホームページ

㈱ケア・テック　大船渡出張所 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森27-11 0192-27-2500 →ホームページ

秋田 ㈱千秋義肢製作所 010-1612 秋田県秋田市新屋豊町1-22 018-823-3380

東北厚生興業㈱ 982-0261 宮城県仙台市青葉区折立３丁目８番７号 022-302-2421

㈲スエヨシ補装具製作所 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通２丁目３－４６ 022-234-3754

㈲乳井補装具製作所 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台7丁目3-23 022-388-3140

㈱田村式義肢製作工業所 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通2-3-27 022-272-1732

相互産業㈱　仙台営業所 983-0007 宮城県仙台市宮城野区仙台港北1丁目1-10 022-254-0601 →ホームページ

㈲山形義肢研究所 990-2332 山形県山形市飯田５丁目５番３９号 023-632-5214

㈲エム・サポート 990-2212 山形県山形市上柳110 023-687-2800

㈲渡部義肢 997-0861 山形県鶴岡市桜新町8-52 0235-25-9366

㈱東北補装具製作所 960-8153 福島県福島市黒岩字田部屋４４－２ 024-546-1467

日本ウィールチェアー㈱　福島支店 960-8163 福島県福島市方木田字上仲田1-3 024-546-6981

相互産業㈱　福島営業所 960-1101 福島県福島市大森字西ノ内88番地2 024-529-7784 →ホームページ

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

㈲P.O.サポート 370-3523 群馬県高崎市福島町７２９－６ 027-373-9199

㈲ブレース・メディカル 370-0042 群馬県高崎市貝沢町９４７－７ 027-370-1515

㈱上毛義肢 371-0846 群馬県前橋市元総社町８３－１ 027-289-8540 →ホームページ

㈱エムダブルエス日高 370-0002 群馬県高崎市日高町349 027-362-0691 →ホームページ

㈱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 →ホームページ

㈱マルホン　太田医療営業所 373-0861 群馬県太田市南矢島町882 0276-40-6170 →ホームページ

㈱高崎義肢 370-0004 群馬県高崎市井野町１２３５番地 027-361-2074

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

㈲ナックス 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-1259-7 048-647-5131

カシダス㈱　千葉営業所 260-0028 千葉県千葉市中央区新町18-10　千葉第一生命ビル２Ｆ 043-241-2929 ご担当者　森川様 →ホームページ

カシダス㈱　木更津営業所 292-0805 千葉県木更津市大和2-4-1　ＶＩＯＳ木更津Ａ号室 0438-23-2111 ご担当者　水谷様 →ホームページ

カシダス㈱　八千代営業所 276-0023 千葉県八千代市勝田台1-35-4　ナカミネビル2階 047-481-2929 ご担当者　庄司様 →ホームページ

カシダス㈱　船橋営業所 273-0026 千葉県船橋市山野町190-3 047-404-2551 ご担当者　庄司様 →ホームページ

カシダス㈱　柏営業所 277-0022 千葉県柏市泉町6-38-101 04-7197-3105 ご担当者　森様 →ホームページ

ライフケアタカサ　本店 290-0056 千葉県市原市五井905 0436-23-5335

ライフケアタカサ　千葉支店 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町987-19 043-255-5133

ライフケアタカサ　成田支店 286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-15 0476-28-6606

ライフケアタカサ　船橋支店 274-0812 千葉県船橋市三咲4-11-1 047-407-8622

ライフケアタカサ　茂原支店 297-0029 千葉県茂原市高師2209-12 0475-20-3771

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

日本ウィールチェアー㈱　千葉支店 260-0816 千葉県千葉市中央区鵜の森町12-11（鵜の森ビル） 043-264-4939

㈱ナンブ　東京オフィス 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１４番地１９号 03-6869-1463 →ホームページ

カシダス㈱ 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-18　東京建物室町ビル3階 03-3275-5210 ご担当者　森川様 →ホームページ

カシダス㈱　押上営業所 130-0003 東京都墨田区横川1-12-16　アーバンコア山本1階 03-6658-4071 ご担当者　入岡様 →ホームページ

㈲内藤義肢製作所 170-0005 東京都豊島区南大塚3-30-13 03-3981-3288

㈱田沢製作所 113-0033 東京都文京区本郷１丁目３５番２８号　メゾンドール本郷２F 03-3814-7535

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

㈱エヌエス 193-0826 東京都八王子市元八王子町2-1148-2 042-629-4230

ＳＨＩＰＳ㈱ 193-0832 東京都八王子市散田町4-10-17-105 042-668-4741

㈱あすかライフケア 195-0053 東京都町田市能ヶ谷4-7-13 042-708-0205 →ホームページ

ACSIVE専用回線

ACSIVE専用回線

カミヤマ義研 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋六丁目２番１９号 045-491-1559

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

Cannonball Trading 220-0042 神奈川県横浜市西区戸部町3-84-1　ランドシティ紅葉ヶ丘703 080-4326-9709 レンタル対応あり →ホームページ

㈱田村義肢製作所 950-1151 新潟県新潟市中央区湖南２１番地１１ 025-281-0303

㈱イリス　糸魚川営業所 941-0051 新潟県糸魚川市押上2丁目9番地53号 025-555-7801

サクラケア上越店 942-0082 新潟県上越市国府1-2-38 025-531-0553 →ホームページ

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 →ホームページ

サカヰ産業㈱　三条営業所 959-1151 新潟県三条市猪子場新田14 0256-45-4121 →ホームページ

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 →ホームページ

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 →ホームページ

㈱富山県義肢製作所 930-0042 富山県富山市泉町1-2-16 076-425-4279

㈱メディペック　富山営業所 930-0151 富山県富山市古沢332番地1 076-436-1521

㈱セントラルメディカル　富山支店 930-0153 富山県富山市境野新62番7 076-427-1321

㈱イリス　本社 939-0626 富山県下新川郡入善町入膳3436番地4 0765-72-3007

サカヰ産業㈱　本社 930-0004 富山県富山市桜橋通り5番6号 076-432-9101 →ホームページ

サカヰ産業㈱　富山総合ガスセンター 930-0106 富山県富山市高木2481-6 076-434-2141 →ホームページ

サカヰ産業㈱　高岡支店 933-0062 富山県高岡市江尻410-4 0766-25-4101 →ホームページ

サカヰ産業㈱　滑川営業所 936-0023 富山県滑川市柳原1932 076-475-0852 →ホームページ

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 →ホームページ

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

北酸㈱ 930-0982 富山県富山市荒川1丁目1番88号 076-443-0516

ACSIVE専用回線
平日：月～金　１０：００～１５：００　祝日除く

㈲さわやか金沢 920-0062 石川県金沢市割出町718-1 076-239-3377

㈱メディペック　本社 920-0024 石川県金沢市西念3丁目1番5号 076-224-5600

㈱セントラルメディカル　本社 920-0024 石川県金沢市西念3丁目1番5号 076-262-1111

㈱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

㈲奥義肢製作所 910-0015 福井県福井市二の宮２丁目１－１１ 0776-22-1647

㈱メディペック　福井営業所 918-8237 福井県福井市和田東2丁目1518 0776-24-1112

㈱セントラルメディカル　福井支店 918-8237 福井県福井市和田東2丁目1518 0776-24-1000

㈱増田医科器械　敦賀営業所 914-0035　 福井県敦賀市山泉9号河原106番地  （0770）25-7690 →ホームページ

㈱増田医科器械　福井営業所 910-0315 福井県坂井市丸岡町小黒第73号5番1  （0776）67-1313 →ホームページ

株式会社　今仙技術研究所

関東

栃木
㈱幸和義肢研究所 305-0845

群馬

茨城

東京

㈱幸和義肢研究所 305-0845

神奈川

㈲湘南義肢研究所 238-0004

埼玉

㈱幸和義肢研究所 305-0845

千葉

㈱幸和義肢研究所 305-0845

㈱幸和義肢研究所 305-0845 茨城県つくば市大白硲３４１－１ 029-875-7627 平日：月～金　　8:30～17:00

地方 ホームページ

北海道 北海道

東北

青森

岩手

宮城

山形

福島

茨城県つくば市大白硲３４１－１ 029-875-7627 平日：月～金　　8:30～17:00

茨城県つくば市大白硲３４１－１ 029-875-7627 平日：月～金　　8:30～17:00

㈲湘南グッドライフインダストリー 238-0004 神奈川県横須賀市小川町27（湘南義肢研究所内） 080-3011-0503

茨城県つくば市大白硲３４１－１ 029-875-7627 平日：月～金　　8:30～17:00

神奈川県横須賀市小川町27 080-3011-0503

茨城県つくば市大白硲３４１－１ 029-875-7627 平日：月～金　　8:30～17:00

920-0003 石川県金沢市疋田２丁目９９番地 050-3763-1513

石川

㈱トータルシステム

福井

北陸

富山

新潟
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歩行支援機 ACSIVE のご購入をご希望される方へ、必ずご試着をお願いしております。
ご希望者様が、装着できるのか、効果を実感して頂けるのかをご確認の上、ご購入頂いております。
ご希望の場合は、下記販売店様へお問い合わせをお願いします。

歩行支援機　ACSIVE　は、現在安全に自立歩行ができる方を対象としております。膝や足首や体重を支える機能はございません。
また、装具や杖などの代わりをするものではございませんので、装具等を装着されている方は、ACSIVEとの併用をお勧めしております。

2016/3/28更新

販売店名 〒 住所 電話番号 ご連絡事項

サクラケア千曲店/本社 387-0013 長野県千曲市小島3172 026-273-4115 →ホームページ

サクラケア長野店 380-0928 長野県若里7丁目7番5号 026-223-4115 →ホームページ

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 →ホームページ

サクラケア長野南店 381-2223 長野県長野市里島10-1 026-299-4115 →ホームページ

サクラケア中野店 383-0054 長野県中野市七瀬135番2 0269-24-6775 →ホームページ

サクラケア上田店 386-0002 長野県上田市住吉280-8-1 0268-21-4115 →ホームページ

サクラケア佐久店 385-0051 長野県佐久市中込3639-3 0267-64-5115 →ホームページ

サクラケア松本店 390-1701 長野県松本市梓川倭466-3 0263-78-6311 →ホームページ

サクラケア塩尻店 399-0701 長野県塩尻市広丘吉田3348 0263-59-4115 →ホームページ

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 →ホームページ

山梨 ㈲ユウジン社 400-0422 山梨県南アルプス市荊沢421-4 055-284-5909

㈱ナンブ 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字牛転10番地91 0564-64-2773 →ホームページ

㈱トーカイ　名古屋支店 462-0011 愛知県名古屋市北区五反田町78 052-902-5213 →ホームページ

㈱トーカイ　名古屋南営業所 457-0057 愛知県名古屋市南区鳥山町2-6 052-819-6075 →ホームページ

ヤガミホームヘルスセンター名古屋 460-8318 愛知県名古屋市中区千代田2-16-28 052-251-6670

ヤガミホームヘルスセンター鳴海 458-0818 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水69番地の78 052-879-2080

ヤガミホームヘルスセンター大府 474-0038 愛知県大府市森岡町二丁目386番地  0562-45－6505

ヤガミホームヘルスセンター岡崎 444-0011 岡崎市欠町字網笠18番地1 0564-65-3571

ヤガミホームヘルスセンター豊橋 440-0084 愛知県豊橋市下地町字瀬上77-1 0532-58-6011

チームエイド㈱ 440-0824 愛知県豊橋市下瓦町通2-91 0532-64-0884

㈱五月商店　尾張小牧 485-0827 愛知県小牧市文津字池田239番地1 0568-39-6661

ACSIVE専用回線
平日：月～金　　9:00～17：00

㈱トーカイ　岐阜営業課 501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松2627 058-392-6314 →ホームページ

ヤガミホームヘルスセンター岐阜大学病院前 501-1132 岐阜市折立858番地1 058-293-0211

ヤガミホームヘルスセンター岐阜 500-8074 岐阜県岐阜市七軒町25　　 058-265-2736

㈱五月商店　各務原 509-0133 岐阜県各務原市鵜沼古市場町2-56-3 058-384-0231

㈱五月商店　長良 502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2397-5 058-210-0880

イビデン産業㈱ 503-0986 岐阜県大垣市中曽根町622番地 0584-91-8476

㈱トーカイ　中津川営業所 508-0022 岐阜県中津川市北野町1番36号 0573-62-2156

ACSIVE専用回線
平日：月～金　　9:00～17：00

㈱トーカイ　三重支店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町409-1 059-238-2329 →ホームページ

ヤガミホームヘルスセンター津 514-0102 三重県津市栗真町屋町東浜1706-4　 059-232-0002

㈲タキモト 519-4323 三重県熊野市木本町633-3 0597-85-2474

アイリス南郊㈱ 515-0052 三重県松阪市山室町2358-11 0598-20-0011

ACSIVE専用回線
平日：月～金　　9:00～17：00

㈱東海医療器械 410-0022 静岡県沼津市大岡901－３ 055-921-5387

ヤガミホームヘルスセンター静岡 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-10-7 054-238-6521

ヤガミホームヘルスセンター浜松 430-0913 静岡県浜松市中区船越町54-5 053-462-4741

㈱トーカイ　浜松支店 433-8118 静岡県浜松市中区高岡西3丁目3番16号 053-430-6652 →ホームページ

レタスワールド㈱ 413-0231 静岡県伊東市富戸1309-24 0557-33-1294

豊栄医科器械㈲ 434-0015 静岡県浜松市浜北区於呂3079-10 053-588-1564

カシダス㈱ 578-0957 大阪府東大阪市本庄中１丁目1-35 072-963-3883

(株)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

㈱増田医科器械　滋賀支店 520-2362 滋賀県野洲市市三宅454番地1  （077）587-6441 →ホームページ

(株)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

カシダス㈱ 578-0957 大阪府東大阪市本庄中１丁目1-35 072-963-3883

和歌山 カシダス㈱ 578-0957 大阪府東大阪市本庄中１丁目1-35 072-963-3883

川村義肢㈱ 574-0064 大阪府大東市御領１－１２－１ 072-875-8020

㈱ナンブ　大阪オフィス 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１０番地５号 06-7878-6753 →ホームページ

カシダス㈱ 578-0957 大阪府東大阪市本庄中１丁目1-35 072-963-3883

㈱ババ 557-0063 大阪府西成区南津守5丁目6番12号 06-6658-3060 →ホームページ

㈱増田医科器械　大阪営業所 567-0042　 大阪府茨木市宇野辺2丁目13-13 （072）631-2107 →ホームページ

㈱増田医科器械　東大阪営業所 578-0984　 大阪府東大阪市菱江4丁目6番9号  （072）960-3250 →ホームページ

(株)三笑堂　大阪支店 572-8588 大阪府寝屋川市木屋元町7-14 072-831-1030

(株)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 06-6889-1010

(株)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 072-261-3410

(株)三笑堂　東大阪支店 581-0843 大阪府八尾市福万寺町南1丁目1-1 072-928-3410

(株)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

カシダス㈱ 578-0957 大阪府東大阪市本庄中１丁目1-35 072-963-3883

㈲フットクリエイト 600-8151 京都市下京区間之町通上珠数屋町下ル打越町318 075-365-3748

㈱増田医科器械　京都本社 612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町50番地 075-623-7111 →ホームページ

㈱増田医科器械　舞鶴支店 624-0831　 京都府舞鶴市字女布小字馬場143番地1 （0773）77-2181 →ホームページ

㈱増田医科器械　京丹後営業所 629-2503　 京都府京丹後市大宮町周枳2226番地1 （0772）64-4477 →ホームページ

(株)三笑堂　本社 601-8533 京都府南区上鳥羽大物町68 075-681-5131

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

(株)三笑堂　福知山営業所 620-0867 京都府福知山市宇前田小字池部43番14 0773-20-3410

(株)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

(株)三笑堂　右京営業所 616-8211 京都府京都市右京区常磐御池町21-9 075-881-3410

(株)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

(株)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

カシダス㈱ 578-0957 大阪府東大阪市本庄中１丁目1-35 072-963-3883

㈱福本義肢製作所 678-0004 兵庫県相生市池之内４８８番2 0791-23-2155

㈱増田医科器械　神戸営業所 650-0045　 神戸市中央区港島中町4丁目1番1ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ503号室 （078）302-7101 →ホームページ

(株)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

(株)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

橋本義肢製作㈱ 702-8025 岡山県岡山市南区浦安西町32-13 086-262-0126

㈱トーカイ　岡山営業所 700-0972 岡山県岡山市北区上中野2丁目14-8 086-243-2277

㈱トーカイ　倉敷営業所 710-0807 岡山県倉敷市西阿知町1282-1 086-465-1114

㈱フルケア 岡山営業所 701-0221 岡山県岡山市南区藤田651番地の18 086-250-9252 →ホームページ

㈲フィリンク 699-0613 島根県出雲市斐川町神氷2535-11 0853-73-7001

米子義肢製作所 683-0852 鳥取県米子市河崎3129-3 0859-29-8823

㈲フィリンク 699-0613 島根県出雲市斐川町神氷2535-11 0853-73-7001

㈱フルケア 山陰営業所 693-0033 島根県出雲市知井宮町185番地2F 0853-20-1302 →ホームページ

㈱中村酸素 730-0837 広島県広島市中区江波沖町6番31号 082-292-6000 →ホームページ

㈱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 →ホームページ

㈱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 →ホームページ

㈱フルケア 広島営業所 733-0035 広島県広島市西区南観音7丁目13番20号 082-503-1531 →ホームページ

㈱フルケア 呉営業所 737-0051 広島県呉市中央5丁目9番4号 0823-27-3775 →ホームページ

㈱フルケア 福山営業所 721-0973 広島県福山市南蔵王町5丁目3-17-105 084-946-5570 →ホームページ

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

㈱ササキコーポレーション 755-0063 山口県宇部市南浜町２丁目7-21 0836-21-8181

㈱ハツタ山口 745-0801 山口県周南市久米1124 0834-25-1026 →ホームページ

㈱ハツタ山口 岩国営業所 741-0092 山口県岩国市多田3-104-4 0827-44-0532 →ホームページ

㈱ハツタ山口 山口営業所 754-0002 山口県山口市小郡下郷3399-1 083-976-8671 →ホームページ

フルケア山口 750-0012 山口県下関市観音崎町10-8 083-249-5105 →ホームページ

㈲ゆうあい車椅子 761-8056 香川県高松市上天神町434 087-865-7539

㈱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 ㈲高松義肢製作所 791-0101 愛媛県松山市溝辺町265 089-977-3659

㈱かなへ義肢製作所 780-8036 高知県高知市東城山町143-7 088-831-8832

㈲バイタルフス高知 781-8122 高知県高知市高須新町3丁目4-10 088-861-2332

土佐酸素㈱ 本社 780-0814 高知県高知市稲荷町2-15 088-882-6128 →ホームページ

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 →ホームページ

徳島 ㈱かなへ義肢製作所 770-0943 徳島県徳島市中昭和町3丁目9 088-652-5719

株式会社　今仙技術研究所

0568-58-2207
ACSIVE専用回線
平日：月～金　　9:00～17：00

地方 ホームページ
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㈱松本義肢製作所 485-8555 愛知県小牧市大字林201番地の3

㈱松本義肢製作所 485-8555 愛知県小牧市大字林201番地の3 0568-58-2207
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㈱松本義肢製作所 485-8555 愛知県小牧市大字林201番地の3 0568-58-2207

ACSIVE専用回線
平日：月～金　　9:00～17：00
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㈱松本義肢製作所 485-8555 愛知県小牧市大字林201番地の3
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歩行支援機 ACSIVE のご購入をご希望される方へ、必ずご試着をお願いしております。
ご希望者様が、装着できるのか、効果を実感して頂けるのかをご確認の上、ご購入頂いております。
ご希望の場合は、下記販売店様へお問い合わせをお願いします。

歩行支援機　ACSIVE　は、現在安全に自立歩行ができる方を対象としております。膝や足首や体重を支える機能はございません。
また、装具や杖などの代わりをするものではございませんので、装具等を装着されている方は、ACSIVEとの併用をお勧めしております。

2016/3/28更新

九州+219:247
平日：月～金　９：００～１７：００　

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

日本ウィールチェアー㈱　九州支店 807-0082 福岡県北九州市八幡西区小嶺台1丁目2-18号 093-613-2833

㈱クローバー 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川2丁目2-29 092-872-7131

㈱久留米有薗製作所 839-0841 福岡県久留米市御井旗崎4丁目6-26 0942-44-3635

㈱らそうむ 820-0001 福岡県飯塚市鯰田2425-206 0948-43-8310

有薗ブレース㈱ 802-0064 北九州市小倉北区片野2-21-4 093-931-1585

㈲佐賀有薗義肢製作所 849-0937 佐賀県佐賀市鍋島4-3-5 0952-31-3411

㈱日本義肢製作所 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠1-6-42 093-512-3383 →ホームページ

長崎 ㈱長崎かなえ 852-8102 長崎県長崎市坂本1-6-10 0958-45-6255

㈲大分タキ 874-0011 大分県別府市大字内竈字中無田1392-2 0977-67-6538

㈲大分有薗義肢製作所 870-0815 大分県大分市南春日町２番１号 097-543-4152

江藤酸素㈱　本社医療営業所 870-0198 大分県大分市乙津町1番16号 097-556-8123 →ホームページ

江藤酸素㈱　別府医療営業所 874-0013 大分県別府市古市町881-179 097-767-3500 →ホームページ

江藤酸素㈱　宇佐医療営業所 879-0472 大分県宇佐市大字上元重字小田尾254-4 0978-33-4700 →ホームページ

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 →ホームページ

㈲マキタ義肢製作所 885-0081 宮崎県都城市鷹尾１丁目27街区11-2号 0986-24-6598

㈲大渡義肢製作所 882-0872 宮崎県延岡市愛宕町２丁目4-12 0982-32-2457

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 →ホームページ

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 →ホームページ

有園義肢㈱ 866-0815 熊本県八代市長田町3300番地 0965-33-3983

㈱ホワシ 861-8045 熊本県熊本市小山５丁目19-55 096-389-5411

㈱薗田義肢製作所 860-0811 熊本県中央区本荘４丁目５番５号 096-364-9376

㈲熊本託麻義肢 861-8034 熊本県熊本市東区八反田２丁目1-49 096-380-8673

㈲マスナガ 861-4115 熊本県熊本市南区川尻6-9-77 096-357-1231 →ホームページ

㈱中礼義肢製作所 899-5652 鹿児島市加治屋町11-3 0995-65-7761

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 →ホームページ

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 →ホームページ

㈲砂田義肢製作所 901-2101 沖縄県浦添市西原5丁目2-16 098-879-5686

㈲赤田義肢製作所 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-103-20 098-832-8413

㈲ハート義肢 904-0012 沖縄県沖縄市安慶田4丁目17番11号 098-930-0275

㈱佐喜眞義肢 904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武10914 098-983-2577

㈲琉球義肢製作所 901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩4-6-1 098-893-2126

株式会社　今仙技術研究所

九州

福岡

㈱有薗製作所 805-8538 福岡県北九州市八幡東区東田1丁目7番5号

佐賀

大分

宮崎

熊本

鹿児島

沖縄 沖縄

080-3256-7598

http://www.nippongishi.com/
http://www.nippongishi.com/
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://st-masunaga.co.jp/
http://www.etosanso.co.jp/medical.html
http://www.etosanso.co.jp/medical.html

