
お問い合わせは上記の店舗または、
お近くのヨネザワへ

福祉機器相談窓口

ヨネザワは、福祉法に基づく
様々な福祉機器を取り扱っています。

福祉機器のご案内

福祉法では、身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、

メガネや補聴器、拡大読書器、ファックスなどの

福祉機器を交付する制度があります。

ヨネザワでは、各市町村と交付契約を結び、

ご要望にお応えできる福祉機器を取り揃え、

皆様の快適な生活をサポートする万全の体制を整えております。

2019.5.1

【熊本県】

【福岡県】

【佐賀県】

【長崎県】

【大分県】

【宮崎県】

【鹿児島県】

【山 口 】

本 店

玉 名 築 地 店

八 代 松 江 店

宮 ノ 陣 店

今 宿 店

イ オ ン 戸 畑 店

佐 賀 本 店

時津日並バイパス店

東 諫 早 店

佐世保四ヶ町店

大 分 中 央 店

宮 崎 住 吉 店

都 城 広 原 店

延 岡 日 の 出 店

天文館鹿児島本店

鹿 屋 札 元 店

サンパークあじす店

TEL.096-383-5111

TEL.0968-76-7810

TEL.0965-35-7422

TEL.0942-36-6611

TEL.092-805-7888

TEL.093-616-6628

TEL.0952-27-7401

TEL.095-894-1705

TEL.0957-35-5163

TEL.0956-24-7855

TEL.097-513-5922

TEL.0985-39-2121

TEL.0986-26-6300

TEL.0982-22-1868

TEL.099-216-8735

TEL.0994-41-5050

TEL.0836-39-7636

※福祉機器は、ヨネザワ全店で取り扱っております。



前掛式・・・・・・・・・¥21,500
眼鏡（度入り）・・・・¥30,000

交付基準額

◎ ヴェルジネ（東海光学）フレームカラーラインナップ

光過敏やコントラストの喪失、暗順応低下など、眼疾患から目を守る
カラーレンズ ※網膜色素変性症の方が対象です。遮光眼鏡
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￥20,000（非課税）

※グラフによる「カラー別遮光性能」の比較

※グラフによる「カラー別遮光性能」の比較

※乱視付 ¥34,200

※写真はイメージです

視覚部門 視覚部門

※ＣＣＰレンズにて度付き対応致します。（レンズ代・加工別途）
※フレームサイズは
　2サイズになります。

サイズ：56mm サイズ：53mm 

サイズ：60mm サイズ：58mm サイズ：55mm 

※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ CCP（東海光学）カラーバリエーション

◎ CCP400（東海光学）カラーバリエーション

◎ CCP400（東海光学）カラーバリエーション
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オプション

前掛式（クリップオン）

（一部装着できない場合があります）

耐用年数：4年

2 3

￥10,000（非課税）

【交付対象者】

1.視覚障害により身体障害者手帳を取得していること。

2.羞明を来していること。

3.羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療方法がないこと。

4.補装具費支給事務取扱指針に定める眼科による選定、処方であること。

まぶしさを抑え、コントラストを高める優れた遮光フィルターレンズです。

400mm以下の眩しさを感じる青色の波長をカットし、屋内でも使いやすいカラーです。

機能に裏付けられた独特のフレームデザイン。

日常生活からアウトドアなど活躍の場はオールマイティです。
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◎ viewnal by STG

前掛式

ハードコート………………………………………￥17,800（非課税）
プロガードコート…………………………………￥21,500（非課税）

度入りレンズ

ハードコート2枚 ……………………………………￥10,000（税抜）
プロガードコート2枚 ………………………………￥15,000（税抜）

お手持ちのフレームなどに
取り付けることが可能です。

LV
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TYPE:F

マットボルドー

TYPE:M

ガンメタリック

TYPE:F TYPE:KTYPE:M

ダークレッド

マッドブラウン

マッドブラック フロント：ココア
テンプル：バニラ

マッドローズ







視覚部門 視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◀カバーを
　つけた状態

◀カバーを
　はずした状態
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￥62,800（非課税）

紙幣差し込みボタンを押す事で音声・ブザー・振動
のいづれかで識別が可能。電子マネーの残高を読み
上げる機能もあります。

テックアイオーサービス（お財布型紙幣識別機）
Wallet

システムギアビジョン
タッチボイス
システムギアビジョン
タッチボイス
記憶させたい内容をシールに関連付けて簡単に録音、ペンでシールに触れるだけ
で録音した内容を読み上げ。５年間品質・修理保証とバッテリー交換サービス付き。

盲人用安全杖

ラジオ 歩行時間延長信号機用小型送信機

耐用年数:2年～4年 交付基準額:￥2,000～￥5,000

※交付対象外商品

※自治体により給付対象となる商品に違いがありますので、詳細は自治体にお尋ねください。

マイケーン2

アラミド長繊維強化樹脂製で、軽量で情報伝
達力に優れた白杖です。杖の長さを100cm～
135cmの中からお選びください。

￥7,200～（非課税） ￥5,200～（非課税）

アステム
テレビが聞けるラジオ

地デジテレビの音声とAM・FM放送受信
できるラジオ。全てのボタンに点字表記
が付き、また操作も音声でガイドしてくれ
ます。NHK FMを利用した緊急地震放送
の受信機能もついています。

￥26,852（税抜）

音声標識ガイドシステム
シグナルエイド

カード形状ですので、ポケットに入れたまま持ち運
べ、また付属のクリップで落下を防ぎます。「本体の
上にある押しボタンスイッチを押すだけで、誰でも
簡単に音声案内を受けられます。

￥7,000（非課税）

視覚障がい者用ポータブルレコーダー（録音再生）

※地区により交付基準額が違う場合がございます。
　各市町村の福祉窓口にお問い合せください。便利グッズ

シナノケンシ
プレクストークポケット ＰＴＰ1

点字図書やMP3/Wave(PCM)の音声ファイルを聴
くことができるポケットサイズの小型デイジー録音
再生機です。

￥38,000（非課税）

シナノケンシ
プレクストークポータブルレコーダーPTR3

インターネットに繋ぎ、サピエから直
接音声図書をダウンロード可能。大出
力スピーカー搭載で大きく聞きやす
い音声。初心者にも使いやすい簡単
カバーも付属しています。

￥85,000（非課税）録音再生機

￥48,000（非課税）再生専用機

※SPコードとは、紙に掲載された情報をデジタルに変える二次元シンボルです。

シナノケンシ
プレクストークリンクポケットＰＴＰ1/LINK

無線LANを使用して、デイジー図書の検索、再生、ダ
ウンロードができます。また、長時間の録音やCD
データをバックアップすることも可能です。

￥75,000（非課税）

パナソニック
KZ-PH33

ボタン１つでとろ火、強火の温度調整ができ、
操作が簡単になりました。

￥15,000（税抜）

オムロン　
けんおんくんMC-174V

体温を音声案内ガイドでお知らせ。音声スイッ
チで検温状態や結果をお知らせします。

￥9,000（非課税）

タニタ体組成計
インナースキャンボイス BC-202

デジタルと音声で体重をお知らせ。微妙な体重
の変化をきちんと表示します。

￥15,000（税抜）

テルミー

SPコードを読み込み、デジタル化された文書を音声で読み
上げる装置。

￥99,800（非課税） ￥39,900（非課税）

電磁調理器
交付基準額:￥41,000

耐用年数 :6年 盲人用体温計
交付基準額:￥9,000

耐用年数 :5年 盲人用体重計
交付基準額:￥18,000

耐用年数 :5年交付基準額:￥85,000耐用年数 :6年

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 交付基準額:￥99,800耐用年数 :6年

対象等級

2級以上

ポケッタブルケーン４段

８７ｃｍから１５２ｃｍまで５ｃｍ間隔で１４種類。
つなぎ目の挿入部分が約3cm以上あり、密着
性がよくてガタツキがありません。

￥5,200～（非課税）

IDケーン

補助的に使用するシンボルケーン。折り畳み長が
短いのが特徴。85cm～132cmの中から選べます。

￥4,200～（非課税）

テックアイオーサービス（お財布型紙幣識別機）

￥47,000（非課税）

150以上の色彩ニュアンスを
識別し、色を音声でお知らせ。

システムギアビジョン
カラリーノ

（日常生活用具給付対象品）（日常生活用具給付対象品）

耐用年数:10年 交付基準額:￥7,000

￥89,800（非課税）

紙幣の角を本機のカメラ部分に合わせてボタンを押す
だけで紙幣を読み取り、読み上げます。マナーモード搭載
で、紙幣の識別を音声・バイブレーション・ブザーの3種
類の切り替えが可能、約110ｇの軽量でコンパクトなの
で、外出先のさまざまなシーンで手軽に使用出来ます。

システムギアビジョン
ポータブル紙幣読み取り機QN-20





視覚部門

※視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが
　可能になる方が対象です。視覚障がい拡大読書器

視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
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耐用年数   ：    8年

交付基準額 ：￥198,000
対象等級

6級以上携帯型

2年間製品保証

2年間製品保証

5年保証、バッテリー無償交換サービス

携帯型拡大読書器　
エッシェンバッハ
ヴィゾ・ルクス・デジタルHD 携帯型拡大読書器　

インサイト　ルビーHD

遠くも近くもオートフォーカスのHDカメラ搭載。筆記用スタンド付属
で携帯型拡大読書器なのに文字も書きやすい。

￥198,000（非課税） 

7インチ
拡大率/2～24倍　

1,300万画素フルHDカメラ２台、10インチモニターを装備した高画
質、遠近両用、ミラー機能付の大型携帯型拡大読書器。重量は軽量
700g。

198,000（非課税）

10インチ
拡大率/約2.5～約18.0倍　
※望遠は、距離によって異なります。
※望遠は、約10ｍまでピントが合います。

携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン
クローバー１０

携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン
クローバー１０

13.3インチの大型モニター、フルHDカメラ装備した高細密映像の大
型携帯型拡大読書器。左右方向のスライド機構と前後方向のローラー
機構を備え、ブレのない安定した読書できます。

235,000円（非課税）
198,000円（非課税）

13.3インチ
拡大率/約2.4～約30倍

携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン
トラベラーHD

携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン
トラベラーHD

7インチのLCDモニタに、高細密映像を表示します。 画面を起こすため
のスタンド、使いやすい機能別の操作ボタン、残像の少ないハイコント
ラスト画像など、タブレットPCにはない見えにくい人のために設計さ
れた拡大読書器です。 

￥198,000（税込）

7インチワイド
拡大率/約2.4～約30倍
（カラー・白黒・白黒反転・他16種類）

携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン　クローバー7S
携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン　クローバー7S

持ち手を折りたためばポケットに入るコンパクトなサイズで、ルーペの
様に使う事ができます。

￥99,800（非課税）
拡大率/4.5～13.4倍（カラー・白黒・白黒反転を含む７種類）

携帯型拡大読書器　
日本テレソフト　ペブルＨＤ ベーシック
携帯型拡大読書器　
日本テレソフト　ペブルＨＤ ベーシック

6インチワイドのタッチスクリーン式モニタを採用。本体を持ち上げる
ことで、低倍率（約0.5倍）から表示可能。フルHDカメラにより、遠くも
近くも高コントラストな画像で表示。画面をタッチすることで、アイコ
ンが表示される新感覚の携帯型拡大読書器。

￥194,400（非課税）

7インチ　
拡大率/2～22倍

カラー文書の発色や白黒化に優れています。７インチ画面ながら軽量
（約460ｇ）な本体としっかり握れるグリップは操作性が良く、楽に読め
るスクロール機能を搭載しています。

￥198,000（非課税）

拡大率/約1.8倍～約18倍（読書モード）
※対象物から話した場合、さらに低倍率表示が可能
（カラー・白黒・白黒反転・黒黄・黄青・他17種類）

拡大率/約1.8倍～約18倍（読書モード）
※対象物から話した場合、さらに低倍率表示が可能
（カラー・白黒・白黒反転・黒黄・黄青・他17種類）

携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン　コンパクト6HD
携帯型拡大読書器　
システムギアビジョン　コンパクト6HD

携帯型電子ルーペ
システムギアビジョン　クローバー３

専用の筆記スタンド付きで､外出先でのサインなどに便利です。HD･高
解像度カメラにより、くっきり鮮やかな画質。

￥197,400（非課税）

拡大率/2～14倍
（白黒、白黒反転、青黄、黒黄、その他15種類）

携帯型拡大読書器　
インサイト　ルビーHD5インチ
携帯型拡大読書器　
インサイト　ルビーHD5インチ

軽量で使いやすく、外出先でも、値段、メニュー、ラベル、街路標識など
を読むことができます。本体に映し出した画像を取り込んで、保存する
事もできます。

￥198,000（非課税）
拡大率/1.4～25倍（カラー・白黒・白黒反転など25種類表示）

携帯型拡大読書器　
日本テレソフト　アミーゴHD
携帯型拡大読書器　
日本テレソフト　アミーゴHD

￥２9，８００（非課税）

３．５インチ
拡大率/約3.8～16.0倍

持ちやすく手になじむコンパクトなボディ。見たいものに置いても、か
ざしても、簡単にズームができます。

あんしんアフターサービスセット

折畳み式ながらハイビジョンカメラを採用しくっきり鮮やかな画像が得
られます。本体重量は3.8kgと軽く場所を選ばず持ち運びが可能です。

￥230,000（非課税）

モニター１２インチ
倍率　1.7倍～24倍
（カラー・白黒反転・白黒・黒緑・黒黄・青黄）

据え置き型拡大読書器
インサイト
トパーズPHD

据え置き型拡大読書器
インサイト
トパーズPHD

見たいものに置いて拡大、かざして拡大。4.3インチの大画面でくっ
きり表示。ボタンも大きく使いやすい設計です。

￥39,800（非課税）

拡大率/約3.5倍～約16倍（被写体に載せた場合）
※対象物から話した場合、さらに低倍率表示が可能
（カラー・白黒・白黒反転・黒黄）

拡大率/約3.5倍～約16倍（被写体に載せた場合）
※対象物から話した場合、さらに低倍率表示が可能
（カラー・白黒・白黒反転・黒黄）

電子ルーペ
システムギアビジョン　クローバー4
電子ルーペ
システムギアビジョン　クローバー4





箱　　　　　　型 FMシステム

耳 か け 型

耳 あ な 型

骨 導 型 付 属 品

交付基準:\55,800交付基準:\34,200

交付基準:\67,300

交付基準:\9,000

交付基準:\43,900

交付基準:\87,000

交付基準:\120,000

交付基準:\137,000

聴覚部門 聴覚部門

補聴器

高度難聴用

デジタルで聞きやすく、自動雑音抑
制で、より快適な聞き取りをお手伝
いいたします。

重度難聴用

簡単な操作で、さらに強力なパワ
ータイプ。大きな音量が必要な方に
最適です。

高度難聴用

小型で軽量タイプ。耳の後にかける
ので目立ちません。

レディメイド

眼鏡型

ひろった音をバイブレータで機械
的な振動に変え、直接頭の骨を通し
て内耳に伝えます。
※伝音性難聴の方が対象です。

オーダーメイド

人気のオーダーメイド。お一人お一人の耳の形と聴こえに合わせて作製します。

重度難聴用

薄型で高出力の耳かけタイプ。低音
部、高音部の音質調整装置付きです。

ボリューム調整などのスイッチが大きく、操作性にすぐれた箱形。上着のポケットに入れて携帯したり、ご家庭での使用に最適です。 FMシステムは、話し手の声をマイクで拾い、FM電波で聞き手に快適な聞きとりを実現する補聴器援助システムです。

耳の後側にかけるタイプの補聴器は、小さいのであまり目立たず負担をかけない軽量タイプ。多彩な性能も大きな魅力です。

イヤモールド

音質調整向上・音もれ防止・脱落防止に効果があります。

耳あなにすっぽりおさめるタイプの補聴器。一人ひとりの耳の形、聴力に合わせてつくるオーダーメイドと、既製品があります。

※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

コルチトーンTH38
GNリサウンド
ココCC-V

GNリサウンド
ココCC-PV

イージーテックブースト
（別売）

コルチトーン TH-1103

再交付の留意点
※詳しくは店頭にてお尋ねください。

耐用年数内での再交付については、使用状況など、充分に現物確認の上、修理が適当なのか再交付が適当なのかを判断します。
※交付を受けた補聴器の修理も対象となります。

コルチトーン　

聴覚障がい者用装置

耐用年数：5年

16 17

交付基準額:\71,000耐用年数 :5年

※写真はオーダーメイドです。

話し手

FMマイク（送信機）を装着

聞き手

補聴器に受信機を装着

送信機

マイクは話し手の首にかけて使うほか、補聴器
装用者自身がマイクを持って相手に向けたり、
また話し手の目の前の卓上に置いたりして、話
し手の声を補聴器に届けることができます。

受信機

受信機は補聴器に接続して使用します。受信
機はお使いの補聴器に合わせて選ぶ事がで
きます。
※対応機種は店頭にてお尋ね下さい。

ロジャーインスパイロ

ロジャーエックス

交付については、各市町村に
お問い合わせください。

FMの電
波を利用

して音声
を飛ばし

ます

フォナック　
ナイーダV30 SP-W

カスタムイヤ（ITE）
W3-7000

フォナック 
ナイーダV30 UP

Ｔeneo専用
リモコン

Teneo HP+ シーメンス octiv SP+

リモコン操作が
可能な物もあります

パナソニックファクシミリ
「おたっくす」 KX-PD615DL

約4.7型大画面液晶で、届いたファックスを大き
く表示。ズームもできてしっかり確認できます。

￥30,800（税抜）

ブラザーBASICシリーズ
MFC-J737DN

ファックス、電話、プリンターを１台に。コードレス
電話機付エントリーモデル。

￥33,750（税抜）

アステム  
アイ・ドラゴン3

地上デジタルチューナー内蔵のCS障害
者放送受信機。

￥88,900（非課税）基本セット

※聴覚障がい者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められた方が対象です。

※別途標準工事費￥15,000（税抜）が必要になります。

ミニポケット、イージーポケット
（いずれも別売）
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給付申請手続きについて
日常生活用具の給付制度を利用して、入手を希望する場合は、次のような手続きが必要となります。

1.身体の欠損又は損なわれた身体機能を捕完、代替するもの

で、障害個別に対応して設計・加工されたもの

2.身体に装着して（装用）して日常生活又は就学・就労に用い

るもので、同一製品を継続して使用するもの

3.給付に際して専門的な知見（医師の判定書又意見書）を要

するもの

支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基
づき、市町村が行います。利用者負担は原則1割負担になります。

級　別

1　級

2　級

3　級

4　級

5　級

6　級

視　覚　障　害

１．視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
２．視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
３．周辺視野角度（I/4視標による。以下同じ。）の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ 
 両眼中心視野角度（I/2視標による。以下同じ。）が28度以下のもの
４．両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

１．視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの（2級の2に該当するものを 
 除く。）
２．視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
３．周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度 
 以下のもの
４．両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

１．視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの（3級の2に該当するものを 
 除く。）
２．周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
３．両眼開放視認点数が70点以下のもの

１．視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
２．両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
３．両眼中心視野角度が56度以下のもの
４．両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの
５．両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

視力の良い方の目の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の視力が0.02以下のもの

級　別

2　級

3　級

4　級

6　級

聴　覚　障　害

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジ
ベル以上のもの（両耳全ろう）

両耳の聴力レベルが90デジベル以上の
もの（耳介に接しなければ大声話を理解
し得ないもの）

1.両耳の聴力レベルが80デジベル以上 
 のもの（耳介に接しなければ話声語を 
 理解し得ないもの）
2.両耳による普通話声最良の語音明瞭 
 度が50％以下のもの

1.両耳の聴力レベルが70デジベル以上 
 のもの（40cm以上の距離で発声され 
 た会話語を理解し得ないもの）
2.一側耳の聴力レベルが90デジベル以 
 上、他側耳の聴力レベルが50デジベ 
 ル以上のもの

（指数弁は視力0.01、手動弁・明暗弁は視力0とする）
（500HZ、1000HZ、2000HZの聴力レベルをそれぞれ
a.b.cとして（a+2b+c）÷4で聴力レベルを算出する）

視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のあ
る者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）が0.01以下のもの

補装具（以下の3つの要件をすべてみたすもの）

■捕装具の支給

捕装具の支給の流れ

申 請 者

申請（市町村）

見積提出（市町村）

支給決定（市町村）

障害者とヨネザワとの契約（ヨネザワ）

【償還払い方式】費用を全額負担し、後から9割払い戻しを受ける制度
【代理受理方式】費用を1割負担し、ヨネザワが市町村に残りの
　　　　　　　9割を請求する制度

商品のお渡し（ヨネザワ）

支払い

←製作指導・適合判定（更正相談所等指定育成医療機関・保健所）

←意見（更生相談所等指定育成医療機関・保健所）

1.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.日常生活上の困難を改善し、自律を支援し社会参加を促進

するもの

3.製作や改良、開発にあ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常生活品として一般的に普及してな

いもの

日常生活用具（以下の3つの要件をすべてみたすもの）

給付決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基
づき、市町村が行います。利用者負担は市町村が決定します。

※各自治体によって異なる場合がございます。
　詳しくはお近くの福祉事務所へご相談下さい。

■日常生活用具の給付

日常生活用具の給付の流れ

申 請 者

申請（市町村）

見積提出（市町村）

支給決定（市町村）

商品のお渡し（ヨネザワ）

支払い

■志免店

■博多阪急店

■和白店

■長住店

■ワイプラス大野城店

■イオン乙金店

■前原美咲が丘店

■今宿店

■くりえいと宗像店

■福津店

■幸袋店

■筑前店

■サンリブ久留米店

■久留米上津店

■イオン小郡店

■宮ノ陣店

■ゆめモール筑後店

■ゆめマートうきは店

■吉井店

■八女店

■ゆめタウン八女店

■大川店

■柳川本町店

■ゆめモール柳川店

■イオンモール大牟田店

■ゆめタウン大牟田店

■大牟田吉野店

■遠賀店

■上津役店

■イオン戸畑店

■ゆめタウン南行橋店

■老司店

■佐賀本店

■鳥栖店

■吉野ヶ里店

■イオンモール佐賀大和店

■ゆめタウン佐賀店

■南佐賀店

■バニーズ三日月店

■フードウェイ多久店

■江北店

■武雄店

■嬉野店

■鹿島ピオ店

■鹿島バイパス店

■唐津市役所前店

■唐津和多田大土井店

■伊万里八谷搦店

■浜町店

■四ヶ町店

■京坪店

■本山店

■日野店

■日宇店　

■大村空港通り店

■イオン大村店

■東諌早店

■島原店

■イオン有家店

■イオン時津店

■時津日並バイパス店

■西友道の尾店

■イオンタウン長与店

■フレスポ深堀店

■五島シティモール店

■■中央店

■津留店

■イオン高城店

■南大分店

■鶴崎店

■米良バイパス店

■別府鶴見店

■ゆめタウン別府店

■竹田店

■佐伯店

■コスモタウン佐伯店

■フレスポ豊後大野店

■サンリブ臼杵店

■宇佐店

■イオンモール三光店

■ゆめタウン中津店

■豊後高田店

■日田インター店

■日田本町店

■本店

■本店補聴器サロン

■下通店

■健軍店

■日赤通り店

■近見店

■ゆめマート田崎店

■サンリブ清水店

■西廻りバイパス店

■上熊本店

■ゆめタウンはません店

■イオン熊本中央店

■ゆめタウン大江店

■ゆめタウンサンピアン店

■武蔵ヶ丘店

■ヨネザワ補聴器武蔵ヶ丘店

■ゆめタウン光の森店

■嘉島店

■イオンモール熊本店

■菊南店

■アンビー熊本店

■植木店

■荒尾万田店

■あらおシティモール店

■ゆめタウン玉名店

■玉名築地店

■菊池店

■菊池キャニオン店

■山鹿店

■鹿本店

■サンリーイオン菊陽店

■大津店

■阿蘇店

■宇土店

■宇土松原交差店

■松橋店

■イオンモール宇城店

■ゆめタウン八代店

■八代海士江店

■■八代松江店

■人吉バイパス店

■人吉レックス店

■イオン錦店

■サンロード免田店

■水俣店

■本渡店

■宮崎大塚店

■浮之城店

■清武加納店

■宮交シティ店

■赤江店

■住吉店

■平和台店

■都城広原店

■タイヨー都城店

■小林店

■日南平野店

■高鍋店

■西都店

■日向財光寺店

■イオンタウン日向店

■延岡日の出店

■天文館鹿児島本店

■補聴器サロン天文館本店

■オプシアミスミ店

■吉野店

■フレスポ与次郎店

■伊敷ニュータウン店

■中山店

■谷山和田店

■指宿店

■加世田店

■枕崎店

■伊集院店

■串木野店

■■川内中郷店

■プラッセだいわ川内店

■出水店

■タイヨー大口店

■イオンタウン姶良店

■姶良バイパス店

■イオン隼人国分店

■国分中央店

■ニシムタ岩川店

■■鹿屋札元店

■鹿屋朝日店

■志布志店

■ニシムタスカイマーケット鴨池店

■下関東駅店

■ゆめタウン山口店

■サンパークあじす店

■イオン防府店

■イオンタウン周南久米店

■ゆめタウン徳山店

TEL.092-936-3550

TEL. 092-419-5383

TEL.092-608-3411

TEL.092-511-5155

TEL.092-589-2510

TEL.092-586-5871

TEL.092-331-8611

TEL.092-805-7888

TEL.0940-38-0370

TEL.0940-52-2111

TEL.0948-21-9037

TEL.0946-22-7355

TEL.  0942-65-9166

TEL.0942-22-0202

TEL.0942-65-4160

TEL.0942-36-6611

TEL.0942-52-8175

TEL.0943-74-5888

TEL.0943-76-5113

TEL.0943-24-4020

TEL.0943-25-1850

TEL.0944-86-8770

TEL.0944-72-5951

TEL.0944-32-9253

TEL.0944-41-0551

TEL.0944-85-9557

TEL.0944-58-4377

TEL.093-291-2055

TEL.093-614-1320

TEL.093-616-6628

TEL.0930-28-8833

TEL.092-566-0680

TEL.0952-27-7401

TEL.0942-84-4230

TEL.0952-52-8035

TEL.0952-97-7730

TEL.0952-36-8320

TEL.0952-22-0880

TEL.0952-73-9211

TEL.0952-75-8540

TEL.0952-86-5522

TEL.0954-23-6630

TEL. 0954-28-9918 

TEL.0954-63-0211

TEL.0954-69-8010

TEL.0955-75-1616

TEL.0955-58-9571

TEL.0955-22-8767

TEL.095-816-2005

TEL.0956-24-7855

TEL.0956-22-3080

TEL.0956-48-7130

TEL.0956-29-2120

TEL.0956-20-8121

TEL.0957-27-3588

TEL. 0957-54-8992

TEL.0957-35-5163

TEL.0957-65-5080

TEL.0957-65-2360

TEL.095-813-2066

TEL.095-894-1705

TEL.095-857-5959

TEL.095-801-2227

TEL.095-832-3580

TEL.0959-88-9601

TEL.097-513-5922

TEL.097-552-5600

TEL.097-574-8613

TEL.097-545-5211

TEL.097-523-1211

TEL.097-567-9061

TEL.0977-26-5101

TEL.0977-27-1591

TEL.0974-63-3988

TEL.0972-22-4550

TEL.0972-20-5170

TEL.0974-24-0337

TEL.0972-64-7220

TEL.0978-33-4841

TEL.0979-26-9200

TEL.0979-23-2411

TEL.0978-23-1060

TEL.0973-22-0511

TEL.0973-28-5636

TEL.096-383-5111

TEL.096-383-3336

TEL.096-326-5111

TEL.096-365-5111

TEL.096-383-1511

TEL.096-359-8000

TEL.096-342-4011

TEL. 096-223-5552

TEL.096-326-1410

TEL.096-212-3050

TEL.096-373-2050

TEL.096-364-1187

TEL.096-342-6342

TEL.096-292-8108

TEL.096-339-3939

TEL.096-215-8033

TEL.096-233-1555

TEL.096-237-1116

TEL.096-235-6730

TEL.096-345-3232

TEL.096-348-6000

TEL.096-272-5111

TEL.0968-62-3855

TEL.0968-66-4500

TEL.0968-74-0017

TEL.0968-76-7810

TEL.0968-25-1771

TEL.0968-25-3400

TEL.0968-44-1211

TEL.0968-46-1701

TEL.096-232-3333

TEL.096-293-0010

TEL.0967-23-4710

TEL.0964-23-1410

TEL.0964-27-5858

TEL.0964-33-5011

TEL.0964-43-5488

TEL.0965-35-5100

TEL.0965-62-8781

TEL.0965-35-7422

TEL.0966-22-4800

TEL.0966-24-7777

TEL.0966-25-2550

TEL.0966-47-2890

TEL.0966-63-5556

TEL.0969-23-7500

TEL.0985-63-5891

TEL.0985-26-1681

TEL.0985-84-4720

TEL.  0985-64-0711

TEL.0985-64-7650

TEL.0985-39-2121

TEL.0985-60-1988

TEL.0986-26-6300

TEL.0986-47-4430

TEL.0984-22-7734

TEL.0987-31-1848

TEL.0983-21-1177

TEL.0983-42-6355

TEL.0982-54-4236

TEL.0982-55-8288

TEL.0982-22-1868

TEL.099-216-8735

TEL.099-208-0138

TEL.099-202-0383

TEL.099-243-5060

TEL.099-213-0066

TEL.099-294-9980

TEL.099-267-9966

TEL.099-267-9955

TEL.0993-25-6060

TEL.0993-52-7711

TEL.0993-73-2550

TEL.099-272-3900

TEL.0996-33-2090

TEL.0996-23-1788

TEL.0996-20-8330

TEL.0996-63-0188

TEL.0995-22-2522

TEL.0995-67-1080

TEL.0995-66-3300

TEL.0995-43-8666

TEL.0995-46-8850

TEL.099-479-4877

TEL.0994-41-5050

TEL.0994-40-9100

TEL.099-473-3883

TEL.099-230-0843

TEL.083-223-2538

TEL.083-929-3797

TEL.0836-39-7636

TEL. 0835-28-9199

TEL.0834-34-0307

TEL. 0834-33-1010

福岡

佐賀

長崎 熊本

宮崎

山口

鹿児島

大分

九州最大級のネットワークで、皆様の快適な生活をサポートする万全の体制を整えております。
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補聴器サロン店

福祉機器設置店
※交付基準額は、金額が変更になる場合、各自治体によって異なる場合がございます。詳しくはお近くの福祉窓口へお問い合せください。

※商品の価格が変更になる場合がございます。ご了承ください。
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