
住宅改修等受領委任払い登録事業者名簿

登録する事業の種類

住宅改修 福祉用具購入

みらい住改第 1号 〒300-0854 茨城県つくば市東光台4-19-7 パナソニックエイジフリーショップつくば 江幡　修 0120-505-294 ○ ○ 平成25年3月14日

みらい住改第 2号 〒300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田1405 五洋建設 山田　晴義 0297-58-0898 ○ 平成25年3月28日

みらい住改第 3号 〒302-0034 茨城県取手市戸頭8-7-3 パナソニックエイジフリーショップふれあい取手 高野　寛之 0297-70-7201 ○ ○ 平成25年4月30日

みらい住改第 4号 〒300-0063 茨城県土浦市若松町1-21 栗原医療器械店 小川　雅士 029-823-2161 ○ ○ 平成25年5月24日

みらい住改第 5号 〒300-2716 茨城県常総市大房715-2 健友リース 木村　重男 0297-30-8008 ○ ○ 平成25年5月10日

みらい住改第 6号 〒315-0033 茨城県石岡市東光台4-9-3 茨城福祉サービス　 中山　宏 0299-28-1829 ○ ○ 平成25年5月10日

みらい住改第 7号 〒300-2325 茨城県つくばみらい市中島103-3 近藤建装 近藤　敦 0297-58-1265 ○ 平成25年6月11日

みらい住改第 8号 〒302-0005 茨城県取手市東3-7-1 取手福祉サービス 角田　善政 0297-85-3396 ○ ○ 平成25年6月24日

みらい住改第 9号 〒301-0832 茨城県龍ケ崎市緑町46 ファインケア 萩原　久美子 0297-85-2650 ○ ○ 平成25年7月16日

みらい住改第10号 〒310-0913 茨城県水戸市見川町2131-992 フランスベッド 黒澤　喜一 029-305-5861 ○ ○ 平成25年7月23日

みらい住改第11号 〒300-1222 茨城県牛久市南1-4-20 春さんさん館　 門井　聡 029-874-5015 ○ ○ 平成25年9月13日

みらい住改第12号 〒303-0018 茨城県常総市十花町446-1 ケア・オフィス 大澤　清 0297-30-0063 ○ ○ 平成26年3月20日

みらい住改第13号 〒311-4164 茨城県水戸市谷津町1-8 ロングライフ 田中　博文 029-257-2345 ○ ○ 平成26年3月31日

みらい住改第14号 〒301-0041 茨城県龍ヶ崎市若柴町2967-5-103 フローラ　ナチュラルライフサポート 鬼束　有希 0297-66-6050 ○ ○ 平成26年7月18日

みらい住改第15号 〒305-0001 茨城県つくば市栗原2313 ヘルスレント茨城南ステーション 吉村　裕一 029-828-7773 ○ 平成26年11月14日

みらい住改第16号 〒277-0832 千葉県柏市北柏4-2-2 木の国工房 遠藤　又四郎 04-7166-3400 ○ 平成27年1月23日

みらい住改第17号 〒310-0912 茨城県水戸市見川4-395-1 茨城ケアシステムズ 本田　慶太 029-303-6541 ○ 平成27年3月20日

みらい住改第18号 〒300-2451 茨城県つくばみらい市箕輪134 フタバ建設 渡辺　悟 0297-44-9771 ○ 平成27年7月2日

みらい住改第19号 〒300-2648 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1 ウエルシア介護サービスつくば 小林　通孝 029-848-2008 ○ ○ 平成27年8月25日

みらい住改第20号 〒300-1222 茨城県牛久市南3-20-2 ニチイ学館　ニチイケアセンター　牛久南 森　信介 029-878-5035 ○ 平成27年11月24日

みらい住改第21号 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田3-13-13 フロンティア　三郷営業所 永井　宏毅 048-950-7172 ○ ○ 平成28年3月24日

みらい住改第22号 〒344-0067 埼玉県春日部市中央8-2-5 アイライクホーム 小野寺　邦彦 048-734-8877 ○ ○ 平成28年6月2日

みらい住改第23号 〒300-2642 茨城県つくば市高野439 つかだアドバンス 塚田　裕子 029-847-1313 ○ ○ 平成29年5月15日

みらい住改第24号 〒304-0023 茨城県下妻市大串851-1 さくら介護センター 菊池　充子 0296-45-1606 ○ ○ 平成29年6月5日

みらい住改第25号 〒302-0001 茨城県取手市小文間4694 ファミリーケアサポート 大野　晃平 0297-63-2371 ○ ○ 平成29年11月14日

みらい住改第26号 〒300-2302 茨城県つくばみらい市狸穴1386-9 本間工務店 本間　信明 0297-58-2821 ○ 平成30年5月28日

みらい住改第27号 〒300-0817 茨城県土浦市永国1059-1永井ビル102 アールイーライフ福祉用具相談所 柳生　洋樹 029-879-9490 ○ ○ 平成30年7月2日

みらい住改第28号 〒302-0127 茨城県守谷市松ケ丘3-8 ジョイフル本田リフォーム守谷店 菅原　勇太 0297-48-8040 ○ 平成31年3月13日

みらい住改第29号 〒300-2716 茨城県常総市大房715-2 建友リフォーム協同組合 木村　重男 0297-30-8008 ○ 平成31年4月24日

みらい住改第30号 〒310-0853 茨城県水戸市平須町1828-254 ロイエル商会 上野　義哉 029-244-9531 ○ ○ 令和元年7月23日

みらい住改第31号 〒300-2308 茨城県つくばみらい市伊奈東33-99 後藤工務店 後藤　喜浩 0297-58-7099 ○ 令和元年7月25日

みらい住改第32号 〒301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘7-23-2 ネモ建築設計 根元　ひとみ 0297-68-7557 ○ 令和元年8月7日

みらい住改第33号 〒300-0814 茨城県土浦市国分町7-5 日本ドライ 介護用品のスマイル 土浦営業所 本田　久博 029-879-5446 ○ ○ 令和元年9月30日

みらい住改第34号 〒300-1235 茨城県牛久市刈谷町2-172-5 ALOHA 関澤　正範 029-886-7397 ○ ○ 令和元年10月25日

みらい住改第35号 〒274-0812 千葉県船橋市三咲4-11-1 ライフケアタカサ船橋支店 鎗田　貞子 047-407-8622 ○ ○ 令和2年3月5日

登録日 廃止日登録番号 〒 住所 事業所名 代表者氏名 電話番号
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みらい住改第36号 〒302-0118 茨城県守谷市立沢727-7 住まいくらぶ 菊田　酉介 0297-44-8383 ○ ○ 令和2年3月30日

みらい住改第37号 〒300-1221 茨城県牛久市牛久町259-2 フジタデンキ 藤田　忠 029-872-0222 ○ ○ 令和2年4月8日

みらい住改第38号 〒270-1168 千葉県我孫子市根戸962番地29 ゆとりっぷ株式会社 松永　淑宏 04-7151-0322 〇 〇 令和3年3月18日
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