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北海道

青森県

岩手県

秋田県

宮城県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

千葉県

東京都

旭川市 稚内市 伊達市 根室市 寿都郡 黒松内町 標津郡中標津町

八戸市 十和田市 上北郡東北町

北上市

秋田市 潟上市

仙台市 栗原市 鹿島台町 登米市 名取市 大崎市 白石市 禾」府町

石巻市 牡鹿郡女川町 柴田町

高畠BJ 米沢市 寒河江市 真室川町 真屋川町 中山町 東本」山郡 晨上郡

相馬市 南相馬市 喜多方市

水戸市 常陸太田市 桜川市 石岡市 鉾田市 那珂市 稲敷郡阿見町

鹿嶋市

宇都宮市 小山市 那須塩原市 真岡市 下都賀郡壬生町

千葉市 中央区 美浜区 稲毛区 緑区 佐倉市 印西市 茂原市 鎌ヶ谷市

柏市 成田市 松戸市 柏市 我孫子市 白丼市 四街道市 市原市

船橋市 八千代市 東金市 香IIP市

世田谷区 豊島区 台東区 港区 練馬区 渋谷区 大田区 墨田区 葛飾区

荒川区 町田市 東大禾□市 東本」山市 22本」市 西東京市 西多摩郡瑞穂町

八王子市 小平市 あきる野市 東久留米市

1奇玉県 さいたま市 浦禾□区 大宮区 岩llB区 見沼区 中央区 北区 西区 桜区

川□市 上尾市 本庄市 越谷市 比企郡吉見町 狭山市 日高市 19ヶ 島市

川越市 所沢市 北本市 力□須市 坂戸市 鴻巣市 22生市 白岡市 入間市

春日部市 秩父市 久喜市 富士見市 行田市 蓮田市 八潮市

ネ日奈川 横浜市 港北区 南区 戸塚区 瀬谷区 都筑区 鶴見区 保土ヶ谷区 泉区

り崎市 藤沢市 厚木市 秦野市 座間市 鎌倉市 伊勢原市

海老名市 綾瀬市

新潟県 新潟市 上越市 阿賀野市 柏埼市

富山県 高岡市 射水市
石川県 七尾市 鳳珠郡能登町
山梨県 南アルフス市 笛吹市 都留市
長野県 長野市 茅野市 東御市 上田市 上水内部信濃町

岐阜県 各務原市 郡上市 瑞穂市

静岡県 藤枝市 富士市 富士宮市 袋丼市

愛矢□県 名古屋市 西区 南区 小牧市 新城市 大山市 岩倉市 清須市 矢□多郡

豊川市
三重県 松坂市 いなべ市 東員町 南牟婁郡鵜殿本」

滋賀県 大津市 守山市 甲賀市 高島市 愛知君B愛荘町

京都府 京都市 宇治市

大阪府 大阪市 西区 旭区 豊島区 私票市 次日市 熊取町 夭[泉市 泉南市

東大阪市 茨木市 箕面市 枚力市 泉佐野市

兵庫県 神戸市 姫路市 西宮市 宝17市  高砂市 淡路市

奈良県 奈良市 生駒郡三郷 EB」 大和郡山市
和歌山 新宮市 田辺市

鳥取県 米子市 若桜町

島根県 松江市 浜田市 益田市 出雲市 江津市 大田市 邑南町 奥出雲町

岡山県 岡山市
広島県 広島市
山□県 下関市

徳島県 海部郡宍喰町

高矢□県 高矢□市
福岡県 福岡市 太宰府市 筑紫野市 古賀市 糟屋郡須恵町 宗像市

長崎県 長崎市 佐世保市 対馬市 大村市

熊本県 阿蘇市
大分県 大分市 国東市 杵築市 津ス見市 佐伯市 由布市

宮崎県 児湯郡

鹿児島 日置市 薩摩川内市 南九州ヽ市

沖縄県 島尻郡 与那原町

フリーダイヤル ゴロ∃イ ナンズ

(有限会社南豆無線電機 )

〒415-O035静 岡県下田市東本lB12 1-5 営業時間 平日9iOO～ 47:30
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この表は、2016年 12月 現在の

日常生活用具 。重度障害者用意周

伝達装置の支給実績です。

ハワギガM NZ-691-W5

]因 喉マイクセ ッ ト SH 12iK― S巨丁

申請が通るか否かは、弊社では半J

断できません。お住まいの市区町

村の役場窓□ (福 祉課、福祉事務

所等)て ご確認下さい。
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