鴻巣市介護保険受領委任払い取扱事業所一覧（住宅改修）
介護保険住宅改修において、受領委任払い制度を利用される場合は下記の事業所をご利用ください。
○受領委任払い制度とは
介護保険の住宅改修においては、一度工事費を全額事業所に支払い、後から９割、８割又は７割分が支給される償還払いか受領委任払いを選択できま
す。
受領委任払いでは、介護保険対象の住宅改修費の１割、２割又は３割のみを事業所に支払うだけで一時的に多額の費用負担をせずに住宅改修が行えま
す。
鴻巣市では平成２８年４月から受領委任払いが選択できるようになりました。
事業所名

住所

介護のさくら

鴻巣市宮前４５４

電話番号

ＦＡＸ番号

登録日

048-501-7511 048-501-7513

令和2年9月1日

株式会社 ふくしセンター・絆
埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２０８－４
富士オフィス＆ライフサービス株式会社 ひま
わり館吹上営業所
鴻巣市吹上本町５－４－９

0480-87-0606 0480-87-0607

令和3年4月1日

048-548-0231 048-548-0128

令和3年4月1日

株式会社ヤマシタ 上尾営業所

埼玉県上尾市春日２丁目２５－２

048-770-3400 048-770-3400

令和3年4月1日

（株）クボタホームクリニック

鴻巣市本町３－８－４０

048-541-4711 048-541-9560

令和3年4月1日

さとう介護リフォーム合同会社

行田市佐間１－２８－１５

048-555-3095 048-577-3887

令和3年4月1日

介護ショップ 彩香らんど

鴻巣市登戸２５６－２

048-577-7211 048-577-7212

令和3年4月1日

株式会社 栗原医療器械店
株式会社 同仁社
埼玉営業所

埼玉県熊谷市籠原南３－８

0120-294-217 0120-36-8485

令和3年4月1日

埼玉県行田市門井町３－２２－１５

048-555-5577 048-555-5578

令和3年4月1日

株式会社 木のかほり

埼玉県加須市内田ヶ谷１１９６－５

0480-38-6942 0480-38-6943

令和3年4月1日

パナソニックエイジフリーショップ北埼羽生

埼玉県羽生市神戸６４２－２

048-563-1110 048-561-4456

令和3年4月1日

事業所名
有限会社 ハートサービス 介護サービス事
業部

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

登録日

埼玉県桶川市鴨川１－１９－８

048-788-0008 048-788-0009

令和3年4月1日

有限会社 宇田川工務店

鴻巣市鎌塚３－１－９

048-548-2851 048-549-1481

令和3年5月18日

株式会社 こうき こころ鴻巣

鴻巣市生出塚２－１８－２８

048-544-2230 048-544-2231

平成29年10月16日

株式会社 河野工務所

鴻巣市糠田１６４０

048-596-0448 048-596-0551

令和3年7月7日

有限会社 野本建設

鴻巣市屈巣２１０１－２

048-569-1245 048-569-3478

令和3年9月2日

レンタルふくしのまち 川越

埼玉県川越市小仙波町３－６－８

049-229-2294 049-228-7813

平成29年3月13日

エフビー介護サービス株式会社 熊谷営業所 埼玉県熊谷市新島１４８－４
フランスベッド株式会社
メディカル東関東営業所
埼玉県さいたま市北区別所町１１２２－２
株式会社 エミール介護センター 行田営業
所
埼玉県行田市持田２－１５－１４

048-520-3777 048-520-3780

平成29年4月17日

048-667-8539 048-667-8540

平成29年3月7日

048-554-4338 048-556-8537

令和3年10月18日

介護リフォーム本舗 さいたま店

埼玉県さいたま市北区別所町２６番１５－１０３

048-782-7153 048-668-7717

平成30年5月24日

サンテグラース株式会社

埼玉県行田市持田三丁目２７番１９号

048-594-7205 048-594-7166

平成30年6月22日

株式会社 トータル・メディカル あいふれんど 埼玉県上尾市柏座１丁目１０番３－８３号
048-740-5711 048-776-5562
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字道上１０３６
株式会社サイサン 医療ガス部
０
048-722-9001 048-722-9006
フランスベッド株式会社
メディカルさいたま中央営業所
埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－２１
048-680-6301 048-680-6317

平成31年4月1日
平成30年5月1日
平成31年4月19日

株式会社 愛安住 さいたま営業所
埼玉県さいたま市南区文蔵２－２－１ ２階
株式会社シルバーはあと プロトライフケア久
喜
埼玉県久喜市菖蒲町三箇７４０－１

048-762-3800 048-762-3801

令和元年10月15日

0480-87-1165 0480-87-1150

令和2年4月30日

株式会社星医療酸器埼玉営業所

048-782-5981 048-782-5982

令和元年5月7日

埼玉県桶川市赤堀２－１３

事業所名
SOMPOケア埼玉 福祉用具

住所
電話番号
ＦＡＸ番号
埼玉県さいたま市大宮区東町1-198 サイトウビ
ル102号
048-640-5116 048-640-2052

株式会社 ハッピーワンダフル

埼玉県川口市里117

048-229-3820 048-229-3821

○登録事業者様へ
・登録日は事業者が市役所に登録届出書を提出した日になります。
（ただし、令和3年3月中に提出した場合は令和3年4月1日が登録日になります。）
・登録の有効期限は登録日から5年となります。継続して登録される場合は、期限が切れるまでに届出書を再提出してください。

登録日
令和3年6月9日
令和3年6月14日

鴻巣市介護保険受領委任払い取扱事業所一覧（福祉用具）
介護保険福祉用具購入において、受領委任払い制度を利用される場合は下記の事業所をご利用ください。
○受領委任払い制度とは
介護保険の福祉用具購入においては、一度購入費を全額事業所に支払い、後から９割、８割又は７割分が支給される償還払いか受領委任払いを選択できま
す。
受領委任払いでは、福祉用具購入費の１割、２割又は３割のみを事業所に支払うだけで一時的に多額の費用負担をせずに福祉用具の購入が行えます。
鴻巣市では平成２８年４月から受領委任払いが選択できるようになりました。
事業所名

住所

介護のさくら

鴻巣市宮前４５４

電話番号

ＦＡＸ番号

登録日

048-501-7511 048-501-7513

令和2年9月1日

株式会社 ふくしセンター・絆
埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２０８－４
富士オフィス＆ライフサービス株式会社 ひま
わり館吹上営業所
鴻巣市吹上本町５－４－９

0480-87-0606 0480-87-0607

令和3年4月1日

048-548-0231 048-548-0128

令和3年4月1日

株式会社ヤマシタ 上尾営業所

埼玉県上尾市春日２丁目２５－２

048-770-3400 048-770-3400

令和3年4月1日

（株）クボタホームクリニック

鴻巣市本町３－８－４０

048-541-4711 048-541-9560

令和3年4月1日

介護ショップ 彩香らんど

鴻巣市登戸２５６－２

048-577-7211 048-577-7212

令和3年4月1日

株式会社 栗原医療器械店
株式会社 同仁社
埼玉営業所

埼玉県熊谷市籠原南３－８

0120-294-217 0120-36-8485

令和3年4月1日

埼玉県行田市門井町３－２２－１５

048-555-5577 048-555-5578

令和3年4月1日

株式会社 木のかほり

埼玉県加須市内田ヶ谷１１９６－５

0480-38-6942 0480-38-6943

令和3年4月1日

事業所名

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

登録日

パナソニックエイジフリーショップ北埼羽生
埼玉県羽生市神戸６４２－２
有限会社 ハートサービス 介護サービス事業
部
埼玉県桶川市鴨川１－１９－８

048-563-1110 048-561-4456

令和3年4月1日

048-788-0008 048-788-0009

令和3年4月1日

レンタルふくしのまち 鴻巣

鴻巣市滝馬室９２３－２

048-543-5848 048-543-7274

令和3年4月1日

ニチイケアセンター上木崎

埼玉県さいたま市浦和区上木崎３－１－１０

048-829-8296 048-815-8144

令和3年11月1日

こころ鴻巣

鴻巣市生出塚２－１８－２８

048-544-2230 048-544-2231

令和3年5月17日

空色
フランスベッド株式会社
メディカル東関東営業所

桶川市坂田西２－１－１５

048-716-3666 048-716-1042

令和3年7月14日

埼玉県さいたま市北区別所町１１２２－２

048-667-8539 048-667-8540

平成29年3月7日

ダスキンヘルスレント東松山ステーション

埼玉県東松山市松葉町１－２４－１０

0493-24-8315 0493-24-5006

平成29年9月20日

エフビー介護サービス株式会社 川越営業所 埼玉県川越市岸町２－１４－１４

049-256-7811 049-256-7122

平成29年10月19日

株式会社 エミール介護センター 行田営業所 埼玉県行田市持田２－１５－１４

048-554-4338 048-556-8537

令和3年10月18日

有限会社 カレント

埼玉県川越市大字笠幡４８６４－８

049-233-1382 049-233-1308

平成29年12月19日

サンテグラース株式会社

埼玉県行田市持田三丁目２７番１９号

048-594-7205 048-594-7166

平成30年6月22日

事業所名
SOMPOケア 埼玉 福祉用具

住所
電話番号
ＦＡＸ番号
さいたま市大宮区東町１－１９８ サイトウビル１
０２号
048-640-5116 048-640-2052

登録日
平成30年10月26日

株式会社 トータル・メディカル あいふれんど 埼玉県上尾市柏座１丁目１０番３－８３号
フランスベッド株式会社
メディカルさいたま中央営業所
埼玉県さいたま市見沼区卸町２－６－２１

048-740-5711 048-776-5562

平成31年4月1日

048-680-6301 048-680-6317

平成31年4月19日

株式会社 愛安住 さいたま営業所

048-762-3800 048-762-3801

令和2年2月3日

株式会社 ひろせの森
埼玉県熊谷市広瀬４５４－２
株式会社シルバーはあと プロトライフケア久
喜
埼玉県久喜市菖蒲町三箇７４０－１

048-594-2020 048-594-2021

令和2年2月13日

0480-87-1165 0480-87-1150

令和2年4月30日

有限会社 わかば

埼玉県北本市高尾７－１６４

048-590-3212 048-590-3213

令和2年10月5日

株式会社 ハッピーワンダフル

埼玉県川口市里117

048-229-3820 048-229-3821

令和3年5月27日

エフビー介護サービス株式会社 熊谷営業所 埼玉県熊谷市新島１４８－４

048-520-3777 048-520-3780

平成29年4月17日

もくれん介護サービス

埼玉県熊谷市拾六間５７７－２

048-501-2723 048-530-3911

平成30年8月15日

株式会社星医療酸器埼玉営業所

埼玉県桶川市赤堀２－１３

048-782-5981 048-782-5982

令和元年5月7日

ひまわり館 深谷店

埼玉県深谷市上柴町西3-7-6

048-501-7941 048-501-7942

令和3年6月22日

ケアサプライひより

埼玉県鴻巣市袋８９９－１

048-578-8603 048-578-4211

令和3年7月19日

マツシマ介護サービス

群馬県館林市本町１丁目２－１０

0276-75-2255 0276-75-2269

令和3年12月7日

埼玉県さいたま市南区文蔵２－２－１ ２階

○登録事業者様へ
・登録日は事業者が市役所に登録届出書を提出した日になります。
（ただし、令和3年3月中に提出した場合は令和3年4月1日が登録日になります。）
・登録の有効期限は登録日から5年となります。継続して登録される場合は、期限が切れるまでに届出書を再提出してください。

