墨田区住宅改修受領委任払い取扱登録事業者一覧

墨田区で住宅改修をする際に、受領委任払いによる申請ができる事業者
の一覧です。
「受領委任払い」による申請とは、はじめから１割または２割または３割の
お支払いでご利用できる申請方法です。
なお、事業者の優劣や評価を行って登録・記載したものではありません。
墨田区が工事の品質を保証するものではありませんので、あらかじめ事
業者から説明を受け、十分にご検討したうえでご利用ください。

墨田区 住宅改修費受領委任払い 登録事業者一覧 (墨田区内）
※登録事業者とは、給付券を取り扱う事業者のことであり、墨田区が工事の品質や内容を保証するものではありません。 令和２年９月１５日現在

登録番号

事業者名

事業者所在地

電話番号

墨介住登第93号 (有)朝住設

東京都墨田区京島一丁目１８番２－１０９号

墨介住登第73号 (有) 一進社

東京都墨田区押上１－２９－２

03-5631-6251
03-6687-5739

墨介住登第106号 インテリアタカダ

東京都墨田区吾妻橋３－２－１１

080-3270-4711

墨介住登第77号 (株) 牛久工務店

東京都墨田区墨田１－１６－１６

03-3614-6301

墨介住登第19号 内山硝子(株)

東京都墨田区東向島４－９－８

03-3619-6099

墨介住登第44号 (株)Ａｎｙ ふくしどうぐや

東京都墨田区立川１－１７－９ KS両国ハイツ１０１

03-6659-5696

墨介住登第69号 (株) OKC工務店

東京都墨田区業平２－６－１

03-3622-4338

墨介住登第42号 大日向建設（株）

東京都墨田区立川２－１－８

03-3631-4844

墨介住登第1号 小畑店装 小畑 芳弘

東京都墨田区東向島１－３２－１４

03-3613-3724

墨介住登第97号 カシダス(株) 押上営業所

東京都墨田区横川１－１２－１６ アーバンコア山本１階

03-6658-4071

墨介住登第71号 (株) 北村

東京都墨田区緑４－２２－１１

03-3634-0666

墨介住登第18号 協同組合すみだ建築センター

東京都墨田区東向島２－１１－１３－４Ｆ

03-5655-6542

墨介住登第16号 （株）ケア２１

東京都墨田区押上３－３０－１０ 山崎ビル1階

03-5631-6421

墨介住登第76号 (株) コム・ブレイン

東京都墨田区緑２－１４ー７－１０１

03-5638-7838

墨介住登第65号 (株) 榊商店

東京都墨田区石原１－３６－３

03-3623-2188

墨介住登第34号 (株)三報堂

東京都墨田区立川３－１０－１０

03-3634-2938

墨介住登第92号 （株）三和

東京都墨田区東向島５－５－１３

03-3619-0234

墨介住登第13号 （有）白ヒゲ住設センター

東京都墨田区堤通２－３－２－１０５

03-3611-7376

墨介住登第22号 （株）澄田

東京都墨田区東駒形２－１７－２

03-6315-2298

墨介住登第30号 (株)駿河屋

東京都墨田区向島１－２２－１４

03-5637-1179

墨介住登第3号 （株）セノバ ライフアドバンスセノバ東京

東京都墨田区東向島２－３１－１９－１０１

03-5655-3377

墨介住登第50号 (有)滝沢工務店

東京都墨田区文花２－１７－６

03-3613-3538

墨介住登第58号 田久保工務店 田久保 俊夫

東京都墨田区八広５－２８－６

03-3611-6257

墨介住登第64号 多久見総合建設(株)

東京都墨田区向島５－４５－１３

03-3829-2639

墨介住登第59号 中村巧建 中村 豊

東京都墨田区八広５－２－４

03-3611-1700

墨介住登第98号 ＢＸゆとりフォーム(株) 墨田店

東京都墨田区緑３－１１－５

03-5669-1681

墨介住登第100号 ベストウイングテクノ株式会社

東京都墨田区横川３－７－１０
JU KINSHICHO NORTH TOWER ２階

050-5538-0361

墨介住登第15号 （株）本所介護サービス 介護ショップたんぽぽ

東京都墨田区文花３－１４－４

03-5655-7045

墨介住登第4号 丸勝建設（株）

東京都墨田区八広４－５１－２

03-3617-2118

墨介住登第32号 （有）安田製作所

東京都墨田区東向島６－６４－１

03-3611-5923

墨介住登第101号 （株）ユーニック 介護リフォーム本舗 墨田店

東京都墨田区立花５－１９－６

03-6661-8665

墨介住登第12号 らいふパートナー（株） らいふパートナー東京

東京都墨田区菊川２－５－４－３０１

03-6755-8791

墨介住登第48号 (株)ラックコーポレーション ラックすみだ

東京都墨田区京島１－４７－１７－２Ｆ

03-5655-7503

墨介住登第11号 （株）レンティ レンティケアサービス墨田

東京都墨田区江東橋１－１４－３

03-3631-5015

墨田区 住宅改修費受領委任払い 登録事業者一覧 (墨田区外）
※登録事業者とは、給付券を取り扱う事業者のことであり、墨田区が工事の品質や内容を保証するものではありません。 令和２年９月１５日現在

登録番号

事業者名

事業者所在地

電話番号

墨介住登第105号 （株）あいけあ

東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号
フジスタービル１０階１０３号

03-3664-7533

墨介住登第21号 (株)あおばライフケア

東京都足立区梅島３－３３－１

03-5888-2333

墨介住登第5号 あすくライフインプルーブ（株） 荒川台東店

東京都荒川区町屋８－２２－８

03-3895-1775

墨介住登第68号 (株) アットホーム本店

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５

048-920-5086

墨介住登第45号 アビリティーズ・ケアネット(株) 東京東営業所

東京都葛飾区白鳥１－８－１０

03-5672-1510

墨介住登第104号 栄光ホーム（株）

東京都足立区千住寿町３４－１２－１０１

03-5284-8240

墨介住登第89号 (株)エービーシーホーム

埼玉県川口市並木２－９－２２

048-250-6866

墨介住登第63号

東京都江東区亀戸１－３８－１ グリーンハイム根塚１０１

03-5627-3303

墨介住登第85号 介護リフォーム本舗 葛飾店

東京都葛飾区立石１－２－１１
サンセルモ玉泉院城東会館内

03-6459-0201

墨介住登第35号 (株)共英

東京都江戸川区江戸川５－１６－５１

03-3687-0336

墨介住登第29号 キヨタ(株) キヨタ東京中央店

東京都吾妻橋２－１－８－１０１

03-5619-5501

墨介住登第95号 (株)高齢者住環境研究所

東京都渋谷区代々木１－４３－７ 光ビル５Ｆ

03-3377-6490

(株)エフ・ビー・エム パナソニック エイジフリーショップ江東

墨介住登第99号 （株）幸和ライフゼーション

東京都江戸川区篠崎町７－２３－５

03-5666-4801

墨介住登第87号 (株)シルバーホクソン

埼玉県川口市青木３－２－１

048-256-5252

墨介住登第86号 ストレスケアリゾート(株)

東京都足立区柳原１－１１－１１

03-6806-1014

墨介住登第96号 (株) スペースケア 東京第一営業所

東京都葛飾区奥戸８－１３－１１

03-5671-5301

墨介住登第27号 セントケア東京(株) リフォーム葛飾

東京都葛飾区高砂５－１０－５

03-5648-2948

墨介住登第81号 ＳＯＭＰＯケア(株) ＳＯＭＰＯケア 豊島 福祉用具 東京都豊島区高松１－１１－１５ モリタビル西池袋８０１

03-5986-0361

墨介住登第43号 (株)大起エンゼルヘルプ

03-3892-1331

東京都荒川区東尾久１－１－４ ５階

墨介住登第23号 中越クリーンサービス(株) シルバーサポート東京店 東京都台東区蔵前３－１９－１１ 中越蔵前ビル

03-5821-8859

墨介住登第24号 中越クリーンサービス(株) シルバーサポート東京東店 東京都葛飾区東四つ木１－９－１３ Ｄ棟２号

03-6859-4165

墨介住登第53号 東京ガスＮｅｘｔ ｏｎｅ(株)

03-5828-9434

東京都台東区松が谷１－３－３

墨介住登第39号 東京ガスリモデリング(株) リヴィングモア東京東 東京都千代田区神田錦町２－１１－１ TG安田ビル４F

03-3291-0650

墨介住登第74号 (株) 東京サンメディカル

東京都台東区花川戸２－１７－８ ハン六東京本店ビル３階

03-5830-6208

墨介住登第51号 (株)トーカイ 江戸川営業所

東京都江戸川区一之江４－７－２

03-5678-8670
03-5661-1301

墨介住登第79号 (株) トーリツ トーリツ福祉用具 江戸川

東京都江戸川区松島１－４１－１９

墨介住登第103号 （株）中島松男工務店

東京都江東区亀戸７－５４－２

03-3637-5020

墨介住登第91号 （株）ナック 介護リフォーム本舗足立店

東京都足立区保木間４－３３－１１

03-3858-2766

墨介住登第70号 ニック(株) 江戸川営業所

東京都江戸川区平井１－９－７

03-6684-9153

墨介住登第47号 (株)日本サービスセンター

東京都江東区亀戸２－１７－７

03-3636-1199

墨介住登第54号 (株)日本ドライ 介護用品のスマイル 荒川営業所 東京都荒川区町屋１－２７－５ ２階

03-6240-8666

墨介住登第2号 （有）日本福祉住環境サービス

03-3655-3373

東京都江戸川区中央１－２－８

墨介住登第102号 ニューワンズ（株） 介護リフォーム本舗 江戸川店 東京都江戸川区西小岩３－７－２

03-5876-8898

墨介住登第40号 野口(株) 介護ショップ ハーティケア

東京都江東区亀戸２－２８－３

03-3637-1300

墨介住登第57号 (株)白興 介護用品のハッコウ 荒川営業所

東京都荒川区荒川３－３３－１

03-3891-5137

墨介住登第72号 (株) ハンドベル・ケア

東京都板橋区小豆沢２－９－７ 小豆沢２パレス１０１

03-3967-6102

墨介住登第94号 （株）福祉協同サービス 足立営業所

東京都足立区千住曙町３５－１３

03-5284-8590

墨介住登第8号 （株）福祉協同サービス 中央営業所

埼玉県三郷市谷口６１７

048-949-2511

墨介住登第6号 福祉工房やわら（株）

東京都台東区千束４－３４－８

03-6802-4873

墨介住登第55号 フランスベッド(株) メディカル江戸川営業所

東京都江戸川区船堀４－４－１１ フェニックスガーデン１Ｆ

03-5679-6186

墨介住登第10号 （株）ブレーン・コーポレーション 埼玉南営業所 埼玉県川口市西川口３－１２－１５ シャトール西川口１Ｆ

048-437-5506

墨介住登第49号 (株)プロトメディカルケア プロトライフケア荒川

東京都荒川区南千住２－３０－１０

03-5615-4680

墨介住登第17号 (株)フロンティア 江東営業所

東京都江東区木場３－１４－４ はが木場三ビル１階

03-5639-2866

墨介住登第84号 (株) マイルストーン

東京都葛飾区立石６－２７－４

03-6662-8690

墨介住登第25号 (株)丸冨士 プロトライフケア台東

東京都台東区東上野５－４－１１

03-5830-7971

墨介住登第52号 (有)ミッキー建設

東京都北区赤羽西２－５－３

03-5993-9880

墨介住登第31号 (株)みのり

東京都江東区亀戸２－６－１－１１２

03-5875-2322

墨介住登第41号 (株)ヤマシタ 江東営業所

東京都江東区南砂三丁目３番６号 共同砂町ビル２階

03-6660-2601

墨介住登第26号 (株)ユナイテッドケア ユーケアｐｌｕｓ

東京都江戸川区篠崎町４－１３－１３ １Ｆ

03-5664-6170

墨介住登第9号 （株）ライコム・コーポレーション

東京都江東区東砂５－１４－１９

03-3699-6751

墨介住登第80号 ライフネット(株)

東京都台東区今戸１－１８－１０

03-5824-1951

