
1  （那覇市）介護保険を利用した住宅改修事業所一覧 

 

・介護保険を利用した住宅改修 事業所の一覧 

那覇市に住宅改修の受領委任払い制度取扱い事業所として登録されており、

住宅改修の実績などの情報公開に関して同意書の提出があった事業所の一覧

です。 

（発行元：那覇市ちゃーがんじゅう課 給付グループ 電話(098)862-9010 

※実績は令和３年度（令和 3年 4月～令和 4年 3月）支払分 

記載は市町村、郵便番号順です。 

 

名称 サトウ株式会社 那覇営業所 

所在地 
〒900-0004 

那覇市銘苅 3丁目 20番 22号（1F） 
電話番号 (098) 868-8955 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 30件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 沖縄プラスライフ 

所在地 
〒900-0063 

那覇市三原 1丁目 10番 32号（1F） 
電話番号 (098) 834-8850 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 40件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】  

① 沖縄プラスライフでは、お客様の立場に寄り添ったサポートを心がけております。そして、福

祉住環境コーディネーターと施工管理の資格を持つ者が、お客様の身体状況や家庭環境を踏ま

え、様々な視点からご提案させていただき、施工まで責任持ってさせていただきます。 

② 身体状況の変化に伴う手すりの位置の変更を施工から３年間無料で承ります(室内木製手すり

に限る) 

 

名称 株式会社 琉球光和 

所在地 
〒900-8516 

那覇市西 1丁目 2番 16号（1F） 
電話番号 (098) 868-6000 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 有限会社パートナー企画 

所在地 
〒901-0152 

那覇市小禄 1丁目 21番 11号 
電話番号 (098) 859-8107 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 200件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

 



2  （那覇市）介護保険を利用した住宅改修事業所一覧 

 

名称 株式会社 未来環境サポート 福祉用具相談所 

所在地 
〒903-0803 

那覇市首里平良町 1丁目 97番地 2 
電話番号 (098) 886-6004 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 20件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

施工後もアフターケアとしてお客様をサポートいたします。お電話いただけましたら、アフターメ
ンテナンス担当者がお伺いし、お客様の立場になって点検・メンテナンスいたします。ご要望があり
ましたら施工した箇所以外の点検も承ります。 

 

名称 株式会社 沖縄装美工業 リフォーム部 

所在地 
〒903-0804 

那覇市首里石嶺町 4丁目 197番地 
電話番号 (098) 885-6541 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 2件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

改修後のメンテナンスはもちろん、住環境コーディネーターの視点から様々なアドバイスが可能で
す。ささいなことでも(株)沖縄装美工業 リフォーム部では迅速に対応しております。 
住宅改修工事の完了後に生活をしていて万が一、不具合や故障などが起こりましたらお気軽にお問

い合せください。早急に手直し、補修工事など迅速に対応させて頂きます。 
改修工事後のメンテナンスはもちろんですが、介護に関するご相談、ご質問等にもお応え致します。

お気軽にご相談下さい。 

 

名称 株式会社ケアリング 

所在地 
〒903-0805 

那覇市首里鳥堀町 3丁目 8番地 
電話番号 (098) 886-6059 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 70件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

手すり一本から親身に対応いたします。 
介護保険対象工事の手続き一切お任せください。 

 

名称 株式会社シルバーサービス沖縄 

所在地 
〒901-0223 

豊見城市字翁長 869番地 
電話番号 (098) 891-6699 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 18件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 トータル介護沖縄 

所在地 
〒901-0242 

豊見城市字高安 882-12 
電話番号 (098) 856-7171 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 1件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

住宅改修工事完了後の利用者の動作確認にて、取付位置の修正等、利用者の要望にそってアフター
サービスを行います。 

  



3  （那覇市）介護保険を利用した住宅改修事業所一覧 

 

名称 株式会社 がんじゅうサポート南城 

所在地 
〒901-0608 

南城市玉城字親慶原 20番地 13 
電話番号 (098) 948-3297 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 ヘルス＆ケアジャパン株式会社 

所在地 
〒901-1105 

南風原町新川 501番地 
電話番号 (098) 888-0003 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 4件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 ゆいゆい沖縄 

所在地 
〒901-1115 

南風原町字山川 286-9（1F） 
電話番号 (098) 888-6377 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 70件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 アペックスプラン沖縄 南部営業所 

所在地 
〒901-1117 

島尻郡南風原町字津嘉山 1765番地 
セレクション津嘉山 201号室 

電話番号 (098) 987-0300 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 5件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

不具合があった場合、早急に対応致します。 

 

名称 有限会社 シルバー館 

所在地 
〒901-2204 

宜野湾市上原 1-17-9 
電話番号 (098) 893-4498 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 サトウ株式会社 八重瀬営業所 

所在地 
〒901-0401 

島尻郡八重瀬町字東風平 796番地 
電話番号 (098) 840-7280 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 18件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

 

 



4  （那覇市）介護保険を利用した住宅改修事業所一覧 

 

名称 沖縄綿久寝具株式会社 ホームケア事業部 

所在地 
〒901-2204 

宜野湾市上原 2丁目 4番 10号 
電話番号 (098)892-5511 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

在宅介護のための住宅リフォームをご提案させていただく場合、介護を受ける方、介護する方それ

ぞれの視点に立ちご要望に応える事はもちろんですが、同時にプロの視点から多角的ご提案させて頂

く事も重要と考えます。介護用具との適正や疾患による特性、身体機能の変化、建物の条件、そして

お客様の心情に配慮し最適なご提案に努めてまいります。 

 

名称 三藤パイオニア 

所在地 
〒901-2212 

宜野湾市長田 1丁目 26番 10号 
電話番号 (098)893-4014 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 2件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

 「誠実・努力・感謝」を継続し、一意専心を達成する為に、完了引渡し後、6ヶ月後に効果の点検、
評価を利用者へ確認を行ないます。 

 

名称 サトウ株式会社 宜野湾営業所 

所在地 
〒901-2224 

宜野湾市大謝名 205番 
電話番号 (098) 898-8700 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 2件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 株式会社グッティ 

所在地 

〒901-2224 

宜野湾市真志喜 1丁目 11-12 

コモンズビル 104 

電話番号 (098)897-2922 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 6件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

 グッティでは、お客様の安心・安全を第一に考えており、万が一工事完了後の不備・不具合等ござ
いましたら、手直し・補修工事など早急に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。また、
ご要望がございましたら施工箇所以外の点検も承ります。 

 

 

 

 

 

 

 



5  （那覇市）介護保険を利用した住宅改修事業所一覧 

 

 

名称 株式会社アイデアル 

所在地 
〒901-2226 

宜野湾市嘉数 1丁目 3番 8号 No68 
電話番号 (098) 942-8104 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 80件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

アイデアルでは、工事の完了後、万が一お客様から不具合等のご連絡・ご指摘があった場合には、
早急に手直し・補修工事など、誠心誠意な対応をさせて頂きます。 

1. 工事完了後、お電話いただけましたら、いつでもメンテナンス・お手入れ方法等を説明にうか
がいます。 

2. 施工の不具合に関するクレームは、真摯に改善点を検討・実施し、早急に復旧させて頂きます。 
3. 不具合等の点検・補修を行う場合は、事前にお客様の許可を得て行います。その際の調査代は
頂きません。 

 

名称 介護リフォームmap 

所在地 
〒901-2102 

浦添市前田 1326番地 2 
電話番号 (098) 874-6200 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 50件以上 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

●アフターサービスについて 
弊社は、お客様が心から納得のゆく工事を提供しております。万が一工事内容に不備や不都合がご
ざいましたら早急にお客様宅へ訪問し調査後、必要に応じて補修いたします。 

●手すりの位置調整について 
手すりの取付け位置は、千差万別であり利用する方の身体状況や体格、その家に住まわれている方
のご都合にも左右される。と弊社ではとらえております。適度な高さや位置とは、実際に使用して
みないとわからないこともございます。設置した手すり位置の微調整が必要であれば無償で調整い
たします。（ただし、手すり取付け後 1週間以内のご相談に限らせていただきます） 
注意、コンクリートで固定された手すりの移動は有料となりますのでご了承願います。 

 

名称 株式会社シグマ沖縄 

所在地 
〒901-2126 

浦添市宮城 2丁目 16番 13号 
電話番号 (098) 870-0557 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 1件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

工事完了日より 1年以内に発生した、施工箇所の不具合については、無償にて修繕行います。 
（故意による破損を除く） 

 

名称 アペックスプラン沖縄株式会社 

所在地 
〒901-2424 

中頭郡中城村字南上原 199番地の 1(1F) 
電話番号 (098) 942-3555 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 34件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

不具合があった場合、早急に対応致します。 
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名称 生活協同組合コープおきなわ 

所在地 
〒901-2588 

浦添市西原 1丁目 2番 1号 
電話番号 (098) 879-8513 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 1件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

1. コープハウジングの担当者は組合員様全ての窓口です。工事管理や職人さんへの指示も責任を
持って行います。 

2. コープハウジングが責任施工体制で行いますが、実際の工事はコープハウジング協力工事店の
職人さんが行います。 

3. 引き渡し後 1か月、6ケ月に実際に住んでみて（使用してみて）不具合が生じてないか、コー
プハウジングの担当者がご訪問し点検させていただきます。 

4. 11か月、23か月の保証期間が切れる前にメンテナンスカードを郵送し、希望があれば、点検
も無料で行います。 

 

名称 株式会社ソーシャルサポート 

所在地 
〒901-2403 

沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂 224番地 
電話番号 (098) 895-1762 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

1. 工事完了後メンテナンスやお手入れ方法等、何か気になる点やご質問がございましたら、いつ

でもご説明におうかがいします。 

2. 施工の不具合に関するご意見は、真摯に改善点を検討・実施し、お客様にご説明後、早急に不

具合箇所を復旧させて頂きます。 

3. 不具合等の点検・補修を行う場合は、事前にお客様の同意のもと調査を行います。その際の代

金は一切かかりません。お気軽にお電話ください。 

 

名称 有限会社 介護福祉館 

所在地 
〒903-0111 

中頭郡西原町字与那城 61番地の 3 
電話番号 (098) 882-8383 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

利用者の多くは、住み慣れた在宅生活の中、日常生活を可能な限り自立して行いたいと望まれてお
られます。その人がその人らしく日々の生活が持続できるような環境づくりを提案させていただきま
す。又、当社は、あらゆる機関、行政、介護、医療サービスとの連携を深め全力でサポート致します。 

 

 

名称 キングラン沖縄株式会社 

所在地 
〒904-0021 

沖縄市胡屋 7丁目 5番 6号 
電話番号 (098) 982-2244 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 2件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 
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名称 (有)湧川義肢製作所 

所在地 
〒904-0023 

沖縄市久保田 3-8-5 
電話番号 (098) 932-2325 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 株式会社 サンニン 

所在地 
〒904-0032 

沖縄市諸見里 3丁目 41番 1号 
電話番号 (098) 930-6090 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 0件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 （記載なし） 

 

名称 介護ショップ 助さん・たくさん 

所在地 
〒904-2174 

沖縄市与儀 3-20-1 
電話番号 (098) 930-7900 

那覇市での住宅改修実績件数（１年間） 4件 

【住宅改修の利用者に対するアフターサービス等の方針について】 

施工後の要望があれば、訪問確認し不具合があれば無償で対応致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


