特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会（全視情協） 加盟施設・団体一覧
（2017年10月現在 101施設･団体）
東北・新潟・北海道ブロック（１７施設･団体）

札幌市視聴覚障がい者情報センター
〒060-0042

札幌市中央区大通西１９-１

岩手県立視聴覚障がい者情報センター
TEL 011-631-6747

日本赤十字社北海道支部点字図書センター
〒060-0002

札幌市中央区北二条西７-１

TEL 011-271-1323

函館視覚障害者図書館
〒040-0063

TEL 0138-23-2580
TEL 0134-25-7401
TEL 0123-27-3921
TEL 0166-23-5555

仙台市青葉区上杉６-５-１

TEL 022-234-4047

〒980-0821

仙台市青葉区春日町２-１

TEL 022-713-3171

〒011-0943

秋田市土崎港南３-２-５８

TEL 018-845-0031

〒990-0031

山形市十日町１-６-６

TEL 023-631-5930

〒960-8002

福島市森合町６-７

TEL 024-531-4950

福島視覚情報サポートセンターにじ

帯広市東二条南１１-３

TEL 0155-23-5886

釧路市点字図書館
〒085-0003

〒980-0011

福島県点字図書館

旭川市七条通１４-６６-１５

北海点字図書館
〒080-0802

宮城県視覚障害者情報センター

山形県立点字図書館

千歳市東雲町２-３４

旭川点字図書館
〒070-0037

TEL 019-606-1743

秋田県点字図書館

小樽市富岡１-５-１０

千歳市点字図書室
〒066-0042

盛岡市盛岡駅西通１-７-１

せんだいメディアテーク

函館市若松町３３-６

小樽市点字図書館
〒047-0033

〒020-0045

〒960-8074

福島市西中央２-２３-１

TEL 024-529-7021

新潟県視覚障害者情報センター

釧路市川北町４-１７

TEL 0154-24-7471

〒950-0121

新潟市江南区亀田向陽１-９-１

TEL 025-381-8111

青森県視覚障害者情報センター
〒038-8585

青森市大字石江字江渡５-１

TEL 017-782-7799

関東ブロック（２６施設･団体）

茨城県立点字図書館
〒310-0055

大田区立障がい者総合サポートセンター声の図書室

水戸市袴塚１-４-６４

TEL 029-221-0098

筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館
〒305-0821

つくば市春日４-１２-７

TEL 029-858-9510

とちぎ視聴覚障害者情報センター
〒320-8508

宇都宮市若草１-１０-６

TEL 027-255-6567

TEL 0277-45-0086

さいたま市大宮区大成町１-４６５

TEL 048-652-4824

さいたま市立中央図書館
〒330-0055

さいたま市浦和区東高砂町１１-１ TEL 048-871-2100
TEL

048-525-0777

TEL 049-237-5660
TEL 043-287-3980

四街道市四街道１-９-３

TEL 03-3200-6160

〒169-0072

東京都新宿区大久保３-１４-２０

TEL 03-3200-0987

〒170-8442

東京都豊島区東池袋４-５-２

TEL 03-3983-7864

支援技術開発機構
〒182-0003

調布市若葉町１-１-６１-１０１

TEL 03-5384-7207

〒241-8585

横浜市旭区二俣川１-８０-２

TEL 045-364-0023

〒210-0026

川崎市川崎区堤根３４-１５

TEL 044－222－1611

〒238-0041

横須賀市本町２-１

TEL 046-822-6712

〒252-0804

藤沢市湘南台７-１８-２

TEL 0466-44-2662

〒229-0036

相模原市中央区富士見６-１-１

TEL 042-769-8275

神奈川ライトハウス

東京都港区麻布台１-１１-４

TEL 03-3586-5755

ロゴス点字図書館
〒135-8585

東京都新宿区西早稲田２-１８-２

相模原市立視覚障害者情報センター
TEL 043-424-2501

霊友会法友文庫点字図書館
〒106-0041

〒169-8664

藤沢市点字図書館

千葉市中央区弁天３-７-７

視覚障害者総合支援センターちば
〒284-0005

TEL 03-3209-0241

横須賀市点字図書館

川越市伊勢原町５-１-１

千葉市中央図書館
〒260-0045

東京都新宿区高田馬場１-２３-４

川崎市視覚障害者情報文化センター

熊谷市上之２０２６-２

川越市立西図書館
〒350-1108

〒169-8586

神奈川県ライトセンター

埼玉県立熊谷点字図書館
〒360-0012

日本点字図書館

豊島区立中央図書館ひかり文庫

桐生市新宿３-３-１９

埼玉県視覚障害者福祉センター埼玉点字図書館
〒330-0852

TEL 03-5728-9434

東京ヘレン・ケラー協会点字図書館

前橋市新前橋町１３-１２

桐生市立点字図書館
〒376-0006

東京都大田区中央４-３０-１１

日本盲人会連合点字図書館
TEL 028-621-6208

群馬県立点字図書館
〒371-0843

〒144-8580

〒252-0024

座間市入谷３-１７０７-１６-Ｃ１０２

TEL 046-205-6040

山梨ライトハウス盲人福祉センター

東京都江東区潮見２-１０-１０

TEL 03-5632-4428

〒400-0064

甲府市下飯田２-１０-１

TEL 055-222-3502

中部ブロック（１４施設･団体）

富山県視覚障害者福祉センター
〒930-0077

富山市磯部町３-８-８

静岡キリスト教盲人伝道センター
TEL 076-425-6761

石川県視覚障害者情報文化センター
〒920-0862

金沢市芳斉１-１５-２６

TEL 076-222-8781

福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター
〒910-0026

福井市光陽２-１７-８

TEL 0776-23-4647

長野県視覚障害者福祉協会
〒380-0928

長野市若里７-１-７
上田市材木町１-２-５

静岡市駿河区中田１-５-２１

TEL 054-285-0496

名古屋盲人情報文化センター
〒455-0013

名古屋市港区港陽１-１-６５

TEL 052-654-4521

名古屋市鶴舞中央図書館点字文庫
〒466-0064

名古屋市昭和区鶴舞１-１-１５５

TEL 052-741-3132

デジタル編集協議会ひなぎく
TEL 026-227-5207

長野県上田点字図書館
〒386-0014

〒422-8041

〒460-0002 名古屋市中区丸の内３-21-21-402

TEL 052-953-3250

点字図書館「明生会館」
TEL 0268-22-1975

〒440-0874

豊橋市東松山町３７

TEL 0532-52-2614

視覚障害者生活情報センターぎふ
〒500-8815

岐阜市梅河町１-４

三重県視覚障害者支援センター

TEL 058-263-1310

静岡県視覚障害者情報支援センター
〒420-0856

静岡市葵区駿府町１-７０

〒514-0003

津市桜橋２-１３１

TEL 059-228-3463

上野点字図書館

TEL 054-253-0228

〒518-0851

伊賀市上野寺町１１８４-２

TEL 0595-23-1141

近畿ブロック（１６施設･団体）

滋賀県立視覚障害者センター
〒522-0002

デイジー枚方

彦根市松原１-１２-１７

TEL 0749-22-7901

京都ライトハウス情報ステーション
〒603-8302

京都市北区紫野花ノ坊町１１

TEL 0772-72-0609

大阪市西区江戸堀１-１３-２

TEL 06-6441-0015
TEL 06-4801-7400
TEL 06-6622-0123

〒651-0062

神戸市中央区坂口通２-１-１

TEL 078-221-4400

〒650-0016

神戸市中央区橘通３-４-１

TEL 078-362-2488

〒662-0913

西宮市染殿町８-１７

TEL 0798-34-5554

堺市堺区旭ヶ丘中町４-３-１

〒634-0061

橿原市大久保町３２０-１１

TEL 0744-29-0123

天理教点字文庫

大阪市天王寺区生玉前町５-２５

TEL 06-6772-0024

堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター
〒590-0808

TEL 072-433-7080

奈良県視覚障害者福祉センター

大阪市東住吉区南田辺１-９-２８

大阪府盲人福祉センター点字図書館
〒543-0072

貝塚市畠中１-１２-１

西宮市視覚障害者図書館

大阪市都島区網島町４-１２

大阪市立早川福祉会館点字図書室
〒546-0033

〒597-0072

神戸市立点字図書館

ＪＢＳ日本福祉放送
〒534-0026

TEL 072-858-5951

兵庫県点字図書館

京丹後市網野町網野３０８１

日本ライトハウス情報文化センター
〒550-0002

枚方市長尾東町１-４６-２

貝塚市民図書館
TEL 075-462-4579

丹後視力障害者福祉センター
〒629-3101

〒573-0105

TEL 072-275-5024

〒632-8501

天理市三島町１－１

TEL 0743-63-6162

和歌山県点字図書館
〒640-8319

和歌山市手平２－１－２

TEL 073-488-5721

中国・四国ブロック（１５施設･団体）

鳥取県ライトハウス点字図書館
〒683-0001

山口県盲人福祉協会点字図書館

米子市皆生温泉３-１８-３

TEL 0859-22-7655

ライトハウスライブラリー
〒690-0884

TEL 0852-24-8169

浜田市野原町１８２６-１

TEL 086-244-1121

浅口市金光町大谷３２０

TEL 0865-42-2054

TEL 0836-21-1966

〒745-0844

周南市速玉町３-１７

TEL 0834-34-9351

〒770-0005

徳島市南矢三町２-１-５９

TEL 088-631-1400

福山市野上町３-１５-７

〒760-0017

高松市番町１-１０-３５

TEL 087-812-5563

愛媛県視聴覚福祉センター

広島市東区戸坂千足２-１-５

TEL 082-229-7878

福山市視覚障害者地域活動支援センター
〒720-0815

宇部市琴芝町１-１-３３

香川県視覚障害者福祉センター

広島県立視覚障害者情報センター
〒732-0009

〒755-0033

徳島県立障がい者交流プラザ視聴覚障がい者支援センター

岡山市北区西古松２６８-１

金光図書館
〒719-0111

TEL 083-231-7114

周南視覚障害者図書館

TEL 0855-24-9334

岡山県視覚障害者センター
〒700-0927

下関市関西町１-１０

宇部市立図書館

松江市南田町１４１-１０

島根県西部視聴覚障害者情報センター
〒697-0016

〒750-0032

〒790-0811

松山市本町６-１１-５

TEL 089-923-9093

高知点字図書館

TEL 084-925-4068

〒780-0842

高知市追手筋２-１-７

TEL 088-823-9488

山口県点字図書館
〒753-0083

山口市後河原１５０-１

TEL 083-922-0375

九州ブロック（１３施設･団体）

福岡市立点字図書館
〒814-0001

大分県点字図書館

福岡市早良区百道浜３-７-１

TEL 092-852-0555

福岡点字図書館
〒816-0804

春日市原町３-１-７

TEL 093-645-1210

TEL 0952-26-0153

長崎市橋口町５-１８

宮崎市江平西２-１-２０

〒885-0077

都城市松元町４-１７

〒882-0055

TEL 0986-26-1948

延岡市山下町１-７-９

TEL 095-846-9021

TEL 0982-32-2973

〒890-0021

鹿児島市小野１-１-１

TEL 099-220-5896

沖縄点字図書館
TEL 095-847-5134

〒900-0014

那覇市松尾２-１５-２９

熊本県点字図書館
〒861-8039

TEL 0985-22-5670

鹿児島県視聴覚障害者情報センター

長崎市橋口町１０-２２

声の奉仕会マリア文庫
〒852-8114

〒880-0051

延岡ライトハウス点字図書館

佐賀市天神１-４-１６

長崎県視覚障害者情報センター
〒852-8114

TEL 097-538-0399

都城市点字図書館

北九州市八幡西区黒崎３-１５-３

佐賀県立点字図書館
〒840-0815

大分市中島東１-２-２８

宮崎県立視覚障害者センター
TEL 092-584-3590

北九州市立点字図書館
〒806-0066

〒870-0043

熊本市東区長嶺南２-３-２

TEL 096-383-6333

特定非営利活動法人
全国視覚障害者情報提供施設協会（全視情協）事務局
〒550-0002 大阪市西区江戸堀１－１３－２
ＴＥＬ ０６－６４４１－１０６８
ＦＡＸ ０６－６４４１－１０６６
E-mail z e n s i j o k y o - j i m u @ n a i i v . n e t

TEL 098-866-0222

