事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2210110165
2210110165
2210110249
2210110306
2210110306
2210210064
2210310112
2210310179
2210310179
2210310393
2210310393
2210310393
2210310476
2210310476
2210310476
2210310476
2210360273
2210360273
2210410243
2210410334
2210410334
2210510182
2210510265
2210510398
2210610198
2210610230
2210610321
2210610321
2210610362
2210610552
2210610552

サービス種類
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
介護療養型医療施設
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護療養型医療施設
居宅介護支援
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問介護
居宅介護支援

事業所名

事業所〒

医療法人社団健育会熱川温泉病院
医療法人社団健育会 熱川温泉病院
医療法人社団健育会西伊豆健育会病院
医療法人社団康心会康心会伊豆東部病院
医療法人社団康心会康心会伊豆東部病院 通所リハビリテーション事業所

医療法人社団桑寿会下田温泉病院
医療法人麗峰会

伊豆韮山温泉病院 通所リハビリテーション事業部

ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院
ＪＡ静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院

長岡リハビリテーション病院
長岡リハビリテーション病院
長岡リハビリテーション病院 居宅介護支援事業所
医療法人社団同仁会 中島病院
医療法人社団同仁会 中島病院
医療法人社団同仁会 中島病院
同仁会居宅介護支援事業所
ＮＴＴ東日本伊豆病院訪問看護
ＮＴＴ東日本伊豆病院
医療法人社団いずみ会

メディカルはば伊豆高原

たかやなぎ整形外科
たかやなぎ整形外科
医療法人社団 熱海所記念病院
国際医療福祉大学熱海病院
さくら醫院
医療法人社団清風会 芹沢病院
医療法人社団福仁会三島東海病院
渡辺整形外科
渡辺整形外科
医療法人社団志仁会 三島中央病院
共立福祉サービスセンターきずな
共立福祉ケアプランセンター

居宅介護支援事業所

4130304
4130304
4103514
4130411
4130411
4150013
4102121
4102502
4102502
4102200
4102211
4102211
4103211
4103211
4103211
4103211
4190107
4190107
4130231
4130232
4130232
4130022
4130012
4130021
4110031
4110000
4110045
4110045
4110848
4110817
4110817

事業所住所
賀茂郡東伊豆町白田４２４
賀茂郡東伊豆町白田４２４
賀茂郡西伊豆町仁科１３８－２
賀茂郡東伊豆町稲取赤阪１７－２
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１７－２
静岡県下田市柿崎９９７番地２
伊豆の国市中條２３４
静岡県伊豆市上白岩１０００番地
静岡県伊豆市上白岩１０００
伊豆の国市長岡９４６
伊豆の国市長岡９４６
静岡県伊豆の国市長岡９４６
静岡県伊豆市松ケ瀬７５
静岡県伊豆市松ケ瀬７５番地
静岡県伊豆市松ケ瀬７５番地
静岡県伊豆市松ケ瀬７５番地
静岡県田方郡函南町平井７５０
田方郡函南町平井７５０
静岡県伊東市富戸１３１７－４１１７
伊東市八幡野１１９１番地の６
伊東市八幡野１１９１番地の６
熱海市昭和町20-20
静岡県熱海市東海岸町１３－１
静岡県熱海市清水町１７－１１
静岡県三島市幸原町二丁目３番１号
三島市川原ケ谷字今井坂２６４－１２
三島市萩１８８
三島市萩１８８
三島市緑町１－３
静岡県三島市八反畑１２７－１

ベルメゾン２１

静岡県三島市八反畑１２０番地の５

１－Ａ

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2211103433
2211103433
2211110099
2211110198
2211110198
2211110396
2211110495
2211110701
2211210295
2211210295
2211210295
2211310160
2211310160
2211310277
2211310418
2212110098
2212110098
2212110163
2212110163
2212110270
2212110270
2212310094
2212310144
2212310144
2212310227
2212310383
2212310599
2212310599
2212310599
2212310805
2212310805

サービス種類
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
介護療養型医療施設
居宅介護支援
短期入所療養介護
介護療養型医療施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
訪問看護
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション

事業所名
えがわ医院
えがわ医院通所リハビリセンター
公益財団法人復康会 通所リハビリテーション うしぶせ

指定介護療養型医療施設 きせがわ病院
医療法人社団 真養会 きせがわ病院
医療法人社団慈整会 沼津整形外科医院
萩野クリニック居宅介護支援事業所
医療法人社団真養会田沢医院
御殿場石川リハビリセンター
医療法人社団駿栄会 御殿場石川病院
居宅介護支援事業所 ケアサポートいしかわ
公益社団法人有隣厚生会富士小山病院
富士小山病院
居宅介護支援センターエム
医療法人社団 聡誠会 池田病院
富士宮市立病院
富士宮市立病院
一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院
介護予防通所リハビリテーション 富士脳障害研究所
通所リハビリテーション
東静脳神経センター
居宅介護支援
東静居宅介護支援事業所
訪問看護
富士市立中央病院
訪問リハビリテーション
医療法人社団英志会富士整形外科病院
通所リハビリテーション
医療法人社団英志会富士整形外科病院
通所リハビリテーション
医療法人社団弘仁会中根クリニック
通所リハビリテーション
新富士病院通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
医療法人財団百葉の会湖山リハビリテーション病院
通所リハビリテーション
デイホスピタル湖山
居宅介護支援
湖山リハビリテーション病院居宅介護支援事業所
訪問リハビリテーション
富士いきいき病院
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションふじ

事業所〒
4100055
4100055
4100813
4100022
4100022
4100064
4100309
4100801
4120023
4120023
4120023
4101326
4101326
4110917
4110945
4180076
4180076
4180021
4180021
4180026
4180026
4170048
4170045
4170045
4170808
4170801
4170801
4170801
4170801
4190205
4190205

事業所住所
沼津市高島本町１２－２０
静岡県沼津市高島本町１２－２０
沼津市上香貫曼陀ヶ原２５１０－２２
静岡県沼津市大岡１１５５
沼津市大岡１１５５
沼津市共栄町１１－３
静岡県沼津市根古屋307-1
静岡県沼津市大手町３丁目７番１号
静岡県御殿場市深沢１２８５番地の２
静岡県御殿場市深沢１２８５番地の２
静岡県御殿場市深沢１２８５番地の２
静岡県駿東郡小山町用沢４３７－１
静岡県駿東郡小山町用沢４３７－１
静岡県駿東郡清水町徳倉１００４番地
静岡県駿東郡長泉町本宿４１１－５
富士宮市錦町３－１
富士宮市錦町３－１
富士宮市杉田２７０－１２
富士宮市杉田２７０番地１２
富士宮市西小泉町１４－９
静岡県富士宮市西小泉町１４－９
富士市高島町５０
静岡県富士市錦町１－４－２３
静岡県富士市錦町一丁目４番地２３号
富士市一色４９５－１
富士市大渕字大峯３８９８－１
富士市大渕４０５－２５
静岡県富士市大淵４０５－２５
静岡県富士市大淵４０５－２５
富士市天間字大久保１６４０番１
静岡県富士市天間１６４０番１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2212310805
2215101102
2215110202
2215110376
2215110376
2215110400
2215110400
2215210010
2215210010
2215310224
2215310224
2215310281
2215460078
2216110151
2216110227
2216210092
2216210175
2216210175
2216210175
2216210258
2216310082
2216410098
2216410098
2216410163
2216610291
2216610366
2216610366
2216610408
2216710109
2216710109
2216710141

サービス種類
居宅介護支援
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
居宅介護支援
通所リハビリテーション
居宅介護支援
通所リハビリテーション
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
居宅介護支援
居宅介護支援
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
通所介護
居宅介護支援
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション

事業所名

事業所〒

居宅介護支援事業所 ふじ
谷口整形通所リハセンター
医療法人社団綾和会駿河西病院

4190205
4250076
4250062
4250088
4250088
4250031
4250031
4211131
4211131
4260074
4268662
4260133
4270007
4371688
4390012
4360076
4360025
4360025
4360025
4360222
4370214
4370047
4370064
4370004
4380113
4380838
4380838
4380814
4380077
4380077
4380083

社会福祉法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院
コミュニティーホスピタル甲賀病院指定居宅介護支援事業所

岡本石井病院通所リハビリテーションセンターＭＩＲＡＩ

居宅介護支援事業所 岡本石井病院
三輪医院
三輪医院居宅介護支援センター
藤枝平成記念病院
藤枝平成記念病院 通所リハビリテーション
医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院
島田市立総合医療センター
居宅介護支援事業所はまおか
正圭会 菊川居宅介護支援プラザ
きたはらクリニック 通所リハビリセンター ＥＩＭ

坂本整形外科
通所介護センター 寿宝
ナイスケア 坂本整形外科介護支援センター
掛川北病院
公立森町病院
みつはし医院
介護予防通所リハビリテーション 医療法人社団 福壽会 みつはし医院
通所リハビリテーション
袋井みつかわ病院
訪問看護
医療法人社団エバーグリーンいしざかクリニック
訪問リハビリテーション
豊田えいせい病院訪問リハビリテーション
豊田えいせい病院指定通所リハビリテーション事業所
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
磐南中央病院 通所リハビリテーション事業所
医療法人社団
愛慈会 介護老人保健施設 さくらんぼ
短期入所療養介護
医療法人社団 愛慈会 介護老人保健施設 さくらんぼ
介護老人保健施設
訪問リハビリテーション
和田整形外科 外科医院

事業所住所
静岡県富士市天間字大久保１６４０番地１
焼津市小屋敷１９２
焼津市中根新田１３１５
焼津市大覚寺二丁目30番地の1
焼津市大覚寺二丁目30番地の1
焼津市小川新町５丁目２番３号
焼津市小川新町５－２－３
静岡県藤枝市岡部町内谷６０－２
藤枝市岡部町内谷６０－２
藤枝市水上１２３番地の１
藤枝市水上１２３－１
藤枝市宮原６７６－１
島田市野田１２００－５
御前崎市池新田２０７０
菊川市青葉台１－２－３
静岡県掛川市塩町５番８
掛川市下俣６９－１７
掛川市下俣１０４７－４４
掛川市下俣１０４７－４４
掛川市下垂木３３５０
周智郡森町草ケ谷３９１－１
袋井市西田２０－１
袋井市川井８６０－１
袋井市友永１１１１
磐田市新開９４６
磐田市小立野１０２
磐田市小立野１０２
磐田市気子島９７８
静岡県磐田市国府台字大構100番地の1
静岡県磐田市国府台字大構100番地の1
磐田市富士見町１－１１－１３

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2216710141
2216710216
2216710216
2216910014
2216910253
2217310099
2217310172
2217410105
2217410105
2218410179
2240110235
2245510736
2245510736
2246210153
2250180029
2250180029
2250180029
2250180029
2250180045
2250180078
2250180078
2250180078
2250280019
2250280019
2250280019
2250380017
2250380017
2250480023
2250480023
2250480023
2250480031

サービス種類
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション

事業所名

和田整形外科・外科医院指定居宅介護支援事業所
国府台整形外科
国府台整形外科リハビリテーションセンター
白梅豊岡病院
富士ヶ丘内科
袋井市立聖隷袋井市民病院
介護予防通所リハビリテーション 小早川デイリハビリセンター
訪問リハビリテーション
医療法人社団 綾和会 掛川東病院
通所リハビリテーション
医療法人社団 綾和会 掛川東病院
通所リハビリテーション
浜名病院 通所リハビリセンター こでまり
訪問介護
ひまわり介護サービス
訪問介護
まつおか薬局ホームヘルプサービス
居宅介護支援
まつおか薬局 居宅介護支援事業所
居宅介護支援
みんなの薬局指定居宅介護支援事業所
訪問リハビリテーション
介護老人保健施設しおさい
通所リハビリテーション
介護老人保健施設 しおさい
短期入所療養介護
介護老人保健施設 しおさい
介護老人保健施設
介護老人保健施設 しおさい
介護老人保健施設
介護老人保健施設なぎさ園
通所リハビリテーション
介護老人保健施設 河津おもと苑
短期入所療養介護
介護老人保健施設 河津おもと苑
介護老人保健施設
介護老人保健施設 河津おもと苑
通所リハビリテーション
介護老人保健施設 ふれあいの下田
短期入所療養介護
介護老人保健施設 ふれあいの下田
介護老人保健施設
介護老人保健施設 ふれあいの下田
介護老人保健施設
安寧の郷
居宅介護支援
介護老人保健施設安寧の郷指定居宅介護支援事業所
通所リハビリテーション
伊東市介護老人保健施設みはらし
短期入所療養介護
伊東市介護老人保健施設みはらし
介護老人保健施設
伊東市介護老人保健施設みはらし
通所リハビリテーション
医療法人啓仁会 介護老人保健施設 いとうの杜

事業所〒
4380083
4380077
4380077
4380126
4380802
4370061
4370061
4360030
4360030
4310423
4103514
4280301
4280301
4360222
4103514
4103514
4103514
4103514
4150152
4130502
4130502
4130502
4150013
4150013
4150013
4102315
4102315
4140055
4140055
4140055
4140002

事業所住所
磐田市富士見町１－１１－１３
磐田市国府台４１－３２
磐田市国府台４１－３２
磐田市下神増１８５－１９
静岡県磐田市東原167番地４
静岡県袋井市久能2515番地の1
静岡県袋井市久能１９６９
静岡県掛川市杉谷南１－１－１
静岡県掛川市杉谷南１－１－１
静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地１５番地の７０

賀茂郡西伊豆町仁科１１０９－１
榛原郡川根本町徳山８２９
榛原郡川根本町徳山８２９
掛川市下垂木２１４１－１
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２４３－１
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２４３－１
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２４３－１
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２４３－１
静岡県賀茂郡南伊豆町湊６７４番地
静岡県賀茂郡河津町川津筏場１５１２番地の１８
静岡県賀茂郡河津町川津筏場１５１２番地の１８
静岡県賀茂郡河津町川津筏場１５１２番地の１８

静岡県下田市柿崎３２番１０号
静岡県下田市柿崎３２番１０号
静岡県下田市柿崎３２番１０号
静岡県伊豆の国市田京１２５８－４４
静岡県伊豆の国市田京６７５－６
静岡県伊東市岡１８７番地
静岡県伊東市岡１８７番地
静岡県伊東市岡１８７番地
静岡県伊東市湯川２８８番地９

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2250480031
2250580020
2250580020
2250580020
2250580038
2250580038
2250680010
2250680010
2250680010
2250680010
2250680010
2250680028
2250680028
2250680028
2250680028
2250680028
2250680036
2250680036
2250680036
2250680036
2250680044
2251180010
2251180010
2251180010
2251180028
2251180028
2251180028
2251180028
2251180036
2251180036
2251180036

サービス種類
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
訪問介護
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設

事業所名

事業所〒

医療法人啓仁会介護老人保健施設いとうの杜
介護老人保健施設 葵の園・熱海
医療法人社団ちとせ会 介護老人保健施設

葵の園・熱海

医療法人社団ちとせ会 介護老人保健施設

葵の園・熱海

介護老人保健施設 菜の花
介護老人保健施設 菜の花
訪問リハビリテーション梅名の里
介護老人保健施設 梅名の里
介護老人保健施設 梅名の里
介護老人保健施設 梅名の里
梅名の里 指定居宅介護支援事業所
訪問介護事業所 ラ・サンテふよう
介護老人保健施設 ラ・サンテふよう
介護老人保健施設 ラ・サンテふよう
介護老人保健施設 ラ・サンテふよう
居宅介護支援事業所 ラ・サンテふよう
独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院附属介護老人保健施設
独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院附属介護老人保健施設
独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院附属介護老人保健施設

三島総合病院附属居宅介護支援センター
デイサービスこうめちゃん
タカネ園
介護老人保健施設 タカネ園
介護老人保健施設 タカネ園
医療法人社団真養会 介護老人保健施設おおひら
医療法人社団真養会 介護老人保健施設おおひら
医療法人社団真養会 介護老人保健施設おおひら
在宅支援センターおおひら指定居宅介護支援事業所
介護老人保健施設 サン静浦

通所リハビリテーション事業所

介護老人保健施設サン静浦
介護老人保健施設サン静浦

4140002
4130001
4130001
4130001
4130002
4130002
4110816
4110816
4110816
4110816
4110816
4110047
4110047
4110047
4110047
4110047
4110801
4110801
4110801
4110801
4110816
4100305
4100305
4100305
4100821
4100821
4100821
4100821
4100106
4100106
4100106

事業所住所
静岡県伊東市湯川２８８番地９
静岡県熱海市泉６１番地の１
静岡県熱海市泉６１番地の１
静岡県熱海市泉６１番地の１
静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３番１７２
静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３番１７２

三島市梅名５７８番地
静岡県三島市梅名５７８番地
三島市梅名５７８
静岡県三島市梅名５７８番地
静岡県三島市梅名５７８番地
静岡県三島市佐野１２０５－３ 老人保健施設ラ・サンテふよう内

静岡県三島市佐野１２０５－３
静岡県三島市佐野１２０５－３
静岡県三島市佐野１２０５－３
静岡県三島市佐野１２０５－３
静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
静岡県三島市谷田藤久保２２７６
静岡県三島市梅名５８５－２
静岡県沼津市鳥谷６１１－１
静岡県沼津市鳥谷６１１－１
静岡県沼津市鳥谷６１１－１
静岡県沼津市大平１１１７－１
静岡県沼津市大平１１１７－１
静岡県沼津市大平１１１７－１
静岡県沼津市大平1117-1
静岡県沼津市志下３４４番地の１
静岡県沼津市志下３４４番地の１
静岡県沼津市志下３４４番地の１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2251180044
2251180044
2251180044
2251180051
2251180051
2251180051
2251180051
2251180069
2251180077
2251280018
2251280026
2251280026
2251280026
2251280026
2251280026
2251280026
2251380016
2251380016
2251380016
2251380016
2251380024
2251380024
2251380024
2251380024
2251380032
2251380032
2251380032
2251380032
2251380040
2251380040
2251380040

サービス種類
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
介護老人保健施設
介護老人保健施設
介護老人保健施設
訪問介護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設

事業所名
介護老人保健施設 椎路の里
介護老人保健施設 椎路の里

事業所〒

4100302
4100302
医療法人社団愛康会椎路の里指定居宅介護支援センター
4100302
介護老人保健施設 ヒルズかどいけ
4100012
介護老人保健施設 ヒルズかどいけ
4100012
介護老人保健施設 ヒルズかどいけ
4100012
居宅介護支援事業所ヒルズかどいけ
4100012
介護療養型老人保健施設 あしたかケアセンター
4100875
介護老人保健施設 かどいけプラス
4100012
介護老人保健施設 Ｋａｎｏｎ
4120043
フジ虎ノ門訪問介護センター
4120045
介護老人保健施設 あすなろ 訪問リハビリテーション
4120045
介護老人保健施設あすなろ（介護予防）通所リハビリテーション 4120045
介護老人保健施設あすなろ（介護予防）短期入所療養介護 4120045
社会医療法人青虎会 介護老人保健施設あすなろ
4120045
フジ虎ノ門居宅介護支援センター
4120044
訪問リハビリテーションすこやか
4110945
介護老人保健施設 長泉ケアセンター博寿園
4110945
介護老人保健施設 長泉ケアセンター博寿園
4110945
介護老人保健施設 長泉ケアセンター博寿園
4110945
介護老人保健施設 夢の樹の郷
4110902
介護老人保健施設 夢の樹の郷
4110902
介護老人保健施設 夢の樹の郷
4110902
居宅介護支援事業所 夢の樹の郷
4110902
介護老人保健施設おやまの杜
4101312
介護老人保健施設おやまの杜
4101312
介護老人保健施設おやまの杜
4101312
居宅介護支援事業所おやまの杜
4101312
介護老人保健施設 菜の花の丘 通所リハビリテーション 4101313
介護老人保健施設 菜の花の丘 短期入所療養介護
4101313
介護老人保健施設 菜の花の丘
4101313

事業所住所
静岡県沼津市東椎路字川向３２番１
静岡県沼津市東椎路字川向３２番１
静岡県沼津市東椎路32-1
静岡県沼津市岡一色６７２番地の２
静岡県沼津市岡一色６７２番地の２
静岡県沼津市岡一色６７２番地の２
静岡県沼津市岡一色672-2
静岡県沼津市今沢字西畑372-５
静岡県沼津市岡一色６７２番地の２
静岡県御殿場市新橋１１７５番地の１
静岡県御殿場市川島田字中原１０７４－３
御殿場市川島田字中原１０７６番地２
静岡県御殿場市川島田１０７６番地２
静岡県御殿場市川島田１０７６番地２
静岡県御殿場市川島田１０７６番地２
静岡県御殿場市杉名沢１３１番地１
駿東郡長泉町本宿４１８－１
駿東郡長泉町本宿４１８－１
駿東郡長泉町本宿４１８－１
静岡県駿東郡長泉町本宿４１８番地の１
静岡県駿東郡清水町玉川１８３番地の１
静岡県駿東郡清水町玉川１８３番地の１
静岡県駿東郡清水町玉川１８３番地の１
静岡県駿東郡清水町玉川１８３－１
静岡県駿東郡小山町菅沼１８３９番３
静岡県駿東郡小山町菅沼１８３９番３
静岡県駿東郡小山町菅沼１８３９番３
静岡県駿東郡小山町菅沼１８３９番３
静岡県駿東郡小山町竹之下字有闘坂３２１番地
静岡県駿東郡小山町竹之下字有闘坂３２１番地
静岡県駿東郡小山町竹之下字有闘坂３２１番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2251480014
2251480014
2251480014
2251480014
2251480022
2251480022
2251480022
2252180027
2252180027
2252180027
2252180027
2252180035
2252180035
2252180035
2252180035
2252180050
2252180050
2252180050
2252180068
2252180068
2252180068
2252180068
2252180076
2252180076
2252180076
2252380015
2252380015
2252380015
2252380015
2252380023
2252380023

サービス種類
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護

事業所名
介護老人保健施設 あいの郷
介護老人保健施設 あいの郷
介護老人保健施設 あいの郷
居宅介護支援センター久根
通所リハビリテーションわか葉
介護老人保健施設 みしゅくケアセンター わか葉
介護老人保健施設 みしゅくケアセンターわか葉
富士ケアセンター
富士ケアセンター
富士ケアセンター
富士ケアセンター居宅介護支援事業所
介護老人保健施設 みゆきの苑
介護老人保健施設 みゆきの苑
介護老人保健施設 みゆきの苑
みゆきの苑居宅介護支援事業所
介護老人保健施設旭ヶ丘
介護老人保健施設旭ヶ丘
居宅介護支援事業所旭ヶ丘
介護老人保健施設 いかる野
介護老人保健施設 いかる野
介護老人保健施設 いかる野
居宅介護支援事業所 フジヤマ
介護老人保健施設 リバブルケア
介護老人保健施設 リバブルケア
介護老人保健施設 リバブルケア
医療法人社団喜生会

介護老人保健施設ヒューマンライフ富士

医療法人社団喜生会

介護老人保健施設ヒューマンライフ富士

介護老人保健施設ヒューマンライフ富士
ヒューマンライフ富士在宅介護支援センター
介護老人保健施設ききょうの郷
介護老人保健施設 ききょうの郷

事業所〒
4101102
4101102
4101102
4101102
4101107
4101107
4101107
4180035
4180035
4180035
4180035
4180005
4180005
4180005
4180005
4180111
4180111
4180111
4180105
4180105
4180105
4180105
4180105
4180105
4180105
4170801
4170801
4170801
4170801
4160946
4160946

事業所住所
静岡県裾野市深良２９２９番地
静岡県裾野市深良２９２９番地
静岡県裾野市深良２９２９番地
裾野市深良２９２９番地
静岡県裾野市御宿１４７５番地の１
静岡県裾野市御宿１４７５番地の１
静岡県裾野市御宿１４７５番地の１
富士宮市星山１１２９
富士宮市星山１１２９
富士宮市星山１１２９
富士宮市星山１１２９
静岡県富士宮市宮原３３７番地の４
静岡県富士宮市宮原３３７番地の４
静岡県富士宮市宮原３３７番地の４
静岡県富士宮市宮原３３７－４
静岡県富士宮市山宮１０２７－２
静岡県富士宮市山宮１０２７番２
静岡県富士宮市山宮１０２７－２
静岡県富士宮市原７０９番地
静岡県富士宮市原７０９番地
静岡県富士宮市原７０９番地
静岡県富士宮市原７０９番地
静岡県富士宮市原６８２番地
静岡県富士宮市原６８２番地
静岡県富士宮市原６８２番地
静岡県富士市大淵字大峯３９０１－１
静岡県富士市大淵字大峯３９０１－１
静岡県富士市大淵字大峯３９０１－１
静岡県富士市大淵３９０１－１
静岡県富士市五貫島１７５番地
静岡県富士市五貫島１７５番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2252380023
2252380023
2252380031
2252380031
2252380031
2252380049
2252380049
2252380049
2252380049
2252380056
2252380064
2252380064
2253180018
2253180018
2253180018
2253180018
2255180016
2255180016
2255180024
2255180024
2255180024
2255180024
2255180032
2255180032
2255180032
2255180032
2255180040
2255180040
2255180040
2255180057
2255180057

サービス種類
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
介護老人保健施設

事業所名

事業所〒

介護老人保健施設 ききょうの郷
在宅介護支援センターききょう
介護老人保健施設 ひろみ
介護老人保健施設 ひろみ
介護老人保健施設 ひろみ
介護老人保健施設かぐや富士 通所リハビリテーション

短期入所生活介護事業所かぐや富士
介護老人保健施設 かぐや富士
居宅介護支援事業所かぐや富士
介護老人保健施設新富士ケアセンター
介護老人保健施設富士中央ケアセンター デイケアリベルタ

介護老人保健施設富士中央ケアセンター
共立蒲原総合病院組合 介護老人保健施設

芙蓉の丘

共立蒲原総合病院組合 介護老人保健施設

芙蓉の丘

共立蒲原総合病院組合 介護老人保健施設

芙蓉の丘

共立蒲原総合病院組合介護老人保健施設芙蓉の丘居宅介護支援事業所

焼津ケアセンター
焼津ケアセンター
介護老人保健施設コミュニティーケア高草
介護老人保健施設コミュニティーケア高草
介護老人保健施設コミュニティーケア高草
コミュニティーケア高草指定居宅介護支援事業所
介護老人保健施設ケアセンターゆうゆう
介護老人保健施設ケアセンターゆうゆう
介護老人保健施設ケアセンターゆうゆう
ケアセンターゆうゆう
介護老人保健施設 浜当目
介護老人保健施設 浜当目
介護老人保健施設 浜当目
介護老人保健施設 コミュニティーケア大井川
介護老人保健施設 コミュニティーケア大井川

4160946
4160946
4170801
4170801
4170801
4170826
4170826
4170826
4170826
4170801
4190201
4190201
4213306
4213306
4213306
4213306
4250062
4250062
4250005
4250005
4250005
4250005
4250052
4250052
4250052
4250052
4250012
4250012
4250012
4210216
4210216

事業所住所
静岡県富士市五貫島１７５番地
静岡県富士市五貫島１７５番地
富士市大渕３９－１
富士市大渕３９－１
静岡県富士市大淵３９番地の１
静岡県富士市中里2546番地７
静岡県富士市中里２５４６番地の７
静岡県富士市中里2546番地７
静岡県富士市中里２５４６番地の７
静岡県富士市大渕字大峯３８９８番１
静岡県富士市厚原３７２番地１
静岡県富士市厚原３７２番地１
静岡県富士市中之郷２５００番地の１
静岡県富士市中之郷２５００番地の１
静岡県富士市中之郷２５００番地の１
静岡県富士市中之郷２５００－１
焼津市中根新田１３１５
焼津市中根新田１３１５
焼津市方ノ上３５８－１
焼津市方ノ上３５８－１
焼津市方ノ上３５８－１
焼津市方ノ上３５８－１
焼津市田尻４
焼津市田尻４
焼津市田尻４
焼津市田尻４
静岡県焼津市浜当目４丁目１２番１号
静岡県焼津市浜当目４丁目１２番１号
静岡県焼津市浜当目４丁目１２番１号
静岡県焼津市相川５７７番１
静岡県焼津市相川５７７番１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2255180057
2255280014
2255280014
2255280014
2255380012
2255380012
2255380012
2255380020
2255380020
2255380020
2255380020
2255380038
2255380038
2255380038
2255380038
2255380038
2255380046
2255380046
2255380046
2255380046
2255480010
2255480010
2255480010
2255480010
2255480010
2255480028
2255480028
2255480028
2255480036
2255580017
2255580017

サービス種類
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
訪問介護
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
介護老人保健施設
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

事業所名
コミュニティーケア大井川指定居宅介護支援事業所
ユニケア岡部通所リハビリテーション事業所
ユニケア岡部
ユニケア岡部
介護老人保健施設 カリタス・メンテ
介護老人保健施設 カリタス・メンテ
介護老人保健施設 カリタス・メンテ
通所リハビリ グリーンヒルズ藤枝
介護老人保健施設 グリーンヒルズ藤枝
介護老人保健施設 グリーンヒルズ藤枝
居宅介護支援 グリーンヒルズ藤枝
訪問介護フォレスタ藤枝
訪問リハビリセンターフォレスタ藤枝
デイケアセンター フォレスタ藤枝
ショートステイサービスセンターフォレスタ藤枝
医療法人社団凜和会 介護老人保健施設 フォレスタ藤枝

介護老人保健施設マインド
通所リハビリテーション事業所 平成マインド
短期入所療養介護事業所 平成マインド
介護老人保健施設 マインド
ホームヘルプサービス アポロン
介護老人保健施設 アポロン
介護老人保健施設 アポロン
介護老人保健施設 アポロン
アポロン居宅介護支援事業所
介護老人保健施設 さくら
介護老人保健施設 さくら
介護老人保健施設 さくら
サテライト型介護老人保健施設アポロン伊太
訪問リハビリテーション事業所 エコトープ
介護老人保健施設 エコトープ

事業所〒
4210216
4211131
4211131
4211131
4268662
4268662
4268662
4260133
4260133
4260133
4260133
4260033
4260033
4260033
4260033
4260033
4260075
4260075
4260075
4260075
4270047
4270047
4270047
4270047
4270047
4270011
4270011
4270011
4270034
4280007
4280007

事業所住所
静岡県焼津市相川５７７番１
藤枝市岡部町内谷１４７３－３
藤枝市岡部町内谷１４７３－３
藤枝市岡部町内谷１４７３－３
藤枝市水上１２３－１
藤枝市水上１２３－１
藤枝市水上１２３－１
藤枝市宮原４２０－１
藤枝市宮原４２０－１
藤枝市宮原４２０－１
藤枝市宮原４２０－１
静岡県藤枝市小石川町二丁目８番１３号
藤枝市小石川町２－８－１３
藤枝市小石川町２－８－１３
藤枝市小石川町２－８－１３
藤枝市小石川町２－８－１３
藤枝市瀬戸新屋４８７－２
藤枝市瀬戸新屋４８７－２
藤枝市瀬戸新屋４８７－２
藤枝市瀬戸新屋４８７－２
島田市中溝町１７１４－１
島田市中溝町１７１４－１
島田市中溝町１７１４－１
島田市中溝町１７１４－１
島田市中溝町１７１４－１
島田市東町１３３１
島田市東町１３３１
島田市東町１３３１
静岡県島田市伊太２１７０－１
島田市島５３４－１
島田市島５３４－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2255580017
2255580017
2255580017
2255580025
2255580025
2255580025
2255580033
2255580033
2255580033
2255580033
2255880011
2255880011
2255880011
2256180015
2256180015
2256180015
2256180023
2256180023
2256180023
2256180023
2256280013
2256280013
2256280021
2256280021
2256280021
2256280021
2256380011
2256380011
2256380011
2256480019
2256480019

サービス種類
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
介護老人保健施設

事業所名
介護老人保健施設 エコトープ
介護老人保健施設 エコトープ
居宅介護支援事業所エコトープ
介護老人保健施設はるかぜ
介護老人保健施設はるかぜ
介護老人保健施設はるかぜ
介護老人保健施設コミュニティーケア吉田
介護老人保健施設コミュニティーケア吉田
介護老人保健施設コミュニティーケア吉田
コミュニティーケア吉田指定居宅介護支援事業所
医療法人沖縄徳州会 介護老人保健施設 あじさい
医療法人沖縄徳州会 介護老人保健施設 あじさい
医療法人沖縄徳州会 介護老人保健施設 あじさい
通所リハビリテーションはまおか
老人保健施設 はまおか
老人保健施設 はまおか
あおばケアガーデン 訪問リハビリテーション
介護老人保健施設 あおばケアガーデン
介護老人保健施設 あおばケアガーデン
介護老人保健施設 あおばケアガーデン
介護老人保健施設エバーグリーン掛川指定通所リハビリテーション

介護老人保健施設エバーグリーン掛川
介護老人保健施設神子の園
介護老人保健施設神子の園
介護老人保健施設神子の園
神子の園居宅介護支援事業所
介護老人保健施設 風の杜
介護老人保健施設 風の杜
介護老人保健施設 風の杜
介護老人保健施設 袋井ケアセンター
介護老人保健施設 袋井ケアセンター

事業所〒
4280007
4280007
4280007
4210514
4210514
4210514
4210302
4210302
4210302
4210302
4210421
4210421
4210421
4371688
4371688
4371688
4371302
4371302
4371302
4371302
4360043
4360043
4360084
4360084
4360084
4360084
4370214
4370214
4370214
4370003
4370003

事業所住所
島田市島５３４－１
島田市島５３４－１
島田市島５３４－１
牧之原市菅ケ谷１２４０－１
牧之原市菅ケ谷１２４０－１
牧之原市菅ケ谷１２４０－１
榛原郡吉田町川尻１７００－１
榛原郡吉田町川尻１７００－１
榛原郡吉田町川尻１７００－１
榛原郡吉田町川尻１７００－１
静岡県牧之原市細江３２０８番地１
静岡県牧之原市細江３２０８番地１
静岡県牧之原市細江３２０８番地１
御前崎市池新田２０７０番地
御前崎市池新田２０７０番地
御前崎市池新田２０７０番地
掛川市大渕４３４５番地
掛川市大渕４３４５
掛川市大渕４３４５番地
掛川市大渕４３４５番地
掛川市大池６８０
掛川市大池６８０
掛川市逆川１００
掛川市逆川１００
掛川市逆川１００
掛川市逆川１００
周智郡森町草ケ谷１０４番地の１
周智郡森町草ケ谷１０４－１
周智郡森町草ケ谷１０４番地の１
袋井市萱間９３３－１
袋井市萱間９３３－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2256680014
2256680014
2256680014
2256680022
2256680022
2256780012
2256780012
2256780012
2256780012
2256780012
2256780012
2256780020
2256780020
2256780020
2256780020
2256880010
2256880010
2256880010
2256980018
2256980018
2256980018
2256980026
2256980026
2256980026
2256980026
2257380010
2257380010
2257480018
2257480018
2257480018
2257480026

通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
居宅介護支援
通所リハビリテーション
介護老人保健施設
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
通所リハビリテーション

事業所名
介護老人保健施設なかよし
介護老人保健施設なかよし
介護老人保健施設なかよし
於保老健センター
於保老健センター
介護老人保健施設 おおふじ五幸ホーム
介護老人保健施設 おおふじ五幸ホーム
介護老人保健施設 おおふじ五幸ホーム
グループホーム 和らぎの家
おおふじ五幸ホーム居宅介護支援事業所
デイサービスアルクおおふじ
介護老人保健施設さくらの苑
介護老人保健施設さくらの苑
介護老人保健施設さくらの苑
さくらの苑 居宅介護支援事業所
デイケアセンター さわだの庄
短期入所療養介護事業所 さわだの庄
介護老人保健施設 さわだの庄
白梅豊岡ケアホーム
白梅豊岡ケアホーム
白梅豊岡ケアホーム
介護老人保健施設 五洋の里
介護老人保健施設 五洋の里
介護老人保健施設 五洋の里
五洋の里居宅介護支援事業所
ナーシングホーム オンフルール
ナーシングホーム オンフルール
えいせい掛川介護老人保健施設
えいせい掛川介護老人保健施設
えいせい掛川介護老人保健施設
介護老人保健施設 桔梗の丘

事業所〒
4380838
4380838
4380838
4371216
4371216
4380002
4380002
4380002
4380002
4380002
4380002
4380074
4380074
4380074
4380074
4390037
4390037
4390037
4380126
4380126
4380126
4380234
4380234
4380234
4380234
4370023
4370023
4360342
4360342
4360342
4360030

事業所住所
磐田市小立野１３５番地１
磐田市小立野１３５番地１
磐田市小立野１３５番地１
磐田市一色２６
磐田市一色２６
磐田市大久保５０８－３
磐田市大久保５０８－３
磐田市大久保５０８－３
磐田市大久保５０８－２４
静岡県磐田市大久保５０８－３
磐田市大久保５０８－３
磐田市二之宮字仙水１１６２
磐田市二之宮字仙水１１６２
磐田市二之宮字仙水１１６２
磐田市二之宮字仙水１１６２
菊川市西方５５１１
菊川市西方５５１１
菊川市西方５５１１
磐田市下神増１８３－１
磐田市下神増１８３－１
磐田市下神増１８３－１
磐田市掛塚３１９０－１
磐田市掛塚３１９０－１
磐田市掛塚３１９０－１
磐田市掛塚３１９０－１
袋井市高尾１４３９－３
袋井市高尾１４３９－３
静岡県掛川市上西郷8021番地
静岡県掛川市上西郷8021番地
静岡県掛川市上西郷8021番地
静岡県掛川市杉谷南一丁目１－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2257480026
2258480025
2258480025
2258480025
2258480025
2260190034
2260190042
2260190059
2260190059
2260190075
2260190083
2260290032
2260290040
2260290040
2260390014
2260390022
2260390030
2260390048
2260390048
2260390048
2260390089
2260490012
2260490012
2260490079
2260490079
2260490087
2260490129
2260490137
2260490145
2260490160
2260590035

サービス種類
介護老人保健施設
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護老人保健施設
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問介護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護

事業所名
介護老人保健施設 桔梗の丘
介護老人保健施設 まんさくの里
介護老人保健施設 まんさくの里
介護老人保健施設 まんさくの里
介護老人保健施設 まんさくの里
訪問看護ステーション どりいむ
福老訪問看護ステーション
医療法人社団健育会ゆうあい訪問看護ステーション
医療法人社団健育会ゆうあい訪問看護ステーション
医療法人社団辰五会訪問看護ステーション南伊豆
愛菜花訪問看護ステーション
訪問看護ステーション紡ぎ
研真会訪問看護ステーション上の山
ケアプランサービス上の山
長岡訪問看護ステーション
訪問看護ステーションなかいず
医療法人社団

静岡健生会

訪問看護ステーションかんなみ

訪問看護ステーションひまわり
訪問看護ステーションひまわり
訪問看護ステーションひまわり
医療法人新光会あたみ・かんなみ訪問看護ステーション
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター訪問看護ステーションそよかぜ
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター訪問看護ステーションそよかぜ

株式会社訪問看護ステーション・ナースの森
ナースの森 ケアプランセンター
伊豆高原訪問看護ステーション
訪問看護ステーションはな
うさぎ薬局訪問看護ステーション
訪問看護ステーションりえぞん
訪問看護ステーション・エコー
あすか訪問看護ステーション

事業所〒
4360030
4310422
4310422
4310422
4310422
4130302
4150302
4103514
4103514
4150151
4130411
4150011
4150013
4150013
4102211
4102502
4190123
4102315
4102315
4102315
4190107
4140055
4140055
4140023
4140001
4130232
4140045
4140038
4130231
4130231
4130102

事業所住所
静岡県掛川市杉谷南一丁目１－１
静岡県湖西市岡崎１３５３番地の１
静岡県湖西市岡崎１３５３番地の１
静岡県湖西市岡崎１３５３番地の１
静岡県湖西市岡崎１３５３番地の１
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本７９７－３
静岡県賀茂郡南伊豆町上賀茂５８３－４
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科字南耕地１３８
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科字南耕地１３８番地

静岡県賀茂郡南伊豆町青市８４８
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１４０６番地の１
静岡県下田市河内７７番地の１
静岡県下田市柿崎４３２番地の１
静岡県下田市柿崎432番地の1
伊豆の国市長岡９４６
静岡県伊豆市上白岩１０００番地
静岡県田方郡函南町間宮８８２－５ ウエルズ２１アライ１号

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
伊豆の国市田京２７０番地の１
静岡県伊豆の国市田京２７０－１
静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３
静岡県伊東市岡１３４９－３
静岡県伊東市岡１３４９番地の３
静岡県伊東市渚町５番３８号
静岡県伊東市宇佐美１９３６番地の２
静岡県伊東市八幡野１４１７－１
静岡県伊東市玖須美元和田７２７番地の１００１サンミナミＣ

静岡県伊東市広野１－３－２６

広野ＭＣビル３Ｆ

静岡県伊東市富戸１０９５－１８５
静岡県伊東市富戸１３０１番地の４１ 伊豆まさき整形外科２階

静岡県熱海市下多賀８０４番地の２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2260590068
2260590084
2260690017
2260690025
2260690033
2260690108
2260690108
2260690124
2260690140
2260690140
2260690165
2260790049
2260890013
2260890013
2261190017
2261190033
2261190041
2261190041
2261190058
2261190124
2261190140
2261190165
2261190165
2261190199
2261190231
2261190249
2261190249
2261190272
2261190272
2261190298
2261190306

サービス種類
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問介護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護

事業所名
訪問看護ステーション ゆらっくす
Ｋ’ｓ訪問看護ステーション
三島市医師会訪問看護ステーション
医療法人社団

静岡健生会

訪問看護ステーションほほえみ

訪問看護ステーション梅名の里
訪問看護ステーション木の実
居宅介護支援事業所木の実
ウェルズ訪問看護ステーション
総合介護事業所 瑞
総合介護事業所 瑞
訪問看護ステーションまりん
訪問看護ステーション伊豆日赤
ラポールあい 訪問看護ステーション
ラポールあい 居宅介護支援事業所
訪問看護ステーションぬまづ
訪問看護ステーションはまゆう
聖隷訪問看護ステーション千本
聖隷訪問看護ステーション千本
公益財団法人復康会 訪問看護ステーションうしぶせ

白鳥訪問看護ステーション
在宅リハビリ訪問看護ステーション 春
ケアル訪問看護リハビリステーション
ケアル居宅介護支援事業所
訪問看護ステーション椎路
訪問看護ステーション さん・さぽーと
訪問看護ステーション咲
居宅介護支援事業所咲
ゆいまる訪問看護ステーション
ゆいまる居宅介護支援事業所
スローライフ訪問看護ステーション
東部訪問看護リハビリステーション テレサ

事業所〒
4130041
4130021
4110841
4110817
4110816
4110044
4110044
4110822
4110801
4110801
4110801
4102413
4102123
4102123
4100004
4100022
4100863
4108555
4100813
4100003
4100011
4100302
4100302
4100302
4100011
4100022
4100022
4100867
4100867
4100022
4100311

事業所住所
静岡県熱海市青葉町３番１１号
静岡県熱海市清水町３－２３ラグゼシア１Ｆ
三島市南本町４番３１号
静岡県三島市八反畑１２７－１

ベルメゾン２１

２－Ａ

静岡県三島市梅名５７９番地８号
静岡県三島市徳倉３丁目２４－３ロイヤルパレス徳倉１０２

静岡県三島市徳倉３丁目２４－３
静岡県三島市松本２９４番地３
静岡県三島市谷田１０３７－３５
静岡県三島市谷田１０３７－３５
静岡県三島市谷田１７５番地の８コートリバーサイド１０２号

静岡県伊豆市小立野１００番２

伊豆赤十字病院

静岡県伊豆の国市四日町３７８番地の２
静岡県伊豆の国市四日町378番地の2
沼津市本田町６－１３

ＣＨＩＮＴＡＩ本田町ビル２０１号

静岡県沼津市大岡１１５５
静岡県沼津市本字下一丁田８９８－１
静岡県沼津市本字下一丁田898-1
沼津市上香貫曼陀ヶ原２５１０－２２
沼津市新沢田町７－３３
静岡県沼津市岡宮３７５番地の１３ パステル緑ヶ丘１Ｆ

静岡県沼津市東椎路字中尾１６４０－１０
静岡県沼津市東椎路字中尾1640-10
静岡県沼津市東椎路８２１－１
静岡県沼津市岡宮９９１番地３０
静岡県沼津市大岡１８６２－３
静岡県沼津市大岡1862-3
静岡県沼津市本錦町６５５番地の１コーポ錦１０２号

静岡県沼津市本錦町655-1 コーポ錦102号
静岡県沼津市大岡３８８２番地
静岡県沼津市原町中二丁目１５番地の２サニーフラットＢ１０１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2261290015
2261290049
2261390013
2261390039
2261390062
2261390070
2261390070
2261390088
2261390104
2261390112
2261390146
2261490011
2261490037
2261490045
2262190024
2262190081
2262190099
2262390038
2262390046
2262390053
2262390053
2262390061
2262390061
2262390079
2262390087
2262390095
2262390103
2262390137
2262390178
2262390194
2262390202

サービス種類
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護

事業所名
公益社団法人有隣厚生会

訪問看護ステーションごてんば

一般財団法人神山復生会

訪問看護ステーションマリア

医療法人社団 静岡健生会 訪問看護ステーションふしみ
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター訪問看護ステーションあおぞら

訪問看護ステーションみなみ
訪問看護ステーション桜づつみ
桜づつみ指定居宅介護支援事業所
ケアーズ訪問看護リハビリステーション駿東
訪問看護ステーションエム
マ・メゾン花水木

訪問看護・訪問リハビリステーション

訪問看護ステーションおおきな木
裾野訪問看護ステーション
ヤザキケアセンター紙ふうせん

訪問看護ステーション

訪問看護ステーションすその日赤
東静訪問看護ステーション
看護リハビリケアステーションひより
訪問看護ステーション心音
訪問看護ステーション喜
訪問看護ステーション百葉
訪問看護ステーション ケアメイト
居宅介護支援事業所 幸
訪問看護ステーションけいあい
居宅介護支援事業所けいあい
富士整形外科病院訪問看護ステーション
訪問看護ステーション しおん
訪問看護ステーションかみや
訪問看護ステーションふじ
訪問看護ステーションかもめ
訪問看護ステーション都富
訪問看護ステーション かえで
訪問看護ステーションあい

事業所〒
4120043
4120033
4110907
4110943
4110932
4110942
4110942
4110932
4110917
4110933
4101312
4101111
4101194
4101231
4180026
4180111
4180061
4190201
4170801
4160903
4160903
4170026
4170026
4170045
4190202
4170821
4190205
4160955
4190201
4170061
4160933

事業所住所
御殿場市新橋１５８６－１
静岡県御殿場市神山１０９番地
駿東郡清水町伏見２５－６フレグランス水口１０２

静岡県駿東郡長泉町下土狩１２９３－１
静岡県駿東郡長泉町南一色３４４－１
静岡県駿東郡長泉町中土狩５５７番地の３２１
静岡県駿東郡長泉町中土狩５５７番地の３２１
静岡県駿東郡長泉町南一色３８２－１Ｍビル東３

静岡県駿東郡清水町徳倉１００４番地
静岡県駿東郡長泉町納米里５５－５
静岡県駿東郡小山町菅沼７５３番地の４
静岡県裾野市久根５３７番地の２
静岡県裾野市御宿１５００番地
静岡県裾野市佐野７１３番 裾野赤十字病院
富士宮市西小泉町１４番地の９
静岡県富士宮市山宮２０５１番地の１
静岡県富士宮市北町１５番７号
静岡県富士市厚原３７０番地
富士市大渕４０５－２５（湖山病院内）
富士市松本３５７番地の１
静岡県富士市松本３５７番地の１
静岡県富士市南町３番１号
静岡県富士市南町3番1号
静岡県富士市錦町１丁目４番２３号
静岡県富士市久沢２丁目８番３９号
静岡県富士市神谷598番地2・592番地3
静岡県富士市天間１６４０番１
静岡県富士市川成新町２５０
静岡県富士市厚原566-1
静岡県富士市伝法２５２５番地の１
静岡県富士市中丸８８２番地の１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2262390202
2262390228
2262390244
2262390244
2262390269
2262390293
2263190015
2265190013
2265190021
2265190039
2265190047
2265190054
2265290011
2265390035
2265390035
2265390076
2265390092
2265390100
2265390142
2265390159
2265390167
2265490017
2265490017
2265490025
2265490058
2265490066
2265590055
2265890042
2265890059
2266190012
2266190012

サービス種類
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
通所介護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援

事業所名
居宅介護支援事業所あい
訪問看護ステーション よろこび宮島
訪問看護ステーションこはる
居宅介護支援事業所こはる
訪問看護ステーション なないろ
スマイル訪問看護リハビリステーション
共立蒲原総合病院訪問看護ステーション
医療法人社団正心会 焼津訪問看護ステーション
焼津市医師会訪問看護ステーション
焼津北訪問看護・介護ステーション
ニチイケアセンター焼津 訪問看護ステーション
訪問看護ステーション「池ちゃん家」
志太訪問看護ステーション
デイサービスセンター よつ葉のクローバー
のぞみ居宅介護支援事業所
訪問看護ステーションふじえだ
あい訪問看護ステーション
訪問看護ステーションフォレスタ藤枝
株式会社訪問看護ステーション・スポット
訪問看護リハビリステーションもも藤枝
フェリス訪問看護リハビリステーション
島田市訪問看護ステーション
島田市居宅介護支援センター「はなみずき」
訪問看護ステーションアポロン
訪問看護ステーションルピナース島田
アクア島田 訪問看護
川根本町訪問看護ステーション
訪問看護ステーション榛南
訪問看護ステーションわかば
訪問看護ステーション大東
指定居宅介護支援事業所 訪問看護Ｓ／Ｔ 大東

事業所〒

事業所住所

4160933
4160945
4170061
4170061
4170061
4170051
4213306
4250031
4250036
4210216
4250036
4250077
4211131
4260067
4260067
4260075
4260075
4260033
4260011
4260023
4260034
4270007
4270007
4270034
4270035
4270022
4280313
4210421
4210421
4371416
4371416

静岡県富士市中丸８８２番地の１
静岡県富士市宮島８５番地１０
静岡県富士市伝法１５６８－９
静岡県富士市伝法１５６８－９
静岡県富士市伝法７１０－１４
静岡県富士市吉原４丁目10-47
富士市中之郷２５００－１
静岡県焼津市小川新町５－２－３
焼津市西小川五丁目６番地の３
静岡県焼津市相川５７７番１
静岡県焼津市西小川３－４－５
静岡県焼津市五ケ堀之内５３０番地の３
藤枝市岡部町内谷６０－２
静岡県藤枝市前島3－7－5
藤枝市前島３丁目７－５
静岡県藤枝市瀬戸新屋８３番地の６
静岡県藤枝市瀬戸新屋２５４－３
静岡県藤枝市小石川町二丁目８番１３号
静岡県藤枝市平島１１４番地の１１
静岡県藤枝市茶町４丁目１８－５
静岡県藤枝市駅前2-19-15 アクセスビル２階
静岡県島田市野田１２００－５
静岡県島田市野田1200番地の５
静岡県島田市伊太2170－1
静岡県島田市向谷元町1110－４
静岡県島田市本通６丁目７８１９－１
静岡県榛原郡川根本町上長尾６２７番地
静岡県牧之原市細江３２０５番地の１
静岡県牧之原市細江２８８７番地１
静岡県掛川市三俣６２０番地
静岡県掛川市三俣620番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2266190020
2266190038
2266190053
2266290010
2266290010
2266290028
2266390018
2266490032
2266790019
2266790019
2266890017
2266990023
2266990031
2266990049
2266990056
2266990080
2266990098
2266990106
2266990114
2267390025
2267390058
2267490023
2267490056
2268490022
2268490030
2270100023
2270100023
2270100023
2270100023
2270100031
2270100031

サービス種類
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
居宅介護支援
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
訪問看護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴介護

事業所名
きくがわ訪問看護ステーション
訪問看護ステーションはまおか
訪問看護ステーション小笠
訪問看護ステーション掛川
指定居宅介護支援事業所 訪問看護S/T
ケアステーション明日香
森町訪問看護ステーション

事業所〒

掛川

ウエルライフ地域リハビリテーション・看護センター

訪問看護ステーションいわた
指定居宅介護支援事業所 訪問看護S/T

いわた

静岡県厚生農業協同組合連合会 訪問看護ステーション夢咲

訪問看護ステーション富士見
訪問看護ステーションとよだ
訪問看護ステーション齋藤
訪問看護ステーションすずかけ
訪問看護リハビリステーション リューレント磐田
訪問看護ステーション和合
訪問看護ステーションすずらん
聖隷訪問看護ステーション富丘
トータルケアひかり
訪問看護ステーションルピナース袋井
訪問看護ステーションルピナース
訪問看護ステーションどりいむ
湖西市訪問看護ステーション
訪問看護ステーションはまな
湯ヶ岡の郷 短期入所生活介護事業所
湯ヶ岡の郷介護老人福祉施設
湯ヶ岡の郷 通所介護事業所
湯ヶ岡の郷居宅介護支援センター
社会福祉法人 河津町社会福祉協議会
社会福祉法人 河津町社会福祉協議会

4390019
4371688
4371521
4360083
4360083
4360030
4370214
4370022
4380077
4380051
4371593
4380086
4380086
4380202
4380043
4380077
4371202
4380071
4380803
4370063
4370061
4360043
4360043
4310442
4310423
4130304
4130304
4130304
4130304
4130504
4130504

事業所住所
菊川市半済１８６５
御前崎市池新田２０７０番地
菊川市上平川２９３番地
静岡県掛川市薗ケ谷881番地の1
静岡県掛川市薗ケ谷881番地の1
静岡県掛川市杉谷南一丁目１番地の３０
静岡県周智郡森町草ケ谷３８７番地の１
静岡県袋井市方丈３丁目２－３
磐田市上大之郷５１番地

磐田市急患センター内

静岡県磐田市上大之郷５１番地 磐田市急患センター内

静岡県菊川市下平川６２６５番地
静岡県磐田市見付富士見町439-1
静岡県磐田市見付１７６６－１
静岡県磐田市高木180番地５
静岡県磐田市大原２０４２番地４
静岡県磐田市国府台６２番地の２
静岡県磐田市豊浜２６７番地１
静岡県磐田市今之浦二丁目６－１１
静岡県磐田市富丘６７７－１
静岡県袋井市田町一丁目１番地１５
静岡県袋井市久能１７０１番地１
静岡県掛川市大池２９３１－１
静岡県掛川市大池2998-１ ２Ｆ
静岡県湖西市古見１０４４番地
静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地15番地の70
賀茂郡東伊豆町白田１２００
賀茂郡東伊豆町白田字山田１２００
賀茂郡東伊豆町白田字山田１２００
静岡県賀茂郡東伊豆町白田１２００
賀茂郡河津町田中２１２－２
静岡県賀茂郡河津町田中２１２－２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270100031
2270100031
2270100056
2270100056
2270100080
2270100080
2270100114
2270100122
2270100122
2270100122
2270100122
2270100130
2270100130
2270100130
2270100130
2270100148
2270100148
2270100155
2270100163
2270100163
2270100197
2270100197
2270100213
2270100247
2270100247
2270100262
2270100262
2270100262
2270100262
2270100262
2270100271

サービス種類
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護

事業所名
社会福祉法人河津町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

社会福祉法人河津町社会福祉協議会指定通所介護事業所

南伊豆町社会福祉協議会介護事業所
南伊豆町社会福祉協議会介護支援事業所
老人短期入所みなとの園
特別養護老人ホームみなとの園
みんなの家
ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンター
ヒューマンヴィラ伊豆短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム ヒューマンヴィラ伊豆
かも居宅介護支援事業所
ホームヘルプ松崎
デイサービスセンター松崎
デイサービスセンター松崎
まつざき居宅介護支援事業所
社会福祉法人 東伊豆町社会福祉協議会
社会福祉法人東伊豆町社会福祉協議会
伊豆ヘルス・ケア特定施設入居者生活介護事業所
介護サービスなかじま
有限会社介護サービスなかじま
有限会社あゆみ介護サービス
有限会社あゆみ介護サービス
デイサービスセンター太陽の里
老人短期入所太陽の里
特別養護老人ホーム太陽の里
ホームヘルパーステーション松崎十字の園
デイサービスセンター松崎十字の園
松崎十字の園
松崎十字の園
松崎十字の園居宅介護支援事業所
デイサービスさくらんぼ

事業所〒
4130504
4130504
4150304
4150304
4150152
4150152
4103513
4103501
4103501
4103501
4103501
4103612
4103612
4103696
4103612
4130304
4130304
4130302
4130304
4130304
4103514
4103514
4103514
4103514
4103514
4103624
4103624
4103624
4103624
4103624
4130411

事業所住所
静岡県賀茂郡河津町田中２１２番地の２
賀茂郡河津町田中２１２番地の２
静岡県賀茂郡南伊豆町加納７９０
静岡県賀茂郡南伊豆町加納７９０
静岡県賀茂郡南伊豆町湊６３８－１
静岡県賀茂郡南伊豆町湊６３８－１
賀茂郡西伊豆町中７４５－３
賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０番地１
賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０－１
賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０－１
静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０番地１
賀茂郡松崎町宮内３６２－１
賀茂郡松崎町宮内３６２番地１
静岡県賀茂郡松崎町宮内字橋場３６２－１
静岡県賀茂郡松崎町宮内３６２－１
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３０６番地
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３０６
賀茂郡東伊豆町奈良本１４０５
賀茂郡東伊豆町白田４４３番地の９
静岡県賀茂郡東伊豆町白田４４３番地の９
賀茂郡西伊豆町仁科３８２番地の２
賀茂郡西伊豆町仁科３８２番地の２
賀茂郡西伊豆町仁科３９３
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科１１３４
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科１１３４
賀茂郡松崎町江奈１５７
静岡県賀茂郡松崎町江奈１５７番地
静岡県賀茂郡松崎町江奈１５７
静岡県賀茂郡松崎町江奈１５７
静岡県賀茂郡松崎町江奈１５７
賀茂郡東伊豆町稲取１５２番地の１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270100296
2270100296
2270100338
2270100338
2270100338
2270100338
2270100338
2270100346
2270100353
2270100361
2270100379
2270100387
2270100411
2270100411
2270100452
2270100452
2270100461
2270100478
2270100478
2270100486
2270100486
2270100486
2270100486
2270100510
2270100510
2270100551
2270100569
2270100577
2270100585
2270100593
2270100601

訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護

事業所名
エイジレス・ケア・スタッフ
エイジレス・ケア・スタッフ
訪問ヘルプサービス サンシニア河津
デイサービスセンター サンシニア河津
ショートステイ サンシニア河津
特別養護老人ホーム サンシニア河津
居宅介護支援事業所 サンシニア河津
介護サービスセンターなごみの丘
グループホーム賀茂
デイサービス・オリーブハウス
デイサービス たなごころ
ケアセンターうばめ櫧南伊豆
西伊豆町社会福祉協議会訪問介護事業所
西伊豆町社協居宅介護支援事業所
有限会社こころ介護
有限会社こころ介護
グループホームあたがわ
ケアプランあったか
デイサービスあったか
しんわ福祉サービス松崎
しんわデイサービス松崎
しんわレンタル館 松崎
しんわ福祉サービス松崎
ヘルパーステーション ゆうひ
介護相談センター
とうぶ介護用品
菜の花訪問事業所
あったかデイサービスセンター
株式会社介護支援センターあい
有限会社こころ介護熱川デイサービス
さくら介護

事業所〒
4103611
4103611
4130504
4130504
4130504
4130504
4130504
4130302
4103501
4103611
4103514
4150305
4103501
4103501
4130304
4130304
4130302
4150303
4150303
4103624
4103624
4103624
4103624
4103514
4103514
4103501
4150303
4150303
4150152
4130304
4130304

事業所住所
賀茂郡松崎町松崎６５番地の７
賀茂郡松崎町松崎６５番地の７
静岡県賀茂郡河津町田中５２０番地１
賀茂郡河津町田中字山田５２０番１
静岡県賀茂郡河津町田中字山田５２０番１
静岡県賀茂郡河津町田中字山田５２０番１
静岡県賀茂郡河津町田中字山田５２０－１
賀茂郡東伊豆町奈良本８８７
賀茂郡西伊豆町宇久須５３４－１
静岡県賀茂郡松崎町松崎６５番地の７
賀茂郡西伊豆町仁科５２１－１
賀茂郡南伊豆町二條３３９番地１
静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２５８番地の４
静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２５８－４
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３１１番地の１６
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３１１番地の１６
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１４２３－１０７

静岡県賀茂郡南伊豆町上賀茂５４８－９
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂４６２番地１６号

静岡県賀茂郡松崎町江奈５７４－３
静岡県賀茂郡松崎町江奈５７４－３
静岡県賀茂郡松崎町江奈５７４番地３
静岡県賀茂郡松崎町江奈５７４－３
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３３１－２
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３３１－２
静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須９４８番地
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１５－１
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１７７－１
静岡県賀茂郡南伊豆町湊３８９番地の１
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３１１番地の１６
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３２３－１４

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270100601
2270100627
2270100635
2270100643
2270100643
2270100650
2270100650
2270100650
2270100668
2270100668
2270100692
2270100718
2270100726
2270100734
2270100759
2270100767
2270100775
2270100783
2270100791
2270100809
2270100817
2270100825
2270100825
2270100825
2270100833
2270100841
2270200013
2270200013
2270200021
2270200021
2270200021

サービス種類
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問入浴介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援

事業所名
さくら介護
たなごころ訪問介護サービス
たなごころ介護サービス
ライフケアガーデン熱川本館短期入所
ライフケアガーデン熱川本館
ライフケアガーデン熱川デイサービスセンター
ライフケアガーデン熱川別館
ライフケアガーデン熱川居宅介護支援事業所
介護老人保健施設なぎさ園
介護老人保健施設なぎさ園
有限会社こころ介護稲取デイサービス
康心会伊豆東部居宅介護支援事業所
三連水車 ケアプランセンター
デイサービス なかじま
寄り場
おっけぃ デイサービス
花木居宅サービス
愛菜花ケアプランセンター
ヒストリア
あしたばケアサービス
三連水車デイサービスセンター
デイサービスセンターエクレシア南伊豆
老人短期入所エクレシア南伊豆
介護老人福祉施設エクレシア南伊豆
アサヒサンクリーン在宅介護センター西伊豆
医療法人社団心成会社会福祉総合事業所おれんじ
ＪＡ伊豆太陽福祉相談センター
ＪＡ伊豆太陽福祉相談センター
社会福祉法人下田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

下田市デイサービスセンター
社会福祉法人下田市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

事業所〒
4130304
4103514
4103514
4130304
4130304
4130304
4130304
4130304
4150152
4150152
4130411
4130411
4150151
4130302
4103501
4150304
4103501
4130411
4103514
4130301
4150151
4150304
4150304
4150304
4103514
4130411
4150013
4150013
4150024
4150024
4150024

事業所住所
静岡県賀茂郡東伊豆町白田３２３－１４
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科５２１－１
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科５２１番地の１
静岡県賀茂郡東伊豆町白田４１５
静岡県賀茂郡東伊豆町白田４１５番地
静岡県賀茂郡東伊豆町白田４５９
静岡県賀茂郡東伊豆町白田４５９番地
静岡県賀茂郡東伊豆町白田４５９番地
静岡県賀茂郡南伊豆町湊６７４番地
静岡県賀茂郡南伊豆町湊６７４番地
賀茂郡東伊豆町稲取５２４番地の１
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１７－２
静岡県賀茂郡南伊豆町青市１０３０－１
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１４３４番地の１５６

静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須３１２番地１
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂462-10
静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須９４８
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１４０６番地の１
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２０２-１
静岡県賀茂郡東伊豆町大川３２１番地の２
静岡県賀茂郡南伊豆町青市１０３０－１
静岡県賀茂郡南伊豆町加納７９２番地
静岡県賀茂郡南伊豆町加納７９２番地
静岡県賀茂郡南伊豆町加納７９２番地
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科字下耕地４８６番１

T.S

２F 左

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取３９９番地の４
静岡県下田市柿崎２２－９
静岡県下田市柿崎２２－９
静岡県下田市四丁目１番１号
下田市四丁目１番１号
静岡県下田市四丁目１番１号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270200047
2270200047
2270200047
2270200054
2270200054
2270200054
2270200104
2270200104
2270200121
2270200146
2270200146
2270200153
2270200161
2270200179
2270200179
2270200179
2270200179
2270200203
2270200211
2270200237
2270200237
2270200237
2270200237
2270200237
2270200252
2270200260
2270300052
2270300052
2270300052
2270300052
2270300052

通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援

事業所名
デイサービスセンター 梓の里
老人短期入所梓の里
特別養護老人ホーム 梓の里
介護サービス銀の鈴
介護サービス 銀の鈴
介護サービス銀の鈴
介護サービスとのおか
介護サービスとのおか
ケアショップふじた
イーケアサービス
イーケアサービス
介護ショップエテ
ケアビレッジ下田
デイサービスセンターみくらの里
老人短期入所みくらの里
介護老人福祉施設みくらの里
ケアプランセンターみくら
ケアビレッジ須崎
デイサービス銀の鈴
ケアセンターうばめ櫧下田
ケアセンターうばめ櫧下田
ケアセンターうばめ櫧下田
ケアセンターうばめ櫧下田
ケアセンターうばめ櫧下田
デイサービス銀の鈴西中
デイハウスさとわ
土肥戸田ホームヘルプサービス
土肥デイサービス
土肥ショートステイ
土肥ホーム
土肥戸田居宅介護支援センター

事業所〒
4130713
4130713
4130713
4150018
4150018
4150018
4150028
4150028
4150022
4150038
4150038
4150015
4150025
4150028
4150028
4150028
4150028
4150013
4150036
4150035
4150035
4150035
4150035
4150035
4150018
4150026
4103301
4103301
4103301
4103301
4103301

事業所住所
下田市加増野１８１－１
静岡県下田市加増野１８１－１
静岡県下田市加増野１８１－１
静岡県下田市西中２－４
静岡県下田市西中２－４
静岡県下田市西中２－４
静岡県下田市吉佐美１０７５－１
静岡県下田市吉佐美１０７５－１
静岡県下田市二丁目１１番２５号
静岡県下田市大賀茂１４６番地

笹本ビル３階

静岡県下田市大賀茂１４６番地笹本ビル３階
静岡県下田市武ガ浜６番７号
静岡県下田市五丁目６番５８号
静岡県下田市吉佐美１０８６
静岡県下田市吉佐美１０８６番地
静岡県下田市吉佐美１０８６番地
静岡県下田市吉佐美１０８６番地
下田市柿崎９９９－２
静岡県下田市西本郷２丁目９番１０号
静岡県下田市東本郷二丁目６番２号
静岡県下田市東本郷二丁目６番２号
静岡県下田市東本郷二丁目６番２号
静岡県下田市東本郷二丁目６番２号
静岡県下田市東本郷二丁目６番２号
静岡県下田市西中５番地３
静岡県下田市六丁目２４番２号
静岡県伊豆市小土肥７８７－２
静岡県伊豆市小土肥７８７－２
静岡県伊豆市小土肥７８７－２
静岡県伊豆市小土肥７８７－２
静岡県伊豆市小土肥７８７－２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270300060
2270300060
2270300078
2270300078
2270300086
2270300086
2270300086
2270300094
2270300094
2270300094
2270300094
2270300094
2270300110
2270300136
2270300151
2270300151
2270300151
2270300169
2270300185
2270300185
2270300185
2270300193
2270300193
2270300193
2270300219
2270300227
2270300235
2270300243
2270300268
2270300268
2270300268

通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護

事業所名

事業所〒

かんなみ老人デイサービス
共済福祉会ほほえみ居宅介護支援事業所
伊豆白寿園 老人ショートステイ
特別養護老人ホーム 伊豆白寿園
ぬくもりの里デイサービスセンター
ぬくもりの里
特別養護老人ホーム ぬくもりの里
伊豆中央ケアセンター ホームヘルプサービス
伊豆中央ケアセンターデイサービスセンター
伊豆中央ケアセンター短期生活介護事業所
特別養護老人ホーム 伊豆中央ケアセンター
伊豆中央ケアセンター居宅介護支援事業所
ふれあい居宅介護支援事業所
伊豆市社協訪問介護事業所
みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム みどりが丘ホーム
みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所
伊豆中央介護センター 優しい家
社会福祉法人

函南町社会福祉協議会

指定訪問介護事業所

函南町ほほえみの里デイサービスセンター
社会福祉法人函南町社会福祉協議会

指定居宅介護支援事業所

芽ぶき介護センター
芽ぶき介護センター
芽ぶき介護センター
天城デイサービスセンター
ふれあいデイサービスセンター
共済福祉会ほほえみ訪問介護センター
デイサービス クローバー
ケアサポート大川
ケアサポート大川
デイサービス おらんち

4190107
4190107
4190107
4190107
4102315
4102315
4102315
4102402
4102402
4102402
4102402
4102402
4102505
4102414
4190121
4190121
4190121
4102401
4190107
4190107
4190107
4190107
4190106
4190106
4103215
4102505
4190107
4103302
4102324
4102324
4102324

事業所住所
田方郡函南町平井７１７－３８
静岡県田方郡函南町平井７１７－３８
静岡県田方郡函南町平井７５０
静岡県田方郡函南町平井７５０
静岡県伊豆の国市田京１２５９番地の２９
伊豆の国市田京１２５９－２９
伊豆の国市田京１２５９－２９
静岡県伊豆市大野３０４番地
静岡県伊豆市大野３０４
伊豆市大野３０４
伊豆市大野３０４
静岡県伊豆市大野３０４
伊豆市八幡３３番地の１
静岡県伊豆市本立野５３１－１
静岡県田方郡函南町大竹２０－１５
静岡県田方郡函南町大竹２０－１５
静岡県田方郡函南町大竹２０番１５
静岡県伊豆市牧之郷３９４番地の１１
田方郡函南町平井７１７－２８
田方郡函南町平井７１７－２８
静岡県田方郡函南町平井７１７－２８
静岡県田方郡函南町平井１７４０－１６９４
静岡県田方郡函南町平井１７４０－１６９４
静岡県田方郡函南町平井１７４０－１６９４
静岡県伊豆市月ケ瀬４０８番地の１
伊豆市八幡３３－１
田方郡函南町平井７１７－３８
伊豆市土肥１１４４番地の１３
静岡県伊豆の国市中島２７０－１
静岡県伊豆の国市中島２７０－１
静岡県伊豆の国市中島２７０－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270300276
2270300326
2270300342
2270300342
2270300359
2270300425
2270300458
2270300466
2270300474
2270300474
2270300474
2270300474
2270300474
2270300491
2270300508
2270300516
2270300516
2270300565
2270300599
2270300607
2270300656
2270300664
2270300672
2270300681
2270300698
2270300706
2270300722
2270300748
2270300763
2270300813
2270300821

通所介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護

事業所名
戸田デイサービス
めぐみの家総合事業所
福祉サービス栄・指定訪問介護事業所
有限会社 福祉サービス 栄 居宅介護支援事業所
ニチイホーム修善寺
グリーンズ居宅介護支援センター
デイサービスぽっかぽか
もえぎ みんなの家
いちごの里デイサービスセンター
特別養護老人ホーム いちごの里
特別養護老人ホーム いちごの里
いちごの里 デイサービスセンター
いちごの里在宅介護支援センター
デイサービスいいあんばい
デイサービスにらアルファ
デイサービス ル・ソレイユ原木
ル・ソレイユ原木居宅介護支援事業所
グループホーム ゆりかご
グループホーム源氏庵
伊豆中央介護センター 優しい家
特別養護老人ホーム 函南・ぶなの森
訪問介護センター 函南・ぶなの森
デイサービス 函南・ぶなの森
ショートステイ函南・ぶなの森
ケアプラザ 函南・ぶなの森
介護ショップやすらぎ
みきケアサービス
ケアアシスト ル・ソレイユ函南
デイサービス ふなん
デイサロン・れんげ
有料老人ホーム光の家ゆりかご

事業所〒
4103402
4110816
4190112
4190112
4102411
4102413
4102142
4102213
4102223
4102223
4102223
4102223
4102223
4102405
4102114
4102124
4102124
4190101
4102123
4102401
4190114
4190114
4190114
4190114
4190114
4190123
4190114
4190123
4190123
4190107
4190101

事業所住所
静岡県沼津市戸田１５７５－１
静岡県三島市梅名４３９－８
田方郡函南町柏谷７２３番地の７０
静岡県田方郡函南町柏谷７２３－７０
伊豆市熊坂１２５５－７０６
静岡県伊豆市小立野１００－２
伊豆の国市韮山金谷１２０
静岡県伊豆の国市戸沢２６０－１
静岡県伊豆の国市北江間４５－１
静岡県伊豆の国市北江間４５番地の１
静岡県伊豆の国市北江間４５－１
伊豆の国市北江間４５－１
静岡県伊豆の国市北江間４５番地の１
静岡県伊豆市加殿２０７－１１
静岡県伊豆の国市南條６９８番地の１９
静岡県伊豆の国市原木７３３－番地の２
伊豆の国市原木７３３－２
田方郡函南町桑原１２９４－２０１
伊豆の国市四日町３４６－２
伊豆市牧之郷３９４－１１
静岡県田方郡函南町仁田２８４番地の５
静岡県田方郡函南町仁田２８４番地の５
静岡県田方郡函南町仁田２８４番地の５
静岡県田方郡函南町仁田２８４番地の５
静岡県田方郡函南町仁田２８４番地の５
静岡県田方郡函南町間宮６１７番地の４
静岡県田方郡函南町仁田１９５
静岡県田方郡函南町間宮７６０番地の３
静岡県田方郡函南町間宮９０１－５
静岡県田方郡函南町平井１３７１－４０
静岡県田方郡函南町桑原１２９４－２０１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270300839
2270300854
2270300862
2270300870
2270300912
2270300912
2270300920
2270300938
2270300953
2270300953
2270300953
2270300979
2270300987
2270300995
2270300995
2270301001
2270301019
2270301035
2270301043
2270301050
2270301050
2270400019
2270400019
2270400019
2270400019
2270400035
2270400035
2270400043
2270400043
2270400043
2270400043

地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
訪問介護
福祉用具貸与
訪問介護
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
デイサービス優
あさがお訪問介護センター
ル・グランハート函南
おいでいーら 函南校
ヘルパーステーション やすらぎ
ケアセンター やすらぎ
おいでいーら ダイヤランド校
レッツ倶楽部かんなみ
デイサービス ル・ソレイユ函南
ル・ソレイユ函南 福祉用具事業所
ル・ソレイユ函南居宅介護支援事業所
のどか訪問介護サービス函南
ル・グランガーデン函南
富士見が丘いこいの園 短期入所生活介護事業所
軽費老人ホーム 富士見が丘いこいの園
のどか居宅介護支援事業所函南
桜湯
デイサービスやすらぎの家
ケアサポート優
訪問介護ユーフォリア
生活デザイン ユーフォリア
伊豆介護センター
伊豆介護センター
クラシオン
伊豆介護センター
社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 在宅ケアサービスセンター
社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 在宅ケアサービスセンター

城ケ崎いこいの園指定訪問入浴介護事業所
いこいの園デイサービスセンター
城ヶ崎いこいの園指定短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 城ヶ崎いこいの園

事業所〒
4190101
4190124
4190123
4190114
4190123
4190123
4190107
4190113
4190123
4190123
4190123
4190123
4190123
4190121
4190121
4190123
4190123
4190114
4190123
4190122
4190122
4140032
4140032
4140015
4140032
4140046
4140046
4130231
4130231
4130231
4130231

事業所住所
静岡県田方郡函南町桑原１０４０－８
静岡県田方郡函南町塚本１５４番地の１
静岡県田方郡函南町間宮７３４－３
静岡県田方郡函南町仁田７１番地の３
静岡県田方郡函南町間宮６１７番地の４
静岡県田方郡函南町間宮６１７番地の４
静岡県田方郡函南町平井字南谷下１７５３番地９９０

静岡県田方郡函南町大土肥９１番１
静岡県田方郡函南町間宮７６０番地の１
静岡県田方郡函南町間宮７６０－１
静岡県田方郡函南町間宮７６０－１
静岡県田方郡函南町間宮６８５－２白井アパート２０１

静岡県田方郡函南町間宮７３４番地３
静岡県田方郡函南町大竹字池之平２０番地１
静岡県田方郡函南町大竹字池之平２０番地１
静岡県田方郡函南町間宮６８５－２
静岡県田方郡函南町間宮４３３－１
静岡県田方郡函南町仁田570-13
静岡県田方郡函南町間宮６１７－１柿島ハイツＢ１０２

静岡県田方郡函南町上沢６７５番６
静岡県田方郡函南町上沢６７５番６
静岡県伊東市音無町５番６号
静岡県伊東市音無町５－６
静岡県伊東市末広町６番１号
静岡県伊東市音無町５番地の６
静岡県伊東市大原１－７－１２
静岡県伊東市大原一丁目７番１２号
静岡県伊東市富戸１２１９番地の５
伊東市富戸１２１９－９
静岡県伊東市富戸１２１９－５
伊東市富戸１２１９－５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270400043
2270400050
2270400050
2270400050
2270400050
2270400050
2270400068
2270400068
2270400068
2270400068
2270400068
2270400076
2270400084
2270400092
2270400092
2270400126
2270400134
2270400167
2270400225
2270400233
2270400241
2270400241
2270400282
2270400308
2270400316
2270400316
2270400316
2270400316
2270400365
2270400373
2270400381

居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護

事業所名

事業所〒

城ヶ崎いこいの園指定居宅介護支援事業所
奥野苑ヘルパーステーション
奥野苑デイサービスセンター
奥野苑指定短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム奥野苑
奥野苑指定居宅介護支援事業所
伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション
伊豆高原十字の園 デイサービスセンター
伊豆高原十字の園ショートステイ
伊豆高原十字の園
伊豆高原十字の園居宅介護支援事業所
一般財団法人 日本老人福祉財団 伊豆高原ゆうゆうの里

有限会社 悠悠
ケアひゅっかり
ケアひゅっかり
有限会社 伊豆高原ファミリー介護センター
ウェルケア伊豆高原
グループホーム三山ホーム伊東
伊豆高原ファミリー介護センター指定居宅介護支援事業所

ようき訪問介護事業所
デイサービスセンターわかば
わかば居宅介護支援事業所
有料老人ホーム 緑寿の郷
大池居宅介護支援事業所
うさみの園デイサービスセンター
うさみの園ショートステイ
特別養護老人ホーム うさみの園
うさみの園居宅介護支援事業所
医療法人啓仁会 居宅介護支援事業所
グループホーム 伊豆の家
デイサービスセンター ほのか

いとうの杜

4130231
4140053
4140053
4140053
4140053
4140053
4130232
4130232
4130232
4130232
4130232
4130232
4140051
4130231
4130231
4130232
4130232
4130232
4130232
4140054
4140055
4140055
4140004
4140051
4140001
4140001
4140001
4140001
4140002
4140051
4140004

事業所住所
静岡県伊東市富戸１２１９－５
静岡県伊東市荻７７２番地１
伊東市荻７７２番地１
伊東市荻７７２－１
伊東市荻７７２－１
静岡県伊東市荻７７２番地の１
静岡県伊東市八幡野１０２８－４
静岡県伊東市八幡野１０２８－４
静岡県伊東市八幡野１０２８－４
静岡県伊東市八幡野１０２８番地４
静岡県伊東市八幡野１０２８番地の４
静岡県伊東市八幡野１０２７
静岡県伊東市吉田６３３番地の１
伊東市富戸１３１４－２０４
静岡県伊東市富戸１３１４－２０４
伊東市八幡野１２４８番地の１３ グランドマンション１Ｆ－Ｓ

静岡県伊東市八幡野１７４１－２６６
伊東市八幡野１２６１番地の１４
静岡県伊東市八幡野１２４８－１３
静岡県伊東市鎌田２４０番地の３
静岡県伊東市岡１２９３番地の３
静岡県伊東市岡１２９３番地の３
静岡県伊東市猪戸一丁目１番３号
静岡県伊東市吉田８２５番地の１
伊東市宇佐美２４０３－１
伊東市宇佐美２４０３－１
伊東市宇佐美２４０３－１
静岡県伊東市宇佐美２４０３番地１
静岡県伊東市湯川２８８番地９
伊東市吉田５０１番地の１
伊東市猪戸１－５－４２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270400407
2270400415
2270400415
2270400449
2270400449
2270400456
2270400456
2270400472
2270400472
2270400472
2270400498
2270400514
2270400530
2270400548
2270400548
2270400563
2270400654
2270400712
2270400746
2270400761
2270400761
2270400787
2270400795
2270400803
2270400803
2270400803
2270400837
2270400845
2270400852
2270400860
2270400894

認知症対応型共同生活介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
福祉用具貸与
訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護

事業所名
グループホーム すかい
安心ポラリス・ホットラインサービス指定訪問介護事業所
安心ポラリス・ホットラインサービス指定居宅介護支援事業所
伊豆高原メディカル温泉リハビリテーションデイサービスセンター伊豆高原倶楽部

伊豆高原メディカル居宅介護支援センター
訪問介護事業所 つばさ
ブエロ居宅介護支援事業部
うさぎ薬局ヘルパーステーション
うさぎ薬局 福祉用具センター
うさぎ薬局ケアプランセンター
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター伊東の丘ヘルパーステーション
医療法人啓仁会 介護老人保健施設いとうの杜 短期入所生活介護事業所

クラシオンデポルテ
訪問介護事業所 平和の杜
通所介護事業所 平和の杜
サンリッチ伊東
居宅介護支援事業所 ユーライフ伊豆高原
クラシオンカフェ
恵みの丘ホームヘルパーステーション
ライフケア大山の里
ケアプランセンター大山の里
フルーズ
ベルメディカルケア株式会社 伊東営業所
ケアセンターうばめ櫧伊東
ケアセンターうばめ櫧伊東
ケアセンターうばめ櫧伊東
アリエルガーデン
株式会社花みずき
デイサービスセンター「おひさまの里」
訪問介護ヘルパーステーション ひまわり
一碧の杜「くつろぎの家」

事業所〒
4130232
4140035
4140035
4130232
4130232
4140044
4140017
4140038
4140055
4140038
4140055
4140002
4140044
4140051
4140051
4140055
4130232
4140015
4140018
4140055
4140055
4140032
4140053
4130232
4130232
4130232
4140052
4130232
4140052
4130231
4140052

事業所住所
静岡県伊東市八幡野１７５９番地の８００
静岡県伊東市南町一丁目１番３３号
静岡県伊東市南町１丁目１番３３号
伊東市八幡野１１９７番地の７
静岡県伊東市八幡野１１９７－７
静岡県伊東市川奈１２６１－１００
静岡県伊東市川奈１２６１番地の１００
静岡県伊東市広野１丁目３番２６号広野ＭＣビル３Ｆ

伊東市岡２１６－２４
静岡県伊東市広野1丁目3番26号

広野MCビル2F

静岡県伊東市岡１３４９－３
伊東市湯川２８８番地９
伊東市川奈１２２０番１号
静岡県伊東市吉田８２５－１
伊東市吉田８２５－１
静岡県伊東市岡171番地の2
静岡県伊東市八幡野１４１７－１
静岡県伊東市末広町６番１号
静岡県伊東市寿町５番１６号
静岡県伊東市岡１３０７番地５
静岡県伊東市岡１３０７番地５
静岡県伊東市音無町５－６
静岡県伊東市荻７８－１
静岡県伊東市八幡野１１０５番地３
静岡県伊東市八幡野１１０５番地３
静岡県伊東市八幡野１１０５番地３
静岡県伊東市十足６４７番地の４
静岡県伊東市八幡野１１２６番地の４３岩上事務所１０１

静岡県伊東市十足６２０番地５５
静岡県伊東市富戸１３０１番地の６６０
静岡県伊東市十足６１１番地の１１５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270400936
2270400936
2270400944
2270400944
2270400951
2270400951
2270400977
2270400985
2270400993
2270401025
2270401025
2270401033
2270401066
2270401074
2270401082
2270401090
2270401108
2270401108
2270401116
2270401124
2270401124
2270401140
2270401157
2270401165
2270401173
2270401181
2270401199
2270401207
2270401215
2270401223
2270401231

サービス種類
訪問介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
訪問入浴介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護

事業所名
ニチイケアセンター伊東
ニチイケアセンター伊東
フルーズ伊豆高原
伊豆介護センター伊豆高原
デイサービスセンター ゆずの里
ショートステイ ゆずの里
クラシオン富士見
ケアプランセンター 仁
ニチイケアセンター伊東かどの
特別養護老人ホーム 伊豆の瞳
特別養護老人ホーム 伊豆の瞳
メディカルリクルート有限会社 プラスケアワン
結生の風ＩＺＵＫＯＵＧＥＮ
伊豆高原十字の園ケアプランセンター 一碧
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター デイサービス伊東の丘きらめき

株式会社ティー・シー・エス伊東営業所
デイサービス シリセス
介護プラン シリセス
デイサービスセンター 伊豆の瞳
スマイル訪問介護事業所
スマイル居宅介護支援事業所
訪問介護愛晃苑
スマイルデイサービスセンター
訪問介護りりとねね
ヘルパーステーション ナースの森
青空ヘルパーステーション
ヘルパーステーションビオラ
伊東中央居宅介護支援事業所
おひさまの里居宅介護支援事業所
ふくだるま伊東
スカイテラス伊東

事業所〒
4140053
4140053
4130231
4130231
4130231
4130231
4140045
4140024
4140053
4140051
4140051
4140016
4130232
4140052
4140055
4140038
4140006
4140006
4140051
4140001
4140001
4140045
4140001
4140004
4140023
4140046
4140055
4140005
4140052
4140005
4140006

事業所住所
静岡県伊東市荻４７１－１６
静岡県伊東市荻４７１番地の１６
静岡県伊東市富戸字小野間908番地の110
静岡県伊東市富戸字小野間908番地の110
静岡県伊東市富戸１３０１番地の６９３
静岡県伊東市富戸１３０１番地の６９３
静岡県伊東市玖須美元和田字大山７２２番地の７１４

静岡県伊東市和田一丁目12番29号
静岡県伊東市荻４６６番地の７
静岡県伊東市吉田８２１－１９
静岡県伊東市吉田８２１－１９
静岡県伊東市岡広町５番２１号
静岡県伊東市八幡野１４１４
静岡県伊東市十足６１１番地の１１５
静岡県伊東市岡１３４９番地３
静岡県伊東市広野四丁目４番地の２１カメダハウスＧ号

静岡県伊東市松原６５７番地１９
静岡県伊東市松原６５７番地１９
静岡県伊東市吉田８２１－１９
静岡県伊東市宇佐美１１１０番地の３
静岡県伊東市宇佐美1048番地の１
静岡県伊東市玖須美元和田７１６番地の６０
静岡県伊東市宇佐美１０４８－１
静岡県伊東市猪戸１丁目８番８号
静岡県伊東市渚町５番３８号
静岡県伊東市大原３丁目１０－１８五月荘２０２号室

静岡県伊東市岡１４０１番地の４
静岡県伊東市松原湯端町３－１０ 有料老人ホーム「はな道」内

静岡県伊東市十足６２０番地５５
静岡県伊東市松原湯端町３－１０
静岡県伊東市松原６３９番地の１５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270401249
2270401256
2270401280
2270500016
2270500016
2270500016
2270500016
2270500024
2270500024
2270500040
2270500040
2270500057
2270500057
2270500057
2270500057
2270500065
2270500065
2270500065
2270500065
2270500105
2270500131
2270500222
2270500222
2270500248
2270500289
2270500313
2270500313
2270500313
2270500313
2270500321
2270500321

福祉用具貸与
訪問入浴介護
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護

事業所名
福祉用具センター ナースの森
アイグループ
特別養護老人ホーム 伊豆の瞳プラス
株式会社 スルガケアサービス熱海事業所
ＡＭＢＩＫ あたみ
グループホーム ＡＭＢＩＫ
株式会社スルガケアサービス 熱海事業所
有限会社 中島介護サービスセンター
有限会社中島介護サービスセンター
社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
社会福祉法人

熱海市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

姫の沢荘デイサービスセンター
特別養護老人ホーム姫の沢荘
特別養護老人ホーム 姫の沢荘
姫の沢荘居宅介護支援事業所
訪問介護事業所 海光園
通所介護事業所 海光園
短期入所生活介護事業所 海光園
特別養護老人ホーム 海光園
有料老人ホーム 熱海ゆとりあの郷
介護ショップ ミズタニ
株式会社 伊豆ケアサービス
株式会社 伊豆ケアサービス
グループホーム すまいる
有限会社アロー福祉企画 オレンジ・デイ
デイサービスセンター熱海伊豆海の郷
短期入所生活介護 熱海伊豆海の郷
特別養護老人ホーム 熱海伊豆海の郷
居宅介護支援事業所 熱海伊豆海の郷
クラシオン熱海
クラシオンカフェ熱海

事業所〒
4140001
4140038
4140051
4130101
4130101
4130101
4130101
4130017
4130017
4130015
4130015
4130038
4130038
4130038
4130038
4130101
4130101
4130101
4130101
4130038
4130019
4130021
4130021
4130017
4130102
4130002
4130002
4130002
4130002
4130102
4130102

事業所住所
静岡県伊東市宇佐美１９３６番地の２
静岡県伊東市広野４－４－２１
静岡県伊東市吉田８２１－１９
静岡県熱海市上多賀字白石９６７－２４
静岡県熱海市上多賀字白石９６７番地の２４
静岡県熱海市上多賀９６７－２４
静岡県熱海市上多賀白石９６７－２４
静岡県熱海市福道町３番３号
静岡県熱海市福道町3番３号
静岡県熱海市中央町１８番６号２階
静岡県熱海市中央町18-6 2階
熱海市西熱海町２－２４－８
熱海市西熱海町２－２４－８
静岡県熱海市西熱海町２－２４－８
静岡県熱海市西熱海町２丁目２４－８
静岡県熱海市上多賀１０１６－１０
熱海市上多賀１０１６－１０
静岡県熱海市上多賀１０１６－１０
静岡県熱海市上多賀１０１６－１０
静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１
静岡県熱海市咲見町１２番１３号
熱海市清水町１６－１７
静岡県熱海市清水町１６番１７号
静岡県熱海市福道町３－３
静岡県熱海市下多賀１４８４番地の３８６
熱海市伊豆山７１７番地１
熱海市伊豆山７１７－１
熱海市伊豆山７１７－１
静岡県熱海市伊豆山７１７－１
静岡県熱海市下多賀８０４－２
静岡県熱海市下多賀８０４番地２号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270500388
2270500388
2270500404
2270500404
2270500420
2270500446
2270500446
2270500461
2270500461
2270500479
2270500503
2270500511
2270500552
2270500586
2270500594
2270500594
2270500594
2270500610
2270500610
2270500636
2270500636
2270500644
2270500644
2270500644
2270500651
2270500669
2270500685
2270500693
2270500719
2270500727
2270500743

サービス種類
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問入浴介護

事業所名
中銀ケアホテル
中銀ケアホテル
ライブリーケア中銀熱海
ライブリーケア中銀熱海
クラシオンデポルテ熱海
特定非営利活動法人椿居宅介護支援事業所
ＮＰＯ法人 椿 デイサービス
まりんデイサービスセンター
まりん居宅介護支援事業所
株式会社フレンズ南熱海
福祉用具 あたみ１ばん
悠々の庵 泉
ぽっかぽか・熱海館１号館
サロンシップ アジア
ぽっかぽか・ハートケア熱海
ぽっかぽか・ハートケア熱海
ぽっかぽか・ハートケア熱海
フルーズ熱海
伊豆介護センター熱海
アイルケア熱海営業所
まごころデイサービストレーニング
ケアステーション ゆらっくす
訪問入浴サービス ゆらっくす
居宅介護支援事業所 ゆらっくす
ライブリーデイ中銀熱海
ネオ・サミット湯河原
株式会社伊豆おはな
通所介護事業所 なぎ日和
通所介護事業所 こまち
悠々の庵 栄
アサヒサンクリーン在宅介護センター伊豆

事業所〒

事業所住所

4130019
4130019
4130011
4130011
4130102
4130102
4130102
4130103
4130103
4130102
4130027
4130001
4130038
4130041
4130038
4130038
4130038
4130035
4130035
4130041
4130041
4130041
4130041
4130041
4130019
4138530
4130002
4130101
4130102
4130025
4130021

熱海市咲見町６番５号
静岡県熱海市咲見町６番５号
静岡県熱海市田原本町９－１熱海駅前第一ビル５階

静岡県熱海市田原本町９－１
静岡県熱海市下多賀８０４番地の９
静岡県熱海市下多賀689番地の5
静岡県熱海市下多賀689番地の5
静岡県熱海市網代４６２番地の７
静岡県熱海市網代４６２－７
静岡県熱海市下多賀８４２－４
静岡県熱海市紅葉ガ丘町18番61号 202
静岡県熱海市泉４２８番地１４
静岡県熱海市西熱海町一丁目２０番１号
静岡県熱海市青葉町２６番１１号
静岡県熱海市西熱海町一丁目２０番８号
静岡県熱海市西熱海町一丁目２０番８号
静岡県熱海市西熱海町一丁目２０番８号
静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号
静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号
静岡県熱海市青葉町１９－１４
静岡県熱海市青葉町１９－１４
静岡県熱海市青葉町３番１１号
静岡県熱海市青葉町３番１１号
静岡県熱海市青葉町３番１１号
静岡県熱海市咲見町６－５
静岡県熱海市泉１７－２
静岡県熱海市伊豆山３４２－３
静岡県熱海市上多賀１０５２－６４
静岡県熱海市下多賀４０７番地の３
静岡県熱海市桜木町６番５号
静岡県熱海市清水町２番４号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270500750
2270500776
2270500784
2270500792
2270500826
2270500834
2270500883
2270500891
2270500925
2270500933
2270500941
2270500941
2270600014
2270600014
2270600022
2270600022
2270600030
2270600055
2270600055
2270600063
2270600113
2270600113
2270600139
2270600139
2270600154
2270600188
2270600188
2270600212
2270600212
2270600253
2270600261

サービス種類
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
デイサービス 誉
居宅介護支援事業

熱海・あおいホームケアサービス

あいらいふ在宅支援センター
通所介護事業所 なぎ日和２号館
ケアサポートだいだい
ケアハウス熱海伊豆海の郷
ライブリーメイト中銀熱海
居宅介護支援事業所 みらい
まごころデイサービスエミディオ
ベストライフ熱海
訪問介護事業所ひまわり
通所介護事業所ひまわり
デイサービスセンターたまざわ
玉澤の里介護支援ふれ愛
御寿園短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 御寿園
三島市医師会指定居宅介護支援事業所
社会福祉法人三島市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

三島市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
あかなすの里居宅介護支援事業所
三島函南農業協同組合訪問介護ステーション ささえ愛

三島函南農業協同組合居宅介護支援事業所
ニチイケアセンター三島
ニチイケアセンター 三島
有料老人ホームサンリッチ三島
有限会社ライフ・ケア・サービス
ケアプランセンター きらら
ハピネスケアセンター
ハピネスケアセンター
あかなすの里ショートステイ
特別養護老人ホームあかなすの里

事業所〒
4130032
4130001
4130102
4130101
4130023
4130002
4130011
4130019
4130001
4130001
4130002
4130002
4110014
4110014
4110823
4110823
4110841
4110841
4110841
4110835
4110801
4110801
4110044
4110044
4110022
4110844
4110844
4110018
4110018
4110835
4110835

事業所住所
静岡県熱海市梅園町１９番２９号
静岡県熱海市泉５９番１１
静岡県熱海市下多賀３番地の１
静岡県熱海市上多賀１０８１番地１５
静岡県熱海市和田浜南町３番３７号３０１
静岡県熱海市伊豆山７１７－１
静岡県熱海市田原本町９－１

熱海駅前第一ビル５Ｆ

静岡県熱海市咲見町７番３１号 ユニオンビル６０１

静岡県熱海市泉２６９－３２
静岡県熱海市泉４１３－１２６
静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５
静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５
静岡県三島市玉沢９５－１
静岡県三島市玉沢９５番地の１
静岡県三島市御園５８０
静岡県三島市御園５８０
静岡県三島市南本町４番３１号
静岡県三島市南本町２０番３０号
静岡県三島市南本町２０番３０号
静岡県三島市玉川４５１
静岡県三島市谷田１４１－１
静岡県三島市谷田１４１－１
静岡県三島市徳倉２丁目１３－１１
静岡県三島市徳倉二丁目１３番１１号
静岡県三島市川原ケ谷２６４ー２
静岡県三島市清住町１３番１４号
三島市清住町１３番１４号
静岡県三島市初音台５番地の２
静岡県三島市初音台５－２
三島市玉川４２５－１
静岡県三島市玉川４２５－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270600279
2270600337
2270600337
2270600337
2270600337
2270600337
2270600345
2270600345
2270600345
2270600345
2270600352
2270600352
2270600352
2270600386
2270600394
2270600402
2270600444
2270600451
2270600477
2270600493
2270600535
2270600535
2270600543
2270600568
2270600576
2270600592
2270600600
2270600618
2270600642
2270600659
2270600659

居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護

事業所名
芹沢病院居宅介護支援事業所
きたうえデイサービスセンター
きたうえショートステイ
特別養護老人ホーム 北上の郷
きたうえファミリー
ケアセンターきたうえ
老人デイサービスセンター「ふるさとの丘」
老人ショートステイ「ふるさとの丘」
特別養護老人ホーム「ふるさとの丘」
居宅介護支援事業所「ふるさとの丘」
みしまケアセンターそよ風
みしまケアセンターそよ風
みしまケアセンターそよ風
共立福祉サービスセンターあおい
ケアセンター・ダイバ
デイサービス・ダイバ
インプルーヴ梅名の里
グループホーム千草
介護ショップなずな
グループホーム 富南の郷里
グループホーム みのり
デイサービスセンターみのり
グループホームかもがわ
グループホームひかり
きたうえファミリーアネックス
デイサービスセンターヴィターレ・ソラーレ
居宅介護支援事業所 ヴィターレ
本町リハビリデイサービス事業所
ヘルパーステーション やすひさ
居宅介護支援事業所 ふじしろ
ふじしろデイサービス

事業所〒
4110031
4110044
4110044
4110044
4110044
4110044
4110044
4110044
4110044
4110044
4110045
4110045
4110045
4110816
4110803
4110803
4110816
4110044
4110025
4110815
4110832
4110832
4110034
4110044
4110044
4110047
4110047
4110855
4110815
4110812
4110812

事業所住所
静岡県三島市幸原町２丁目３－１
三島市徳倉１１４８番地の２
静岡県三島市徳倉１１４８－２
静岡県三島市徳倉１１４８－２
三島市徳倉１１４８－２
静岡県三島市徳倉１１４８番地の２
静岡県三島市徳倉２０８－１
三島市徳倉２０８－１
静岡県三島市徳倉２０８－１
静岡県三島市徳倉２０８－１
静岡県三島市萩１９６－１
静岡県三島市萩１９６－１
静岡県三島市萩１９６－１
静岡県三島市梅名５９４番地１
静岡県三島市大場３９２番地の２ＤＣビル１Ｆ

静岡県三島市大場３９２番地の２
三島市梅名５８２－３
静岡県三島市徳倉３－６－１６
静岡県三島市壱町田２２－７
静岡県三島市安久６６０－１０
三島市南二日町６５０－１
静岡県三島市南二日町６５０番地１
三島市加茂川町３－３２
三島市徳倉３－１－５１
三島市徳倉１１４８－２
静岡県三島市佐野１１５０－１
静岡県三島市佐野１１５０－１
静岡県三島市本町１－３ 津久井屋ビル２階
静岡県三島市安久６５８番地の６
静岡県三島市藤代町１１番地の１０
静岡県三島市藤代町１１－１０

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270600667
2270600667
2270600691
2270600709
2270600717
2270600725
2270600733
2270600774
2270600816
2270600832
2270600832
2270600840
2270600840
2270600857
2270600865
2270600873
2270600899
2270600915
2270600915
2270600956
2270600972
2270600972
2270600972
2270601004
2270601038
2270601046
2270601046
2270601053
2270601061
2270601079
2270601087

サービス種類
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
通所介護
訪問介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護
訪問介護

事業所名
短期入所生活介護事業所 いづテラス
特別養護老人ホーム いづテラス
居宅介護支援事業所 やすひさ
ふれあい富士居宅介護支援事業所
玉沢昭寿園
デイサービスセンターヴィターレ・ルーチェ
福祉サービス・エンゼルランプ
特定非営利活動法人 ひとみ
アサヒサンクリーン在宅介護センター三島
新生高千穂株式会社指定訪問介護事業所
新生高千穂株式会社 指定居宅介護支援事業所
デイサービスセンタードゥハーベスト
みのり居宅介護支援事業所
デイサービス なでしこ
ケアステーションあさひ三島
デイサービス若芝
デイサービス三島谷田の家
ショートステイたまざわ
特別養護老人ホーム玉澍園
ニチイケアセンター三島
コスモス三島
コスモス三島
コスモス三島
ピアシップみしま
機能訓練型デイサービス Ｅａｓｔ－ｏｎｅ 三島
デイサービスさくら
ケアプランセンター コラボ
デイサービス いづテラス
いづの里ヘルパーステーション
ケアサポートゆうき
ふれあい富士訪問介護事業所

事業所〒
4110822
4110822
4110815
4110035
4110014
4110047
4110028
4110836
4110846
4110044
4110045
4110838
4110838
4110047
4110034
4110857
4110801
4110014
4110014
4110044
4110045
4110045
4110045
4110847
4110044
4110044
4110044
4110822
4110822
4110801
4110833

事業所住所
静岡県三島市松本292－１
静岡県三島市松本292－１
静岡県三島市安久３０２番地
静岡県三島市大宮町１－９－３９
静岡県三島市玉沢９０番地
静岡県三島市佐野１１５０番地の１
静岡県三島市富士ビレッジ１０－１３
静岡県三島市富田町１４番３３号
静岡県三島市栄町１０－１４遠藤ビル１Ｆ
静岡県三島市徳倉１丁目５－１
静岡県三島市萩２９番地の１
静岡県三島市中田町５５１
静岡県三島市中田町５５１番地
静岡県三島市佐野７８
静岡県三島市加茂川町３番３３号
静岡県三島市芝本町１１番地の３２
静岡県三島市谷田（夏梅木）６６５番地の３１

静岡県三島市玉沢８０番地
静岡県三島市玉沢８０番地
静岡県三島市徳倉二丁目１３番１１号
静岡県三島市萩２５９番地５ 植松テナントビル
静岡県三島市萩２５９番地５ 植松テナントビル
静岡県三島市萩２５９番地５ 植松テナントビル

静岡県三島市西本町１０番２６号
静岡県三島市徳倉４丁目１０２４番地１
静岡県三島市徳倉３丁目２３番１６号
静岡県三島市徳倉３丁目２３番１６号
静岡県三島市松本２９３番１６
静岡県三島市松本３９番３
静岡県三島市谷田５０７－２
静岡県三島市中７０

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270601087
2270601103
2270601160
2270601186
2270601194
2270601194
2270601210
2270601210
2270601210
2270601210
2270601210
2270601228
2270601244
2270601251
2270601277
2270601319
2270601327
2270601335
2270601343
2270601350
2270601350
2270601368
2270601376
2270601384
2270601392
2270601400
2270700103
2270700111
2270700160
2270700160
2270700160

通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
デイサービスふれあい富士
綿ぼうし
居宅介護支援事業所 ちょうどえ～
梅名の里ホームヘルプサービス事業所
訪問介護センター福和家
デイサービス福和家
訪問介護事業所南二日町
老人デイサービス事業南二日町
特別養護老人ホーム南二日町短期入所生活介護
特別養護老人ホーム南二日町
居宅介護支援事業所南二日町
樹楽団らんの家三島青木
あおい居宅介護支援事業所三島
居宅介護支援事業所 マハナテラス
デイサービスなのはな
マ・メゾン花水木訪問介護ステーション
マ・メゾン花水木 ケアプランセンター
りは・かふぇ
訪問介護事業所 ひいらぎ
デイサービス モアナテラス
ショートステイ モアナテラス
居宅介護支援事業所 いづテラス
デイサービスラスベガス三島沢地
ケアステーションこころ三島大場
かいごラボ
ツクイ三島
デイサービス やさしい家
グループホームほほえみ
中伊豆デイサービスセンター
中伊豆短期入所生活介護
特別養護老人ホーム中伊豆

事業所〒
4110833
4110036
4110023
4110816
4110044
4110044
4110832
4110832
4110832
4110832
4110832
4110811
4110801
4110857
4110814
4110822
4110841
4110822
4110858
4110822
4110822
4110822
4110043
4110823
4110022
4110044
4102401
4103205
4102505
4102505
4102505

事業所住所
静岡県三島市中３１９－４
静岡県三島市一番町１３番１１号
静岡県三島市加茂３６－８
静岡県三島市梅名５７８
静岡県三島市徳倉３丁目１－２９
静岡県三島市徳倉３丁目１－２９
静岡県三島市南二日町５番４１号
静岡県三島市南二日町５番４１号
静岡県三島市南二日町５番４１号
静岡県三島市南二日町５番４１号
静岡県三島市南二日町５番４１号
静岡県三島市青木２１１－１２
静岡県三島市谷田１７３－１３パステルコート田村１０２

静岡県三島市芝本町１２－６
静岡県三島市中島９４番地の１
静岡県三島市松本２９１－１マ・メゾン三島エスプリーブル１階

静岡県三島市南本町１６－５小川コーポ１０２

静岡県三島市松本２９４－６
静岡県三島市中央町３－３２小出ビル２階
静岡県三島市松本３９番３
静岡県三島市松本３９番３
静岡県三島市松本３９－３
静岡県三島市沢地１４９番地の８
静岡県三島市御園５１３番地１
静岡県三島市川原ケ谷２２７番地の２４
静岡県三島市徳倉一丁目１５番１８号
静岡県伊豆市牧之郷３９４－１１
静岡県伊豆市市山２４３－２
静岡県伊豆市八幡１２３番地
静岡県伊豆市八幡１２３番地
静岡県伊豆市八幡１２３番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2270700160
2270700202
2270700210
2270700228
2270700236
2270700251
2270700251
2270700251
2270700251
2270700269
2270700277
2270700285
2270700293
2270700301
2270800011
2270800011
2270800028
2270800036
2270800044
2270800044
2270800044
2270800044
2270800085
2270800127
2270800184
2270800184
2270800184
2270800184
2270800192
2270800242
2270800242

居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
介護老人福祉施設
通所介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
地域密着型通所介護

事業所名
中伊豆居宅介護支援事業所
医療法人全心会 伊豆慶友ケアプランセンター
デイサービス 悠々自適
デイサービス いまここ
ル・グランハート修善寺
デイサービスセンター 天城の杜
ショートステイ 天城の杜
特別養護老人ホーム 天城の杜
居宅介護支援事業所 天城の杜
ユニット型特別養護老人ホーム 天城の杜
デイサービス せせらぎ
伊豆天城ハウス
アポロメーカー
ケアマネジメント悠々自適
伊豆の国市社協訪問介護事業所
伊豆の国市社協居宅介護支援事業所
伊豆の国市社協デイサービスセンターにらやま
グループホーム 夢無限 おおひと
クラシオン伊豆の国
クラシオンカフェ伊豆の国
クラシオン 伊豆の国
クラシオン伊豆の国
デイサービスたんぽぽ韮山
有料老人ホーム 夢無限 伊豆長岡
デイサービス韮山・ぶなの森
ショートステイ韮山・ぶなの森
特別養護老人ホーム韮山・ぶなの森
ケアプラザ韮山・ぶなの森
医療法人麗峰会伊豆韮山温泉病院居宅介護支援事業部

訪問介護 ちえのわ
デイサービス ちえのわ

事業所〒
4102505
4103215
4102502
4102502
4102416
4103206
4103206
4103206
4103206
4103206
4103215
4103206
4102411
4102502
4102123
4102123
4102123
4102315
4102202
4102202
4102202
4102202
4102114
4102211
4102141
4102141
4102141
4102141
4102195
4102123
4102123

事業所住所
静岡県伊豆市八幡１２３番地
静岡県伊豆市月ケ瀬３８０－２
静岡県伊豆市上白岩９０２番地の１
静岡県伊豆市上白岩１４６０－１
静岡県伊豆市修善寺２４番３
静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１
静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１
静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１
静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１
静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１
静岡県伊豆市月ケ瀬３３７番地の２
静岡県伊豆市湯ケ島９３７番地
静岡県伊豆市熊坂３００番地の２
静岡県伊豆市上白岩９０２番地の１
静岡県伊豆の国市四日町３０２番地の１
静岡県伊豆の国市四日町３０２番地の１
静岡県伊豆の国市四日町３０２番地の１
伊豆の国市田京９２９－５
静岡県伊豆の国市天野字出口６番３号
静岡県伊豆の国市天野字出口６番３号
静岡県伊豆の国市天野字出口６－３
静岡県伊豆の国市天野字出口６番３号
静岡県伊豆の国市南條８３６番地の２
静岡県伊豆の国市長岡９９９番地の１
静岡県伊豆の国市韮山山木３９１－１
静岡県伊豆の国市韮山山木３９１－１
静岡県伊豆の国市韮山山木３９１－１
静岡県伊豆の国市韮山山木３９１－１
静岡県伊豆の国市中條２３４番地
静岡県伊豆の国市四日町６１６番地
静岡県伊豆の国市四日町６１６番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2270800259
2270800267
2270800275
2270800275
2270800275
2270800283
2270800309
2270800317
2270800333
2270800333
2270800366
2270800374
2270800374
2270800382
2270800382
2270800382
2270800382
2270800390
2270800432
2270800440
2270800457
2270800465
2271100014
2271100014
2271100030
2271100030
2271100030
2271100030
2271100030
2271100089
2271100089

サービス種類
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
認知症対応型通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
訪問介護
居宅介護支援

事業所名
かいご２４せせらぎの園
居宅介護支援事業所和来
あいねっと介護サービス伊豆長岡
あいねっと介護サービス伊豆長岡
あいねっとデイサービス伊豆長岡
ヘルパーステーション ひなたぼっこ韮山
ひなたぼっこデイサービスセンター 韮山
ケアステーションあさひ伊豆の国
新健康家族 ヘルパーステーション壱番館
新健康家族 デイサービスセンター壱番館
デイサービス カナリア
江間デイサービス
江間クリニック居宅介護支援事業所
ぬくもりの里ホームヘルプサービス
プレーゲおおひと
プレーゲおおひと
社会福祉法人 春風会 ぬくもりの里
夢無限にらやま
ビルフィッシュ 訪問介護事業所
ひっと居宅介護支援センター
ビルフィッシュ 居宅介護支援事業所
訪問介護ステーションＫＩＲＡＲＡ
千本デイサービスセンター
千本デイサービスセンター
フジビューホームヘルプサービス
沼津フジビューデイサービスセンター
沼津フジビューショートステイ
沼津フジビューホーム
沼津フジビューデイサービスセンター
きせがわホームヘルパーステーション
きせがわ居宅介護支援事業所

事業所〒
4102113
4102122
4102201
4102201
4102201
4102124
4102124
4102211
4102211
4102211
4102202
4102221
4102221
4102318
4102318
4102318
4102318
4102121
4102211
4102124
4102211
4102211
4100867
4100867
4100022
4100022
4100022
4100022
4100022
4100022
4100022

事業所住所
静岡県伊豆の国市中1377
静岡県伊豆の国市寺家１８１番地の３４
静岡県伊豆の国市古奈２７９番地の１
静岡県伊豆の国市古奈２７９番地の１
静岡県伊豆の国市古奈２７９番地の１
静岡県伊豆の国市原木字井沼７４４番１ リッツケアガーデン韮山内

静岡県伊豆の国市原木字井沼７４５番６
静岡県伊豆の国市長岡１０１１番６
静岡県伊豆の国市長岡６４６番地の１
静岡県伊豆の国市長岡６４６番地の１
静岡県伊豆の国市天野字出口２３番地３
静岡県伊豆の国市南江間１３０６番の１
静岡県伊豆の国市南江間1306番地の１
静岡県伊豆の国市白山堂４０８番地の９
静岡県伊豆の国市白山堂４０８番地の９
静岡県伊豆の国市白山堂４０８番地の９
静岡県伊豆の国市白山堂４０８番地の９
静岡県伊豆の国市中條２３４番地２
静岡県伊豆の国市長岡２４３番地の１
静岡県伊豆の国市原木１２６５－３
静岡県伊豆の国市長岡243番地の1 かつらぎの風229号室

静岡県伊豆の国市長岡８３９番地の１１（２Ｆ）

沼津市本字千本１９１０－２０６
静岡県沼津市千本1910-206 千本プラザ内
沼津市大岡３５７１－１
静岡県沼津市大岡３５７１－１
沼津市大岡３５７１－１
沼津市大岡３５７１－１
静岡県沼津市大岡3571-1
静岡県沼津市大岡１１５５
静岡県沼津市大岡1155

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271100097
2271100097
2271100097
2271100097
2271100097
2271100097
2271100113
2271100113
2271100113
2271100113
2271100113
2271100113
2271100147
2271100147
2271100147
2271100147
2271100147
2271100154
2271100154
2271100162
2271100162
2271100238
2271100246
2271100253
2271100261
2271100303
2271100329
2271100329
2271100360
2271100402
2271100402

サービス種類
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
福祉用具貸与
福祉用具貸与
福祉用具貸与
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援

事業所名

事業所〒

かぬきホームヘルプサービス
かぬきデイサービス
かぬきショートステイ
ぬまづホーム
かぬきデイサービス
かぬき居宅介護支援事業所
ひだまりの郷 訪問介護事業所
ひだまりの郷 通所介護事業所
ひだまりの郷 短期入所生活介護事業所
指定介護老人福祉施設 ひだまりの郷
ひだまりの郷 通所介護事業所
ひだまりの郷指定居宅介護支援事業所
あしたかホーム デイサービスセンター
あしたかホーム
あしたかホーム
あしたかホーム デイサービスセンター
あしたかホーム居宅介護支援事業所
はらデイサービスセンター
はらデイサービスセンター
白鳥訪問介護サービス
白鳥介護支援サービス
株式会社ヤマシタ沼津営業所
株式会社 ホームケアコミュニケーション
協和医科器械株式会社沼津支店
株式会社 東海医療器械
訪問介護ふれあい
社会福祉法人沼津市社会福祉協議会指定訪問介護事業所

千本居宅介護支援事業所
株式会社スルガケアサービス
ニチイケアセンター沼津中央
ニチイケアセンター沼津中央

沼津事業所

4100822
4100822
4100822
4100822
4100822
4100822
4100225
4100225
4100225
4100225
4100225
4100225
4100302
4100302
4100302
4100302
4100302
4100312
4100312
4100003
4100003
4100012
4100822
4100022
4100022
4100022
4100853
4100853
4100033
4100823
4100823

事業所住所
静岡県沼津市下香貫猪沼９８１－２
静岡県沼津市下香貫猪沼９８１－２
静岡県沼津市下香貫猪沼９８１－２
静岡県沼津市下香貫猪沼９８１－２
静岡県沼津市下香貫猪沼981-2
静岡県沼津市下香貫猪沼981-2
静岡県沼津市内浦重須６２４
沼津市内浦重須６２４
静岡県沼津市内浦重須６２４
静岡県沼津市内浦重須６２４
静岡県沼津市内浦重須624
静岡県沼津市内浦重須624
静岡県沼津市東椎路１７４２番地の１
沼津市東椎路１７４２番地の１
静岡県沼津市東椎路１７４２番地の１
静岡県沼津市東椎路1742-1
静岡県沼津市東椎路1742-1
静岡県沼津市原１２００番地の３
静岡県沼津市原1200-3
沼津市新沢田町７－３３
静岡県沼津市新沢田町7-33
静岡県沼津市岡一色８１７－３
静岡県沼津市下香貫七面１１６０－３
静岡県沼津市大岡３９９５－１
静岡県沼津市大岡９０１－３
沼津市大岡２３２５番地の６ふれあいレジデンス大岡

静岡県沼津市常盤町一丁目１９番１
静岡県沼津市常盤町一丁目19-1
沼津市杉崎町１３－４３
静岡県沼津市我入道東町123－１
静岡県沼津市我入道東町123-1

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271100411
2271100411
2271100428
2271100451
2271100493
2271100543
2271100551
2271100568
2271100568
2271100568
2271100568
2271100642
2271100659
2271100659
2271100659
2271100667
2271100667
2271100675
2271100691
2271100691
2271100717
2271100808
2271100808
2271100808
2271100808
2271100808
2271100816
2271100824
2271100824
2271100832
2271100832

訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護

事業所名
ユニットケアサービス
ユニットケアサービス
ニチイケアセンター沼津中央
すまいるほーむ
特定非営利活動法人まごころサービス静岡東部センター

片浜在宅介護支援センター
株式会社セリオ 沼津営業所
和みショートステイ
特別養護老人ホーム 和みの郷
グループホーム 和みの家
和みデイサービス
有料老人ホーム 駿河の里
シークケアサービス
シークケアサービス
デイサービスシーク
夢コープ沼津事業所
夢コープ沼津事業所
グループホームふれあい奄美
ever優グループホーム沼津
ever優デイサービス沼津
介護ショップ ワラビ
ホームヘルプセンター炉暖の郷
デイサービスセンター 炉暖の郷
特別養護老人ホーム 炉暖の郷
特別養護老人ホーム炉暖の郷
居宅介護支援事業 炉暖の郷
コスモスまかど
沼津ケアセンターそよ風
沼津ケアセンターそよ風
友愛デイサービス
グループホーム手鞠

事業所〒
4100875
4100875
4100823
4100875
4100816
4100875
4100822
4100821
4100821
4100821
4100821
4100022
4100872
4100872
4100007
4100022
4100022
4100822
4100313
4100313
4100312
4100001
4100001
4100001
4100001
4100001
4100865
4100006
4100006
4100835
4100835

事業所住所
沼津市今沢５０８－２３
静岡県沼津市今沢508-23
静岡県沼津市我入道東町１２３番１
静岡県沼津市今沢502-5
静岡県沼津市住吉町６番５号
静岡県沼津市今沢字西畑372-5
沼津市下香貫塩満１８６０
静岡県沼津市大平１５３８－１
静岡県沼津市大平１５３８－１
静岡県沼津市大平1538-1
静岡県沼津市大平1538-1
沼津市大岡３４９７番地の２
静岡県沼津市小諏訪４３番地の１
静岡県沼津市小諏訪43-1
静岡県沼津市西沢田516-1
静岡県沼津市大岡２１３７－１４
静岡県沼津市大岡2137-14
静岡県沼津市下香貫楊原550-4
静岡県沼津市西添町10-12
静岡県沼津市西添町10-12
静岡県沼津市原１７２１－１２
静岡県沼津市足高字尾上２４－２４
沼津市足高字尾上２４番２４
静岡県沼津市足高字尾上２４－２４
静岡県沼津市足高字尾上２４番地２４
静岡県沼津市足高字尾上24-24
静岡県沼津市東間門１－３－３ １階
静岡県沼津市中沢田字中沢３９１－１
静岡県沼津市中沢田391-1
静岡県沼津市西島町１９番６４号
静岡県沼津市西島町19-64

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271100841
2271100873
2271100923
2271100972
2271100972
2271100972
2271100972
2271100972
2271100972
2271100998
2271101004
2271101012
2271101087
2271101111
2271101129
2271101137
2271101145
2271101152
2271101194
2271101202
2271101236
2271101236
2271101244
2271101277
2271101277
2271101277
2271101301
2271101335
2271101343
2271101351
2271101376

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
訪問入浴介護
訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
地域密着型通所介護
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援

事業所名
グループホームつどい
グループホーム春
愛の家グループホーム沼津我入道
ヘルパーステーションみはるの丘
デイサービスセンターみはるの丘
みはるの丘浮島
みはるの丘浮島
デイサービスセンターみはるの丘
ケアプランセンターみはるの丘
デイサービス江原
ヘルパーステーション あい
フランスベッド株式会社 メディカル沼津営業所
アサヒサンクリーン在宅介護センター沼津
ニチイケアセンターぬまづ
白鳥デイサービスセンター
デイサービスあい
グループホームくすのき
居宅介護支援センターふれあい
有料老人ホーム センチュリー万平
ウェルビーイング大岡
訪問介護まえむき
通所介護まえむき
特定非営利活動法人 まごころサービス静岡東部センター「えがおの家」

アースサポート沼津
アースサポート沼津
アースサポート沼津
シェルケアサービス
グループホームふれあい香貫
グループホームふれあい黄瀬川
グループホームほのか
こずわ居宅介護支援事業所

事業所〒
4100302
4100012
4100823
4100318
4100318
4100318
4100318
4100318
4100318
4100049
4100872
4100053
4100836
4100013
4100003
4100872
4100854
4100022
4100022
4100022
4100022
4100022
4100816
4100011
4100011
4100011
4100041
4100822
4100022
4100022
4100872

事業所住所
静岡県沼津市東椎路1502-2
静岡県沼津市岡一色450-1
静岡県沼津市我入道江川5-1
静岡県沼津市平沼９２９－１
静岡県沼津市平沼９２９番地の１
静岡県沼津市平沼９２９－１
静岡県沼津市平沼９２９－１
静岡県沼津市平沼929-1
静岡県沼津市平沼929-1
静岡県沼津市江原町9-2
沼津市小諏訪４６７番地の４
静岡県沼津市寿町１０－１５
静岡県沼津市吉田町３－１０
静岡県沼津市東熊堂４２－２
静岡県沼津市新沢田町７－３３
静岡県沼津市小諏訪467-4
静岡県沼津市千本常盤町5-1
静岡県沼津市大岡2284-1 プレステージハイム1号室

静岡県沼津市大岡３７８１番地の１
静岡県沼津市大岡２２６２番地の４
静岡県沼津市大岡３４２８番地の５
静岡県沼津市大岡3428-5
静岡県沼津市住吉町6-5
静岡県沼津市岡宮７５５番地の１
静岡県沼津市岡宮７５５番地の１
静岡県沼津市岡宮755-1
静岡県沼津市筒井町１６番地の１
静岡県沼津市下香貫楊原530-16
静岡県沼津市大岡四反畑266-9
静岡県沼津市大岡905-6
静岡県沼津市小諏訪467-4

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271101384
2271101400
2271101426
2271101434
2271101434
2271101442
2271101475
2271101491
2271101509
2271101509
2271101509
2271101509
2271101517
2271101541
2271101541
2271101566
2271101566
2271101574
2271101582
2271101582
2271101582
2271101624
2271101681
2271101731
2271101764
2271101764
2271101780
2271101806
2271101814
2271101814
2271101822

サービス種類
居宅介護支援
訪問介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護

事業所名
ラクト駅北ライフサポート
ポプラ訪問介護ステーション南箱根
リハビリサロンみなみ
ひばり居宅介護支援事業所
デイサービスひばり
パートナー
あおい居宅介護支援事業所
ポプラ訪問介護ステーション沼津
デイサービスセンター 陽光園
ショートステイ 陽光園
特別養護老人ホーム 陽光園
陽光園 居宅介護支援事業所
ほっと介護みのり 沼津センター
セントケア平町
セントケア平町
岡宮グリーンヒル
岡宮グリーンヒルデイサービス
倶楽部リーフ
コスモス沼津
コスモス沼津
コスモス沼津
デイサービスセンターあいの街沼津
訪問介護事業所古宇養護老人ホーム 遊法苑
白鳥介護支援サービス駅南店
一本松短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム一本松
デイサービスふれあいレジデンス大岡
通所介護ちょうどえ～
介護ショップ びしん
ケアプランセンター びしん
ケアセンターまちなか

事業所〒
4100048
4190123
4100822
4100003
4100003
4100012
4100055
4100873
4100011
4100011
4100011
4100011
4100804
4100036
4100036
4100011
4100011
4100822
4100865
4100865
4100865
4100052
4100241
4100801
4100314
4100314
4100022
4100307
4100011
4100011
4100822

事業所住所
静岡県沼津市新宿町11-9 野中ビル1-A
静岡県田方郡函南町平井１６９０－３７
静岡県沼津市下香貫藤井原1620-5
静岡県沼津市新沢田町4-10
静岡県沼津市新沢田町4-10
沼津市岡一色５７４番地の５
静岡県沼津市高島本町16-16 高島本町ビル2階

静岡県沼津市大諏訪２３４
静岡県沼津市岡宮字下松沢１４１７番地の１
静岡県沼津市岡宮字下松沢１４１７番地の１
静岡県沼津市岡宮字下松沢１４１７番地の１
静岡県沼津市岡宮字下松沢1417-1
静岡県沼津市西条町１０４東和第２ビル５階
静岡県沼津市平町１８－１１ 川口第一ビル２階

静岡県沼津市平町18-11 川口第一ビル2階
静岡県沼津市岡宮１１８２－１
静岡県沼津市岡宮1182-1
静岡県沼津市下香貫宮脇188-15
静岡県沼津市東間門１－３－３
静岡県沼津市東間門１－３－３
静岡県沼津市東間門1-3-3
静岡県沼津市沢田町１０番１２号
静岡県沼津市西浦古宇１３－１４
静岡県沼津市大手町一丁目1-11
静岡県沼津市一本松１７５
静岡県沼津市一本松１７５
静岡県沼津市大岡２３２５番地の６
静岡県沼津市青野１４-２
静岡県沼津市岡宮１３７８番地の１９
静岡県沼津市岡宮1378-19
静岡県沼津市下香貫山宮前3078番地の45

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271101822
2271101822
2271101830
2271101855
2271101863
2271101863
2271101897
2271101913
2271101970
2271101988
2271101996
2271102002
2271102002
2271102028
2271102036
2271102036
2271102044
2271102051
2271102051
2271102051
2271102069
2271102085
2271102119
2271102127
2271102176
2271102218
2271102226
2271102234
2271102259
2271102267
2271102283

サービス種類
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問入浴介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
訪問介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
居宅介護支援

事業所名
居宅介護支援事業所ケアセンターまちなか
通所介護つばき庵
デイサービス「どうぞの家」
リハビリサロンゆう和
有料老人ホーム青空
デイサービスセンター青空
たいようデイサービスセンター
デイサービス大諏訪の家
有料老人ホーム アージェントきせがわ
ケアサロン．カシミヤ
デイサービスみのり
ハートフルケアさくら本店事業所
居宅介護支援センターさくら
ニチイケアセンター 沼津中央
ロータスケア訪問介護事業所
ロータスケア居宅介護支援事業所
健康いきいきクラブ
特別養護老人ホーム高砂
高砂居宅介護支援センター
デイサービスセンター高砂
デイサービス東椎路の家
ベルメディカルケア株式会社 沼津営業所
デイサービス「すまいる」
特別養護老人ホーム ニューあしたかホーム
デイサービスあい岡一色
株式会社トーカイ 沼津営業所
「グランドケア東名」訪問介護事業所
ウェルビーイング岡宮
サニーライフ沼津 居宅介護支援事業所
アイズ介護用品
サニーウォークケアプランセンター

事業所〒
4100822
4100822
4100011
4100048
4100872
4100872
4100311
4100873
4100022
4100052
4100317
4100022
4100022
4100823
4100011
4100011
4100833
4100016
4100016
4100016
4100302
4100873
4100867
4100302
4100012
4100873
4100011
4100011
4100805
4100055
4100003

事業所住所
静岡県沼津市下香貫山宮前3078-45
静岡県沼津市下香貫山宮前3078-45
静岡県沼津市岡宮1026-20
静岡県沼津市新宿町11-8
静岡県沼津市小諏訪１５－１
静岡県沼津市小諏訪15-1
静岡県沼津市原町中一丁目8-1
静岡県沼津市大諏訪369-1
静岡県沼津市大岡１１５２番地
静岡県沼津市沢田町２番１号
静岡県沼津市石川509-1
静岡県沼津市大岡３２２８番地の７
静岡県沼津市大岡3228-7
静岡県沼津市我入道東町１２３－１
静岡県沼津市岡宮４４３ 城北ハイツ１号館１Ｆ－Ｄ

静岡県沼津市岡宮443 城北ハイツ1号館1F-D
静岡県沼津市上香貫宮原町1513-6
静岡県沼津市高砂町１番地５
静岡県沼津市高砂町2-5
静岡県沼津市高砂町2-5
静岡県沼津市東椎路1201-11
静岡県沼津市大諏訪８８１－１
静岡県沼津市本字宮町433
静岡県沼津市東椎路１７４２番地の１
静岡県沼津市岡一色208-14
静岡県沼津市大諏訪４９０番地１
静岡県沼津市岡宮1286番地の５
静岡県沼津市岡宮５７５番地の１
静岡県沼津市白銀町2-1
静岡県沼津市高島本町３－１８
静岡県沼津市新沢田町7-43 シティパル新沢田103

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271102291
2271102309
2271102325
2271102358
2271102408
2271102440
2271102457
2271102465
2271102499
2271102507
2271102515
2271102515
2271102531
2271102556
2271102564
2271102564
2271102564
2271102572
2271102572
2271102572
2271102598
2271102606
2271102655
2271102663
2271102663
2271102671
2271102671
2271102697
2271102697
2271102713
2271102721

訪問介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護

事業所名
訪問介護事業所アージェント
デイサービス アージェント千本
介護支援ショップ

フィットサポート福祉用具貸与事業所

通所介護 ちょうどえ～２号館
レッツ倶楽部 沼津
沼津やわらぎ
株式会社フロンティア 静岡営業所
デイサービスはまゆう
デイサービス ルンルン
えがわ医院居宅介護支援事業所
ホームヘルプサービスひとつ
デイサービスひとつ
在宅ケアかどいけ
ケアステーションあさひ沼津片浜
友愛訪問介護サービス
友愛居宅介護支援事業所
友愛みなとデイサービス
ケアステーションこころ沼津大岡
ホームケアサービスこころ
ホームケアサービスこころ
デイサービス下香貫の家
ケアステーションあさひ沼津香貫
あしたかホーム ホームヘルプサービス
訪問介護まぁる
居宅介護支援事業所まぁる
ル・グランパートナー
ル・グランケアプランセンター
ヘルパーステーションひまわり
ケアプランセンターひまわり
クサガヤ 訪問介護事業所
デイサービス トラス

事業所〒
4100848
4100848
4100007
4100011
4100832
4100805
4100813
4100022
4100011
4100055
4100307
4100307
4100022
4100874
4100846
4100846
4100846
4100022
4100022
4100022
4100822
4100813
4100302
4100822
4100822
4100022
4100022
4100312
4100312
4100305
4100061

事業所住所
静岡県沼津市千本西町４０番地
静岡県沼津市千本西町40
静岡県沼津市西沢田１１１１番地の５
静岡県沼津市岡宮９９７番地の３
静岡県沼津市御幸町20-11
静岡県沼津市白銀町２－１
静岡県沼津市上香貫槙島町１２６５番地
静岡県沼津市大岡３８８２番地
静岡県沼津市岡宮443 城北ハイツ2号館
静岡県沼津市高島本町12-20
静岡県沼津市青野３１５番地の１
静岡県沼津市青野315-1
静岡県沼津市大岡３１９６－１
静岡県沼津市松長３０２番地３
静岡県沼津市千本東町３３
静岡県沼津市千本東町33
静岡県沼津市千本東町33
静岡県沼津市大岡１６７番１号 ひばりヶ丘マンションＤ１０１号室

静岡県沼津市大岡１０８０番地
静岡県沼津市大岡167-1 ひばりヶ丘マンションD棟103号室

静岡県沼津市下香貫前原1484-7
静岡県沼津市上香貫二瀬川町１４８６番１４
静岡県沼津市東椎路１６３９番地の１
静岡県沼津市下香貫宮脇151－1サンライフセラＭ102
静岡県沼津市下香貫宮脇151-1 サンライフセラM102

静岡県沼津市大岡１０４３番地２８
静岡県沼津市大岡1043-28
静岡県沼津市原1535番地の１
静岡県沼津市原1535-1
静岡県沼津市鳥谷５－１
静岡県沼津市北園町３－１２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271102739
2271102747
2271102747
2271102754
2271102804
2271102838
2271102846
2271102846
2271102861
2271102879
2271102895
2271102929
2271102937
2271102937
2271102978
2271103000
2271103042
2271103059
2271103067
2271103075
2271103075
2271103091
2271103109
2271103117
2271103125
2271103133
2271103133
2271103174
2271103182
2271103182
2271103190

サービス種類
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
通所介護
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護

事業所名
デイサービス輝寿
オーチャード沼津
オーチャード沼津
アスモ介護サービス錦
ケアハウスやまぼうし
沼津ショートステイそよ風
デイサービス のあのあ
ショートステイ ノアノア
リゾートハウス サワディー
特別養護老人ホーム 炉暖の郷
ライフケアセンターよつば
デイサービスやすらぎ
居宅介護支援センター エスコート
デイサロン・エスコート 参番館
リハビリデイ あかつき
はら居宅介護支援事業所
大岡居宅介護支援事業所
ル・グランヘルパーステーション
クローバー
訪問介護事業所アリスガーデン
デイサービス アリスガーデン豊町
デイサービス さん・さぽーと
訪問介護ステーション さん・さぽーと
有限会社サンパックケアサービス
オーチャード沼津
グランドケア花園デイサービスセンター
グランドケア花園ケアプランセンター
WeLS株式会社
フェニックス訪問介護事業所
フェニックス居宅介護支援事業所
あおい訪問介護ステーション

事業所〒
4100874
4100048
4100048
4100871
4100001
4100011
4100821
4100821
4100821
4100001
4100836
4100816
4100822
4100822
4100055
4100311
4100011
4100314
4100022
4100018
4100018
4100011
4100011
4100106
4100048
4100065
4100065
4100059
4100064
4100064
4100055

事業所住所
静岡県沼津市松長51-8
静岡県沼津市新宿町９番地の５
静岡県沼津市新宿町9-5
静岡県沼津市西間門４７０－１
静岡県沼津市足高２５１番地の７
静岡県沼津市岡宮１１５９
静岡県沼津市大平字出水２８０４番１
静岡県沼津市大平字出水２８０４番１
静岡県沼津市大平字大久保2233-3
静岡県沼津市足高字尾上２４番２４
静岡県沼津市吉田町１５番７号
静岡県沼津市住吉町5-18
静岡県沼津市楊原764-1
静岡県沼津市下香貫楊原762-21
静岡県沼津市高島本町１２番２０号
静岡県沼津市原町中2丁目7-11 101号
静岡県沼津市岡宮1147-8
静岡県沼津市大岡１０４３－２８
静岡県沼津市大岡3317
静岡県沼津市豊町１２番３
静岡県沼津市豊町１２番３
静岡県沼津市岡宮字洞畑９９１番地３０
静岡県沼津市岡宮９９１番地３０
静岡県沼津市志下１６８番地の２
静岡県沼津市新宿町９番地の５
静岡県沼津市花園町１－４フローデンスエトー１階
静岡県沼津市花園町1-4 フローデンスエトー1階

静岡県沼津市若葉町１番56号
静岡県沼津市共栄町１０番地の５
静岡県沼津市共栄町10-5
静岡県沼津市高島本町１６－１６高島本町ビル２階

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271103208
2271103216
2271103232
2271103240
2271103257
2271103265
2271103265
2271103273
2271103281
2271103299
2271103307
2271103315
2271103315
2271103331
2271103349
2271103356
2271103372
2271103380
2271103380
2271103398
2271200012
2271200012
2271200020
2271200046
2271200046
2271200046
2271200046
2271200046
2271200053
2271200053
2271200053

訪問介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
訪問介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
通所介護
訪問入浴介護
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護

事業所名
訪問介護ステーション風の杜
デイサービスラスベガス沼津大岡
風の杜居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所「まえむきの花」
かなおか在宅介護支援センター
ショートステイ沼津南陽光園
ケアハウス沼津南陽光園
在宅介護センターアイケア沼津
ケアセンターすこやか
ニチイケアセンター 山王
ニチイケアセンター はら
エミーズ東間門
エミーズ東間門
エミーズ原
訪問介護 テレサ
ハートフル沼津
ベストライフ沼津
ツクイ西沢田
ツクイ西沢田
ツクイ沼津原町
株式会社 スルガケアサービス御殿場事業所
株式会社スルガケアサービス御殿場事業所
ｅｖｅｒ優グループホーム御殿場
ヘルパーステーション富岳
富岳ギャザーホーム
オレンジシャトー富岳
オレンジシャトー富岳
富岳リリーフセンター
御殿場十字の園 訪問介護ステーション
御殿場十字の園通所介護センター
御殿場十字の園短期入所生活介護事業所

事業所〒
4100304
4100022
4100304
4100022
4100007
4100822
4100822
4100052
4100816
4100036
4100312
4100865
4100865
4100306
4100311
4100011
4100871
4100007
4100007
4100311
4120042
4120042
4120042
4120033
4120033
4120033
4120033
4120033
4120023
4120023
4120023

事業所住所
静岡県沼津市東原５６０－１
静岡県沼津市大岡字太田２１４７－１
静岡県沼津市東原560-1
静岡県沼津市大岡3428-5
静岡県沼津市西沢田431-11
静岡県沼津市下香貫字浜田２９８５番１
静岡県沼津市下香貫字浜田２９８５番１
静岡県沼津市沢田町１０番１２号
静岡県沼津市住吉町5-18
静岡県沼津市平町７－２７ 渡辺ビル１階
静岡県沼津市原町添１１６５－２サザンテラス大橋－Ａ

静岡県沼津市東間門６２５－６
静岡県沼津市東間門６２５－６
静岡県沼津市大塚１１３４
静岡県沼津市原町中二丁目１５番地の２サニーフラットＢ１０１

静岡県沼津市岡宮１０１１－１－２０３号
静岡県沼津市西間門４８２－１
静岡県沼津市西沢田４９８－２
静岡県沼津市西沢田４９８－２
静岡県沼津市原町中２丁目１４－２４
御殿場市萩原７７９－２８
静岡県御殿場市萩原７７９番地の２８
御殿場市萩原７７９－３２
御殿場市神山１９２５－１１９３
御殿場市神山字大野原１９２５－１１９３
御殿場市神山１９２５－１１９３
御殿場市神山１９２５－１１９３
静岡県御殿場市神山字大野原１９２５番地の１１９３

静岡県御殿場市深沢１４６５－１
御殿場市深沢１４６５－１
静岡県御殿場市深沢１４６５－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271200053
2271200053
2271200053
2271200061
2271200061
2271200061
2271200103
2271200111
2271200145
2271200178
2271200211
2271200211
2271200228
2271200228
2271200251
2271200269
2271200269
2271200277
2271200277
2271200277
2271200277
2271200301
2271200343
2271200350
2271200368
2271200376
2271200392
2271200418
2271200418
2271200426
2271200434

介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
短期入所生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問入浴介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護

事業所名
御殿場十字の園介護老人福祉施設
御殿場十字の園 通所介護センターふじざくら
御殿場十字の園居宅介護支援事業所
ホームヘルパーステーション
デイサービスセンター すまいる
社会福祉法人

御殿場市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

ニチイケアセンター御殿場
公益社団法人有燐厚生会 グループホームごてんば
グループホーム東山
グループホーム萩
労協御殿場地域福祉事業所 つばさ
労協御殿場地域福祉事業所 つばさ
ショートステイ たんぽぽ
グループホーム ふれんど
グループホームかわしまた
社会福祉法人浴光会ぐみさわ苑
社会福祉法人浴光会ぐみさわ苑
デイサービスセンター 白雪
短期入所生活介護 白雪
特別養護老人ホーム 白雪
白雪居宅介護支援センター
古民家デイホームたまほ村
きらら訪問介護ステーション
デイホームたまほ村「爽」
アサヒサンクリーン在宅介護センター御殿場
茶話本舗デイサービス御殿場新橋
短期入所生活介護 百寿
ほほえみ居宅介護支援事業所
ほほえみ
御殿場ケアセンターそよ風
通所介護「まえむきの種」

事業所〒
4120023
4120023
4120023
4120042
4120042
4120042
4120043
4120043
4120026
4120026
4120044
4120044
4120045
4120045
4120045
4120041
4120041
4120045
4120045
4120045
4120044
4120041
4120043
4120041
4120042
4120043
4120044
4120027
4120027
4120042
4120039

事業所住所
静岡県御殿場市深沢１４６５－１
静岡県御殿場市深沢１４６５－１
静岡県御殿場市深沢１４６５－１
静岡県御殿場市萩原９８８番地の１
静岡県御殿場市萩原988-1
静岡県御殿場市萩原９８８－１
静岡県御殿場市新橋１４９１－４
御殿場市新橋１５８６－１
静岡県御殿場市東田中１４４７－１
御殿場市東田中１４３１－１４
静岡県御殿場市杉名沢６６１－２
静岡県御殿場市杉名沢６６１番地の２
静岡県御殿場市川島田１０８４番地１
御殿場市川島田１０８４－１
静岡県御殿場市川島田８０９－１
御殿場市茱萸沢１９８－１
御殿場市茱萸沢１９８－１
御殿場市川島田字南原２７０番地
御殿場市川島田字南原２７０番地
静岡県御殿場市川島田字南原２７０番地
静岡県御殿場市杉名沢字久保田３５１番地
静岡県御殿場市茱萸沢９１１番地
静岡県御殿場市新橋８９６－１
御殿場市茱萸沢字内新田９１１－７
静岡県御殿場市萩原603-1外山店舗
静岡県御殿場市新橋字大塚越1720番地6
静岡県御殿場市杉名沢字久保田３５１番地
静岡県御殿場市西田中４５２番地３
静岡県御殿場市西田中４５２番地３
静岡県御殿場市萩原１２２－１３
静岡県御殿場市竈３番地１０

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271200442
2271200442
2271200467
2271200475
2271200491
2271200509
2271200525
2271200533
2271200541
2271200541
2271200541
2271200541
2271200558
2271200566
2271200574
2271200582
2271200608
2271200616
2271200624
2271200632
2271200640
2271200657
2271200681
2271200699
2271200707
2271200715
2271200723
2271200731
2271200764
2271200772
2271300028

サービス種類
訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
訪問介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
通所リハビリテーション
通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護

事業所名
訪問介護・ほたる
螢の郷
デイサービス こころ
茶話本舗デイサービス御殿場保土沢
リフテック 御殿場
ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 御殿場保土沢
ヘルパーステーション おひさま
特別養護老人ホームすずらん（新型）
デイサービスセンターすずらん
短期入所生活介護すずらん
ケアハウスすずらん
特別養護老人ホームすずらん（従来型）
ワーカーズコープ富士岡地域福祉事業所 みんなの家

デイサービス ひなた
ケアサポート ひなた
デイサービス こころ東山
ケアステーションゆめ
ル・グランハート御殿場
ル・グランヘルパーステーション御殿場
居宅介護支援事業所「まえむきの樹」
通所リハビリテーション Ｋａｎｏｎ
デイサービスなでしこ
あおい居宅介護支援事業所御殿場
憩う
居宅介護支援事業所 かつまた
デイサービス ゆめ
デイサービスこころ萩原
在宅介護センターアイケア御殿場
ベストライフ御殿場
ツクイ・サンシャイン御殿場
ながいずみホーム短期入所生活介護事業所

事業所〒
4120016
4120016
4120043
4120046
4120043
4120046
4120045
4120002
4120002
4120002
4120002
4120002
4120038
4120047
4120035
4120024
4120042
4120035
4120035
4120039
4120043
4120039
4120043
4120027
4120035
4120039
4120042
4120042
4120042
4120045
4110936

事業所住所
静岡県御殿場市六日市場３５５番地の５
静岡県御殿場市六日市場３５５番地の５
静岡県御殿場市新橋８３９－１１
静岡県御殿場市保土沢字向ノ丸５０４番地３
静岡県御殿場市新橋２０２６番地
静岡県御殿場市保土沢字向ノ丸５０４番地３
静岡県御殿場市川島田１２９９番地の１０
静岡県御殿場市上小林字西野原１５２７番地の１９
静岡県御殿場市上小林字西野原１５２７番地の１９
静岡県御殿場市上小林字西野原１５２７番地の１９
静岡県御殿場市上小林字西野原１５２７番地の１９
静岡県御殿場市上小林字西野原１５２７番地の１９

静岡県御殿場市駒門５３７番地
静岡県御殿場市神場一丁目の１７番地
静岡県御殿場市中山４５５－６
静岡県御殿場市東山９３０番地
静岡県御殿場市萩原６７０番地
静岡県御殿場市中山１１０１
静岡県御殿場市中山１１０２
静岡県御殿場市竈３番地１０
静岡県御殿場市新橋１１７５番地の１
静岡県御殿場市竈７０４番地の１３
静岡県御殿場市新橋８９６－１

コーポ南１０２

静岡県御殿場市西田中４５２番地３
静岡県御殿場市中山９３５番地の１２
静岡県御殿場市竈５２４番地の４２
静岡県御殿場市萩原２８番地の１６
静岡県御殿場市萩原４９６番地の４
静岡県御殿場市萩原５４８－２
静岡県御殿場市川島田７８８
静岡県駿東郡長泉町元長窪８８８－６９

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271300028
2271300036
2271300036
2271300044
2271300051
2271300051
2271300051
2271300069
2271300069
2271300069
2271300069
2271300069
2271300077
2271300077
2271300101
2271300101
2271300101
2271300101
2271300101
2271300119
2271300119
2271300168
2271300176
2271300176
2271300176
2271300176
2271300201
2271300201
2271300201
2271300201
2271300201

介護老人福祉施設
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援

事業所名
特別養護老人ホームながいずみホーム
社会福祉法人 清水町社会福祉協議会 清水町ホームヘルプサービス事業所

清水町居宅介護支援事業所
博寿園居宅介護支援事業所
長泉町在宅福祉総合センターいずみの郷ホームヘルプサービス事業所

長泉町在宅福祉総合センター いずみの郷
長泉町在宅福祉総合センター居宅介護支援事業所
徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所
徳風園デイサービスセンター通所介護事業所
特別養護老人ホーム徳風園短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム徳風園
徳風園居宅介護支援事業所
小山町社会福祉協議会 訪問介護事業所
小山町社会福祉協議会居宅介護支援事業所
柿田川ホーム ヘルパーステーション
柿田川ホームデイサービスセンター
柿田川ホーム ショートステイケアセンター
社会福祉法人育清会 特別養護老人ホーム柿田川ホーム

柿田川ホーム 居宅介護支援事業所
グループホームしおん
通所介護しおん
グループホーム徳倉
短期入所生活介護かわせみ
特別養護老人ホーム かわせみ
居宅介護支援センター かわせみ
デイサービスセンター かわせみ
さつき園 ホームヘルプサービス
さつき園デイサービスセンター
ショートステイ さつき園
特別養護老人ホーム さつき園
さつき園 居宅介護支援事業所

事業所〒
4110936
4110903
4110903
4110945
4110943
4110943
4110943
4101306
4101306
4101306
4101306
4101306
4101311
4101311
4110913
4110913
4110913
4110913
4110913
4110917
4110917
4110917
4110915
4110915
4110915
4110915
4110943
4110943
4110943
4110943
4110943

事業所住所
静岡県駿東郡長泉町元長窪８８８－６９
静岡県駿東郡清水町堂庭２２１－１
静岡県駿東郡清水町堂庭２２１－１
静岡県駿東郡長泉町本宿４１８－１
静岡県駿東郡長泉町下土狩９７１番地
静岡県駿東郡長泉町下土狩９７１
静岡県駿東郡長泉町下土狩９７１番地
駿東郡小山町上野１４４０－１
駿東郡小山町上野１４４０－１
静岡県駿東郡小山町上野１４４０番地の１
静岡県駿東郡小山町上野１４４０－１
静岡県駿東郡小山町上野１４４０－１
駿東郡小山町小山７５－７
静岡県駿東郡小山町小山７５番地の７
駿東郡清水町戸田５４－１１
駿東郡清水町戸田５４－１１
駿東郡清水町戸田５４－１１
駿東郡清水町戸田５４－１１
静岡県駿東郡清水町戸田５４番地１１
静岡県駿東郡清水町徳倉405-6
静岡県駿東郡清水町徳倉405-6
駿東郡清水町徳倉９００－１
静岡県駿東郡清水町的場１８８－６
静岡県駿東郡清水町的場１８８－６
静岡県駿東郡清水町的場１８８－６
駿東郡清水町的場１８８－６
静岡県駿東郡長泉町下土狩４５７番地の２
静岡県駿東郡長泉町下土狩４５７番地の２
静岡県駿東郡長泉町下土狩４５７－２
静岡県駿東郡長泉町下土狩４５７－２
静岡県駿東郡長泉町下土狩４５７番地の２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271300218
2271300226
2271300234
2271300267
2271300275
2271300283
2271300358
2271300366
2271300374
2271300374
2271300374
2271300382
2271300416
2271300499
2271300499
2271300531
2271300531
2271300549
2271300564
2271300580
2271300598
2271300606
2271300614
2271300622
2271300630
2271300655
2271300655
2271300663
2271300671
2271300689
2271300705

通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
短期入所生活介護
訪問介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
訪問介護

事業所名
ＡＭＢＩＫ おやま
パナソニックエイジフリーショップ長泉
デイサービスセンターグローブ
グループホーム たみの里－長泉
有限会社 アイティ介護サービス
グループホーム なかとがり
通所介護 静春の里
居宅介護支援事業所 静春の里
大鳥居訪問介護サービス
大鳥居福祉用具サービス
株式会社大鳥居介護支援事業所
ライフサポート ひやしんす
倶楽部デスポルチクラップス
デイサービスセンター 平成の杜
特別養護老人ホーム平成の杜 短期入所生活介護事業所

ウェルケアアシスト
こぶし居宅介護支援事業所
介護ショップ のばら
デイサービス なかよし
デイサービスセンターれすぱいと
ケアステーションあさひ長泉
駅中トレーニング倶楽部
ル・グランガーデン清水
デイサービス えがお 徳倉
デイサービス とう菜の里
美咲訪問介護ステーション
美咲ショートステイ
ライフサポートはる
マ・メゾン花水木 長泉
ダスキンヘルスレント三島ステーション
ライフアシストのぞみ

事業所〒
4101325
4110943
4110905
4110951
4101317
4110942
4110932
4110932
4110917
4110917
4110917
4110942
4110915
4101311
4101311
4110917
4110917
4110941
4110917
4110917
4110941
4110943
4110917
4110917
4101321
4110907
4110907
4110917
4110933
4110912
4110917

事業所住所
静岡県駿東郡小山町一色２８０番地の４
静岡県駿東郡長泉町下土狩１３４７
静岡県駿東郡清水町長沢１９８－１
駿東郡長泉町桜堤２－１０－１０
静岡県駿東郡小山町大胡田１０６３番地の４
静岡県駿東郡長泉町中土狩３９１－６
駿東郡長泉町南一色３８－１
静岡県駿東郡長泉町南一色３８番地の１
静岡県駿東郡清水町徳倉１５６６－２
静岡県駿東郡清水町徳倉１５６６番地の２
静岡県駿東郡清水町徳倉1566-2
駿東郡長泉町中土狩３９７番地の４
静岡県駿東郡清水町的場１４７－１
静岡県駿東郡小山町小山２５５番地の２
静岡県駿東郡小山町小山２５５番地の２
静岡県駿東郡清水町徳倉１５９９番地の７
静岡県駿東郡清水町徳倉１５９９－７
静岡県駿東郡長泉町上土狩４５２番地の７
静岡県駿東郡清水町徳倉４４０番地の８
静岡県駿東郡清水町徳倉１１８８番地の１
静岡県駿東郡長泉町上土狩字前田６９番地９
静岡県駿東郡長泉町下土狩１２８９番地の１０

静岡県駿東郡清水町徳倉１０４２番地３号
静岡県駿東郡清水町徳倉７９２番地
静岡県駿東郡小山町阿多野４２５番地の５
静岡県駿東郡清水町伏見５４５番１
静岡県駿東郡清水町伏見５４５番１
静岡県駿東郡清水町徳倉１８８９番地の２マンション名倉１０６号

静岡県駿東郡長泉町納米里５９番１
静岡県駿東郡清水町卸団地３４８
静岡県駿東郡清水町徳倉１５９４番地フレマリールテル２０２号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271300705
2271300721
2271300739
2271300754
2271300762
2271300762
2271300762
2271300788
2271300788
2271300788
2271300796
2271300804
2271300812
2271300929
2271300929
2271300945
2271300945
2271300952
2271300960
2271300978
2271300994
2271301000
2271301018
2271301034
2271301042
2271301042
2271301059
2271301075
2271400018
2271400018
2271400026

サービス種類
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
訪問介護
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護

事業所名
ライフアシストのぞみ
ケアステーションあさひ清水町
奏でる伊豆ケアサービス
トレーニングデイサービスあんび
訪問介護えるなな
居宅介護支援事業所えるなな
通所介護えるなな
ながいずみホーム訪問介護事業所
ながくぼデイサービスセンター通所介護事業所
ながいずみホーム居宅介護支援事業所
アクタガワ 生活リハビリ長泉デイサービスセンター

介護付き有料老人ホーム 菜の花の丘
短期入所生活介護 菜の花の丘
訪問介護センター和楽家
介護ショップ結和
美咲ヘルパーステーション堂庭
美咲居宅介護支援事業所
デイサービス小春日和
ケアプランセンター結和
駿河ワークス株式会社
ヘルパーステーション いいな
すまいる居宅介護支援事業所
はあと居宅介護支援事業所
株式会社 河村福祉サービス静岡営業所
訪問介護事業所ふじ桜
居宅介護支援事業所 ふじ桜
ヘルパーステーションとあに
ル・グランガーデン長泉
社会福祉法人 裾野市社会福祉協議会 裾野市ホームヘルプサービスセンター

裾野市居宅介護支援センター
富岳一ノ瀬荘

事業所〒
4110917
4110904
4110906
4110901
4110943
4110943
4110943
4110934
4110934
4110934
4110944
4101313
4101313
4110933
4110933
4110903
4110903
4110933
4110933
4110945
4110904
4110917
4101431
4101431
4110943
4110943
4110917
4110934
4101117
4101117
4101121

事業所住所
静岡県駿東郡清水町徳倉１５９４番地フレマリールテル２０２

静岡県駿東郡清水町柿田３３２番３
静岡県駿東郡清水町八幡中瀬１９３－６
静岡県駿東郡清水町新宿字古屋敷２０６番
静岡県駿東郡長泉町下土狩１３４７番地１４
静岡県駿東郡長泉町下土狩４６０－３

エキーロ２階

静岡県駿東郡長泉町下土狩１３４７番地１４
静岡県駿東郡長泉町下長窪７８１－１
静岡県駿東郡長泉町下長窪７８１－１
静岡県駿東郡長泉町下長窪７８１－１
静岡県駿東郡長泉町竹原３６０番地の１
静岡県駿東郡小山町竹之下字有闘坂３２１番地
静岡県駿東郡小山町竹之下字有闘坂３２１番地

静岡県駿東郡長泉町納米里４０５－８
静岡県駿東郡長泉町納米里４０５－８
静岡県駿東郡清水町堂庭２４６－１
静岡県駿東郡清水町堂庭２４６－１
静岡県駿東郡長泉町納米里４０５－９
静岡県駿東郡長泉町納米里４６１－１２ディンプル宇津木２０３

静岡県駿東郡長泉町本宿３７２番地の１
静岡県駿東郡清水町柿田３４２－５ ロイヤルコート富士見１０３

静岡県駿東郡清水町徳倉８８９

セントラルハイツⅡＢ102

静岡県駿東郡小山町須走354番地の５
静岡県駿東郡小山町須走７２－１
静岡県駿東郡長泉町下土狩３４４番地の９
静岡県駿東郡長泉町下土狩３４４番地の９
静岡県駿東郡清水町徳倉１４８６番地の１ サン・プラシード１０１

静岡県駿東郡長泉町下長窪７２８－５
静岡県裾野市石脇５２４－１
静岡県裾野市石脇５２４番地の１
裾野市茶畑字中川原１７０７－３

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2271400026
2271400034
2271400067
2271400133
2271400174
2271400174
2271400174
2271400191
2271400216
2271400216
2271400216
2271400216
2271400216
2271400257
2271400265
2271400273
2271400299
2271400307
2271400307
2271400356
2271400372
2271400406
2271400422
2271400448
2271400455
2271400455
2271400455
2271400463
2271400463
2271400505
2271400513

サービス種類
介護老人福祉施設
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
訪問介護
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援

事業所名
富岳一ノ瀬荘
社会福祉法人 裾野市社会福祉協議会 裾野市デイサービスセンターいずみ荘
社会福祉法人 裾野市社会福祉協議会 裾野市デイサービスセンターすやまホーム

みしゅくケアセンター介護支援事業所
ヤザキケアセンター 紙ふうせん
ヤザキケアセンター 紙ふうせん
ヤザキケアセンター 紙ふうせん
デイホーム野の花くね
訪問介護事業所茶畑ヒルズ
老人デイサービス事業茶畑ヒルズ
特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ
特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ
居宅介護支援事業所茶畑ヒルズ
アレンジメントケア裾野
土屋ケアサービスセンター
機能訓練型デイサービス Ｅａｓｔ－ｏｎｅ
ケアステーションあさひ裾野
ななえ居宅介護支援事業所
ナナエデイサービス
ゆかり訪問介護事業所
デイサービス ゆかりの郷
デイホーム野の花
ゆかり居宅介護支援事業所
ホームケアセンター ら・ら・ら
富岳ダイヤモンドライフすその
富岳エメラルドパレス
富岳ダイヤモンドライフすその
すずな居宅介護支援事業所
すずなデイサービス
訪問介護ステーションゆず裾野
ケアプラン ひつじ

事業所〒
4101121
4101121
4101231
4101107
4101194
4101194
4101194
4101111
4101121
4101121
4101121
4101121
4101121
4101107
4101117
4101122
4101125
4101108
4101108
4101124
4101124
4101123
4101124
4101118
4101231
4101231
4101231
4101121
4101121
4101118
4101118

事業所住所
静岡県裾野市茶畑１７０７－３
裾野市茶畑３０２－１
静岡県裾野市須山１６３２－９８
静岡県裾野市御宿１４７５－１
静岡県裾野市御宿１５００
静岡県裾野市御宿１５００番地
静岡県裾野市御宿１５００
静岡県裾野市久根５６７－４
静岡県裾野市茶畑１４２８番地の１
静岡県裾野市茶畑１４２８番地の１
静岡県裾野市茶畑１４２８番地の１
静岡県裾野市茶畑１４２８番地の１
静岡県裾野市茶畑１４２８番地の１
静岡県裾野市御宿２－１
静岡県裾野市石脇１６４番地の３
静岡県裾野市麦塚４０番地９
静岡県裾野市富沢２４６番３
静岡県裾野市上ケ田１６番地の４
静岡県裾野市上ケ田１６番地の４
静岡県裾野市水窪１２２番地の５

コーポ裾野Ｂ１０５号室

静岡県裾野市水窪１２４番地の２３
静岡県裾野市伊豆島田８１０－９
静岡県裾野市水窪１２４番地の２３
静岡県裾野市佐野338番２
静岡県裾野市須山字大野２９４９番地
静岡県裾野市須山字大野２９４９番地
静岡県裾野市須山字大野２９４９番地
静岡県裾野市茶畑1183番地の３
静岡県裾野市茶畑１１８３番地の３
静岡県裾野市佐野1358番地の１
静岡県裾野市佐野１５９４番地の１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2271400539
2271400547
2271400554
2271400562
2271400570
2272100013
2272100013
2272100013
2272100013
2272100021
2272100021
2272100021
2272100021
2272100047
2272100054
2272100054
2272100062
2272100062
2272100062
2272100062
2272100062
2272100062
2272100062
2272100070
2272100070
2272100088
2272100120
2272100120
2272100146
2272100153
2272100161

居宅介護支援
訪問介護
通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護

事業所名
ケアワークスＪＬＣ
ヘルパーステーションれんげ
すみれデイサービス
デイサービス桃園の家
スローライフ訪問介護ステーション
デイサービスセンターみどりの里
ショートステイ 萩の里
特別養護老人ホーム富士宮荘
居宅介護支援事業所のぞみ
デイサービスセンターやすらぎホーム通所介護事業所

高原荘 短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム高原荘
在宅介護支援センター高原荘
有限会社 フリーウェイ
富士宮市社会福祉協議会訪問介護事業所
富士宮市社会福祉協議会居宅介護支援事業所
しらいとヘルパーステーション
しらいと訪問入浴センター
しらいとデイサービスセンター
しらいとショートステイ
特別養護老人ホーム しらいと
しらいとデイサービスセンター
しらいとケアサポートセンター
ヘルパーサービス かやの里
ケアマネサービス かやの里
居宅介護支援事業所 サンセイ
ニチイケアセンター富士宮
ニチイケアセンター富士宮
デイサービスセンターアルク百葉富士宮
株式会社オギ
グループホームゆずの家１号館

事業所〒
4101118
4101128
4101128
4101126
4101123
4180103
4180103
4180103
4180103
4180024
4180024
4180024
4180024
4180075
4180005
4180005
4180103
4180103
4180103
4180103
4180103
4180103
4180103
4180003
4180003
4180001
4180051
4180051
4180022
4180051
4180013

事業所住所
静岡県裾野市佐野３３８－２
静岡県裾野市二ツ屋１３７－１
静岡県裾野市二ツ屋７１－６
静岡県裾野市桃園１２２－１３９
静岡県裾野市伊豆島田２８０－１

フジメン壱番館１０４

富士宮市上井出２０２９－１
静岡県富士宮市上井出２０２９－１
富士宮市上井出２０２９－１
富士宮市上井出２０２９－１
富士宮市貫戸１０３－２
静岡県富士宮市貫戸１０３－２
静岡県富士宮市貫戸１０３番地の２
静岡県富士宮市貫戸１０３番地の２
静岡県富士宮市田中町７６２
静岡県富士宮市宮原７－１富士宮市総合福祉会館内

富士宮市宮原７－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
静岡県富士宮市上井出１２８５－１
富士宮市ひばりが丘５２６－２
静岡県富士宮市ひばりが丘５６２番地２
静岡県富士宮市万野原新田４１３８－４
静岡県富士宮市淀師字渋沢４９６－１６
富士宮市淀師字渋沢４９６－１６
静岡県富士宮市小泉258番地の１
静岡県富士宮市淀師１７３０番地の１
富士宮市大岩４９３番地の１３

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2272100179
2272100187
2272100195
2272100203
2272100252
2272100278
2272100286
2272100311
2272100344
2272100344
2272100377
2272100377
2272100385
2272100385
2272100385
2272100443
2272100451
2272100476
2272100484
2272100518
2272100542
2272100559
2272100575
2272100583
2272100633
2272100641
2272100674
2272100682
2272100724
2272100765
2272100765

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
居宅介護支援
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
訪問入浴介護
福祉用具貸与
通所介護
居宅介護支援

事業所名
特別養護老人ホーム 星の郷
ショートステイ 星の郷
居宅介護支援事業所 星の郷
デイサービスセンター 星の郷
居宅介護支援事業所ひより
ケアサポート舞
デイサービスセンターひより
グループホーム 「いっしょに暮らそう」
なの花訪問介護事業所
なの花居宅介護支援事業所
小規模多機能型居宅介護 ほほえみ
グループホームほほえみ
訪問介護小春
デイサービスセンター小春
居宅介護支援 小春
富士宮中央クリニック 居宅介護支援事業所
デイサービス かやの里
有限会社 ムラカミ
デイサービスだんらん和が家
デイサービス衣の泉
デイサービスセンター 千寿
夢コープ富士宮事業所
デイサービスセンター百葉二の宮
グループホーム百葉二の宮
居宅介護支援事業所 ふじもと
そんぽの家 富士宮
フォーユー若の宮居宅介護支援事業所
セントケア 富士宮
介護用品ショップ げんき堂
Ｋライン・ケアセンター富士宮
Ｋライン・ケアプランセンター富士宮

事業所〒
4180035
4180035
4180035
4180035
4180111
4180015
4180111
4180021
4180011
4180011
4180044
4180044
4180037
4180037
4180037
4180005
4180003
4180034
4180021
4180022
4180116
4180063
4180061
4180061
4180111
4180022
4180063
4180001
4180022
4180001
4180001

事業所住所
富士宮市星山字向原１０５８
富士宮市星山字向原１０５８
静岡県富士宮市星山字向原１０５８
静岡県富士宮市星山字向原１０５８
静岡県富士宮市山宮２０５２－１
富士宮市舞々木町７２７番地
静岡県富士宮市山宮２０５２－１
富士宮市杉田１０２０－２
静岡県富士宮市粟倉２７２９－１７６
富士宮市粟倉２７２９番地の１７６
静岡県富士宮市大中里１１６４番地の１
静岡県富士宮市大中里１１６４－１
静岡県富士宮市安居山７１０－４６
静岡県富士宮市安居山７１０－４６
静岡県富士宮市安居山７１０－４６
富士宮市宮原８８番地の６
静岡県富士宮市ひばりが丘５２６番地２
静岡県富士宮市黒田４０番地の８
静岡県富士宮市杉田５４６番地の２
静岡県富士宮市小泉１２０４番地１
静岡県富士宮市上条２３３－１
静岡県富士宮市若の宮町２７ プラザ２７－Ｂ

静岡県富士宮市北町１４番５号
静岡県富士宮市北町１４－５
富士宮市山宮７１５－１
富士宮市小泉３０９－１
富士宮市若の宮町４１２
静岡県富士宮市万野原新田３２５７－７ヴィラ富士店１０１号室

静岡県富士宮市小泉３３６番１７
静岡県富士宮市万野原新田３３１７－１
静岡県富士宮市万野原新田３３１７－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272100799
2272100807
2272100815
2272100864
2272100906
2272100914
2272100922
2272100922
2272100930
2272100963
2272100971
2272100971
2272100989
2272101003
2272101037
2272101060
2272101086
2272101094
2272101110
2272101185
2272101185
2272101193
2272101193
2272101193
2272101201
2272101219
2272101243
2272101268
2272101292
2272101300
2272101318

サービス種類
短期入所生活介護
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護

事業所名
シンシア富士宮
ポプラ訪問介護ステーション富士宮
コスモス介護支援センター
コスモスデイサービスセンター
デイサービス 太陽
わかみや居宅介護支援事業所
きぶねヘルパーセンター
きぶねケアプランセンター
デイサービスグラーダ小泉
デイサービスセンターいちばん星
ショートステイ外神陽光園
居宅介護支援事業所 外神陽光園
ここからデイサービス大中里の家
デイサービスセンターわかみや
居宅介護支援事業所 そら
れんげサポート居宅介護支援事業所
ケアハウスにしき
デイサービスセンターうつくしくらぶ
有料老人ホームわかみや
アースケアステーション泉
ケアプランふるーら泉
デイサービスセンター楓の丘
短期入所生活介護 楓の丘
特別養護老人ホーム 楓の丘
デイサロンふるーら泉
訪問介護 はくじゅ
ヘルパーステーション カトレア
株式会社かごや
デイサービス フクＣ－
有限会社フリーウェイ
デイサービスセンターアルク富士宮

事業所〒
4180001
4180003
4180112
4180112
4180012
4180022
4180056
4180056
4180022
4180041
4180006
4180006
4180044
4180022
4180039
4180022
4180076
4180065
4180022
4180043
4180043
4190316
4190316
4190316
4180043
4180034
4180012
4180052
4180022
4180022
4180026

事業所住所
静岡県富士宮市万野原新田3314-11
静岡県富士宮市ひばりが丘８８４
静岡県富士宮市北山3415番地
静岡県富士宮市北山３４１５番地
静岡県富士宮市村山７６番地の７４
静岡県富士宮市小泉２３０２－８
静岡県富士宮市西町２５－１３
静岡県富士宮市西町２５－１３
静岡県富士宮市小泉２１４５－１
静岡県富士宮市淀川町３５－１５
静岡県富士宮市外神１６３８番地の１
静岡県富士宮市外神１６３８番地の１
静岡県富士宮市大中里２５０－１
静岡県富士宮市小泉２３０２－８
静岡県富士宮市野中１０６３番地の１
静岡県富士宮市小泉１９６１－２
静岡県富士宮市錦町１番１０号
静岡県富士宮市中央町２番８号
静岡県富士宮市小泉２３０２－８
静岡県富士宮市泉町７２３

泉パレス１階１０２号室

静岡県富士宮市泉町７２３泉パレス１階１０２号室

静岡県富士宮市羽鮒２５０５番地１
静岡県富士宮市羽鮒２５０５番地の１
静岡県富士宮市羽鮒２５０５番地の１
静岡県富士宮市泉町６２６番３
静岡県富士宮市黒田３５８番地の８
静岡県富士宮市村山７６番地の７４
静岡県富士宮市淀平町７１４番地
静岡県富士宮市小泉４８１－７
静岡県富士宮市小泉４８１番地の７

フクＣ－小泉１階

静岡県富士宮市西小泉町２１番５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272101326
2272101334
2272101334
2272101342
2272101359
2272101359
2272101375
2272101383
2272101391
2272101409
2272101425
2272101433
2272101441
2272101458
2272101482
2272101490
2272101490
2272101508
2272101516
2272101524
2272101557
2272101565
2272101581
2272101599
2272101615
2272101623
2272101631
2272101649
2272101664
2272101680
2272101698

サービス種類
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護

事業所名
福祉相談センター ウィルケア
介護プランセンター のどかな家
デイサービス のどかな家
訪問介護ステーション 麦わら
デイサポートまんのはら
居宅介護支援事業所 ケアプランさくや
ひばりデイリハサービス
機能訓練倶楽部 野中
デイサービスセンター キャメル
デイサービスセンター げんき堂
リハビリ特化型デイサービス カラダラボ富士宮大岩

朝霧高原デイサービス
万野原ショートステイ
介護付有料老人ホーム ふるーら泉
機能訓練型デイサービスらくだる～む
デイサービス シンＧとハイＧ
介護付き有料老人ホーム フクＣー田中
わくわくデイサービス富士宮
ケアサポート せせらぎ
訪問介護事業所ヘルパーステーション和
ケアハウスかたくりの里
ももは居宅介護支援事業所富士宮
のどか居宅介護支援事業所
ヘルパーステーション富士の国
つぐみ居宅介護支援事業所
ケアーよろこ日 富士宮 居宅介護支援事業所
クローバー静岡訪問介護センター
機能訓練stationRemind
ケアサポート ひろまる
居宅介護支援所 にしき
デイサービスにしき

事業所〒
4180076
4180022
4180022
4180042
4180001
4180001
4180003
4180039
4180007
4180022
4180013
4180108
4180001
4180043
4180001
4180075
4180075
4180003
4180012
4180022
4180011
4180022
4180022
4180006
4180026
4180022
4180073
4180026
4180039
4180076
4180076

事業所住所
静岡県富士宮市錦町１番１４号
静岡県富士宮市小泉１６０８番地の６
静岡県富士宮市小泉１６０８番地の６
静岡県富士宮市貴船町９－９ロイヤルハイツ貴船１０１号室

静岡県富士宮市万野原新田３０４２－２０
静岡県富士宮市万野原新田３０４２－２０
静岡県富士宮市ひばりが丘１０４８
静岡県富士宮市野中１０５４番地の１０
静岡県富士宮市外神東町３４
静岡県富士宮市小泉３３６番１７
静岡県富士宮市大岩５０７番地の１０
静岡県富士宮市猪之頭人穴道１７７２番地２
静岡県富士宮市万野原新田３３１４－１３
静岡県富士宮市泉町626番地3
静岡県富士宮市万野原新田４０７８番地の１２
静岡県富士宮市田中町７６２番地の１ フクＣー田中１階

静岡県富士宮市田中町７６２番地の１
静岡県富士宮市ひばりが丘８８４
静岡県富士宮市村山７６－７４
静岡県富士宮市小泉６３４番地の１
静岡県富士宮市粟倉４２０番地１
静岡県富士宮市小泉258番地の1
静岡県富士宮市小泉１３５１－１アービアエンドウＡ２０１

静岡県富士宮市外神１８１３－１
静岡県富士宮市西小泉町43番地の３
静岡県富士宮市小泉２２１番地の１
静岡県富士宮市弓沢町９３２番地
静岡県富士宮市西小泉町５０番地の１１
静岡県富士宮市野中８６７－１
静岡県富士宮市錦町１－１０
静岡県富士宮市錦町１番１０号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272101706
2272101714
2272101722
2272101730
2272101748
2272200011
2272200011
2272200011
2272200011
2272200045
2272300019
2272300027
2272300027
2272300027
2272300027
2272300027
2272300035
2272300035
2272300035
2272300035
2272300035
2272300043
2272300043
2272300043
2272300050
2272300050
2272300068
2272300068
2272300076
2272300076
2272300076

サービス種類
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護

事業所名
訪問介護にしき
ケアサポート志保
ニチイケアセンター 咲花
セントケア富士宮
居宅介護支援事業所げんき堂
デイサービスセンター百恵の郷
特別養護老人ホーム 百恵の郷
特別養護老人ホーム 百恵の郷
在宅介護支援センター百恵
デイサービスセンター稲瀬
元吉原デイサービスセンターはまかぜ
てんまホームヘルプサービス
丘デイサービス
てんまショートステイ
特別養護老人ホーム 天間荘
てんま居宅介護支援事業所
オアシスホームヘルプサービス
オアシスデイサービスセンター
オアシスショートステイ
オアシスデイサービスセンター
オアシス在宅介護支援センター
吉原の丘 ヘルパーサービス
デイサービスセンター和楽
吉原の丘 ケアサービス
特別養護老人ホーム 富士楽寿園
特別養護老人ホーム 富士楽寿園
社会福祉法人 富士市社会福祉協議会
社会福祉法人 富士市社会福祉協議会
鑑石園ショートステイ
特別養護老人ホーム 鑑石園
鑑石園デイサービスセンター

事業所〒
4180076
4180039
4180077
4180001
4180022
4190303
4190303
4190303
4190303
4190317
4170845
4190205
4190201
4190205
4190205
4190205
4170847
4170847
4170847
4170847
4170847
4170061
4170061
4170061
4170801
4170801
4168558
4168558
4170852
4170852
4170852

事業所住所
静岡県富士宮市錦町１番１０号
静岡県富士宮市野中１０４４番地の３
静岡県富士宮市東町１３－３
静岡県富士宮市万野原新田３２５７－７ヴィラ富士店１０１号室

静岡県富士宮市小泉３３６番地の１７
静岡県富士宮市大鹿窪１４３－１
静岡県富士宮市大鹿窪１４３－１
静岡県富士宮市大鹿窪１４３－１
静岡県富士宮市大鹿窪１４３番地１
静岡県富士宮市内房４３９４番地１
静岡県富士市大野新田７４４－１２
富士市天間１６０２
静岡県富士市厚原６７２－１
富士市天間１６０２
富士市天間１６０２
静岡県富士市天間１６０２
静岡県富士市比奈字一町六反１５９－２１
富士市比奈字一町六反１５９番２１
静岡県富士市比奈字一町六反１５９番２１
静岡県富士市比奈159-21
静岡県富士市比奈字一町六反１５９番２１
富士市伝法６５７－１
富士市伝法６５７番地の１
静岡県富士市伝法６５７－１
静岡県富士市大淵４６３２－１
静岡県富士市大渕４６３２－１
静岡県富士市本市場４３２－１
静岡県富士市本市場４３２番地の１ 富士市フィランセ東館２階

静岡県富士市原田１３５０－１６
静岡県富士市原田１３５０－１６
静岡県富士市原田１３５０－１６

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2272300076
2272300092
2272300092
2272300092
2272300092
2272300100
2272300100
2272300100
2272300118
2272300118
2272300126
2272300142
2272300167
2272300209
2272300217
2272300217
2272300217
2272300266
2272300266
2272300308
2272300308
2272300308
2272300449
2272300449
2272300506
2272300522
2272300548
2272300571
2272300589
2272300605
2272300613

居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与
通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
鑑石園在宅介護支援センター
すどデイサービスセンター
すどの杜ショートステイ事業所
特別養護老人ホーム すどの杜
美芳会支援センター
デイサービスセンター美原
デイサービスセンター美原
美原居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 岩本園
特別養護老人ホーム 岩本園
岡本居宅介護支援事業所
セントラル富士介護センター
メディカルサービスあべ～る
ふようデイサービスセンター
ヘルパーステーション ふじみ台
デイサービスセンター ふじみ台
在宅介護支援センターふじみ台
立石薬品株式会社 福祉用具貸与事業所
立石薬品株式会社 居宅介護支援事業所
ニチイケアセンター富士
ニチイケアセンター富士
ニチイケアセンター富士
夢コープ富士事業所
夢コープ富士事業所
グループホームひので
ふよう居宅介護支援事業所
みずほ在宅介護支援センター
グループホームおとなりさん
富士整形外科病院居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 加島の郷
特別養護老人ホーム 加島の郷

事業所〒
4170852
4170815
4170815
4170815
4170816
4170061
4170061
4170061
4160901
4160901
4170826
4170052
4160931
4170001
4170855
4170855
4170855
4160954
4160954
4190201
4190201
4190201
4160945
4160945
4170056
4170001
4170057
4160946
4170045
4160924
4160924

事業所住所
静岡県富士市原田１３５０－１６
富士市増川５１０－１
静岡県富士市増川５１０番地の１
静岡県富士市増川５１０－１
静岡県富士市増川新12-1
静岡県富士市伝法３２７－１
富士市伝法３２７－１
静岡県富士市伝法３２７－１
静岡県富士市岩本１１８４－１
静岡県富士市岩本１１８４－１
静岡県富士市中里１２９０
静岡県富士市中央町２－２－５
静岡県富士市蓼原２１８番地の８
静岡県富士市今泉２２２０
静岡県富士市三ツ沢２１７－２
富士市三ツ沢２１７－２
静岡県富士市三ツ沢２１７－２
静岡県富士市本市場町９３８番地
静岡県富士市本市場町９３８
静岡県富士市厚原字八笠１９７６－４
富士市厚原字八笠１９７６－４
静岡県富士市厚原字八笠１９７６－４
静岡県富士市宮島４４１－１
静岡県富士市宮島４４１－１
静岡県富士市日乃出町165－3
静岡県富士市今泉２２２０
静岡県富士市瓜島町１７３－１
静岡県富士市五貫島160－1
静岡県富士市錦町１丁目４番２３号
静岡県富士市水戸島本町７－８
富士市水戸島本町７－８

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2272300621
2272300639
2272300647
2272300654
2272300662
2272300688
2272300721
2272300721
2272300738
2272300753
2272300761
2272300787
2272300795
2272300803
2272300811
2272300811
2272300837
2272300852
2272300852
2272300852
2272300861
2272300886
2272300911
2272300911
2272300944
2272300969
2272300977
2272300977
2272300977
2272300977
2272300977

通所介護
居宅介護支援
訪問介護
短期入所生活介護
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援

事業所名
デイサービスセンター かじま
居宅介護支援事業所 かじま
ホームヘルプセンター かじま
みずほショートステイ
みずほデイサービスセンター
快明堂
介護ショップ メイプル
メイプル薬局居宅介護支援事業所
グループホーム わたしの家
居宅介護支援事業所そてつ
デイサービスセンターアルクそてつ
デイサービスセンターまんてん星
パナソニックエイジフリーショップ ふじやま
デイサービスセンター サルビア
有限会社いき粋ケアーステーション
いき粋居宅アシスト
ひろみ居宅介護支援事業所
ショートステイみぎわ園
特別養護老人ホームみぎわ園
デイサービスセンターみぎわ園
グループホームみなみ風
セントラル富士介護センター
なのはなデイサービスセンター
なのはなケアサポートセンター
デイサービスふじの花
グループホーム たみの里－日乃出町
ヴィラージュ富士デイサービスセンター
ヴィラージュ富士短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホームヴィラージュ富士
ヴィラージュ富士デイサービスセンター
ヴィラージュ富士居宅介護支援事業所

事業所〒
4160924
4160924
4160924
4170057
4170057
4170052
4170061
4170061
4170801
4160934
4160934
4160954
4170057
4160905
4170061
4170061
4170801
4170001
4170001
4170001
4170061
4170052
4160955
4160955
4170808
4170056
4190201
4190201
4190201
4190201
4190201

事業所住所
富士市水戸島本町７－８
静岡県富士市水戸島本町７－８
富士市水戸島本町７－８
富士市瓜島町１７３－１
富士市瓜島町１７３－１
富士市中央町一丁目１０番１２号
静岡県富士市伝法２５２５番地の１
静岡県富士市伝法２５２５番地の１
静岡県富士市大渕352－2
富士市鮫島３４８－４
富士市鮫島３４８－４
静岡県富士市本市場町９１７
静岡県富士市瓜島町１０２－２
富士市五味島２８０番地の１
富士市伝法2987番地の5
富士市伝法２９８７－５
富士市大淵３９－１
静岡県富士市今泉２２１０
静岡県富士市今泉２２１０
静岡県富士市今泉2210
静岡県富士市伝法1773－1
静岡県富士市中央町２－２－５
静岡県富士市川成新町318
富士市川成新町３１８
静岡県富士市一色４９５－１
静岡県富士市日乃出町81
静岡県富士市厚原３５９番地の８
静岡県富士市厚原３５９番地８
静岡県富士市厚原３５９－８
静岡県富士市厚原３５９－８
静岡県富士市厚原３５９－８

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2272301025
2272301033
2272301041
2272301066
2272301108
2272301141
2272301157
2272301165
2272301181
2272301199
2272301231
2272301231
2272301280
2272301363
2272301397
2272301405
2272301405
2272301439
2272301447
2272301447
2272301447
2272301454
2272301470
2272301488
2272301496
2272301504
2272301520
2272301538
2272301553
2272301561
2272301595

通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
福祉用具貸与
通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
短期入所生活介護
地域密着型通所介護
訪問入浴介護
通所介護

事業所名
デイサービスセンターうらまち
ニチイケアセンター岳南富士
介護ショップしずき
グループホーム陽気
デイサービス でんでん今泉
居宅介護支援事業所ひばり
ケアプラザふじの花
デイサービスセンターひばり
株式会社市川家具センター ウェルランド市川
居宅介護支援事業所 なごやか
デイサービスセンター それいゆ
するが台居宅介護支援事業所
ケアセンター こころ
株式会社イノベイションオブメディカルサービス富士営業所

デイサービスグラ－ダ
セントケア 富士
セントケア 富士
居宅介護支援センターつばめ
株式会社 ミルト
株式会社ミルト居宅介護支援事業所
ミルトデイサービスセンター
ケアハウス慈恩
アーマビリータ
きらら富士ヘルパーセンター
きらら富士デイサービスセンター
きらら富士ケアプランセンター
介護センターつばめ
特別養護老人ホームかたくら明和園
デイサービスセンター かがみいし
アサヒサンクリーン在宅介護センター富士
富士川デイサービスセンター

事業所〒

事業所住所

4160909
4170043
4160907
4170061
4170001
4170071
4170808
4170071
4170048
4160909
4170001
4170001
4190201
4170072
4170044
4170055
4170055
4160955
4170013
4170013
4170013
4160905
4160946
4170808
4170808
4170808
4160955
4170801
4170852
4160922
4213306

静岡県富士市松岡３９９－１
静岡県富士市荒田島町９－８ アイハイム１０１

静岡県富士市中島４８０番地の１
静岡県富士市伝法657－1
静岡県富士市今泉１丁目１７－１２
静岡県富士市国久保二丁目３番１２号
静岡県富士市一色４９５番地の１
静岡県富士市国久保２丁目３番１２号
静岡県富士市高島町７番地
静岡県富士市松岡３９９番地の１
富士市今泉２０２２－１３
静岡県富士市今泉２０２２－１３
富士市厚原１４５３－６
富士市浅間上町２０－３３
富士市高嶺町１番１２号
静岡県富士市永田町１－９１鈴木ビル１Ｆ
静岡県富士市永田町１－９１鈴木ビル１Ｆ
静岡県富士市川成新町３１０
静岡県富士市鈴川中町4番27号
静岡県富士市鈴川中町4番27号
静岡県富士市鈴川中町４番２７号
静岡県富士市五味島２８１番地
静岡県富士市五貫島169番地
静岡県富士市一色２５８－４７
静岡県富士市一色258-47
静岡県富士市一色２５８－４７
静岡県富士市川成新町２５０
静岡県富士市大淵2710－1
静岡県富士市原田1301-6
静岡県富士市水戸島元町４－１４
静岡県富士市中之郷4100番地の1

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272301629
2272301629
2272301637
2272301660
2272301678
2272301686
2272301710
2272301728
2272301744
2272301751
2272301769
2272301777
2272301793
2272301801
2272301835
2272301843
2272301843
2272301850
2272301868
2272301884
2272301892
2272301934
2272301942
2272301959
2272301967
2272301967
2272301975
2272301975
2272301983
2272301991
2272302007

サービス種類
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
通所介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
通所介護

事業所名
ケア－よろこ日
ケア－よろこ日
デイサービスセンターかるがも
アダモデイサービスセンター
ここからデイサービス松岡の家
居宅介護支援事業所 向日葵
訪問介護ベル
わくわく訪問介護ステーション富士
ニチイケアセンター富士水戸島
ニチイケアセンター富士厚原
デイサービスセンター 花暖
ささえ愛ステーション
アダモ介護支援センター
リハビリデイサービスセンター富士
デイサービスセンター ジムナスひばり
ヘルパーステーション 向日葵
デイサービスセンター向日葵 天間
デイサービスセンターみもざ
ニチイケアセンター富士川
介護サービス みち
居宅介護支援事業所 きゃろっと
デイサービスセンター松本
介護支援ショップあんず
サニーライフ富士 居宅介護支援事業所
訪問介護事業所くりっぷ
居宅介護支援事業所 くりっぷ
ほっと介護サービス
ほっとデイサービス
ベルメディカルケア株式会社 富士営業所
デイサービス どんまいシルバートレーニング
Ｋライン・ケアセンター富士

事業所〒
4190202
4190202
4160955
4170855
4160909
4190201
4190201
4160933
4160921
4190201
4170851
4160902
4170855
4190201
4170071
4190201
4190205
4160901
4160908
4170051
4170051
4160902
4160902
4170056
4160921
4160921
4160909
4160909
4160955
4170043
4170001

事業所住所
静岡県富士市久沢８６－１８
静岡県富士市久沢８６－１８
静岡県富士市川成新町３１０
静岡県富士市三ツ沢1037-1
静岡県富士市松岡１６１５－７
静岡県富士市厚原510番地の1
静岡県富士市厚原１１４３－２

むつみマンション１００号室

静岡県富士市中丸５１９－２コスモビレッジⅢ１０３

静岡県富士市水戸島３４３－４
静岡県富士市厚原６２６－２
静岡県富士市富士見台５丁目６番地９
静岡県富士市長通１２－１
静岡県富士市三ツ沢1037-1
静岡県富士市厚原６８８番地６
静岡県富士市国久保二丁目３番１２号
静岡県富士市厚原５１０－１
静岡県富士市天間１４５０番地１７
富士市岩本１３３－１
静岡県富士市柚木２０３－１
静岡県富士市吉原５丁目９番１０号
静岡県富士市吉原５丁目９－１０
静岡県富士市長通１２－１
静岡県富士市長通１２－１
静岡県富士市日乃出町１２３番地の１
静岡県富士市水戸島２７８番地の７
静岡県富士市水戸島２７８番地の７
静岡県富士市松岡１１２２番１－１
静岡県富士市松岡１１２２番１の１
静岡県富士市川成新町３３４
静岡県富士市荒田島町１０番１号
静岡県富士市今泉３１６９番地１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272302049
2272302056
2272302064
2272302072
2272302098
2272302106
2272302114
2272302122
2272302155
2272302171
2272302189
2272302197
2272302221
2272302296
2272302296
2272302304
2272302312
2272302320
2272302338
2272302353
2272302361
2272302379
2272302387
2272302403
2272302411
2272302437
2272302445
2272302445
2272302460
2272302478
2272302486

サービス種類
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
通所介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援

事業所名
ウェルビーイング富士
デイサービスセンター はなみずき
元気広場 富士
富士やわらぎ
ケアステーションあさひ富士三ツ沢
機能訓練プラザ
特別養護老人ホーム富士まかど
本家デイサービス
デイサービスえがお
ヘルパーステーション華ごころ
デイサービスなちゅーる
デイサービス 夢コープふじ
居宅介護支援事業所 富士の里
訪問介護グレイスケア
デイサービス グレイスケア
機能訓練特化型デイサービス・もんすてら
ヒューマンヒルズ森島
デイサービス・グラーダ元町
デイサービスセンター向日葵 柏原
デイサービス希望
ケアステーションあさひ富士久沢
ここから静岡デイサービス五貫島の家
五幸ケアサービス富士
ヘルパーステーション 絆
訪問介護ステーションゆず
茶話本舗静岡デイサービス中里の家
ヘルパーステーション たいよう
デイサービスセンター さくら坂
デイサービスセンター丘の上
デイサービスセンターでんぼうの丘
こながや居宅介護支援事業所

事業所〒
4190201
4170809
4170056
4170056
4170855
4160901
4170806
4160909
4170801
4170862
4160948
4160933
4190205
4160949
4160949
4170826
4160948
4160922
4170834
4170801
4190202
4160946
4170058
4170001
4160955
4170826
4170001
4170001
4170801
4170061
4170801

事業所住所
静岡県富士市厚原1192番地の１
静岡県富士市中野５３０番地の２
静岡県富士市日乃出町２４番地１
静岡県富士市日乃出町１２３－１
静岡県富士市三ツ沢字治郎畑６２４番地
静岡県富士市岩本４５８番地２７号
静岡県富士市間門２２６番１
静岡県富士市松岡1360番地の１
静岡県富士市大淵２８９７番地の５
静岡県富士市石坂１６０番２２
静岡県富士市森島133-1
静岡県富士市中丸４０８番１
静岡県富士市天間１６２７番地１
静岡県富士市森下７－１
静岡県富士市森下７－１
静岡県富士市中里１７２番地の１３
静岡県富士市森島５１１番地の１
静岡県富士市水戸島元町１３－８
静岡県富士市西柏原新田８５番地の２
静岡県富士市大淵３１４５番地の２７
静岡県富士市久沢字浅ヶ久保１０７６番１
静岡県富士市五貫島３４８番地の２
静岡県富士市永田北町３－２５
静岡県富士市今泉１７０９番地の４
静岡県富士市川成新町３６５番地の５
静岡県富士市中里１４３１番地の３
静岡県富士市今泉２１８９番地の１
静岡県富士市今泉２１８９番地の１
静岡県富士市大淵１５６５番地の２
静岡県富士市伝法７５９番地の１
静岡県富士市大淵2982番地45

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272302502
2272302577
2272302585
2272302593
2272302601
2272302601
2272302619
2272302627
2272302635
2272302650
2272302668
2272302684
2272302684
2272302726
2272302759
2272302775
2272302775
2272302809
2272302825
2272302833
2272302841
2272302858
2272302874
2272302882
2272302890
2272302916
2272302916
2272302924
2272302932
2272302940
2272302957

サービス種類
訪問介護
短期入所生活介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
訪問介護
訪問介護
福祉用具貸与
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
通所介護

事業所名
訪問介護ステーション ひまわり
風の杜ショートステイ事業所
デイサービス ハッピーライフ
ケアプランセンター えん。
デイサービスセンターアルク富士
メディカルケアハウス リライフ富士
ウェルビーイング富士三ツ倉
地域密着型特別養護老人ホームあおば
のどか訪問介護サービス富士
ポプラ訪問介護ステーション中里
ゆい介護用品
短期入所生活介護 月のあかり
特別養護老人ホーム 月のあかり
エイワンスポーツプラザ吉原店

デイサービスセンター

あおい居宅介護支援事業所富士
ヒューマンヒルズ新富士
居宅介護支援事業所ヒューマンヒルズ新富士
北原介護オフィス
デイサービスセンター 月のあかり
メディカルケアハウスリライフ宇東川
クローバー
一般社団法人ＴＡＳＵＫＥＲＵ ＦＵＪＩＹＡＭＡ 訪問介護 にじいろ

訪問介護事業所 なちゅーる
松岡ケアセンター
訪問介護ひかり
あずみ苑富士
あずみ苑富士
富士山するがテラス
居宅介護支援事業所 朋優
介護ショップ太助
デイサービス イー・ケア中里

事業所〒
4170826
4170852
4160903
4190203
4170862
4170862
4170801
4160905
4160945
4170826
4170826
4170801
4170801
4170854
4160933
4160932
4160932
4160921
4170801
4170854
4190202
4190205
4160948
4160909
4160942
4160907
4160907
4160923
4170852
4160948
4170826

事業所住所
静岡県富士市中里２５４６番地７
静岡県富士市原田２０３０－１
静岡県富士市松本８６番地１
静岡県富士市鷹岡本町６番２５号
静岡県富士市石坂４２０－１
静岡県富士市石坂４２０番地１
静岡県富士市大渕2447番地の１
静岡県富士市五味島２８５番地の１
静岡県富士市宮島８５１－１

グレースＡ Ⅰ１０２

静岡県富士市中里１７２－７
静岡県富士市中里１７２－７
静岡県富士市大淵８４７番地４
静岡県富士市大淵８４７番地４
静岡県富士市宇東川西町１番４１号
静岡県富士市中丸５１９－２

コスモビレッジⅢ１０３

静岡県富士市柳島１９８番地３
静岡県富士市柳島１９８番地３
静岡県富士市水戸島二丁目２１番１２号
静岡県富士市大淵８４７番地４
静岡県富士市宇東川西町９番２０号
静岡県富士市久沢247番地の１
静岡県富士市天間７３２番地の２
静岡県富士市森島１３３－１
静岡県富士市松岡１１８９－１
静岡県富士市上横割１８４番地の３ニュープラザ横割２階Ａ

静岡県富士市中島４００番地
静岡県富士市中島４００番地
静岡県富士市横割本町１番１号
静岡県富士市原田1392-4
静岡県富士市森島３４９番地の１
静岡県富士市中里１７２－７

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2272302965
2272302973
2272302981
2272302999
2272303005
2272303013
2272303013
2272303021
2272303039
2272303062
2272303070
2272303088
2272303096
2272303104
2272303112
2272303120
2272303138
2272303146
2272303161
2272303195
2272303203
2272303211
2272303229
2273100152
2273100160
2273100178
2273100186
2273100228
2275100028
2275100028
2275100028

サービス種類
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
訪問介護
訪問介護
訪問介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
居宅介護支援

事業所名
アクタガワ 生活リハビリ厚原デイサービスセンター

居宅介護支援事業所岩本園
オアシス訪問介護センター
ショートステイ ディアナの郷
アクタガワ ハートフルホーム厚原
ヒューマンヒルズ吉原訪問介護
居宅介護支援事業所ヒューマンヒルズ吉原
デイサービスセンターディアナの郷
ケアプランセンターはーとらいふ富士
デイサービスセンター花霞
ニチイケアセンター 広見
セントケア富士デイサービス
ケアサポート ひだまり
ヘルパーステーションはーとらいふ富士
訪問介護本舗 ふじ
訪問介護事業所コンパス
特別養護老人ホーム 加島の郷
でんでん居宅介護支援事業所
ニチイケアセンター 富士みなみ
ベストライフ富士
ツクイ・サンシャイン富士
ツクイ富士森島
ツクイ富士厚原
デイサービスセンター にこにこホーム
ショートステイ・シャローム富士川
居宅介護支援事業所シャローム富士川
特別養護老人ホーム シャローム富士川
オアシスデイサービス
焼津福祉サービスセンター
焼津福祉サービスセンター
焼津福祉サービスセンター

事業所〒
4190201
4160904
4213306
4160945
4190201
4170051
4170051
4160945
4160954
4190201
4170864
4160907
4190201
4160909
4160909
4160954
4160924
4170001
4160939
4160922
4170045
4160948
4190201
4213301
4213301
4213301
4213301
4213306
4250088
4250088
4250088

事業所住所
静岡県富士市厚原１７９番１
富士市本市場新田２４－５ 2階
静岡県富士市中之郷1283番地の１
静岡県富士市宮島１４７６番地
静岡県富士市厚原179番１
静岡県富士市吉原４丁目７番１５号
静岡県富士市吉原４丁目７番１５号
静岡県富士市宮島１４７６番地
静岡県富士市本市場町801
静岡県富士市厚原１２０４番地の１
静岡県富士市広見本町４－８
静岡県富士市中島７９番地の６
静岡県富士市厚原1938－１
静岡県富士市松岡６０９‐１
静岡県富士市松岡１５４５－１

クリエートハイム松岡２０２

静岡県富士市本市場町７８５番
静岡県富士市水戸島本町７－８
静岡県富士市今泉１丁目１７番１２号
静岡県富士市川成島８１１
静岡県富士市水戸島元町４－１６
静岡県富士市錦町１－３－２２
静岡県富士市森島５４８－１
静岡県富士市厚原１００９番２号
富士市北松野１０７１
静岡県富士市北松野１０７１
静岡県富士市北松野１０７１番地
静岡県富士市北松野１０７１番地
静岡県富士市中之郷１２８３番地の１
焼津市大覚寺三丁目２番地の２
焼津市大覚寺三丁目2番地の2
焼津市大覚寺三丁目2番地の2

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275100044
2275100044
2275100044
2275100044
2275100044
2275100051
2275100051
2275100069
2275100069
2275100069
2275100069
2275100077
2275100077
2275100077
2275100077
2275100135
2275100135
2275100143
2275100176
2275100176
2275100184
2275100201
2275100226
2275100234
2275100242
2275100259
2275100283
2275100291
2275100317
2275100317
2275100358

訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問入浴介護
福祉用具貸与
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型通所介護

事業所名
高麓訪問介護ステイション
高麓デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 高麓
特別養護老人ホーム高麓
高麓居宅介護支援事業所
焼津市医師会ヘルパーステーション
焼津市医師会居宅介護支援事業所
あおい荘デイサービスセンター
あおい荘ショートステイサービスセンター
特別養護老人ホーム あおい荘
あおい荘ケアマネジメントセンター
デイサービスセンター福聚
福聚荘
特別養護老人ホーム 福聚荘
福聚荘居宅介護支援事業所
ニチイケアセンター焼津
ニチイケアセンター焼津
するが西居宅介護支援事業所
たんぽぽデイサービス
グループホームたんぽぽ
特別養護老人ホーム つばさ
通所介護事業所 つばさ
短期入所生活介護事業所 つばさ
訪問介護事業所 つばさ
居宅介護支援事業所 つばさ
アサヒサンクリーン在宅介護センター焼津
介護ショップひまわり
永田デイサービスセンター
たんぽぽヘルパーステーション
たんぽぽ居宅介護支援事業所
わかくさ焼津デイサービス

事業所〒
4250004
4250004
4250004
4250004
4250004
4250036
4250036
4250054
4250054
4250054
4250054
4250066
4250066
4250066
4250066
4250036
4250036
4250062
4250057
4250057
4250051
4250051
4250051
4250051
4250051
4250026
4250061
4250006
4250034
4250034
4250026

事業所住所
焼津市坂本３８５－１
静岡県焼津市坂本３８５番１
焼津市坂本３８５－１
焼津市坂本３８５－１
焼津市坂本３８５－１
静岡県焼津市西小川５丁目６番地の２
焼津市西小川５－６－３
静岡県焼津市一色４３５番地
焼津市一色４３５
焼津市一色４３５
焼津市一色４３５
静岡県焼津市大島６２０－１
焼津市大島６４９
焼津市大島６４９
焼津市大島６４９
焼津市西小川３－４－５
焼津市西小川３－４－５
焼津市中根新田１３１５
静岡県焼津市下小田１４６
焼津市下小田１４６
焼津市田尻北７９２－１
焼津市田尻北７９２番地の１
焼津市田尻北７９２－１
焼津市田尻北７９２－１
焼津市田尻北７９２－１
静岡県焼津市焼津二丁目4番27号

静岡県焼津市中根１８１
焼津市関方６７－１
焼津市与惣次４８
焼津市与惣次４８
焼津市焼津６－７－３８

イースリービル１階101号室

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275100358
2275100382
2275100391
2275100408
2275100424
2275100441
2275100499
2275100499
2275100499
2275100499
2275100507
2275100515
2275100515
2275100549
2275100556
2275100580
2275100606
2275100622
2275100630
2275100648
2275100655
2275100663
2275100671
2275100713
2275100713
2275100739
2275100747
2275100754
2275100754
2275100754
2275100770

居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
短期入所生活介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

通所介護
居宅介護支援
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援

事業所名
わかくさ焼津ケアサポート
グループホームすきっぷ
たんぽぽ デイサービス石津
在宅介護センターアイケア焼津
有限会社居宅デイサービスこけし
グループホーム実夢大覚寺
ショートステイ 長者の森
グループホーム長者の森
ケアプラン長者の森
デイサービス 長者の森
有料老人ホームたんぽぽ田尻
デイサービスセンターかがやき
指定居宅介護支援事業所かがやき
高麓デイサービスセンター きすみれ
デイサービス百の木
デイサービスごかふれんど
ひまわり 居宅介護支援事業所
シンシア焼津
ケアプランセンターアイケア焼津
特別養護老人ホームつばさ豊田
短期入所生活介護事業所つばさ豊田
通所介護事業所つばさ豊田
居宅介護支援事業所つばさ豊田
セントケアやいづ
セントケアやいづ
デイサービス海の子
シンシア焼津デイサービス
大井川福祉サービスセンター
大井川福祉サービスセンター
大井川福祉サービスセンター
とまと 居宅介護支援事業所

事業所〒
4250026
4250087
4250041
4250041
4250066
4250088
4250071
4250071
4250071
4250071
4250052
4250028
4250028
4250028
4250044
4250077
4250061
4250033
4250041
4250087
4250087
4250087
4250087
4250034
4250034
4250071
4250044
4210205
4210205
4210205
4210205

事業所住所
焼津市焼津６丁目７番３８号
焼津市保福島１２５１
焼津市石津１２８街区２０
静岡県焼津市石津１８８番地
焼津市大島１５３０番地の３
焼津市大覚寺二丁目19番地の３
焼津市三ケ名５５８－４
焼津市三ケ名５５８－４
静岡県焼津市三ケ名５５８－4
焼津市三ケ名５５８－４
焼津市田尻１９０３－１
静岡県焼津市駅北１－９－１２
焼津市駅北１－９－１２
焼津市駅北４－３－６
焼津市石津向町１５－１７
焼津市五ケ堀之内１６４４－1
焼津市中根１８１
焼津市小川２７７２
静岡県焼津市石津１８８
静岡県焼津市保福島１２０２
静岡県焼津市保福島１２０２
静岡県焼津市保福島１２０２
静岡県焼津市保福島１２０２
静岡県焼津市与惣次225
静岡県焼津市与惣次
静岡県焼津市三ケ名８５０－３
静岡県焼津市石津向町１９－４
静岡県焼津市宗高５７２番地の１
静岡県焼津市宗高５７２番地の１
静岡県焼津市宗高５７２番地の１
静岡県焼津市宗高848-1 202

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275100788
2275100804
2275100812
2275100853
2275100861
2275100879
2275100879
2275100903
2275100929
2275100937
2275100952
2275100960
2275100978
2275100986
2275100994
2275101000
2275101026
2275101034
2275101059
2275101075
2275101075
2275101083
2275101109
2275101125
2275101133
2275101166
2275101174
2275101182
2275101190
2275101208
2275101216

サービス種類
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
福祉用具貸与
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
通所介護

事業所名
デイサービスセンター ユピテル焼津
ニチイケアセンター大井川
介護よろず相談所 絆
シンシア焼津西
福祉用具総合サービス ポップ株式会社
デイサービスごんべえ
居宅介護支援事業所ごんべえ
居宅介護支援事業所 ひなたぼっこ
元気広場 焼津
デイサービス百の木 与惣次
介護付有料老人ホーム すずかけの木
アースの介護付有料老人ホームでらいと焼津
デイサービスとまと 宗高
リビングケアゆうしん三ヶ名
シンシア・ケアプランセンター焼津
ケアサポート杉浦
デイサービスきぼう
訪問介護 まあるい輪
あおぞらデイサービスセンター焼津
訪問介護ステーションＳien－歯援
居宅介護ステーションSien
デイサービスきたえるーむ焼津小土
デイサービスセンター陽だまりの樹
あんしんデイサービス
デイサービス 焼津 亀松亭
ケアステーションあさひ西焼津
ダスキンヘルスレント静岡焼津ステーション
シンシア焼津西デイサービス
おおとみデイサービス
アサヒサンクリーン福祉用具センター静岡
複合施設 一休

事業所〒
4250088
4210205
4250028
4250055
4250057
4250088
4250036
4210212
4250055
4250034
4250031
4250041
4210205
4250071
4250055
4250031
4250052
4250071
4250072
4250081
4250081
4250086
4210211
4250063
4250035
4250074
4250085
4250055
4250061
4250073
4250062

事業所住所
静岡県焼津市大覚寺１丁目６番８号
静岡県焼津市宗高字高徳島８２８－２
静岡県焼津市駅北４丁目１番１８号

青木事務所１－Ｂ

静岡県焼津市道原1161
静岡県焼津市下小田132番地３
静岡県焼津市大覚寺９９
静岡県焼津市西小川7丁目2-1
焼津市利右衛門２４０５－６
静岡県焼津市道原６９４番４
静岡県焼津市与惣次241-1
静岡県焼津市小川新町４丁目３－２３
静岡県焼津市石津１６５番地
静岡県焼津市宗高８４８－１ Ｍ’sビル101
静岡県焼津市三ケ名1359-1
静岡県焼津市道原１１６０
焼津市小川新町１－６－２６
静岡県焼津市田尻８６番地の２
静岡県焼津市三ケ名1278番地の3
静岡県焼津市大住１４８番地１
静岡県焼津市大栄町三丁目６番９号
静岡県焼津市大栄町三丁目６番９号
静岡県焼津市小土308番地の1
静岡県焼津市吉永291番地の1
静岡県焼津市本中根485番地の1
静岡県焼津市東小川二丁目11番25
静岡県焼津市柳新屋915番4
静岡県焼津市塩津２－２
静岡県焼津市道原１１６０
静岡県焼津市中根４３１番地
静岡県焼津市小柳津１８６
静岡県焼津市中根新田１１２０番地１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275101224
2275101232
2275101240
2275101257
2275101273
2275101281
2275101281
2275101299
2275101307
2275101315
2275101323
2275101349
2275101372
2275101380
2275101398
2275101406
2275101406
2275101422
2275101430
2275101455
2275101455
2275101455
2275101455
2275101463
2275101471
2275101489
2275101497
2275101497
2275101505
2275101513
2275200018

短期入所生活介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護

事業所名
複合施設 一休
焼津ショートステイそよ風
居宅介護支援事業所一休
リハートやいづ
株式会社いちまるホーミング
ユニット型特別養護老人ホーム高麓
ユニット型特別養護老人ホーム高麓
デイサービスゆうあい
シンシア焼津西デイサロン
デイサービスセンターだるま堂
デイサービスセンターいこいの杜
訪問介護ライフレビュー小川
訪問介護 焼津 亀松亭
訪問介護事業所 なでしこ焼津
ケアセンターゆうゆう訪問介護事業所
あずみ苑焼津
あずみ苑焼津
ゆみと居宅介護支援事業所
ひよこ居宅介護支援事業所
デイサービスセンター 大富陽光園
ショートステイ 大富陽光園
特別養護老人ホーム 大富陽光園
大富陽光園 居宅介護支援事業所
訪問介護リボン
ニチイケアセンター大住
ニチイケアセンター八楠
ケアステーションあんじぇす西焼津
ケアプランセンターえんじゅ西焼津
ゆうしん中里
アクア焼津訪問介護
大井川睦園デイサービスセンター

事業所〒
4250062
4250036
4250062
4250073
4250091
4250004
4250004
4250021
4250055
4210203
4250012
4250033
4250035
4250084
4250071
4250077
4250077
4250071
4250036
4250046
4250046
4250046
4250046
4250077
4250071
4250091
4250046
4250046
4250014
4250082
4210204

事業所住所
静岡県焼津市中根新田１１２０番地１
静岡県焼津市西小川三丁目１２番地５
静岡県焼津市中根新田１１２０番地１
静岡県焼津市小柳津６３０－５
静岡県焼津市八楠三丁目12番地の9
静岡県焼津市坂本３８５番地の１
静岡県焼津市坂本３８５番地の１
静岡県焼津市中港１丁目２番３号
静岡県焼津市道原１１６１
静岡県焼津市藤守２７７１
静岡県焼津市浜当目４丁目１８番１０号
静岡県焼津市小川２９２４
静岡県焼津市東小川２丁目11-25
静岡県焼津市大村新田２５９－２
静岡県焼津市三ケ名８５２番地の２
静岡県焼津市五ケ堀之内字道南１２８３番地１
静岡県焼津市五ケ堀之内字道南１２８３番地１

静岡県焼津市三ケ名1057-1
静岡県焼津市西小川２丁目１番地の３J´プレイス201号室

静岡県焼津市三右衛門新田６７５－１
静岡県焼津市三右衛門新田６７５－１
静岡県焼津市三右衛門新田６７５－１
静岡県焼津市三右衛門新田675番地の１
静岡県焼津市五ケ堀之内８３４－３ビル・トータスＢ
静岡県焼津市三ケ名２６９ライフポジションＪ１階１０３号室

静岡県焼津市八楠３丁目５－２１アーバン八楠１Ｆ

静岡県焼津市三右衛門新田５９１－１
静岡県焼津市三右衛門新田５９１－１
静岡県焼津市中里１４５
静岡県焼津市大村２丁目17番７
静岡県焼津市高新田２３２６番５８

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275200018
2275200018
2275200018
2275200026
2275200026
2275200026
2275200026
2275200026
2275200067
2275200109
2275200125
2275300016
2275300016
2275300032
2275300032
2275300065
2275300065
2275300065
2275300065
2275300073
2275300073
2275300073
2275300073
2275300081
2275300115
2275300115
2275300115
2275300115
2275300123
2275300131
2275300131

サービス種類
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
居宅介護支援
訪問入浴介護
訪問介護
居宅介護支援

事業所名
大井川睦園ショートステイ
特別養護老人ホーム 大井川睦園
大井川睦園指定居宅介護支援事業所
亀寿の郷 指定訪問介護事業所
デイサービスセンター高草 指定通所介護事業所
亀寿の郷 指定短期入所生活介護事業所
亀寿の郷 指定介護老人施設
亀寿の郷指定居宅介護支援事業所
株式会社ヤマシタ焼津営業所
大井川睦園ケアハウス
デイサービスセンターよつ葉のクローバー大井川

事業所〒

4210204
4210204
4210204
4211131
4211131
4211131
4211131
4211131
4210201
4210204
4210216
社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所
4260075
社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 4260075
藤枝市シルバー人材センター訪問介護事業所
4260025
藤枝市シルバー人材センター居宅介護支援事業所
4260025
通所介護事業所 康楽
4260213
開寿園短期入所生活介護事業所
4260213
指定介護老人福祉施設 開寿園
4260213
開寿園居宅介護支援事業所
4260213
第２開寿園通所介護事業所 青南
4260063
第２開寿園短期入所生活介護事業所
4260063
特別養護老人ホーム 第２開寿園
4260063
第２開寿園居宅介護支援事業所
4260063
株式会社 静岡福祉サービス
4260005
ニチイケアセンター藤枝
4260082
ニチイケアセンター藤枝
4260082
ニチイケアセンター藤枝
4260082
ニチイケアセンター藤枝
4260082
アサヒサンクリーン在宅介護センター 藤枝
4260034
在宅介護センターアイケア藤枝
4260025
ケアプランセンターアイケア藤枝
4260025

事業所住所
焼津市高新田２３２６番５８
焼津市高新田２３２６－５８
焼津市高新田２３２６－５８
藤枝市岡部町内谷１３３４－４
藤枝市岡部町内谷１３３４－４
藤枝市岡部町内谷１３３４－４
藤枝市岡部町内谷１３３４－４
藤枝市岡部町内谷１３３４－４
焼津市上小杉５１３
焼津市高新田２３２６番６３
静岡県焼津市相川３８７－４
静岡県藤枝市瀬戸新屋８３番地の６
藤枝市瀬戸新屋８３番地の６
藤枝市藤枝５丁目３番２０号
藤枝市藤枝５－３－２０
静岡県藤枝市中ノ合２５７番地の１
藤枝市中ノ合２５２－１
藤枝市中ノ合２５２－１
藤枝市中ノ合２５２－１
静岡県藤枝市青南町１丁目１２番地の１３
藤枝市青南町１－１２－１３
藤枝市青南町１－１２－１３
藤枝市青南町１－１２－１３
静岡県藤枝市水守二丁目１番地の１８
藤枝市瀬古２－１２－４
藤枝市瀬古２丁目１２－４
静岡県藤枝市瀬古二丁目１２－４
藤枝市瀬古２－１２－４
静岡県藤枝市駅前一丁目４番１３号林ビル１階

藤枝市藤枝５丁目１０番８号
静岡県藤枝市藤枝５丁目１０番８号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275300149
2275300156
2275300164
2275300172
2275300181
2275300198
2275300206
2275300206
2275300214
2275300222
2275300248
2275300263
2275300313
2275300321
2275300347
2275300347
2275300362
2275300446
2275300446
2275300446
2275300446
2275300479
2275300487
2275300487
2275300503
2275300503
2275300537
2275300545
2275300561
2275300561
2275300628

サービス種類
福祉用具貸与
訪問介護
訪問介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
訪問介護
通所介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援

事業所名

事業所〒

有限会社 友の輪商事
訪問介護センター スマイル優
まごころ介護サービス藤枝
特別養護老人ホーム ふじトピア
ふじトピア 短期入所生活介護事業所
ふじトピア訪問介護事業所
ふじトピア通所介護事業所
ふじトピア認知症対応型通所介護事業所
ふじトピア居宅介護支援事業所
通所介護かろやかリハグリーンヒルズ藤枝
株式会社オカノ 指定居宅介護支援事業所

スマイル優

西益津通所介護 グリーンヒルズ藤枝
指定訪問介護事業所 ヘルプの まどか
指定居宅介護支援事業所 ケアプランのまどか
夢コープしだ事業所
夢コープしだ事業所
ケアマネージメントセンター フォレスタ藤枝
老人デイサービスセンター愛華
老人短期入所事業所愛華の郷
特別養護老人ホーム愛華の郷
居宅介護支援事業所 愛華の郷
ニチイケアセンター藤枝青木
やすらぎ訪問介護サービス
やすらぎケアプランセンター
ケアプランセンター太明堂
ケアセンター太明堂
指定通所介護事業所デイサロンまどか
ベストサポート
まごころ＊でい＊藤枝南
まごころ介護サービス藤枝南
いちご居宅支援センター

4260031
4260041
4260051
4260204
4260204
4260204
4260204
4260204
4260204
4260133
4260041
4260016
4260075
4260075
4260011
4260011
4260033
4260044
4260044
4260044
4260044
4260037
4260005
4260005
4260087
4260087
4260075
4260075
4260051
4260051
4260033

事業所住所
藤枝市築地１６０－１
静岡県藤枝市高柳一丁目１５番２１号
藤枝市大洲４丁目１２－１３
藤枝市時ケ谷４１７－２
藤枝市時ケ谷４１７－２
静岡県藤枝市時ケ谷４１７番地２
藤枝市時ケ谷４１７－２
藤枝市時ケ谷４１７－２
藤枝市時ケ谷４１７番地２
静岡県藤枝市宮原２４４－１
静岡県藤枝市高柳１丁目１５－２１
藤枝市郡１１２０
静岡県藤枝市瀬戸新屋429-21
静岡県藤枝市瀬戸新屋429-21
藤枝市平島６０２－９６
藤枝市平島６０２－９６
藤枝市小石川町二丁目８番１３号
藤枝市大東町５８
藤枝市大東町５８
藤枝市大東町５８
藤枝市大東町５８
静岡県藤枝市青木2-27-23
静岡県藤枝市水守２丁目７－３
静岡県藤枝市水守２丁目７－３
藤枝市音羽町３－９－１５
藤枝市音羽町３丁目９－１５
静岡県藤枝市瀬戸新屋429-21
藤枝市瀬戸新屋４８７番地の２
藤枝市大洲４－１２－１３
藤枝市大洲４－１２－１３
静岡県藤枝市小石川町２丁目１１－７

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275300636
2275300669
2275300669
2275300685
2275300701
2275300776
2275300776
2275300784
2275300818
2275300826
2275300834
2275300842
2275300875
2275300875
2275300883
2275300917
2275300925
2275300958
2275300966
2275300982
2275301006
2275301014
2275301022
2275301022
2275301030
2275301030
2275301048
2275301063
2275301071
2275301071
2275301097

通所介護
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
訪問介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援

事業所名
いちごケアセンター
ＮＡＳＡ介護スペース五十海
ＮＡＳＡ介護スペース五十海
あーす介護ショップ藤枝
グループホームすきっぷ藤枝
せいわデイサービス
せいわ介護保険センター
デイサービスひだまり
特別養護老人ホーム きらら藤枝
きらら藤枝ショートステイ
きらら藤枝ケアプランセンター
デイサービスユニバーサル園芸こんぴら倶楽部
セントケア藤枝
セントケア藤枝
きらら藤枝デイサービスセンター
あおぞらデイサービスセンター
和気・アイアイ
セントケア岡出山
さくら福祉タクシー
デイホーム「池ちゃん家」藤枝
ニチイケアセンター藤枝青木
ゆずりは 水守
居宅介護支援事業所 さくらの里
さくらの里
居宅介護支援事業所 和気・アイアイ
和気・アイアイⅡ
アースサポート藤枝
ＮＡＳＡ介護スペース茶町
デイサービス コミュニティーケア藤枝
コミュニティーケア藤枝指定居宅介護支援事業所
こもれびケアマネジメント事業所

事業所〒

事業所住所

4260033
4260015
4260015
4260026
4260022
4260067
4260067
4260028
4260009
4260009
4260009
4260082
4260037
4260037
4260009
4260204
4260075
4260026
4260201
4260203
4260037
4260005
4260061
4260061
4260075
4260075
4260061
4260023
4260025
4260025
4260013

藤枝市小石川町２－１１－７
藤枝市五十海２－１－４
藤枝市五十海２－１－４
静岡県藤枝市岡出山１丁目９－５芳村ビル１Ｆ

藤枝市稲川１丁目－１－１２
藤枝市前島２－１２－１３
藤枝市前島２－１２－１３
藤枝市益津下６１
藤枝市八幡１９８
藤枝市八幡１９８
藤枝市八幡１９８
藤枝市瀬古１－２－４
静岡県藤枝市青木３－１４－１ ソフィアビル１F－Ｂ
静岡県藤枝市青木３－１４－１ソフィアビル１F－Ｂ

静岡県藤枝市八幡１９８番地
静岡県藤枝市時ケ谷３８２番地５
静岡県藤枝市瀬戸新屋３２８番地の２
静岡県藤枝市岡出山2-10-17 小林ビル１FB
静岡県藤枝市下藪田７５－２
静岡県藤枝市下之郷１－１
静岡県藤枝市青木2-27-23
静岡県藤枝市水守1丁目7番地の2
静岡県藤枝市田沼1丁目27番15号 さくらビル103

静岡県藤枝市田沼1丁目27番15号
静岡県藤枝市瀬戸新屋２５４番地の３
静岡県藤枝市瀬戸新屋２５４－３
静岡県藤枝市田沼２丁目９番５号
藤枝市茶町一丁目１０－２５
静岡県藤枝市藤枝３丁目１３番８号
静岡県藤枝市藤枝三丁目１３番８号
静岡県藤枝市立花三丁目６番地の５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275301105
2275301121
2275301147
2275301188
2275301196
2275301196
2275301196
2275301196
2275301204
2275301204
2275301220
2275301246
2275301261
2275301279
2275301279
2275301287
2275301295
2275301303
2275301329
2275301352
2275301360
2275301378
2275301386
2275301394
2275301402
2275301428
2275301436
2275301444
2275301477
2275301493
2275301535

サービス種類
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護

事業所名
デイサービスセンター よつ葉のクローバー堀之内
アースデイサロン和楽
ベルメディカルケア株式会社 藤枝営業所
ＦＩＴ－ＯＮＥ
デイサービス菜の花
ショートステイ菜の花
特別養護老人ホーム菜の花
居宅介護支援事業所菜の花
みどりの風・おかべ通所介護事業所
ケアハウス みどりの風・おかべ
やすらぎの郷
ほほえみ
ケアマネージメントセンターフォレスタ藤枝高洲
フォレスタデイ藤枝高洲
福祉用具サービスフォレスタ藤枝
里山
デイサービス 福ろう
デイサービス エンゼル
駅南居宅介護支援 グリーンヒルズ藤枝
居宅介護支援事業所 ゆずりは
ケアプランやまぶき
ゆずりは 高柳
アクタガワ 生活リハビリ高柳デイサービスセンター

みわ居宅介護支援事業所
すきっぷ居宅介護支援事業所
レッツ倶楽部藤枝高洲
ゆうしん 青島
東海ガス株式会社
デイサービス未来 志太
志村接骨院の機能訓練専門デイサービス ホグトレ
アクタガワ 生活リハビリ小石川デイサービスセンター

事業所〒
4260088
4260046
4260066
4260033
4260076
4260076
4260076
4260076
4211131
4211131
4260005
4260016
4260046
4260046
4260046
4260204
4260047
4260061
4260067
4260041
4211132
4260041
4260041
4211131
4260022
4260046
4260035
4260037
4268670
4260025
4260033

事業所住所
静岡県藤枝市堀之内５１９－５
静岡県藤枝市高洲６４－５
静岡県藤枝市青葉町四丁目２-１２
静岡県藤枝市小石川町四丁目１８－２８
藤枝市内瀬戸１９４番地の１
藤枝市内瀬戸１９４番１
藤枝市内瀬戸１９４番１
静岡県藤枝市内瀬戸１９４番１
藤枝市岡部町内谷581-8
藤枝市岡部町内谷581-8
静岡県藤枝市水守２丁目７－３
静岡県藤枝市郡一丁目５番２５号甲賀ビル１F１０１号

静岡県藤枝市高洲一丁目13番3号
静岡県藤枝市高洲一丁目１３番３号
静岡県藤枝市高洲一丁目１３番３号
静岡県藤枝市時ケ谷1742番地
静岡県藤枝市与左衛門365番地の1
静岡県藤枝市田沼四丁目１４番地１
静岡県藤枝市前島３丁目４－１４ １０１号室

静岡県藤枝市高柳１丁目８番36号
静岡県藤枝市岡部町三輪１１２６番地の１６
静岡県藤枝市高柳１丁目８番地３６号
静岡県藤枝市高柳三丁目２９番３１号
静岡県藤枝市岡部町内谷１４７３－３
静岡県藤枝市稲川１丁目１番１２号
静岡県藤枝市高洲１－１３－３４
静岡県藤枝市下青島１１４－２０
静岡県藤枝市青木２丁目２９番１号
静岡県藤枝市志太一丁目６番５０号
静岡県藤枝市藤枝四丁目１番４号
静岡県藤枝市小石川町三丁目19番23号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275301543
2275301576
2275301576
2275301626
2275301634
2275301642
2275301659
2275301683
2275301691
2275301709
2275301717
2275301733
2275301758
2275301774
2275301782
2275301790
2275301808
2275301816
2275301832
2275301840
2275301840
2275301857
2275400014
2275400022
2275400022
2275400022
2275400022
2275400055
2275400055
2275400055
2275400063

サービス種類
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問リハビリテーション
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護

事業所名
アースケアプラン藤枝
ヘルパーステーション豆ランプ
ケアプランセンター豆ランプ
訪問介護ステーション ゴールドエイジ藤枝
デイサービス ゴールドエイジ藤枝
居宅介護支援事業所 ゴールドエイジ藤枝
うぐいす田沼デイサービス
ケアプラン笑楽日
デイサービス 亀八茶屋
北川医院 通所介護たかす
フォレスタデイ藤枝小石川
あくとケア 藤枝
株式会社ケア･アシストはなぶさ
One’s Life藤枝
居宅介護支援事業所 ゆめ広場
ユニケア岡部訪問リハビリテーション事業所
介護老人福祉施設開寿園ユニット葉梨
居宅介護支援 ココケア
健ころ広場
デイサービスセンター リヤンドファミーユ
リヤンドファミーユ
ニチイケアセンターおおす
特別養護老人ホーム永福荘 指定老人介護福祉施設
みどりの園通所介護事業所
みどりの園短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム みどりの園
みどりの園居宅介護支援事業所
島田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所しまだ
島田市社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所しまだ
島田市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所しまだ
島田市社会福祉協議会

通所介護事業所

北部デイサービスセンター

事業所〒
4260037
4260061
4260062
4260018
4260018
4260018
4260061
4211121
4211114
4260046
4260033
4260061
4260087
4260025
4260066
4211131
4260213
4260037
4260034
4260034
4260034
4260044
4270002
4270103
4270103
4270103
4270103
4270042
4270056
4270056
4270032

事業所住所
静岡県藤枝市青木２丁目３１番２号
静岡県藤枝市田沼４－１１－２６
静岡県藤枝市田沼４－１１－２６
静岡県藤枝市本町二丁目１番３５号
静岡県藤枝市本町二丁目１番３５号
静岡県藤枝市本町二丁目１番３５号
静岡県藤枝市田沼二丁目３番３号
静岡県藤枝市岡部町岡部４３７番地の３
静岡県藤枝市岡部町羽佐間641番地
静岡県藤枝市高洲６２番地の３
静岡県藤枝市小石川町四丁目１５番１５号
静岡県藤枝市田沼１－４－30サザンＫビル３Ｉ

静岡県藤枝市音羽町5丁目25番地の18
静岡県藤枝市藤枝３丁目１２番２１号
静岡県藤枝市青葉町２丁目１番４７号
静岡県藤枝市岡部町内谷１４７３－３
静岡県藤枝市中ノ合２５２番地の１
静岡県藤枝市青木二丁目１８番３号 ２F-C
静岡県藤枝市駅前一丁目９番５号
静岡県藤枝市駅前一丁目８番11号
静岡県藤枝市駅前一丁目８番11号
静岡県藤枝市大東町251－１
島田市大草１０番地
静岡県島田市中河３７５番地の１
島田市中河３７５－１
島田市中河３７５－１
島田市中河３７５－１
静岡県島田市大津通２－１
静岡県島田市大津通２－１
静岡県島田市大津通２－１
静岡県島田市神座３９７番地の１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275400071
2275400105
2275400113
2275400113
2275400139
2275400154
2275400154
2275400162
2275400171
2275400196
2275400196
2275400196
2275400196
2275400196
2275400212
2275400221
2275400337
2275400352
2275400378
2275400378
2275400378
2275400386
2275400402
2275400402
2275400402
2275400402
2275400428
2275400436
2275400451
2275400493
2275400501

訪問介護
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
訪問介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与

事業所名
社団法人 島田市シルバー人材センターしまだ
株式会社オーバ
夢コープ中部事業所
夢コープ中部事業所
有限会社 島田福祉サービス
まごころ介護サービス島田
まごころ介護サービス島田
さくら指定介護支援センター
アサヒサンクリーンデイサービスセンター島田
あすか
あすか
特別養護老人ホームあすか
グループホーム あすか
ケアプラン あすか
グループホーム 郷の家
縁がわ
シンシア島田
ほっと介護みのり島田センター
短期入所生活介護事業所 かなや
特別養護老人ホーム かなや
デイサービス事業所かなや
デイサービスセンター第２私の青空
島田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所かわね
島田市社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所かわね

島田市川根デイサービスセンター
島田市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所かわね

アースケアステーション島田
特別養護老人ホーム ほたるの丘
デイサービス ほほえみの里
居宅介護支援事業所アイアシスト
株式会社リクサス静岡 ヘルスケア事業部

事業所〒
4270024
4270107
4270044
4270044
4270041
4270047
4270047
4270011
4270008
4270041
4270041
4270041
4270041
4270041
4270003
4270034
4270011
4270022
4280007
4280007
4280007
4270011
4280103
4280103
4280103
4280103
4270039
4270111
4270007
4270006
4270042

事業所住所
島田市横井２丁目７番９号
島田市船木２６６７番地の５
島田市宮川町２４８２－１
島田市宮川町２４８２－１
島田市中河町２８０－１
静岡県島田市中溝町５８０
島田市中溝町５８０
島田市東町１３３１
島田市落合１５－７
島田市中河町３２６番地の１
島田市中河町３２６番地の１
島田市中河町３２６番地の１
島田市中河町３２６－１
島田市中河町３２６－１
島田市東光寺１７８の５
静岡県島田市伊太2131－1
島田市東町１１－１
静岡県島田市本通４丁目５－２
静岡県島田市島536番１
静岡県島田市島536番１
静岡県島田市島５３６番１
静岡県島田市東町１９６７番地の９
静岡県島田市川根町身成３１００
静岡県島田市川根町身成３１００
静岡県島田市川根町身成３１００番地
静岡県島田市川根町身成３１００
静岡県島田市向谷２－６－９
静岡県島田市阪本2449番地の2
静岡県島田市野田1202
静岡県島田市阿知ケ谷268-3
静岡県島田市中央町14-18

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275400519
2275400550
2275400576
2275400592
2275400592
2275400600
2275400600
2275400600
2275400618
2275400618
2275400626
2275400626
2275400634
2275400634
2275400642
2275400642
2275400659
2275400667
2275400675
2275400691
2275400709
2275400717
2275400733
2275400741
2275400758
2275400782
2275400808
2275400816
2275400824
2275400832
2275400840

サービス種類
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
地域密着型通所介護

事業所名
デイサービス旗指の家
あおぞらデイサービスセンター島田
ニチイケアセンター島田
うららデイルーム
居宅介護支援事業所うらら
ニチイケアセンター金谷
ニチイケアセンター金谷
ニチイケアセンター金谷
一期一会ケアプランセンター島田
一期一会のデイ御仮屋
ねむの家ケアプランセンター
合歓の家
シンシア島田デイサービス
シンシア島田ショートステイ
デイサービス水のさんち
居宅介護支援事業所水のさんち
デイサービス湯日の家
あかりデイサービス宮川
アースの介護付有料老人ホーム でらいと島田
アサヒサンクリーン在宅介護センター島田
あかり居宅介護支援事業所
ケアプランしまだ南居宅介護支援事業所
一期一会のデイ三ツ合
たんぽぽデイサービス金谷
健康ステーション島田金谷
ニチイケアセンター島田金谷
シンシア・ケアプランセンター島田
クオリティリビングおかりや
金谷ケアパークそよ風
レッツ倶楽部島田駅前
デイサービスちゃちゃ

事業所〒
4270048
4270006
4270022
4280006
4280006
4280031
4280031
4280031
4270053
4270053
4270057
4270057
4270041
4270041
4270102
4270102
4270113
4270044
4270011
4270008
4270044
4270017
4270036
4280012
4280004
4280017
4270041
4270053
4280017
4270029
4280039

事業所住所
静岡県島田市旗指４４６－２５
静岡県島田市阿知ケ谷95番地1
島田市本通６丁目２－７
島田市牛尾４４２－１
静岡県島田市牛尾４４２－１
静岡県島田市金谷清水１７５２－２９
静岡県島田市金谷清水１７５２－２９
静岡県島田市金谷清水１７５２－２９
島田市御仮屋町８７９７番地の１
島田市御仮屋町８７９７番地の１
静岡県島田市元島田２８８番地の１
静岡県島田市元島田２８８番地の１
静岡県島田市中河町358番の1
静岡県島田市中河町358番の1
静岡県島田市大柳南９５番地
島田市大柳南９５
静岡県島田市湯日３６１７番地
静岡県島田市宮川町２３４９番地の６
静岡県島田市東町183
島田市落合１５－７
静岡県島田市宮川町２３４９番地の６
静岡県島田市南一丁目4番30号
静岡県島田市三ツ合町２６５８番地の２
静岡県島田市金谷代官町８３９番地８
静岡県島田市横岡１０７３－６
静岡県島田市金谷栄町１９７番地１
静岡県島田市中河町３５８番地の１
静岡県島田市御仮屋町9530
静岡県島田市金谷栄町347-88
静岡県島田市日之出町３番９
静岡県島田市金谷猪土居２５１１－２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275400857
2275400899
2275400923
2275400923
2275400931
2275400949
2275400956
2275400964
2275400972
2275400972
2275400972
2275400972
2275400980
2275400998
2275401004
2275401012
2275401020
2275401038
2275401053
2275401061
2275401079
2275401079
2275500011
2275500011
2275500011
2275500011
2275500060
2275500060
2275500060
2275500060
2275500078

サービス種類
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
福祉用具貸与
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問入浴介護
訪問介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援

事業所名
ラ・ナシカ しまだ
デイサービスしろうさぎ
デイサービスセンター グラシア島田
ケアプランセンター グラシア島田
Ｏｎｅ’ｓ Ｌｉｆｅヘルパーステーション
ケアプランおかの
ケアポート・結び
四つ葉のクローバー
特別養護老人ホームひぎり
軽費老人ホームひぎり
特別養護老人ホームひぎり
居宅介護支援事業所ひぎり
デイサービスセンター私の青空岸町
アクア島田 訪問介護
ケア アシスト
ニチイケアセンター初倉
デイサービスセンター メルシー島田
Ｏｎｅ’ｓ Ｌｉｆｅレンタル
ツクイ島田
ツクイ島田
ツクイ岸町
ツクイ岸町
片岡杉の子園デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 片岡杉の子園
特別養護老人ホーム片岡杉の子園
居宅介護支援センター 杉の子園
灯光園デイサービスセンター
灯光園短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム灯光園
灯光園居宅介護支援事業所
牧之原市社協ケアプランセンター

事業所〒
4280021
4270111
4270103
4270103
4270011
4270112
4270107
4270039
4280007
4280007
4280007
4280007
4270005
4270022
4280008
4270111
4270057
4270111
4270058
4270058
4270005
4270005
4210303
4210303
4210303
4210303
4371621
4371621
4371621
4371621
4210422

事業所住所
静岡県島田市金谷東二丁目３０番地の５
静岡県島田市阪本110番地の8
静岡県島田市中河字中久保８３７番地の３
静岡県島田市中河字中久保８３７番地の３
静岡県島田市東町2638番地の１
静岡県島田市月坂二丁目３番地の９
静岡県島田市船木２４５－７
静岡県島田市向谷三丁目９３５－２
静岡県島田市島８２９番地の２
静岡県島田市島８２９番地の２
静岡県島田市島８２９番地の２
静岡県島田市島８２９番地の２
静岡県島田市岸町462番地の２
静岡県島田市本通６丁目７８１９－１
静岡県島田市竹下１６２－２
静岡県島田市阪本１４４７－５

八木ビル１階

静岡県島田市元島田２４３番地３
静岡県島田市阪本１４４７番地の５

八木ビル一階東側

静岡県島田市祇園町８６９６番地の３
静岡県島田市祇園町8696番地の３
静岡県島田市岸町671－２
静岡県島田市岸町671－２
静岡県榛原郡吉田町片岡２８９５番地
榛原郡吉田町片岡２８９５
榛原郡吉田町片岡２８９５
榛原郡吉田町片岡２８９５
静岡県御前崎市御前崎８３番地の２
静岡県御前崎市御前崎３５－３７
静岡県御前崎市御前崎３５－３７
静岡県御前崎市御前崎３５－３７
静岡県牧之原市静波４７９番地２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275500086
2275500102
2275500110
2275500128
2275500128
2275500151
2275500151
2275500151
2275500169
2275500193
2275500227
2275500243
2275500276
2275500276
2275500276
2275500276
2275500292
2275500342
2275500425
2275500425
2275500425
2275500425
2275500441
2275500458
2275500466
2275500482
2275500491
2275500508
2275500516
2275500524
2275500532

訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
通所介護
通所介護
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
福祉用具貸与
通所介護
認知症対応型共同生活介護

事業所名
牧之原市社協ホームヘルプサービス
デイサービスセンター真菜
吉田町社協居宅介護支援事業所
本川根デイサービスセンター
川根本町社会福祉協議会居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 本田山荘
特別養護老人ホーム 本田山荘
本田山荘 居宅介護支援事業所
中川根デイサービスセンター
吉田町社協訪問介護事業所
社協 陽だまり
相良デイサービスセンター
ニチイケアセンター相良
ニチイケアセンター相良
ニチイケアセンター相良
ニチイケアセンター相良
アサヒサンクリーン在宅介護センター吉田・ヘルパーステーション

アクタガワハートフルホーム相良
はぎまデイサービスセンター
相良清風園短期入所生活介護事業所
介護老人福祉施設 相良清風園
はぎまデイサービスセンター
あかいしの郷デイサービスセンター
あかいしの郷 短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム あかいしの郷
特別養護老人ホーム とこは
老人短期入所事業所 とこは
老人デイサービスセンター とこは
まるに 福祉サービス
アサヒサンクリーンデイサービスセンター吉田
アサヒサンクリーン グループホーム吉田

事業所〒
4210422
4210404
4210303
4280415
4280313
4280006
4280006
4280006
4280313
4210303
4210422
4210523
4210526
4210526
4210526
4210526
4210304
4210526
4210508
4210508
4210508
4210508
4280301
4280301
4280301
4280104
4280104
4280104
4210414
4210304
4210304

事業所住所
静岡県牧之原市静波479番地２
牧之原市静谷２２６７－１
榛原郡吉田町片岡７９５－１
榛原郡川根本町上岸９０
静岡県榛原郡川根本町上長尾990番地
島田市牛尾１１０２番地の１
島田市牛尾１１０２－１
島田市牛尾１１０２－１
榛原郡川根本町上長尾９９０
静岡県榛原郡吉田町片岡７９５－１
牧之原市静波４７９番地２
牧之原市波津１１４７－７
静岡県牧之原市大沢４－１
牧之原市大沢４－１
静岡県牧之原市大沢４－１
牧之原市大沢４－１
静岡県榛原郡吉田町神戸３３３３－１
静岡県牧之原市大沢５６５－１
牧之原市西萩間６９５－６
牧之原市西萩間６９５－６
牧之原市西萩間６９５－６
牧之原市西萩間６９５－６
榛原郡川根本町徳山１６２０－１
榛原郡川根本町徳山１６２０－１
榛原郡川根本町徳山１６２０－１
島田市川根町家山４１６８番地の１
島田市川根町家山４１６８番地の１
島田市川根町家山４１６８番地の１
静岡県牧之原市勝俣1265番地1
榛原郡吉田町神戸３３３３－１
榛原郡吉田町神戸3333-1

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2275500541
2275500541
2275500565
2275500599
2275500607
2275500615
2275500615
2275500623
2275500631
2275500631
2275500649
2275500649
2275500664
2275500672
2275500698
2275500714
2275500714
2275500714
2275500714
2275500722
2275500731
2275500789
2275500789
2275500797
2275500797
2275500821
2275500839
2275500870
2275500888
2275500896
2275690028

通所介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
通所リハビリテーション
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
訪問入浴介護
居宅介護支援
居宅介護支援
介護老人福祉施設
通所介護
認知症対応型共同生活介護

事業所名
企業組合よりみち
よりみち居宅介護支援事業所
グループホーム磯葉の家
アクタガワ 生活リハビリ相良デイサービスセンター

有限会社通所介護ケアセンターお達者くらぶ
住吉杉の子園デイサービスセンター
特別養護老人ホーム住吉杉の子園
居宅介護支援事業所 とこは
グループホーム サンシティはいばら
サンシティはいばら
はいなん吉田病院（介護予防）通所リハビリテーション

はいなん吉田病院介護保険センター
グループホーム相良の家
介護ショップひまわり中川根店
まるに居宅介護支援事業所
老人デイサービス事業 うたしあ
老人短期入所事業 うたしあ
特別養護老人ホーム うたしあ
うたしあ指定居宅介護支援事業所
あかいしの郷居宅介護支援事業所
吉田町社会福祉協議会 デイサービスセンターはぁとふる

ケアプラン川音
デイサービス かわね
デイサービスセンターくぼた
ケアプランくぼた
アサヒサンクリーン在宅介護センター吉田
アサヒサンクリーン在宅介護センター吉田・指定居宅介護支援事業所

ケアプランあめ色
特別養護老人ホーム あかいしの郷（ユニット型）
和心の家
グループホーム 浜岡の家

事業所〒
4371621
4371621
4210602
4210526
4371622
4210301
4210301
4280104
4210413
4210413
4210304
4210304
4210533
4280313
4210422
4210415
4210415
4210415
4210415
4280301
4210303
4280314
4280314
4280104
4280104
4210304
4210304
4210304
4280301
4210304
4371612

事業所住所
静岡県御前崎市御前崎２９４７－７
静岡県御前崎市御前崎２９４７－７
御前崎市白羽５５２２－５
静岡県牧之原市大沢５６５－１
御前崎市白羽５９４１－１
静岡県榛原郡吉田町住吉３２３９番地
榛原郡吉田町住吉３２３９
島田市川根町家山４１６８番地の１
牧之原市仁田５６３番地１
牧之原市仁田５６３－１
榛原郡吉田町神戸２５７１－６
榛原郡吉田町神戸２５７１番地の６
牧之原市新庄１７９２－１
榛原郡川根本町上長尾４番地１
牧之原市勝俣１２６５番地１
牧之原市道場４３番地
牧之原市道場４３
牧之原市道場４３
牧之原市道場４３
榛原郡川根本町徳山１６２０－１
榛原郡吉田町片岡７９５－１
榛原郡川根本町下長尾２６２
榛原郡川根本町下長尾２６２
島田市川根町家山３６７番地の３
静岡県島田市川根町家山３６７番地の３
静岡県榛原郡吉田町神戸３３３３－１
榛原郡吉田町神戸３３３３－１
静岡県榛原郡吉田町神戸７０－１
静岡県榛原郡川根本町徳山1620番地の１
静岡県榛原郡吉田町神戸2608番地の２
御前崎市池新田2104－1

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275690036
2275690051
2275690093
2275690093
2275690101
2275690101
2275690127
2275690127
2275690135
2275690135
2275690143
2275690168
2275800015
2275800015
2275800015
2275800015
2275800015
2275800015
2275800031
2275800049
2275800098
2275800098
2275800106
2275800122
2275800130
2275800163
2275800189
2275800247
2275800254
2275800262
2275800270

サービス種類
特定施設入居者生活介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
認知症対応型通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
福祉用具貸与
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
訪問介護

事業所名
ナーシングホーム静養館
デイサービス 御前崎 亀松亭
デイサロン あかり
桜ヶ池居宅介護支援事業所
佐倉デイサービスセンター
佐倉デイサービスセンター
デイサービスげんきの郷
居宅介護支援事業所げんきの郷
デイサービスセンター平成園
居宅介護支援事業所 平成園
ナーシングホーム静養館 御前崎オーシャンビュー
ＡＹＵＭＵ塩原
ヘルパーステーション海山荘
デイサービス 海山荘
特別養護老人ホーム 海山荘
特別養護老人ホーム 海山荘
デイサービス 海山荘
海山荘 居宅介護支援事業所
デイサービスセンター牧之原
憩の家 みち
相良清風園ヘルパーステーションたんぽぽ
相良清風園居宅介護支援事業所たんぽぽ
居宅介護支援事業所 だんらんの家 相良
ナチュラルケア楽楽
居宅介護支援事業所 シャローム
有限会社トシズ
介護サポートさくら
シルバーショップえがお
デイサービス えん
株式会社ケアリンク
ライフサポートさふらん

事業所〒
4371615
4371622
4371604
4371604
4371603
4371603
4371622
4371622
4371612
4371612
4371621
4371614
4210511
4210511
4210511
4210511
4210511
4210511
4210501
4210406
4210508
4210508
4210527
4210422
4210412
4210534
4210523
4210532
4210422
4210422
4210411

事業所住所
御前崎市門屋１７３９－１
御前崎市白羽７７７８－１
御前崎市佐倉４８００－１
静岡県御前崎市佐倉４８００－１
御前崎市宮内７０番地
御前崎市宮内７０
静岡県御前崎市白羽４５１１－１
静岡県御前崎市白羽４５１１番地の１
静岡県御前崎市池新田４１３９番地の１
静岡県御前崎市池新田４１３９番地の１
静岡県御前崎市御前崎32番20
静岡県御前崎市塩原新田１４２番地の１
牧之原市片浜１０１３番地の１
牧之原市片浜１０１３－１
牧之原市片浜１０１３番地の１
牧之原市片浜１０１３番地の１
牧之原市片浜１０１３番地の１
牧之原市片浜１０１３番地の１
牧之原市東萩間２８７６
牧之原市勝田８１６－３－２
静岡県牧之原市西萩間695-6
静岡県牧之原市西萩間695-6
静岡県牧之原市汐見台14-１
静岡県牧之原市静波１６９９－２２５
静岡県牧之原市坂部５６２３番地１
静岡県牧之原市堀野新田462-1
静岡県牧之原市波津三丁目1番地
静岡県牧之原市地頭方1588番地２
静岡県牧之原市静波１５４０番地１
静岡県牧之原市静波１５６３番地
静岡県牧之原市坂口２７６６番地１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2275800270
2275800270
2275800296
2275800304
2275800312
2275800320
2275800338
2275800346
2276100019
2276100035
2276100035
2276100035
2276100035
2276100035
2276100035
2276100043
2276100050
2276100076
2276100084
2276100084
2276100092
2276100092
2276100100
2276100100
2276100118
2276100118
2276100118
2276100118
2276100142
2276100159
2276100183

サービス種類
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
訪問介護
通所介護
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
認知症対応型通所介護
訪問介護
居宅介護支援

事業所名
聖ルカショートステイ
特別養護老人ホーム 聖ルカホーム
いきいきフィットネス
訪問介護ステーションさつきの郷
もりもり居宅介護支援事業所
デイサービス榛南
地頭方デイサービス
ケアプラン榛南
おおすか苑 居宅介護支援事業所
大東ヘルパーステーション
大東デイサービスセンター
大東ショートステイサービス
大東苑
大東デイサービスセンターなかよし
大東居宅介護支援事業所
きくがわ居宅介護支援事業所
和松会 ケアマネージメントサービスセンター
喜久の園 指定居宅介護支援事業所
おおすか苑デイサービスセンター
おおすか苑 ショートステイ
松寿園 短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 松寿園
東海清風園
東海清風園
東海清風園ヘルパーステーション
池新田デイサービスセンター
池新田デイサービスセンター
東海清風園居宅介護支援事業所
和松会 デイサービスセンター
きくがわヘルパーステーション
遠州夢咲農業協同組合居宅介護支援事業所

事業所〒
4210411
4210411
4210422
4210526
4210523
4210421
4210533
4210421
4371302
4371434
4371434
4371434
4371434
4371434
4371434
4390019
4371512
4390011
4371302
4371302
4371513
4371513
4371612
4371612
4371612
4371612
4371612
4371612
4371512
4390019
4371514

事業所住所
静岡県牧之原市坂口２７６６－１
静岡県牧之原市坂口２７６６－１
静岡県牧之原市静波976番地２
静岡県牧之原市大沢５２０番地６
静岡県牧之原市波津１８５２パルシティⅡ１０１号室

静岡県牧之原市細江３２０５番地の１
静岡県牧之原市新庄２９６番地の４
静岡県牧之原市細江３２０５－１
掛川市大渕４３２５－１
掛川市下土方３５８４－１
掛川市下土方３５８４－１
掛川市下土方３５８４－１
掛川市下土方３５８４番地の１
掛川市下土方３５８４番地の１
掛川市下土方３５８４－１
菊川市半済１８６５
菊川市猿渡２５８－１
静岡県菊川市仲島二丁目４番地16
静岡県掛川市大渕４８９５番地
掛川市大渕４８９５
菊川市棚草１２６１
菊川市棚草１２６１
御前崎市池新田４０９４
御前崎市池新田４０９４
御前崎市池新田４０８９
御前崎市池新田４０８９
御前崎市池新田４０８９
御前崎市池新田４０８９
菊川市猿渡258－１
菊川市半済１８６５
菊川市下平川６２６５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2276100209
2276100225
2276100233
2276100266
2276100274
2276100282
2276100316
2276100332
2276100341
2276100365
2276100365
2276100373
2276100373
2276100399
2276100415
2276100423
2276100431
2276200017
2276200017
2276200017
2276200017
2276200025
2276200033
2276200033
2276200033
2276200033
2276200058
2276200058
2276200058
2276200058
2276200066

通所介護
居宅介護支援
通所介護
福祉用具貸与
福祉用具貸与
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護

事業所名
ＪＡデイサービス夢咲
看護Ｓ／Ｔ小笠
通所介護 松若
スズヤ
ゆうプラン小笠店
Ｍタウン２４時間訪問ケアステーション
グループホームしおさいの家
グループホーム常葉の家
内田デイサービスセンター
ようこそ指定居宅介護支援事業所
小規模多機能ホーム ようこそ
ハートあんどハート菊川訪問介護事業所
ハート居宅介護支援事業所
グループホーム稔りの安らぎ
くにやすデイサービスセンター
くにやすショートステイサービス
特別養護老人ホーム くにやす苑
さやの家デイサービスセンター
さやの家ユニット型ショートステイ
特別養護老人ホーム さやの家 ユニット型
さやの家ケアサポートセンター
ケアステーション明日香
かけがわ苑 通所介護事業所
かけがわ苑 短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム かけがわ苑
社会福祉法人 掛川社会福祉事業会 かけがわ苑居宅介護支援事業所

ニチイケアセンター掛川
ニチイケアセンター掛川
ニチイケアセンター掛川
ニチイケアセンター掛川
在宅介護センターアイケア掛川

事業所〒
4371514
4371521
4390031
4371301
4371514
4390031
4371612
4371421
4390034
4390005
4390005
4390019
4390019
4371304
4371413
4371413
4371413
4360047
4360047
4360047
4360047
4360030
4360043
4360043
4360043
4360043
4360065
4360065
4360065
4360065
4360058

事業所住所
菊川市下平川６２６６番地
菊川市上平川２９３
静岡県菊川市加茂６９６
掛川市横須賀１４０８－２
菊川市下平川６４１８
静岡県菊川市加茂３２６５－１
御前崎市池新田７４４９－１
掛川市大坂３９８－１
菊川市下内田２２１８番地の２
菊川市潮海寺１５０番地の２
菊川市潮海寺１５０－２
菊川市半済６番地の１
菊川市半済６番地の１
掛川市西大渕６８０３－２
掛川市国安１７１７番地の１
掛川市国安１７１７番地の１
掛川市国安１７１７番地の１
掛川市長谷１６７３
掛川市長谷１６７３
掛川市長谷１６７３
掛川市長谷１６７３
静岡県掛川市杉谷南一丁目１－３０
静岡県掛川市大池６４６番地１
掛川市大池６４８
掛川市大池６４８
静岡県掛川市大池６４６－１
掛川市天王町５－１
掛川市天王町５番地の１
掛川市天王町５－１
掛川市天王町５－１
掛川市七日町１５５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2276200082
2276200082
2276200082
2276200124
2276200165
2276200199
2276200199
2276200207
2276200231
2276200264
2276200272
2276200281
2276200298
2276300023
2276300023
2276300023
2276300023
2276300049
2276300049
2276300080
2276300098
2276300114
2276300122
2276300163
2276300171
2276300205
2276300262
2276300288
2276300296
2276400013
2276400021

訪問介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
通所介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
訪問入浴介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護

事業所名

事業所〒

宮脇ヘルパーステーション
宮脇デイサービスセンター
宮脇ケアサポートセンター
さくらケアサポート
すずらん
デイサービス サンシティ掛川
サンシティ 掛川
グループホームサンシティ掛川
アサヒサンクリーン在宅介護センター掛川
ねねの里居宅介護支援事業所
ケアホームぬくとんぼ
ニチイケアセンター杉谷
認知症高齢者グループホームなるたき
森町愛光園デイサービスセンター
森町愛光園
森町愛光園
聖隷ケアプランセンター森町
森町社協ケアサービス
森町社協ケアサービス
森町三倉デイサービスセンター
特定非営利活動法人 ゆうゆうの家
第１ゆるせい家
第２ゆるせい家
森町もりデイサービスセンター
森町園田デイサービスセンター
デイサービス アクティブライフ輝
森町愛光園ホームヘルパーステーション
めぶきケアプランセンター
ニチイケアセンター森町
社会福祉法人

袋井市社会福祉協議会

紅紫萩ホームヘルプサービス

居宅介護支援事業所

4360086
4360086
4360086
4360111
4360222
4360030
4360030
4360000
4360029
4360012
4360030
4360017
4360085
4370226
4370226
4370226
4370226
4370215
4370215
4370208
4370226
4370222
4370215
4370215
4370225
4370214
4370216
4370216
4370215
4370013
4370023

事業所住所
掛川市宮脇2丁目16番地の３
掛川市宮脇二丁目１６番地の３
掛川市宮脇２－１６－３
静岡県掛川市本郷２２１５－７
掛川市下垂木２１４０－６
掛川市杉谷南１丁目１５番地１３
静岡県掛川市杉谷南１丁目15-13
掛川市杉谷南１丁目１５番地の１３
静岡県掛川市南二丁目８－１ニュータウンビル１号

掛川市上内田８７５
静岡県掛川市杉谷南２丁目８番地の６
掛川市杉谷７５２－１サンブラン１０１
掛川市成滝２４０番１号
周智郡森町一宮３１５０
周智郡森町一宮３１５０
静岡県周智郡森町一宮３１５０
周智郡森町一宮３１５０
周智郡森町森５０番地の１
周智郡森町森５０－１
静岡県周智郡森町三倉８１５番地
周智郡森町一宮４０５０
周智郡森町飯田４０１８番地の２６
周智郡森町森１７９２番３号
静岡県周智郡森町森５０番地の１
静岡県周智郡森町谷中５１３番地の１０
静岡県周智郡森町草ケ谷１１０番地の３
静岡県周智郡森町天宮１３５０番地
静岡県周智郡森町天宮３０５番地の１

Selva２０１

静岡県周智郡森町森１７２６－１ フルール１０２

袋井市新屋１丁目２番地の１
袋井市高尾１４６８番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2276400021
2276400021
2276400039
2276400039
2276400039
2276400039
2276400039
2276400054
2276400054
2276400054
2276400071
2276400088
2276400104
2276400104
2276400138
2276400146
2276400161
2276400179
2276400203
2276400211
2276400229
2276400237
2276400252
2276400278
2276600018
2276600018
2276600018
2276600018
2276600034
2276600034
2276600034

通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
訪問介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
紅紫萩デイサービスセンター
紅紫萩居宅介護支援センター
明和苑 ホームヘルプサービス
明和苑デイサービスセンター
明和苑ショートステイ
特別養護老人ホーム 明和苑
明和苑居宅介護支援事業所
ニチイケアセンター袋井
ニチイケアセンター袋井
ニチイケアセンター袋井
グループホーム紅葉の家
在宅介護センターアイケア袋井
萩の花ショートステイ
介護老人福祉施設 萩の花
特別養護老人ホーム ディアコニア
グループホーム袋井やすらぎの家
ディアコニア・デイサービス
ディアコニア・ショートステイ
萬松の里デイサービスセンター
萬松の里 ショートステイ
萬松の里居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 萬松の里
ディアコニア支援センター
布衣乃郷
豊田一空園デイサービスセンター
豊田一空園短期入所生活介護
特別養護老人ホーム豊田一空園
豊田一空園居宅介護支援事業所
老人デイサービスセンター 白寿園
白寿園ショートステイ
特別養護老人ホーム白寿園

事業所〒
4370023
4370023
4370121
4370121
4370121
4370121
4370121
4370013
4370013
4370013
4370003
4370123
4370023
4370023
4371311
4370046
4371311
4371311
4370061
4370061
4370061
4370061
4371311
4370065
4380802
4380802
4380802
4380802
4380234
4380234
4380234

事業所住所
静岡県袋井市高尾１４６８番地
静岡県袋井市高尾１４６８
袋井市宇刈８５０－１
袋井市宇刈８５０－１
袋井市宇刈８５０－１
袋井市宇刈８５０－１
袋井市宇刈８５０－１
袋井市新屋三丁目１番地の２１
袋井市新屋三丁目1番地の21
袋井市新屋３丁目１番地の２１
袋井市萱間９４４－１
袋井市下山梨２１１１番地の１
袋井市高尾１４３９－１
袋井市高尾１４３９－１
袋井市山崎５９０２－１６７
袋井市木原４３９－４
袋井市山崎５９０２番地の１６７
袋井市山崎５９０２－１６７
袋井市久能２９１４番地の４
袋井市久能２９１４－４
袋井市久能２８９１番地
袋井市久能２９１４－４
袋井市山崎５９０２番地の１６７
袋井市堀越６９４－１
磐田市東原２０７－１
磐田市東原２０７－１
磐田市東原２０７－１
静岡県磐田市東原２０７番地１
磐田市掛塚３１７２
磐田市掛塚３１７２
磐田市掛塚３１７２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2276600034
2276600042
2276600042
2276600042
2276600042
2276600059
2276600059
2276600059
2276600059
2276600075
2276600075
2276600075
2276600075
2276600075
2276600075
2276600125
2276600166
2276600224
2276600224
2276600257
2276600307
2276600315
2276600323
2276600331
2276600349
2276600372
2276600381
2276600398
2276600406
2276600414
2276600422

居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護

事業所名
白寿園居宅介護支援事業所
浅羽デイサービスセンター
紫雲の園
紫雲の園
浅羽ケアマネジメントセンター
社会福祉法人丹穂会 福寿荘デイサービスセンター
社会福祉法人丹穂会 福寿荘短期入所生活介護事業所

社会福祉法人丹穂会 福寿荘
社会福祉法人丹穂会 福寿荘居宅介護支援事業所
豊仙苑 訪問介護センター
豊仙苑 訪問入浴センター
豊仙苑 デイサービスセンター
豊仙苑 短期入所
豊仙苑
豊仙苑居宅介護支援事業所
社会福祉法人袋井市社会福祉協議会訪問介護事業所
白寿園ホームヘルプサービス
ニチイケアセンター磐田
ニチイケアセンター磐田
有限会社 高橋機料商会
はまかぜデイサービスセンター
グループホーム松葉の家
グループホーム 桜寿
グループホーム宝寿
グループホーム香寿
グループホーム福田はまぼうの家
グループホーム 竜洋の家
グループホーム 福田の家
グループホーム豊田長藤の家
グループホームサンシティとよだ
グループホーム今日香

事業所〒
4380234
4371101
4371102
4371102
4371102
4371217
4371217
4371217
4371217
4380106
4380106
4380106
4380106
4380106
4380106
4371102
4380234
4380803
4380803
4371204
4371112
4371112
4380805
4371101
4380203
4371204
4380234
4371208
4380831
4380808
4380111

事業所住所
静岡県磐田市掛塚３１７２
袋井市浅羽４１４０番地
袋井市浅名１５７７－１
袋井市浅名１５７７－１
袋井市浅羽４１４０
静岡県磐田市宇兵衛新田187
磐田市宇兵衛新田１８７番地
磐田市宇兵衛新田１８７番地
静岡県磐田市宇兵衛新田１８７
磐田市敷地８３番地９
磐田市敷地８３番地９
磐田市敷地８３番地８
磐田市敷地８３－８
磐田市敷地８３－８
磐田市敷地８３－９
静岡県袋井市浅名1028
磐田市掛塚３１６０番地１
磐田市富丘９１６－１
静岡県磐田市富丘９１６番地１
磐田市福田中島１５９６
袋井市大野２７３０－４
袋井市大野２７３０－４
磐田市池田３９１－１
袋井市浅羽６４－６
磐田市平間１２５９－１
磐田市福田中島７２６
磐田市掛塚１７７８－１
磐田市東小島２６０
磐田市上新屋４８３－１
磐田市豊田３５番地
磐田市上野部１５１９－５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2276600431
2276700016
2276700024
2276700024
2276700024
2276700024
2276700032
2276700032
2276700032
2276700032
2276700032
2276700057
2276700057
2276700099
2276700131
2276700149
2276700149
2276700172
2276700181
2276700181
2276700181
2276700214
2276700222
2276700231
2276800014
2276800022
2276800055
2276800063
2276800071
2276800089
2276800089

地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
訪問介護
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
サポートハウス こころ
磐田市社協ケアサービス
第二遠州の園 デイサービス
特別養護老人ホーム第二遠州の園Ａ
特別養護老人ホーム第二遠州の園
第二遠州の園居宅介護支援事業所
遠州の園ホームヘルプサービス
遠州の園デイサービス
特別養護老人ホーム 遠州の園
特別養護老人ホーム遠州の園Ｂ
遠州の園居宅介護支援事業所
在宅介護センターアイケア磐田
ケアプランセンターアイケア磐田
シオンの家デイサービスセンター
花みずき デイサービスセンター
訪問介護サービス さわらび
居宅介護支援事業所 さわらび
グループホーム旬彩
デイサービスセンター西貝の郷
短期入所施設 西貝の郷
特別養護老人ホーム 西貝の郷
グループホーム磐田かつらぎの家
グループホーム苦楽舎
医療法人社団 愛慈会 さくらんぼ通所介護事業所
アイエル
ゆうプラン小笠居宅介護支援事業所
さわだの庄 居宅介護支援事業所
平成ヘルパー
デイサービス斉藤
特別養護老人ホーム 喜久の園
特別養護老人ホーム 喜久の園

事業所〒
4370032
4380086
4380055
4380055
4380055
4380055
4380002
4380002
4380002
4380002
4380002
4380086
4380077
4380026
4380002
4380026
4380026
4380071
4380026
4380026
4380026
4380016
4380005
4380078
4390037
4371514
4390019
4371521
4371521
4390011
4390011

事業所住所
静岡県袋井市豊沢1292-12
磐田市見付３０７０－１
磐田市鮫島１８０４－１
磐田市鮫島１８０４－１
磐田市鮫島１８０４－１
静岡県磐田市鮫島１８０４－１
磐田市大久保５２２番地１
静岡県磐田市大久保５２２番地１
静岡県磐田市大久保522番地1
静岡県磐田市大久保522番地1
静岡県磐田市大久保５２２番地１
静岡県磐田市見付４９２番地の２
磐田市見付４９２－２
磐田市西貝塚安久路２３５６
磐田市大久保５０８－１
磐田市西貝塚５５７番地の５
磐田市西貝塚５５７－５
磐田市今之浦１丁目１－１３
磐田市西貝塚２１１１－１
磐田市西貝塚２１１１番地１
磐田市西貝塚２１１１番地１
磐田市岩井２０７０－９
磐田市匂坂上２３４－１
静岡県磐田市中泉３０００－１
静岡県菊川市西方９７１番地
菊川市下平川６４１８
静岡県菊川市半済１７７８－１
菊川市上平川２９３番地
菊川市上平川２９３
菊川市仲島２－４－１６
菊川市仲島２－４－１６

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2276800105
2276800113
2276800154
2276800154
2276800170
2276800170
2276800188
2276800204
2276800204
2276800204
2276800212
2276800212
2276800220
2276800238
2276800246
2276800253
2276800261
2276800279
2276900012
2276900038
2276900053
2276900079
2276900087
2276900095
2276900103
2276900103
2276900152
2276900160
2276900186
2276900186
2276900186

介護老人福祉施設
通所介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
通所介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
訪問介護
通所介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
介護老人福祉施設
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

事業所名
特別養護老人ホーム 松秀園
デイサービスセンターさくら
マザーズ西方弐番館
マザーズ西方弐番館ケアマネジメントセンター
ニチイケアセンター菊川本所
ニチイケアセンター 菊川本所
正圭会 カルガモ
訪問介護かなでリベロ
デイサービスかなで
介護相談かなで 居宅介護支援事業所
ふじデイサービス
ふじ居宅介護支援事業所
ケアマネジメント 柚子
デイサービス菊川加茂の家
ぞうさん企業組合
ケアステーションあさひ菊川
きくがわデイサービス ぎおんの里
ツクイ菊川
白梅豊岡病院指定居宅介護支援事業所
ハッピーサポート百音
特別養護老人ホーム豊田ゆうあいの里
豊田ゆうあいの里デイサービス
豊田ゆうあいの里短期入所生活介護事業所
豊田ゆうあいの里居宅介護支援事業所
訪問介護 齋藤
有限会社 齋藤居宅介護支援事業所
デイサービスセンター あいの街磐田
い～な見付デイサービスセンター
梅香の里デイサービスセンター
梅香の里短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 梅香の里

事業所〒
4371505
4390025
4390037
4390037
4390018
4390018
4390011
4390034
4390034
4390034
4390022
4390022
4390031
4390031
4390011
4371521
4390019
4390031
4380126
4371207
4380818
4380818
4380818
4380818
4380202
4380202
4380025
4380086
4380112
4380112
4380112

事業所住所
菊川市高橋２７７４－１
菊川市土橋４１４－１
静岡県菊川市西方２４１０番地の１
静岡県菊川市西方２４１０番地の１
静岡県菊川市本所1725番地の２
静岡県菊川市本所1725番２
静岡県菊川市仲島一丁目１２－７
静岡県菊川市下内田４０４４番地の１
静岡県菊川市下内田４０４４番地の１
静岡県菊川市下内田４０４４番地の１
静岡県菊川市東横地字新橋向１９３８番１
静岡県菊川市東横地字新橋向１９３８番１
静岡県菊川市奈良野３－２
静岡県菊川市加茂3092番地１
静岡県菊川市仲島一丁目１２番地の１
静岡県菊川市上平川１３９番３
静岡県菊川市潮海寺２９４８－２
静岡県菊川市加茂184-1
磐田市下神増１８５番地１９
静岡県磐田市福田６９１ー１
磐田市下万能７００
磐田市下万能７００
磐田市下万能７００
磐田市下万能７００
磐田市高木１８０番地５
磐田市高木１８０番地５
静岡県磐田市新貝2138-4
磐田市見付１５９６－１
静岡県磐田市下野部３６３－１
静岡県磐田市下野部３６３－１
静岡県磐田市下野部３６３－１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2276900186
2276900194
2276900228
2276900228
2276900228
2276900236
2276900236
2276900251
2276900251
2276900293
2276900301
2276900327
2276900350
2276900368
2276900368
2276900376
2276900384
2276900418
2276900483
2276900491
2276900509
2276900517
2276900525
2276900566
2276900574
2276900582
2276900582
2276900590
2276900608
2276900608
2276900616

サービス種類
居宅介護支援
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
訪問入浴介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
通所介護

事業所名
梅香の里居宅介護支援事業所
ディサービスせんず堂
短期入所施設 西之島の郷
特別養護老人ホーム西之島の郷
西之島の郷居宅介護支援事業所
ディサービスりんご
りんご居宅介護支援事業所
あおぞら訪問介護事業所
あおぞら居宅介護支援事業所
レッツリハビリデイサービスセンター磐田
デイサービス ゆう加茂川
アサヒサンクリーン在宅介護センター磐田
ウェルビ福田デイサービスセンター
デイサービスセンター福田ふれあい荘
豊田ゆうあいの里居宅介護支援事業所福田事業所
デイサービスほほえみのいえ
デイサービス和合
えいせい加茂デイサービスセンター
マザーズ前野
マザーズ前野
デイサービスセンターいこいの里大原
ケアステーションあさひ磐田福田
ケアプラン・リファイン
山村訪問介護
デイサービス磐田
中泉の里 短期入所施設
特別養護老人ホーム 中泉の里第１
特別養護老人ホーム 中泉の里第２
ゆやの里短期入所生活介護事業所
ケアハウス ゆやの里
ふじがおかデイサービス磐田合代島

事業所〒
4380112
4380057
4380041
4380041
4380041
4380814
4380814
4380086
4380086
4380016
4380086
4380078
4371203
4371209
4371209
4371202
4380804
4380068
4380068
4380043
4371203
4380838
4380078
4380077
4380078
4380078
4380078
4380804
4380804
4380114

事業所住所
静岡県磐田市下野部３６３－１
静岡県磐田市千手堂９６４－６
静岡県磐田市西之島26番地１
静岡県磐田市西之島26番地１
静岡県磐田市西之島26番地１
静岡県磐田市気子島４５１番地２
静岡県磐田市気子島４５１番地２
静岡県磐田市見付５４２－２
静岡県磐田市見付542-2
静岡県磐田市岩井字原３０５１－１
静岡県磐田市見付５９６６番地の３
静岡県磐田市中泉一丁目９－１
静岡県磐田市福田２１２６－１
静岡県磐田市南島５２９
静岡県磐田市南島５２９
静岡県磐田市明ケ島原31番１
静岡県磐田市豊浜２６７－１
静岡県磐田市加茂１２４２番地５
静岡県磐田市前野２５３２－１
静岡県磐田市前野２５３２－１
静岡県磐田市大原1911番地
静岡県磐田市福田２３９７－２
静岡県磐田市小立野９５番地２
静岡県磐田市中泉１０２１番地２
静岡県磐田市国府台８９－３
静岡県磐田市中泉2414番地の１
静岡県磐田市中泉2414番地の１
静岡県磐田市中泉2414番地の1
静岡県磐田市加茂３９５
静岡県磐田市加茂３９５
静岡県磐田市合代島１０９８番１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2276900624
2276900632
2276900640
2276900640
2276900673
2276900699
2276900715
2276900723
2276900731
2276900749
2276900764
2276900764
2276900780
2276900798
2276900806
2276900814
2276900822
2276900830
2276900848
2276900863
2276900889
2276900897
2276900913
2276900921
2276900939
2276900947
2276900954
2276900962
2276900970
2276901002
2276901010

サービス種類
介護老人福祉施設
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
訪問介護
訪問リハビリテーション
居宅介護支援
通所介護

事業所名
特別養護老人ホーム遠州の園Ａ
デイサービスビーフィット西貝塚
ラクラス見付デイサービス
ラクラス見付ショートステイ
ケアプランセンターアイケア新貝
い～なケアプランセンター
デイサービス和ごころ 一言
白寿園第二居宅介護支援事業所
ふじがおか訪問介護センター
ふじがおかデイサービス 磐田安久路
デイサービスらいらっく竜洋
らいらっく竜洋居宅介護支援事業所
デイサービス富士見台
いーな豊田デイサービスセンター
ウェルビ居宅介護支援事業所
デイサービス香寿
ふじがおか見付デイサービス
デイサービス りんごの杜
デイサービス アクティブまどか
デイサービス小春日和磐田
えいせいゆーとぴあデイサービスセンター
ラクラス福田デイサービス
ケアプランセンター二之宮
ケアステーションあさひ磐田
ふじがおか見付ケアプランセンター
デイサービス和ごころ 豊田西之島
Ｍすまいる
やすらぎの郷見付ヘルパーステーション
白梅豊岡病院
ラクラス見付ケアプランセンター
リハケアーズ福田

事業所〒
4380002
4380026
4380086
4380086
4380025
4380086
4380811
4380062
4380086
4380017
4380231
4380231
4380086
4380821
4371203
4380203
4380086
4380056
4380802
4380201
4380838
4371203
4380073
4380078
4380086
4380002
4380802
4380086
4380126
4380086
4371203

事業所住所
静岡県磐田市大久保522番地1
静岡県磐田市西貝塚３０３６番地の１
静岡県磐田市見付235番地10
静岡県磐田市見付235番地10
静岡県磐田市新貝2138-4
静岡県磐田市見付1596番地1
静岡県磐田市一言2690番地２
静岡県磐田市新島376
静岡県磐田市見付２３３７－１
静岡県磐田市安久路１丁目８番２
静岡県磐田市豊岡１４５１番地１
静岡県磐田市豊岡１４５１－１
静岡県磐田市見付５０８番地３４
静岡県磐田市立野１３７４番地
静岡県磐田市福田３９０９番地の１
静岡県磐田市平間１１９９番１号
静岡県磐田市見付２３３７番地１
静岡県磐田市小島６２番地２
静岡県磐田市東原５５０番地１
静岡県磐田市竜洋中島６２番１
静岡県磐田市小立野３８６番地
静岡県磐田市福田2204-３
静岡県磐田市二之宮東２１番４
静岡県磐田市中泉802-2
静岡県磐田市見付２３３７番地１
静岡県磐田市豊田西之島289-3
静岡県磐田市東原２４４番地３
静岡県磐田市見付１９０３－４
静岡県磐田市下神増１８５番地１９
静岡県磐田市見付２３５番地１０
静岡県磐田市福田７１２番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2276901028
2276901036
2276901044
2276901069
2276901077
2276901093
2276901101
2276901119
2276901119
2276901127
2276901135
2276901143
2276901150
2276901168
2276901168
2276901176
2277200149
2277200149
2277300048
2277300089
2277300097
2277300105
2277300147
2277300162
2277300170
2277300196
2277300204
2277300220
2277300238
2277300246
2277300261

サービス種類
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
訪問介護
通所介護
通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
通所介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
訪問介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与

事業所名
ラクラス見付レジデンス
特別養護老人ホーム第二白寿園
なかよしサービス指定居宅介護支援事業所
豊田えいせい病院居宅介護支援事業所
結 居宅介護支援事業所
e-ケア居宅介護支援事業所
機能訓練特化型デイサービスセンターえいせいいずみ

あずみ苑磐田
あずみ苑磐田
ニチイケアセンター上岡田
デイサービスセンター陽だまりの里
ラクラス掛塚デイサービス
デイサービスにじいろ
磐田ケアセンターそよ風
磐田ケアセンターそよ風
ツクイ磐田
セントケア富士見
セントケア富士見
袋井ゆうあいの里居宅介護支援事業所
明和からす森
袋井デイサービスセンターきらり
ライフケア月見の里
いーな浅羽デイサービスセンター
ケアサービスまりも
訪問介護ステーションみどり
むらまつ居宅介護支援事業所
萬松の里可睡門前デイサービスセンター
デイサービスセンター袋井ふれあい荘
プラチナ・デイサービス袋井
みつはし居宅介護支援センター
株式会社レンティック中部 介護ショップちゅーぶ中遠

事業所〒
4380086
4380234
4380086
4380838
4380108
4380086
4380086
4380047
4380047
4380045
4380023
4380235
4380231
4380077
4380077
4380834
4380086
4380086
4370056
4370021
4370021
4370125
4371102
4370014
4370005
4370123
4370061
4370061
4370027
4370047
4370023

事業所住所
静岡県磐田市見付２３５番地１０
静岡県磐田市掛塚３１６０番地１
静岡県磐田市見付１７６６－１
静岡県磐田市小立野１３５番地３
静岡県磐田市社山１８９番地
静岡県磐田市見付５０８－３４
静岡県磐田市見付1766番地１
静岡県磐田市豊島1427番地１
静岡県磐田市豊島1427番地１
静岡県磐田市上岡田２７５番６

ネリネ２０１

静岡県磐田市彦島字廻り田385番地2
静岡県磐田市白羽106-4
静岡県磐田市豊岡6462
静岡県磐田市国府台10‐１
静岡県磐田市国府台10‐１
静岡県磐田市森下24-1
静岡県磐田市見付富士見町４３９－１
静岡県磐田市見付富士見町４３９－１
静岡県袋井市小山１４１０－１
袋井市広岡３２６６－１
袋井市広岡１４６３－６
静岡県袋井市上山梨３丁目１６－３
静岡県袋井市浅名７３３番地７
静岡県袋井市永楽町１３８番地

土屋ビル３階

静岡県袋井市見取字上幕ヶ谷１６８３－７
静岡県袋井市下山梨２－１０－２９
静岡県袋井市久能２８９１
静岡県袋井市久能１２４８－１
静岡県袋井市高尾町５番地の２２ 袋井センタービル

静岡県袋井市西田20-1
静岡県袋井市高尾５１６番地の１

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2277300279
2277300279
2277300287
2277300295
2277300337
2277300345
2277300360
2277300378
2277300386
2277300402
2277300428
2277300428
2277300451
2277300469
2277300477
2277300485
2277300501
2277300519
2277300527
2277300543
2277300568
2277300576
2277300584
2277300592
2277300600
2277300618
2277300626
2277300634
2277300642
2277300659
2277300667

サービス種類
通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
通所介護
訪問介護
特定施設入居者生活介護
通所介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
居宅介護支援
通所介護
通所介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
通所介護
通所介護
福祉用具貸与
福祉用具貸与
通所介護

事業所名
ラクラス可睡の杜デイサービス
ラクラス可睡の杜レジデンス
デイサービスあかり
株式会社らいふくケア
ケアプラン袋井
トータルケアひかり
デイサービスビーフィット袋井
デイサービスまなまな
プラチナ・訪問介護ステーション袋井
ビスポーク袋井みかど
ユアーサポートこころふくろい
サポートプラン こころ
特別養護老人ホーム袋井ゆうあいの里
袋井ゆうあいの里短期入所生活介護事業所
T-STYLE 福祉用具センター
デイサービス・グリーン
合同会社ケアマネハウスくるみ
ＳＩＮ太田デイサービスセンター
ケアステーションあさひ袋井
すこやかデイサービス歩み
温泉デイトレーニングセンター和の湯
ここあい袋井
明和ふかみの里デイサービスセンター
ケアプランセンター和の湯
ケアプランセンター ゆあらいふ
ヘルパーステーション ゆあらいふ
レッツリハビリデイサービスセンター袋井
デイサービスみどり
ダスキンヘルスレント静岡袋井ステーション
エコワークス遠州営業所
ツクイ袋井

事業所〒
4370127
4370127
4370061
4370065
4370064
4370063
4370123
4370034
4370065
4370024
4370032
4370032
4370056
4370056
4370055
4370123
4370022
4370052
4370065
4370039
4371121
4370123
4370051
4371121
4371115
4371115
4370061
4370005
4370016
4370065
4370065

事業所住所
静岡県袋井市可睡の杜５１番７号
静岡県袋井市可睡の杜５１番７号
静岡県袋井市久能１００９番地１
静岡県袋井市堀越一丁目２２番地の１０
静岡県袋井市川井２７２番地の１

岡山テナント１０２号

静岡県袋井市田町一丁目１番地１５
静岡県袋井市下山梨２００６番地の５
静岡県袋井市青木町６番地の１
静岡県袋井市堀越1396番地１
静岡県袋井市三門町5番地5
静岡県袋井市豊沢1289番地の4
静岡県袋井市豊沢1289番地の4
静岡県袋井市小山１４１０－１
静岡県袋井市小山１４１０－１
静岡県袋井市土橋１５４番地の８
静岡県袋井市下山梨一丁目１３番地１１
静岡県袋井市方丈一丁目２番地の38
静岡県袋井市太田５０番地の１
静岡県袋井市堀越７０７－５
静岡県袋井市愛野東一丁目８番地の１３
静岡県袋井市諸井２０５０番地３
静岡県袋井市下山梨２００６番地の５
静岡県袋井市深見１７６４
静岡県袋井市諸井２０５０番地３
静岡県袋井市湊９４４番６号
静岡県袋井市湊944番６
静岡県袋井市久能１９８５－１
静岡県袋井市見取字上幕ヶ谷１６８３番地の７

静岡県袋井市葵町３丁目１－５
静岡県袋井市堀越２丁目１８－１－６号室
静岡県袋井市堀越1-3-19

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2277400021
2277400038
2277400046
2277400095
2277400129
2277400137
2277400137
2277400145
2277400152
2277400152
2277400160
2277400178
2277400194
2277400251
2277400277
2277400285
2277400293
2277400301
2277400327
2277400335
2277400335
2277400335
2277400368
2277400384
2277400384
2277400392
2277400418
2277400426
2277400434
2277400442
2277400459

サービス種類
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
通所介護
特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
訪問介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
訪問介護

事業所名
デイサービスセンターあいの街七日町
ねねの里 デイサービスセンター
デイサービス エコ心愛
いやし処 ほのぼの
有料老人ホーム アグリ大東
短期入所生活介護事業所掛川福祉ノ郷
特別養護老人ホーム掛川福祉ノ郷
デイサービスセンターあいの街葛川
あげはりデイサービス
あげはり居宅介護支援事業所
天竜厚生会介護福祉機器センター掛川
ケアマネジメント みどりの風
ケアプランセンターアイケア葛川
山崎デイサービスセンター
ウィル掛川
デイサービスかみやしき
アグリ大東 結
マザーズ長谷壱番館居宅介護支援事業所
ベルメディカルケア株式会社 掛川営業所
ケアサービス ききょう
居宅介護支援事業所ききょう
ケアサービス ききょう
デイサービス葛川の家
さやの家ショートステイ
特別養護老人ホーム さやの家 既存型
こでまり
デイサービス下垂木の家
JAデイサービス大城
ゆうプランデイサービス
ケアステーションあさひ掛川
訪問介護あげはり

事業所〒
4360058
4360012
4371404
4360105
4371406
4360342
4360342
4360074
4360022
4360022
4360086
4360105
4360074
4371305
4371301
4360043
4371406
4360047
4360020
4360056
4360056
4360056
4360074
4360047
4360047
4360222
4360222
4371421
4371421
4360222
4360022

事業所住所
掛川市七日町１５５
掛川市上内田８７５
掛川市西之谷５番地
静岡県掛川市原里１５２１番地
掛川市川久保１１４３－１
掛川市上西郷字前ノ谷７９２１－１
掛川市上西郷字前ノ谷７９２１－１
静岡県掛川市葛川３１０－３
静岡県掛川市上張９２５－８掛川プラザビル２階

静岡県掛川市上張925-8
掛川市宮脇二丁目16番地の3
静岡県掛川市原里４６２－７
静岡県掛川市葛川３１０－３
静岡県掛川市山崎60番51
静岡県掛川市横須賀字三番町１１９８番１
静岡県掛川市大池３０７番地
静岡県掛川市川久保１１３６－１
静岡県掛川市長谷二丁目２番地の５
静岡県掛川市矢崎町４－４
静岡県掛川市中央一丁目14番５号
静岡県掛川市中央一丁目14番地５
静岡県掛川市中央一丁目14番地５
静岡県掛川市葛川１１７２番地の１
静岡県掛川市長谷１６７３
静岡県掛川市長谷１６７３
掛川市下垂木２１４１番地の３
静岡県掛川市下垂木１７７２番地
静岡県掛川市大坂２５２８番地
静岡県掛川市大坂539番地大東ショッピングプラザ内

静岡県掛川市下垂木字新田2937番地３
静岡県掛川市上張９２５－８

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2277400467
2277400467
2277400467
2277400475
2277400483
2277400491
2277400509
2277400517
2277400525
2277400525
2277400558
2277400624
2277400632
2277400640
2277400640
2277400665
2277400665
2277400681
2277400699
2277400707
2277400715
2277400723
2277400731
2277400749
2277400756
2278200049
2278200049
2278200049
2278200049
2278200114
2278200155

通所介護
短期入所生活介護
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
通所介護
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
通所介護
居宅介護支援
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
福祉用具貸与
認知症対応型共同生活介護

事業所名
デイサービスセンター心楽
ショートステイ心楽
ケアプランセンター心楽
レッツリハビリデイサービスセンター掛川
ほのぼの桜木
特別養護老人ホームおおすか苑（従来型）
特別養護老人ホームおおすか苑（ユニット型）
デイサービスセンターいこいの里掛川
訪問介護 ことぶき
介護プランことぶき
ラクラス掛川デイサービス
デイサービスあじさい
デイサービスセンターきたはら
デイサービスかなで 中の家
介護相談かなで大東 居宅介護支援事業所
ヘルパーステーションふじわのもり
ケアプランセンターふじわのもり
ニチイケアセンター大東
あいぜん訪問介護かけがわ
デイサービスセンター ラスール掛川
ケアサービスセンター ラスール掛川
特別養護老人ホーム ラスール掛川
特別養護老人ホーム ラスール掛川
デイサービスきたえるーむ掛川西
グッドリハ 掛川
あらいデイサービスセンター
短期入所施設 燦光
特別養護老人ホーム 燦光
あらい居宅介護支援センター
有限会社 暉サービス
グループホーム サンシティあらい

事業所〒
4360056
4360056
4360056
4360053
4360222
4371302
4371302
4360222
4371413
4371413
4360052
4360030
4360079
4371405
4371405
4371435
4371435
4371421
4360056
4360030
4360030
4360030
4360030
4360043
4360022
4310302
4310302
4310302
4310302
4310303
4310302

事業所住所
静岡県掛川市中央二丁目９番地の１
静岡県掛川市中央二丁目９番地の１
静岡県掛川市中央二丁目９番地の１
静岡県掛川市弥生町160番地
静岡県掛川市下垂木字一丁田１９５７番地２５

静岡県掛川市大渕４８９５番地
静岡県掛川市大渕４８９５番地
静岡県掛川市下垂木字小山平２７０９番地５
静岡県掛川市国安２４２６番地
静岡県掛川市国安２４２６番地
静岡県掛川市柳町１１８番地の１
静岡県掛川市杉谷南１丁目３番地２
静岡県掛川市掛川５１番３
静岡県掛川市中４２６５番地の３
静岡県掛川市中４２６５番地の３
静岡県掛川市上土方嶺向２１３６－１
静岡県掛川市上土方嶺向２１３６－１
静岡県掛川市大坂１４８１ プラザサモワール Ⅰ

静岡県掛川市中央２－４－２７ 中央ビル４F
静岡県掛川市杉谷南一丁目1番地20
静岡県掛川市杉谷南１丁目１－２０
静岡県掛川市杉谷南一丁目１番地20
静岡県掛川市杉谷南一丁目１番地20
静岡県掛川市大池2735番地1
静岡県掛川市上張925-8 掛川プラザビル2階
静岡県湖西市新居町新居１８００番地の１
湖西市新居町新居１８００－１
湖西市新居町新居１８００－１
湖西市新居町新居１８００－１
湖西市新居町浜名８２８
湖西市新居町新居１１７－３

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2278200163
2278200163
2278200171
2278200189
2278400011
2278400011
2278400011
2278400011
2278400011
2278400029
2278400052
2278400094
2278400136
2278400136
2278400136
2278400136
2278400144
2278400151
2278400169
2278400185
2278400201
2278400219
2278400235
2278400243
2278400250
2278400268
2278400276
2278400276
2278400276
2278400276
2278400292

サービス種類
通所介護
居宅介護支援
福祉用具貸与
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
認知症対応型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
訪問介護
地域密着型通所介護
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護
通所介護
通所介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
居宅介護支援
福祉用具貸与

事業所名
デイサービス サンシティあらい
サンシティ あらい
有限会社山口燃料
デイサービス郷美の浜
老人デイサービスセンター 光湖苑
老人短期入所事業（光湖苑）
光湖苑
老人デイサービスセンター光湖苑
光湖苑在宅介護支援センター
湖西市社協介護センターこさい
デイサービスセンター ひなたぼっこ
一円荘デイサービスセンター
デイサービスセンター湖西白萩
ショートステイ湖西白萩
特別養護老人ホーム湖西白萩
ケアプランセンター湖西白萩
日ノ岡ディサービス
在宅介護センターアイケア湖西
ふじの花通所介護事業所
こさいホームヘルパーステーション
でいの楽園
湖西市社協介護センターあらい
高齢者自立支援センターねこのて
株式会社松井住設
駅前デイサービス健康広場
デイサービス のどか
デイサービスセンター 恵翔苑
ショートステイ恵翔苑
特別養護老人ホーム恵翔苑
居宅介護支援事業所 恵翔苑
ダスキンヘルスレント浜名湖ステーション

事業所〒
4310302
4310302
4310302
4310302
4310423
4310423
4310423
4310423
4310423
4310441
4310422
4310451
4310404
4310404
4310404
4310404
4310422
4310441
4310431
4310302
4310431
4310303
4310301
4310405
4310302
4310301
4310301
4310301
4310301
4310301
4310301

事業所住所
湖西市新居町新居１１７番地３
湖西市新居町新居１１７－３
静岡県湖西市新居町新居８９８－７
静岡県湖西市新居町新居字新弁天３３９４番地の４
静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地１７番地の２０

湖西市新所岡崎梅田入会地１７－２０
湖西市新所岡崎梅田入会地１７－２０
湖西市新所岡崎梅田入会地１７－２０
湖西市新所岡崎梅田入会地１７－２０
静岡県湖西市古見１０４４番地
湖西市岡崎１７０８番地の４
湖西市白須賀３９８６－７
静岡県湖西市太田４５０－１
静岡県湖西市太田４５０－１
静岡県湖西市太田４５０－１
静岡県湖西市太田４５０－１
静岡県湖西市岡崎2254番地の２
静岡県湖西市吉美３２７０－５
静岡県湖西市鷲津１０９５番地の１３
静岡県湖西市新居町新居1800番地の１
静岡県湖西市鷲津分川３０８５
静岡県湖西市新居町浜名５７５番地
静岡県湖西市新居町中之郷92番地7
静岡県湖西市神座411番地の2
静岡県湖西市新居町新居３３７９－１１
静岡県湖西市新居町中之郷西川田１６０５番地１３

静岡県湖西市新居町中之郷３６３６番地２１
静岡県湖西市新居町中之郷３６３６番地２１
静岡県湖西市新居町中之郷３６３６番地２１
静岡県湖西市新居町中之郷３６３６番地２１
静岡県湖西市新居町中之郷4069番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2278400300
2278400318
2278400326
2278400326
2278400334
2278400342
2278400359
2286200015
2290100037
2290100060
2290100078
2290200019
2290200027
2290200035
2290200050
2290300017
2290300017
2290300025
2290300033
2290300041
2290300058
2290400015
2290400031
2290400031
2290400049
2290400056
2290400064
2290400072
2290400080
2290400098
2290400106

地域密着型通所介護
通所介護
居宅介護支援
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護

事業所名

リビングデイサービス ラルゴ
ケアステーションあさひ湖西
ケアプランセンター陽菜
デイサービス陽菜
デイサービスあおいくま
デイサービスすず
浜名居宅介護支援センター
Ｔ・Ｋオフィス訪問介護事業所
小規模多機能ホームあたがわ
ヒストリア
社会福祉法人南寿会 デイサービス バウム
小規模多機能型居宅介護みくらの里
イーズケア しもだ
須崎 つわぶき荘
デイサービス 夕凪
グループホーム ル・ソレイユ間宮
共用型デイサービス ル・ソレイユ間宮
グループホームつながり
グループホームまみや
小規模多機能ホーム ル・ソレイユ函南
グループホーム ル・ソレイユ函南
クラシオン富士見
小規模多機能センター「りん」
デイサービスセンター「りん」
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 伊豆介護センター
認知症対応型共同生活介護 グループホーム伊東
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム ゆずの里
認知症対応型共同生活介護 グループホーム うさぎ
認知症対応型共同生活介護 グループホームわかば
認知症対応型通所介護
デイサービスセンター 仁
認知症対応型通所介護
サポートハウスえん

事業所〒
4310302
4310431
4310442
4310442
4310302
4310431
4310423
4360222
4130302
4103514
4130511
4150028
4150036
4150014
4150022
4190123
4190123
4190124
4190123
4190123
4190123
4140045
4130232
4130232
4140032
4130231
4130231
4140001
4140055
4140042
4140006

事業所住所
静岡県湖西市新居町新居字新弁天3394番地の４

静岡県湖西市鷲津２６８８番１
静岡県湖西市古見１２４番地の４
静岡県湖西市古見１２４番地の４
静岡県湖西市新居町新居８９６－６９
静岡県湖西市古見９９６番地の１
静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地１５番地の７０

掛川市下垂木１９８１－２
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１４２３－６２
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科
静岡県賀茂郡河津町峰511-6
静岡県下田市吉佐美１０７７－１６
静岡県下田市西本郷二丁目５－２０
静岡県下田市須崎１７５６番地の１
静岡県下田市二丁目１１番２９号
田方郡函南町間宮６１７－３
田方郡函南町間宮６１７－３
田方郡函南町塚本７７－７
静岡県田方郡函南町間宮８９１番地の８
静岡県田方郡函南町間宮７６０－１
静岡県田方郡函南町間宮760番地の１
静岡県伊東市玖須美元和田７２２番地の６７７

静岡県伊東市八幡野１２８３番地の９７
静岡県伊東市八幡野1283番地の97
静岡県伊東市音無町５番６号
静岡県伊東市富戸１１０５番地の２５
静岡県伊東市富戸１３０１番地の６９３
静岡県伊東市宇佐美２３８７番地の１
静岡県伊東市岡１２９３－３
静岡県伊東市静海町２番８号
静岡県伊東市松原７７１番地の１２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2290400114
2290400130
2290400148
2290400155
2290400163
2290400171
2290400197
2290400205
2290400213
2290400221
2290400247
2290400254
2290400288
2290400304
2290500061
2290500087
2290500095
2290500103
2290500111
2290500129
2290500160
2290500178
2290600051
2290600069
2290600077
2290600085
2290600093
2290600119
2290600127
2290700026
2290700026

認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所名
認知症対応型通所介護 結生
小規模デイサービスWith
通所介護 くくる
グループホームうさぎ伊東中央
小規模多機能すかい
まごころデイサービスウエルカム伊豆高原
カフェデイサービス ナースの森
スカイテラス伊東デイサービス
デイサービスえん
デイサービスセンター 仁 グレイス
愛の家グループホーム伊東南町
看護小規模多機能型居宅介護 ナースの森
療養通所サービス・エコー
Hav
グループホームのどかの家 熱海
愛の家グループホーム熱海水口
デイサービス木蓮
けあビジョンホーム熱海
ミモザ熱海湯庵
伊豆介護センター熱海
デイサービス ほほえみ
ゴールドケア デイサービスセンター
小規模多機能ホーム すみれの郷
ニチイケアセンター平田
デイサービスセンターヴィターレ・なないろ
玉澍園２
いづテラス定期巡回・随時対応型訪問看護事業所
トレーニングデイサービスあんび三島
デイサービス山風木

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
指定小規模多機能型居宅介護事業所 北狩野ケアセンター
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 指定認知症対応型共同生活介護事業所 北狩野ケアセンター

事業所〒
4130232
4140053
4130231
4140003
4130234
4130232
4140001
4140006
4140006
4140024
4140035
4140023
4130231
4140051
4130001
4130016
4130102
4130001
4130028
4130035
4130017
4130015
4110801
4110821
4110047
4110014
4110822
4110033
4110845
4102401
4102401

事業所住所
静岡県伊東市八幡野１４１４
静岡県伊東市荻７２９－２
静岡県伊東市富戸１３１５番地の１５６
静岡県伊東市中央町13番31号
静岡県伊東市池６６２－１
静岡県伊東市八幡野１２９８番地の３７プラザ２１－B
静岡県伊東市宇佐美１６６５番地の９ 宮上設計ビル１Ｆ

静岡県伊東市松原６３９番地の１５

スカイテラス伊東

静岡県伊東市松原７７１番地の１３
静岡県伊東市和田一丁目１２番２９号
静岡県伊東市南町
静岡県伊東市渚町5番38号
静岡県伊東市富戸１３０１番地の４１
静岡県伊東市吉田992番地の27
静岡県熱海市泉４１５番１６９
静岡県熱海市水口町二丁目３番４２号
静岡県熱海市下多賀９０６－３藤間ビル３階
静岡県熱海市泉２３１－３６
静岡県熱海市桜町２番１５号
静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号
静岡県熱海市福道町３番３号
静岡県熱海市中央町１番４０号
静岡県三島市谷田６９５－７
静岡県三島市平田４７－２
静岡県三島市佐野１１５０番地の１
三島市玉沢８０番地
静岡県三島市松本３９番３
静岡県三島市文教町１－５－６日商三島ビル３０１

静岡県三島市加屋町１０番地の１
伊豆市牧之郷１１６
伊豆市牧之郷１１６

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2290700042
2290700059
2290700067
2290800016
2290800016
2290800032
2290800040
2290800057
2290800073
2291100069
2291100077
2291100085
2291100085
2291100093
2291100101
2291100119
2291100127
2291100135
2291100135
2291100143
2291100150
2291100168
2291100176
2291100184
2291100192
2291100200
2291100218
2291100226
2291100234
2291100242
2291100259

サービス種類

事業所名

認知症対応型共同生活介護 グループホーム中伊豆
認知症対応型共同生活介護 グループホーム菜の花ホーム
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

看護小規模多機能型居宅介護事業所 レクロス小立野

小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホーム 湯と里
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 湯と里
認知症対応型共同生活介護 グループホーム いちごの里
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
プレーゲおおひと
地域密着型通所介護
デイサービス・ひっと
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能
ラポールあい
認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター香貫山
認知症対応型共同生活介護 グループホームふれあい静浦
認知症対応型共同生活介護 こすもす原
認知症対応型通所介護
こすもす原
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホームふれあい黄瀬川
認知症対応型共同生活介護 グループホーム のどかの家 沼津
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホームふれあい岡宮
認知症対応型共同生活介護 グループホームふれあい岡宮
小規模多機能型居宅介護支援事業所プレーゲあしたか
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特別養護老人ホームプレーゲあしたか
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホーム和みの家
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 きせがわ定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホームふれあい島郷
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護事業所
せいれい緑町
認知症対応型共同生活介護 グループホームふれあい島郷
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特別養護老人ホーム ノアノアテラス
認知症対応型通所介護
手鞠デイサービス
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 岡宮の憩
地域密着型通所介護
ユアステップリハケアセンター
認知症対応型共同生活介護 アクタガワ ハートフルホーム開北
地域密着型通所介護
デイサービスこころ沼津大岡
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護施設あさなぎ

事業所〒
4102505
4103301
4102413
4102211
4102211
4102223
4102318
4102124
4102123
4100822
4100104
4100312
4100312
4100022
4100306
4100011
4100011
4100302
4100302
4100821
4100022
4100822
4108555
4100822
4100821
4100835
4100011
4100006
4100004
4100022
4100871

事業所住所
静岡県伊豆市八幡１２３番地
静岡県伊豆市小土肥７８７－２
静岡県伊豆市小立野１００－２
静岡県伊豆の国市長岡９５３－１
静岡県伊豆の国市長岡９５３－１
静岡県伊豆の国市北江間４５番地の１
静岡県伊豆の国市白山堂４０８番地の９
静岡県伊豆の国市原木１２６５－３
静岡県伊豆の国市四日町378番地の2
静岡県沼津市下香貫塩満1830-2
静岡県沼津市獅子浜111-1
静岡県沼津市原東中1528-1
静岡県沼津市原東中1528-1
静岡県沼津市大岡266-9
静岡県沼津市大塚1127-3
静岡県沼津市岡宮598-2
静岡県沼津市岡宮598-2
静岡県沼津市東椎路1639-1
静岡県沼津市東椎路1639-1
静岡県沼津市大平1538-1
静岡県沼津市大岡1155
静岡県沼津市下香貫字清水2135
静岡県沼津市本字下一丁田898-1
静岡県沼津市下香貫字清水2135
静岡県沼津市大平字出水2804-1
静岡県沼津市西島町19-64
静岡県沼津市岡宮字宮久保753-2
静岡県沼津市中沢田385 ビーエムリーシングビル1F

静岡県沼津市本田町2-52
静岡県沼津市大岡1080
静岡県沼津市西間門3-2-1

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2291100267
2291100275
2291100283
2291100309
2291100317
2291100333
2291100341
2291100358
2291100366
2291100374
2291100382
2291200026
2291200034
2291200042
2291200059
2291200067
2291200075
2291300016
2291300024
2291300040
2291300057
2291300073
2291300081
2291300099
2291300115
2291300123
2291300131
2291300156
2291400014
2291400022
2291400030

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型通所介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護

事業所名
クローバーライフ
ル・グランハート沼津
デイサービス ひとつ松長
デイサービスのぞみ
デイサービス ランラン
特別養護老人ホーム 沼津南陽光園
Re・Location
看護小規模多機能型居宅介護事業所 いがぐりの里
郷の音
グループホームはづき
レコードブック沼津吉田
小規模多機能型居宅介護事業所 あざみ
御殿場ケアセンターそよ風
社会福祉法人浴光会ぐみさわ苑
御殿場十字の園グループホーム笑みの里
看護小規模多機能型居宅介護事業所マリアの家
デイサービスにじいろ御殿場
小規模多機能型居宅介護事業所 希望のわだち柿田
特別養護老人ホーム 平成の杜
小規模多機能ホームふれあい伏見
グループホームふれあい伏見
インロケーション
地域密着型デイサービスきずなの郷
デイサービスふるさと倶楽部
はあとデイサービスセンター
デイサービス みどりの屋根
機能訓練型デイサービスEast-one長泉
ピーシーズ桂秀
ヤザキケアセンター 紙ふうせん
グループホームふれあい裾野
グループホームふれあい稲荷

事業所〒
4100022
4100314
4100874
4100311
4100011
4100822
4100011
4100106
4100049
4100865
4100836
4120024
4120042
4120041
4120004
4120033
4120042
4110904
4101311
4110907
4110907
4110917
4110933
4101312
4101431
4110941
4110943
4110917
4101107
4101117
4101113

事業所住所
静岡県沼津市大岡3317
静岡県沼津市一本松104-2
静岡県沼津市松長55-5
静岡県沼津市原町中2丁目15-2 サニーフラットA棟101

静岡県沼津市岡宮字仲沖377-1
静岡県沼津市下香貫字浜田2985-1
静岡県沼津市岡宮73-5
静岡県沼津市志下451
静岡県沼津市江原町17-34
静岡県沼津市東間門下中溝616番地1
静岡県沼津市吉田町28-21
静岡県御殿場市東山８５５－６
静岡県御殿場市萩原１２２－１３
静岡県御殿場市茱萸沢１９８－１
静岡県御殿場市北久原５７８番３
静岡県御殿場市神山７３８－４４
静岡県御殿場市萩原１２０９－１
静岡県駿東郡清水町柿田１８４－２
静岡県駿東郡小山町小山２５５番地の２
静岡県駿東郡清水町伏見２８０番地の２
静岡県駿東郡清水町伏見２８０番地の２
静岡県駿東郡清水町徳倉４３１
静岡県駿東郡長泉町納米里２５１番地の１
静岡県駿東郡小山町菅沼５３９－５
静岡県駿東郡小山町須走354番地の５
静岡県駿東郡長泉町上土狩４５２番地の７
静岡県駿東郡長泉町下土狩378-24 エイカクビル１階

静岡県駿東郡清水町徳倉500-1
裾野市御宿１５００
静岡県裾野市石脇４９５－２
静岡県裾野市稲荷６－２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2291400048
2291400055
2291400063
2292100019
2292100027
2292100027
2292100035
2292100043
2292100050
2292100068
2292100076
2292100084
2292100084
2292100092
2292100092
2292100126
2292100134
2292100142
2292100142
2292100159
2292100167
2292100175
2292100225
2292100233
2292100241
2292100266
2292100274
2292100290
2292100308
2292100316
2292100324

地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護

富岳中川原ホーム
小規模多機能ホームふれあい佐野
グループホームふれあい佐野
小規模多機能型居宅介護事業所 楽寿
小規模多機能型居宅介護フォーユー若の宮

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護フォーユー若の宮

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護

事業所名

グループホームいこいの家
愛の家グループホーム富士宮
デイサービスセンター 幸の郷
小規模多機能ホームゆずの家
グループホームあかね
グループホーム ひまわり
デイサービスひまわり
小規模多機能型居宅介護 外神陽光園
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム 外神陽光園
認知症対応型通所介護
なでしこデイサービスセンター
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホームにしき
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所 たかはら
認知症対応型共同生活介護 グループホームたかはら
認知症対応型共同生活介護 グループホームいこいの家 北山
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホームかりんの家
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホームかりんの家
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特別養護老人ホーム 百恵の郷
認知症対応型共同生活介護 グループホームいこいの家源道寺
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所 楽寿源道寺
地域密着型通所介護
ケアーよろこ日富士宮
小規模多機能型居宅介護
多機能ホームかたくりの里
地域密着型通所介護
デイサービスいろは
地域密着型通所介護
晴レルヤ
地域密着型通所介護
リハビリ特化型デイサービスカラダラボ富士宮駅前
地域密着型通所介護
ここからデイサービス源道寺の家

事業所〒
4101121
4101118
4101118
4180001
4180063
4180063
4180001
4180107
4180037
4180013
4180022
4180039
4180039
4180006
4180006
4180112
4180076
4180022
4180022
4180112
4180013
4180013
4190303
4180074
4180074
4180022
4180011
4180026
4180022
4180066
4180074

事業所住所
静岡県裾野市茶畑
静岡県裾野市佐野４９番地の４
静岡県裾野市佐野４９番地の４
静岡県富士宮市万野原新田４１３８－１
富士宮市若の宮町４１２
富士宮市若の宮町４１２
静岡県富士宮市万野原新田３１６３番地の１
静岡県富士宮市佐折840
静岡県富士宮市安居山797-2
静岡県富士宮市大岩４９３番地の１５
静岡県富士宮市小泉２３０２－７
静岡県富士宮市野中１０７６番地の４
静岡県富士宮市野中１０７６番地の４
静岡県富士宮市外神１６３８番地の１
静岡県富士宮市外神１６３８番地の１
静岡県富士宮市北山３４１５番地
静岡県富士宮市錦町１番１０号
静岡県富士宮市小泉１６２５番地の２５
静岡県富士宮市小泉１６２５番地の２５
静岡県富士宮市北山４７７７－１
静岡県富士宮市大岩４９３番地の１
静岡県富士宮市大岩４９３番地の１
静岡県富士宮市大鹿窪１４３番地１
静岡県富士宮市源道寺町８４１－１
静岡県富士宮市源道寺町８４１－１
静岡県富士宮市小泉221番地の１
静岡県富士宮市粟倉４２０番地の１
静岡県富士宮市西小泉町４３番地の３
静岡県富士宮市小泉１６０８番地の３３
静岡県富士宮市大宮町１１番１６号
静岡県富士宮市源道寺町１０５

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2292100365
2292100365
2292100373
2292100381
2292100381
2292100399
2292100415
2292200017
2292200017
2292300015
2292300023
2292300023
2292300031
2292300049
2292300056
2292300056
2292300064
2292300072
2292300080
2292300080
2292300098
2292300114
2292300122
2292300130
2292300130
2292300148
2292300155
2292300155
2292300163
2292300171
2292300189

サービス種類

事業所名

認知症対応型共同生活介護 グループホーム心音
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） メディケアセンター心音
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所 楽寿北山
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設ひより
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護事業所ひより
一般社団法人ＴＡＳＵＫＥＲＵ ＦＵＪＩＹＡＭＡ デイサービスなないろ[七彩]
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
機能訓練型デイサービスらくだる～む大宮町
小規模多機能型居宅介護
多機能ホーム あった家
認知症対応型共同生活介護 多機能ホームあった家
小規模多機能型居宅介護
もといちばのまんてん星
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所 まほろば
認知症対応型共同生活介護 グループホーム まほろば
地域密着型特定施設入居者生活介護 ケアハウス 慈恩
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 快明堂
認知症対応型共同生活介護 グループホーム ２人３脚
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護２人３脚
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
小規模特別養護老人ホーム 丘ホーム
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 風
認知症対応型通所介護
デイサービスセンター なかざと
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム なかざと
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護 あったかおおぶち
認知症対応型共同生活介護 松岡グループホーム
認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら富士
認知症対応型通所介護
デイサービスセンター かたくら
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム かたくら明和園
小規模多機能型居宅介護
永遠の家
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護施設わだの里
地域密着型特定施設入居者生活介護 ケアハウスわだの里
認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター富士水戸島
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホーム花ごろも
認知症対応型共同生活介護 グループホーム花ごろも

事業所〒
4180061
4180061
4180112
4180111
4180111
4180103
4180066
4190303
4190303
4160954
4190205
4190205
4160905
4170052
4170812
4170812
4190201
4170807
4170826
4170826
4170809
4160909
4170808
4170801
4170801
4170061
4170001
4170001
4160921
4160901
4160901

事業所住所
静岡県富士宮市北町１５番７号
静岡県富士宮市北町１５番７号
静岡県富士宮市北山４７７７－８
静岡県富士宮市山宮２０５１番地の１
静岡県富士宮市山宮２０５１番地の１
静岡県富士宮市上井出８３１－１
静岡県富士宮市大宮町５－２０
静岡県富士宮市大鹿窪151番地1
静岡県富士宮市大鹿窪151番地1
静岡県富士市本市場町938
静岡県富士市天間９５５番３３
静岡県富士市天間９５５番３４
静岡県富士市五味島281番地
静岡県富士市中央町１－１０－１２
静岡県富士市境４９９－１
静岡県富士市境499番地の１
静岡県富士市厚原672-1
静岡県富士市神戸738番地の6
静岡県富士市中里2593-5
静岡県富士市中里2593-5
静岡県富士市中野432番地の25
静岡県富士市松岡1231－1
静岡県富士市一色258-47
静岡県富士市大淵2710-1
静岡県富士市大淵2710-1
静岡県富士市伝法1773－30
静岡県富士市今泉１丁目１１－７
静岡県富士市今泉１丁目１１－７
静岡県富士市水戸島３４３－４
静岡県富士市岩本２３２－２
静岡県富士市岩本２３２－２

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2292300197
2292300205
2292300205
2292300213
2292300221
2292300239
2292300247
2292300254
2292300262
2292300270
2292300288
2292300296
2292300296
2292300312
2292300320
2292300338
2292300338
2292300346
2292300361
2292300379
2292300395
2292300403
2292300411
2292300437
2292300445
2292300445
2292300452
2292300460
2292300478
2292300486
2292300494

小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模多機能型居宅介護

事業所名
まつおかのまんてん星
小規模多機能型居宅介護施設あいの街富士川
グループホームあいの街富士川
孝行家
富士南グループホーム
小規模多機能ホームももの花
グループホームももの花
ケアーよろこ日ふるさと
特別養護老人ホーム松野の里
グループホームゆかり
グループホーム イー・ケア中里
多機能ホーム 橙
多機能ホーム 橙
小規模多機能型ホーム 富士の里
小規模多機能型ホーム 富士の里
多機能ホーム萌木
多機能ホーム萌木
コミュニティー倶楽部 こみち学院
小規模多機能ホームかりんの花
グループホームかりんの花
ひなのグループホーム
まほろば梅の里
老美成
地域密着型特別養護老人ホームあおば
アクタガワハートフルホーム厚原
アクタガワハートフルホーム厚原
特別養護老人ホーム 風の杜
みぎわの里
多機能ホーム 結
小規模特別養護老人ホームみぎわ園
小規模多機能ホーム花咲み

事業所〒
4160909
4213305
4213305
4160934
4160934
4170855
4170855
4190202
4213303
4170802
4170826
4160933
4160933
4190205
4190205
4170862
4170862
4170051
4160903
4160903
4170847
4190205
4160946
4160905
4190201
4190201
4170852
4170001
4170808
4170001
4170854

事業所住所
静岡県富士市松岡263番地4
静岡県富士市岩渕１３１－１
静岡県富士市岩淵131番地の1
静岡県富士市鮫島４３６－１
静岡県富士市鮫島４３６－１
静岡県富士市三ツ沢４２７－１
静岡県富士市三ツ沢４２７－１
静岡県富士市久沢８６－１８
静岡県富士市南松野２６０４－１
静岡県富士市今宮５４４－１
静岡県富士市中里１７２番地の７
静岡県富士市中丸３９０－１
静岡県富士市中丸３９０－１
静岡県富士市天間１６２７番地の１
静岡県富士市天間１６２７番地の１
静岡県富士市石坂７８－３
静岡県富士市石坂７８－３
静岡県富士市吉原５丁目９番１０号
静岡県富士市松本１３４－１
静岡県富士市松本１３４－１
静岡県富士市比奈９９３－１
静岡県富士市天間955番28
静岡県富士市五貫島９６１番地
静岡県富士市五味島２８５－１
静岡県富士市厚原179番1号
静岡県富士市厚原179番1号
静岡県富士市原田2030番地の1
静岡県富士市今泉2196-1
静岡県富士市一色168番7
静岡県富士市今泉2210
静岡県富士市宇東川西町8番41号

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2292300502
2292300528
2292300536
2292300544
2292300551
2292300569
2292300577
2292300585
2292300593
2292300601
2292300627
2292300643
2292300650
2292300668
2292300676
2292300684
2292300692
2293100026
2295100024
2295100032
2295100032
2295100040
2295100081
2295100081
2295100099
2295100115
2295100123
2295100131
2295100156
2295100164
2295100172

サービス種類

事業所名

認知症対応型共同生活介護 グループホーム花咲み
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） よろこび宮島
地域密着型通所介護
ヒューマンヒルズ富士
地域密着型通所介護
デイサービスうたげ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ヒューマンヒルズ新富士
認知症対応型共同生活介護 グループホーム ぱれっと
地域密着型通所介護
クローバーライフ
地域密着型特定施設入居者生活介護 みずほケアハウス
認知症対応型共同生活介護 いづみのグループホーム
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護喜あつはら
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホームディアナの郷
地域密着型通所介護
地域密着型デイサービスせっちゃん家
地域密着型通所介護
デイサービスセンター向日葵 厚原
地域密着型通所介護
ヒューマンヒルズ吉原通所介護
認知症対応型共同生活介護 アクタガワ ハートフルホーム加島
地域密着型通所介護
しずきデイサービス
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能さくらの花
認知症対応型共同生活介護 オアシス中之郷
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホーム「池ちゃん家」焼津
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能ホーム かつを
認知症対応型共同生活介護 グループホーム かつを
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護事業所 つばさ豊田
認知症対応型通所介護
デイサービスセンター嬰聚
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム福聚荘
認知症対応型共同生活介護 グループホームあいの街焼津
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護施設あいの街焼津
小規模多機能型居宅介護
コミュニティービレッジ下小田
認知症対応型共同生活介護 グループホーム シェリー
小規模多機能型居宅介護
セントケア 焼津大村
認知症対応型共同生活介護 グループホームつばさ
認知症対応型共同生活介護 グループホーム ごんべえ

事業所〒
4170854
4160945
4160945
4160901
4160932
4160946
4190202
4170057
4170001
4190201
4160945
4160909
4190201
4170051
4160912
4160907
4170855
4213306
4250073
4250061
4250061
4250087
4250066
4250066
4250041
4250041
4250041
4210206
4250082
4250051
4250085

事業所住所
静岡県富士市宇東川西町8番41号
静岡県富士市宮島85番地10
静岡県富士市宮島85番地10
静岡県富士市岩本２３９－１
静岡県富士市柳島198番地3
静岡県富士市五貫島61番地2
静岡県富士市久沢247番地の1
静岡県富士市瓜島町173番地1
静岡県富士市今泉1丁目11番21号
静岡県富士市厚原370番地
静岡県富士市宮島1476番地
静岡県富士市松岡1448-21
静岡県富士市厚原字溝上510-1
静岡県富士市吉原4丁目7番15号
静岡県富士市加島町８番16号
静岡県富士市中島480-1
静岡県富士市三ツ沢248-1
静岡県富士市中之郷3152－1
静岡県焼津市小柳津638-4
静岡県焼津市中根１８１
静岡県焼津市中根１８１
静岡県焼津市保福島１２０２
静岡県焼津市大島６４９
静岡県焼津市大島６４９番地
静岡県焼津市石津１８８
静岡県焼津市石津１８８
静岡県焼津市石津２０２
静岡県焼津市上新田８５６－１
静岡県焼津市大村二丁目２８－１
静岡県焼津市田尻北７９０番地
静岡県焼津市塩津135-1

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2295100180
2295100206
2295100214
2295100222
2295100248
2295100255
2295100263
2295300012
2295300038
2295300046
2295300061
2295300095
2295300103
2295300111
2295300129
2295300137
2295300145
2295300152
2295300160
2295300194
2295300202
2295300210
2295300228
2295300244
2295300251
2295300269
2295300277
2295300285
2295300293
2295300301
2295400010

小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

事業所名
コミュニティーケア西焼津
デイ・ハピネス
コンフォートウェル焼津
機能訓練型デイサービスはれたす
西焼津看護多機能ホーム「池ちゃん家」
複合型サービスごんべえ
リハビリ特化型デイサービス カラダラボ焼津
小規模多機能型居宅介護施設 あいの街青島
まごころの家岡出山
グループホームふじトピア
グループホーム笑和
グループホーム こでまり
小規模多機能ホーム「池ちゃん家」藤枝
ニチイケアセンター藤枝青木
グループホーム 実夢青木
グループホームまーがれっと藤枝
セントケアホーム いながわ
セントケアいながわ
まごころホーム＊青葉町
デイサービス笑楽日
グループホームすきっぷ五十海
愛の家グループホーム藤枝高柳
愛の家小規模多機能型居宅介護藤枝高柳
小規模多機能ホーム 五十海の舎
コンフォートウェル藤枝
小規模多機能ホームこでまり
きたえるーむ藤枝中央

小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
本当においしいごはんのある「大切な人のためのデイ」
地域密着型通所介護
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 複合型ナーシングケアもも藤枝
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護フォレスタ藤枝
認知症対応型共同生活介護 グループホームひぎり

事業所〒
4250073
4250033
4250036
4250036
4250077
4210218
4250074
4260038
4260026
4260204
4260047
4260002
4260203
4260037
4260037
4260023
4260022
4260022
4260066
4211121
4260015
4260041
4260041
4260015
4260015
4260002
4260075
4260034
4260023
4260033
4280012

事業所住所
静岡県焼津市小柳津５６６－１
静岡県焼津市小川２９２４
静岡県焼津市西小川２丁目９－１
静岡県焼津市西小川２丁目３番１０号
静岡県焼津市五ケ堀之内５３０－３
静岡県焼津市下江留1398-1
静岡県焼津市柳新屋８３０
藤枝市東町１－４３
藤枝市岡出山３－７－１
藤枝市時ケ谷４１７－２
藤枝市与左衛門１７２－１
静岡県藤枝市横内２２２１
静岡県藤枝市下之郷１－１
静岡県藤枝市青木2-27-23
静岡県藤枝市青木２丁目１５番５号
静岡県藤枝市茶町四丁目１８－５
静岡県藤枝市稲川一丁目９番１３号
静岡県藤枝市稲川一丁目９番１３号
静岡県藤枝市青葉町５丁目１２－１
静岡県藤枝市岡部町岡部４３７番地の３
静岡県藤枝市五十海２丁目７番５号
静岡県藤枝市高柳１丁目４番１５号
静岡県藤枝市高柳１丁目４番１５号
静岡県藤枝市五十海１－１４－２３
静岡県藤枝市五十海１－１４－２３
静岡県藤枝市横内２２２１番地
静岡県藤枝市瀬戸新屋２２５番１
静岡県藤枝市駅前３丁目７－７
静岡県藤枝市茶町四丁目１８番５号
静岡県藤枝市小石川町二丁目８番１３号
静岡県島田市金谷代官町８０２番地の１６

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号

サービス種類

2295400028
2295400036
2295400036
2295400044
2295400044
2295400051
2295400069
2295400077
2295400085
2295400093
2295400101
2295400127
2295400135
2295400143
2295400143
2295400150
2295400168
2295400176
2295400184
2295400192
2295400218
2295500017
2295500025
2295500033
2295500041
2295500058
2295500066
2295500074
2295500082
2295500090
2295500108

認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護

事業所名
グループホームケアクオリティ初倉
まごころの家 島田
まごころホーム 島田
アポロン伊太
アポロン伊太
コミュニティーケア笹間渡
グループホームまーがれっと島田
グループホームあかり
グループホーム一期一会のえにし
グループホーム ケアクオリティおかりや
グループホーム汽笛
一期一会のデイ向谷
デイサービス すまいる
あったか広場 一会
あったか広場 一会
アポロン伊太
本田山荘デイサービスセンター
小規模多機能型居宅介護 縁がわ あずま
小規模多機能型居宅介護 一期一会の和
デイサービスセンターひぎり
デイサービスきたえるーむ島田
アサヒサンクリーン 小規模多機能サービス吉田
アサヒサンクリーングループホーム吉田・共用型デイサービス

小規模多機能介護ホーム まつおか
小規模多機能介護ホームまつおか本川根
吉田町デイサービスひまわりの家
グループホームまつおか
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特別養護老人ホーム よしだアスカの里
地域密着型通所介護
優しさ
認知症対応型共同生活介護 グループホームまつおかⅡ
地域密着型通所介護
リハビリ特化型デイサービス みずかわ

事業所〒
4270111
4270047
4270047
4270034
4270034
4280101
4270024
4270044
4270039
4270053
4280104
4270039
4280007
4270011
4270011
4270034
4280006
4280013
4270041
4280012
4270048
4210304
4210304
4280301
4280414
4210303
4280301
4210302
4210304
4280301
4280312

事業所住所
静岡県島田市阪本１４４４番地

あけぼの館３階

静岡県島田市中溝町５８０番地
静岡県島田市中溝町５８０番地
静岡県島田市伊太２１７０－１
静岡県島田市伊太２１７０－１
静岡県島田市川根町笹間渡４３２番地の１
静岡県島田市横井2丁目25番6号
静岡県島田市宮川町2349番地の６
静岡県島田市向谷４丁目1008-１
静岡県島田市御仮屋町9530
静岡県島田市川根町家山３８２－１
静岡県島田市向谷一丁目９６４－１
静岡県島田市島８２１－１
静岡県島田市東町１１１６
静岡県島田市東町１１１６
静岡県島田市伊太２１７０－１
静岡県島田市牛尾１１０２番地の１
静岡県島田市金谷東二丁目５－９
静岡県島田市中河町395番25
静岡県島田市金谷代官町802番地の16
静岡県島田市旗指475－1
榛原郡吉田町神戸３３３３－１
榛原郡吉田町神戸３３３３－１
静岡県榛原郡川根本町徳山１６８３－１
静岡県榛原郡川根本町東藤川９４１－２
静岡県榛原郡吉田町片岡2002番地2
静岡県榛原郡川根本町徳山1680番地の１
静岡県榛原郡吉田町川尻614番地の１
静岡県榛原郡吉田町神戸７０－１
静岡県榛原郡川根本町徳山1682番地の13
静岡県榛原郡川根本町水川295

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2295600015
2295800011
2295800060
2295800078
2295800086
2295800086
2295800094
2295800102
2295800110
2295800128
2295800136
2295800144
2296300011
2296300037
2296300045
2296300052
2296300060
2296300078
2296800028
2296800036
2296800044
2296800051
2296900034
2296900042
2296900059
2296900067
2296900075
2296900083
2296900083
2296900091
2296900109

サービス種類
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

事業所名
地域密着型特別養護老人ホーム はまひるがお
まるにデイサービス
グループホーム 牧之原波津の家
グループホーム実夢静波
デイサービスセンター すずらん
特別養護老人ホーム グレイス
特別養護老人ホーム すいせんの郷
まるにグループホーム
まるに小規模多機能
スローライフ汐見台
スローライフ汐見台
デイサービスだんらんの家 相良
グループホーム虹の森
森町愛光園天宮サテライト
地域密着型森町愛光園
小規模多機能ホーム よろず庵
グループホームたんより
小規模多機能ホーム よろず庵であい
愛の家グループホーム菊川
グループホーム小笠
小規模多機能型居宅介護施設ひまわり
グループホーム小笠２号館
ケアセンター 旬彩
えいせいデイサービスめぐみ
小規模多機能型居宅介護 ゆやの里
グループホーム 笑円
グループホームつどい
小規模多機能ホームぬくもりの家
グループホームこもれび
デイサービス三ケ野台
デイサービス 結

事業所〒
4371612
4210414
4210523
4210422
4210412
4210412
4210523
4210414
4210414
4210527
4210527
4210526
4370215
4370216
4370226
4370214
4370214
4370205
4390006
4371521
4390036
4371521
4380071
4380804
4380804
4380803
4371216
4380073
4380073
4380018
4380108

事業所住所
静岡県御前崎市池新田460番地の１
静岡県牧之原市勝俣１２６５－１
静岡県牧之原市波津1324-17
静岡県牧之原市静波２０３番地１
静岡県牧之原市坂部５６２３番地１
静岡県牧之原市坂部５６２３番地１
静岡県牧之原市波津２１６－１
静岡県牧之原市勝俣１２６５番地３
静岡県牧之原市勝俣１２６５番地３
静岡県牧之原市汐見台１４－１
静岡県牧之原市汐見台１４－１
静岡県牧之原市大沢５２０－６
静岡県周智郡森町森１５８８－５
静岡県周智郡森町天宮1350
静岡県周智郡森町一宮３１５０
静岡県周智郡森町草ケ谷３１６番地
静岡県周智郡森町草ケ谷２１２番１号
静岡県周智郡森町大鳥居３８５－１番地
静岡県菊川市堀之内１４６４番地
静岡県菊川市上平川２０１
静岡県菊川市中内田5017番地６
静岡県菊川市上平川２０１番地
静岡県磐田市今之浦１－１－１３
静岡県磐田市加茂1242番地1
静岡県磐田市加茂395番地
静岡県磐田市富丘１３４
静岡県磐田市一色２５－１
静岡県磐田市二之宮東21番４
静岡県磐田市二之宮東21番４
静岡県磐田市三ケ野台６－１
静岡県磐田市社山１８９

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
2296900117
2296900125
2297300028
2297300036
2297300044
2297300069
2297300085
2297300093
2297400018
2297400034
2297400042
2297400059
2297400075
2297400083
2297400091
2297400109
2297400133
2297400141
2298200011
2298400017
2298400025
2298400033
2298400041
2298400058
2298400058
2298400066
2298400074
2298400082
22B0300012
22B0700013
22B1200013

サービス種類

事業所名

巡回型訪問サービスセンターアイケア磐田
小規模多機能型居宅介護
セントケア南天満
認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム袋井
小規模多機能型居宅介護
ひなた
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護共生の家
小規模多機能型居宅介護
明和ふかみの家
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 指定看護小規模多機能型居宅介護とうか
地域密着型通所介護
デイサービス なのはな
小規模多機能型居宅介護施設 あいの街葛川 １号館
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 グループホームあいの街家代
認知症対応型共同生活介護 グループホーム水垂の里
認知症対応型共同生活介護 グループホーム ケアクオリティ 和みの詩
小規模多機能型居宅介護施設 あいの街葛川 ２号館
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護施設あいの街緑ヶ丘
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 野楽里
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅 よりみち
地域密着型通所介護
デイサービスきたえるーむ掛川南
地域密着型通所介護
あいぜんデーサービス
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所 サンシティあらい
認知症対応型共同生活介護 日ノ岡グループホーム
小規模多機能型居宅介護
一円荘小規模多機能ホーム
認知症対応型共同生活介護 一円荘グループホーム
認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム湖西
小規模多機能型居宅介護
おかさき小規模多機能ホーム
認知症対応型共同生活介護 おかさきグループホーム
地域密着型通所介護
浜名デイサービスセンターなでしこ
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特別養護老人ホーム 寿松園
地域密着型通所介護
Ｒ．Ｙリハビリセンター
介護医療院
伊豆平和病院 介護医療院
介護医療院
伊豆慶友介護医療院
介護医療院
一般財団法人神山復生会 神山復生病院介護医療院
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所〒
4380025
4380086
4370065
4371101
4370040
4370051
4370061
4370064
4360074
4360225
4360061
4360022
4360074
4360022
4371302
4371302
4360017
4360056
4310302
4310422
4310451
4310451
4310431
4310422
4310422
4310425
4310422
4310431
4190107
4103215
4120033

事業所住所
静岡県磐田市新貝２１３８－４
静岡県磐田市見付547番地5
静岡県袋井市堀越２－１４－１
静岡県袋井市浅羽84-7
静岡県袋井市愛野南4-9-16
静岡県袋井市深見１７６４
静岡県袋井市久能２５１６番地２
静岡県袋井市川井８５０－８
静岡県掛川市葛川３１０－３
静岡県掛川市家代の里２丁目13番10号
静岡県掛川市水垂126-1
静岡県掛川市上張48番地の7
静岡県掛川市葛川３１０番地の３
静岡県掛川市上張４８－９
静岡県掛川市大渕１２６８０番地の１
静岡県掛川市大渕１２６８０番地の１
静岡県掛川市杉谷1丁目7番4号
静岡県掛川市中央2丁目13-1
湖西市新居町新居１１７－３
静岡県湖西市岡崎２２５４－２
静岡県湖西市白須賀３９８６－７
静岡県湖西市白須賀３９８６－７
静岡県湖西市鷲津２５２２－３３
静岡県湖西市岡崎９４９－１
静岡県湖西市岡崎９４９－１
静岡県湖西市梅田４９０番地の１
静岡県湖西市岡崎６０２番地の１
静岡県湖西市鷲津
静岡県田方郡函南町平井１６９０番１３
静岡県伊豆市月ケ瀬３８０番の２
静岡県御殿場市神山１０９番地

事業所番号順に掲載しています。
事業所番号
22B1200021
22B1400019
22B5100011
22B6900013
22B7300015
22B7400013
22B7400021
22B8400012

サービス種類
介護医療院
介護医療院
介護医療院
介護医療院
介護医療院
介護医療院
介護医療院
介護医療院

事業所名
富士山麓病院介護医療院
医療法人社団榮紀会 東名裾野病院 介護医療院
駿河西病院 介護医療院
白梅豊岡介護医療院
医療法人社団八洲会 介護医療院 袋井みつかわ病院

掛川東病院 介護医療院
掛川北病院 介護医療院
浜名病院介護医療院

事業所〒
4120006
4101107
4250062
4380126
4370004
4360030
4360222
4310423

事業所住所
静岡県御殿場市中畑字飯塚１９３２番地
静岡県裾野市御宿１４７２番地
静岡県焼津市中根新田1315番地
静岡県磐田市下神増185番地19
静岡県袋井市友永１１１１番地
静岡県掛川市杉谷南一丁目１－１
静岡県掛川市下垂木3350番地
静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地１５番地の７０

