
番号 認証番号 認証日 法人名 事業所名 サービス種別 新/更

1 21-056 R4.3.15 社会福祉法人鑑石園 特別養護老人ホーム富士まかど 介護老人福祉施設 富士市間門226－１ 新規

2 21-057 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 特別養護老人ホーム三幸の園 介護老人福祉施設 浜松市西区大平台１－34－30 更新

3 21-058 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 短期入所施設三幸の園 短期入所生活介護 浜松市西区大平台１－34－30 更新

4 21-059 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 三幸の園デイサービスセンター 通所介護 浜松市西区大平台１－34－30 更新

5 21-060 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 三幸の園認知症対応型デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 浜松市西区大平台１－34－30 更新

6 21-061 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 三幸の園ホームヘルパーステーション 訪問介護 浜松市西区大平台１－34－30 更新

7 21-062 R4.3.15 医療法人社団志仁会 訪問介護事業所ラ・サンテふよう 訪問介護 三島市佐野1205－３ 更新

8 21-063 R4.3.15 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンター 介護老人福祉施設 伊豆市大野304番地 更新

9 21-064 R4.3.15 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンター短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 伊豆市大野304番地 更新

10 21-065 R4.3.15 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンターデイサービスセンター 通所介護 伊豆市大野304番地 更新

11 21-066 R4.3.15 社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンターホームヘルプサービス 訪問介護 伊豆市大野304番地 更新

12 21-067 R4.3.15 株式会社望実 デイサービスさくら 通所介護 浜松市東区丸塚町522－２ 新規

13 21-068 R4.3.15 社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣 介護老人福祉施設 静岡市清水区承元寺町1341 新規

14 21-069 R4.3.15 社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣訪問介護 訪問介護 静岡市清水区承元寺町1341 新規

15 21-070 R4.3.15 社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣通所介護 通所介護 静岡市清水区承元寺町1341 新規

16 21-071 R4.3.15 社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣短期入所生活介護 短期入所生活介護 静岡市清水区承元寺町1341 新規

17 21-072 R4.3.15 有限会社まはえ 有料老人ホームまはえ 地域密着型特定施設入居者生活介護 静岡市葵区山崎２－２－８ 新規

18 21-073 R4.3.15 社会福祉法人八生会 特別養護老人ホーム一空園 介護老人福祉施設 浜松市東区安新町61－１ 更新

19 21-074 R4.3.15 社会福祉法人八生会 一空園短期入所生活介護 短期入所生活介護 浜松市東区安新町61－１ 更新

20 21-075 R4.3.15 社会福祉法人八生会 一空園デイサービスセンター 通所介護 浜松市東区安新町61－１ 更新

21 21-076 R4.3.15 社会福祉法人斉慎会 特別養護老人ホーム西之島の郷 介護老人福祉施設 磐田市西之島26番１ 新規

22 21-077 R4.3.15 社会福祉法人斉慎会 短期入所施設西之島の郷 短期入所生活介護 磐田市西之島26番１ 新規

23 21-078 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 特別養護老人ホーム山崎園 介護老人福祉施設 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

24 21-079 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 短期入所施設山崎園 短期入所生活介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

25 21-080 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 ユニット型短期入所生活介護山崎園 短期入所生活介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

26 21-081 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 グループホームやまざき 認知症対応型共同生活介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

27 21-082 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 グループホームやまざき 認知症対応型通所介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

28 21-083 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 やまざきデイサービスセンター 通所介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

29 21-084 R4.3.15 社会福祉法人三幸会 やまざきホームヘルパーステーション 訪問介護 浜松市西区雄踏町山崎2829番地 更新

30 21-085 R4.3.15 社会福祉法人恵心会 特別養護老人ホーム小坂の郷 介護老人福祉施設 静岡市駿河区小坂1106－１ 新規

31 21-086 R4.3.15 社会福祉法人恵心会 小坂の郷短期入所生活介護 短期入所生活介護 静岡市駿河区小坂1106－１ 新規

32 21-087 R4.3.15 社会福祉法人恵心会 小坂の郷デイサービスセンター 通所介護 静岡市駿河区小坂1106－１ 新規

33 21-088 R4.3.15 社会福祉法人天心会 特別養護老人ホーム竜爪園 介護老人福祉施設 静岡市葵区長尾89－１ 新規

34 21-089 R4.3.15 社会福祉法人天心会 特別養護老人ホーム竜爪園 短期入所生活介護 静岡市葵区長尾89－１ 新規

35 21-090 R4.3.15 社会福祉法人天心会 竜爪園デイサービスセンターほっこりーな 通所介護 静岡市葵区長尾89－１ 新規

36 21-091 R4.3.15 社会福祉法人天心会 竜爪園デイサービスセンターラシーナ 通所介護 静岡市葵区瀬名６－８－５ 新規

37 21-092 R4.3.15 株式会社メディエスタ やまぶん薬局サンケア21 訪問介護 静岡市葵区梅屋町５－１ 新規

38 21-093 R4.3.15 株式会社メディエスタ やまぶん薬局サンケア21瀬名 訪問介護 静岡市葵区瀬名中央３丁目28－86 新規

39 21-094 R4.3.15 株式会社アース 複合型ナーシングケアもも 看護小規模多機能型居宅介護 静岡市清水区有東坂３番５号 新規

40 21-095 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランガーデン清水 特定施設入居者生活介護 駿東郡清水町徳倉1042－３ 新規

41 21-096 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランガーデン函南 特定施設入居者生活介護 田方郡函南町間宮734－３ 新規

42 21-097 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランヘルパーステーション 訪問介護 沼津市大岡1043－28 新規

43 21-098 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランハート函南 地域密着型通所介護 田方郡函南町間宮734－３ 新規

44 21-099 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランハート沼津 地域密着型通所介護 沼津市一本松104－２ 新規

45 21-100 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランハート御殿場 地域密着型通所介護 御殿場市中山1102 新規

46 21-101 R4.3.15 社会福祉法人正生会 特別養護老人ホームつばさ豊田 介護老人福祉施設 焼津市保福島1202番地 更新

47 21-102 R4.3.15 社会福祉法人正生会 短期入所生活介護事業所つばさ豊田 短期入所生活介護 焼津市保福島1202番地 更新
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48 21-103 R4.3.15 社会福祉法人正生会 通所介護事業所つばさ豊田 通所介護 焼津市保福島1202番地 更新

49 21-104 R4.3.15 社会福祉法人正生会 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 焼津市保福島1202番地 更新

50 21-105 R4.3.15 一般社団法人のどか グループホームのどかの家熱海 認知症対応型共同生活介護 熱海市泉415－169 新規

51 21-106 R4.3.15 一般社団法人のどか グループホームのどかの家沼津 認知症対応型共同生活介護 沼津市大塚1127－３ 新規

52 21-107 R4.3.15 株式会社しんあい デイサービス第２しんあい 地域密着型通所介護 静岡市駿河区池田223－３ 更新

53 21-108 R4.3.15 株式会社しんあい デイサービス第３しんあい 地域密着型通所介護 静岡市駿河区池田228－２ 更新

54 21-109 R4.3.15 株式会社しんあい 訪問介護しんあい 訪問介護 静岡市駿河区池田767－１ 新規

55 21-110 R4.3.15 医療法人社団和恵会 入野ケアセンター 介護老人保健施設 浜松市西区入野町6417 更新

56 21-111 R4.3.15 医療法人社団和恵会 入野ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市西区入野町6417 更新

57 21-112 R4.3.15 医療法人社団和恵会 入野ケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市西区入野町6417 更新

58 21-113 R4.3.15 医療法人社団和恵会 ヘルパーセンター浜松 訪問介護 浜松市西区入野町6417 更新

59 21-114 R4.3.15 医療法人社団和恵会 介護医療院湖東病院 介護医療院 浜松市西区伊左地町8151 更新

60 21-115 R4.3.15 医療法人社団和恵会 介護医療院湖東病院 短期入所療養介護 浜松市西区伊左地町8151 更新

61 21-116 R4.3.15 医療法人社団和恵会 介護医療院湖東病院 通所リハビリテーション 浜松市西区伊左地町8151 更新

62 21-117 R4.3.15 医療法人社団和恵会 湖東ケアセンター 介護医療院 浜松市西区伊左地町8151 更新

63 21-118 R4.3.15 医療法人社団和恵会 湖東ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市西区伊左地町8151 更新

64 21-119 R4.3.15 医療法人社団和恵会 白脇ケアセンター 介護老人保健施設 浜松市南区白羽町1424 更新

65 21-120 R4.3.15 医療法人社団和恵会 白脇ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市南区白羽町1424 更新

66 21-121 R4.3.15 医療法人社団和恵会 白脇ケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市南区白羽町1424 更新

67 21-122 R4.3.15 医療法人社団和恵会 みずほケアセンター 介護老人保健施設 浜松市中区高丘西２－32－36 更新

68 21-123 R4.3.15 医療法人社団和恵会 みずほケアセンター 短期入所療養介護 浜松市中区高丘西２－32－36 更新

69 21-124 R4.3.15 医療法人社団和恵会 みずほケアセンター 通所リハビリテーション 浜松市中区高丘西２－32－36 更新

70 21-125 R4.3.15 株式会社イー・ケア デイサービスイー・ケア中里 通所介護 富士市中里172番地の７ 新規

71 21-126 R4.3.15 株式会社イー・ケア グループホームイー・ケア中里 認知症対応型共同生活介護 富士市中里172番地の７ 新規

72 21-127 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷ヘルパーセンター浜松北 訪問介護 浜松市北区細江町中川7220－１ 新規

73 21-128 R4.3.15 株式会社ル・グラン ル・グランハート修善寺 地域密着型通所介護 伊豆市修善寺24－３ 新規

74 21-129 R4.3.15 有限会社しずき しずきデイサービス 地域密着型通所介護 富士市中島480－１ 更新

75 21-130 R4.3.15 有限会社しずき 朝霧高原デイサービス 地域密着型通所介護 富士宮市猪之頭1772－２ 更新

76 21-131 R4.3.15 株式会社イー・ケア わくわくデイサービス富士宮 地域密着型通所介護 富士宮市ひばりが丘884 新規

77 21-132 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷リハビリプラザIN高丘 通所介護 浜松市中区高丘東４丁目43－11 新規

78 21-133 R4.3.15 株式会社アース グループホームまーがれっと藤枝 認知症対応型共同生活介護 藤枝市茶町４丁目18－５ 新規

79 21-134 R4.3.15 御前崎市 老人保健施設はまおか 介護老人保健施設 御前崎市池新田2070 更新

80 21-135 R4.3.15 御前崎市 老人保健施設はまおか 短期入所療養介護 御前崎市池新田2070 更新

81 21-136 R4.3.15 御前崎市 老人保健施設はまおか 通所リハビリテーション 御前崎市池新田2070 更新

82 21-137 R4.3.15 医療法人社団和恵会 和恵会ケアセンター 介護医療院 浜松市西区入野町6413 更新

83 21-138 R4.3.15 医療法人社団和恵会 和恵会ケアセンター 短期入所療養介護 浜松市西区入野町6413 更新

84 21-139 R4.3.15 医療法人社団和恵会 和恵会医療院 介護医療院 浜松市西区入野町6413 新規

85 21-140 R4.3.15 医療法人社団和恵会 和恵会医療院 短期入所療養介護 浜松市西区入野町6413 新規

86 21-141 R4.3.15 医療法人社団和恵会 入野やわらの家 認知症対応型共同生活介護 浜松市西区入野町6410 更新

87 21-142 R4.3.15 医療法人社団和恵会 入野めぐみの里 地域密着型通所介護 浜松市西区入野町6410 更新

88 21-143 R4.3.15 社会福祉法人鑑石園 特別養護老人ホームうさみの園 介護老人福祉施設 伊東市宇佐美2403－１ 新規

89 21-144 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 特別養護老人ホームすどの杜 介護老人福祉施設 富士市増川510－１ 更新

90 21-145 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 すどショートステイ事業 短期入所生活介護 富士市増川510－１ 更新

91 21-146 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 すどデイサービスセンター 通所介護 富士市増川510－１ 更新

92 21-147 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 特別養護老人ホーム風の杜 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 富士市原田2030－１ 更新

93 21-148 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 風の杜ショートステイ事業 短期入所生活介護 富士市原田2030－１ 更新

94 21-149 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 元吉原デイサービスセンタ－はまかぜ 通所介護 富士市大野新田744－12 更新

95 21-150 R4.3.15 社会福祉法人美芳会 養護老人ホームするが荘 特定施設入居者生活介護 富士市原田2030－32 新規

96 21-151 R4.3.15 社会福祉法人春風会 みはるの丘浮島 介護老人福祉施設 沼津市平沼929－１ 更新
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97 21-152 R4.3.15 社会福祉法人春風会 みはるの丘浮島 短期入所生活介護 沼津市平沼929－１ 更新

98 21-153 R4.3.15 社会福祉法人春風会 デイサービスセンターみはるの丘 通所介護 沼津市平沼929－１ 更新

99 21-154 R4.3.15 社会福祉法人春風会 デイサービスセンターみはるの丘 認知症対応型通所介護 沼津市平沼929－１ 更新

100 21-155 R4.3.15 社会福祉法人春風会 ヘルパーステーションみはるの丘 訪問介護 沼津市平沼929－１ 更新

101 21-156 R4.3.15 社会福祉法人春風会 特別養護老人ホームぬくもりの里 介護老人福祉施設 伊豆の国市田京1259－29 更新

102 21-157 R4.3.15 社会福祉法人春風会 ぬくもりの里 短期入所生活介護 伊豆の国市田京1259－29 更新

103 21-158 R4.3.15 社会福祉法人春風会 ぬくもりの里デイサービスセンター 通所介護 伊豆の国市田京1259－29 更新

104 21-159 R4.3.15 社会福祉法人春風会 地域密着型介護老人福祉施設プレーゲおおひと 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 伊豆の国市白山堂408－９ 更新

105 21-160 R4.3.15 社会福祉法人春風会 プレーゲおおひと 短期入所生活介護 伊豆の国市白山堂408－９ 更新

106 21-161 R4.3.15 社会福祉法人春風会 プレーゲおおひとデイサービスセンター 地域密着型通所介護 伊豆の国市白山堂408－９ 更新

107 21-162 R4.3.15 社会福祉法人春風会 ぬくもりの里ホームヘルプサービス 訪問介護 伊豆の国市白山堂408－９ 更新

108 21-163 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 さやの家 介護老人福祉施設 掛川市長谷1673 新規

109 21-164 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 さやの家ショートステイ 短期入所生活介護 掛川市長谷1673 新規

110 21-165 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 さやの家デイサービスセンター 通所介護 掛川市長谷1673 新規

111 21-166 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 特別養護老人ホームしんぱらの家 介護老人福祉施設 浜松市浜北区新原4092－２ 新規

112 21-167 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しんぱらの家ショートステイ 短期入所生活介護 浜松市浜北区新原4092－２ 新規

113 21-168 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しんぱらの家デイサービスセンター 通所介護 浜松市浜北区新原4092－２ 新規

114 21-169 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しんぱらの家デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 浜松市浜北区新原4092－２ 新規

115 21-170 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しらいと 介護老人保健施設 富士宮市上井出1285－１ 新規

116 21-171 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しらいとヘルパーステーション 訪問介護 富士宮市上井出1285－１ 新規

117 21-172 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しらいと訪問入浴センター 訪問入浴介護 富士宮市上井出1285－１ 新規

118 21-173 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しらいとデイサービスセンター 通所介護 富士宮市上井出1285－１ 新規

119 21-174 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しらいとデイサービスセンター 認知症対応型通所介護 富士宮市上井出1285－１ 新規

120 21-175 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 しらいとショートステイ 短期入所生活介護 富士宮市上井出1285－１ 新規

121 21-176 R4.3.15 社会福祉法人天竜厚生会 宮脇デイサービスセンター 通所介護 掛川市宮脇２－16－３ 新規

122 21-177 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 いなさ愛光園 介護老人福祉施設 浜松市北区引佐町東黒田37－２ 新規

123 21-178 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 いなさ愛光園（ユニット型） 介護老人福祉施設 浜松市北区引佐町東黒田37－２ 新規

124 21-179 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 いなさ愛光園 短期入所生活介護 浜松市北区引佐町東黒田37－２ 新規

125 21-180 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 和合愛光園初生サテライト 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 浜松市北区初生町1095－１ 新規

126 21-181 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷デイサービスセンター初生 通所介護 浜松市北区初生町1095－１ 新規

127 21-182 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷デイサービスセンター三方原 通所介護 浜松市北区三方原町509番地１ 新規

128 21-183 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷リハビリプラザいなさ 通所介護 浜松市北区引佐町井伊谷2569 新規

129 21-184 R4.3.15 社会福祉法人まごころ まごころタウン＊静岡 介護老人福祉施設 静岡市駿河区弥生町４－26 更新

130 21-185 R4.3.15 社会福祉法人まごころ まごころタウン＊静岡短期入所生活介護 短期入所生活介護 静岡市駿河区弥生町４－26 更新

131 21-186 R4.3.15 社会福祉法人まごころ まごころタウン＊でい＊草薙 通所介護 静岡市駿河区弥生町４－26 更新

132 21-187 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊島田 認知症対応型共同生活介護 島田市中溝町580 更新

133 21-188 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊島田 小規模多機能型居宅介護 島田市中溝町580 更新

134 21-189 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス島田 訪問介護 島田市中溝町580 更新

135 21-190 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊あい梅ヶ谷 認知症対応型共同生活介護 静岡市清水区梅ヶ谷189－２ 更新

136 21-191 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ＊デイ＊あい梅ヶ谷 地域密着型通所介護 静岡市清水区梅ヶ谷189－２ 更新

137 21-192 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊川原町 小規模多機能型居宅介護 静岡市清水区川原町10－20 更新

138 21-193 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス清水 訪問介護 静岡市清水区川原町10－20 更新

139 21-194 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス藤枝 訪問介護 藤枝市大州４－12－13 更新

140 21-195 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ＊でい＊藤枝南 通所介護 藤枝市大州４－12－13 更新

141 21-196 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス静岡西 訪問介護 静岡市葵区一番町65 更新

142 21-197 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊岡出山 小規模多機能型居宅介護 藤枝市岡出山３－７－１ 更新

143 21-198 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊馬淵 小規模多機能型居宅介護 静岡市駿河区馬渕４－４－20 更新

144 21-199 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころ介護サービス静岡 訪問介護 静岡市駿河区池田226番地の２ 更新

145 21-200 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころホーム＊青葉町 認知症対応型共同生活介護 藤枝市青葉町５－12－１ 更新

146 21-201 R4.3.15 株式会社まごころ介護サービス まごころの家＊番町 看護小規模多機能型居宅介護 静岡市葵区四番町９－20 新規

147 21-202 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス上島デイサービス 通所介護 浜松市中区上島３丁目37－19 更新
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148 21-203 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス上島ショートステイ 短期入所生活介護 浜松市中区上島３丁目37－19 更新

149 21-204 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス上島レジデンス 特定施設入居者生活介護 浜松市中区上島３丁目37－19 更新

150 21-205 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス富塚デイサービス 通所介護 浜松市中区富塚町848－２ 更新

151 21-206 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス中島デイサービス 通所介護 浜松市中区中島二丁目11－47 更新

152 21-207 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス西美薗デイサービス 通所介護 浜松市浜北区西美薗1027－６ 更新

153 21-208 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス葵西デイサービス 通所介護 浜松市中区葵西四丁目８－11 更新
154 21-209 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス可睡の杜デイサービス 通所介護 袋井市可睡の杜51－７ 更新
155 21-210 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス可睡の杜レジデンス 特定施設入居者生活介護 袋井市可睡の杜51－７ 更新
156 21-211 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス見付デイサービス 通所介護 磐田市見付235－10 更新
157 21-212 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス見付ショートステイ 短期入所生活介護 磐田市見付235－10 更新
158 21-213 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス掛川デイサービス 通所介護 掛川市柳町118－１ 更新
159 21-214 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス福田デイサービス 通所介護 磐田市福田2204－３ 更新
160 21-215 R4.3.15 遠州鉄道株式会社 ラクラス富塚レジデンス 特定施設入居者生活介護 浜松市中区富塚町440－６ 新規
161 21-216 R4.3.15 社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷 特定施設入居者生活介護 熱海市西熱海町１丁目24－１ 新規
162 21-217 R4.3.15 社会福祉法人春風会 特別養護老人ホームあしたかホーム 介護老人福祉施設 沼津市東椎路1742－１ 更新
163 21-218 R4.3.15 社会福祉法人春風会 特別養護老人ホームニューあしたかホーム 介護老人福祉施設 沼津市東椎路1742－１ 更新
164 21-219 R4.3.15 社会福祉法人春風会 あしたかホーム短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 沼津市東椎路1742－１ 更新
165 21-220 R4.3.15 社会福祉法人春風会 あしたかホームデイサービスセンター 通所介護 沼津市東椎路1742－１ 更新
166 21-221 R4.3.15 社会福祉法人春風会 地域密着型特別養護老人ホームプレーゲあしたか 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 沼津市東椎路1639－１ 更新
167 21-222 R4.3.15 社会福祉法人春風会 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 沼津市東椎路1639－１ 更新
168 21-223 R4.3.15 静岡鉄道株式会社 グライフ北安東 特定施設入居者生活介護 静岡市葵区北安東２－28－10 更新
169 21-224 R4.3.15 静岡鉄道株式会社 グライフ東鷹匠 特定施設入居者生活介護 静岡市葵区東鷹匠町１－27 更新
170 21-225 R4.3.15 社会福祉法人駿河会 特別養護老人ホーム晃の園 介護老人福祉施設 静岡市葵区富沢1542－39 更新
171 21-226 R4.3.15 社会福祉法人駿河会 晃の園ショートステイ 短期入所生活介護 静岡市葵区富沢1542－39 更新
172 21-227 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 介護付有料老人ホーム浜名湖エデンの園 特定施設入居者生活介護 浜松市北区細江町中川7220－99 更新
173 21-228 R4.3.15 社会福祉法人海光会 特別養護老人ホーム海光園 介護老人福祉施設 熱海市上多賀1016番10 更新
174 21-229 R4.3.15 社会福祉法人海光会 訪問介護事業所海光園 訪問介護 熱海市上多賀1016番10 更新
175 21-230 R4.3.15 社会福祉法人海光会 通所介護事業所海光園 通所介護 熱海市上多賀1016番10 更新
176 21-231 R4.3.15 社会福祉法人海光会 短期入所介護事業所海光園 短期入所生活介護 熱海市上多賀1016番10 更新
177 21-232 R4.3.15 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷ヘルパーセンター 訪問介護 浜松市中区和合町555番地 新規


