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2277100968 指定 H26.4.15 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　四葉の家 浜松市北区根洗町207‐３ 医療法人社団長啓会

2277100968 指定 H26.4.15 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム　四葉の家 浜松市北区根洗町207‐３ 医療法人社団長啓会

2267190185 指定 H26.4.30 訪問看護 訪問看護ステーション 大平台 浜松市西区大平台１－３４－３０ 社会福祉法人三幸会

2277100695 指定 H26.4.30 福祉用具貸与 株式会社　セリオ　浜松営業所 浜松市西区湖東町３４７２－２ 株式会社セリオ

2277100703 指定 H26.4.30 福祉用具貸与 有限会社　山三商事 浜松市中区高丘西３－４１－２９ 有限会社山三商事

2277101214 指定 H26.4.30 訪問介護 ヘルパーステーション　稲穂 浜松市東区植松町１３３０－３ 有限会社稲穂介護サービス

2277200305 指定 H26.4.30 居宅介護支援 居宅介護支援事業所　新清 浜松市中区佐鳴台三丁目52－10-B 株式会社新清

2277200313 指定 H26.4.30 通所介護 蒼蒼デイサービスセンター 浜松市南区三島町４８７番地の１７ 株式会社音色

2277200313 指定 H26.4.30 介護予防通所介護 蒼蒼デイサービスセンター 浜松市南区三島町４８７番地の１７ 株式会社音色

2277101222 指定 H26.5.14 居宅介護支援 ケアプランセンター白脇 浜松市南区法枝町248-3 医療法人社団和恵会

2218310320 指定 H26.5.31 介護療養型医療施設 浜名クリニック 浜松市浜北区沼２３５－１ 医療法人社団正徳会

2277100224 指定 H26.5.31 訪問入浴介護 訪問入浴センターアイケア浜松 浜松市中区高丘東３丁目３８番５号 株式会社アイケア

2277100331 指定 H26.5.31 居宅介護支援 静光園　介護の相談センター 浜松市南区小沢渡町１３００－１ 社会福祉法人ひかりの園

2277100984 指定 H26.5.31 福祉用具貸与 エコワークス　浜松営業所 浜松市西区大平台四丁目1番14号　ソレイユ佐鳴湖１F 有限会社エコワークス

2277103814 指定 H26.5.31 特定施設入居者生活介護 ベストライフ浜松 浜松市中区和合町２４３－１３ 株式会社ベストライフ

2277103814 指定 H26.5.31 介護予防特定施設入居者生活介護 ベストライフ浜松 浜松市中区和合町２４３－１３ 株式会社ベストライフ

2277200339 指定 H26.5.31 訪問入浴介護 アサヒサンクリーン在宅介護センター浜松東 浜松市東区天王町1136-1 アサヒサンクリーン株式会社

2277200339 指定 H26.5.31 介護予防訪問入浴介護 アサヒサンクリーン在宅介護センター浜松東 浜松市東区天王町1136-1 アサヒサンクリーン株式会社

2277200347 指定 H26.5.31 居宅介護支援 介護相談室　かわい 浜松市中区早出町１２１３－１３ 有限会社川井商事

2277200354 指定 H26.5.31 通所介護 株式会社　蒼　デイサービス浜松 浜松市東区天王町１２８３番１号 株式会社蒼

2277200354 指定 H26.5.31 介護予防通所介護 株式会社　蒼　デイサービス浜松 浜松市東区天王町１２８３番１号 株式会社蒼

2278300104 指定 H26.5.31 居宅介護支援 エーデルワイス在宅介護支援センター 浜松市浜北区平口２４０５ 医療法人社団明徳会

2277100729 指定 H26.6.14 居宅介護支援 安松鍼院　合資会社 浜松市中区寺島町４０４－２ 安松鍼院合資会社

2277100737 指定 H26.6.14 通所介護 デイサービスぬくもり 浜松市南区下飯田町２１５ 特定非営利活動法人ぬくもりホーム

2277100992 指定 H26.6.14 居宅介護支援 佐鳴湖デイケア居宅介護支援事業所 浜松市西区入野町１６１０１－１６ 医療法人三石会

2277200362 指定 H26.6.14 通所介護 しじみづか福祉の杜デイサービスセンター 浜松市中区蜆塚１丁目９－１７ 社会福祉法人慶成会

2277200362 指定 H26.6.14 介護予防通所介護 しじみづか福祉の杜デイサービスセンター 浜松市中区蜆塚１丁目９－１７ 社会福祉法人慶成会

2277200370 指定 H26.6.14 通所介護 温故療院上島２丁目デイサービス 浜松市中区上島２丁目１５－１７ 有限会社マザーズナーシングケア

2277100745 指定 H26.6.30 訪問介護 訪問介護センターリリーズ 浜松市東区有玉南町２４２１－３ リリーズ株式会社

2277101255 指定 H26.6.30 訪問介護 えんてつケアサービス 浜松市中区上島１－１１－１５ 遠鉄タクシー株式会社

2277200396 指定 H26.6.30 居宅介護支援 志都呂クリニック居宅介護支援センター 浜松市西区西鴨江町６２１ 医療法人社団三宝会

2277200404 指定 H26.6.30 通所介護 デイサービス　幸 浜松市中区曳馬六丁目２２－１９ 合同会社元気いっぱい夢いっぱい

2277200404 指定 H26.6.30 介護予防通所介護 デイサービス　幸 浜松市中区曳馬六丁目２２－１９ 合同会社元気いっぱい夢いっぱい

2267190219 指定 H26.7.31 訪問看護 訪問看護ステーション有玉 浜松市東区有玉南町２４２１－３ リリーズ株式会社

2277101024 指定 H26.7.31 福祉用具貸与 株式会社　スズキ自販浜松 浜松市西区篠原町２１３３９ 株式会社スズキ自販浜松

2277101032 指定 H26.7.31 通所介護 聖隷デイサービスセンター住吉 浜松市中区住吉二丁目２４－４ 社会福祉法人聖隷福祉事業団

2277101041 指定 H26.7.31 通所介護 伯明デイサービスセンター 浜松市北区三方原町４７４－８ 有限会社知伸会伯明鍼灸院

2277200412 指定 H26.7.31 通所介護 デイサービス　小春日和 浜松市東区中野町２４０７番地 特定非営利活動法人はままつ福祉応援団

2277200412 指定 H26.7.31 介護予防通所介護 デイサービス　小春日和 浜松市東区中野町２４０７番地 特定非営利活動法人はままつ福祉応援団

2278300187 指定 H26.7.31 訪問介護 在宅介護センターアイケア浜北 浜松市浜北区西美薗６９－１ 株式会社アイケア

2277100794 指定 H26.8.14 訪問介護 在宅介護センターアイケア浜松南 浜松市中区北寺島町１４５ 株式会社アイケア

2277101305 指定 H26.8.14 通所介護 通所介護ウイル 浜松市中区向宿２－３２－２４ 有限会社エム・ケイコーポレーション

2277203135 指定 H26.8.14 居宅介護支援 居宅介護支援事業所ウイル 浜松市中区名塚町１７－１ 有限会社エム・ケイコーポレーション

2276600265 指定 H26.8.31 福祉用具貸与 有限会社　マルヤス 浜松市天竜区水窪町奥領家３０５０－１２ 有限会社マルヤス

2277101073 指定 H26.8.31 通所介護 ここ倶楽部指定通所介護事業所 浜松市南区恩地町２６３番地 株式会社ＬＣウェルネス

2277101313 指定 H26.8.31 訪問介護 ヘルパーセンター浜松 浜松市西区入野町６４１７ 医療法人社団和恵会

2277103822 休止 H26.8.31 特定福祉用具販売 特定福祉用具販売事業所四ツ池 浜松市中区上島6－25－22三国ビル２階 有限会社タカワ
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2277103822 休止 H26.8.31 特定介護予防福祉用具販売 特定福祉用具販売事業所四ツ池 浜松市中区上島6－25－22三国ビル２階 有限会社タカワ

2277200420 指定 H26.8.31 訪問介護 訪問介護事業所　ウェルネス浜名湖 浜松市北区三ヶ日町都筑５４１番１ 株式会社ウェルネスパートナー

2277200420 指定 H26.8.31 介護予防訪問介護 訪問介護事業所　ウェルネス浜名湖 浜松市北区三ヶ日町都筑５４１番１ 株式会社ウェルネスパートナー

2267190227 指定 H26.9.30 訪問看護 訪問看護ステーション頭陀寺 浜松市南区頭陀寺町３５０－３ 有限会社田中屋産業

2277101107 指定 H26.9.30 訪問介護 在宅介護センターアイケア浜松西 浜松市南区高塚町４５１４－２ 株式会社アイケア

2277101347 指定 H26.9.30 訪問介護 文丘　ヘルパーステーション 浜松市中区文丘町９－１７ 有限会社介護サービス文丘

2277101362 休止 H26.9.30 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所頭陀寺 浜松市南区頭陀寺町３５０－３ 有限会社田中屋産業

2277101636 休止 H26.9.30 介護予防訪問介護 ヘルパーステーション南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277200446 指定 H26.9.30 通所介護 デイサービスなでしこ 浜松市中区細島町２番地の１６ 株式会社ホームサポート

2277200446 指定 H26.9.30 介護予防通所介護 デイサービスなでしこ 浜松市中区細島町２番地の１６ 株式会社ホームサポート

2277200453 指定 H26.9.30 短期入所生活介護 ショートステイ　ひまわり 浜松市北区引佐町花平７６６－１ 医療法人社団藤花会

2277200453 指定 H26.9.30 介護予防短期入所生活介護 ショートステイ　ひまわり 浜松市北区引佐町花平７６６－１ 医療法人社団藤花会

2278300211 指定 H26.9.30 認知症対応型共同生活介護 グループホーム明日香 浜松市浜北区横須賀６３－５ 医療法人社団聖パウロ会

2278300211 指定 H26.9.30 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム明日香 浜松市浜北区横須賀６３－５ 医療法人社団聖パウロ会

2218310288 指定 H26.10.3 介護療養型医療施設 医療法人社団大法会　遠江病院 浜松市浜北区中瀬３８３２－１ 医療法人社団大法会

2277200461 指定 H26.10.14 通所介護 デイサービスあゆみ 浜松市東区上西町４３－３ 株式会社望実

2277200461 指定 H26.10.14 介護予防通所介護 デイ　よこやま 浜松市東区上西町４３－３ 株式会社望実

2217111778 指定 H26.10.31 通所介護 友成医院ディサービスセンター 浜松市東区豊町２７５６－３ 医療法人社団友成医院

2277100331 指定 H26.10.31 通所介護 静光園デイプラザ 浜松市南区小沢渡町１３００－１ 社会福祉法人ひかりの園

2277100331 指定 H26.10.31 短期入所生活介護 静光園ショートスティサービス 浜松市南区小沢渡町１３００－１ 社会福祉法人ひかりの園

2277101131 指定 H26.10.31 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　ハイジの家 浜松市西区西山町５２０ 医療法人社団一穂会

2277101131 指定 H26.10.31 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム　ハイジの家 浜松市西区西山町５２０ 医療法人社団一穂会

2277103830 指定 H26.10.31 特定施設入居者生活介護 三つ山晴風苑 浜松市中区東伊場二丁目１４－３９ 医療法人社団優仁会

2277103830 指定 H26.10.31 介護予防特定施設入居者生活介護 三つ山晴風苑 浜松市中区東伊場二丁目１４－３９ 医療法人社団優仁会

2277200479 指定 H26.10.31 通所介護 おかやま内科デイサービス 浜松市西区入野町６１４２番地の１ 医療法人社団もみのおか

2277200479 指定 H26.10.31 介護予防通所介護 おかやま内科デイサービス 浜松市西区入野町６１４２番地の１ 医療法人社団もみのおか

2277200487 指定 H26.10.31 訪問介護 みかんの郷ケアセンター 浜松市北区三ヶ日町津々崎４４５－３ 株式会社浜名湖ライフサポート

2277200487 指定 H26.10.31 居宅介護支援 みかんの郷ケアプランセンター 浜松市北区三ヶ日町津々崎４４５－３ 株式会社浜名湖ライフサポート

2277200487 指定 H26.10.31 介護予防訪問介護 みかんの郷ケアセンター 浜松市北区三ヶ日町津々崎４４５－３ 株式会社浜名湖ライフサポート

2278200106 指定 H26.10.31 認知症対応型共同生活介護 グループホームやまざき 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2278200106 指定 H26.10.31 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホームやまざき 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2278200106 指定 H26.10.31 訪問介護 やまざきホームヘルパーステーション 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2278200106 指定 H26.10.31 通所介護 やまざきデイサービスセンター 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2278200106 指定 H26.10.31 短期入所生活介護 短期入所施設　山崎園 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2278200106 指定 H26.10.31 居宅介護支援 山崎園居宅介護支援事業所 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2278200106 指定 H26.10.31 介護老人福祉施設 山崎園 浜松市西区雄踏町山崎２８２９ 社会福祉法人三幸会

2297100345 指定 H26.10.31 認知症対応型通所介護 通所介護ウイルV 浜松市南区金折町５９５－３ 有限会社エム・ケイコーポレーション

2277101388 指定 H26.11.14 居宅介護支援 のぞみケアプランセンター 浜松市東区丸塚町５２５番地の１　B-1 株式会社望実

2277100828 指定 H26.11.30 通所介護 デイサービス　やすらぎ 浜松市中区向宿1-21-16 株式会社メディカルプランニング

2277101388 指定 H26.11.30 通所介護 デイサービス　さくら 浜松市東区丸塚町５２２－２ 株式会社望実

2278100165 指定 H26.11.30 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　桜葉の家 浜松市北区細江町中川4589‐４ 有限会社アートプロジェクト

2278100165 指定 H26.11.30 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム　桜葉の家 浜松市北区細江町中川4589‐４ 有限会社アートプロジェクト

2297100352 指定 H26.11.30 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームさぎの宮 浜松市東区小池町３８－１ 社会福祉法人峰栄会

2297100352 指定 H26.11.30 介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームさぎの宮 浜松市東区小池町３８－１ 社会福祉法人峰栄会

2297100360 指定 H26.12.15 認知症対応型通所介護 デイサービス夢茶房 浜松市中区泉２－２－３４ 合同会社ユメサボウ

2297100360 指定 H26.12.15 介護予防認知症対応型通所介護 デイサービス夢茶房 浜松市中区泉２－２－３４ 合同会社ユメサボウ

2277100836 指定 H26.12.31 福祉用具貸与 はまとく 浜松市東区市野町５３３－２ 株式会社浜徳商事
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2277101371 指定 H26.12.31 居宅介護支援 ツクイ浜松 浜松市東区神立町１２０－２ 株式会社ツクイ

2277101396 指定 H26.12.31 訪問介護 特定非営利活動法人　ぴあねっと浜松 浜松市南区都盛町２９－３ 特定非営利活動法人ぴあねっと浜松

2277101404 指定 H26.12.31 通所介護 指定通所介護事業所ケアホームきんもくせい 浜松市西区神ケ谷町８９３５－４ 有限会社ケアホームきんもくせい

2277200495 指定 H26.12.31 通所介護 デイサービス　ほのぼの　櫻苑 浜松市中区北寺島町２０６－２３ 有限会社ケイ・エム・ワールド

2277200495 指定 H26.12.31 居宅介護支援 ケアプラン　ほのぼの 浜松市中区北寺島町２０６－２３ 有限会社ケイ・エム・ワールド

2277200495 指定 H26.12.31 介護予防通所介護 デイサービス　ほのぼの　櫻苑 浜松市中区北寺島町２０６－２３ 有限会社ケイ・エム・ワールド

2277200503 指定 H26.12.31 居宅介護支援 ケアサポートセンターふじのはな 浜松市北区神宮寺町８番１５号　 医療法人社団藤花会

2297100378 指定 H27.1.4 認知症対応型通所介護 第二陽なたぼっこ 浜松市北区細江町三和４１４－１ ヤマザキメディカルケアアソシエーション株式会社

2297100378 指定 H27.1.4 介護予防認知症対応型通所介護 第二陽なたぼっこ 浜松市北区細江町三和４１４－１ ヤマザキメディカルケアアソシエーション株式会社

2217110804 指定 H27.1.14 訪問介護 浜松佐藤町福祉サービスセンター　ヘルパーステーションぽぷ浜松市中区佐藤１－２２－２２ 医療法人社団静岡健生会

2277101156 指定 H27.1.14 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　貴葉の家 浜松市東区貴平町５３８ 医療法人社団静隆会

2277101156 指定 H27.1.14 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム　貴葉の家 浜松市東区貴平町５３８ 医療法人社団静隆会

2277101446 指定 H27.1.14 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　北寺島の家 浜松市中区北寺島町２０６－２７ 有限会社政経

2277101446 指定 H27.1.14 介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム　北寺島の家 浜松市中区北寺島町２０６－２７ 有限会社政経

2278300229 指定 H27.1.14 認知症対応型共同生活介護 浜松市永島グループホーム耀 浜松市浜北区永島６７５－１ 医療法人社団大法会

2278300229 指定 H27.1.14 介護予防認知症対応型共同生活介護 浜松市永島グループホーム耀 浜松市浜北区永島６７５－１ 医療法人社団大法会

2277100851 指定 H27.1.31 通所介護 天竜厚生会浜松デイサービスセンター 浜松市南区白羽町６００ 社会福祉法人天竜厚生会

2277101453 指定 H27.1.31 認知症対応型通所介護 富塚パークタウンデイサービスセンター 浜松市中区富塚町1993番地の１佐鳴湖パークタウンサウス１‐ 特定非営利活動法人ウェルネスサポート

2277101453 指定 H27.1.31 介護予防認知症対応型通所介護 富塚パークタウンデイサービスセンター 浜松市中区富塚町1993番地の１佐鳴湖パークタウンサウス１‐ 特定非営利活動法人ウェルネスサポート

2277101453 指定 H27.1.31 通所介護 富塚パークタウン　デイサービスセンター 浜松市中区富塚町１９３３－１佐鳴湖パークタウンサウス１－Ａ 特定非営利活動法人ウェルネスサポート

2277101461 指定 H27.1.31 居宅介護支援 リリーズ　ケアプランセンター 浜松市東区有玉南町２４２１－３ リリーズ株式会社

2277101479 指定 H27.1.31 短期入所生活介護 グリーンヒルズ東山 浜松市西区大山町２９５８番地の１ 社会福祉法人慶成会

2277101479 指定 H27.1.31 介護老人福祉施設 グリーンヒルズ東山 浜松市西区大山町２９５８番地の１ 社会福祉法人慶成会

2277200529 指定 H27.1.31 訪問介護 さくらんぼ訪問介護事業所 浜松市東区豊西町８０番地 ユー＆アイ株式会社

2277200529 指定 H27.1.31 介護予防訪問介護 さくらんぼ訪問介護事業所 浜松市東区豊西町８０番地 ユー＆アイ株式会社

2277101172 指定 H27.2.14 訪問介護 夢コープ西部事業所 浜松市中区海老塚１－９ハイレジデンス浜松１０５ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

2277101172 指定 H27.2.14 居宅介護支援 夢コープ西部事業所 浜松市中区海老塚１－９ハイレジデンス浜松１０５ 特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ

2277100877 指定 H27.2.17 通所介護 浅田むつみ園デイサービスセンター 浜松市中区上浅田１－９－２９ 医療法人社団浜松平良内科

2277100885 指定 H27.2.17 短期入所生活介護 浅田むつみ園 浜松市中区上浅田１－９－２９ 医療法人社団浜松平良内科

2277101537 指定 H27.2.28 福祉用具貸与 株式会社　カップ 浜松市西区西鴨江町１７５ 株式会社カップ

2277200032 休止 H27.2.28 居宅介護支援 ケアプランセンター　市野 浜松市東区市野町１２５１ 株式会社セッター

2277200537 指定 H27.2.28 通所介護 デイサービスセンター 鴨江の華 浜松市中区鴨江1丁目２３－９ リリーズ株式会社

2277200537 指定 H27.2.28 介護予防通所介護 デイサービスセンター 鴨江の華 浜松市中区鴨江1丁目２３－９ リリーズ株式会社

2277200552 指定 H27.2.28 訪問入浴介護 アサヒサンクリーン在宅介護センター浜松南 浜松市南区安松町８７－１５ラフォーレ冨永1F南号 アサヒサンクリーン株式会社

2277200552 指定 H27.2.28 介護予防訪問入浴介護 アサヒサンクリーン在宅介護センター浜松南 浜松市南区安松町８７－１５ラフォーレ冨永1F南号 アサヒサンクリーン株式会社

2277101371 指定 H27.3.14 通所介護 ツクイ浜松 浜松市東区神立町１２０－２ 株式会社ツクイ

2277200560 指定 H27.3.14 訪問介護 ヘルパーステーション　すず 浜松市中区鹿谷町６番１号 株式会社鈴

2277200560 指定 H27.3.14 介護予防訪問介護 ヘルパーステーション　すず 浜松市中区鹿谷町６番１号 株式会社鈴

2277200578 指定 H27.3.14 居宅介護支援 北斗わかば　居宅介護支援事業所 浜松市浜北区豊保２４５－６ 医療法人社団三誠会

2218310262 指定 H27.3.31 介護療養型医療施設 医療法人社団誠心会　浜北さくら台病院 浜松市浜北区四大地９－６８ 医療法人社団誠心会

2267290084 指定 H27.3.31 訪問看護 訪問看護ステーションあんしん 浜松市浜北区中瀬３８３２－１ 医療法人社団大法会

2267290084 指定 H27.3.31 介護予防訪問看護 訪問看護ステーションあんしん 浜松市浜北区中瀬３８３２－１ 医療法人社団大法会

2277101503 指定 H27.3.31 福祉用具貸与 フランスベッド株式会社　メディカル　浜松営業所 浜松市東区安新町２９７－１ フランスベッド株式会社

2277101503 指定 H27.3.31 特定福祉用具販売 フランスベッド株式会社　メディカル　浜松営業所 浜松市東区安新町２９７－１ フランスベッド株式会社

2277101503 指定 H27.3.31 介護予防福祉用具貸与 フランスベッド株式会社　メディカル　浜松営業所 浜松市東区安新町２９７－１ フランスベッド株式会社

2277101503 指定 H27.3.31 特定介護予防福祉用具販売 フランスベッド株式会社　メディカル　浜松営業所 浜松市東区安新町２９７－１ フランスベッド株式会社

2277101561 指定 H27.3.31 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所ブルースカイライフ 浜松市東区大蒲町７４－６ 医療法人社団瑞芳会石垣内科医院
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2277101578 指定 H27.3.31 短期入所生活介護 ショートステイ白萩 浜松市中区鴨江３－６－１２ 社会福祉法人慈悲庵

2277101594 指定 H27.3.31 居宅介護支援 介護支援グリーンサンガ 浜松市東区積志町１０８ 有限会社グリーンサンガ

2277101636 指定 H27.3.31 認知症対応型通所介護 デイサービスセンター南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277101636 休止 H27.3.31 訪問介護 ヘルパーステーション南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277101636 指定 H27.3.31 通所介護 デイサービスセンター南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277101636 指定 H27.3.31 短期入所生活介護 短期入所施設　南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277101636 指定 H27.3.31 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所　南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277101636 指定 H27.3.31 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム南風 浜松市南区倉松町５９３ 社会福祉法人ほなみ会

2277102204 指定 H27.3.31 居宅介護支援 フランスベッド株式会社　浜松居宅介護支援事業所 浜松市東区安新町２９７－１ フランスベッド株式会社

2277200370 指定 H27.3.31 介護予防通所介護 温故療院上島２丁目デイサービス 浜松市中区上島２丁目１５－１７ 有限会社マザーズナーシングケア

2277200545 指定 H27.3.31 福祉用具貸与 歩　メディケアセンター 浜松市東区中野町２４５４ エーアンドエス株式会社

2277200545 指定 H27.3.31 特定福祉用具販売 歩　メディケアセンター 浜松市東区中野町２４５４ エーアンドエス株式会社

2277200545 指定 H27.3.31 介護予防福祉用具貸与 歩　メディケアセンター 浜松市東区中野町２４５４ エーアンドエス株式会社

2277200545 指定 H27.3.31 特定介護予防福祉用具販売 歩　メディケアセンター 浜松市東区中野町２４５４ エーアンドエス株式会社

2277200586 指定 H27.3.31 通所介護 第２デイサービスセンター南風 浜松市南区倉松町５９８番地 社会福祉法人ほなみ会

2277200586 指定 H27.3.31 介護予防通所介護 第２デイサービスセンター南風 浜松市南区倉松町５９８番地 社会福祉法人ほなみ会

2277200594 指定 H27.3.31 福祉用具貸与 リフレッシュ浜名湖ケアセンター 浜松市西区雄踏町宇布見９３３１番地の５ 株式会社リフレッシュ浜名湖

2277200594 指定 H27.3.31 特定福祉用具販売 リフレッシュ浜名湖ケアセンター 浜松市西区雄踏町宇布見９３３１番地の５ 株式会社リフレッシュ浜名湖

2277200594 指定 H27.3.31 介護予防福祉用具貸与 リフレッシュ浜名湖ケアセンター 浜松市西区雄踏町宇布見９３３１番地の５ 株式会社リフレッシュ浜名湖

2277200594 指定 H27.3.31 特定介護予防福祉用具販売 リフレッシュ浜名湖ケアセンター 浜松市西区雄踏町宇布見９３３１番地の５ 株式会社リフレッシュ浜名湖

2278100181 指定 H27.3.31 訪問介護 訪問介護ステーションふじのはな 浜松市北区神宮寺町８番１５号 医療法人社団藤花会

2297100386 指定 H27.3.31 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 小規模特養彩 浜松市西区大人見町３０１０－１ 社会福祉法人白梅福祉会


