
平成30年3月末に指定有効期限を迎える事業所一覧

事業所番号 申請者名称 事業所名称 サービス名 担当

2276600083 訪問入浴介護室　さくまの里 介護予防訪問入浴介護 山下

2276600083 特別養護老人ホーム　さくまの里 介護予防短期入所生活介護 山下

2276600083 ホームヘルプサービスセンターさくまの里 介護予防訪問サービス 山下

2276600083 デイサービスセンターさくまの里 介護予防通所サービス 山下

2267290019 天竜厚生会訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 山下

2276500051 百々山ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 山下

2278300021 貴布祢訪問入浴センター 介護予防訪問入浴介護 山下

2278300039 翠松苑ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 山下

2278300096 天竜厚生会介護福祉機器センター 特定福祉用具販売 山下

2278300096 天竜厚生会介護福祉機器センター 介護予防福祉用具貸与 山下

2278300096 天竜厚生会介護福祉機器センター 特定介護予防福祉用具販売 山下

2278300286 しんぱらの家ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 山下

2207100054 地域包括支援センターしんぱら 介護予防支援 山下

2276500044 やまびこデイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2276600109 龍山デイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2277100463 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 山下

2277100851 天竜厚生会浜松デイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2277103723 天竜厚生会板屋町ディサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2277204166 天竜厚生会ヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 山下

2278300021 貴布祢デイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2278300294 しんぱらの家デイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2267190136 訪問看護ステーション安間 介護予防訪問看護 山下

2277102212 あんしんの里　短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 山下

2277102212 ケアハウスあんしんの里 介護予防特定施設入居者生活介護 山下

2207100047 地域包括支援センターあんま 介護予防支援 山下

2277100083 一空園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2277102212 あんしんの里ヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 山下

2277102212 あんしんの里デイサービスセンター 介護予防通所サービス 山下

2277103251 かやんばの家　デイサービス 介護予防通所サービス 山下

2267190045 医療法人社団静岡健生会訪問看護ステーションあすなろ 介護予防訪問看護 山下

2217110804 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ら 介護予防訪問サービス 山下

2277100505 アサヒサンクリーン株式会社 アサヒサンクリーン在宅介護センター浜松 介護予防訪問入浴介護 山下

2267190219 訪問看護ステーション有玉 介護予防訪問看護 山下

2277100745 訪問介護センターリリーズ 介護予防訪問サービス 山下

2277200537 デイサービスセンター 鴨江の華 介護予防通所サービス 山下

2277202178 デイサービスセンター　天王の華 介護予防通所サービス 山下

2276500028 浜松市社協在宅サービスセンターやまゆり 介護予防訪問サービス 澤柳

2278100017 浜松市社協在宅サービスセンター　ほそえ 介護予防訪問サービス 澤柳

2278100033 浜松市社協在宅サービスセンター　みっかび 介護予防通所サービス 澤柳

2277200099 セントケア笠井 介護予防訪問サービス 澤柳

2277200131 セントケア富塚 介護予防訪問サービス 澤柳

2277200164 セントケア浜松中央 介護予防訪問サービス 澤柳

2277200172 セントケア高丘西 介護予防訪問サービス 澤柳

2277103632 セントケア中部株式会社 セントケア浜松 介護予防訪問サービス 澤柳

2277200529 ユー＆アイ株式会社 さくらんぼ訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277202483 杏林福祉サービス株式会社 杏林ウェルケアときわ 介護予防訪問サービス 澤柳

2277100224 在宅介護センターアイケア浜松 介護予防訪問サービス 澤柳

2277100794 在宅介護センター　アイケア浜松南 介護予防訪問サービス 澤柳

2277101107 在宅介護センター　アイケア浜松西 介護予防訪問サービス 澤柳

2277102411 デイサービスセンターあいの街佐鳴湖 介護予防通所サービス 澤柳

2277102601 在宅介護センターアイケアかば 介護予防訪問サービス 澤柳

2277103103 デイサービスセンターあいの街高丘 介護予防通所サービス 澤柳

2277200073 在宅介護センターアイケア浜松北 介護予防訪問サービス 澤柳

2277200743 在宅介護センターアイケア三ケ日 介護予防訪問サービス 澤柳

2277201170 デイサービスセンターあいの街浜北 介護予防通所サービス 澤柳

2277202285 在宅介護センターアイケア上島 介護予防訪問サービス 澤柳

2277202293 デイサービスセンターあいの街上島 介護予防通所サービス 澤柳

2277202863 在宅介護センターアイケア浜松東 介護予防訪問サービス 澤柳

2277203556 在宅介護センターアイケア神田 介護予防訪問サービス 澤柳

2278300187 在宅介護センターアイケア浜北 介護予防訪問サービス 澤柳

2278300344 在宅介護センターアイケア芝本 介護予防訪問サービス 澤柳

2277100091 ニチイケアセンター細島 介護予防福祉用具貸与 澤柳

2277100951 ニチイケアセンター浜松 介護予防訪問入浴介護 澤柳

2277100091 ニチイケアセンター　細島 介護予防訪問サービス 澤柳

2277100951 ニチイケアセンター　浜松 介護予防訪問サービス 澤柳

2277100951 ニチイケアセンター浜松 介護予防通所サービス 澤柳

2277102261 ニチイケアセンター　南浜松 介護予防訪問サービス 澤柳

2277102261 ニチイケアセンター　南浜松 介護予防通所サービス 澤柳

2277201212 ニチイケアセンター入野 介護予防訪問サービス 澤柳

社会福祉法人　さくま

社会福祉法人　天竜厚生会

社会福祉法人　八生会

医療法人　社団静岡健生会

セントケア静岡株式会社

株式会社アイケア

リリーズ株式会社

社会福祉法人浜松市社会福祉協議会

株式会社ニチイ学館
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2277201212 ニチイケアセンター入野 介護予防通所サービス 澤柳

2277201592 ニチイケアセンター浜松高丘 介護予防訪問サービス 澤柳

2277202129 ニチイケアセンター西美薗 介護予防訪問サービス 澤柳

2277202129 ニチイケアセンター西美薗 介護予防通所サービス 澤柳

2277101677 公益社団法人浜松市シルバー人材センター 公益社団法人　浜松市シルバー人材センター　訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277202152 合同会社咲夢来 across the time 介護予防訪問サービス 澤柳

2277203572 合同会社善藏 デイサービスぜんちゃん 介護予防通所サービス 澤柳

2277201014 大平管財株式会社 アルコヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 澤柳

2277203507 やさしい手浜松訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277203523 やさしい手笠井訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277203697 やさしい手細江訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277101214 有限会社　稲穂介護サービス ヘルパーステーション　稲穂 介護予防訪問サービス 澤柳

2277101347 有限会社　介護サービス文丘 文丘ヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 澤柳

2277102551 有限会社ロータスライフ さくら・介護ステーション浜松中央 介護予防訪問サービス 澤柳

2277101644 有限会社愛救 愛救指定介護予防訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277100364 東海介護福祉株式会社 東海介護福祉　株式会社 介護予防訪問入浴介護 澤柳

2277101396 特定非営利活動法人　ぴあねっと浜松 特定非営利活動法人　ぴあねっと浜松 介護予防訪問サービス 澤柳

2277101172 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ夢コープ 夢コープ　西部事業所 介護予防訪問サービス 澤柳

2277201063 特定非営利活動法人Harmony 介護サービスステーションひなたぼっこ 介護予防訪問サービス 澤柳

2277201980 葵の里 短期入所生活介護 種茂

2277201980 特別養護老人ホーム葵の里 介護老人福祉施設 種茂

2277201980 葵の里 介護予防短期入所生活介護 種茂

2277201980 デイサービスセンター　葵の里 介護予防通所サービス 種茂

2267190011 訪問看護ステーション住吉 介護予防訪問看護 種茂

2267190037 訪問看護ステーション浅田 介護予防訪問看護 種茂

2267190078 訪問看護ステーション高丘 介護予防訪問看護 種茂

2267190193 訪問看護ステーション細江 介護予防訪問看護 種茂

2268390016 訪問看護ステーション貴布祢 介護予防訪問看護 種茂

2277100158 和合愛光園 介護予防短期入所生活介護 種茂

2277100679 聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売 種茂

2277100679 聖隷コミュニティケアセンター 介護予防福祉用具貸与 種茂

2277100679 聖隷コミュニティケアセンター 特定介護予防福祉用具販売 種茂

2277103202 聖隷コミュニティケアセンター住吉本店 特定福祉用具販売 種茂

2277103202 聖隷コミュニティケアセンター住吉本店 特定介護予防福祉用具販売 種茂

2277103210 聖隷コミュニティケアセンター浜松病院店 特定福祉用具販売 種茂

2277103210 聖隷コミュニティケアセンター浜松病院店 特定介護予防福祉用具販売 種茂

2277103236 聖隷コミュニティケアセンター三方原店 特定福祉用具販売 種茂

2277103236 聖隷コミュニティケアセンター三方原店 特定介護予防福祉用具販売 種茂

2277201998 ユニット型短期入所生活介護　浜北愛光園 短期入所生活介護 種茂

2277201998 ユニット型短期入所生活介護　浜北愛光園 介護予防短期入所生活介護 種茂

2278100066 いなさ愛光園(ユニット型) 介護予防短期入所生活介護 種茂

2278100124 有料老人ホーム　浜名湖エデンの園 介護予防特定施設入居者生活介護 種茂

2278300047 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　浜北愛光園 介護予防短期入所生活介護 種茂

2207100013 地域包括支援センター和合 介護予防支援 種茂

2207100088 地域包括支援センター細江 介護予防支援 種茂

2297200400 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 種茂

2277100158 和合愛光園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 種茂

2277100638 聖隷ヘルパーセンター 介護予防訪問サービス 種茂

2277101032 聖隷デイサービスセンター住吉 介護予防通所サービス 種茂

2277102089 聖隷デイサービスセンター初生 介護予防通所サービス 種茂

2277103616 聖隷リハビリプラザＩＮ高丘 介護予防通所サービス 種茂

2277201394 聖隷デイサービスセンター三方原 介護予防通所サービス 種茂

2277202228 聖隷ヘルパーセンター初生 介護予防訪問サービス 種茂

2278100066 いなさ愛光園ヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 種茂

2278100066 いなさ愛光園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 種茂

2278300047 高薗デイサービスセンター 介護予防通所サービス 種茂

2267190144 医療法人　社団岡崎会 訪問看護ステーション早出 介護予防訪問看護 種茂

2267190052 静岡県厚生農業協同組合連合会 静岡県厚生農業協同組合連合会　訪問看護ステーションときわ 介護予防訪問看護 種茂

2277101925 おおせデイサービスセンター 介護予防通所サービス 種茂

2277200677 おおせ第二デイサービスセンター 介護予防通所サービス 種茂

2267190128 訪問看護ステーション大瀬 介護予防訪問看護 種茂

2277100018 短期滞在　朝霧の園 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277100018 訪問サポート朝霧の園 介護予防訪問サービス 黒田

2277100018 デイサービス　鳳荘 介護予防通所サービス 黒田

2277100240 特別養護老人ホーム　浜名湖園 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277100240 浜名湖園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 黒田

2277101636 短期入所施設　南風 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277101636 デイサービスセンター　南風 介護予防通所サービス 黒田

2277200586 第２デイサービスセンター南風 介護予防通所サービス 黒田

社会福祉法人行和会

東洋ガス株式会社

社会福祉法人聖隷福祉事業団

医療法人社団盛翔会

社会福祉法人　和光会

社会福祉法人　茗荷会

社会福祉法人ほなみ会



平成30年3月末に指定有効期限を迎える事業所一覧

事業所番号 申請者名称 事業所名称 サービス名 担当

2278100058 十字の園ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277201782 ヘルパーステーションほそえ指定訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 黒田

2277203101 トレーニング型デイサービス　ぷらすワン 介護予防通所サービス 黒田

2278100058 十字の園デイサービスセンターみをつくし 介護予防通所サービス 黒田

2278100108 細江デイサービスセンター 介護予防通所サービス 黒田

2277100265 さぎの宮寮短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277100265 さぎの宮寮訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 黒田

2277100265 さぎの宮寮デイサービスセンター 介護予防通所サービス 黒田

2277201485 きじの里デイサービス 介護予防通所サービス 黒田

2277100885 浅田むつみ園 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277100877 浅田むつみ園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 黒田

2277202954 おおるり三島平良内科デイサービスコミュニティ 介護予防通所サービス 黒田

2257280046 医療法人社団　光久会 介護老人保健施設　はるのケアセンター 介護老人保健施設 黒田

2268290018 訪問看護ステーション まいさか 介護予防訪問看護 黒田

2277103293 デイサービス　潮の風 介護予防通所サービス 黒田

2277201535 ヘルパーステーションアンサンブル 介護予防訪問サービス 黒田

2277201576 デイサービス　風の唄 介護予防通所サービス 黒田

2277103053 ショートステイまりも 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277103053 デイサービス　まりも 介護予防通所サービス 黒田

2207100039 地域包括支援センター新津 介護予防支援 黒田

2277101313 ヘルパーセンター浜松 介護予防訪問サービス 黒田

2277102451 デイサービスセンター　入野めぐみの里 介護予防通所サービス 黒田

2267190060 伊佐見訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 黒田

2267190102 訪問看護ステーション入野 介護予防訪問看護 黒田

2267190243 訪問看護ステーション白脇 介護予防訪問看護 黒田

2277102097 舘山寺の里　短期入所施設 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277102097 舘山寺の里デイサービスセンター 介護予防通所サービス 黒田

2278100231 介護予防短期入所生活介護事業所　みずうみ 介護予防短期入所生活介護 黒田

2278100231 介護予防通所介護事業所　みずうみ 介護予防通所サービス 黒田

2267190110 訪問看護ステーション高林 介護予防訪問看護 黒田

2268190028 引佐赤十字訪問看護ステーションコスモス 介護予防訪問看護 黒田

2268390032 日赤訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 黒田

2218110043 引佐赤十字病院　なのはな 介護予防通所サービス 黒田

2277101801 有限会社ホスピタルサービス 都ショートステイセンター 介護予防短期入所生活介護 黒田

2277100125 ショートステイ　第二九重荘 介護予防短期入所生活介護 高橋

2277100133 ショートステイ　白萩 介護予防短期入所生活介護 高橋

2277101578 ショートステイ　白萩 介護予防短期入所生活介護 高橋

2277103129 ケアプランセンター半田山九重 居宅介護支援 高橋

2277103161 デイサービスセンター半田山九重 通所介護 高橋

2277100125 デイサービスセンター　第二九重荘 介護予防通所サービス 高橋

2277100133 ヘルパーステーション白萩 介護予防訪問サービス 高橋

2277100133 デイサービスセンター　白萩荘 介護予防通所サービス 高橋

2277102031 デイサービスセンター旭　白萩 介護予防通所サービス 高橋

2277103161 デイサービスセンター半田山九重 介護予防通所サービス 高橋

2277200735 ヘルパーステーション九重 介護予防訪問サービス 高橋

2277101479 グリーンヒルズ東山 介護予防短期入所生活介護 高橋

2207100062 地域包括支援センター和地 介護予防支援 高橋

2277100596 ヘルパーステーションやわらぎ 介護予防訪問サービス 高橋

2277200057 デイサービスセンター野の花 介護予防通所サービス 高橋

2277200255 東山苑デイサービスセンター 介護予防通所サービス 高橋

2277200297 きさらぎデイサービスセンター 介護予防通所サービス 高橋

2277200362 しじみづか福祉の杜デイサービスセンター 介護予防通所サービス 高橋

2277202525 湖東すこやか倶楽部 介護予防通所サービス 高橋

2267190185 指定介護予防訪問看護ステーション大平台事業所 介護予防訪問看護 高橋

2277100174 指定三幸の園介護予防短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 高橋

2277103533 松城指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 高橋

2277201931 ユニット型短期入所施設山崎園 短期入所生活介護 高橋

2277201931 ユニット型短期入所施設山崎園 介護予防短期入所生活介護 高橋

2278200106 短期入所施設　山崎園 介護予防短期入所生活介護 高橋

2277100174 三幸の園ホームヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 高橋

2277100174 三幸の園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 高橋

2277103533 松城デイサービスセンター 介護予防通所サービス 高橋

2278200106 やまざきホームヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 高橋

2278200106 やまざきデイサービスセンター 介護予防通所サービス 高橋

2207100070 地域包括支援センター天竜 介護予防支援 高橋

2266590013 訪問看護ステーション天竜 介護予防訪問看護 高橋

2207100021 医療法人社団一穂会 地域包括支援センター佐鳴台 介護予防支援 高橋

2257280038 白梅県居ケアホーム 介護老人保健施設 高橋

2277202004 白梅県居指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 高橋

医療法人　弘遠会

医療法人社団浜松平良内科

医療法人社団和恵会

社会福祉法人十字の園

日本赤十字社

社会福祉法人峰栄会

医療法人社団山仁会

医療法人社団聖パウロ会

社会福祉法人　慈悲庵

社会福祉法人慶成会

社会福祉法人三幸会

医療法人社団白梅会

社会福祉法人　庄栄会

社会福祉法人　松風
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2267190227 訪問看護ステーション頭陀寺 介護予防訪問看護 高橋

2277200727 リハビリデイサービスフアイブ 介護予防通所サービス 高橋

2277201022 リハビリデイサービスフアイブホソジマ 介護予防通所サービス 高橋

2277201378 デイフアイブ 介護予防通所サービス 高橋

2277203069 リハビリデイサービスフアイブさとう 介護予防通所サービス 高橋

2267290027 訪問看護ステーション上島 介護予防訪問看護 高橋

2277100307 温故療院上島訪問介護室 介護予防訪問サービス 高橋

2277103021 温故療院上島デイサービス 介護予防通所サービス 高橋

2277200370 温故療院有玉西デイサービス 介護予防通所サービス 高橋

2268390065 生協訪問看護ステーションあおぞら 介護予防訪問看護 高橋

2277103525 生協デイサービスにじの家 介護予防通所サービス 高橋

2277201741 生協ヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 高橋

2277101255 遠鉄タクシー株式会社 えんてつケアサービス 介護予防訪問サービス 西澤

2277101024 株式会社　スズキ自販浜松 株式会社スズキ自販浜松 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277202665 株式会社アスモ介護サービス アスモ介護サービス和合 介護予防訪問サービス 西澤

2277202848 アセンブル訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 西澤

2277203309 デイサービスビーフィット小豆餅 介護予防通所サービス 西澤

2277202459 株式会社いとう 介護サービス　ゆう 介護予防訪問サービス 西澤

2277200867 株式会社エイドネットワーク こころね 介護予防訪問サービス 西澤

2277202582 株式会社エーエスケー ヘルパーステーション　ひばり 介護予防訪問サービス 西澤

2277101537 株式会社カップ 株式会社カップ 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100422 株式会社サンクック サンケア訪問介護センター 介護予防訪問サービス 西澤

2277100695 株式会社セリオ 株式会社セリオ 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100448 特定福祉用具販売 西澤

2277100448 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100448 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277202400 株式会社ハッピースマイル ヘルパーセンター　スマイルケア 介護予防訪問サービス 西澤

2277201816 株式会社ペイサー さくら・介護ステーション浜松北 介護予防訪問サービス 西澤

2277100380 特定福祉用具販売 西澤

2277100380 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100380 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100430 特定福祉用具販売 西澤

2277100430 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100430 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277203093 株式会社心晴 訪問介護　れんげそう 介護予防訪問サービス 西澤

2277202558 株式会社川島コーポレーション 浜松やわらぎ 介護予防訪問サービス 西澤

2277100190 特定福祉用具販売 西澤

2277100190 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100190 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100836 特定福祉用具販売 西澤

2277100836 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100836 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2278100090 特定福祉用具販売 西澤

2278100090 介護予防福祉用具貸与 西澤

2278100090 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100471 特定福祉用具販売 西澤

2277100471 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100471 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100026 浜松ケアステーション株式会社 介護予防訪問入浴介護 西澤

2277100026 特定福祉用具販売 西澤

2277100026 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100026 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100026 浜松ケアステーション株式会社 介護予防訪問サービス 西澤

2277100026 浜松ケアステーション佐鳴台デイサービスセンター 介護予防通所サービス 西澤

2277202749 カームステージ佐鳴台デイサービスセンター 介護予防通所サービス 西澤

2277100984 特定福祉用具販売 西澤

2277100984 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100984 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277102774 有限会社　サンフラワー 訪問介護　ひまわり２４ 介護予防訪問サービス 西澤

2276600265 有限会社　マルヤス 有限会社　マルヤス 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100034 福祉用具貸与 西澤

2277100034 特定福祉用具販売 西澤

2277100034 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100034 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100034 すみれヘルパーセンター 介護予防訪問サービス 西澤

2277100562 特定福祉用具販売 西澤

2277100562 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100562 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100406 有限会社アサヒケアサービス 有限会社　アサヒケアサービス 介護予防訪問サービス 西澤

株式会社アセンブルリビング

浜松ケアステーション株式会社

有限会社　エコワークス

有限会社　敬愛会

株式会社浜名家具センター

浜北医療生活協同組合

株式会社浜徳商事

協和医科器械株式会社

株式会社トーカイ

株式会社ヤマシタコーポレーション

有限会社　坂口医科器械

有限会社　田中屋産業

有限会社マザーズナーシングケア

株式会社レンティック中部

株式会社八神製作所

協和医科器械株式会社　浜松支店

介護ショップサカグチ

すみれ福祉用具サービス

エコワークス　浜松営業所

浜松ケアステーション株式会社

株式会社　トーカイ　浜松支店

はまとく

株式会社八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター　浜松

株式会社レンティック中部介護ショップちゅーぶ

株式会社　ヤマシタコーポレーション　浜松営業所

株式会社　浜名家具センター
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2277100398 特定福祉用具販売 西澤

2277100398 介護予防福祉用具貸与 西澤

2277100398 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2278100199 特定福祉用具販売 西澤

2278100199 介護予防福祉用具貸与 西澤

2278100199 特定介護予防福祉用具販売 西澤

2277100703 有限会社山三商事 有限会社　山三商事 介護予防福祉用具貸与 西澤

2278300252 豊栄医科器械有限会社 豊栄医科器械有限会社 介護予防福祉用具貸与 西澤

2278100116 奥山訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 太田

2278100116 奥山老人ホーム　あかねセンター 介護予防通所サービス 太田

2277102171 短期入所生活介護事業所　ふるさと庵 介護予防短期入所生活介護 太田

2277201949 デイサービスセンター　神田ふるさと庵 通所介護 太田

2277201949 短期入所生活介護事業所　神田ふるさと庵 短期入所生活介護 太田

2277201949 特別養護老人ホーム　神田ふるさと庵 介護老人福祉施設 太田

2277201949 短期入所生活介護事業所　神田ふるさと庵 介護予防短期入所生活介護 太田

2277203952 居宅介護支援事業所　ふるさと庵 居宅介護支援 太田

2277102171 デイサービスセンター　ふるさと庵 介護予防通所サービス 太田

2277201949 デイサービスセンター　神田ふるさと庵 介護予防通所サービス 太田

2297200392 社会福祉法人白陽会 小規模特別養護老人ホーム楓 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 太田

2218310288 医療法人　社団大法会 遠江病院指定介護予防訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 太田

2277201451 医療法人社団心 心で介護・坂の上 介護予防訪問サービス 太田

2217210547 短時間デイ　すみれ 介護予防通所サービス 太田

2278100181 訪問介護ステーションふじのはな 介護予防訪問サービス 太田

2277203234 ＨＥＬＩＯＳ株式会社 ＨＥＬＩＯＳケアセンター 介護予防訪問サービス 太田

2277201113 ヘルパーステーションアマリリス 介護予防訪問サービス 太田

2277201113 デイサービスアマリリス 介護予防通所サービス 太田

2277103681 株式会社　ライフエージェント さくら・介護ステーション浜松西 介護予防訪問サービス 太田

2277200487 みかんの郷ケアセンター 介護予防訪問サービス 太田

2277200487 みかんの郷デイサービスセンター 介護予防通所サービス 太田

2277203408 株式会社アイプラン ケアステーション愛の手 介護予防訪問サービス 太田

2277201147 ハート訪問介護 介護予防訪問サービス 太田

2277202061 デイサービス　楽の郷 介護予防通所サービス 太田

2277202798 デイサービス元気倶楽部 介護予防通所サービス 太田

2277203622 デイサービス元気倶楽部浜松 介護予防通所サービス 太田

2277200404 ヘルパーさいわい 介護予防訪問サービス 太田

2277200404 デイサービス　幸 介護予防通所サービス 太田

2277102915 花平の家　つつじ 介護予防通所サービス 太田

2277200065 ライフケア金指通所介護事業所 介護予防通所サービス 太田

2277200651 井伊谷デイサービス 介護予防通所サービス 太田

2277200750 ライフケア金指訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 太田

2277101305 通所介護　ウイル 介護予防通所サービス 太田

2277202574 デイサービスセンターココロ 介護予防通所サービス 太田

2277203135 ヘルパーステーション　ウイル 介護予防訪問サービス 太田

2277100109 第三静光園いこいショートステイサービス 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100331 静光園ショートステイサービス 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100109 第三静光園　デイプラザ 介護予防通所サービス 友利

2277100331 静光園デイプラザ 介護予防通所サービス 友利

2277103780 第二静光園指定訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 友利

2277100141 神久呂の園 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100141 神久呂の園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 友利

2277100257 しあわせの園短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 友利

2277102221 ケアホームしあわせショートステイ 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100257 しあわせの園通所介護事業所 介護予防通所サービス 友利

2277102221 デイサービスセンターしあわせ 介護予防通所サービス 友利

2277202541 デイサービスセンター都田 介護予防通所サービス 友利

2277100349 指定短期入所生活介護事業所第二砂丘寮 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100349 指定訪問介護事業所第二砂丘寮 介護予防訪問サービス 友利

2277100604 指定通所介護事業所砂丘荘 介護予防通所サービス 友利

2277100299 ショートステイ西島寮 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100299 デイサービスセンター西島寮 介護予防通所サービス 友利

2277100208 長上苑 介護予防短期入所生活介護 友利

2277102741 第二長上苑ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 友利

2277201956 第三長上苑ショートステイ 短期入所生活介護 友利

2277201956 第三長上苑ショートステイ 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100208 長上苑 介護予防訪問サービス 友利

2277100208 長上苑 介護予防通所サービス 友利

2277102865 第二長上苑デイサービスセンター 介護予防通所サービス 友利

2277203275 浜松中央長上苑デイサービスセンター 介護予防通所サービス 友利

2277201972 多喜の園ユニット型指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護 友利

医療法人社団藤花会

有限会社ケアテック浜松

有限会社タグチ

社会福祉法人　奥山老人ホーム

社会福祉法人　悠泰の郷

株式会社ドゥ・ウェルフェア

合同会社元気いっぱい夢いっぱい

藤花会ライフケアサービス株式会社

有限会社エム・ケイコーポレーション

社会福祉法人　ひかりの園

社会福祉法人　遠淡海会

株式会社　ステラ

株式会社 浜名湖ライフサポート

社会福祉法人　公友会

社会福祉法人　三和会

社会福祉法人　慈惠会

社会福祉法人　七恵会

有限会社ケアテック浜松

ケアショップ　おせわーく



平成30年3月末に指定有効期限を迎える事業所一覧

事業所番号 申請者名称 事業所名称 サービス名 担当

2277201972 多喜の園ユニット型指定短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 友利

2278300062 多喜の園指定短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 友利

2278300062 多喜の園　指定通所介護事業所 介護予防通所サービス 友利

2278300237 デイサービスなゆた浜北 介護予防通所サービス 友利

2276300031 ショートステイ秋葉の苑 介護予防短期入所生活介護 友利

2276300031 ホームヘルプサービス秋葉の苑 介護予防訪問サービス 友利

2276300031 デイサービスセンター秋葉の苑 介護予防通所サービス 友利

2277101561 あおぞらライフショートステイ 介護予防短期入所生活介護 友利

2277101561 あおぞらライフデイサービス 介護予防通所サービス 友利

2277100067 芳川の里短期入所生活介護事業所 介護予防短期入所生活介護 友利

2277100067 芳川の里訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 友利

2277100067 芳川の里介護予防通初介護事業所 介護予防通所サービス 友利

2277101669 社会福祉法人　長啓会 篠原デイサービスセンター 介護予防通所サービス 御手洗

2277202608 社会福祉法人白梅福祉会 白梅下石田デイサービス 介護予防通所サービス 御手洗

2277103343 通所介護事業所おおしま 介護予防通所サービス 御手洗

2277103350 訪問介護事業所おおしま 介護予防訪問サービス 御手洗

2277201337 レッツ機能訓練センター浜松中央 介護予防通所サービス 御手洗

2277201964 レッツ機能訓練センター浜北 通所介護 御手洗

2277201964 レッツ機能訓練センター浜北 介護予防通所サービス 御手洗

2217110929 医療法人社団長啓会 三方原デイサービスセンター 介護予防通所サービス 御手洗

2217111778 医療法人　社団友成医院 友成医院デイサービスセンター 介護予防通所サービス 御手洗

2277102055 そんぽの家　浜松 特定施設入居者生活介護 御手洗

2277102055 そんぽの家　浜松 介護予防特定施設入居者生活介護 御手洗

2277102436 そんぽの家　浜松高丘 特定施設入居者生活介護 御手洗

2277102436 そんぽの家　浜松高丘 介護予防特定施設入居者生活介護 御手洗

2278100082 一般財団法人　日本老人福祉財団 一般財団法人　日本老人福祉財団　浜松ゆうゆうの里 介護予防特定施設入居者生活介護 御手洗

2277102238 株式会社　ベストライフ ベストライフ浜松東 介護予防特定施設入居者生活介護 御手洗

2277200560 株式会社　鈴 ヘルパーステーション　すず 介護予防訪問サービス 御手洗

2277102766 株式会社アマノ アマノ・サンハート 介護予防特定施設入居者生活介護 御手洗

2277202897 いにしえの里大瀬訪問介護事業所 介護予防訪問サービス 御手洗

2277202905 いにしえの里大瀬デイサービスセンター 介護予防通所サービス 御手洗

2277202632 ケアステーションあさひ浜松西 介護予防通所サービス 御手洗

2277203085 ケアステーションあさひ浜北 介護予防通所サービス 御手洗

2277203515 ケアステーションあさひ浜松いなさ 介護予防通所サービス 御手洗

2277202491 櫻乃苑　浜松天竜 介護予防訪問サービス 御手洗

2277203200 櫻乃苑　浜松富塚 介護予防訪問サービス 御手洗

2277201725 訪問介護センター　ほのぼの於呂 介護予防訪問サービス 御手洗

2277201725 デイセンターほのぼの於呂 介護予防通所サービス 御手洗

2277201626 株式会社蒼 デイサービスセンター花畑 介護予防通所サービス 御手洗

2277200909 訪問介護　みんなおいで 介護予防訪問サービス 御手洗

2277200909 デイサービスみんなおいで 介護予防通所サービス 御手洗

2277202822 かがやきデイサービス浜松山手 介護予防通所サービス 御手洗

2277203077 かがやきデイサービス浜松薬師 介護予防通所サービス 御手洗

2277203333 かがやきデイサービス浜松助信 介護予防通所サービス 御手洗

2277203341 かがやきデイサービス浜松蜆塚 介護予防通所サービス 御手洗

2277103178 デイサービスセンターあかい実 通所介護 御手洗

2277103178 デイサービスセンターあかい実 介護予防通所サービス 御手洗

2277103491 医療法人社団愛寿会 デイサービスセンターあいの街芳川 介護予防通所サービス 御手洗

2277201808 有限会社ココアン デイ　ココアン 介護予防通所サービス 御手洗

2278100025 有限会社ハレルヤ ハレルヤ奥浜名湖 介護予防特定施設入居者生活介護 御手洗

2277203259 特定非営利活動法人ライフシポー ヘルパーステーション四ッ池 介護予防訪問サービス 御手洗

2277103624 特定非営利活動法人外出支援センターガイドネット ヘルパーステーションあゆみ 介護予防訪問サービス 御手洗

2277200818 ラクラス上島デイサービス 介護予防通所サービス 川合

2277201873 ラクラス富塚デイサービス 介護予防通所サービス 川合

2277202244 ラクラス中島デイサービス 介護予防通所サービス 川合

2277202335 ラクラス西美薗デイサービス 介護予防通所サービス 川合

2277203655 ラクラス葵西デイサービス 介護予防通所サービス 川合

2277101371 ツクイ浜松 介護予防通所サービス 川合

2277102634 ツクイ高丘みずほ 介護予防通所サービス 川合

2277202368 ツクイ浜松大平台 介護予防通所サービス 川合

2277200917 脳リフレッシュサロン志都呂 介護予防通所サービス 川合

2277201717 デイサービスセンターきらり 介護予防通所サービス 川合

2277201923 つどいの家かりん 地域密着型通所介護 川合

2277201923 つどいの家かりん 介護予防通所サービス 川合

2277201600 沢田工業株式会社 デイサービス　日和 介護予防通所サービス 川合

2277202319 都商事株式会社 リハビリデイサービスnagomi文丘店 介護予防通所サービス 川合

2277102147 有限会社　おざいしょ 共生はうす　おざいしょ・みなみ 介護予防通所サービス 川合

2277101719 有限会社　グリーンサンガ デイサービス　グリーンサンガ 介護予防通所サービス 川合

2277200966 合同会社　やまいし デイサービス陽だまり 介護予防通所サービス 川合

医療法人社団やなせ

株式会社脳リハビリネットワーク

社会福祉法人　白龍会

株式会社知創

株式会社やまねメディカル

医療法人　社団新和会

株式会社　ツクイ

医療法人社団瑞芳会石垣内科医院

社会福祉法人陽翔会

合同会社モーメント

遠州鉄道株式会社

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社

株式会社いにしえの里大瀬

社会福祉法人　大善福祉会

社会福祉法人たんぽぽ会

株式会社ヴァティー

株式会社三喜友

合同会社みんなおいで



平成30年3月末に指定有効期限を迎える事業所一覧

事業所番号 申請者名称 事業所名称 サービス名 担当

2277203564 合同会社ＷＡＬＫ ＷＡＬＫ　佐鳴台 介護予防通所サービス 川合

2277201097 合同会社ティーケーエフユー デイサービスセンターほほえみ 介護予防通所サービス 川合

2277201469 元気広場　佐藤 介護予防通所サービス 川合

2277203713 元気広場　佐鳴台 介護予防通所サービス 川合

2277102543 有限会社メデカルサービス ゆとりの家　ふじのはな 介護予防通所サービス 川合

2277102873 デイサービスセンター結 介護予防通所サービス 川合

2277202731 デイサービス結ごころ 介護予防通所サービス 川合

2277202053 有限会社山田接骨院 デイサービスＹＡＭＡＤＡ 介護予防通所サービス 川合

2277103277 デイセンター　はまなこ 介護予防通所サービス 川合

2277202772 デイセンター　はまゆう 介護予防通所サービス 川合

2277100737 特定非営利活動法人　ぬくもりホーム デイサービスぬくもり 介護予防通所サービス 川合

2277200412 特定非営利活動法人　はままつ福祉応援団 デイサービス　小春日和 介護予防通所サービス 川合

2277101453 富塚パークタウンデイサービスセンター 介護予防通所サービス 川合

2277102154 上島ハーモニータウンデイサービスセンター 介護予防通所サービス 川合

2277202939 特定非営利活動法人オーク デイサービスセンターハートフル大瀬 介護予防通所サービス 川合

2277202517 有限会社カナン デイサービスのあ 介護予防通所サービス 川合

2277101404 有限会社ケアホームきんもくせい 指定通所介護事業所　ケアホーム　きんもくせい 介護予防通所サービス 川合

2277101834 有限会社デイサービスやくし デイサービスやくし 介護予防通所サービス 川合

2277102683 有限会社ナチュラルケア浜松 デイサービス高丘 介護予防通所サービス 川合

2277103152 リハビリデイサービスナッツ 地域密着型通所介護 川合

2277103152 リハビリデイサービスナッツ 介護予防通所サービス 川合

2277200495 有限会社　ケイ・エム・ワールド デイサービス　ほのぼの　櫻苑 介護予防通所サービス 川合

2277200206 きらら浜松ヘルパーセンター 介護予防訪問サービス 内山

2277200214 きらら浜松ディサービスセンター 介護予防通所サービス 内山

2278200031 まいさかデイサービスセンター 介護予防通所サービス 内山

2278200056 ゆうとう・まいさかホームヘルパーステーション 介護予防訪問サービス 内山

2278200056 ゆうとうデイサービスセンター 介護予防通所サービス 内山

2277200479 医療法人　社団もみのおか おかやま内科デイサービス 介護予防通所サービス 内山

2277200578 医療法人社団　三誠会 北斗わかば介護予防通所介護事業所 介護予防通所サービス 内山

2277200123 アースサポート浜松 介護予防訪問サービス 内山

2277200123 アースサポート浜松 介護予防通所サービス 内山

2277203044 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ浜松東 介護予防訪問サービス 内山

2277203432 あすなろ株式会社 グリーンデイ 介護予防通所サービス 内山

2277200420 訪問介護事業所　ウェルネス浜名湖 介護予防訪問サービス 内山

2277200420 通所介護事業所　ウェルネス浜名湖 介護予防通所サービス 内山

2277103145 デイサービスふれあい 地域密着型通所介護 内山

2277102931 ホームヘルプふれあい 介護予防通所サービス 内山

2277103145 デイサービスふれあい 介護予防訪問サービス 内山

2277200230 株式会社　サポートさち ディサービスさち 介護予防通所サービス 内山

2277200982 株式会社　ナチュライト デイサービスセンター交流館みのり 介護予防通所サービス 内山

2277203358 株式会社ＨＫＣ デイサービス未来　みっかび 介護予防通所サービス 内山

2277203150 株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ デイサービス　アビリティ雄踏 介護予防通所サービス 内山

2277202780 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 健康ハーフデイ　浜松常盤 介護予防通所サービス 内山

2278100256 株式会社Ｔ＆Ｈサービス デイサービスろくじゅ 介護予防通所サービス 内山

2277202707 株式会社ＹＡＭＡＭＯＴＯ てんりゅうデイサービス 介護予防通所サービス 内山

2277202095 株式会社あいてらす デイサービスセンターあすなろ 介護予防通所サービス 内山

2277203028 株式会社アクタガワ アクタガワ　生活リハビリ初生デイサービスセンター 介護予防通所サービス 内山

2277200792 株式会社アライブケア デイサービスライフ 介護予防通所サービス 内山

2277201832 株式会社コール デイサービスふたば丸塚 介護予防通所サービス 内山

2277202145 株式会社シンプルライフ だいだいの家 介護予防通所サービス 内山

2277202269 株式会社スペースライフ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　浜北 介護予防通所サービス 内山

2277200032 デイサービスくりの実 介護予防通所サービス 内山

2277200032 訪問介護ステーション市野 介護予防訪問サービス 内山

2277202830 株式会社レインボーハウス アモーレ和田デイサービス 介護予防通所サービス 内山

2277201196 佐鳴台倶楽部 介護予防通所サービス 内山

2277201709 入野倶楽部 介護予防通所サービス 内山

2277202392 山の手倶楽部 介護予防通所サービス 内山

2277103392 碧の滝　有限会社 若葉茄子デイサービス 介護予防通所サービス 内山

2277202012 ケアプランニング　カム 居宅介護支援 内山

2277202012 湯穏はじめや 介護予防通所サービス 内山

2277201881 株式会社ケアプランセンターさくら ケアプランセンターさくら 居宅介護支援 内山

2277102378 医療法人　社団慧正会 みゆきデイサービスセンター 介護予防通所サービス 野村

2277203739 アクル株式会社 デイサービスきたえるーむ浜松中央 介護予防通所サービス 野村

2277200115 第三陽なたぼっこ 介護予防通所サービス 野村

2278100215 デイサービスセンター陽なたぼっこ 介護予防通所サービス 野村

2277202814 一弘施設株式会社 招来屋 介護予防通所サービス 野村

2277200446 株式会社　ホームサポート デイサービスなでしこ 介護予防通所サービス 野村

2277103269 株式会社　メディカルケアサポート 五島デイサービス機能訓練センター 介護予防通所サービス 野村

2277200313 株式会社　音色 蒼蒼デイサービスセンター 介護予防通所サービス 野村

株式会社セッター

株式会社トラストサークル

有限会社ケア浦川

社会福祉法人　新和会

株式会社　ウェルネスパートナー

社会福祉法人　県民厚生会

有限会社エムアイアイ

山竹猪産業株式会社

有限会社ユイ・ライフ・サポート

有限会社ナッツ

株式会社創生

特定非営利活動法人ウェルネスサポート

ヤマザキ　メディカル　ケア　アソシエーション　株式会社

アースサポート株式会社



平成30年3月末に指定有効期限を迎える事業所一覧

事業所番号 申請者名称 事業所名称 サービス名 担当

2277201402 株式会社　快 デイサービスセンター　あんず 介護予防通所サービス 野村

2277102592 三和デイサービス機能訓練センター 介護予防通所サービス 野村

2277103764 三和ディサービスＹＯＫＯＳＵＫＡ 介護予防通所サービス 野村

2277202764 三和デイサービス向宿センター 介護予防通所サービス 野村

2277101388 デイサービスさくら 介護予防通所サービス 野村

2277200461 デイサービスあゆみ 介護予防通所サービス 野村

2297200384 ここ倶楽部 認知症対応型通所介護 野村

2297200384 ここ倶楽部 介護予防認知症対応型通所介護 野村

2277101073 ここ倶楽部指定介護予防通所介護 介護予防通所サービス 野村

2277203416 株式会社アドホック やさしい時間デイサービスセンター小松 介護予防通所サービス 野村

2277201345 株式会社オーク デイサービス花の里 介護予防通所サービス 野村

2277102899 株式会社オハナ 三ケ日デイサービス 介護予防通所サービス 野村

2277103574 株式会社ふれあいの里観月園 ふれあいの里観月園デイサービスセンター 介護予防通所サービス 野村

2277201089 株式会社ほこや デイサービスえがおの樹 介護予防通所サービス 野村

2277202947 株式会社ユーモア シンフォニー 介護予防通所サービス 野村

2277202426 浜松ケアセンターそよ風 介護予防通所サービス 野村

2277202996 浜松西ケアセンターそよ風 介護予防通所サービス 野村

2277202350 株式会社小林鉄工所 デイサービスセンターてとて 介護予防通所サービス 野村

2277201824 株式会社松本建築店 デイサービス　じゃがいも畑 介護予防通所サービス 野村

2277201840 株式会社豊友 デイサービスセンターつくし 介護予防通所サービス 野村

2277102485 ＪＹＯＴＳ有限会社 指定通所介護事業所すびーさいで 介護予防通所サービス 野村

2277200198 有限会社　すみれ会 みんなの家・野に咲くすみれ 介護予防通所サービス 野村

2277102311 有限会社　花の丘 花の丘デイサービス 介護予防通所サービス 野村

2277201188 有限会社ありずう デイサービスさわやか 介護予防通所サービス 野村

2277102998 有限会社いたくら デイサービスセンターいたくら 介護予防通所サービス 野村

2277101784 有限会社エスエスケーシーケア ＳＳＫＣデイサービス機能訓練センター 介護予防通所サービス 野村

2277200800 有限会社ハナジマ デイサービス花花 介護予防通所サービス 野村

株式会社ＬＣウェルネス

株式会社　望実

株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

株式会社　大安


