
北海道

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在4 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 倶有

0138-24-2255 040-0035

北海道函館市松風町19-18

社会福祉法人 函館大庚会
1 40

http://www.hakodate-taikoukai.jp48床

特別養護老人ホーム 三陽

011-633-0300 063-0846

札幌市西区八軒５条西８丁目５番１号

社会福祉法人 清恵会
2 39

http://www.seikeikai.server-shared.com/san-you/80床

特別養護老人ホーム 松濤

0138-27-0077 040-0035

北海道函館市松風町18-15

社会福祉法人 函館大庚会
3 26

http://www.hakodate-taikoukai.jp/facilities/shoutou/63床

特別養護老人ホーム 緑の苑

0152-73-1215 092-0027

北海道網走郡美幌町字稲美105番地の7

社会福祉法人 恵和福祉会
4 35

http://www.keiwafukushi.jp/80床

http://www.hakodate-taikoukai.jp
http://www.seikeikai.server-shared.com/san-you/
http://www.hakodate-taikoukai.jp/facilities/shoutou/
http://www.keiwafukushi.jp/


青森県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在2 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ことぶき苑

0173-54-1520 0370203

青森県五所川原市金木町喜良市桔梗野２０−９

社会福祉法人 叶福祉会
1 574

https://kanou-fukushikai.jp29床

特別養護老人ホーム サンシャイン

0178-23-5050 039-1111

青森県八戸市東白山台二丁目2番1

社会福祉法人 東幸会
2 41

https://s-tokokai.or.jp/facility/tokubetuyogo/50床

https://kanou-fukushikai.jp
https://s-tokokai.or.jp/facility/tokubetuyogo/


岩手県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在4 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム いこいの森

0197-51-1155 023-0132

岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢497-1

社会福祉法人 美楽会
1 44

http://www.mirakukai.com/83床

特別養護老人ホーム おでんせ本宮

019-656-3011 020-0866

岩手県盛岡市本宮字小板小瀬20-1

社会福祉法人 土淵朗親会
2 47

http://www.roushinkai.com/index.html81床

特別養護老人ホーム こはく苑

0194-53-3600 028-0071

岩手県久慈市小久慈町19-118-1

社会福祉法人 琥珀会
3 48

https://kohakukai.org/29床

介護老人福祉施設 ひまわり

0192-27-8636 022-0002

岩手県大船渡市大船渡町字山馬越197

社会福祉法人 典人会
4 46

http://www.tenjinkai.com/38床

http://www.mirakukai.com/
http://www.roushinkai.com/index.html
https://kohakukai.org/
http://www.tenjinkai.com/


宮城県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在5 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人福祉施設 泉ふるさと村

022-771-8085 981-3111

宮城県仙台市泉区松森字岡本前27

社会福祉法人 大石ヶ原会
1 573

https://oishigaharakai.or.jp70床

特別養護老人ホーム 壱ノ町

022-356-5001 981-0101

宮城県宮城郡利府町赤沼字大貝93番地1

社会福祉法人 萩の里
2 51

http://www.shiogama-haginosato.jp100床

介護老人保健施設 国見ナーシングホーム翔裕園

022-718-5261 981-0943

宮城県仙台市青葉区国見6-84-1

社会福祉法人 元気村
3 52

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kunimi-nh/100床

特別養護老人ホーム みさとの杜翔裕園

0229-33-3255 987-0038

宮城県遠田郡美里町駅東2-17-5

社会福祉法人 杜の村
4 49

http://www.morinomura.com/misatonomori/misatonomori_set.html50床

介護老人保健施設 南方ナーシングホーム翔裕園

0220-58-5455 987-0401

宮城県登米市南方町山成前791-1

社会福祉法人 元気村
5 50

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/minamikata-nh/100床

https://oishigaharakai.or.jp
http://www.shiogama-haginosato.jp
http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kunimi-nh/
http://www.morinomura.com/misatonomori/misatonomori_set.html
http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/minamikata-nh/


秋田県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在3 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 飯島

018-853-8930 011-0917

秋田県秋田市飯島道東一丁目5番1号

社会福祉法人 友遊会
1 556

http://www.kyukokai.com/yuyukai/70床

ぐるーぷほーむ「こさか」

0186-30-7250 017-0201

秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田16番地11

医療法人 寿光会
2 557

http://jyukoukai.com/9床

ぐるーぷほーむ せきがみ

0186-30-3285 018-5421

秋田県鹿角市十和田大湯字前田29

医療法人 寿光会
3 558

http://jyukoukai.com/18床

http://www.kyukokai.com/yuyukai/
http://jyukoukai.com/
http://jyukoukai.com/


山形県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在3 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム おばなざわ

0237-23-3030 999-4223

山形県尾花沢市五十沢186番地

社会福祉法人 慈敬会
1 2

http://kjg-net.jp/57床

特別養護老人ホーム さくらホーム広野

0234-91-1233 998-0125

山形県酒田市広野字末広102-1

社会福祉法人 さくら福祉会
2 54

http://www.sakura-welfare.jp/80床

特別養護老人ホーム ひがしざわ

0237-52-1511 995-0024

山形県村山市楯岡笛田2-19-57

社会福祉法人 慈敬会
3 1

http://kjg-net.jp/90床

http://kjg-net.jp/
http://www.sakura-welfare.jp/
http://kjg-net.jp/


福島県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在2 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ほほえみの里

0247-61-5622 963-7704

福島県田村郡三春町大字熊耳字神山287番

社会福祉法人 ほほえみ福祉会
1 6

http://www.hohoemifukushikai.com/29床

特別養護老人ホーム ラスール坂下

0242-93-5755 969-6531

河沼郡会津坂下町上口488-1

社会福祉法人 湖星会
2 583

https://koseikai-star.com80床

http://www.hohoemifukushikai.com/
https://koseikai-star.com


茨城県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在6 施設（施設名五十音順）

床数

地域密着型介護老人福祉施設 大宮フロイデドルフ

0295-55-8822 319-2266

茨城県常陸大宮市抽ヶ台町 889-1

社会福祉法人 博友会
1 14

http://www.hakuyukai-sfg.com/29床

特別養護老人ホーム しらとり

0296-28-1277 308-0067

茨城県筑西市上平塚590-1

社会福祉法人 征峯会
2 13

https://tokuyou-shiratori.jp/80床

特別養護老人ホーム セ・シボンかしま

0299-84-1165 314-0047

茨城県鹿嶋市須賀1350-1

社会福祉法人 至福会
3 11

http://shifuku.or.jp/cestsibon50床

特別養護老人ホーム 土浦晴山苑

029-828-2322 300-0024

茨城県土浦市田村町2321-5

社会福祉法人 晴山会
4 7

http://www.seizankai.jp/fukushi/tuchiura/index.html70床

地域密着型介護老人福祉施設 北勝園

029-272-1178 312-0032

茨城県ひたちなか市津田2093-1

社会福祉法人 北養会
5 12

http://www.hokuyoukai.jp/16床

特別養護老人ホーム 雅荘

0297-20-5525 300-2406

茨城県つくばみらい市福岡1199

社会福祉法人 ほほえみ会
6 16

https://www.miyabisou.jp80床

http://www.hakuyukai-sfg.com/
https://tokuyou-shiratori.jp/
http://shifuku.or.jp/cestsibon
http://www.seizankai.jp/fukushi/tuchiura/index.html
http://www.hokuyoukai.jp/
https://www.miyabisou.jp


栃木県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在5 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム おおたわら風花苑

0287-20-2230 324-0011

栃木県大田原市北金丸2600-10

社会福祉法人 邦友会
1 17

http://hoyukai.iuhw.ac.jp60床

特別養護老人ホーム かぬま花の風

0289-60-5501 322-0025

栃木県鹿沼市緑町2丁目3-17

社会福祉法人 朝日会
2 21

http://www.fukushi-asahikai.or.jp60床

特別養護老人ホーム ころぼっくる

028-683-0222 321-0973

栃木県宇都宮市岩曽町1310番地1

社会福祉法人 光誠会
3 19

http://www.kouseikai-flora.or.jp/50床

地域密着型特別養護老人ホーム なつぼ

028-688-0290 329-1105

栃木県宇都宮市中岡本町3270-67

社会福祉法人 すぎの芽会
4 565

www.suginomekai.or.jp29床

特別養護老人ホーム はりがや夢希の杜

028-615-7146 321-0147

栃木県宇都宮市針ヶ谷町654番地

社会福祉法人 朝日会
5 20

http://www.fukushi-asahikai.or.jp50床

http://hoyukai.iuhw.ac.jp
http://www.fukushi-asahikai.or.jp
http://www.kouseikai-flora.or.jp/
http://www.suginomekai.or.jp
http://www.fukushi-asahikai.or.jp


群馬県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在6 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム アミーキ

0270-20-2121 379-2217

群馬県伊勢崎市磯町435-1

社会福祉法人 パトリア
1 24

http://e-amici.org/50床

特別養護老人ホーム 小泉の杜

0270-62-2000 379-2222

群馬県伊勢崎市田部井町3丁目2017-2

社会福祉法人 和会
2 56

http://forest-koizumi.jp/100床

特別養護老人ホーム シンフォニー

027-388-9110 370-0004

高崎市井野町915番地2

社会福祉法人 苗場福祉会
3 57

https://naebafukushikai.com160床

特別養護老人ホーム 菜の花館

0278-30-3331 3791203

群馬県利根郡昭和村糸井1757-311

社会福祉法人 なごみの杜
4 568

80床

介護老人保健施設 藤岡みどりの園

0274-24-5771 375-0052

群馬県藤岡市下大塚５２５

医療法人 育成会
5 578

70床

介護老人保健施設 リハビリホーム喜望峰

0279-30-5655 370-3502

群馬県北群馬郡榛東村山子田2547-1

医療法人 井野整形外科リハビリ内科
6 55

http://inoseikei.webmedipr.jp/40床

http://e-amici.org/
http://forest-koizumi.jp/
https://naebafukushikai.com
http://inoseikei.webmedipr.jp/


埼玉県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在17 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あすなろの郷 浦和

048-810-5050 336-0911

埼玉県さいたま市緑区大字三室3029-3

社会福祉法人 あすなろ会
1 109

https://www.asunarokai.or.jp/100床

		特別養護老人ホーム アンミッコ

04-2990-2200 359-0002

埼玉県所沢市中富1639番3

社会福祉法人 天佑
2 107

https://www.ammicco.or.jp/100床

特別養護老人ホーム かわぐち翔裕園

048-290-7660 333-0824

埼玉県川口市大字赤芝新田114-1

社会福祉法人 元気村
3 83

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kawaguchi/110床

特別養護老人ホーム 孝の季苑

048-299-9311 332-0031

埼玉県川口市青木5丁目17番23号

社会福祉法人 あすか福祉会
4 110

https://asukafukushikai.com180床

特別養護老人ホーム こうのすタンポポ翔裕園

048-540-6699 365-0022

埼玉県鴻巣市郷地1746-1

社会福祉法人 元気村
5 82

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/k_tanpopo/100床

介護老人保健施設 こうのすナーシングホーム共生園

048-540-6171 365-0025

埼玉県鴻巣市下谷409-1

医療法人社団 鴻愛会
6 84

https://kouaikai.net/nurse/120床

特別養護老人ホーム つきがわ

0493-81-2424 3550372

埼玉県秩父郡東秩父村坂本1308-8

社会福祉法人 太陽の会
7 111

https://taiyounokai.or.jp100床

特別養護老人ホーム ところの苑

04-2929-6955 359-1131

埼玉県所沢市久米1538-2

社会福祉法人 端午会
8 79

http://www.tangokai.jp/70床

介護老人福祉施設 利根いこいの里

0480-69-1530 347-0001

埼玉県加須市大越1933

社会福祉法人 潤青会
9 86

http://www.junseikai.org/40床

https://www.asunarokai.or.jp/
https://www.ammicco.or.jp/
http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kawaguchi/
https://asukafukushikai.com
http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/k_tanpopo/
http://kouaikai.net/nurse/index.htm
https://taiyounokai.or.jp
http://www.tangokai.jp/
http://www.junseikai.org/


埼玉県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在17 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人保健施設　 七里

048-884-8201 337-0012

埼玉県さいたま市見沼区東宮下1-152-1

医療法人 久幸会
10 108

https://www.kyukokai.com/kyukokai/nanasato/100床

特別養護老人ホーム 菜々の郷

048-480-7310 352-0016

埼玉県新座市馬場1-2-35

社会福祉法人 新座福祉会
11 78

https://niizafukushikai.or.jp132床

介護老人保健施設 南面

048-989-7777 343-0851

埼玉県越谷市七左町4-161

医療法人 秀峰会
12 569

90床

介護老人福祉施設 ふぁみぃゆ行田

048-559-4165 361-0012

埼玉県行田市下須戸75番地

社会福祉法人 瑞穂会
13 106

http://famille-gyoda.com/90床

介護老人福祉施設 馬室たんぽぽ翔裕園

048-541-4148 365-0043

埼玉県鴻巣市原馬室３３３５番

社会福祉法人 元気村
14 105

100床

特別養護老人ホーム みなみの苑

048-984-0373 342-0033

埼玉県吉川市中曽根１５５９－２

社会福祉法人 端午会
15 582

https://www.tangokai.jp120床

特別養護老人ホーム 八瀬の里

049-247-7311 350-1172

埼玉県川越市増形164番地

社会福祉法人 芳清会
16 80

http://www.houseikai-y.jp/96床

特別養護老人ホーム ライゼ清輝苑

0280-61-2120 349-1204

埼玉県加須市陽光台2-883-75

社会福祉法人 宏和会
17 77

https://sw-kouwakai.or.jp50床

https://www.kyukokai.com/kyukokai/nanasato/
https://niizafukushikai.or.jp
http://famille-gyoda.com/
https://www.tangokai.jp
http://www.houseikai-y.jp/
https://sw-kouwakai.or.jp


千葉県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在16 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム いちかわ翔裕園

047-303-5525 272-0802

千葉県市川市柏井町1丁目1076番地

社会福祉法人 長寿の里
1 71

http://cyoujyunosato.jp100床

特別養護老人ホーム 印旛晴山苑

0476-99-2522 270-1612

千葉県印西市大廻187

社会福祉法人 晴山会
2 63

https://seizan-kai.or.jp/90床

特別養護老人ホーム 鎌ヶ谷翔裕園

047-498-5715 273-0121

千葉県鎌ケ谷市初富字東野848番地10

社会福祉法人 長寿の里
3 67

http://cyoujyunosato.jp/kamagaya/40床

特別養護老人ホーム グリーンヒル八千代台

047-480-2777 276-0034

千葉県八千代市八千代台西7-2-69

社会福祉法人 翠燿会
4 75

http://www.greenhill.or.jp/29床

介護老人福祉施設 ケアホーム船橋

047-406-6200 273-0851

千葉県船橋市馬込町899-2

社会福祉法人 関西中央福祉会
5 74

https://www.funabashi.tokuyou.jp/50床

特別養護老人ホーム 秋桜

047-703-1275 271-0061

千葉県松戸市栄町西3-1036-2

社会福祉法人 永春会
6 62

https://www.eishunkai.or.jp/70床

特別養護老人ホーム さつまの里

047-401-1500 273-0136

千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1

社会福祉法人 高嶺福祉会
7 73

http://takaminefukushikai.com110床

地域密着型特別養護老人ホーム しょうじゅの里茂原

0475-27-1165 297-0029

千葉県茂原市高師193-1

社会福祉法人 兼愛会
8 66

http://www.akaedakai.com/mobara/30床

特別養護老人ホーム しょうじゅ美浜

043-243-8890 261-0001

千葉県千葉市美浜区幸町2丁目12-2 

社会福祉法人 兼愛会
9 70

http://www.akaedakai.com/mihama/80床

http://cyoujyunosato.jp
http://seizan-kai.or.jp/
http://cyoujyunosato.jp/kamagaya/
http://www.greenhill.or.jp/
https://www.funabashi.tokuyou.jp/
https://www.eishunkai.or.jp/
http://takaminefukushikai.com
http://www.akaedakai.com/mobara/
http://kenaikai.sakura.ne.jp/mihama/


千葉県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在16 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 千の風・清澄

04-7099-5611 299-5503

千葉県鴨川市天津3466

社会福祉法人 健仁会
10 58

http://www.kenjin.or.jp/sennokaze/kiyosumi/70床

特別養護老人ホーム 初富の里

047-445-4700 273-0122

千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目4-3

社会福祉法人 高嶺福祉会
11 68

http://hatsutomi.takaminefukushikai.com/30床

特別養護老人ホーム ふなばし翔裕園

047-439-1138 273-0041

千葉県船橋市旭町4-19-30

社会福祉法人 長寿の里
12 72

http://www.cyoujyunosato.jp/funabashi/index.html80床

特別養護老人ホーム まんさくの里

047-348-8352 270-0023

千葉県松戸市八ヶ崎2-15-1

社会福祉法人 慶桜会
13 59

https://www.mansakunosato.biz/70床

特別養護老人ホーム みどりの樹

0438-38-5600 299-0231

千葉県袖ケ浦市下泉1426

社会福祉法人 みどりの風
14 576

29床

特別養護老人ホーム 明尽苑

047-385-2220 270-2251

千葉県松戸市金ヶ作296-1　　　　

社会福祉法人 聖心会
15 60

http://www.seishin-kai.or.jp/70床

特別養護老人ホーム やまぶき苑

0439-80-8220 299-1742

千葉県富津市豊岡1768

社会福祉法人 あたご会
16 61

https://www.atagokai.com/50床

http://www.kenjin.or.jp/sennokaze/kiyosumi/
http://hatsutomi.takaminefukushikai.com/
http://www.cyoujyunosato.jp/funabashi/index.html
https://www.mansakunosato.biz/
http://www.seishin-kai.or.jp/
https://www.atagokai.com/


東京都

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在16 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑

03-3940-9171 114-0024

東京都北区西ケ原4-51-1

社会福祉法人 晴山会
1 122

https://www.asuka-seizanen.com/asuka-seizanen/152床

特別養護老人ホーム 癒しの里南千住

03-3803-3700 116-0003

東京都荒川区南千住6丁目67番5号

社会福祉法人 三幸福祉会
2 584

80床

特別養護老人ホーム 風の樹

042-561-3855 207-0032

東京都東大和市蔵敷3-873-1

社会福祉法人 一石会
3 112

http://www.kazenoki.net/100床

グランハート悠々園

042-794-6872 195-0074

東京都町田市山崎町2055番地1

社会福祉法人 悠々会
4 129

http://www.yuyuen.com/100床

特別養護老人ホーム ケアプラザたま

042-313-7518 206-0025

東京都多摩市永山3-12-2

社会福祉法人 蓬莱会
5 128

https://horaikai.or.jp/82床

介護老人福祉施設 ケアホーム板橋

03-5964-5600 173-0036

東京都板橋区向原3-7-8

社会福祉法人 平成記念会
6 131

https://itabashi.tokuyou.jp/140床

介護老人福祉施設 ケアホーム千鳥

03-5741-8500 146-0083

東京都大田区千鳥2丁目34番25号

社会福祉法人 兵庫福祉会
7 132

https://chidori.tokuyou.jp/96床

デイサービス 品川フィットネスクラブデイサービスセンター

05038021630 108-0074

東京都港区高輪4-1-18　高輪ビル１F

株式会社 メディキュアーズ
8 581

0床

特別養護老人ホーム 新宿けやき園

03-3367-1601 169-0073

東京都新宿区百人町4-5-1

社会福祉法人 邦友会
9 121

http://hoyukai.iuhw.ac.jp/keyakien/100床

https://www.asuka-seizanen.com/asuka-seizanen/
http://www.kazenoki.net/
http://www.yuyuen.com/
https://horaikai.or.jp/
https://itabashi.tokuyou.jp/
https://chidori.tokuyou.jp/
http://hoyukai.iuhw.ac.jp/keyakien/


東京都

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在16 施設（施設名五十音順）

床数

地域密着型特別養護老人ホーム 第二偕楽園ホーム

042-691-0913 192-0004

東京都八王子市加住町1丁目18番地

社会福祉法人 一誠会
10 133

http://www.kairakuenhome.or.jp29床

特別養護老人ホーム 竹の塚翔裕園

03-5851-6050 121-0813

東京都足立区竹の塚七丁目19番14号

社会福祉法人 長寿村
11 123

http://www.chojumura.or.jp/100床

特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑

03-3675-1201 134-0088

東京都江戸川区西葛西８丁目1-1

社会福祉法人 東京栄和会
12 127

http://www.tokyoeiwakai.or.jp120床

特別養護老人ホーム は～とふる

042-516-3985 207-0022

東京都東大和市桜が丘2-53-6

社会福祉法人 友遊会
13 135

http://www.kyukokai.com/60床

特別養護老人ホーム フロース東糀谷

03-5735-8080 144-0033

東京都大田区東糀谷六丁目4番17号

社会福祉法人 善光会
14 134

https://www.zenkoukai.jp/japanese/160床

介護老人保健施設 マイウェイ四谷

03-3355-0428 160-0015

東京都新宿区大京町1-3

医療法人社団 永生会
15 124

http://www.eisei.or.jp/myway/myway_top.html100床

特別養護老人ホーム 増戸ホーム

042-596-3456 190-0162

東京都あきる野市三内436-16

社会福祉法人 白百合会
16 117

http://www.shirayurikai.tokyo100床

http://www.kairakuenhome.or.jp
http://www.chojumura.or.jp/
http://www.tokyoeiwakai.or.jp
http://www.kyukokai.com/
https://www.zenkoukai.jp/japanese/
http://www.eisei.or.jp/myway/myway_top.html
http://www.shirayurikai.tokyo


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 愛成苑

045-300-0881 246-0003

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町4131-16

社会福祉法人 愛成会
1 201

www.aiseienn.jp100床

特別養護老人ホーム 青葉あさくら苑

045-507-4313 227-0065

神奈川県横浜市青葉区恩田町2994-1

社会福祉法人 一乗谷友愛会
2 193

http://www.asakuraen.jp122床

特別養護老人ホーム 磯子自然村

045-778-1120 235-0043

神奈川県横浜市磯子区氷取沢町60-17

社会福祉法人 ふるさと自然村
3 169

http://f-shizenmura.or.jp140床

介護老人福祉施設 ヴィラ泉

045-301-2900 245-0018

神奈川県横浜市泉区上飯田町4495

社会福祉法人 幸仁会
4 173

http://izumi.tokuyou.jp/100床

介護老人福祉施設 ヴィラ神奈川

045-471-1300 221-0864

神奈川県横浜市神奈川区菅田町19

社会福祉法人 平成記念会
5 189

http://www.kanagawa..tokuyou.jp160床

特別養護老人ホーム ヴィラ桜ヶ丘

045-952-2300 241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町1436-10

社会福祉法人 兵庫福祉会
6 167

http://sakura.tokuyou.jp/90床

介護老人福祉施設 ヴィラ都筑

045-593-2800 224-0027

神奈川県横浜市都筑区大棚町392-1

社会福祉法人 平成記念会
7 171

http://tsuzuki.tokuyou.jp/100床

特別養護老人ホーム ヴィラ南本宿

045-351-7500 241-0833

神奈川県横浜市旭区南本宿町109-1

社会福祉法人 関西中央福祉会
8 170

http://honjuku.tokuyou.jp/80床

介護老人福祉施設 ヴィラ横浜

045-953-6733 241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町1437-1

社会福祉法人 道心会
9 163

https://www.yokohama.tokuyou.jp/100床

http://www.aiseienn.jp
http://www.asakuraen.jp
http://f-shizenmura.or.jp
http://izumi.tokuyou.jp/
http://www.kanagawa..tokuyou.jp
http://sakura.tokuyou.jp/
http://tsuzuki.tokuyou.jp/
http://honjuku.tokuyou.jp/
http://www.yokohama.tokuyou.jp/info.html


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 上郷苑東館

045-897-3055 247-0024

神奈川県横浜市栄区野七里1丁目36番1号

社会福祉法人 横浜長寿会
10 164

http://www.y-chojukai.or.jp/90床

特別養護老人ホーム 衣笠ホーム

046-856-7101 240-0104

神奈川県横須賀市芦名2-4-1

社会福祉法人 日本医療伝道会
11 136

http://www.kinugasa.or.jp/hometop.html110床

地域密着型特別養護老人ホーム きみどり

046-204-6961 2430031

神奈川県厚木市戸室１丁目２６−１１

社会福祉法人 みどり会
12 570

https://www.atsugimidorikai.com29床

特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜

045-806-5900 245-0016

神奈川県横浜市泉区和泉町2312

社会福祉法人 寿
13 141

http://greenhill-izumi.jp/120床

特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら

042-713-3818 252-0135

神奈川県相模原市緑区大島295

社会福祉法人 蓬莱会
14 200

https://horaikai.or.jp/spot/sagamihara1130床

介護老人福祉施設 ケアホーム三浦

046-888-5877 238-0111

神奈川県三浦市初声町下宮田3516-1

社会福祉法人 せいざん福祉会
15 199

https://miura.tokuyou.jp/120床

介護老人保健施設 ケアホーム横浜

045-954-2417 241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町1436-1

社会福祉法人 兵庫福祉会
16 168

http://yokohama.rouken.jp/100床

特別養護老人ホーム 恵徳苑

046-823-5132 238-0006

神奈川県横須賀市日の出町1-9-1

社会福祉法人 恵徳会
17 187

http://www.keitokuen.or.jp/170床

特別養護老人ホーム サニーヒル横浜

045-920-0320 241-0802

神奈川県横浜市旭区上川井町426

社会福祉法人 隆徳会
18 177

http://www.sunnyhill.or.jp/140床

http://www.y-chojukai.or.jp/
http://www.kinugasa.or.jp/hometop.html
https://www.atsugimidorikai.com
http://greenhill-izumi.jp/
https://horaikai.or.jp/spot/sagamihara1
https://miura.tokuyou.jp/
http://yokohama.rouken.jp/
http://www.keitokuen.or.jp/
http://www.sunnyhill.or.jp/


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ジョイヴィレッジ

0465-27-1100 256-0816

神奈川県小田原市酒匂956-1

社会福祉法人 東洋会
19 184

http://www.ashigara-insatsu.com/client/joyvillage/120床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里小野

045-521-8818 230-0047

神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-18

社会福祉法人 兼愛会
20 198

http://www.akaedakai.com/ono/120床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里相模原

042-704-8817 252-0213

神奈川県相模原市中央区すすきの町22-12

社会福祉法人 兼愛会
21 571

www.akaedakai.com/sagamihara/100床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里鶴見

045-576-5020 230-0002

神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町2-1  

社会福祉法人 兼愛会
22 144

http://www.akaedakai.com/turumi/90床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保

045-921-0013 226-0015

神奈川県横浜市緑区三保町171-1

社会福祉法人 兼愛会
23 143

http://www.akaedakai.com/miho/170床

特別養護老人ホーム 湘南くすの木

0467-52-3647 253-0017

神奈川県茅ヶ崎市松林3-4-6

社会福祉法人 松宝苑
24 152

http://www.shonankusunoki.jp/70床

特別養護老人ホーム 新鶴見ホーム新館

045-583-0800 230-0002

神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42

社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
25 191

http://www.shintsurumi.jp60床

コミュニティハウス すいとぴー新横浜

045-822-0872 223-0059

神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-6

日総ニフティ株式会社
26 185

https://sweetpea.co.jp/80床

特別養護老人ホーム 菅田心愛の里

045-470-7788 221-0864

神奈川県横浜市神奈川区菅田町1122

社会福祉法人 七葉会
27 202

http://www.nanaha.net/100床

http://www.ashigara-insatsu.com/client/joyvillage/
http://www.akaedakai.com/ono/
http://www.akaedakai.com/sagamihara/
http://kenaikai.sakura.ne.jp/turumi/
http://kenaikai.sakura.ne.jp/miho/
http://www.shonankusunoki.jp/
http://www.shintsurumi.jp
https://sweetpea.co.jp/
http://www.nanaha.net/


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム スプリングガーデン瀬谷

045-304-0241 246-0035

神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷1-27-25

社会福祉法人 泉正会
28 194

http://www.senshoukai.com/85床

介護老人福祉施設 スミール桜ヶ丘

046-267-3818 242-0014

神奈川県大和市上和田1021-1

社会福祉法人 たつき会
29 186

http://www.tatsuki.co/100床

特別養護老人ホーム 太陽の家

046-846-5133 239-0824

神奈川県横須賀市西浦賀6-1-1

社会福祉法人 ユーアイ二十一
30 149

http://www.ui21.or.jp/111床

特別養護老人ホーム 太陽の家座間

046-298-5133 252-0027

神奈川県座間市座間二丁目８６１－1

社会福祉法人 ユーアイ二十一
31 204

http://www.ui21.or.jp/shisetsu/03-zama120床

特別養護老人ホーム 太陽の家二番館

046-841-2088 239-0824

神奈川県横須賀市西浦賀6-1-2

社会福祉法人 ユーアイ二十一
32 148

http://www.ui21.or.jp/100床

特別養護老人ホーム 太陽の家横濱羽沢

045-442-4907 221-0863

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町2-1

社会福祉法人 ユーアイ二十一
33 195

http://www.ui21.or.jp/shisetsu/04-hazawa/120床

特別養護老人ホーム 太陽の國ほどがや

045-730-1165 240-0023

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町238-1

社会福祉法人 朋光会
34 156

http://www.apollon.or.jp72床

特別養護老人ホーム たちばなの里

0465-44-1100 256-0806

神奈川県小田原市小船213-1

社会福祉法人 東洋会
35 145

http://www.sakimura-group.com/tachibana/90床

特別養護老人ホーム ニューバード

045-534-0150 223-0057

神奈川県横浜市港北区新羽町2530-4

社会福祉法人 近代老人 福祉協会
36 142

http://kindai-rf.or.jp/newbird/100床

http://www.senshoukai.com/
http://www.tatsuki.co/
http://www.ui21.or.jp/
http://www.ui21.or.jp/
http://www.ui21.or.jp/
http://www.ui21.or.jp/shisetsu/04-hazawa/
http://apollon.or.jp/hodogaya
http://www.sakimura-group.com/tachibana/
http://kindai-rf.or.jp/newbird/


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ニューバード獅子ケ谷

045-576-3055 230-0073

神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目10-8

社会福祉法人 近代老人福祉協会
37 190

http://kindai-rf.or.jp/shishigaya/100床

特別養護老人ホーム 羽沢の家二番館

045-372-1241 221-0863

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1667-1　

社会福祉法人 さくら会
38 205

http://www.hazawanoie.jp/100床

特別養護老人ホーム はだの松寿苑

0463-74-2003 259-1306

神奈川県秦野市戸川381-1

社会福祉法人 寿徳会
39 147

http://www.hadanosyojuen.com/100床

特別養護老人ホーム はなの家とむろ

046-225-8787 243-0031

神奈川県厚木市戸室5-9-15

社会福祉法人 康仁会
40 166

http://koujinkai.tomei.or.jp/88床

特別養護老人ホーム 葉山グリーンヒル

046-877-1116 240-0111

神奈川県三浦郡葉山町一色2448-6

社会福祉法人 公友会
41 155

https://yokosuka-greenhil.jp/pages/30/80床

特別養護老人ホーム ビオラ三保

045-924-2223 226-0015

神奈川県横浜市緑区三保町350

社会福祉法人 中川徳生会
42 139

http://www.nakagawa-tokushokai.com/facilities/cat_/entry_491/140床

特別養護老人ホーム ひばり

045-548-3311 223-0056

神奈川県横浜市港北区新吉田町6088番27

社会福祉法人 あおぞら福祉会
43 196

http://www.aozora-fukushikai.or.jp/100床

特別養護老人ホーム ひまわり港南台

045-830-3710 234-0055

神奈川県横浜市港南区日野南3-7-10

社会福祉法人 育生会
44 203

http://fuku-ikuseikai.com/180床

特別養護老人ホーム 平塚富士白苑

0463-61-1841 254-0826

神奈川県平塚市唐ヶ原1番地

社会福祉法人 富士白苑
45 161

http://www.fujishiro-group.com/160床

http://kindai-rf.or.jp/shishigaya/
http://www.hazawanoie.jp/
http://www.hadanosyojuen.com/
http://koujinkai.tomei.or.jp/
http://yokosuka~greenhil.jp/pages/30/
http://www.nakagawa-tokushokai.com/facilities/cat_/entry_491/
http://www.aozora-fukushikai.or.jp/
http://fuku-ikuseikai.com/
http://www.fujishiro-group.com/


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム フレンド神木

044-871-2010 216-0031

神奈川県川崎市宮前区神木本町5-12-15

社会福祉法人 三神会
46 150

http://sanshinkai.or.jp100床

特別養護老人ホーム 芳徳の郷ほなみ

0465-39-2231 250-0852

神奈川県小田原市栢山3565番

社会福祉法人 祥風会
47 188

http://www.shofukai.com100床

特別養護老人ホーム 美立の杜

045-351-7899 240-0035

神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町609-1

社会福祉法人 横浜白光会
48 157

https://www.mitatenomori.com/75床

特別養護老人ホーム みんなと暮らす町

044-520-1901 212-0051

神奈川県川崎市幸区東古市場116-12

社会福祉法人 照陽会
49 162

http://www.taiyonosono.or.jp120床

グループホーム やすらぎの郷

045-988-1321 227-0054

神奈川県横浜市青葉区しらとり台3-13

社会福祉法人 みやび会
50 179

9床

特別養護老人ホーム 横濱かなざわ翔裕園

045-353-3080 2360022

神奈川県横浜市金沢区町屋町1-1

社会福祉法人 長寿村
51 572

ｈｔｔｐｓ：//www.genkimuragroup.jp/facilitylist/yokohama-kanagawa160床

特別養護老人ホーム 横浜ナーシングビレッジ

045-511-7788 226-0006

神奈川県横浜市緑区白山4-74-3

社会福祉法人 佰和会
52 158

http://www.hakuwakai.net/yokohama/90床

特別養護老人ホーム よみうりランド花ハウス

044-969-3111 214-0006

神奈川県川崎市多摩区菅仙谷4-1-4

社会福祉法人 読売光と愛の 事業団
53 137

https://www.hana-house.org/150床

特別養護老人ホーム よもぎの里 愛の丘

042-778-7211 252-0336

神奈川県相模原市南区当麻490番地1

社会福祉法人 喜楽会
54 183

http://www.kirakukai.or.jp/100床

http://sanshinkai.or.jp
http://www.shofukai.com
https://www.mitatenomori.com/
http://www.taiyonosono.or.jp
http://ｈｔｔｐｓ：//www.genkimuragroup.jp/facilitylist/yokohama-kanagawa
http://www.hakuwakai.net/yokohama/
https://www.hana-house.org/
http://www.kanagawa-roushikyo.org/asamizo/oka/


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡

0463-75-8710 254-0016

神奈川県平塚市東八幡4-19-14

社会福祉法人 つちや社会福祉会
55 197

http://rosehill.or.jp/service-2/rosehillhigashiyahata/96床

http://rosehill.or.jp/service-2/rosehillhigashiyahata/


新潟県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在9 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 河渡の郷

025-270-1414 950-0024

新潟県新潟市東区河渡2-4-65

社会福祉法人 河渡の郷福祉会
1 93

http://www.koudonosato.or.jp/tokuyo/tokuyo.html70床

特別養護老人ホーム サクラーレ福住

0258-35-5590 940-0034

新潟県長岡市福住2-1-7

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
2 99

http://nagaokasanko.or.jp/group/sakura-re/80床

特別養護老人ホーム サンホーム

0258-52-0151 940-0203

新潟県長岡市楡原784-13

社会福祉法人 太陽福祉会
3 91

http://care-net.biz/15/taiyo/90床

特別養護老人ホーム 縄文の杜関原

0258-21-5055 940-2035

新潟県長岡市関原町1-1072-1

社会福祉法人 長岡三古老人 福祉会
4 96

http://nagaokasanko.com80床

特別養護老人ホーム 中之島

0258-61-2828 954-0124

新潟県長岡市中之島字古新田2105-6

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
5 95

http://nagaokasanko.com/80床

特別養護老人ホーム 花の里かつぼ

0258-44-8742 940-0804

新潟県長岡市水穴町393番地

社会福祉法人 長岡東山福祉会
6 101

https://www.katuboen.or.jp/29床

地域密着型介護老人福祉施設 福住

0258-31-3281 940-0034

新潟県長岡市福住2丁目1-15

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
7 97

http://www.fukuzumi.server-shared.com/29床

特別養護老人ホーム 槇山けやき苑

0258-29-2500 940-2002

新潟県長岡市槇山町1593番地1

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
8 100

http://www.nagaokasanko.com80床

特別養護老人ホーム わしま

0258-89-8560 949-4511

新潟県長岡市小島谷3399番地

社会福祉法人 長岡三古老人福祉会
9 98

http://www.wasima.server-shared.com/29床

http://www.koudonosato.or.jp/tokuyo/tokuyo.html
http://nagaokasanko.or.jp/group/sakura-re/
http://care-net.biz/15/taiyo/
http://nagaokasanko.com
http://nagaokasanko.com/
https://www.katuboen.or.jp/
http://www.fukuzumi.server-shared.com/
http://www.nagaokasanko.com
http://www.wasima.server-shared.com/


石川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 美杉の郷

076-259-2117 920-2502

石川県白山市桑島4-87-5

社会福祉法人 はくさん会
1 273

http://misuginosato.jp70床

http://misuginosato.jp


福井県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あさくら苑

0776-41-8400 918-8135

福井県福井市下六条町18-32

社会福祉法人 一乗谷友愛会
1 275

http://www.asakuraen.jp70床

http://www.asakuraen.jp


山梨県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在4 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 慶和荘

0555-23-3000 403-0005

山梨県富士吉田市上吉田字熊穴4584

社会福祉法人 明清会
1 206

http://www.mswc.or.jp60床

特別養護老人ホーム 真心の里

0554-56-8601 402-0052

山梨県都留市中央1-1-16

社会福祉法人 芳寿会
2 90

http://www.kaisei-so.jp29床

特別養護老人ホーム みのぶ荘

0556-62-3131 409-2531

山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-122

社会福祉法人 身延山福祉会
3 88

http://minobu.or.jp/30床

特別養護老人ホーム 緑風苑

0553-32-4165 404-0043

山梨県甲州市塩山下於曽1256

社会福祉法人 延命福祉会
4 207

http://ryokufuuen.com/60床

http://www.mswc.or.jp
http://www.kaisei-so.jp
http://minobu.or.jp/
http://ryokufuuen.com/


長野県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在5 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人保健施設 インターコート藤

0262845777 3812206

長野県長野市青木島町綱島７８２−６

医療法人 百藤会
1 575

150床

特別養護老人ホーム エーデルこまがね

0265-82-8821 399-4117

長野県駒ヶ根市赤穂14421番地1

社会福祉法人 すずらん 福祉会
2 103

https://care-net.biz/20/edel-komagane/50床

特別養護老人ホーム グレイスフル箕輪

0265-71-3721 399-4601

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪6065

社会福祉法人 サン・ビジョン
3 263

http://www.e-sunlife.or.jp/service/nagano06/index.html30床

地域密着型特別養護老人ホーム こまくさ野村渋池

0263-88-2226 399-0702

塩尻市広丘野村2223

社会福祉法人 恵和会
4 269

https://www.komakusa-nomura.jp/28床

特別養護老人ホーム 白駒の森

0266-82-7500 391-0001

長野県茅野市ちの3000‐1

社会福祉法人 こまくさ 福祉会
5 104

http://www.lcv.ne.jp/~komakusa/shirakoma01.html77床

https://care-net.biz/20/edel-komagane/
http://www.e-sunlife.or.jp/service/nagano06/index.html
https://www.komakusa-nomura.jp/
http://www.lcv.ne.jp/~komakusa/shirakoma01.html


岐阜県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在21 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人福祉施設 アットホームしろとり

0575-83-0266 501-5122

岐阜県郡上市白鳥町為真1878-1

社会福祉法人 敬天会
1 219

http://attohome.or.jp/100床

介護老人保健施設 カワムラコート

058-241-3488 501-3144

岐阜県岐阜市芥見大般若1丁目105

医療法人社団 カワムラヤスオメディカルソサエティ
2 230

http://kawamuramedical.or.jp/7_01_longterm_care_health_facility.html50床

特別養護老人ホーム 岐南仙寿うれし野

058-259-3300 501-6006

岐阜県羽島郡岐南町伏屋8-33

社会福祉法人 登豊会
3 217

http://www.ureshino.or.jp/100床

介護老人保健施設 グリーンビラ安江

058-253-7878 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1丁目2-38

医療法人社団 幸紀会
4 229

http://www.koukikai.gr.jp/medical_top/guide/greenvilla/56床

特別養護老人ホーム こころの丘

0573-43-0556 509-7403

岐阜県恵那市岩村町2453番地123

社会福祉法人 恵雄会
5 236

http://www.keiyu-kai.com/sisetsu.html80床

特別養護老人ホーム さくらの舞

058-268-0039 501-6016

岐阜県羽島郡岐南町徳田1丁目79番地

社会福祉法人 さくらゆき
6 234

http://sakurayuki.or.jp/29床

特別養護老人ホーム 燦燦

058-254-1533 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30

社会福祉法人 幸紀会
7 336

http://www.koukikai.gr.jp/sansan/100床

特別養護老人ホーム 清心苑

0584-93-0510 503-2223

岐阜県大垣市矢道町1丁目３０３番地

社会福祉法人 清心会
8 239

https://seishinkai.heart-gp.org/160床

介護老人保健施設 仙寿なごみ野

058-215-9753 502-0929

岐阜県岐阜市則武東４丁目２番６号

医療法人社団 登豊会
9 225

http://kaigo.touhoukai.or.jp/100床

http://attohome.or.jp/
http://kawamuramedical.or.jp/7_01_longterm_care_health_facility.html
http://www.ureshino.or.jp/
http://www.koukikai.gr.jp/medical_top/guide/greenvilla/
http://www.keiyu-kai.com/sisetsu.html
http://sakurayuki.or.jp/
http://www.koukikai.gr.jp/sansan/
https://seishinkai.heart-gp.org/
http://kaigo.touhoukai.or.jp/


岐阜県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在21 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ナーシングケア寺田

058-255-5550 501-0104

岐阜県岐阜市寺田７丁目85

社会福祉法人 和光会
10 218

http://www.nursingcare-terada.jp/100床

特別養護老人ホーム ハートステージ　鳳

058-264-8880 500-8177

岐阜県岐阜市長旗町2-18

社会福祉法人 瑞鳳会
11 235

http://zuihokai-group.jp/inst-o_hs.php100床

地域密着型介護老人福祉施設 ばーむ

058-213-8006 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30

社会福祉法人　 幸紀会
12 237

http://www.koukikai.gr.jp/welfare_top/guide/barm/29床

特別養護老人ホーム パサーダ

0584-78-2984 503-0019

岐阜県大垣市北方町2-70-1

社会福祉法人 北晨
13 337

http://www.haroro.com/hokushin/80床

特別養護老人ホーム ふくろうの杜

0573-62-1250 508-0101

岐阜県中津川市苗木4002

社会福祉法人 和敬会倶楽部
14 216

http://fukurounomori.jp90床

特別養護老人ホーム ほほえみ福寿の家

0575-24-9570 501-3932

岐阜県関市稲口８４５番地

社会福祉法人 桜友会
15 240

https://www.hohoemi.or.jp/10床

特別養護老人ホーム まほろば

0585-35-0058 501-0553

岐阜県揖斐郡大野町南方石ノ上356番地1

社会福祉法人 浩仁会
16 220

http://www.plaza21oono.jp/koujinkai50床

特別養護老人ホーム みたほら苑

058-237-1200 502-0003

岐阜県岐阜市三田洞東4丁目9番1号

社会福祉法人 親和会
17 223

https://gifu-shinwakai.org/mitahoraen/80床

特別養護老人ホーム メゾンペイネ

058-370-5225 509-0141

岐阜県各務原市鵜沼各務原町9丁目195番地

社会福祉法人 フェニックス
18 221

http://phoenix-g.jp/service/institution-service/intensive_care29床

http://www.nursingcare-terada.jp/
http://zuihokai-group.jp/inst-o_hs.php
http://www.koukikai.gr.jp/welfare_top/guide/barm/
http://www.haroro.com/hokushin/
http://fukurounomori.jp
https://www.hohoemi.or.jp/
http://www.plaza21oono.jp/koujinkai
https://gifu-shinwakai.org/mitahoraen/
http://phoenix-g.jp/service/institution-service/intensive_care


岐阜県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在21 施設（施設名五十音順）

床数

ショートステイ ラ・ヴェリーテ

058-252-0223 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1-6-5

株式会社 トミイ
19 224

http://www.koukikai.gr.jp/tomii_top/guide/shortstay/20床

ケアハウス ラ・ポーレぎふ

058-253-7501 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1丁目2-33

社会福祉法人 幸紀会
20 227

http://www.koukikai.gr.jp/welfare_top/guide/carehouse/30床

特別養護老人ホーム リバーサイド笠松園

058-388-5222 501-6062

岐阜県羽島郡笠松町田代621-1

社会福祉法人 羽島郡福寿会
21 335

http://www.h-fukujyu.or.jp/80床

http://www.koukikai.gr.jp/tomii_top/guide/shortstay/
http://www.koukikai.gr.jp/welfare_top/guide/carehouse/
http://www.h-fukujyu.or.jp/


静岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在20 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 愛華の郷

054-634-1131 426-0044

静岡県藤枝市大東町58番地

社会福祉法人 三愛会
1 294

http://aikanosato.com/30床

特別養護老人ホーム あづきもち

053-439-3911 433-8113

静岡県浜松市中区小豆餅3-20-22

社会福祉法人 慈惠会
2 280

http://www.jikeikai.info/70床

特別養護老人ホーム 一空園

053-423-1165 435-0005

静岡県浜松市東区安新町61-1

社会福祉法人 八生会
3 285

http://www.hashoukai.or.jp80床

特別養護老人ホーム ヴィラージュ富士

0545-73-1188 419-0201

静岡県富士市厚原359-8

社会福祉法人 秀生会
4 282

http://www.syuuseikai.or.jp/80床

介護老人福祉施設 エクレシア南伊豆

0558-36-3113 415-0304

静岡県賀茂郡南伊豆町加納792番地

社会福祉法人 梓友会
5 295

http://www.shiyuukai.or.jp/hp/main.html100床

特別養護老人ホーム 遠州の園

0538-38-2145 438-0002

静岡県磐田市大久保522番地1

社会福祉法人 遠江厚生園
6 288

http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp/60床

特別養護老人ホーム 海山荘

0548-53-1230 421-0511

静岡県牧之原市片浜1013-1

社会福祉法人 正廉会
7 278

http://kaizansou.com60床

ケアハウス慈恩

0545-66-0200 416-0905

静岡県富士市五味島281

社会福祉法人 岳陽会
8 296

https://www.gakuyoukai.or.jp/28床

地域密着特別養護老人ホーム 寿松園

053-488-5311 431-0422

静岡県湖西市岡崎602番地の1

社会福祉法人 桔梗苑福祉会
9 298

https://jushouen.jp29床

http://aikanosato.com/
http://www.jikeikai.info/
http://www.hashoukai.or.jp
http://www.syuuseikai.or.jp/
http://www.shiyuukai.or.jp/hp/main.html
http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp/
http://kaizansou.com
https://www.gakuyoukai.or.jp/
https://jushouen.jp


静岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在20 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 白雪

0550-82-7601 412-0045

静岡県御殿場市川島田字南原270

社会福祉法人 博友会
10 281

http://www.hakuyu-kai.or.jp/120床

特別養護老人ホーム 第二遠州の園

0538-34-1165 438-0055

静岡県磐田市鮫島1804-1

社会福祉法人 遠江厚生園
11 297

http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp110床

特別養護老人ホーム 第二長上苑

053-411-0022 435-0057

静岡県浜松市東区中田町590番地

社会福祉法人 七恵会
12 289

http://www.nanakeikai.jp/80床

地域密着型介護老人福祉施設 なごみ

053-420-7531 433-8105

静岡県浜松市北区三方原町1383-1

社会福祉法人 和光会
13 290

http://www.nagomi.hybs.jp/29床

介護老人福祉施設 梅香の里

0539-63-5030 438-0112

静岡県磐田市下野部363-1

社会福祉法人 八生会
14 279

http://www.hashoukai.or.jp/50床

介護老人福祉施設 浜松中央長上苑

053-411-5550 430-0856

静岡県浜松市中区中島二丁目7番1号

社会福祉法人 七恵会
15 293

http://www.nanakeikai.jp140床

特別養護老人ホーム 晃の園

054-270-1210 421-1311

静岡県静岡市葵区富沢1542番39

社会福祉法人 駿河会
16 292

http://www.surugakai.net/hikari/index.php62床

特別養護老人ホーム ふじあざみ

0550-80-0077 412-0008

静岡県御殿場市印野字程塚1549-1

社会福祉法人 博友会
17 579

www.hakuyu-kai.or.jp/fujiazami/100床

介護老人福祉施設 みくらの里

0558-27-3000 415-0028

静岡県下田市吉佐美1086

社会福祉法人 梓友会
18 291

http://www.shiyuukai.or.jp/hp/mikura.html80床

http://www.hakuyu-kai.or.jp/
http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp
http://www.nanakeikai.jp/
http://www.nagomi.hybs.jp/
http://www.hashoukai.or.jp/
http://www.nanakeikai.jp
http://www.surugakai.net/hikari/index.php
http://www.hakuyu-kai.or.jp/fujiazami/
http://www.shiyuukai.or.jp


静岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在20 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 竜爪園

054-265-3838 420-0903

静岡県静岡市葵区長尾89-1

社会福祉法人 天心会
19 286

http://www.love.or.jp/60床

特別養護老人ホーム レジデンス花

054-343-2121 424-0401

静岡県静岡市清水区中河内2717

社会福祉法人 花園会
20 277

http://hanazonokai.com100床

http://www.love.or.jp/
http://hanazonokai.com/hana.html


愛知県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在14 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あさひが丘

0568-93-1310 480-0304

愛知県春日井市神屋町1306-1

社会福祉法人 春生会
1 300

http://www.asahigaoka-fukushi.or.jp/100床

特別養護老人ホーム アルメゾンみづほ

0586-61-7277 494-0003

愛知県一宮市三条字野間26番地1

社会福祉法人 慈雲福祉会
2 322

http://www.jiunfukushikai.com/almaison/index.php100床

特別養護老人ホーム　 かくれんぼ

052-918-7470 462-0047

愛知県名古屋市北区金城町4丁目47番地の2

社会福祉法人 等生会
3 333

https://touseikai-nagoya.or.jp/29床

地域密着型特別養護老人ホーム グレイスフル浅山

0568-85-3611 486-0857

愛知県春日井市浅山町1丁目1番8号

社会福祉法人 サン・ビジョン
4 305

https://sun-vision.or.jp/facility/253/29床

特別養護老人ホーム 寿老苑

052-800-3080 470-0126

愛知県日進市赤池町屋下360番地

社会福祉法人 あかいけ寿老会
5 327

http://jyuroukai.main.jp80床

特別養護老人ホーム ジョイフル千種

052-856-8811 461-0004

愛知県名古屋市東区葵3-25-23

社会福祉法人 サン・ビジョン
6 302

https://sun-vision.or.jp/90床

特別養護老人ホーム しょうな あさひが丘

0568-29-9922 487-0022

愛知県春日井市庄名町918-1

社会福祉法人 春生会
7 323

http://www.asahigaoka-fukushi.or.jp/100床

特別養護老人ホーム 瑞光の里　緑ヶ丘

0569-47-7711 475-0002

愛知県半田市緑ヶ丘2-35-1

社会福祉法人 椎の木福祉会
8 334

http://www.zuikoh.jp100床

特別養護老人ホーム せんねん村矢曽根の家

0563-64-0093 445-0872

愛知県西尾市矢曽根町蓮雲寺55-1

社会福祉法人 せんねん村
9 330

http://sen-nen.or.jp/sennen_yazone/index.html20床

http://www.asahigaoka-fukushi.or.jp/
http://www.jiunfukushikai.com/almaison/index.php
https://touseikai-nagoya.or.jp/
https://sun-vision.or.jp/facility/253/
http://jyuroukai.main.jp
https://sun-vision.or.jp/
http://www.asahigaoka-fukushi.or.jp/
http://www.zuikoh.jp


愛知県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在14 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 第2ジョイフル江南

0587-57-8411 483-8363

愛知県江南市河野町五十間51

社会福祉法人 サン・ビジョン
10 301

https://sun-vision.or.jp80床

特別養護老人ホーム 第二陽だまりの里

0567-69-7999 496-0003

愛知県津島市寺野町字好土44

社会福祉法人 高久会
11 317

http://www.at-ml.jp/7189780床

特別養護老人ホーム つつじヶ丘

0564-62-7177 444-0104

愛知県額田郡幸田町大字坂崎字七曲り1-2

社会福祉法人 寿幸会
12 313

90床

特別養護老人ホーム パレット

0566-36-6333 448-0007

愛知県刈谷市東境町大池27-1

社会福祉法人 巡音会
13 580

https://megurine.or.jp100床

特別養護老人ホーム ほほえみの里

0566-85-2525 472-0011

愛知県知立市昭和2-4-3

社会福祉法人 知立福祉会
14 299

http://www.hohoeminosato.com79床

https://sun-vision.or.jp
http://www.at-ml.jp/71897
https://megurine.or.jp
http://www.hohoeminosato.com/


三重県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在4 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 往還

059-377-6011 510-8103

三重県三重郡朝日町大字柿字熊之田564

社会福祉法人 三重健寿会
1 242

https://miekenjukai.com/100床

特別養護老人ホーム 津の街

059-271-6186 514-0111

三重県津市一身田平野726-6

社会福祉法人 敬峰会
2 246

http://www.keihoukai.net/tsunomachi/70床

特別養護老人ホーム ゆう

0595-63-8118 518-0723

三重県名張市木屋町812-2

社会福祉法人 おきつも福祉会
3 247

https://www.okitsumo-fukushi.com/yuu/index.html29床

地域密着型特別養護老人ホーム りゅうせんヒルハウス

0599-66-1900 516-0109

三重県度会郡南伊勢町船越2552-2

社会福祉法人 秀嶺福祉会
4 245

29床

https://miekenjukai.com/
http://www.keihoukai.net/tsunomachi/
https://www.okitsumo-fukushi.com/yuu/index.html


滋賀県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人福祉施設 なみき

077-563-0030 525-0028

滋賀県草津市上笠1丁目1-22

社会福祉法人 みのり
1 559

http://popura.or.jp/29床

http://popura.or.jp/


京都府

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在3 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム えるむ

0773-45-3651 620-0947

京都府福知山市旭が丘92-2

社会福祉法人 空心福祉会
1 342

http://www.skymind.jp/erumu/29床

地域密着型特別養護老人ホーム 鷹匠の家ほっこり

075-622-9545 612-8062

京都府京都市伏見区鷹匠町13番地の1

社会福祉法人 京都老人福祉協会
2 564

https://kyoro.or.jp22床

特別養護老人ホーム ひだまり久世

0774-54-7539 610-0102

京都府城陽市久世里ノ西82-1

社会福祉法人 城陽福祉会
3 248

http://www.joyofukushikai.com/tokuyou_hidamarikuze/index.html80床

http://www.skymind.jp/erumu/
https://kyoro.or.jp
http://www.joyofukushikai.com/tokuyou_hidamarikuze/index.html


大阪府

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在22 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あんり

0721-90-3200 585-0035

大阪府南河内郡河南町大字寛弘寺101

社会福祉法人 カナン
1 353

http://www.jyunshin.or.jp/anri/80床

特別養護老人ホーム うぐいすの里

072-833-6000 573-0094

大阪府枚方市南中振3丁目8-20

社会福祉法人 福友会
2 360

httpｓ://uguisunosato.com/60床

介護老人保健施設 門真老健ひかり

072-887-6780 571-0007

大阪府門真市北岸和田1-14-23

医療法人 柏友会
3 560

100床

特別養護老人ホーム きらぼし

06-6835-6677 560-0085

大阪府豊中市上新田2-17-1

社会福祉法人 瑞兆会
4 354

http://www.kiraboshi.jp/60床

地域密着型特別養護老人ホーム グランドオーク百寿

072-291-0222 590-0115

大阪府堺市南区茶山台3丁22-11

社会福祉法人 よしみ会
5 370

http://www.grand-oak.jp/29床

特別養護老人ホーム こうのとり

06-6700-8000 547-0014

大阪府大阪市平野区長吉川辺三丁目2番3号

社会福祉法人 優心会
6 365

http://yuushinkai.or.jp100床

特別養護老人ホーム 御殿山カーム

072-890-0600 573-1178

大阪府枚方市渚西2-7-30

社会福祉法人 大潤会
7 356

http://www.ojunkai.com/care/gotenyama-calm/tokuyou.html70床

特別養護老人ホーム サール・ナート

072-860-1117 573-0073

大阪府枚方市高田2-40-1

社会福祉法人 バルツァ事業会
8 348

http://valsta.jp/sarnath/sarindex.html70床

地域密着型介護老人施設 サール・ナートかたの

072-892-7777 576-0035

大阪府交野市私部南1丁目490番

社会福祉法人 バルツァ事業会
9 364

http://www.valsta.jp29床

http://www.jyunshin.or.jp/anri/
http://httpｓ://uguisunosato.com/
http://www.kiraboshi.jp/
http://www.grand-oak.jp/
http://yuushinkai.or.jp
http://www.ojunkai.com/care/gotenyama-calm/tokuyou.html
http://valsta.jp/sarnath/sarindex.html
http://www.valsta.jp


大阪府

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在22 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ソルメゾン

072-288-2008 599-8103

大阪府堺市東区菩提町2-62-1

社会福祉法人 頌徳福祉会
10 352

http://www.syofuku.or.jp/80床

特別養護老人ホーム 大仙もずの音

072-238-0088 590-0035

大阪府堺市堺区大仙町1番2

社会福祉法人 みささぎ会
11 362

http://www.misasagikai.or.jp80床

単独型短期入所施設 タンタン

06-6995-6671 570-0074

大阪府守口市文園町8-1　

株式会社　 さくらビル
12 369

http://www.skw-group.sakura.ne.jp/30床

特別養護老人ホーム なるかわ苑

072-986-3680 579-8062

大阪府東大阪市上六万寺町13-40

社会福祉法人 弘友福祉会
13 346

https://koyu-fukushikai.jp/facilities.html50床

特別養護老人ホーム にちげつの光

06-6633-1680 557-0004

大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-2-5

社会福祉法人 功徳会
14 363

http://www.s-koutokukai.or.jp/120床

特別養護老人ホーム ハートフルこうだ

072-750-0810 563-0043

大阪府池田市神田2-6-7

社会福祉法人 大協会
15 357

http://www.daikyokai.or.jp/fushio/29床

特別養護老人ホーム ハートフルふしお紅葉館

072-754-2901 563-0011

大阪府池田市伏尾町12番地の1

社会福祉法人 大協会
16 367

http://www.daikyokai.or.jp/fushio/koyokan.html18床

特別養護老人ホーム ふるる

06-6336-8850 561-0813

大阪府豊中市小曽根4-5-1

社会福祉法人 幸和会
17 351

http://www.fururu-home.com/90床

特別養護老人ホーム ポプラ

072-754-0705 563-0012

大阪府池田市東山町555-1

社会福祉法人 池田さつき会
18 366

https://satsuki-kai.com100床

http://www.syofuku.or.jp/
http://www.misasagikai.or.jp
http://www.skw-group.sakura.ne.jp/
https://koyu-fukushikai.jp/facilities.html
http://www.s-koutokukai.or.jp/
http://www.daikyokai.or.jp/fushio/
http://www.daikyokai.or.jp/fushio/koyokan.html
http://www.fururu-home.com/
https://satsuki-kai.com


大阪府

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在22 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム メヌホット千里丘

06-6816-1235 5650815

大阪府吹田市千里丘北1-3-2

社会福祉法人 恵泉福祉会
19 563

http://www.menuhot.jp29床

総合老人福祉施設 夢心

072-866-3939 573-0161

大阪府枚方市長尾北町1丁目1785-2

社会福祉法人 清松福祉会
20 358

http://www.seishow.or.jp/yumegokoro/60床

特別養護老人ホーム リベルタヴィータ

06-6963-6360 538-0043

大阪府大阪市鶴見区今津南3丁目5番5号

社会福祉法人 春栄会
21 368

http://www.liberta-vita.jp/60床

特別養護老人ホーム ローズガーデン条南苑

0725-40-5800 595-0021

大阪府泉大津市東豊中町2-4-26

社会福祉法人 豊中福祉会
22 350

http://www.toyonaka-fukushikai.com65床

http://www.menuhot.jp
http://www.seishow.or.jp/yumegokoro/
http://www.liberta-vita.jp/
http://www.toyonaka-fukushikai.com


兵庫県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在10 施設（施設名五十音順）

床数

ケアハウス 淡路エルベ

0799-42-6822 656-0442

兵庫県南あわじ市八木養宜中172-13

社会福祉法人 平成記念会
1 374

http://www.heiseihp.jp/awaji_elbe/140床

特別養護老人ホーム いやさか苑

079-247-1122 672-8013

兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北1丁目29番地

社会福祉法人 播陽灘
2 379

https://www.iyasakaen.jp/newpage1.html29床

地域密着型介護老人福祉施設 ヴィラ一宮

0799-86-1811 656-1551

兵庫県淡路市高山甲432-3

社会福祉法人 幸仁会
3 371

http://kaori.tokuyou.jp/i_ichimiya.html20床

特別養護老人ホーム オービーホーム

078-706-9488 655-0852

兵庫県神戸市垂水区名谷町字猿倉273-7

社会福祉法人 丸
4 381

http://www.obh2525.or.jp/40床

特別養護老人ホーム 北之庄らくらく苑

06-6494-1250 661-0951

兵庫県尼崎市田能３丁目５番２８号

社会福祉法人 テンダー会
5 372

https://www.rakurakuen.jp/service_category/service-category2/50床

特別養護老人ホーム こうろ苑

079-232-0026 679-2151

兵庫県姫路市香寺町香呂55番地1

社会福祉法人 徳宗福祉会
6 375

http://www.tokusou.or.jp/29床

特別養護老人ホーム セントポーリア愛の郷

078-907-1165 651-1421

兵庫県西宮市山口町上山口池ノ谷1584番1

社会福祉法人 緑峯会
7 377

https://ryokuhokai.com/120床

ケアハウス 東浦エルベ

0799-75-2275 656-2311

兵庫県淡路市久留麻1877

社会福祉法人 平成記念会
8 373

http://www.higashiura.care-house.jp160床

特別養護老人ホーム　 美郷苑

079-262-6671 671-0246

兵庫県姫路市四郷町坂元44番地1

社会福祉法人 ひめじ福寿会
9 380

https://himeji-fukujyukai.jp80床

http://www.heiseihp.jp/awaji_elbe/
https://www.iyasakaen.jp/newpage1.html
http://kaori.tokuyou.jp/i_ichimiya.html
http://www.obh2525.or.jp/
https://www.rakurakuen.jp/service_category/service-category2/
http://www.tokusou.or.jp/
https://ryokuhokai.com/
http://www.higashiura.care-house.jp
https://himeji-fukujyukai.jp


兵庫県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在10 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ローズガーデン甲子園

0798-81-5037 663-8179

兵庫県西宮市甲子園九番町10-50

社会福祉法人 豊中福祉会
10 378

http://toyonaka-fukushikai.com/80床

http://toyonaka-fukushikai.com/


奈良県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在3 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 高山ちどり

0743-70-1832 630-0101

奈良県生駒市高山町8030番地

社会福祉法人 晋栄福祉会
1 344

http://www.chidori.or.jp/takayama/index.php50床

特別養護老人ホーム 和里（にこり）

0745-52-0125 635-0075

奈良県大和高田市野口325番3

社会福祉法人 太樹会
2 345

http://www.nicori.or.jp90床

らくじ会グループ

0742-30-1800 630-8145

奈良県奈良市八条5－437-11

社会福祉法人 楽慈会
3 343

http://www.s-rakuji.com85床

http://www.chidori.or.jp/takayama/index.php
http://www.nicori.or.jp
http://www.s-rakuji.com


和歌山県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人福祉施設 緑風苑

073-486-0788 640-0452

和歌山県海南市孟子字波免709-1

社会福祉法人 和生福会
1 382

http;//ryoku.tokuyou.jp200床

http://http;//ryoku.tokuyou.jp


鳥取県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在6 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あかねの郷

0859-83-0842 689-5665

鳥取県日野郡日南町下石見2315番地

社会福祉法人 日南福祉会
1 577

90床

地域密着型介護老人福祉施設 皆生ピースポート

0859-36-8191 683-0801

鳥取県米子市新開3丁目3-10

社会福祉法人 真誠会
2 404

http://www.hospitown.or.jp/30床

特別養護老人ホーム 大山やすらぎの里

0859-39-5555 689-3333

鳥取県西伯郡大山町唐王208

社会福祉法人 慶愛会
3 393

https://keiaikai-daisen.com/57床

特別養護老人ホーム 高草あすなろ（ユニット型）

0857-39-1800 680-1418

鳥取県鳥取市大桷330

社会福祉法人 あすなろ会
4 394

http://www.t-asunaro.jp/facilities/takakusa/ - no0230床

特別養護老人ホーム のでらはまゆう

0857-51-8188 680-0924

鳥取県鳥取市野寺67

社会福祉法人 賛幸会
5 403

http://www.hamayu.or.jp/75床

特別養護老人ホーム はまゆう

0857-51-7838 680-0923

鳥取県鳥取市服部204-1

社会福祉法人 賛幸会
6 395

http://www.hamayu.or.jp/facility/social_welfare/old_peoples_home.html60床

http://www.hospitown.or.jp/
https://keiaikai-daisen.com/
http://www.t-asunaro.jp/facilities/takakusa/#no02
http://www.hamayu.or.jp/
http://www.hamayu.or.jp/facility/social_welfare/old_peoples_home.html


島根県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在2 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人保健施設 昌寿苑

0854-22-1234 692-0011

島根県安来市安来町899-1

社会医療法人 昌林会
1 401

http://www.syourinkai.or.jp80床

特別養護老人ホーム やすぎの郷

0854-23-0731 692-0011

島根県安来市安来町970-1

社会福祉法人 せんだん会
2 402

http://www.sendankai.net80床

http://www.syourinkai.or.jp
http://fish.miracle.ne.jp/yasugino/


岡山県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 旭川敬老園

086-275-4349 703-8555

岡山県岡山市北区祇園866

社会福祉法人 旭川荘
1 406

http://www.asahigawasou.or.jp/110床

http://www.asahigawasou.or.jp/


広島県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在3 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム おりーぶえん

082-245-8880 730-0822

広島市中区吉島東二丁目１７番５号

社会福祉法人 清恵会
1 410

http://www.seikeikai.server-shared.com/ori-bu/60床

特別養護老人ホーム かるが

0823-20-3601 737-0862

広島県呉市狩留賀町3-16

社会福祉法人 かるが会
2 412

http://www.karugakai.jp/70床

特別養護老人ホーム でじま・くにくさ

082-256-9293 731-4231

広島県広島市安芸区阿戸町418-1

社会福祉法人 あと会
3 413

http://www.kunikusa.or.jp/facilities/kunikusa.html90床

http://www.seikeikai.server-shared.com/ori-bu/
http://www.karugakai.jp/
http://www.kunikusa.or.jp/facilities/kunikusa.html


山口県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在6 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ヴィラ本郷

0827-78-1111 740-0602

山口県岩国市本郷町本郷2086

社会福祉法人 平成記念会
1 418

http://hongo.tokuyou.jp/30床

特別養護老人ホーム サンハート香月

0835-27-1500 747-0011

山口県防府市岸津ニ丁目25番1号

社会福祉法人 周陽福祉会
2 420

http://www.shuyou.jp/index/page/id/9330床

特別養護老人ホーム シンシアゆうわ

0827-34-6002 740-0036

山口県岩国市藤生町3丁目27番８号

社会福祉法人 恒和会
3 419

http://www.yuwaen.net29床

介護老人保健施設 ぺあれんと

0836-36-1170 755-0065

山口県宇部市浜町2-1-3

医療法人 博愛会
4 415

100床

グループホーム 本郷

0827-78-1113 740-0602

山口県岩国市本郷町本郷2086

社会福祉法人 平成記念会
5 417

http://hongo.tokuyou.jp/hongo_grouphome.html18床

ケアハウス 山口エルベ

0827-81-1177 742-0334

山口県岩国市玖珂町字友ヶ浴6978-1

社会福祉法人 平成記念会
6 416

http://yamaguchihp.jp/y_elbe.html100床

http://hongo.tokuyou.jp/
http://www.shuyou.jp/index/page/id/93
http://www.yuwaen.net
http://hongo.tokuyou.jp/hongo_grouphome.html
http://yamaguchihp.jp/y_elbe.html


徳島県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在8 施設（施設名五十音順）

床数

グループホーム 渭北

088-602-1330 770-0805

徳島県徳島市下助任町3-34-2

社会福祉法人 平成記念会
1 390

http://grouph.jp/sho_ihoku.html18床

特別養護老人ホーム ヴィラ勝占

088-669-3610 770-8023

徳島県徳島市勝占町松成43‐1

社会福祉法人 平成記念会
2 386

https://katsura.tokuyou.jp/50床

特別養護老人ホーム ヴィラ羽ノ浦

0884-21-8181 779-1106

徳島県阿南市羽ノ浦岩脇上平69

社会福祉法人 平成記念会
3 387

http://hanoura.tokuyou.jp/50床

ケアハウス エルベ

088-669-2228 770-8023

徳島県徳島市勝占町松成46

社会福祉法人 平成記念会
4 392

http://hakuaihp.jp/care_elbe.html140床

特別養護老人ホーム おおつ苑

088-684-3788 772-0041

徳島県鳴門市大津町大代字戎野472番地

社会福祉法人 緑樹会
5 385

http://ryokujyukai.com/fcility/ootsu50床

グループホーム 勝占

088-669-3610 770-8023

徳島県徳島市勝占町松成43-1

社会福祉法人 平成記念会
6 391

https://katsura.tokuyou.jp/18床

グループホーム 鳴門

088-685-8688 772-0004

徳島県鳴門市撫養町木津445-1

社会福祉法人 平成記念会
7 388

http://grouph.jp/sho_naruto_day.html18床

グループホーム 八万

088-667-1277 770-8074

徳島県徳島市八万町下福万128-88

社会福祉法人 平成記念会
8 389

https://hachiman.grouph.jp/18床

http://grouph.jp/sho_ihoku.html
https://katsura.tokuyou.jp/
http://hanoura.tokuyou.jp/
http://hakuaihp.jp/care_elbe.html
http://ryokujyukai.com/fcility/ootsu
https://katsura.tokuyou.jp/
http://grouph.jp/sho_naruto_day.html
https://hachiman.grouph.jp/


香川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在2 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あづき

0879-62-7707 761-4106

香川県小豆郡土庄町字半ノ池甲1360-143

社会福祉法人 明和会
1 421

http://www.meiwakai.net/78床

特別養護老人ホーム きやま

0877-45-0007 762-0025

香川県坂出市川津町1986番地8

社会福祉法人 敬世会
2 422

http://www.nagai-group.com/keiseikai/60床

http://www.meiwakai.net/
http://www.nagai-group.com/keiseikai/


愛媛県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 和光苑新館

089-969-0001 791-1114

愛媛県松山市井門町1099番地

社会福祉法人 和光会
1 553

30床



高知県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在1 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 森の里高知

088-848-2002 781-0240

高知県高知市横浜20番1

社会福祉法人 ふるさと会
1 555

http://furusatokai.or.jp/publics/index/14/80床

http://furusatokai.or.jp/publics/index/14/


福岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在32 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム アットホーム博多の森

092-623-6236 812-0855

福岡県福岡市博多区下月隈73-1

社会福祉法人 敬愛園
1 430

http://www.keiaien.org/facility/at-home-hakatanomori.html99床

特別養護老人ホーム アットホーム福岡

092-631-1007 812-0044

福岡県福岡市博多区千代1丁目1-55

社会福祉法人 敬愛園
2 453

http://www.keiaien.org/fukuoka/100床

特別養護老人ホーム アットホーム諸岡

092-588-5885 812-0894

福岡県福岡市博多区諸岡2丁目13-32

社会福祉法人 敬愛園
3 448

http://www.keiaien.org/morooka/80床

特別養護老人ホーム いちご

0944-33-0015 830-0403

福岡県三潴郡大木町大字大角1133-1

社会福祉法人 大福会
4 424

http://www.ichigo.or.jp/50床

特別養護老人ホーム おおはし徳巣

092-557-8117 815-0038

福岡県福岡市南区大橋団地5-1

社会福祉法人 保誠会
5 442

https://www.fukuoka-houseikai.or.jp/100床

特別養護老人ホーム 共生の里津福

0942-51-9020 830-0062

福岡県久留米市荒木町白口552-3

社会福祉法人 恵伸会
6 452

http://ks-kyousei.jp/index.php20床

地域密着型介護老人福祉施設 清滝の郷

092-946-3778 811-3122

福岡県古賀市薦野1413-6

社会福祉法人 瀧仙
7 443

29床

特別養護老人ホーム けやき

092-822-0571 814-0021

福岡県福岡市早良区荒江3-20-1

社会福祉法人 誠和会
8 423

http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/keyaki/81床

特別養護老人ホーム 紅葉樹

0942-41-4666 839-0827

福岡県久留米市山本町豊田1567-1

社会福祉法人 はぜの実会
9 434

https://www.hazenomikai.or.jp80床

http://www.keiaien.org/facility/at-home-hakatanomori.html
http://www.keiaien.org/fukuoka/
http://www.keiaien.org/morooka/
http://www.ichigo.or.jp/
https://www.fukuoka-houseikai.or.jp/
http://ks-kyousei.jp/index.php
http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/keyaki/
https://www.hazenomikai.or.jp


福岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在32 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム こころ

092-935-5560 811-2232

福岡県糟屋郡志免町別府西3-3-10

社会福祉法人 栄光会
10 460

http://www.eikoh.or.jp80床

特別養護老人ホーム さわらふれあいの里

092-872-4011 8111122

福岡県福岡市早良区早良1丁目5-33

社会福祉法人 ふれあい
11 461

http://fureaino-sato.net80床

特別養護老人ホーム サンシャインセンター

092-874-0045 814-0163

福岡県福岡市早良区干隈6丁目10番20号

社会福祉法人 学而会
12 459

https://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/sun_center/bosyu.html70床

特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

092-801-0417 814-0175

福岡県福岡市早良区田村2-15-2

社会福祉法人 学而会
13 425

http://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/100床

特別養護老人ホーム 常照苑くすのき通り

0944-22-2350 839-0225

福岡県みやま市高田町上楠田1237番地

社会福祉法人 光輪会
14 463

http://www.kourinkai1237.org/pg84.html30床

特別養護老人ホーム 白熊園

092-831-8562 814-0104

福岡県福岡市城南区別府7-5-45

社会福祉法人 白熊会
15 438

http://hakuyuu.or.jp/80床

特別養護老人ホーム すぎの木

0944-58-1112 837-0905

福岡県大牟田市大字甘木44-1

社会福祉法人 木犀会
16 455

http://sugi-no-ki.jp/50床

特別養護老人ホーム つくしの里

092-410-4146 813-0024

福岡県福岡市東区名子1丁目16番10号

社会福祉法人 多々良福祉会
17 561

http://www.takara-fukushikai.com29床

特別養護老人ホーム ディグニティ内浜

092-891-5118 819-0005

福岡県福岡市西区内浜2丁目9-23

社会福祉法人 あすか福祉会
18 451

http://dignity-uchihama.com/100床

http://www.eikoh.or.jp
http://fureaino-sato.net
https://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/sun_center/bosyu.html
http://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/
http://www.kourinkai1237.org/pg84.html
http://hakuyuu.or.jp/
http://sugi-no-ki.jp/
http://www.takara-fukushikai.com
http://dignity-uchihama.com/


福岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在32 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 天空の杜

0948-26-1165 820-0073

福岡県飯塚市平恒181-1

社会福祉法人 久住会
19 435

http://www.9-10.jp70床

地域密着型・特別養護老人ホーム とくりき春吉園

093-383-8440 802-0975

福岡県北九州市小倉南区徳力団地2番10号

社会福祉法人 菅生会
20 465

http://haruyoshien.jp29床

特別養護老人ホーム ナーシングホームあかり

0930-31-7216 829-0102

福岡県築上郡築上町大字築城165-1

社会福祉法人 若杉会
21 454

http://www.wakasugikai.com/142.html50床

特別養護老人ホーム 梅光園

092-737-3223 810-0035

福岡県福岡市中央区梅光園3-4-1

社会福祉法人 天寿会
22 432

http://www.tenjyukai.com90床

地域密着型特別養護老人ホーム 陽だまり

092-866-5050 814-0155

福岡県福岡市城南区東油山1-33-11

社会福祉法人 ひのき会
23 464

http://www.hinoki-kai.com/hidamari/40床

介護老人保健施設 ひのき

092-567-8800 811-1355

福岡県福岡市南区桧原6丁目44-20

医療法人 ひのき会
24 466

http://hinoki-kai.com86床

地域密着型特別養護老人ホーム 藤ヶ丘荘

092-511-1070 811-1355

福岡県福岡市南区桧原1丁目18-11

社会福祉法人 順和
25 449

http://www.nagao.or.jp/29床

特別養護老人ホーム ヘルシーハイム

093-591-2434 803-0863

福岡県北九州市小倉北区南丘1丁目7番24号

社会福祉法人 南風会
26 441

http://www.healthyhaim.or.jp/70床

地域密着型特別養護老人ホーム まきの木

092-874-7171 814-0163

福岡県福岡市早良区干隈4丁目10-12

社会福祉法人 誠和会
27 450

http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/makinoki/29床

http://www.9-10.jp
http://haruyoshien.jp
http://www.wakasugikai.com/142.html
http://www.tenjyukai.com
http://www.hinoki-kai.com/hidamari/
http://hinoki-kai.com
http://www.nagao.or.jp/
http://www.healthyhaim.or.jp/
http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/makinoki/


福岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在32 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム マナハウス

092-811-5528 819-0032

福岡県福岡市西区戸切3-20-8

社会福祉法人 さわら福祉会
28 426

http://www.sawara-fukushikai.org69床

介護医療院 みどりの介護医療院

092-691-5022 813-0024

福岡県福岡市東区名子1丁目18番9号

医療法人 医療法人原土井病院
29 562

http://www.haradoi-hospital.com/80床

特別養護老人ホーム リハモール福岡

092-812-3811 819-0043

福岡県福岡市西区野方7-780-1

社会福祉法人 博仁会
30 427

http://frh.or.jp/?page_id=282872床

特別養護老人ホーム 鹿助荘

092-511-6711 811-1361

福岡県福岡市南区西長住2-1-57

社会福祉法人 順和
31 429

http://www.nagao.or.jp/rokusukeso/70床

特別養護老人ホーム わかば

093-617-1515 807-1103

福岡県北九州市八幡西区香月西2丁目9-3

社会福祉法人 健美会
32 447

http://kenbikai.org/f2/29床

http://www.sawara-fukushikai.org
http://www.haradoi-hospital.com/
http://frh.or.jp/?page_id=2828
http://www.nagao.or.jp/rokusukeso/
http://kenbikai.org/f2/


佐賀県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在16 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 杏花苑

0954-36-5350 849-2201

佐賀県武雄市北方町大字志久4641-26

社会福祉法人 ナイスランド 北方
1 475

https://kyokaen.wixsite.com/nicelandkitagata40床

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 清水園

0952-72-3165 845-0001

佐賀県小城市小城町773

社会福祉法人 清水福祉会
2 483

http://www.kiyonet.org/kiyomizuen/main/20床

特別養護老人ホーム グランパランいまり

0955-23-5261 848-0022

佐賀県伊万里市大坪町乙1579-2

社会福祉法人 花心会
3 468

http://kashinkai.or.jp50床

特別養護老人ホーム ケアポート晴寿

0952-30-1165 849-0916

佐賀県佐賀市高木瀬町東高木1170

社会福祉法人 晴寿会
4 486

110床

特別養護老人ホーム けやき荘

0952-45-5193 840-2201

佐賀県佐賀市川副町大字福富866-1

社会福祉法人 こもれび会
5 480

http://www.keyakisou.or.jp50床

特別養護老人ホーム 玄海園

0955-51-3600 847-1432

佐賀県東松浦郡玄海町平尾432-8

社会福祉法人 天寿会
6 473

http://genkaien.tenjyukai.com/92床

特別養護老人ホーム 春庵

0952-31-0711 849-0931

佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久1313

社会福祉法人 春陽会
7 470

http://www.2006shunan.sakura.ne.jp70床

特別養護老人ホーム シルバーケア吉野ヶ里

0952-55-6221 842-0031

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1493-1

社会福祉法人 敬愛会
8 471

http://mv.suishinkyo.net/shisetsu/sirubakeayoshinogari/index.html50床

介護老人福祉施設 そよかぜの杜

0954-45-5155 849-2304

佐賀県武雄市山内町大字大野7045番地

社会福祉法人 正和福祉会
9 484

www.seiwafukushikai.net50床

https://kyokaen.wixsite.com/nicelandkitagata
http://www.kiyonet.org/kiyomizuen/main/
http://kashinkai.or.jp
http://www.keyakisou.or.jp
http://genkaien.tenjyukai.com/
http://www.2006shunan.sakura.ne.jp
http://mv.suishinkyo.net/shisetsu/sirubakeayoshinogari/index.html
http://www.seiwafukushikai.net


佐賀県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在16 施設（施設名五十音順）

床数

グループホーム 大地

0952-74-3100 846-0002

佐賀県多久市北多久町大字小侍132-6

社会福祉法人 天寿会
10 476

http://c-daichi.tenjyukai.com/8床

グループホーム つばき

0955-52-3933 847-1432

佐賀県東松浦郡玄海町平尾380-8

社会福祉法人 天寿会
11 479

http://g-tsubaki.tenjyukai.com/9床

特別養護老人ホーム つぼみ荘

0952-25-2803 840-0012

佐賀県佐賀市北川副町大字光法1480-2

社会福祉法人 つぼみ会
12 481

http://www.tsubomi-sou.jp/tubomisou.html58床

特別養護老人ホーム 天寿荘

0952-74-3100 846-0002

佐賀県多久市北多久町大字小侍640-1

社会福祉法人 天寿会
13 467

http://www.tenjyukai.com79床

グループホーム なごみ

0952-64-2314 840-0521

佐賀県佐賀市富士町大字小副川562番地

社会福祉法人 健寿会
14 482

http://www.kenjyu-nagomi.jp29床

特別養護老人ホーム 花のみね弐番館

0942-89-1885 849-0114

佐賀県三養基郡みやき町中津隈5919番地

社会福祉法人 未来
15 567

50床

特別養護老人ホーム ひまわりの園

0942-81-5125 841-0018

佐賀県鳥栖市田代本町924-1

社会福祉法人 健翔会
16 472

http://www.kensyoukai.or.jp/himawari/index.html60床

http://c-daichi.tenjyukai.com/
http://g-tsubaki.tenjyukai.com/
http://www.tsubomi-sou.jp/tubomisou.html
http://www.tenjyukai.com
http://www.kenjyu-nagomi.jp
http://www.kensyoukai.or.jp/himawari/index.html


長崎県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在7 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム あやめの里

0956-41-1213 857-0337

長崎県北松浦郡佐々町八口免805番地3

社会福祉法人 佐々川福祉会
1 489

http://www.sazagawa.com/ayame/30床

特別養護老人ホーム きじの里

0959-83-1246 853-0311

長崎県五島市岐宿町二本楠375番地

社会福祉法人 秀峯会
2 254

http://syuhoukai.jp/publics/index/6/50床

特別養護老人ホーム こえばる

095-814-8225 851-1132

長崎県長崎市小江原4-1-30

社会福祉法人 秀峯会
3 255

http://syuhoukai.jp/index.php?id=950床

特別養護老人ホーム 橘の丘

095-839-7330 851-0124

長崎県長崎市春日町284-2

社会福祉法人 日春会
4 488

http://imamura-group.co.jp/nisshunkai/tokuyo.php50床

特別養護老人ホーム のぞみの杜

095-887-3333 851-2126

長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1578

社会福祉法人 のぞみ会
5 252

http://www.nozominomori.or.jp/50床

特別養護老人ホーム プレジールの丘

095-829-3270 850-0007

長崎県長崎市立山2-16-5

社会福祉法人 樹陽会
6 253

http://juyoukai.com/tokubetu/50床

地域密着型特別養護老人ホーム 夢の里

0957-82-8282 859-2216

長崎県南島原市西有家町龍石5050番地1

社会福祉法人 桃夭会
7 491

http://touyou-yumenosato.or.jp/29床

http://www.sazagawa.com/ayame/
http://syuhoukai.jp/publics/index/6/
http://syuhoukai.jp/index.php?id=9
http://imamura-group.co.jp/nisshunkai/tokuyo.php
http://www.nozominomori.or.jp/
http://juyoukai.com/tokubetu/
http://touyou-yumenosato.or.jp/


熊本県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在5 施設（施設名五十音順）

床数

地域密着型特別養護老人ホーム あさひ園みやじ

0965-45-5595 866-0805

熊本県八代市宮地町169番地1

社会福祉法人 郷寿会
1 516

http://kyoujukai.jp/29床

特別養護老人ホーム あその杜

0967-32-5000 8692226

熊本県阿蘇市乙姫1776番地

社会福祉法人 やまなみ会
2 566

http://asonomori@yamanami.or.jp29床

地域密着型介護老人福祉施設 希望

0965-39-1120 869-4614

熊本県八代市興善寺町495番地1

社会福祉法人 龍峯会
3 517

http://www.ryuhou-kibou.com/29床

特別養護老人ホーム ケアタウン　光の森

096-273-8686 869-1101

熊本県菊池郡菊陽町大字津久札3002番地1

社会福祉法人 ゆうき会
4 515

http://caretown-hikari.or.jp/30床

特別養護老人ホーム なでしこの里

0967-25-3511 869-2704

熊本県阿蘇郡産山村大字田尻618番地2

社会福祉法人 やまなみ会
5 510

http://www.yamanami.or.jp/29床

http://kyoujukai.jp/
http://asonomori@yamanami.or.jp
http://www.ryuhou-kibou.com/
http://caretown-hikari.or.jp/
http://www.yamanami.or.jp/


大分県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在13 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム いずみの園

0979-23-1616 871-0162

大分県中津市永添2744

社会福祉法人 九州キリスト教 社会福祉事業団
1 492

http://www.izuminosono.jp/100床

特別養護老人ホーム かえで

0979-52-2621 871-0311

大分県中津市本耶馬渓町跡田430番地１

社会福祉法人 泰然会
2 505

https://www.taizenkai.com/29床

地域密着型特別養護老人ホーム 花月園

0973-25-6000 877-0082

大分県日田市日ノ出町133-1

社会福祉法人 平成会
3 504

http://www.kagetsuen-swc.com/service/3床

特別養護老人ホーム 紫雲荘

0974-22-1010 879-7144

大分県豊後大野市三重町本城2050番地

社会福祉法人 紫雲会
4 499

http://siunkai.com150床

特別養護老人ホーム 寿志の里

097-548-8201 870-1118

大分県大分市中判田1342-3

社会福祉法人 龍和会
5 508

ｈｔｔｐｓ：//www.jyushinosato.com60床

特別養護老人ホーム 清静園

097-597-3189 879-7501

大分県大分市竹中5268番地

社会福祉法人 一志会
6 497

http://www.seijyoen.or.jp/shisetsu/seijyoen.php150床

特別養護老人ホーム 温水園

0977-85-3722 879-5114

大分県由布市湯布院町川北1964番地

社会福祉法人 清風会
7 503

http://www.nukumien.or.jp/80床

特別養護老人ホーム はまゆう

0972-42-1886 876-2401

大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦1344番地1

社会福祉法人 はまゆう会
8 501

http://www.saiki.tv/~kamae-1886/84床

特別養護老人ホーム 風雅の里上野

097-535-8900 870-0030

大分県大分市大字三芳288番地1

社会福祉法人 展寿会
9 506

http://www.fuga.or.jp/30床

http://www.izuminosono.jp/
https://www.taizenkai.com/
http://www.kagetsuen-swc.com/service/
http://siunkai.com
http://ｈｔｔｐｓ：//www.jyushinosato.com
http://www.seijyoen.or.jp/shisetsu/seijyoen.php
http://www.nukumien.or.jp/
http://www.saiki.tv/~kamae-1886/
http://www.fuga.or.jp/


大分県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在13 施設（施設名五十音順）

床数

総合福祉ケアサポートセンター みのり村

0978-62-2970 873-0013

大分県杵築市大字日野1921-15

社会福祉法人 みのり村
10 495

http://www.minorimura.or.jp/menu_facility/s_tybodaiju_top/86床

地域密着型特別養護老人ホーム 美晴が丘

0974-75-3333 878-0402

大分県竹田市直入町大字長湯9067番地4

社会福祉法人 孝寿福祉会
11 507

http://www.miharugaoka.com/18床

特別養護老人ホーム 悠久の里

0979-26-0760 871-0162

大分県中津市大字永添945

社会福祉法人 三光会
12 493

http://yukyunosato.org/27床

特別養護老人ホーム 暘谷苑

0977-72-8336 879-1502

大分県速見郡日出町大字藤原5708番地の3

社会福祉法人 暘谷福祉会
13 496

http://www.youkoku.or.jp76床

http://www.minorimura.or.jp/menu_facility/s_tybodaiju_top/
http://www.miharugaoka.com/
http://yukyunosato.org/
http://www.youkoku.or.jp


宮崎県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在9 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム わかば

0986-21-6612 885-0042

宮崎県都城市上長飯町2687-1

社会福祉法人 大淀福祉会
1 528

http://www.oyd-welfare.jp/index.html55床

特別養護老人ホーム ヴィラ・サザン

0985-50-1700 880-0925

宮崎県宮崎市本郷北方2717-15

社会福祉法人 サザンクロス
2 525

http://villa-southern.net60床

特別養護老人ホーム 昭寿園サンヒルズ

0987-23-1045 887-0034

宮崎県日南市大字風田3224番地

社会福祉法人 敬和会
3 529

http://shojuen.jp/110床

特別養護老人ホーム しらふじ

0985-41-0012 880-2231

宮崎県宮崎市糸原400

社会福祉法人 凌雲堂
4 522

http://www.ryoundo.or.jp50床

特別養護老人ホーム 仁の里

0983-32-2829 884-0102

宮崎県児湯郡木城町大字椎木3950番1

社会福祉法人 善仁会
5 530

http://www.fukushi-zenjinkai.jp/jinnosato/j_index.html27床

特別養護老人ホーム 青雲荘

0982-73-7551 882-0401

宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折8826番地

社会福祉法人 高千穂天寿会
6 527

http://www.takachiho-tenjyukai.jp/seiunsou/45床

特別養護老人ホーム 望洋の郷

0987-71-1171 888-0007

宮崎県串間市大字南方4201-1

社会福祉法人 黒潮会
7 518

http://www.kuroshiokai.com50床

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森

0987-72-3010 888-0004

宮崎県串間市大字串間1094

社会福祉法人 幸寿会
8 521

http://www.y-mori.com/about/index.html30床

特別養護老人ホーム わにつか荘

0985-86-1323 889-1702

宮崎県宮崎市田野町乙1742-30

社会福祉法人 善仁会
9 524

http://www.fukushi-zenjinkai.jp/wanituka/w_index.html60床

http://www.oyd-welfare.jp/index.html
http://villa-southern.net
http://shojuen.jp/
http://www.ryoundo.or.jp
http://www.fukushi-zenjinkai.jp/jinnosato/j_index.html
http://www.takachiho-tenjyukai.jp/seiunsou/
http://www.kuroshiokai.com
http://www.y-mori.com/about/index.html
http://www.fukushi-zenjinkai.jp/wanituka/w_index.html


鹿児島県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在6 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 回生園

099-477-0372 899-7301

鹿児島県曽於郡大崎町菱田家戸原3063番地

社会福祉法人 三峰会
1 538

http://www.kaiseien-sanpokai.jp/pc/index.html60床

介護老人保健施設 サザン・ユニットケアセンター

0993-72-8855 898-0011

鹿児島県枕崎市緑町236番地

社会医療法人 聖医会
2 537

20床

特別養護老人ホーム 慈眼寺園

099-263-0055 891-0145

鹿児島県鹿児島市錦江台1-20-20

社会福祉法人 愛人会
3 533

70床

特別養護老人ホーム マモリエあいら

0995-67-8181 899-5652

鹿児島県姶良市平松3360

社会福祉法人 クオラ
4 535

http://www.qoler.jp/mamorieaira/index.html90床

特別養護老人ホーム やしの実

0996-25-8403 895-0031

鹿児島県薩摩川内市勝目町字坪塚4174-1

社会福祉法人 裕裕会
5 531

http://yuuyuukaiyashinomi.web.fc2.com70床

特別養護老人ホーム 輪光無量寿園

099-482-1047 899-8101

鹿児島県曽於市末吉町岩崎971-1

社会福祉法人 輪光福祉会
6 532

http://www.rinkou1964.or.jp/90床

http://www.kaiseien-sanpokai.jp/pc/index.html
http://www.qoler.jp/mamorieaira/index.html
http://yuuyuukaiyashinomi.web.fc2.com
http://www.rinkou1964.or.jp/


沖縄県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在12 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 愛の村

098-933-1166 901-2301

沖縄県中頭郡北中城村島袋1320

社会福祉法人 琉球キリスト教奉仕団
1 549

http://www.ainomura.okinawa/70床

特別養護老人ホーム おもと園

098-867-7010 900-0005

沖縄県那覇市天久1000

社会福祉法人 おもと会
2 548

http://www.omotokai.or.jp/80床

地域密着型特別養護老人ホーム グリーンハウス国場

098-851-9301 902-0075

沖縄県那覇市国場326番地

社会福祉法人 乙羽会
3 552

http://www.otowakai.com/29床

特別養護老人ホーム 東雲の丘

098-946-2051 901-1203

沖縄県南城市大里字大城1392

社会福祉法人 憲章会
4 540

http://www.kenshoukai.or.jp/100床

特別養護老人ホーム 守礼の里

098-945-0028 903-0101

沖縄県中頭郡西原町字掛保久346番地

社会福祉法人 がじゅまる会
5 539

http://www.shureinosato.com/70床

特別養護老人ホーム 谷茶の丘．雅

098-966-2323 904-0412

沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-7

社会福祉法人 ゆうなの会
6 541

http://yuunanokai.or.jp/tancha/100床

特別養護老人ホーム 知花の里

098-923-5020 904-2143

沖縄県沖縄市知花5-23-16

社会福祉法人 沖縄にじの会
7 544

http://okiniji.or.jp/90床

介護老人福祉施設 でいご園

098-968-8363 904-1303

沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1295番地

社会福祉法人 清明会
8 543

http://www.deigoen.com105床

特別養護老人ホーム 那覇偕生園

098-886-2845 903-0804

沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目390

社会福祉法人 偕生会
9 542

http://www.kaiseikai.org/100床

http://www.ainomura.okinawa/
http://www.omotokai.or.jp/
http://www.otowakai.com/
http://www.kenshoukai.or.jp/
http://www.shureinosato.com/
http://yuunanokai.or.jp/tancha/
http://okiniji.or.jp/
http://www.deigoen.com
http://www.kaiseikai.org/


沖縄県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在12 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム まえさと茶寿苑

0980-82-0080 907-0002

沖縄県石垣市字真栄里204-382

社会福祉法人 綾羽福祉会
10 545

http://ayapani.net/50床

特別養護老人ホーム ゆがふ苑

098-996-2200 900-0027

沖縄県那覇市山下町5番30号

社会福祉法人 沖縄にじの会
11 546

http://okiniji.or.jp/70床

地域密着型介護老人福祉施設 琉和の森

098-989-9866 904-2153

沖縄県沖縄市美里6丁目25番38号

社会福祉法人 希愛会
12 551

https://kiaikai.okinawa/30床

http://ayapani.net/
http://okiniji.or.jp/
https://kiaikai.okinawa/

