
団体名 住所 電話番号

有限会社　リアン グループホームえみな 北海道岩見沢市栄町2-1-9 0126-32-2820
デイハウスえみな 北海道千歳市勇舞1丁目2-2 0123-27-1787
環境開発㈱　高齢者福祉施設事業のぞみの里 北海道赤平市宮下町3-1 0125-32-2003
【岩手県】
グループホーム杜の家自遊舎 岩手県和賀郡西和賀町沢内字貝沢4地割98番地3 0197-81-3020

(有)ケイ 南桜介護事業所 多機能ハウスくすのき 宮城県柴田郡大河原町南桜町4-4　大河原町桜町薬局内 0224-51-4601
有限会社みんなの家 宮城県登米市中田町宝江新井田字並柳前55 0220-34-7464
生活リハビリクラブきらら 宮城県宮城郡利府町青山2-23-2 022-767-6550
(有)やすらぎ荘 宮城県大崎市田尻大貫字北長根2-103 0229-39-0682
小規模多機能施設まりやの家 宮城県栗原市金成小迫高見山7-1 0228-42-2077
グループホームふかふか・はうす 宮城県大崎市鳴子温泉字南原120-1 0229-87-1350

医療法人　久幸会　「もみの木の家」「あじさいの家」 秋田県秋田市下新城中野事琵琶沼124-1 018-873-2525

デイサービスたちばな 山形県東置賜郡高畠町大字山崎209-5 0238-49-7477
株式会社　東北福祉サービス 山形県山形市嶋南一丁目10-7 023-673-0294

共生型リビングさんぽみちひだまり茶屋 福島県いわき市泉もえぎ台23-6 0246-75-2670

グループホームサングリーンピア山方 茨城県常陸大宮市西野内1537-1 0295-57-2100

NPO法人　花の里にりん草 栃木県真岡市並木町4-17-4 0285-80-7822
デイホームえがお 栃木県下都賀郡壬生町藤井1672-4 0282-81-0517
デイセンターさくら 栃木県宇都宮市花房2-9-33 028-638-4631
サン・大谷 栃木県宇都宮市田下町846-2 028-652-3525
憩のホーム學 栃木県下野市大光寺1-8-5 0285-51-1677
デイホーム　シャローム 栃木県鹿沼市貝島町843-3 0289-65-0590
醍醐の森　川崎 栃木県足利市川崎町2316 0284-91-2707
デイサービスたからぎ 栃木県宇都宮市宝木町1-2568-11 028-625-5668
無量荘 栃木県鹿沼市板荷2971-1 0289-64-8371
デイサービスセンター　あかね 栃木県日光市森友1578 0288-21-0990
デイホーム手のひら 栃木県日光市木和田島1373-267 0288-32-2131
デイホームホットスペースゆい 栃木県那須塩原市西幸町2-16 0287-39-0318
デイホーム　やわらぎ 栃木県真岡市上大沼205-1 0285-85-0188
たのし会　たのし荘 栃木県栃木市泉川町479 0282-23-7655
宅老所型はーとぽっぽ 栃木県那須郡那須町大島15-1 0287-71-1152
デイホームおとなりさん 栃木県那須烏山市野上358 0287-80-0605
寄り処　堀ノ内 栃木県那須烏山市三箇2825-3 0287-83-8030
グループホーム菜の花園 栃木県宇都宮市平出町1666-1 028-660-7564
グループホーム無量荘 栃木県鹿沼市千渡1959-1 0289-60-0766

元気な亀さん 埼玉県坂戸市小山83-1 049-289-1660

グループホームあったかさん 千葉県野田市上花輪588 0471-26-8686
ちば地域生活支援舎・鴇嶺の家 千葉県東金市東金421-3 0475-50-0285
井戸端げんき 千葉県木更津市中央1-4-11 0438-22-0386
宅老所虹の家 千葉県我孫子市新木野3-32-15 04-7179-3133
宅老所・デイサービス　ひぐらしのいえ 千葉県松戸市八ヶ崎3-60-10 047-341-6565
いしいさん家 千葉県千葉市花見川区柏井4-26-4 047-481-3220
がってんとなり組でい 千葉県千葉市稲毛区小中台町40 043-207-8211

正会員名簿

【北海道】

【宮城県】

【秋田県】

【山形県】

【福島県】

【茨城県】

【栃木県】

【埼玉県】

【千葉県】



ゆるるか 千葉県八街市八街い101-60 043-312-7521

㈱ケアサークル恵愛ほっとハウス温々 東京都品川区大井3-17-8 大井本通りﾋﾞﾙ 03-3771-6767
小規模多機能型居宅介護ケアホームこまつ 東京都三鷹市大沢1-2-41 0422-39-3520
宅老所かがやき 東京都足立区南花畑4-12-12 03-5831-3395
西山　裕 東京都品川区東五反田4-7-32 090-3066-0495

ひなたぼっこ 神奈川県平塚市桃浜町2-32 0463-33-2511
グループホーム結 神奈川県藤沢市亀井野4-12-93 0466-83-6321
グループホーム　かぐやひめ 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町451-3 045-770-5450
みんなのデイサービス　あっぱれ 神奈川県平塚市横内4248 0463-54-6372
デイサービスふれんどりぃ 神奈川県座間市栗原中央4-23-21 046-255-5666

社会福祉法人ほのぼの小千谷福祉会 新潟県小千谷市大字川井1690番地 0258-81-4010
高齢者総合ケアセンターこぶし園　グループホーム千手 新潟県長岡市深沢町2278-8 0258-31-3262
グループホームゆうなぎ 新潟県糸魚川市桜木45番地1 025-566-5750

デイケアハウス手をつなごう 富山県高岡市本丸町13-18 0766-21-0976
デイケアハウスにぎやか 富山県富山市綾田町1-10－18 076-431-0466
富山型デイサービス まごの手 富山県黒部市犬山500-1 0765-54-0053
はなまるデーサービスセンター 富山県富山市永久町15-52 076-438-8700
しおんの家 富山県富山市水橋荒町辻ヶ堂777 076-479-9173
ひまわり 富山県中新川郡上市町放士ヶ瀬新187-29 076-473-2518
ふらっと 富山県射水市太閤町4 0766-56-6661
ふるさとのあかり 富山県富山市四方荒屋3223 076-435-6511
いちにのさんぽデイサービス 富山県射水市本江2275 0766-86-0685
ひより 富山県富山市蜷川11-11　メディカルタウン興南内 076-428-2255
春日の家 富山県高岡市戸出春日626 0766-63-3980
おらとこ 富山県富山市上滝88-7 076-483-9550
あいの風 富山県黒部市宇奈月町栃屋151-4 0765-65-1881
デイサービスまめの木 富山県富山市町袋128-1 076-451-5251
コスモスの里 富山県富山市大江干34-1 076-407-1566
専正寺デイサービスまごころ 富山県魚津市本江新町9-8 0765-23-5980
デイサービスいちご 富山県南砺市荒木1333-1 0763-52-7715
小規模共生ホームひらすま 富山県高岡市木町2-25 0766-25-5010
わくわく小矢部 富山県小矢部市新富町4-1 0766-67-5360
わか木 富山県高岡市波岡61-1 0766-23-9080
さくらの家矢木 富山県砺波市矢木86 0763-33-7039
このゆびとーまれ茶屋 富山県富山市茶屋町441-3 076-427-0720
デイサービスわかば 富山県氷見市稲積1862 0766-72-1510
デイサービスいい茶屋 富山県中新川郡立山町栃津70 076-461-0022
このゆびとーまれ 富山県富山市富岡町355 076-493-0765
善福寺デイサービス聚楽 富山県砺波市東中171 0763-32-1882
やまやまハウス 富山県中新川郡上市町稗田13-16 076-473-8056
ありがた家 富山県富山市八尾町福島3-79 076-455-8339
二塚よりどころ 富山県高岡市二塚1316 0766-63-1212
赤いふうせん 富山県中新川郡立山町前沢新町163 076-462-0888
ケアサークルひばり 富山県射水市戸破4462-2 0766-55-8772
赤とんぼ 富山県富山市上野902 076-411-8666
ありがとうの家 富山県富山市堀川小泉町1-14-14 076-424-0898
かえるの楽笑 富山県富山市蓮町2-5-5 076-438-7021
月岡デーサービスセンターやまゆり 富山県富山市中布目163 076-429-8866
みんなの家のどか 富山県氷見市中村485-1 0766-73-6321
マザーハウス・ひみ 富山県氷見市指崎1484 0768-74-1112

【富山県】

【新潟県】

【東京都】

【神奈川県】



デイサービスしょうずんだ 富山県砺波市庄川町金屋2833-1 0763-82-7667
つくしの森 富山県中新川郡立山町西大森657 076-463-1294
元・気・楽 富山県中新川郡上市町丸山11 076-473-3955
富山型デイサービス　ふく福 富山県高岡市福岡町福岡新295 0766-64-2929
なごなるの家 富山県富山市山室293-5 076-422-2341
デイサービスよらんまいけ 富山県富山市布目3444 076-435-3134
デイサービスほがらか 富山県滑川市下島143-3 076-471-5657
富山型デイサービス　カエルの子 富山県下新川郡朝日町荒川250-4 0765-82-0086
モモのところにいってごらん 富山県南砺市山斐150 0763-82-3431
暖のいえ 富山県富山市西金屋150 076-482-4948
こみゅにてぃハウス愛夢 富山県魚津市吉島552-8 0765-24-2459
デイサービスセンターまる～な 富山県富山市開発223 076-429-3256
大空と大地のぽぴー村 富山県富山市砺波市宮森461 0763-37-2280
明善寺デイサービスあんのん 富山県氷見市堀田1195-1 0766-92-7008
片口デイサービスセンターわが家 富山県射水市片口828 0766-86-6686
デイサービス 母笑夢（ぽえむ） 富山県南砺市遊部川原53番 0763-52-7555
デイサービスうふふ 富山県射水市戸破1677-1 0766-54-6200
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ わしづか 富山県射水市鷲塚558 0766-55-2083
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ むらのなか 富山県中新川郡舟橋村東芦原205 076-464-5432
このゆびとーまれ向い 富山県富山市富岡町355 076-493-0030
富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ イヤサー新湊 富山県射水市放生津町9-24 ﾘｱﾝ放生津1階 0766-84-2183
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ あったかホーム 富山県滑川市中川原134 076-471-5608
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 花日和 富山県下新川郡朝日町沼保1370 0765-83-2287
富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ しばんばの里「こもれび」 富山県黒部市生地芦区34 0765-33-4460
ありがとうホーム 西田地方 富山県富山市長柄町3-6-6 076-423-1766
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 愛の家 富山県富山市月岡西緑町134 076-481-6483
富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 月と太陽 富山県射水市神楽町129 0766-84-0173
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ しあわせ 富山県富山市堀川町8番地 076-482-6685
富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ くわの里 富山県富山市桑原62 076-483-8580
富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 地球の子 富山県富山市八尾町黒田1244 076-461-5557
とやま型デイサービス　大きな手小さな手 富山県富山市蓮町2丁目9-8 076-471-5223
孫の手デイサービス 富山県富山市四ツ葉町14-24 076-471-8006
富山型デイサービス　城山 富山県小矢部市城山町5-48 0766-53-5876

ひなたぼっこ 石川県七尾市小丸山台3-3 0767-53-3901

いっしょ家 福井県越前市前久町74-14-1 0778-29-3280
つどいの家・よかったね 福井県福井市松本2-25-16 0776-27-5843

みんなの家どんぐり 山梨県南巨摩郡富士川町小林1954-7 0556-22-4709
有限会社ひだまり 山梨県韮崎市旭町上條北割2745 0551-22-8831
かんむら 山梨県甲府市上町871-1 055-287-9972

宅老所　みんなのあもり 長野県長野市安茂里葭ヶ淵1861 026-227-4425
(有)かいご家 長野県上伊那郡南箕輪村6413-1 0265-77-0274
生活支援舎 宅老所いいせ 長野県安曇野市豊科高家5809番地1 0263-71-2525
医療法人心泉会　グループホームローズガーデン 長野県松本市中山7494-8 0263-57-8002
まんてん 長野県上伊那郡中川村片桐7776-3 0265-88-2427
グループホーム　せせらぎの家 長野県茅野市ちの3494 0266-72-4626
宅幼老所　わが家 長野県上伊那郡宮田村7612-11 0265-84-1075
宅老所　さくら 長野県長野市吉田5-13-7 026-244-7104
宅幼老所　夢いちもんめ 長野県松本市庄内1-7-17 0263-26-1680
宅老所　ひづめの家 長野県千曲市磯部238-1 026-261-4556
(有)はるちゃん　宅老所「和楽」 長野県佐久市春日2700-1 0267-53-3286

【石川県】

【福井県】

【山梨県】

【長野県】



グループホームワオン 岐阜県羽島市上中町中521 058-398-1140

ゆい佐久間　おおらかハウス 静岡県浜松市天竜区佐久間町相月2062 053-982-1480
ひまわりの家 静岡県静岡市丸山町12　ﾒｿﾞﾝﾄﾞｳﾌﾞﾗﾝｼｪ104 054-246-0025
泉の会 静岡県静岡市清水区追分3-5-17 054-367-2878
NPO法人みずきさ 静岡県富士市国久保2丁目6番3号 0545-57-0565
立石薬品株式会社 静岡県富士市本市場町938番地 0545-65-8910

犬山あんきにくらそう会 愛知県犬山市今井畑中46-1 0568-63-0008
株式会社アバンセライフサポート 愛知県一宮市新生3-9-1 0586-52-2880
(有)光神 愛知県弥富市神戸4丁目26番地 0567-52-2757
共生ホーム結 愛知県丹羽郡大口町上小口1-181 0587-74-5235
かくれんぼ 愛知県名古屋市北区金城町4-47 052-918-7410
デイサービス　ほっとひと生き 愛知県名古屋市港区小碓1-232 052-384-8600

グループホームみやき 三重県熊野市久生屋町541 0597-89-2516
NPO法人　ひばり 三重県いなべ市員弁町下笠田1356 0594-74-3971
ふるさと 三重県桑名市北別所字蔵金坊1607番地 0594-84-7011
シルバーサービス憩いの汀 三重県津市海岸町14-20 059-227-4705
通所介護おいないさざら 三重県度会郡南伊勢町礫浦45 0599-64-2477
フォレストつつじ 三重県津市垂水887-14 059-213-7677
和事業所 三重県鈴鹿市西庄内町4231-2 059-371-8282
宅老所　紫苑 三重県員弁郡東員町大木602 0594-76-3260
デイサービスセンター渚園 三重県津市柳山津興382-4 059-227-7737
デイサービスクラブ山郷 三重県いなべ市北勢町大辻新田287-1 0594-72-4799
まえさか笑デイサービス 三重県桑名市多度町度188-1 0594-48-6885
シェアハウスよつば 三重県松阪市平成町66番地3 0598-67-8801

共生舎　なんてん 滋賀県湖南市石部東3-1-5 0748-77-8346
社会福祉法人　信愛 滋賀県長浜市西浅井町大字塩津中270 0749-88-0031
NPO法人元気な仲間　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽより愛 滋賀県高島市新旭町針江291 0740-25-5301
特定非営利活動法人　加楽 滋賀県東近江市下中野637 0749-46-0608
街かどケア滋賀ネット 滋賀県湖南市石部東2-1-36 0748-60-2899

高齢者福祉総合施設ももやま 京都府京都市伏見区桃山町立売1-6 075-605-5678
下狛ふれあいの家 京都府相楽郡精華町下狛小字清神前42番地 0774-93-0902
グループホーム　メイプルリーフ 京都府宇治市木幡南山74-7 0774-32-5053

ビー・ジー みなみ 大阪府豊中市新千里南町2-2-25-101 06-6873-3680
NPO法人　樹 大阪府大阪市福島区野田2-9-6 06-6450-8886
グループホーム優悠舘 大阪府四條畷市岡山東4-7-8 072-803-5801
地域共生ホームすまいる 大阪府茨木市新堂三丁目2-6 072-636-5200
㈱コミュニティハウス・夢　デイ　宅老所　福ちゃん 大阪府東大阪市六万寺町1-14-20 072-985-4201
社会福祉法人晋栄福祉会　サンハウスときわ 大阪府門真市常磐町17-5 072-881-1471
大阪宅老所・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊｳｽ連絡会 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-31-15　NPO法人ｴﾌ・ｴｰ 06-6627-1977

特別養護老人ホーム園田苑 兵庫県尼崎市小中島1-1-18 06-6493-3731
ひだまりの家 兵庫県姫路市広畑区小坂314 079-280-2239
グループホームブーフーウー 兵庫県明石市二見町西二見1601-1 078-945-0701
てみずの会 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町4-6-17 078-435-2030
宅老所光明の家 兵庫県宝塚市光明町29-29 0797-71-4341
せいりょう園グループホーム 兵庫県加古川市野口町長砂95-20 079-421-7156
NPO法人風和 兵庫県篠山市宮ノ前264 079-556-2258

【兵庫県】

【大阪府】

【岐阜県】

【静岡県】

【愛知県】

【三重県】

【滋賀県】

【京都府】



はなのいえ 兵庫県姫路市青山北3-13-8 0792-68-0087
阪神医療生活協同組合 兵庫県尼崎市小中島3-13-16 06-6494-8394
グループホーム鹿島の郷 兵庫県高砂市阿弥陀町南池94-1 079-446-1765
グループホーム　むらおかの空 兵庫県美方郡香美町村岡区川会13-1 0796-99-5363
高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫 兵庫県神戸市兵庫区小松通5-1-14 078-671-7065
グループホーム　オリンピア灘 兵庫県神戸市灘区灘北通3-1-15 078-871-7227
つどい場さくらちゃん 兵庫県西宮市今在家町1-3 0798-35-0251
福祉ネット星が丘 兵庫県神戸市垂水区星が丘3-2-23 078-708-3244
デイホーム健々 兵庫県西脇市大垣内13-2 0795-24-1610

社会福祉法人仁南会 奈良県御所市柏原1594-1 0745-63-1102
有限会社　より愛 奈良県桜井市生田235番地 0744-42-0089

社会福祉法人安原福祉会 和歌山県和歌山市松原306-5 073-479-2500
㈱春風会 和歌山県和歌山市和歌浦東4-3-51 073-494-5656
和歌山高齢者生活協同組合 和歌山県和歌山市中之島782 073-432-7577
グループホームつぼみ 和歌山県和歌山市直川1187 073-462-5800

グループホーム　ことぶき園 島根県出雲市塩冶有原町1-50 0853-23-1071
社会福祉法人　あおぞら福祉会　老人グループホーム　とぎしの家 島根県雲南市大東町東阿用83-1 0854-43-6555
ひなたぼっこ 島根県益田市高津町4-11-16 0856-23-7777
ティー・シー・プラネッツ(有) 島根県松江市南平台11-1 0852-26-0670

きのこエスポアール病院 岡山県笠岡市東大戸2908 0865-63-0727
きのこ老人保健施設 岡山県笠岡市東大戸2912-3 0865-63-0700
グループホームこまくさ 岡山県玉野市宇野2-19-18 0863-32-5093
（有）オフィスフジワラ　グループホームあうん 岡山県岡山市東区松新町82-6 086-943-8112
のどか宅老所 岡山県津山市神戸262-1 0868-24-5453
香々庵小規模多機能ホーム 岡山県岡山市北区東古松1-10-10 086-225-8808
ぶどうの家 岡山県倉敷市船穂町船穂1711-6 086-552-2171
デイサービスセンター　ブレーメン 岡山県倉敷市船穂町船穂2460-5 086-552-9655
デイサービス　かおり 岡山県瀬戸内市邑久町福谷3576-2 0869-25-0888
デイサービス　あゆむ 岡山県岡山市南区豊成1-16-3 086-261-6601
デイサービスセンターともゆきの家 岡山県備前市麻宇那837-1 0869-67-1677

ミニ介護ハウス　あしたばの家 広島県福山市神辺町東中条2429 084-967-0480
ほんまち平安の家 広島県福山市丸之内2-5-6 084-928-7576
グループホーム舟入 広島県広島市中区舟入川口町17-10 082-296-5601
グループホームやまびこ 広島県広島市安佐北区三入6-22-11 082-810-1157
グループホーム福寿草 広島県広島市安佐南区相田2-15-19 082-832-7110
ミニデイホーム小春 広島県広島市安佐北区可部9-1-33 082-810-1207
グループホーム悠 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東3-6-10 082-927-0831
宅老所蔵王の家 広島県福山市蔵王町3-3-30 084-991-3536
もちもちの木 広島県広島市中区土橋町5-35 082-294-9324
グループホームアイリーフ五日市 広島県広島市佐伯区八幡2-23-15 082-928-7810
グループホーム　夢 広島県呉市焼山本庄4-2-18 0823-34-1600
縁が和 広島県広島市安佐北区亀山南2-5-18 082-815-9229
宅老所あざみ 広島県東広島市高屋町郷327-2 082-491-0050
デイホームあいあいほのかの家 広島県安芸郡海田町国信2-1-33 082-821-0321
デイサービスセンターつむぎ 広島県東広島市八本松町飯田525-9 082-427-3138
鞆の浦・さくらホーム 広島県福山市鞆町鞆552 084-982-4110
もみじの家 広島県福山市古野上町19-35 084-991-0070

社会福祉法人菊水会　グループホーム　うぐいすの里 山口県下関市菊川町大字下岡枝1062 0832-87-1230

【奈良県】

【和歌山県】

【島根県】

【岡山県】

【広島県】

【山口県】



一葉居宅介護支援事業所 山口県防府市西浦2367-200 0835-29-4017
合同会社有歩道　DS道　DSさんぽ道 山口県下関市本町4-14-13 083-242-5551

宅老所こころ 徳島県徳島市雑賀町西開24-53 088-635-4938
宅老所生き活き家 徳島県吉野川市鴨島町山路1651-1 0883-36-9277

託老所 あんき 愛媛県松山市西垣生町1704-2 089-971-1172
小規模多機能型居宅介護　めぐみ 愛媛県八幡浜市穴井3-703 0894-29-7150
デイサービス連家 愛媛県宇和島市津島町高田丙70 0895-32-5085
愛媛県在宅介護研修ｾﾝﾀｰ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ愛と心えひめ 愛媛県松山市末町甲9-1 089-914-0721
デイサービス池さん 愛媛県西条市小松町南川甲236-5 0898-72-5236
(有)ケアヴィレッジ 愛媛県北宇和郡鬼北町大字東仲1015 0895-45-2222

社会福祉法人　なごみ福祉会 福岡県豊前市三毛門914-1 0979-82-4885
立花グループホームかつき苑 福岡県八女郡立花町山崎1918 0943-22-2928
けいちく事業所　宅老所ほのぼの 福岡県行橋市南泉1-35-1 0930-26-3131

NPO法人たすけあい佐賀 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原2516-1 0952-23-6950
在宅介護　お世話宅配便　まんてん茶屋 虹の松原 佐賀県唐津市神田2074-3 0955-74-3836
(有）お世話宅配便　「宅老所まんてん茶屋　神野」 佐賀県佐賀市神野東4丁目13-7 0952-36-6477
ケアサポートまんねん　ぬくもいﾎｰﾑ愛宕園 佐賀県唐津市久里516番地5 0955-78-3841
鳥栖市地域共生ｽﾃｰｼｮﾝ(N)とさくさん 佐賀県鳥栖市田代昌町5 0942-84-8087
(有)昭和通商　宅老所おがわち 佐賀県嬉野市嬉野町大字不動山甲44-1 0954-42-0024

グループホームゆたっとはうす 長崎県福江市下崎山町716-5 0959-75-5605
明智会　宅老所ふれあい船越 長崎県諌早市船越町644 0957-22-2610

グループホームると 熊本県天草市下浦町2090-7 0969-22-1643
グループホーム　しんわ 熊本県天草市新和町小宮地763の2番地 0969-46-3838
有限会社 せせらぎ 熊本県上益城郡甲佐町白旗986 096-234-5511
ふれあい館 柿の木の家 熊本県阿蘇郡小国町黒渕2959番地 0967-46-6501

グループホーム花の里 大分県由布市庄内町西361 097―582-1311

グループホーム「養老の泉」 大分県豊後大野市大野町大原1186-1 0974-34-4653
特定非営利活動法人　うさぎとかめ 大分県大分市緑が丘4丁目26-8 097-542-6638
(有)四季彩　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰかざぐるま 大分県大分市大字荏隈1220-23 097-549-6800

特定非営利法人よりあいの会 宮崎県日向市大字平岩8624-1 0982-57-1010
NPO法人心の芽 宮崎県日南市大字殿所81-1 0987-21-2810

(有)ケアサービス研究所 鹿児島県姶良市大山69 0995-66-3210

グループホーム　やすらぎの家 沖縄県うるま市勝連南風原4902 098-978-1331
有限会社介護サービスセンター桃原 沖縄県沖縄市桃原274-1 098-921-0835
宅老所　なごみの家 沖縄県中頭郡北谷町吉原1178 098-926-2292
キジキナ会　介護事業所さくらの郷 沖縄県名護市大北3丁目6番8号 0980-51-0841
デイサービス　みらい 沖縄県那覇市国場265コーポシロマ１Ｆ 098-831-2044
有料老人ホームくばの里 沖縄県国頭郡金武町4306 098-968-6512
沖縄未病総合研究所㈱ 沖縄県那覇市銘苅2-11-19　2F 098-963-9114

【熊本県】

【大分県】

【宮崎県】

【鹿児島県】

【沖縄県】

【長崎県】

【徳島県】

【愛媛県】

【福岡県】

【佐賀県】


