
札幌市

岩見沢市
北広島市
釧路市

網走市

北見市
帯広市
名寄市
留萌市

富良野市
函館市
登別市
三笠市

石狩市

深川市

赤平市
苫小牧市

滝上町

釧路町
黒松内町
遠別町

浜頓別町
中川町
ニセコ町

倶知安町
北村

穂別町
鵡川町
標津町

中標津町
鷹栖町
剣淵町
下川町
新得町
風連町
清里町
泊村

三石町

江差町
厚岸町
戸井町
熊石町
今金町
和寒町

上士幌町
上湧別町
阿寒町
湧別町
遠軽町

佐呂間町
中頓別町
別海町
恵山町
蘭越町

初山別村
浦河町
岩内町

留寿都村
虻田町
枝幸町
幌延町

黒松内町
島牧村
月形町
白糠町
寿都町

西興部村
士幌町
様似町
当間町
雨竜町
大野町

長万部町
木古内町
早来町
栗沢町
仁木町

青森市

八戸市

二戸市

上北町
福地村
南郷村
三戸町
倉石村
下田町

七戸町

秋田市

本荘市
男鹿市
大館市

能代市

岩城町

比内町
琴丘町

東由利町
六郷町

西仙北町
河辺町
金浦町
田代町
鷹巣町
小坂町
合川町
阿仁町

五城目町
田沢湖町
太田町
矢島町

九戸村

山形村

一戸町

大槌町
湯田町
東和町

石鳥谷町
普代村
山田町
野田村
玉山村
住田町

仙台市

古川市
多賀城市
鳴子町
矢本町
山元町
豊里町
栗駒町

中新田町
紫田町

志波姫町
岩出山町

大和町
南郷町
中田町
亘理町
涌谷町

小野田町
歌津町
矢本町
築館町
大郷町
大衡村
富谷町
矢本町

山形市
天童市

真室川町
山辺町

いわき市

原町市
大熊町
新地町
船引町

会津若松市
飯舘村
平田村

会津坂下町
石川町

猪苗代町
西郷村

北茨城市
水戸市

結城市
ひたちなか市

鹿島市

鹿島郡

取手市

小山市

足利市
鹿沼市

宇都宮市
黒磯市
那須郡
岩舟町

国分寺町
壬生町
大平町

久喜市

上尾市
北本市
菖浦町
杉戸町
吹上町
大滝村
伊奈町
庄和町
上里町

富岡市
太田市

伊勢崎市
前橋市
邑楽郡
吾妻郡
新田郡

北群馬郡
境町

中之条町
箕郷町

鬼石町
笠懸町
宮城村

長野原町
片品村

千葉市

館山市

旭市

鎌ヶ谷市
富津市

八街市
野田市
松戸市
袖ヶ浦市

佐倉市

流山市
本埜村
市川市

船橋市

世田谷区

墨田区
品川区

江戸川区

豊島区

葛飾区
渋谷区
中野区
大田区
清瀬市

八王子市
立川市
田無市
国立市

東村山市
東久留米市
東大和市

三鷹市
奥多摩町

横浜市

海老名市
相模原市

大和市

川崎市
伊勢原市

敷島町

増穂町
身延町
北巨摩郡

松本市

飯田市
駒ヶ根市
上田市
塩尻市
大町市

千曲市
上水内郡
阿智村
御代田町
下条村

根羽村
三郷村

八坂村
山口村
辰野町
辰野町
坂北村
原村

阿南町
丸子町
大桑村
安曇村
穂高町
美麻村
青木村
豊野町
南木曽町
王滝村
池田町
三郷村
臼田町
白馬村
山形村
泰阜村
立科町
山形村
堀金村

新潟市
燕市

三条市
五泉市
東頸城郡
西頸城郡
津南町
三川村
西山町

富山市

小矢部市

魚津市
黒部市

高岡市

上市町
大沢野町
朝日町
小杉町

大島町
大山町

金沢市
松任市

羽咋市

野々市町
柳田村
鹿西町
富来町
志賀町
川北町

鳥屋町
門前町

中島町

福井市

小浜市

身体障害者療護施設　グリンハイムデイサービスセンター
老人保健施設　ナーシングヴィラ大谷地
特別養護老人ホーム　慈徳ハイツ
特別養護老人ホーム　清幌園
特別養護老人ホーム　和幸園
特別養護老人ホーム　アシストセンター・マザー
特別養護老人ホーム　こぶし
特別養護老人ホーム　聖芳園
身体障害者療護施設　丹頂の園
老人保健施設　ケアコートひまわり
北海道立向陽ヶ丘病院　
網走市レインボーハイツデイサービスセンター
特別養護老人ホ－ム　レインボーハイツ
特別養護老人ホーム　光の苑
特別養護老人ホーム　至心寮
特別養護老人ホーム　清峰園
老人保健施設　サンライズ留萌
老人保健施設　ふらの
特別養護老人ホーム　幸成園
特別養護老人ホ－ム　緑風苑
特別養護老人ホ－ム　三楽荘
特別養護老人ホーム　ことぶき荘
石狩市総合保健福祉センタ－
花川南デイサ－ビスセンタ－
花川北デイサービスセンター
特別養護老人ホ－ム　永福園
デイサ－ビスセンタ－　永福園
特別養護老人ホ－ム　あかびらエルムハイツ
特別養護老人ホ－ム　アポロ園
ディサービスセンター　アポロ園
身体障害者療護施設　滝上リハビリセンター
特別養護老人ホーム　渓樹園
渓樹園デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　釧路町釧望やすらぎの郷
身体障害者療護施設　後志リハビリセンター
特別養護老人ホーム　友愛苑
特別養護老人ホーム　清風苑
特別養護老人ホーム　一心苑
特別養護老人ホーム　ニセコハイツ
ニセコ町デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　羊蹄ハイツ
老人保健施設　北村ナーシングホーム　
特別養護老人ホーム　愛誠園
特別養護老人ホーム　胆振東部鵡川慶寿苑
特別養護老人ホーム　標津はまなす苑
特別養護老人ホーム　中標津りんどう苑
特別養護老人ホーム　鷹栖さつき苑
特別養護老人ホーム　剣渕ひらなみ荘
特別養護老人ホーム　あけぼの園
特別養護老人ホーム　新得やすらぎ荘
特別養護老人ホーム　しらかばハイツ
特別養護老人ホーム　清楽園
泊村デイサービスセンター
特別養護老人ホ－ム　むつみ荘
養護老人ホーム　むつみ荘
三石町デイサ－ビスセンター
特別養護老人ホ－ム　蓬莱荘
特別養護老人ホーム　えさし荘
特別養護老人ホーム　心和園
特別養護老人ホーム　戸井潮寿荘
熊石町デイサービス
総合福祉施設
特別養護老人ホ－ム　芳生苑
特別養護老人ホ－ム　すずらん荘
特別養護老人ホ－ム　湧愛園
阿寒町デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホ－ム　オホ－ツク園
特別養護老人ホ－ム　花の苑
遠軽町デイサ－ビスセンタ－
佐呂間町デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホ－ム　長寿園
別海町老人保健施設　すこやか
特別養護老人ホ－ム　恵楽園
特別養護老人ホ－ム　一灯園
高齢者生活福祉センタ－
浦河町デイサ－ビスセンタ－
岩内町特別養護老人ホ－ム
特別養護老人ホ－ム　銀河荘
北海道社会事業協会　洞爺病院
特別養護老人ホ－ム　枝幸苑
特別養護老人ホ－ム　ござくら荘
特別養護老人ホ－ム　緑ケ丘ハイツ
特別養護老人ホ－ム　島牧柏光園
特別養護老人ホ－ム　月形愛光園
白糠町保健センタ－
特別養護老人ホ－ム　寿都寿海荘
特別養護老人ホーム　にしおこっぺ興楽園
ケアハウス　しほろ愛風苑
様似ディサービスセンター
特別養護老人ホーム　当麻柏陽園
特別養護老人ホーム　雨竜寿園
ふじの学園
特別養護老人ホーム　長万部慈恵園
特別養護老人ホーム　木古内恵心園
知的障害者更正施設　第二富門華寮
特別養護老人ホーム　いちい荘
知的障害者更正施設　大江学園

特別養護老人ホ－ム　藤の園
特別養護老人ホーム　和幸園
松舘療護園
特別養護老人ホ－ム　やくら荘
のぞみ園デイサ－ビ－スセンタ－
特別養護老人ホ－ム　白梅荘
老人保健施設　湯の里にのへ
特別養護老人ホーム　彩香園アルテリ－ベ
老人保健施設　孔明荘　
老人保健施設　南郷メディエルデプラザ
特別養護老人ホ－ム　鶴亀荘
特別養護老人ホ－ム　さくら荘
特別養護老人ホ－ム　木崎野荘
デイサ－ビスセンタ－　木崎野
特別養護老人ホ－ム　美土里荘

特別養護老人ホーム　松濤園　
特別養護老人ホーム　金寿園

療護センタ－　ほくと
特別養護老人ホーム　魁生園
土崎病院
特別養護老人ホーム　光峰苑
老人保険施設　なぎさ
特別養護老人ホーム　萬生苑
特別養護老人ホ－ム　寿恵園
特別養護老人ホ－ム　神山荘
デイサービスセンター　神山荘
能代市東デイサービスセンター
緑町ディサービスセンター
特別養護老人ホーム　広洋苑
国立療養所　道川病院
特別養護老人ホーム　扇寿苑
特別養護老人ホーム　希望苑
特別養護老人ホーム　東光園
特別養護老人ホーム　ロートピア緑泉
老人保健施設　幸寿園
老人保健施設　清遊園
身体障害者施設　金浦療護園
特別養護老人ホ－ム　長慶荘
特別養護老人ホ－ム　青山荘
特別養護老人ホ－ム　サンホ－ム大石平
特別養護老人ホ－ム　永楽苑
特別養護老人ホ－ム　山水荘
阿仁町デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　広青苑
特別養護老人ホーム　清眺苑
特別養護老人ホーム　真木苑
特別養護老人ホーム　ふるさと矢島

特別養護老人ホーム　折爪荘
九戸村デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　愛山荘
山形村デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　慶寿園
慶寿園デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　三陸園
特別養護老人ホーム　光寿園
老人保健施設　華の苑　
特別養護老人ホーム　いしどりや荘
特別養護老人ホーム　うねとり荘
特別養護老人ホ－ム　平安荘
特別養護老人ホ－ム　ことぶき荘
特別養護老人ホ－ム　秀峰苑
特別養護老人ホ－ム　すみた荘

国立療養所　西多賀病院
葉山デイサ－ビスセンタ－
はぎのさとユニティ－
特別養護老人ホ－ム　泉和苑
特別養護老人ホ－ム　思行園
特別養護老人ホ－ム　潮音荘
特別養護老人ホーム　大東苑
特別養護老人ホーム　茂庭園
西中田デイサービスセンター
グループホーム　みやぎの杜
特別養護老人ホーム　大崎ホーム
特別養護老人ホ－ム　多賀城苑
特別養護老人ホーム　りんどう苑
老人保健施設　さつき苑
養護老人ホーム　梅香園
特別養護老人ホ－ム　松風園
特別養護老人ホ－ム　愛光園
特別養護老人ホ－ム　青風園
特別養護老人ホ－ム　常盤園
特別養護老人ホ－ム　桜寿苑
デイサ－ビスセンタ－　さくら苑
志波姫町デイサ－ビスセンタ－
岩出山町地域福祉センタ－
特別養護老人ホ－ム　岩出の郷
特別養護老人ホ－ム　和風園
特別養護老人ホ－ム　いなほの里
特別養護老人ホ－ム　萩風園
特別養護老人ホ－ム　日就苑
涌谷町国民保険病院
特別養護老人ホーム　やくらいサンホーム
老人保健施設　歌津つつじ苑
真壁病院
特別養護老人ホーム　いちょうの里
特別養護老人ホーム　郷和荘
特別養護老人ホーム　七峰荘
特別養護老人ホーム　杜の風
デイサービスセンター　花いちもんめ

特別養護老人ホーム　愛日荘
特別養護老人ホ－ム　明幸園
特別養護老人ホーム　福寿荘
特別養護老人ホ－ム　やまのべ荘

特別養護老人ホーム　亀齢荘　　
特別養護老人ホーム　かしま荘
特別養護老人ホ－ム　幸寿苑
特別養護老人ホ－ム　いわさき荘
車輪梅　ディサービスセンター
特別養護老人ホーム　サンライトおおくま
特別養護老人ホーム　新地ホーム
特別養護老人ホーム　こぶし荘
特別養護老人ホーム　会津みどりホーム
特別養護老人ホーム　いいたてホーム
特別養護老人ホーム　よもぎ荘
特別養護老人ホーム　会津寿楽荘
特別養護老人ホーム　さくら荘
特別養護老人ホーム　いなわしろホーム
知的障害者更正施設　太陽の国　かえで荘

特別養護老人ホーム　石楠花苑
特別養護老人ホーム　梅寿園
身体障害者福祉センター　つどい
特別養護老人ホ－ム　ヒュ－マンハウス
特別養護老人ホーム　北勝園
特別養護老人ホーム　サントピア鹿島
（社）慈徳会　松寿園
（社）清新会

取手市ふれあいの郷

特別養護老人ホ－ム　しょう苑
ふれんど羽川ディサービスセンター
ＮＰＯ両毛ケアサービス　永楽倶楽部
希望の家
特別養護老人ホーム　滝の原苑
特別養護老人ホーム　寿山荘
特別養護老人ホーム　ほのぼの園
特別養護老人ホーム　清松園
特別養護老人ホ－ム　まほろばの里
デイサ－ビスセンタ－　元気
藤沼病院　ディケアセンター

特別養護老人ホ－ム　鶴寿荘
久喜市デイサ－ビスセンタ－
養護老人ホ－ム　恵和園
きたもと心身障害者福祉作業所　ふれあいの家
特別養護老人ホーム　しょうぶの里
特別養護老人ホーム　良宝園
吹上町デイサービスセンター
大滝村デイサ－ビスセンタ－
伊奈町総合福祉センタ－
老人保健施設　しょうわ
特別養護老人ホーム　かみさとナーシングホーム

特別養護老人ホーム　ふれあいホーム
特別養護老人ホーム　鶴生田園
介護老人保健施設　ふじあく光荘
社会福祉法人光徳会　デイサービスセンター蓮花
特別養護老人ホーム　えいめい
デイサービスセンター　チコダCOMハウス
特別養護老人ホーム　からまつ荘
（社）明光会　清和荘
春日園
特別養護老人ホーム　いこいの里
境町第一デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホ－ム　やまゆり
特別養護老人ホ－ム　泉の園
ケアハウス　いずみ
箕郷町デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　御嶽
特別養護老人ホーム　かさかけの里
特別養護老人ホーム　あゆみの里
特別養護老人ホーム　からまつ荘
特別養護老人ホーム　桜花苑

特別養護老人ホーム　清和園　
特別養護老人ホーム　中野園
特別養護老人ホ－ム　裕和園
特別養護老人ホ－ム　セイワ若松
館山特別養護老人ホーム　　　
館山養護老人ホーム
老人保健施設　赤門なのはな館
身体障害者療護施設　聖マリア園
特別養護老人ホ－ム　藤心八幡苑
特別養護老人ホーム　慈裕苑
特別養護老人ホーム　望みの門　紫苑荘
特別養護老人ホ－ム　金谷の里
特別養護老人ホ－ム　コ－トエミナ－ス
特別養護老人ホ－ム　亀野園
特別養護老人ホ－ム　陽光園
特別養護老人ホ－ム　サニ－ヒル
特別養護老人ホーム　カトレアホーム
特別養護老人ホ－ム　志津ユ－カリ苑
佐倉ホワイエディサービスセンター
特別養護老人ホーム　リバーパレス流山
特別養護老人ホーム　プレーゲ本埜
（社）慶美会　南八幡ディサービスセンター
（社）慶美会
ワールドナーシングホーム

特別養護老人ホーム　第二有隣ホーム
（社）友愛十字会　砧ホーム
（社）日本フレンズ奉仕団　フレンズホーム
特別養護老人ホ－ム　はなみづきホ－ム
品川総合福祉センタ－　かえで荘
養護老人ホ－ム　江東園
（社）東京清音会　暖心苑
豊島区立在宅サービスセンター　アトリエ村
特別養護老人ホーム　養浩荘
フロンティア豊島　山吹の里
特別養護老人ホーム　中川園
特別養護老人ホーム　つるとかめ
（社）武蔵野寮園　中野区　かみさきホーム
好日苑
特別養護老人ホーム　聖ヨゼフ老人ホーム
八王子福祉園
羽衣地域福祉サ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　クレイン
特別養護老人ホーム　くにたち苑
特別養護老人ホーム　第二万寿園
特別養護老人ホーム　マザアス東久留米
在宅サービスセンター　むこうはら
東大和市在宅サービスセンター　きよはら
向台老人ホーム
特別養護老人ホーム　弘済園
特別養護老人ホ－ム　グリ－ンウット奥多摩

障害者地域作業所    ごぼうハウス
特別養護老人ホーム　しらゆり園
特別養護老人ホ－ム　パ－クサイド岡野ホ－ム
特別養護老人ホーム　クロスハート栄横浜
中心荘第二老人ホーム
相模原特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム　コスモスホーム
特別養護老人ホーム　敬愛の園
社会福祉法人　敬愛会
（社）鈴保福祉会　柿生アルナ園
伊勢原ホーム

敷島荘在宅介護支援センター

特別養護老人ホーム　福寿荘
特別養護老人ホーム　みのぶ荘
特別養護老人ホーム　長寿荘

特別養護老人ホーム　やまびこの里
デイサービスセンター　やまびこ
松本市城山老人保健施設
国際福祉専門学校
身体障害者療護施設　ささらの里

勤労福祉会館
特別養護老人ホーム　千寿園
老人保健施設　ほのぼの
ディサービスセンター　ふれあいセンター
大町市総合福祉センター
特別養護老人ホーム　カトレア
（社）睦寿会　吉野の里
特別養護老人ホーム　豊岡荘
特別養護老人ホーム　アルテンハイム会地の郷
特別養護老人ホーム　きらく苑
下条村デイサービスセンター
特別養護老人ホ－ム　第二光の園
根羽村老人福祉センター
特別養護老人ホーム　小倉メナー
ミサトピア　小倉病院
八坂村福祉総合センター　みさか
山口村デイサービスセンター　椿苑
辰野町共同作業所
老人福祉センタ－　ぬくもりの里
坂北村デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホ－ム　アイリス
特別養護老人ホ－ム　赤石寮
特別養護老人ホ－ム　しおがわ敬老園
大桑村デイサ－ビスセンタ－
安曇村デイサ－ビスセンタ－　いいら
デイサ－ビスセンタ－　しらゆり
美麻村総合福祉センタ－
青木村高齢者生活福祉センター
豊野病院
南木曽ディサービスセンター
王滝村ディサービスセンター
池田町総合福祉センター
三郷村生きがい活動支援通所事業所
佐久広域老人ホーム　勝間園
老人保健施設　白馬メディア
山形村保健福祉施設
特別養護老人ホーム　やすおか荘
ハートフルケア　たてしな
特別養護老人ホーム　ピアやまがた
特別養護老人ホーム　常念荘

老人保健施設　ケアポ－トすなやま
燕市第三デイサ－ビスセンタ－
福祉の家
特別養護老人ホーム　白ふじの里
特別養護老人ホ－ム　つかのめの里
特別養護老人ホーム　管名の里
特別養護老人ホーム　不老閣
社会福祉法人能生名立福祉会　おおさわの里
特別養護老人ホ－ム　恵福園
特別養護老人ホーム　みかわ園
特別養護老人ホーム　にしかりの里

特別養護老人ホーム　光風苑
特別養護老人ホーム　敬寿苑
特別養護老人ホーム　清楽園
特別養護老人ホ－ム　ほっとはうす千羽
小矢部市デイサ－ビスセンタ－
魚津市東部デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　越野荘
特別養護老人ホーム　越之湖
越之湖ディサービスセンター
特別養護老人ホ－ム　だいご苑
だいごデイサ－ビスセンタ
特別養護老人ホーム　常楽園
特別養護老人ホーム　太陽苑
特別養護老人ホ－ム　有磯苑
特別養護老人ホ－ム  エスポワ－ルこすぎ
特別養護老人ホ－ム　大江苑
小杉町デイサ－ビスセンタ－　大江
大島町社会福祉センタ－
特別養護老人ホーム　はなさき苑

金沢市社会福祉協議会　松ヶ枝福祉会館
笠間ディサービスセンター
特別養護老人ホーム　福寿園
特別養護老人ホ－ム　眉丈園
おうちの里デイサ－ビスセンタ－
野々市町デイサービスセンター
社会福祉法人　多花楽会
特別養護老人ホ－ム　鹿寿苑
はまなす園富来デイサ－ビスセンタ－
はまなす園デイサ－ビスセンタ－
川北温泉クリニック
川北町ディサービスセンター
鳥屋デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホ－ム　あかかみ
あかかみデイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　秀楽苑

特別養護老人ホーム　愛全園
特別養護老人ホ－ム　森田たんぽぽ苑
特別養護老人ホーム　小浜福寿園
特別養護老人ホ－ム　若狭ハイツ

■北海道

■青森県

■秋田県

■岩手県

■宮城県

■山形県

■福島県

■茨城県

■栃木県

■埼玉県

■群馬県

■千葉県

■東京都  

■神奈川県

■山梨県

■長野県

■新潟県

■富山県

■石川県

■福井県

納入実績



南条町
高浜町
越前町

岐阜市

各務原市
関市
美濃市
大垣市
可児市

多治見市

土岐市
中津川市

高山市

羽島市

瑞穂市
川島町
高富町
坂祝町

養老町

久瀬村
垂井町
明宝村
八幡町

白鳥町
大和町
美並村
金山町

久々野町
朝日村
川辺町
宮川村
河合村
上宝村
神岡町
萩原町
小坂町
池田町
馬瀬村
揖斐川町
大野町
真正町
糸貫町
本巣町
上石津町

浜松市

静岡市
掛川市
天竜市

浅羽町
小山町
御前崎町
豊田町
長泉町
小笠郡

名古屋市

一宮市

豊田市
西尾市
津島市

春日井市

犬山市

長久手町
東浦町
大治町
足助町
扶桑町
弥富町
三好町

松坂市

津市
伊勢市
鈴鹿市
桑名市
四日市市
紀宝町
阿山郡

守山市

伊香郡
豊郷町
山東町
石部町
甲賀町
びわ町
安雲川町
秦荘町
栗東町
木之本町

京都市

城陽市
舞鶴市

綾部市
宇治市

宮津市

大江町

三和町
久美浜町

加悦町

大阪市

豊中市

富田林市
阪南市
枚方市
門真市
箕面市
東大阪市

堺市
岸和田市
吹田市

高槻市
泉北郡
田尻町

神戸市

小野市

豊岡市

加古川市

西宮市
姫路市

加東郡
氷上町
山南町
青垣町
美方町
温泉町
丹南町
市川町
加美町
八千代町
新宮町

春日町
柏原町

御所市
天理市
下市町
橿原市

和歌山市

野上町
すさみ町

米子市
西伯町
倉吉市
日南町
鳥取市

松江市
出雲市
浜田市
大原郡
仁多郡
広瀬町
瑞穂町
温泉津町
木次町

岡山市

倉敷市
笠岡市
備前市
勝山町
寄島町
和気町

鴨方町
三陽町
川上村

広島市

福山市
尾道市

東広島市
三次市
呉市
豊田郡
久井町
新市町
油木町

防府市
新南陽市
宇部市
下松市
小野田市
錦町

大島町
富北町
美和町
秋芳町
田万川町
須佐町
平生町

高松市

土庄町
小豆郡

徳島市
鴨鳥町
那賀川町
土庄町

松山市

北条市
東予市

伊予三島市
重信町

砥部町
中山町
川内町
久万町

双海町

宇和町
野村町
西海町

安芸市

福岡市

北九州市

筑紫野市
小竹町
大刀洗町
三橋町
大木町
遠賀町
朝倉町

中原町

多良見町

長与町
外海町

熊本市

玉名市
宇土市

八代市

菊池市
人吉町
菊陽町
深田村
多良木町
千丁町
松島町
三角町
横島町
湯前町
玉東町

富合町鏡町
大津町

大分市
竹田市
別府市
緒方町

西郷村
北川町
国富町

隼人町

特別養護老人ホ－ム　南条福寿園
老人保健施設　サンビュー高浜
特別養護老人ホーム　海楽園

老人保健施設　サワダケアセンター
特別養護老人ホーム　サンライフ彦坂
特別養護老人ホーム  黒野あそか苑
特別養護老人ホーム  喜久寿苑
特別養護老人ホ－ム　光の園
特別養護老人ホ－ム　第ニ端光苑
岐阜老人ホーム
イー・ケア
特別養護老人ホーム　カーサレスペート
特別養護老人ホ－ム　ほほえみ福寿の園
特別養護老人ホ－ム　美和の里
特別養護老人ホ－ム　ゴ－ルドライフ大東
特別養護老人ホ－ム　春里苑
福寿苑　ディサービスセンター　
滝呂在宅老人デイサ－ビスセンタ－
多治見市南姫デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　美濃陶生苑
特別養護老人ホ－ム　瀬戸の里
ゆうらく苑デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　新宮園
（社）ケア21

新宮園デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　豊楽園
豊楽園デイサ－ビスセンタ－
山王福祉センター
総合病院　久美愛病院
高山赤十字老人保健施設　はなさと
老人保健施設　ソレイユ
高山赤十字病院
有料老人ホーム　シニアハウス高山
（財）高山市福祉サービス公社
特別養護老人ホーム　やすらぎ苑
特別養護老人ホーム　寿光苑
（社）信和会　ほずみ園
特別養護老人ホーム　リバーサイド川島園
特別養護老人ホーム　椿野苑
坂祝町総合福祉会館
日本ライン老人ホ－ム
養老町地域福祉センター
特別養護老人ホ－ム　白鶴荘
揖斐郡北西部地域医療センタ－　やまびの里
特別養護老人ホ－ム　いぶき苑
明宝村デイサービスセンター
郡上中央病院
特別養護老人ホ－ム　せせらぎ緑風苑
老人保健施設　ケアポート白鳳
特別養護老人ホ－ム　郡上偕楽園
美並村保健福祉センタ－
金山国保病院
特別養護老人ホーム　かなやまサニーランド

老人ホーム  八光苑
朝日村総合福祉センター
さわやかナーシングビラ
宮川村デイサービスセンター
河合村デイサービスセンター
上宝村デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　たんぽぽ苑
特別養護老人ホ－ム　あさぎりサニ－ランド
小坂町国民健康保険診療所　
特別養護老人ホ－ム　サンビレッジ新生苑
馬瀬村デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホ－ム　尚和園
大野町デイサ－ビスセンタ－
真正町デイサ－ビスセンタ－
糸貫町デイサービスセンター　ぬくもりの里
養護老人ホーム　大和園
上石津町デイサービスセンター

特別養護老人ホーム　やすらぎの里
特別養護老人ホ－ム　一空園
老人保健施設　ハイマート有玉
特別養護老人ホーム　さぎの宮寮
特別養護老人ホーム　ハイマート有玉
（福）ひかりの園第三静光園通所介護事業所
グループホーム高松
特別養護老人ホ－ム　かけがわ苑
老人保健施設　さいわい
　
特別養護老人ホ－ム　紫雲の園
特別養護老人ホーム　徳風園
特別養護老人ホーム　灯光園
特別養護老人ホーム　豊田一空園
特別養護老人ホーム　ながいずみホーム
（社）白翁会　千寿の園

特別養護老人ホーム　平田豊生苑
特別養護老人ホーム　瀬古第一マザー園
特別養護老人ホーム　松寿苑
デイサ－ビスセンタ－　法華
デイサービスセンター　大根
特別養護老人ホ－ム　緑生園

老人保健施設　いのこし
特別養護老人ホ－ム　サ－ビスネットワ－ク南陽
特別養護老人ホ－ム　第二尾張荘
特別養護老人ホ－ム　なごやかハウス滝ノ水
伊藤病院　
特別養護老人ホーム　フラワー園
中村区在宅サービスセンター
特別養護老人ホーム　誠和荘
ディサービスセンター　リハピネス梅森坂
特別養護老人ホーム　名古屋市厚生院
サフランの家デイサービスセンター
木村病院
（社）高針福祉会　極楽苑
（社）フラワー園　ケアハウスほっとはっと
特別養護老人ホーム　滝寿楽苑
カリヨンの郷
特別養護老人ホーム　ウエルコートみづほ
老人保健施設　やすらぎ
老人保健施設　かずえの郷
老人保健施設　高須ケアガ－デン
身体障害者療護施設　ゆうとぴあ恵愛
安藤病院
第一介護サービスセンター
第三介護サービスセンター　　　　
老人保健施設　フローレンス犬山
特別養護老人ホーム　犬山白寿苑
特別養護老人ホーム　愛知たいようの杜
老人保健施設　相生
老人保健施設　四季の里
愛知県厚生事業団　老人ホーム足助寮
特別養護老人ホ－ム　扶桑園
弥富町総合福祉センタ－
特別養護老人ホーム　安立荘

南勢カトリックケアハウス
特別養護老人ホーム　さくら園
吉祥苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　吉祥苑
社会福祉法人　寿泉会　泉園
老人保健施設　山咲苑
特別養護老人ホーム　くすのき園
東新苑介護老人保健施設
医療法人社団主体会　主体会病院
特別養護老人ホーム　宝寿園
（社）あやまユートピア　ぬくもり園

特別養護老人ホ－ム　ゆいの里
（社）明富の郷　しが　そせい苑
特別養護老人ホーム　伊香の里
老人保健施設　パストラールとよさと
特別養護老人ホーム　坂田青成苑
石部ケアハウス
特別養護老人ホ－ム　甲賀荘
特別養護老人ホ－ム　青芳
特別養護老人ホーム　ふじの里
特別養護老人ホーム　やまびこ
特別養護老人ホーム　淡海荘
老人保健施設施設　湖北やすらぎの里

特別養護老人ホーム　市原寮
特別養護老人ホーム　山科苑
特別養護老人ホ－ム　ヴィラ端山
日ノ岡老人ディサービスセンター
介護老人福祉施設　花友しらかわ
原谷こぶしの里
特別養護老人ホーム　梅林園
特別養護老人ホ－ム　安寿苑
特別養護老人ホーム　寿荘
特別養護老人ホ－ム　第二松寿園
特別養護老人ホーム　桃生苑
特別養護老人ホーム　宇治明星園
宇治明星園　デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　そせい苑
養護老人ホーム　成相山　青嵐荘
特別養護老人ホーム　第二天橋園
大江保健福祉センター　ひまわり
大江デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　五十鈴荘
三和町健康福祉センター
特別養護老人ホーム　久美浜苑
久美浜町佐濃デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　与謝の園

特別養護老人ホーム　長吉
特別養護老人ホ－ム　さくら
みおつくし福祉会　ふみのさと倶楽部
中山製鋼所附属病院
特別養護老人ホーム　豊中グリーンヒル
特別養護老人ホ－ム　ほずみ
特別養護老人ホ－ム　錦織荘
特別養護老人ホーム　玉井泉陽園
特別養護老人ホーム　津田荘
特別養護老人ホーム　ナーシングホーム智鳥
特別養護老人ホーム　白島荘
特別養護老人ホーム　イースタンビラ
特別養護老人ホーム　ハピネス金岡
寺田萬寿病院
特別養護老人ホーム　ハピネスさんあい
特別養護老人ホーム　あんず苑
つどいの家　はむろ
ディサービスセンター　健楽舎
特別養護老人ホーム　フィオーレ南海

老人保健施設　向陽りんどう苑
特別養護老人ホーム　神港園シルビアホーム
デイサ－ビスセンタ－　かんで
東垂水デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　パーマリイン神戸　
介護老人保健施設　神戸ポートピアスライ
特別養護老人ホーム　青山荘
老人保健施設　オパール
特別養護老人ホーム　こうのとり荘
介護老人保健施設　豊岡シルバースライ
特別養護老人ホ－ム　鶴林園

特別養護老人ホーム　名塩さくら苑
特別養護老人ホーム　清寿園
しらさぎの里
そのデイケア
氷上町デイサービスセンター
特別養護老人ホーム　山路園
特別養護老人ホーム　ふれあいの郷もくせい
特別養護老人ホーム　こぶし園
特別養護老人ホーム　ゆむら
特別養護老人ホ－ム　やすらぎ園
特別養護老人ホ－ム　ひまわり荘
特別養護老人ホ－ム　ヘルシ－ビラ加美
特別養護老人ホーム　ゆりの荘
特別養護老人ホーム　栗栖の荘
新宮町デイサービスセンター　あすかの園
特別養護老人ホーム　おかの花
柏原町デイサービスセンター

鴻池老人保健施設
特別養護老人ホーム　ひびきの郷
老人保健施設　そよかぜ荘
老人保健施設　花橿

特別養護老人ホーム　紀伊松風苑
特別養護老人ホーム　アンシアナトー
老人保健施設　天寿苑
特別養護老人ホーム　はまゆう園

特別養護老人ホーム　皆生みどり苑
特別養護老人ホーム　西伯有楽苑
老人保健施設　のじま
特別養護老人ホーム　日南石霞苑
美和あすなろ

松江生協リハビリテーション
特別養護老人ホ－ム　小山園
介護老人保健施設　夕陽ケ丘
木次町デイサービスセンター
（社）よこた福祉会　むらくも苑
特別養護老人ホーム　月照苑
瑞穂町デイサービスセンター
温泉津町デイサ－ビスセンタ－
特別養護老人ホーム　さくら苑

特別養護老人ホーム　旭川敬老園
特別養護老人ホーム　足守荘
特別養護老人ホ－ム　アダムスホ－ム
特別養護老人ホ－ム　幸輝園
特別養護老人ホーム　うずき荘
特別養護老人ホ－ム　瀬戸内荘
養護老人ホーム　草加病院
特別養護老人ホ－ム　神庭荘
寄島町在宅福祉センタ－　かに丸の家
特別養護老人ホーム　和気広虫苑
老人保健施設　エスペランスわけ
特別養護老人ホーム　オペラハウス鴨方
特別養護老人ホーム　桃香の里
知的障害者更正施設　蒜山慶光園　（ひるぜん）

特別養護老人ホ－ム　石内慈光園
特別養護老人ホーム　陽光の家
介護付有料老人ホーム　ふじの家　川内
特別養護老人ホ－ム　宣山荘
特別養護老人ホ－ム　ひかり苑
特別養護老人ホ－ム　花の苑
老人保健施設　　精彩園
身体障害者療護施設　ときわ台ホ－ム
特別養護老人ホーム　水明園
特別養護老人ホーム　温養院
（福）大崎福祉会　大崎荘
特別養護老人ホ－ム　亀甲園
特別養護老人ホーム　ジョイトピア　おおさ
特別養護老人ホーム　シルトピア油木

老人保健施設　防府幸楽園
特別養護老人ホーム　福寿荘
特別養護老人ホ－ム　日の山園
特別養護老人ホ－ム　松寿苑
特別養護老人ホーム　長寿園
特別養護老人ホーム　錦苑
介護老人保健施設　あさぎりの郷
特別養護老人ホ－ム　ほのぼの園
特別養護老人ホ－ム　白滝荘
特別養護老人ホ－ム　美和苑
特別養護老人ホーム　青景園
特別養護老人ホーム　阿北苑
特別養護老人ホーム　すさ苑
特別養護老人ホーム　つつじ苑

特別養護老人ホーム　さくら園
特別養護老人ホーム　エデンの丘
特別養護老人ホ－ム　みくに園
豊島ナオミ荘

特別養護老人ホ－ム　かもな園
特別養護老人ホーム　菊美荘
那賀川町在宅介護支援センター　栖竜荘
特別養護老人ホーム　豊島ナオミ園

老人保健施設　たかのこ館
特別養護老人ホ－ム　ていれぎ荘
特別養護老人ホ－ム　りつりん館アドバンス
特別養護老人ホ－ム　グランビア姫原
特別養護老人ホ－ム　梅本の里
北部総合福祉センター
特別養護老人ホ－ム　聖マルチンの家
老人保健施設　アスカ
養護老人ホーム　共楽園
ウエルケア重信

特別養護老人ホーム　オレンジ荘
特別養護老人ホーム　なかやま幸梅園
特別養護老人ホ－ム　ガラリヤ荘
老人保健施設　あけぼの
特別養護老人ホ－ム　久万の里
特別養護老人ホ－ム　双海夕なぎ荘
コミュニティーセンター
特別養護老人ホーム　松葉寮
特別養護老人ホーム　しいのき園
西海町保健センター

特別養護老人ホーム　八流荘

特別養護老人ホーム　寿生苑
特別養護老人ホーム　油山緑寿園
特別養護老人ホーム　清松園
特別養護老人ホーム　春吉園
介護老人保健施設　しんわ苑
介護老人保健施設　ハーモニー聖和
特別養護老人ホーム　新多園
特別養護老人ホーム　大刀洗幸生苑
特別養護老人ホーム　ありあけ園
特別養護老人ホーム　山ノ井荘
特別養護老人ホーム　遠賀園
特別養護老人ホーム　いしずえ荘

老人保健施設  夢の里

老人保健施設　恵風園
多良見町デイサ－ビスセンタ－
長与病院
特別養護老人ホーム　椿ヶ丘荘

特別養護老人ホーム　みゆき園
特別養護老人ホ－ム　こぼり苑
老人保健施設　メディエイト鶴翔苑
老人保健施設　シルバ－ピア水前寺
特別養護老人ホ－ム　コスモスファミリ－熊本
武蔵ケ丘病院
東野病院
青磁野病院
老人保健施設　清雅苑
菊南病院
老人保健施設　ゆうきの里
労災ケアセンター　ケアプラザ宇土
老人保健施設　景雅苑
特別養護老人ホーム　あさひ園
老人保健施設　ハピネスケア日南
菊池有働病院
特別養護老人ホーム　行楽園
特別養護老人ホーム　龍生園
特別養護老人ホーム　貴鳳園
特別養護老人ホーム　翆光園
特別養護老人ホーム　あずみの
特別養護老人ホーム　康和苑
特別養護老人ホーム　ひかりの園
老人保健施設　青海苑
老人保健施設　星雲荘
特別養護老人ホ－ム　福寿荘
玉東町デイサ－ビスセンタ－
にしくまもと病院
特別養護老人ホーム　安寿の里
勝久病院

特別養護老人ホ－ム　若葉苑
特別養護老人ホーム　悠々居
特別養護老人ホ－ム　ナ－シングホ－ムはるかぜ
特別養護老人ホーム　任運荘

特別養護老人ホーム　若宮荘
特別養護老人ホ－ム　きたがわ荘
特別養護老人ホーム　あけぼの園

隼人温泉病院
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