諏訪広域連合指定事業者（第１号事業者：通所型）

事業者番号

法人名

名

称

郵便番号

平成３１年４月１日 現在

住

所

現行相当
サービス

サービスＡ

1 2070400110 社会福祉法人 有倫会

ウエルハートおかや

394-0084 岡谷市長地片間町１－１１－１

○

2 2070400185 社会福祉法人 サン・ビジョン

デイサービスセンターグレイスフル岡谷

394-0034 岡谷市湖畔２－６－２

○

○

3 2070400250 社会福祉法人 平成会

デイサービスセンター さわらび

394-0001 岡谷市西山１７２３番地１０１

○

○

4 2070400268 特定非営利活動法人

きのこの家

394-0043 岡谷市御倉町２番２１号

○

5 2070400334 株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターおかや

394-0081 岡谷市長地権現町１丁目７番２６号

○

6 2070400292 特定非営利活動法人 メイト

在宅介護てまり

394-0004 岡谷市神明町１－２－２

○

7 2070400367 特定非営利活動法人 たんぽぽの家

宅老所たんぽぽの家

394-0034 岡谷市湖畔一丁目２８番１６号

○

8 2070400383 特定非営利活動法人めだかの学校

特定非営利活動法人めだかの学校

394-0035 岡谷市天竜町２－３－２０

○

9

温泉デイサービス湯けむり

394-0033 岡谷市南宮３－３－８

○

10 20A0400014 社会福祉法人 平成会

ヘルスサポートクラブ湯けむり

394-0033 岡谷市南宮３－３－８

11 2070400482 株式会社 和が家

和が家新倉

394-0047 岡谷市川岸中三丁目４番１号

○

12 2070400516 株式会社ツクイ

ツクイ岡谷

394-0028 岡谷市本町一丁目７番２１号

○

13 2070400540 株式会社いずみ

リハビリデイサービスいずみ橋原

394-0045 岡谷市川岸東２－７－２５

○

14 2070400557 TPRトータルサービス(株）

さわやか絹の郷信州おかや

394-0021 岡谷市郷田２丁目１番２４号

○

15 2070400573 特定非営利活動法人なでしこ

ほがら家 南宮

394-0033 岡谷市南宮１丁目５番１６号

○

16 2070400599 株式会社クローバー

パセオおかや

394-0002 岡谷市赤羽３丁目２番１５号

○

17 2070400607 株式会社金屋

デイサービスセンターなごやか岡谷

394-0004 岡谷市神明町１丁目４番－１０

○

18 2070400649 株式会社 和が家

リハビリデイサービスwagaya岡谷店

394-0032 岡谷市若宮一丁目７番３５号

○

19 2070400680 特定非営利活動法人ホープ

ホープ岡谷

394-0005 岡谷市山下町二丁目１３－１０

○

20

リハビリテーション小萩

394-0088 岡谷市長地小萩二丁目８番２８号

○

21 20A0400022 医療法人 研成会

ヘルスケアサロン「あさがお」

394-0088 岡谷市長地小萩１－１１－３０

22 2070600149 社会福祉法人 聖母の会

デイサービスセンター 聖母憩の家

392-0001 諏訪市大和１－５－７

○

23 2070600198 社会福祉法人 諏訪市社会福祉協議会

諏訪市デイサービスセンター西山の里

392-0131 諏訪市湖南４０１６－１

○

24 2070600057 社会福祉法人 諏訪市社会福祉協議会

デイサービスセンター湯の里

392-0012 諏訪市四賀２２１３－１

○

25 2070600248 特定非営利活動法人 ハートリンク

宅幼老所あやとり

392-0024 諏訪市小和田９－６

○

26 2070600263 社会福祉法人 諏訪福祉会

かりんの里デイサービスセンターあおぞら

392-0012 諏訪市四賀桑原８６１

○

27 2070600313 社会福祉法人 諏訪福祉会

かりんの里デイサービスセンターうららか

392-0015 諏訪市中洲下金子３８３８－４

○

28 2070600255 社会福祉法人 諏訪福祉会

かりんの里デイサービスセンターこもれび

392-0012 諏訪市豊田文出３１０番３号

○

29 2070600412 株式会社いずみ

リハビリデイサービスいずみ

392-0021 諏訪市上川１丁目１５４４番地

○

30 2070600495 社会福祉法人こころ高島

通所介護事業所こころ高島

392-0022 諏訪市高島３丁目１３００番地１号

○

31

宅老所いぶき

392-0015 諏訪市中洲２７４１番地１

○

32 2070600685 社会福祉法人 諏訪市社会福祉協議会

小さなデイ穂の花

392-0131 諏訪市湖南６５８１番地５

○

33 2090600129 株式会社 クロバー

パセオとよだ

392-0016 諏訪市豊田３０４０－１

○

34 2070600842 社会福祉法人 諏訪市社会福祉協議会

アストレ城南

392-0022 諏訪市高島１丁目１７－６

○

○

35 2070600867 社会福祉法人 聖母の会

デイサービスセンター すばらしき仲間たち

392-0131 諏訪市湖南４８９４－１

○

○

36 2090600152 げんきいきいき合同会社

パワーリハビリ専門 元気活き活きデイサービス

392-0013 諏訪市沖田町１丁目９５番地

○

37 2090600137 長谷川介護サービス株式会社

ｲﾘｰｾﾞ・セントベル諏訪湖デイサービスセンター

392-0001 諏訪市大和１－５－５

○

38 2090600145 株式会社長野環境システム

デイサービスきたえるーむ諏訪

392-0012 諏訪市四賀字赤沼１９８２番地２

○

39 2090600160 株式会社 金屋

デイサービス湖岸通り

392-0027 諏訪市湖岸通り２－３０５－１

○

40 20A0600019 信州諏訪農業協同組合

ケアネットセンターにじの家

392-0016 諏訪市豊田１２１３番地１

41 2090600186 株式会社 向日葵

みんなのデイハウスにじのわ

392-0022 諏訪市高島三丁目１４０５番地１１

42 20A0600035 社会福祉法人 諏訪市社会福祉協議会

すわいきいき教室 ラ・サンテ

392-0025 諏訪市末広５－１４

43 2071400242 社会福祉法人 茅野市社会福祉協議会

茅野市西部デイサービスセンター

391-0013 茅野市宮川３９７５

○

44 2071400317 特定非営利活動法人 みちくさ

宅老所なごみの家

391-0013 茅野市宮川４１１２

○

45 2071400358 特定非営利活動法人 みみずく

宅老所みみずく

391-0001 茅野市ちの２７６１－９

○

46 2071400382 信州諏訪農業協同組合

茅野市北部デイサービスセンター

391-0301 茅野市北山４８０８－１

○

47 2071400481 社会福祉法人こまくさ福祉会

デイサービスセンター白駒の森

391-0001 茅野市ちの３０００番地１

○

48 2071400663 株式会社タカネヒューマンサポート

桜ハウス玉川通所介護事業所

391-0011 茅野市玉川３０４６－１

○

49 2071400523 株式会社タカネヒューマンサポート

桜ハウス宮川通所介護事業所

391-0013 茅野市宮川４９００番地４

○

50 2071400622 株式会社ツクイ

ツクイ茅野

391-0005 茅野市仲町１５－６

○

51 2071400630 社会福祉法人大志会

デイサービスセンターりんどう苑

391-0213 茅野市豊平１９０７番地１

○

52 2071400697 株式会社夢工房

宅老所夢工房

391-0012 茅野市金沢２５１２番地２２

○

53

諏訪中央病院組合老人福祉施設ふれあいの里

391-0011 茅野市玉川４３００－９

○

54 2071400770 株式会社ＰＯＬ

ゆう

391-0011 茅野市玉川３１５２－２

○

55 2071400846 株式会社ケアコンシェル

ゆうもあ

391-0002 茅野市塚原二丁目１番１号

○

56 2071400853 合同会社二輝

デイサービスゆるり

391-0001 茅野市ちの３５０２番地１

○

57 2071400879 特定非営利活動法人 みみずく

宅老所みみずく玉川

391-0011 茅野市玉川３２５５番地１

○

58 2091400099

宅幼老所 しらかば

391-0301 茅野市北山３４１９－１０

○

2070400391 社会福祉法人 平成会

2090400140 スマートケアタウン株式会社

2070600669 株式会社一夢希

2071400747 諏訪中央病院組合

特定非営利活動法人 ドリーム大家族
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備考

59 20A1400021

株式会社 狸

ミニデイサービスたぬき

391-0211 茅野市湖東８３２３

○

単独型

60 20A1400039

合同会社 山本整骨院

デイサービス 筋トレ会

391-0011 茅野市玉川５００（茅野市運動公園同号体育館）

○

単独型

61 2072300227 社会福祉法人 サン・ビジョン

デイサービスセンターグレイスフル下諏訪

393-0033 下諏訪町北高木９３７５－１

○

62 2072300276 社会福祉法人 共立福祉会

デイサービスセンタースマイル

393-0092 下諏訪町大門１２１－５

○

63 2072300300 特定非営利活動法人 諏訪生活支援館

憩いの家パセオ

393-0077 下諏訪町矢木町２６

○

64 2072300375 有限会社 穂乃家

有限会社穂乃家

393-0093 下諏訪町東山田社６５３４－４

○

65 20A2300014 有限会社 穂乃家

有限会社穂乃家

393-0093 下諏訪町社６５３６－４

66 2072300409 特定非営利活動法人 結

みんなの家 紙風船

393-0047 下諏訪町６１７５番地３

○

67 2072300540 特定非営利活動法人 なでしこ

ほがら家

393-0047 下諏訪町西赤砂４４１５

○

68 2072300581 特定非営利活動法人碧き水の里

デイサービスセンター「陽だまり横丁」

393-0093 下諏訪町６６７２番地１５

○

69 2072300615 特定非営利活動法人なでしこ

ほがら家 赤砂

393-0047 下諏訪町西赤砂４４０６

○

70 2072300771 株式会社キコウ

ひだまり家

393-0047 下諏訪町西赤砂４４０７－１２

○

71 2072300813 株式会社 いざわトータルケア

デイサービスセンターいざわ

393-0035 下諏訪町6174番地1

○

○

○

72 2072300128 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会 富士見町社会福祉協議会ふれあい通所介護事業所 399-0211 富士見町富士見８９８８－１

○

73 2072300383 社会福祉法人 ジェイエー長野会

399-0211 富士見町富士見３１０７－２

○

74 2072300425 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会 富士見町社会福祉協議会清泉荘通所介護事業所

399-0101 富士見町境７２７６番地

○

○

75 2072300672 社会福祉法人 ひなたぼっこ

宅幼老所ひなたぼっこ

399-0211 富士見町富士見１１６５０番地１

○

○

76 2072300722 株式会社電理ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

机デイサービス恵福の家

399-0214 富士見町落合７９１２－２

○

○

77 2072300730 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会 デイサービスセンターかがやき

399-0101 富士見町境７２７６

○

○

78

あくしすデイサービスセンター

399-0211 富士見町富士見１１５１７－３

○

79 2072300193 社会福祉法人 原村社会福祉協議会

原村デイサービスセンター

391-0104 原村６６４９－３

○

80 2072300391 社会福祉法人 誠心会

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあいりす

391-0106 原村１０３７７－２

○

81 2072300458 有限会社宅幼老所とみさと

有限会社宅幼老所とみさと

391-0105 原村８１３２－１

○

82 20A2300048

ミニデイはーとも

391-0114 原村１７２１７－１６２０

2092300181 株式会社Ａｘｉｓ

合同会社S・H・B

紅林荘 デイサービスセンター

2／2

単独型

○

○

○

単独型

