
22．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

葉梨

【法人名】 社会福祉法人　富水会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

葉梨

【法人名】 社会福祉法人　富水会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

葉梨

【法人名】 社会福祉法人　凰会

住　　所
電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者

ベッド数
ホームページ

　常時介護が必要で、自宅で生活することが困難な利用者が対象の施設です。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介
助、機能訓練、健康管理が受けられます。入所できるのは、原則として要介護３～５の方で、申込みはご家族等が直接行
います。また、利用者負担額の内訳は、下記のとおりとなります。

※費用は、施設により異なります。詳細については、直接施設にお問い合わせください。

特別養護老人ホーム　開寿園

特別養護老人ホーム　ふじトピア

https://fujitopia.jp/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：1,540円/日
居住費：多床室950円/日、個室1,270円/日
貴重品管理費：1,000円/月

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

吉口　昌広

70床 （4人部屋×9室、2人部屋×8室、1人部屋×18室）

介護老人福祉施設

事業所番号 2275300172

〒426-0204　藤枝市時ケ谷417-2 サービスの特徴

介護老人福祉施設

事業所番号 2275300065

〒426-0213　藤枝市中ノ合252番地の1 サービスの特徴

http://fusuikai.jp/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：要相談
中度認知症の方：要相談
重度認知症の方：要相談

食費:1500円/日　居住費(個室)1,310円/日
多床室　855円・1000円/日
※減免制度がありますのでお問合せ下さい。
保管管理手数料:１,500円/月

054-638-2237 054-638-2433 当施設は、「その人らしく暮らし続けられるよう
生活を支えます」を介護サービス理念とし、毎
日を安心してくつろげる生活がおくれるよう、職
員一同真心こめてサービスを行います。また看
取り介護もおこなってまいります。

kaijuen@ai.tnc.ne.jp

釜田　博司 岡野谷　匡谷

48床

054-638-5254 054-638-5255 従来型（多床室＋個室）の特養ですが、一人
ひとりの個性を尊重した「おもてなし」の気持ち
で、グループケアによる心のこもった温かい
サービスを心掛けています。看取り介護対応施
設になっております。

fuji-topia@po2.across.or.jp

増田　啓介

http://fusuikai.jp/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：要相談
中度認知症の方：要相談
重度認知症の方：要相談

食費:1,500円/日　居住費:2,300円/日
※減免制度がありますのでお問合せ下さい。
保管管理手数料　１,500円/月

介護老人福祉施設 介護老人福祉施設　開寿園ユニット葉梨

事業所番号 2275301808

〒426-0213　藤枝市中ノ合252番地の1 サービスの特徴

054-638-2237 054-638-2433 当施設は、「その人らしく暮らし続けられるよう
生活を支えます」を介護サービス理念とし、毎
日を安心してくつろげる生活が送れるようサー
ビスを行ってまいります。また、食べるイベントを
数多く行っています。

kaijuen@ai.tnc.ne.jp

釜田　博司 岡野谷　匡哉

30床

利用者負担
①施設サービス費
（利用者負担の

割合分）

②居住費
（光熱水費など）

③食費 ④日常生活費

（日用品費等）



広幡

【法人名】 社会福祉法人　県民厚生会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

青島

【法人名】 社会福祉法人　聖啓会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

青島

【法人名】 社会福祉法人　富水会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

大洲

【法人名】 社会福祉法人　三愛会

住　　所
電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者

ベッド数
ホームページ

特別養護老人ホーム　きらら藤枝

http://aikanosato.com/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方：胃ろうは可、経鼻は不可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

居住費（多床室）：1,420円/日、（従来型個室）：
2,020円/日、（ユニット型個室）：2,750円/日
食費：1,500円/日、日用品費等：実費
※減免制度がありますのでお問い合わせ下さい

054-634-1131 054-634-1234 ご利用者様の尊厳を守り、質の高い充実した
介護サービスを提供すると共に、職員の資質の
向上に努めていきます。

tokuyou@aikanosato.com

阿井　孝訓 我那覇　清正・村田　亜弥乃

100床（多床室×52　従来型個室×18　ユニット型個室×30）

介護老人福祉施設

事業所番号 2275300446

〒426-0044　藤枝市大東町58 サービスの特徴

特別養護老人ホーム　愛華の郷

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.fusuikai.jp 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方：胃ろうは可、経鼻は不可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食事：1,550円／日
居住費：多床室　855円／日　　個室　1,200円／日
貴重品管理費：1,800円／月
理容代：1,500円／回
教養娯楽費、健康管理費、日用品代は実費

054-636-6680 054-636-7173 利用者一人ひとりの心身を大切に、望む生活
が送れるサービスをチーム一丸となって提供し
ます。

dai2kaiju@kyi.biglobe.ne.jp

八木　和美 増田　知佐子・山口　賢児

70床

介護老人福祉施設

事業所番号 2275300073

〒426-0063　藤枝市青南町1-12-13 サービスの特徴

http://seikeikai.info/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：1,760円/日
居住費（個室）：2,930円

特別養護老人ホーム　第２開寿園

054-646-7087 054-646-7287 「笑顔であなたと共に過ごしたい。」あたたかな
介護サービスを提供するとともに入居者様の
個々の対応を目指し職員の資質向上に努めて
います。

nanohana.jimu.01@seikeikai.info

川口　節子 堀田　隆弘

70床

介護老人福祉施設

事業所番号 2275301196

〒426-0076 　藤枝市内瀬戸１９４番地の１ サービスの特徴

特別養護老人ホーム　菜の花

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろうを含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

居住費(2,500円/日)及び食費(1,445円/日)
居住費及び食費については減額制度がありま
すのでお問い合わせください。

054-646-6766 054-646-6755 全室個室となっており、10室を1単位とするユ
ニット型の施設です。リビング兼食堂を中心に
して、専任の介護職員と一体となって温かい家
庭的な雰囲気の中で落ち着いて生活ができま
す。

kirara-sodan@citrus.ocn.ne.jp

阿部　智弘 大石　智規

70床

〒426-0009　藤枝市八幡198 サービスの特徴

http://www.kenminkouseikai.net/ 自己負担として必ずかかる経費

介護老人福祉施設

事業所番号 2275300818



岡部

【法人名】 社会福祉法人　葉月会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

岡部

【法人名】 社会福祉法人　葉月会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　大井川厚生会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　修徳会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

特別養護老人ホーム　永福荘

特別養護老人ホーム　かなや

http://hadukikai.jp/kijyunosato/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：1,445円
居住費：855円
日用品費：実費

054-667-5000 054-667-4885 「その人らしさ」にこだわっていきます。
家庭で過ごすような温かさを大切にしながら、
一人ひとりに満足していただける介護を心がけ
ています。

kijyunosato@hadukikai.jp

http://eifukuso.or.jp/

介護老人福祉施設

https://www.tokuyou-kanaya.com/

牧田　展治 清水　亨輔

50床（多床室）

自己負担として必ずかかる経費

介護老人福祉施設

事業所番号 2275200026

〒421-1131　藤枝市岡部町内谷１３３４－４ サービスの特徴

亀寿の郷　指定介護老人福祉施設

介護老人福祉施設

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

居住費：855円（多床室）、1,171円（従来型個
室）
食費：1,445円／日、日常生活費：90円／日
医療費等

0547-37-1023 0547-37-8789 田園と山々の風景に囲まれた穏やかで自然豊
かな環境の中にあります。
４人部屋を中心とした従来型特養ですが、利用
者の個性を尊重した生活づくりと介護支援を心
がけています。

eifuku@sunny.ocn.ne.jp

池田　武 澤本　祐輔

54床

事業所番号 2275400378

〒428-0007　島田市島536番1 サービスの特徴

0547-47-2255 0547-45-0018 田園風景が美しく日限地蔵の近くにあり、時に
は散歩コースの1つとしてお参りをしておりま
す。1人ひとり個室でご自分のペースと空間を
大切に、ご本人が望まれる生活を送っていただ
ける様お世話させて頂きます。

info@tokuyou-kanaya.com

小林　眞一 塚本　康也

50床
自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含）：経鼻不可、胃瘻可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費:1,445円
居住費:2,342円
医療費・日用品費等：実費
預り金等管理費：1,000円／月

事業所番号 2275400014

〒427-0002　島田市大草10 サービスの特徴

http://hadukikai.jp/kijyunosato/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：1,600円
居住費：2,006円
日用品費：実費

ユニット型亀寿の郷　指定介護老人福祉施設介護老人福祉施設

事業所番号 2275301865

〒421-1131　藤枝市岡部町内谷１３３４－４ サービスの特徴

054-667-5000 054-667-4885 令和2年11月ユニット型オープン。
「当たり前の暮らしを実現します」という理念のも
と、入居者様が自分らしく暮らせるよう生活をサ
ポートします。

kijyunosato@hadukikai.jp

牧田　展治 清水　亨輔

40床



【法人名】 社会福祉法人　大心会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　島田福祉の杜　　　

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者

ベッド数
ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　初倉厚生会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人陽翔会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：要相談

食　 費　　　：1,620円/日
居住費　　　：2,006円/日(個　室)
　　　　　　　　 1,668円/日(個室的多床室)
日用品費等：　 280円/日

事業所番号 2275400196

〒427-0041  島田市中河町326番地の１ サービスの特徴

0547-33-2111 0547-33-2110 小集団によるユニットケア方式を採用することにより
個人並びに生活単位である各ユニットの主体性を尊
重し、「生活を共にするケア」を実施します。また、地
域交流スペース等の恵まれた設備を生かし地域住
民との交流を図っています。

s-asuka@gol.com

萩原　聡 吉田　美幸

70床

自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：胃ろうのみ可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費:1,445円/日　居住費:2,500円/日
おやつ費:100円/日　事務管理費:2,000円/月
日常品費等実費あり

特別養護老人ホーム　ほたるの丘

特別養護老人ホーム　みどりの園

0547-30-0808 0547-38-5500

介護老人福祉施設

http://care-net.biz/22/midori/

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　あすか

http://care-net.biz/22/asuka/

介護老人福祉施設

事業所番号 2275400436

〒427-0111　島田市阪本2449-2 サービスの特徴

和風旅館のような環境で、利用者様の意向を
最大限尊重し自由な生活支援をモットーとして
います。

daishinkai@hotaru-oka.com

石川　貴彦 宮崎　美希

100床
http://www.hotaru-oka.com/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

居住費：2,970円
食費：朝食380円、昼食540円、夕食525円
日用品費：80円/日、おやつ代：100円/日
預り金等管理費：50円/日、教養娯楽費：50円/日
※居住費＆食費は収入に応じた割引有

事業所番号 2275400022

〒427-0103　島田市中河375－1 サービスの特徴

0547-38-7111 0547-38-7112 ご利用者様の立場に立った介護サービスの提供を
目指しております。ご家族様への情報提供に力を入
れており、個別説明会、毎月のお便り、担当介護職
員からの状況連絡等を行っております。また、ターミ
ナルケア（条件あり）も実施しております。

midori-h@ka.tnc.ne.jp

齊藤　良太 枝村　一臣

50床（4人部屋×9、1人部屋×14）
自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：300円～1,445円/日
通帳管理費：1通につき50円/日
日常生活用品費（介護給付対象外物品）：60円/日
居住費：個室（320～1,171円)、多床室（0～855円）

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　ひぎり

事業所番号 2275400972

〒428-0007　島田市島829-2 サービスの特徴

0547-47-1100 0547-47-1101 その人らしく　明るく健康で　豊かな高齢期の
健康づくりtokuyouhigiri@rx.tnc.ne.jp

鈴木　康之 浅原　裕央

70床

http://www.youshoukai.or.jp/



【法人名】 社会福祉法人　常葉福祉会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者

ベッド数
ホームページ

【法人名】 社会福祉法人五和会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者

ベッド数
ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　みだらけ福祉会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　正生会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：1,445円／日
居住費：個室1,171円／日、多床室855円／日
日常生活費等実費あり

事業所番号 2275500482

〒428-0104　島田市川根町家山４１６８番地の１ サービスの特徴

0547-58-5000 0547-58-5001 激動の時代に活躍され今日の平和な社会を築
かれた人生の先輩に敬意と感謝の気持ちを
もって、この人達に老後を快適に生活できる場
を提供させていただきます。

info@tokohafukushikai.or.jp

諸田　忠雄 鈴木　晃浩

50床

http://www.tubasa.or.jp/

特別養護老人ホーム　あおい荘

特別養護老人ホーム　つばさ

054-623-9002 054-623-4077

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　とこは

http://www.tokohafukushikai.or.jp/

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　本田山荘

http://hondenyamaso.jp

介護老人福祉施設

事業所番号 2275100069

〒425-0054　焼津市一色435番地 サービスの特徴
荘訓である「優しさを心に顔に言葉にも」のとお
り、職員一同ご利用者をはじめ、ご家族、地域
の皆様に、あおい荘の恵まれた環境を生かし
た安全で安定した安心のサービスを提供させ
ていただいております。

aoiso@ace.ocn.ne.jp

良知　美奈子 加藤　英一・濱浦　学

90床

http://www.aoiso.net 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

居住費：個室1,220円／日、多床室855円／日
食費：1,470円／日
貴重品管理費：1,455円／月
医療費、趣好品など

事業所番号 2275100184

〒425-0051　焼津市田尻北792-1 サービスの特徴

054-656-0656 054-656-2703 「海を渡るさわやかな風と、やさしさを」　豊かな環境
と、地域の方に支えられ22年。多床室の良さを生か
し、フロアでは、交流を楽しみつつ、快適に過ごせる
よう支援しています。併せて、「当たり前の生活」を目
指して、個別ケアにも力を入れています。

t-tubasa@alto.ocn.ne.jp

奥川　清孝 林　綾子

50床
自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：1,450円（朝390円、昼650円、夕410円）
居住費：従来型個室1,180円、多床室860円
他　必要に応じて理美容代、検診代、薬代等

自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：応相談
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：胃ろう可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

金銭管理費:1,000円/月
理美容代　 :3,000円/回

事業所番号 2275500151

〒428-0006　島田市牛尾1102番地の1 サービスの特徴

0547-45-2022 0547-45-3022 平成8年開設の従来型施設です。
「縁に従い、感に赴く」の基本理念で、ご利用
者様とのご縁を大切にしています。
近くに自然湧出する温泉を浴槽に引き込んで
おり、温泉を楽しむことができます。

hondenyamaso@ce.wakwak.com

山口　隆 櫻井・石神

50床



【法人名】 社会福祉法人　正生会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　東益津福祉会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　東益津福祉会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　嬰育会

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

特別養護老人ホーム　高麓

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

介護老人福祉施設

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

〒425-0066　焼津市大島649 サービスの特徴

054-623-1455 054-623-1544

特別養護老人ホーム　つばさ豊田

ｈｔｔｐ：//www.eiikukai.jp/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう・経鼻含む）：可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：要相談

食費：1,445円/日
従来型個室：1,171円/日
多床室：855円/日

家庭的な雰囲気の中で、心豊かな楽しい老後
を送ることができますように、ご家族や職員との
ふれあいを大切にしています。それぞれの方
の身体と心の状態に合わせて、きめ細かく介護
いたします。

fukujyusou@eiikukai.jp

奥川　辰次 大坪  幸代

40床（個室×3室、2人部屋×3室、3人部屋×1室、4人部屋×7室）

http://www.kouroku.com/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：可（要相談）
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：日額1,445円
個室：日額2,740円
※内税となります。

介護老人福祉施設

事業所番号 2275100077

特別養護老人ホーム　福聚荘

〒425-0004　焼津市坂本385-1 サービスの特徴

054-628-0070 054-620-3355 1ﾕﾆｯﾄ10名の家庭的な雰囲気の中での暮らし
です。季節を感じていただけるような行事企画
や調理活動、ご家族、地域とのつながりを大切
にしています。お一人おひとりの楽しみを引き
出せるようにｻﾎﾟｰﾄさせていただきます。

kourokuhome@kouroku.com

吉田　靖基 山本　憲子・石川　幸子

50床

http://www.kouroku.com/ 自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：可（要相談）
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

食費：日額1,445円
個室：日額1,780円、多床室：日額1,160円
※内税となります。

介護老人福祉施設

事業所番号 2275101281

ユニット型特別養護老人ホーム　高麓

事業所番号 2275100044

〒425-0004　焼津市坂本385-1 サービスの特徴

054-628-0070 054-620-3355 「最期まで自分らしく生きる」を増やすを使命と
しています。お一人おひとりが安心して生活で
きる環境つくりに力を入れています。外出や面
会、楽しみの継続など、その方の望む暮らしの
実現に向けて多職種で取り組んでいます。

kourokuhome@kouroku.com

吉田　靖基 山本　憲子・石川　幸子

50床

介護老人福祉施設

事業所番号 2275100648

http://www.tubasatoyoda.jp/ 自己負担として必ずかかる経費

食費：1,450円/日

〒425-0087　焼津市保福島1202 サービスの特徴

054-628-3355 054-628-3363 ユニットの特性を活かした家庭的な雰囲気作り
を行うとともに、利用者様の人間性を尊重し、地
域社会との連携を密にして、利用者様が安心
して生活できるようにします。

tubasatoyoda@tuba.ocn.ne.jp

内藤　有紀

60床

渡仲　邦雄



【法人名】 社会福祉法人 珀寿会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者

ベッド数
ホームページ

【法人名】 社会福祉法人　厚生会

住　　所

電話番号 FAX番号
メールアドレス

責　任　者
お　客　様

相談担当者
ベッド数

ホームページ

自己負担として必ずかかる経費

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：要相談
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

居住費：ユニット型個室2,006円/日
食費：1,650円/日
日用品費、教養娯楽費等

服部　貴一 平野　知宏・早坂　綾子

90床（ユニット型個室）

https://www.hakuju-kai.com/

自己負担として必ずかかる経費

介護老人福祉施設

事業所番号 2275200018

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　大富陽光園

事業所番号 2275101455

〒425-0046　焼津市三右衛門新田675-1 サービスの特徴

054-623-6066 054-623-6006 法人理念：安全・安心・安らぎのある暮らし。陽
だまりのような温もりをあなたの心に届けます。
施設運営方針：“おもりやりの心”と“やさしい
手”であなたの生活を支えます。

otomi.yokoen@carrot.ocn.ne.jp

その他の
情　　報

気管切開の方：不可
酸素療法の方：不可
インシュリン投与の方：不可
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

寝たきりの方：可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：要相談
重度認知症の方：要相談

食費：1,445円/日
居住費：4人部屋   855円/日
           1人部屋1,171円/日
（所得段階により負担額が変わります）

〒421-0204　焼津市高新田２３２６番５８ サービスの特徴

054-639-7804 054-622-8000 ご利用者、ご家族とのコミュニケーションを大切
に、誠実で明るく、笑い声のある施設を目指し
ております。

nagano@mutumien.jp

青木　恵子 長野　竜次

80床

特別養護老人ホーム　大井川睦園

https：//www.mutumien.jp


