10. 通所サービス（通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション）
◆通所介護
デイサービスセンターなどの施設に通って日帰りで、入浴や食事、生活等についての相談、
助言、日常動作訓練が受けられます。自宅から施設まで送迎してもらうこともできます。
◆通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院等に通って、日帰りで心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立
を助けるための理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを行います。自宅から施設
まで送迎してもらうこともできます。
【総合事業】とは、総合事業通所介護（デイサービス）のことで、身体機能や認知機能が低下し、状態が不
安定な人が施設に通い、継続的に行う介護予防ケアマネジメントに基づき、食事や入浴、生活機能向上のた
めの支援などのサービスが利用できます。

通所介護【総合事業】

通所介護

【法人名】 医療法人社団 聖稜会
住 所 〒426-0133 藤枝市宮原244-1
電話番号 054-639-0500
メールアドレス

その他の
情 報

お 客 様 岡野谷杏子・杉山友梨
相談担当者

45人

送迎できる地域

寝たきりの方：不可
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

お 客 様
生活相談員 伊藤理沙
相談担当者

30人/日

送迎できる地域

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

2275301105

藤枝市

機能訓練や脳トレ等の他、音楽療法や手芸・
絵画制作に力を入れたプログラムを展開。利
用者様が在宅で自分らしく生活を続ける為に、
認知症進行予防を中心とした活動的な一日を
大切にしています。

ホームページ http://oiwanaika0018.hs.plala.or.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代460円（おやつ含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

あおぞらデイサービスセンター
事業所番号
FAX番号

054-645-6318

営業時間 8:30～17:30

9:20～16:30
45人
気管切開の方：可
酸素療法の方：お客様持参の場合可
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

2275300917

サービスの特徴

fujieda@aozora-ds.com

責 任 者 仁藤 治実

その他の
情 報

054-645-7575

営業時間 8:30～17:30

営 業 日 月～土

定員

FAX番号

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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

通所介護【総合事業】

サービス提供時間

事業所番号
サービスの特徴

9:30～16:40

【法人名】 仁愛ケアサービス 株式会社
住 所 〒426-0204 藤枝市時ケ谷382-5
電話番号 054-645-6311
メールアドレス

ホームページ http：//g-hills.jｐ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費：660円 おやつ代：86円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

Bz627363@Bz04.plala.or.jp

責 任 者 青島 敦是

その他の
情 報

藤枝市

2275300222

サービスの特徴
楽しんで参加できる季節の行事やレクリエーション、
グループ体操、音楽、脳トレ等、個々に合った作業
や活動の提供を行なっています。あん摩・マッサー
ジ師や理学療法士、作業療法士、健康運動指導士
を配置し、幅広いサービスの提供を行なっていま
す。

デイサービスセンターよつ葉のクローバー堀之内

営 業 日 月～土（12/29～1/3休み）

定員

054-639-0800

営業時間 8:30～17:00

【法人名】 医療法人社団 大岩内科医院
住 所 〒426-0088 藤枝市堀之内519-5
電話番号 054-631-7775

サービス提供時間

FAX番号

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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

通所介護【総合事業】

メールアドレス

事業所番号

9:20～16:20

責 任 者 青島 傑
定員

グリーンヒルズ藤枝

wbs64767@mail.wbs.ne.jp

営 業 日 月～土（年末年始を除く）
サービス提供時間

かろやかリハ

お 客 様
小松 貴弘
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市
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

車いすのまま入浴できる特浴設備あります。要支援か
ら重度の方まで1人1人に合せた機能訓練を心がけて
います。毎月の楽しい外出機能訓練も行っています。
毎日、作り立ての温かい昼食は選択制でご利用者様
にお選びいただいています。柔軟なサービス対応を心
がけておりますので、お気軽にいつでもご相談くださ
い。

ホームページ http://aozora-ds.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代（おやつ含む）720円（税込）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

通所介護【総合事業】

ふじトピア

【法人名】 社会福祉法人 凰会
住 所 〒426-0204 藤枝市時ケ谷417-2
電話番号 054-638-5257
メールアドレス

その他の
情 報

お 客 様
宮﨑 みさ子
相談担当者

30人/日

送迎できる地域

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

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

その他の
情 報

10人/日

送迎できる地域

寝たきりの方：要相談
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

通所介護事業所

藤枝市

康楽
事業所番号

FAX番号

054-638-2952

営業時間 8:00～17:30
お 客 様
佐藤 稔隆
相談担当者

35人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
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：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：要相談

藤枝市

デイホーム「池ちゃん家」藤枝

ikechanchi.fujieda@gmail.com

営 業 日 月～日(年末年始除く)

その他の
情 報

営業時間 8:15～17:30

事業所番号

2275300982

サービスの特徴

目配り・気配り・心配りをモットーにご利用者
様・ご家族様の声に耳を傾け『その人らしさを
大切に』を心掛けています。

9:15～16:20

責 任 者 池谷 千尋
定員

おだやかな自然の中で、の～んびり入浴・心のこもった美
味しく温かい昼食・季節を感じる行事やレクリエーションを
ご用意し、ご利用者様一人一人に合ったサービスを提供し
ています。寝たまま入れる機械浴も完備しております。
当康楽は、いつまでも健「康」で「楽」しい生活をモットーに
優しく元気な職員が皆様のお越しをお待ちしております。
※おためしデイもおこなっています（無料）。

ホームページ http://fusuikai.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代640円(おやつ含む)
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

【法人名】 有限会社 池ちゃん家・ドリームケア
住 所 〒426-0203 藤枝市下之郷1-1
電話番号 054-648-1923
FAX番号 054-648-1924

サービス提供時間

2275300065

サービスの特徴

9:15～16:20

地域密着型通所介護

メールアドレス

蓮華寺池公園の近くにあるアットホームな雰囲
気のデイサービスです。利用者様一人ひとりに
合ったサービスを提供しています。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代510円（おやつ含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

kaijuen@ai.tnc.ne.jp

責 任 者 水野 晴久

その他の
情 報

2275301287

お 客 様
鎌田 利勝
相談担当者

営 業 日 月～土(日・年末年始を除く)

定員

054-644-6718

営業時間 9:00～18:00

【法人名】 社会福祉法人 富水会
住 所 〒426-0213 藤枝市中ノ合257-1
電話番号 054-638-2210

サービス提供時間

FAX番号

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

通所介護【総合事業】

メールアドレス

事業所番号
サービスの特徴

10:00～17:15

責 任 者 片山 信子
定員

ホームページ https://fujitopia.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代600円（おやつ含む）
栄養改善：可
口腔機能向上：可

kamatakaigoinnva@yahoo.co.jp

営 業 日 月～日
サービス提供時間

藤枝市

利用者様ひとり一人の心身の状況やニーズに
合わせたサービスを提供いたします。
機能訓練をはじめその他の活動を通じて住み
慣れた地域で在宅生活が送られるよう支援し
ていきます。

里山

【法人名】 株式会社 介護イノベーション
住 所 〒426-0204 藤枝市時ケ谷1742
電話番号 054-644-6718
メールアドレス

054-638-5255

営業時間 8:15～17:15

地域密着型通所介護【総合事業】

2275300206

サービスの特徴
FAX番号

9:20～16:30

責 任 者 宮﨑 みさ子
定員

事業所番号

fuji-topia@po2.across.or.jp

営 業 日 月～土(年末年始を除く)
サービス提供時間

通所介護事業所

お 客 様
児玉 しげ美
相談担当者

10人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
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）：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

ホームページ http://ikechanchi.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代550円（おやつ含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

藤枝市・焼津市

通所介護【総合事業】

きらら藤枝デイサービスセンター

【法人名】 社会福祉法人 県民厚生会
住 所 〒426-0009 藤枝市八幡198
電話番号 054-646-6822
メールアドレス

その他の
情 報

お 客 様
川﨑 由紀・小鍋 香里
相談担当者

30人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
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：要相談
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

地域密着型通所介護【総合事業】
【法人名】 特定非営利活動法人 ゆずりは
住 所 〒426-0005 藤枝市水守1-7-2
電話番号 054-631-5860
メールアドレス

営 業 日
サービス提供時間

月～土 祝祭日営業(年末年始の１２/３０～１/４除く）

その他の
情 報

地域密着型通所介護【総合事業】
【法人名】 有限会社 やすらぎ
住 所 〒426-0005 藤枝市水守2-7-3
電話番号 054-643-0212
メールアドレス

その他の
情 報

10人/日

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代600円/日
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

やすらぎの郷
事業所番号

2275301220

サービスの特徴

054-643-0258

FAX番号

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

家庭的な雰囲気のデイサービスです。安らぐ
場所で１日のんびり過ごしていただきます。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代600円/回（おやつ含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

グリーンヒルズ藤枝
事業所番号

2275300263

サービスの特徴
FAX番号

054-645-7781

wbs63755@mail.wbs.ne.jp
営業時間 8:30～17:00

9:30～16:30

責 任 者 青木のり子

その他の
情 報

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

西益津通所介護

営 業 日 月～土(年末年始を除く)

定員

営業時間 8：30～17:30

利用者とスタッフが時間を共有し、家事活動を中心に日常生活を
支えていきます。家族で過ごすような時間を大切にしながら、共通
の体験を通して想い出作りに励むと共に、利用者さんとスタッフや
利用者さん同士での関係を深いものとしていきます。気配り、目配
り、心配りを大切にして、生きていく夢と自信を取り戻し、笑顔あふ
れる毎日が過ごせるように支援します。食事制限・栄養管理の必
要な方にも栄養士が対応させて頂きます。

お 客 様
鈴木 勉
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市

【法人名】 医療法人社団 聖稜会
住 所 〒426-0016 藤枝市郡1120
電話番号 054-645-7771

サービス提供時間

054-631-5860

FAX番号

営業時間 8：30～17：30

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：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

通所介護【総合事業】

メールアドレス

2275301014

9：15～16：15

責 任 者 鈴木 勉
定員

事業所番号
サービスの特徴

yasuragi20120@yahoo.co.jp

営 業 日 月～土(年末年始除く)
サービス提供時間

ゆずりは水守

お 客 様
森 富佐子
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市

10人

毎日、笑顔が絶えないデイサービスです。「こ
こが私の笑える場所」を合言葉に、体操やレク
リエーションを通して、住み慣れたご自宅での
生活が安心して継続出来るよう職員一同お手
伝いさせて頂きます。

ホームページ http://www.kenminkouseikai.net/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
食事代600円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

9:15～16:30

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：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

2275300883

藤枝市・焼津市

kei-3@smile.email.ne.jp

責 任 者 森 富佐子
定員

営業時間 8：00～18：00

9：15～16：30

責 任 者 川﨑 由紀
定員

054-646-6755

FAX番号

kirara-day@mild.ocn.ne.jp

営 業 日 月～土 祝日 （12/30～1/3を除く）
サービス提供時間

事業所番号
サービスの特徴

お 客 様
鈴木智子・神崎美登里
相談担当者

50人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
酸素療法の方：可
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）：要相談

寝たきりの方：要相談
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

藤枝市

ご利用者の心身の状況、個別ニーズに合わせて、ケアを
統一し質の高い介護サービスを提供できるよう心がけてい
ます。理学療法士・言語聴覚士・音楽療法士を配置し、リ
ハビリに特化した体制を整え、できる限り、ご自宅での生
活が維持できるように訓練を行ないます。
また、季節に合わせたレクリエーション・イベントを企画し活
動的に、楽しんで過ごせるように工夫しています。

ホームページ http：//g-hills.jｐ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費660円 おやつ代86円
栄養改善：不可
口腔機能向上：可

地域密着型通所介護【総合事業】

ほほえみ

【法人名】 株式会社 介護イノベーション
住 所 〒426-0016 藤枝市郡1-5-25 甲賀ビル1F
電話番号 054-644-1331
FAX番号 054-644-1331
メールアドレス

kamatakaigoinnva@yahoo.co.jp

営 業 日 月～日
サービス提供時間

営業時間 8:15～17:15

その他の
情 報

10人/日

送迎できる地域

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：要相談
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

地域密着型通所介護【総合事業】

その他の
情 報

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代510円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

ひだまり
事業所番号

FAX番号

054-646-8777

hidamari@vc.tnc.ne.jp
営業時間 8：30～17：30

10人/日

送迎できる地域

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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

藤枝市・焼津市

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代500円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

ケアセンター太明堂

contact@taimeido.com

営 業 日 月～金

営業時間 8:30～17:00

9:00～12:10 13:00～16:10
お 客 様
村松 由佳
相談担当者

責 任 者 小澤 みどり
定員
その他の
情 報

15人

送迎できる地域

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

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

通所介護【総合事業】

定員
その他の
情 報

事業所番号

2275301063

サービスの特徴
FAX番号

054-647-6687

営業時間 8：00～17：00

9：10～16：15

責 任 者 小橋 良平

2275300503

ホームページ http://www.taimeido.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
レクリエーションとおやつ代として
栄養改善：不可
１回80円
口腔機能向上：不可

chamachi-nasa@nasa-corp.jp

営 業 日 月～土（12/30～1/3除く）
サービス提供時間

旧藤枝市

事業所番号

サービスの特徴
個々にあったリハビリメニューを作成し、国家有資格
者のあん摩マッサージ、指圧師による全身のマッ
サージを一人一人に行い、又、さまざまな器具を取
り揃え10年以上の実績をもとに「転倒しない体力つ
くり」に力を入れているデイサービスです。年齢層も
幅広く男性、女性とも同じくらい利用されています。

NASA介護スペース茶町

【法人名】 有限会社 ＮＡＳＡコーポレーション
住 所 〒426-0023 藤枝市茶町1-10-25
電話番号 054-647-6686
メールアドレス

築100年ほど経つ古民家で、ご自宅でくつろい
でいるようなゆったりとした時間、レクリエー
ションを提供させていただいております。

お 客 様
藁科泰子・近藤喜久子
相談担当者

【法人名】 有限会社 太明堂
住 所 〒426-0087 藤枝市音羽町3-9-15
電話番号 054-647-1105
FAX番号 054-647-1106

サービス提供時間

2275300784

9：20～16：30

地域密着型通所介護【総合事業】

メールアドレス

アットホームな雰囲気のデイサービスです。利
用者様一人ひとりに合ったサービスを提供して
います。

サービスの特徴

責 任 者 藁科 泰子
定員

藤枝市

デイサービス

営 業 日 月～土（12/30～1/3は除く）
サービス提供時間

サービスの特徴

お 客 様
鎌田 利勝
相談担当者

【法人名】 有限会社 ひだまり
住 所 〒426-0028 藤枝市益津下61
電話番号 054-646-8777
メールアドレス

2275301246

9:00～16:15

責 任 者 西形 あや子
定員

事業所番号

お 客 様
小橋良平・有田美恵子
相談担当者

43人

送迎できる地域

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：可
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：要相談
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

藤枝市

スタッフ・マシーンの充実により運動機能向上
が効果的。利用者の状況に合わせた個別機
能訓練が可能。利用者の好みや食形態に対
応した食事を提供。理学療法士が常勤で配置
しているため運動指導が受けられます。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代650円/月（おやつ代を含
栄養改善：不可
む）レク関係費100円/月
口腔機能向上：不可

通所介護【総合事業】

デイサービス

【法人名】 ゴールドエイジ 株式会社
住 所 〒426-0018 藤枝市本町2-1-35
電話番号 054-639-5159
メールアドレス

その他の
情 報

お 客 様
秋山 松子・堀井 喜久美
相談担当者

25人/日

送迎できる地域

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：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：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

通所介護【総合事業】

メールアドレス

営 業 日
サービス提供時間

デイサービス

その他の
情 報

月～日（祝日を含む）ただし、夏季休業・年末年始を除く

営 業 日

その他の
情 報

理学療法士を常勤で配置しているため、リハビ
リ目的の方も多くご利用いただいております。
医療では補うことができなかった在宅で必要な
リハビリを継続して実施することで、住み慣れ
た地域・自宅での生活を長く継続できることを
目標としております。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代550円
栄養改善：不可
おやつ代100円
口腔機能向上：不可

志村接骨院の機能訓練専門デイサービス

月～金（祝日を含む）ただし夏季休暇年末年始休暇を除く

2275301071

藤枝市・焼津市

ホグトレ

事業所番号

2275301493

サービスの特徴
FAX番号

054-639-9949

casashimura@kir.biglobe.ne.jp
営業時間 8:30～17:30

利用者の方が日々の生活の中で身体機能を
維持していく為に「無理なく」「安心して」「楽し
く」行える新しい形の機能訓練方法です。

9:00～12:15 13:30～16:45
お 客 様
伊久美 麗子
相談担当者

藤枝市・焼津市・島田市 ホームページ http://casa-shimura.jp/

10人

送迎できる地域

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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：不可
重度認知症の方：不可

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
希望される方に
栄養改善：不可
物療機器ES525(一部位 100円）
口腔機能向上：不可

オムツ代150円（使用時）

NASA介護スペース五十海
事業所番号

2275300669

サービスの特徴
FAX番号

054-647-7303

soudanin@nasa-ｃorp.jp
営業時間 8:00～17:00

9:10～16:15

責 任 者 堀井 裕乃

その他の
情 報

営業時間 8：30～17：30

送迎できる地域

営 業 日 月～土（12/30～1/3除く）

定員

054-644-5711

寝たきりの方：要相談
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

【法人名】 有限会社 NASAコーポレーション
住 所 〒426-0015 藤枝市五十海2-1-4
電話番号 054-647-7300

サービス提供時間

FAX番号

30人/日

通所介護【総合事業】

メールアドレス

事業所番号
サービスの特徴

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：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

責 任 者 神戸 要子
定員

コミュニティーケア藤枝

お 客 様
榊原 愛子
相談担当者

【法人名】 株式会社 Casaしむら
住 所 〒426-0025 藤枝市藤枝4-1-4
電話番号 054-639-9949

サービス提供時間

蓮華寺池公園に近く、積極的に外出訓練へ出
掛けます。
お風呂は、明るく広く喜ばれております。
音楽療法士による個別・集団レッスンは、誤え
ん、認知症予防にも効果的です。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代600円、おやつ代100円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

9：45～16：00

地域密着型通所介護【総合事業】

メールアドレス

藤枝市

carefujieda@sunkohkai.or.jp

責 任 者 甲賀 美智子
定員

054-639-5012

営業時間 8:30～17:30

【法人名】 社会医療法人 駿甲会
住 所 〒426-0025 藤枝市藤枝3-13-8
電話番号 054-644-5700

2275301634

サービスの特徴
FAX番号

9:30～16:30

責 任 者 櫻井 千鶴
定員

事業所番号

c-sakurai@goldage.co.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

ゴールドエイジ藤枝

お 客 様
堀井 裕乃・小林 美樹
相談担当者

38人

送迎できる地域

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：可
CAPDの方：可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：要相談
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

藤枝市

蓮華寺池公園近くの環境に恵まれたデイサービスです。機
能訓練に力を入れており、1日を通していろいろな運動を
楽しく行い、気づかないうちに身体機能が向上していま
す。ご本人だけでなくご家族に対しても思いやりを持ってお
付き合いさせていただき、深い絆で結ばれています。理学
療法士が常勤で配置しています。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代650円（おやつ代を含む）、
栄養改善：不可
レク関係費200円/月
口腔機能向上：不可

通所介護【総合事業】

ニチイケアセンター藤枝青木

【法人名】 株式会社 ニチイ学館
住 所 〒426-0037 藤枝市青木2-27-23
電話番号 054-647-1201

事業所番号
サービスの特徴
FAX番号

054-647-1202

メールアドレス

営 業 日 木曜日以外営業しています
サービス提供時間

定員
その他の
情 報

お 客 様
見嵜 智彦
相談担当者

24人/日

送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市（一部除く） ホームページ

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

通所介護

デイサービスセンター

定員
その他の
情 報

①20人 ②10人
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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

地域密着型通所介護【総合事業】
【法人名】 株式会社 元気広場
住 所 〒426-0034 藤枝市駅前2-7-4
電話番号 054-646-5158
メールアドレス

その他の
情 報

FAX番号

054-631-5598

営業時間 8：30～17：30

月〜金/AMの部１８人・PMの部１８人
土/AMの部1０人・PMの部1０人
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

地域密着型通所介護【総合事業】

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

元気広場

藤枝駅前
事業所番号

サービス提供時間

FAX番号

054-646-5159

営業時間 8:30～17:30
お 客 様
稲森 隆文
相談担当者

定員
その他の
情 報

機能訓練 及び 認知症予防に特化した半日型デイサービ
スです。理学療法士(非常勤)と柔道整復師(常勤)が在籍し
ておりますので、的確な動作分析や徒手での痛みの緩和
をさせて頂いたうえで、基本の運動から個別の課題に対し
各専門スタッフが対応し在宅での自立した生活をサポート
させて頂いております。

藤枝市・島田市（旧金谷町・旧川根町・

送迎できる地域 南原・舟木・井口・中河・大柳・阪本・湯 ホームページ
日・切山除く）

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

http://ｗｗｗgenkihiroba.jp

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
なし
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

本当においしいごはんのある「大切なひとのためのデイ」

営業時間 8:30～17:00

9:30～16:30

責 任 者 村田 友紀

2275301212

サービスの特徴

yumehenotobiraspecialdash@yahoo.co.jp

営 業 日 火～日

屋外歩行訓練を兼ねて出かけたい方、機械を使って運動
したい方、リラクゼーションを目的としたウォーターベッドで
ゆっくりマッサージを受けたい方、投影機（脳トレゲーム）を
使って手足の軽めの運動をしたい方等、個々の希望にな
るべく沿うことができるようなサービスを提供しております。

ホームページ http://www.cordiale-fujieda.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食費
栄養改善：不可
口腔機能向上：可

【法人名】 株式会社 HUMAN HAPPINESS PROJECT JAPAN
住 所 〒426-0034 藤枝市駅前3-7-7
電話番号 054-645-7117
FAX番号 054-645-7118
メールアドレス

2275301766

お 客 様
村田 知穂
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市

9：00～12:05 13:30～16:35

責 任 者 村松 成孝
定員

事業所番号
サービスの特徴

genkihiroba-fu@ai.tnc.ne.jp

営 業 日 月～土（8/13～15，12/30～1/3除く）
サービス提供時間

コルディアーレ藤枝

①9：00～16：15 ②9：00～14：15

責 任 者 小田 千秋

http://www.nichiigakkan.co.jp

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代：696円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

day@cordiale-fujieda.jp

営 業 日 月～金（祝日含む）
サービス提供時間

アットホームな落ち着いた雰囲気の中で対話
を重視し、在宅での生活が少しでも長く出来る
よう、その方に合ったサービスを提供させてい
ただきます。
日曜日や年末年始のご利用もご相談ください。

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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

【法人名】 医療法人社団 聖カリスタス会
住 所 〒426-0034 藤枝市駅前1-8-11
電話番号 054-631-5584
メールアドレス

営業時間 8：00～18：00

9：15～16：30

責 任 者 森 信介

2275301006

事業所番号

2295300285

サービスの特徴
生きる力につながる食や暮らしを軸に、ADLの向上
とその方らしく生きる時間を支えます。24時間365日
の保険外事業高齢者バディシッターも提供していま
す。

お 客 様
鳥居・村田
相談担当者

10人

送迎できる地域

気管切開の方：可
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：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

藤枝市

ホームページ http://www.humanhappinessprojectjapan.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費
栄養改善：可
口腔機能向上：可

地域密着型通所介護【総合事業】

デイサービス未来

事業所番号

【法人名】 株式会社 ニシムラ
住 所 〒426-8670 藤枝市志太1-6-50
電話番号 054-645-0600
メールアドレス

定員
その他の
情 報

営業時間 8：30～17：30

午前9：00～12：05 午後1：30～4：35
お 客 様
法月 薫里
相談担当者

午前・午後 各15人

送迎できる地域

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：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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：不可
重度認知症の方：不可

通所介護【総合事業】

デイサービス

【法人名】 株式会社 CL Fujieda
住 所 〒426-0082 藤枝市瀬古1-2-4
電話番号 054-645-2088
メールアドレス

その他の
情 報

054-645-2089

営業時間 8:00～17:00

8:55～16:00
お 客 様
杉森 順子
相談担当者

25人

送迎できる地域

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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：不可

通所介護【総合事業】

藤枝市

事業所番号

定員
その他の
情 報

FAX番号

054-647-5174

営業時間 8：00～18:00

25人/日

送迎できる地域

寝たきりの方：不可
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

藤枝市

ホームページ http://www.nichiigakkan.co.jp
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代696円
栄養改善：不可
口腔機能向上：要相談

いちごケアセンター

【法人名】 有限会社 ジュコウ
住 所 〒426-0033 藤枝市小石川町2-11-7
電話番号 054-645-4350
FAX番号 054-647-4309
メールアドレス

ichigo0701@ca.thn.ne.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

その他の
情 報

営業時間 8:30～17:30

事業所番号

2275300636

サービスの特徴

一人一人のニーズに合ったサービスを提供い
たします。ご家族の方のお困りの時は気軽に
ご相談下さい。認知症が得意です。

9:20～16:30

責 任 者 滝井 絵理
定員

明るい雰囲気の中、その人らしい輝きが引き
出せるよう、又、在宅での生活が少しでも長く
出来るよう目配りと気配りでケアをさせていた
だきます。

お 客 様
小柳津 和子
相談担当者

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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

通所介護【総合事業】

2275300115

サービスの特徴

9：15～16：30

責 任 者 森 信介

2275300842

サービスの特徴
ユニバーサル園芸を中心に植物を植えて、触って、
飾って、育てるという園芸活動を通じて心身を癒し、
五感を刺激し、心身機能の回復を図り日常生活の
向上を目指す支援をしております。
昼食は育てた野菜を取り入れ、旬の季節料理を手
作りで提供しています。

ホームページ http://care-net.biz/22/konpira/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
800円（昼食・おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

メールアドレス

営 業 日 毎日

こんぴら倶楽部
事業所番号

ニチイケアセンター藤枝

【法人名】 株式会社 ニチイ学館
住 所 〒426-0082 藤枝市瀬古2-12-4
電話番号 054-647-5171

サービス提供時間

1日3時間の機能訓練特化型デイサービスです。常勤の理
学療法士が、ご利用者の身体状況を確認し、それぞれに
合わせた個別の訓練プログラムを作成し提供しています。
午前・午後の2部制で行っており、1日3時間なので、プライ
ベートの時間も確保して頂きながら、必要な運動を適度に
行って頂くことが可能です。

ホームページ http://www.nimus.jp/shop/shop3.php
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
なし
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

ユニバーサル園芸

FAX番号

責 任 者 杉森 十志雄
定員

藤枝市

konpira-club@car.ocn.ne.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

054-646-2424

mirai-shida@nimus.jp

責 任 者 濵 竜也

2275301477

サービスの特徴
FAX番号

営 業 日 月～金（年末年始除く）
サービス提供時間

志太

お 客 様
滝井 絵理
相談担当者

28人

送迎できる地域

気管切開の方：可
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：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

藤枝市・焼津市・島田市 ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食700円（おやつ含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：可

通所介護【総合事業】

アクタガワ生活リハビリ小石川デイサービスセンター
事業所番号
2275301535
【法人名】 株式会社 アクタガワ
サービスの特徴
住 所 〒426-0033 藤枝市小石川町3-19-23
・重度の方でも安心の機械浴。
電話番号 054-639-5398
FAX番号 054-639-5198
・日曜営業しています。
メールアドレス sodan@akutagawa.co.jp
・延長利用に応じます。
営 業 日 全日
営業時間 8:30～17:30
・施設内調理で温かいお食事を提供。
サービス提供時間 9:30～16:35
・カルチャー教室に参加できます。
お 客 様
蒔田 瞬
責 任 者 蒔田 瞬
・生活機能向上させる生活リハビリを提供。
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市
ホームページ https://www.akutagawa.co.jp/
30人
定員
気管切開の方：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

その他の 酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
情 報 CAPDの方：不可

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代530円、おやつ代100円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

通所介護【総合事業】

フォレスタデイ藤枝小石川
事業所番号

【法人名】 医療法人社団 凜和会
住 所 〒426-0033 藤枝市小石川町4-15-15
電話番号 054-625-7266、080-4442-3138(ﾃﾞｲ直通)

FAX番号

054-625-7261

メールアドレス

営 業 日 月～土、祝日（年末年始を除く）
サービス提供時間

責 任 者 石原 智子
定員
その他の
情 報

営業時間 8：30～17：30

9：20～16：25
お 客 様
石原 智子
相談担当者

30人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

通所介護【総合事業】

藤枝市・焼津市・島田市 ホームページ

日常生活費 50円

FIT-ONE

ichiban-saitoh@cy.tnc.ne.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

定員
その他の
情 報

営業時間 9:00～17:00

午前9:00～12:00 午後2:00～5:00

責 任 者 齋藤 雅記

お 客 様
齋藤 雅記
相談担当者
藤枝市・焼津市・吉田町・島田市（金

25人

送迎できる地域 谷・川根地区は除く）

気管切開の方：可
酸素療法の方：不可
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）：不可

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

地域密着型通所介護【総合事業】

営 業 日
サービス提供時間

その他の
情 報

2275301188

イスヨガ・マシン運動・レッドコードの軽負荷運
動と回復療法の施術で身体のケアを図りま
す。脳活性向上プログラム「脳カツ体操」やオリ
ジナルの脳トレ、タブレットを使用し「指を使う」
「目で楽しむ」「音を聞く」を体感できます。
ホームページ

http://kaifuku-ichiban.jp

デイサービスきたえるーむ藤枝中央
事業所番号

2295300277

サービスの特徴

機能訓練特化型

kitaeroom.2@shizutetsu-homes.co.jp
月～土（日曜祝日・8/12～8/15・12/30～1/4日は休業日）

営業時間

月～金（8：30～17：05）
土（8：30～17：05）

1単位目/9:00～12:05（月～金） 2単位目：18名/13:30～16:05（火～金）

責 任 者 田中 悟
定員

事業所番号
サービスの特徴

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
なし
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

【法人名】 静鉄ホームズ 株式会社
住 所 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋225-1
電話番号 054-631-7878
FAX番号 054-631-7879
メールアドレス

http://forestafujieda.jp 詳しくは「フォレスタ藤枝」と検索

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代 610円
栄養改善：不可
教養娯楽費 250円
口腔機能向上：不可

【法人名】 株式会社 いちばん
住 所 〒426-0033 藤枝市小石川町4-18-28
電話番号 054-631-9434
FAX番号 054-631-4980
メールアドレス

2275301717

サービスの特徴
自己選択・自己決定をモットーに「脱退屈」を目的と
しています。大好評のSBS学苑藤枝校による本格的
なカルチャースクールの他、経験豊かな療法士によ
る機能訓練を行えば、1日があっという間に過ぎてい
きますよ！身体機能維持もお任せ！
有意義に1日を過ごしたい方、お待ちしております。

お 客 様
北川 友紀
相談担当者

1単位目：18人 2単位目：18人

送迎できる地域

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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：不可
重度認知症の方：不可

ホームページ http://www.kitaeroom.com
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
無し
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

藤枝市（要相談）

通所介護【総合事業】

指定通所介護事業所

デイサロンまどか

【法人名】 有限会社 総合在宅ケアまどか
住 所 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋429-21
電話番号 054-647-1820
FAX番号 054-646-0322
メールアドレス

k-madoka@castle.ocn.ne.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

責 任 者 神田 正人
定員
その他の
情 報

営業時間 8:30～17:30

9：00～16：15 (依頼により自費延長可)
20人(土曜日10人)

送迎できる地域

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

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費（おやつ含む）570/回、生活雑費
栄養改善：不可
700/月、その他、衛生材料費（絆創
口腔機能向上：不可

膏、湿布等の使用した分）

和気・アイアイ

waki.aiai2@utopia.ocn.ne.jp

営 業 日 日～木
サービス提供時間

定員
その他の
情 報

営業時間 8：30～17：30

9：15～16：30

責 任 者 松村 奈緒子

18人

送迎できる地域

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

藤枝市

和気・アイアイⅡ

定員
その他の
情 報

18人

送迎できる地域

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

【法人名】 社会福祉法人 聖啓会
住 所 〒426-0076 藤枝市内瀬戸194-1
電話番号 054-646-7087

nanohana.sw.01@seikeikai.info

営 業 日 月～金（25人） 土（20人）
サービス提供時間

9：30～16：45

責 任 者 川口 節子
定員
その他の
情 報

事業所番号

2275301030

サービスの特徴

季節の行事やレクレーション、脳トレ、嚥下体
操等を通じて心のやすらぎ・喜びを感じていた
だき、ＡＤＬ・健康の保持増進をめざすサービス
提供を行っています。

お 客 様
田邉 あすか
相談担当者

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

通所介護【総合事業】

メールアドレス

営業時間 8：30～17：30

9：15～16：30

責 任 者 松村 奈緒子

季節の行事やレクレーション、脳トレ、嚥下体
操等を通じて心のやすらぎ・喜びを感じていた
だき、ＡＤＬ・健康の保持増進をめざすサービス
提供を行っています。

（持参可能）、レクレーション費実費

waki.aiai2@utopia.ocn.ne.jp

営 業 日 火～土
サービス提供時間

2275300925

ホームページ http://www.fujieda-waki-aiai.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代（おやつ代含）600円、朝食代
栄養改善：不可
100円、夕食代500円、おむつ代150円
口腔機能向上：不可

【法人名】 株式会社 和気・アイアイ
住 所 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋254-3
電話番号 054-644-0203
FAX番号 054-644-0205
メールアドレス

事業所番号
サービスの特徴

お 客 様
薮崎 千紘
相談担当者

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

地域密着型通所介護【総合事業】

サービスの特徴
ご利用者様の個々の身体状況に合わせた機能訓練、個
浴による安全で清潔とプライバシーを守る入浴、作りたて
のお食事やおやつ、作品作りやコーラスなどの楽しいレク
レーションをご提供いたします。また、看護師１名以上が常
にフロアーにいますので、安心してご利用下さいませ。

藤枝市・焼津市

【法人名】 株式会社 和気・アイアイ
住 所 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋328-2
電話番号 054-645-5855
FAX番号 054-645-5850
メールアドレス

2275300537

お 客 様
神田 和恵
相談担当者

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

地域密着型通所介護

事業所番号

藤枝市

ホームページ http://www.fujieda-waki-aiai.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代（おやつ代含）600円、朝食代
栄養改善：不可
100円、夕食代500円、おむつ代150円
口腔機能向上：不可

（持参可能）、レクレーション費実費

デイサービス菜の花
事業所番号

2275301196

サービスの特徴
開放感のある広いフロアで、季節行事や調理レク等
バラエティに富んだ活動をしています。個浴が5つあ
り、お一人様ずつ清潔にゆっくり入浴ができます。特
営業時間 8：30～17：30
浴もあり車イスの方も安心です。デイ菜の花ではそ
れぞれの方に合わせた自立支援を考え、機能訓練
お 客 様 大澤 紀世子・藤原 真利子 や認知症予防活動を提供しています。
相談担当者
FAX番号

054-646-7287

月～金（25人） 土（20人）

送迎できる地域 藤枝市・島田市と焼津市の一部 ホームページ

気管切開の方：可
酸素療法の方：可
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）：不可

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

http://seikeikai.info/

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
700円/日（昼食600円・おやつ100
栄養改善：不可
円）
口腔機能向上：不可

地域密着型通所介護

ゆうしん青島

【法人名】 悠進 株式会社
住 所 〒426-0035 藤枝市下青島114-20
電話番号 054-631-7779
FAX番号 054-631-7782
メールアドレス

yushin-aojima@iaa.itkeeper.ne.jp

営 業 日 無休
サービス提供時間

営業時間 24時間

9：15～16：30
お 客 様
池谷 ・ 曽我
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市内

責 任 者 太田 悠一
定員
その他の
情 報

15人
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）：不可

地域密着型通所介護【総合事業】
【法人名】 丸岸本舗 株式会社
住 所 〒426-0035 藤枝市下青島309-6
電話番号 054-643-5200
メールアドレス

その他の
情 報

送迎できる地域

小規模での、寄り添う介護。
個別ケアにて、一人一人の利用者様の頭の体
操等を通して認知症予防。生活リハビリによ
る、在宅生活の維持に力を入れております。

ホームページ http://jp.kaipoke.biz/2ep/79437/base_0004.html
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食・おやつ代600円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

事業所番号
FAX番号

054-637-0502

営業時間 8：30～17：30
お 客 様
野中 大蔵
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市

40人
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：可
CAPDの方：可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

寝たきりの方：要相談
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

デイサービスセンター

よつ葉のクローバー
事業所番号

2265390035

サービスの特徴
FAX番号

054-637-3086

営業時間 8:30～17:30

9:30～16:40
月・火・木29人 水・金30人 土31人

身体状況に応じた機能訓練を個別に行っております。栄養
バランスの取れた献立を管理栄養士が作成し、１人１人の
状態に応じて食事を提供しています。制限がある方でも楽
しんで召し上がっていただけるよう工夫を凝らしています。
２階にどんぐり保育園を併設しているため園児たちとの交
流が楽しめます。

ホームページ http://seiwakikaku.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
食事代700円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

four-clover@bz01.plala.or.jp

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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

2275300776

サービスの特徴

9:25～16：40

責 任 者 新見 超

その他の
情 報

藤枝市

seiwa@etude.ocn.ne.jp

営 業 日 月～土（12/29～1/3を除く)

定員

2275301311

せいわデイサービス

【法人名】 医療法人社団 大岩内科医院
住 所 〒426-0067 藤枝市前島3-7-5
電話番号 054-634-3336

サービス提供時間

054-643-5200

寝たきりの方：不可
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

通所介護【総合事業】

メールアドレス

FAX番号

10人

責 任 者 野中 大蔵

その他の
情 報

事業所番号
サービスの特徴

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

営 業 日 月～土（5/3～5/5、12/30～1/3を除く）

定員

咲花

お 客 様
森下 功三
相談担当者

【法人名】 株式会社 セイワ企画
住 所 〒426-0067 藤枝市前島2-12-13
電話番号 054-635-0202

サービス提供時間

通所介護事業所

営業時間 8:30～17:00

通所介護【総合事業】

メールアドレス

サービスの特徴
お家で過ごしている様なアットホームな雰囲気です。入浴
は個別対応でプライバシーにも配慮し、安心・安全に過ご
して頂けるようなサービスを心掛けています。
延長（夕食後18時～送迎開始）・宿泊サービスも行ってい
ます。ご家族様の予定に合わせてご利用して頂けますの
でお気軽にご相談ください。

延長（30分）：324円

9:30～15:45

責 任 者 森下 功三
定員

2275301436

ホームページ https://www.yushin2011.co.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食（おやつ代含む）：648円
栄養改善：不可
朝食：432円、夕食：432円
口腔機能向上：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

saika-309-6@rx.tnc.ne.jp

営 業 日 月～土・祭日
サービス提供時間

事業所番号

お 客 様
生活相談員 岡田 弘美
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市
寝たきりの方：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：不可

楽しみながらできる機能訓練や、頭の体操等
を通して認知症予防に力を入れています。生カ
ラオケ、大正琴、ウクレレ、ハンドベル等、音楽
を使った認知症予防にも力を入れています。

ホームページ http://oiwanaika0018.hs.plala.or.jp/index.html
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
食事代460円(おやつ代含む)
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

地域密着型通所介護【総合事業】

さくらの里

【法人名】 さくら設備工業 有限会社
住 所 〒426-0061 藤枝市田沼1-27-15 さくらビル二階
電話番号 054-637-1880
FAX番号 054-631-4888
メールアドレス

sakura.no.sato@ia7.itkeeper.ne.jp

営 業 日 月～金、祝日(8/13～15、12/30～1/4除く)
サービス提供時間

お 客 様
久保田・大塚・八田部
相談担当者

責 任 者 良知 隆
定員
その他の
情 報

10人

送迎できる地域

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：不可
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

通所介護【総合事業】

その他の
情 報

25人
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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

地域密着型通所介護【総合事業】
【法人名】 アースサポート 株式会社
住 所 〒426-0061 藤枝市田沼2-9-5
電話番号 054-636-6911
メールアドレス

その他の
情 報

FAX番号

054-639-6103

15人
気管切開の方：要相談
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

地域密着型通所介護【総合事業】

中度認知症の方：要相談
重度認知症の方：要相談

栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

アースサポート藤枝
事業所番号
FAX番号

054-636-6910

営業時間 8：30～17：30
お 客 様
大石 里美
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市
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

デイサービス

エンゼル

定員
その他の
情 報

営業時間 8：30～17：30

9：20～16：30

責 任 者 新村 直彦

お 客 様
新村 直彦・安間 喜久子
相談担当者

10人

送迎できる地域

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：不可
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：不可

2275301048

サービスの特徴
いろいろな活動を通して、楽しく充実したひと時を過
ごしていただく場所を目指しています。お客様の
ニーズに合わせたケアや季節に応じたプログラムを
ご用意しております。お風呂は、温泉旅館風の浴室
と機械浴を完備。スタッフ一同笑顔でお待ちしており
ます。

ホームページ http://www.earthsupport.co.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食事代600円(おやつ代含む)
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

aps6168@yahoo.co.jp

営 業 日 月～金
サービス提供時間

サ高住を併設。

お 客 様
村松 恵美
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・旧島田市 ホームページ https://uguisu-care.com/guide/
寝たきりの方：不可
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
軽度認知症の方：可
運動器機能向上：不可
昼食、おやつ代808円

【法人名】 ＡＰＳインターナショナル 有限会社
住 所 〒426-0061 藤枝市田沼4-14-1
電話番号 054-631-6168
FAX番号 054-631-6191
メールアドレス

2275301659

営業時間 8:30～17:30

9：55～17：10

責 任 者 大石 里美
定員

事業所番号
サービスの特徴

fujieda@earthsupport.co.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代500円、おやつ代100円、
栄養改善：不可
レクリエーション材料費：適宜
口腔機能向上：不可

9:20～16:35

責 任 者 西海 るみ子
定員

サービスの特徴
定員10名の少人数で、暖かく家庭的な雰囲気のデ
イサービスです。
御利用者様一人一人との関わりを大切にしていま
す。
季節に合わせた行事やレクリエーションを提供して
います。

uguisu.wa@outlook.com

営 業 日 月～日(1/1～1/3を除く)
サービス提供時間

藤枝市

2275301022

うぐいす田沼デイサービス

【法人名】 株式会社 うぐいす
住 所 〒426-0061 藤枝市田沼2-3-3
電話番号 054-639-6113
メールアドレス

営業時間 8:30～17：30

9：15～16：20

事業所番号

志太地区・吉田町

事業所番号

2275301303

サービスの特徴
家庭的な雰囲気でいつも笑顔の絶えない空間で
す。利用者様の機能改善が出来る様マンツーマン
のリハビリ、機能回復訓練を主に、マッサージ、カル
チャー（壁画作り・手芸等）、カラオケなど、日常生活
の向上に健康維持、仲間作りを提供しています。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食事代500円（おやつ代含む）
栄養改善：要相談
口腔機能向上：可

通所介護【総合事業】

パナソニック

エイジフリーケアセンター静岡藤枝・デイサービス
事業所番号

【法人名】 パナソニックエイジフリー 株式会社
住 所 〒426-0061 藤枝市田沼5-4-7
電話番号 054-634-1051
FAX番号 054-634-1055
メールアドレス
サービス提供時間

その他の
情 報

営業時間 9:00～17:00

9:00～17:00
お 客 様
藁科 美好
相談担当者

責 任 者 稲葉 紗織
定員

25人

送迎できる地域

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

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

通所介護【総合事業】

藤枝市

ホームページ http://sumai.panasonic.jp/agefree/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食・おやつ代800円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

第２開寿園通所介護支援事業所

【法人名】 社会福祉法人 富水会
住 所 〒426-0063 藤枝市青南町1-12-13
電話番号 054-636-7161
FAX番号 054-636-7161
メールアドレス

dai2kaiju@kyi.biglobe.ne.jp

営 業 日 月～土(祝日含む）
サービス提供時間

営業時間 8:00～17:30

9:15～16:20
お 客 様
仁藤 智子
相談担当者

責 任 者 大井 市郎
定員
その他の
情 報

35人/日

送迎できる地域

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）：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：要相談

地域密着型通所介護【総合事業】
【法人名】 特定非営利活動法人 ゆずりは
住 所 〒426-0041 藤枝市高柳１-8-36
電話番号 054-631-7538
メールアドレス

営 業 日
サービス提供時間

その他の
情 報

月～土・祝祭日営業(年末年始の１２/３０～１/４除く）

四季折々のレクや外出、習字、カラオケ、手芸
等の活動を用意しています。脳トレや体操等も
行いながら、一日楽しく過ごして頂けるように
心掛けています。状態を維持して在宅生活が
続くように支援させていただきます。

事業所番号
FAX番号

054-631-7538

営業時間 8:30～17:30

10人（水・金は定員7人）

送迎できる地域

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

2275301378

藤枝市

利用者とスタッフが時間を共有し、家事活動を中心に日常
生活を支えていきます。家族で過ごすような時間を大切に
しながら、共通の体験を通して想い出作りに励むと共に、
利用者さんとスタッフや利用者さん同士での関係を深いも
のとしていきます。気配り、目配り、心配りを大切にして、
生きていく夢と自信を取り戻し、笑顔あふれる毎日が過ご
せるように支援します。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代600円/日
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

アクタガワ生活リハビリ高柳デイサービスセンター
事業所番号

2275301386

サービスの特徴
FAX番号

054-631-6824

sodan@akutagawa.co.jp
営業時間 8:30～17:30

9:30～16:35

責 任 者 田辺 孝丞

その他の
情 報

2275300073

サービスの特徴

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：不可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

営 業 日 全日

定員

事業所番号
サービスの特徴

ゆずりは高柳

お 客 様
高橋 健太
相談担当者

【法人名】 株式会社 アクタガワ
住 所 〒426-0041 藤枝市高柳3-29-31
電話番号 054-631-6821

サービス提供時間

青南

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.fusuikai.jp
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代520円、おやつ代110円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

9:15～16:30

通所介護【総合事業】

メールアドレス

藤枝市

kei-3muryou@outlook.jp

責 任 者 高橋 健太
定員

サービスの特徴
お客様に合った機器を使用して機能訓練を行ってい
ます。趣味活動（アクティビティ）を通じて楽しんでい
ただく時間も設けております。

afc.shizuokafujieda@gg.jp.panasonic.com

営 業 日 月～土、祝日(12/30～1/3を除く)

2275301584

お 客 様
田辺 孝丞
相談担当者

30人(月・水・金は27人)

送迎できる地域

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：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：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

・重度の方でも安心の機械浴。
・日曜営業しています。
・延長利用に応じます。
・施設内調理で温かいお食事を提供。
・カルチャー教室に参加できます。
・生活機能向上させる生活リハビリを提供。

ホームページ https://www.akutagawa.co.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代530円、おやつ代100円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

藤枝市・焼津市

通所介護【総合事業】

北川医院

事業所番号

【法人名】 医療法人社団 高仁会
住 所 〒426-0046 藤枝市高洲62-3
電話番号 054-634-3222
メールアドレス

FAX番号

営業時間 8:30～17:30

9:30～16:30
お 客 様
太田 雅巳
相談担当者

責 任 者 鳥居 良貢
定員
その他の
情 報

30人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
酸素療法の方：不可
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：要相談

地域密着型通所介護【総合事業】

事業所番号
FAX番号

054-636-8325

waraku-takasu@earth-group.co.jp
営業時間 8:30～17:30

9:15～16:20
お 客 様
村松 直子
相談担当者

責 任 者 村松 直子
定員

高洲
2275301121

サービスの特徴

営 業 日 月～日
サービス提供時間

ホームページ http://kitagawa-uro.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
食事代700円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

アースデイサロン和楽

【法人名】 株式会社 アース
住 所 〒426-0046 藤枝市高洲64-5
電話番号 054-634-3605
メールアドレス

藤枝市

2275301709

サービスの特徴
医院と一体となった利点を活かし、全ての利用者様
の尊厳と権利を尊重し、利用者様の視点に立った
安心と満足の得られるテーラーメイドのサービスを
提供します。
入浴設備が充実しています。（３種類の浴槽があり、
ご利用者様に合った対応ができます。）

054-634-3220

tusho@kojinkai123.org

営 業 日 月～土(12/29～1/3を除く)
サービス提供時間

通所介護たかす

住み慣れた家庭の雰囲気にこだわり、ご利用
者様のペースに合わせた「ゆったりケア」を心
掛けております。「お預かり」ではなく「共に生
活する」という意識で、皆様と出会えた今日と
いう一日に感謝し、生きがいのお手伝いをさせ
て頂きます。

藤枝市内（国１バイパスより
ホームページ http://www.earth-group.co.jp
北側、岡部地区）
寝たきりの方：不可
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
軽度認知症の方：可
運動器機能向上：可
食費648円（おやつ含む）
中度認知症の方：可
栄養改善：不可
重度認知症の方：可
口腔機能向上：不可

15人

送迎できる地域

気管切開の方：不可

その他の 酸素療法の方：要相談
インシュリン投与の方：要相談
情 報 CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

通所介護【総合事業】

LET's倶楽部藤枝高洲

【法人名】 株式会社 潤い総研
住 所 〒426-0046 藤枝市高洲1-13-34
電話番号 054-631-7436
メールアドレス

事業所番号

2275301428

サービスの特徴
FAX番号

054-631-7437

マシンによる機能訓練

090-01@lets-club.info

営 業 日 月～金（祝日含）
サービス提供時間

営業時間 8:30～17:30
午前の部9：00～12：15、午後の部13：30～16：45
お 客 様
松野 友樹
相談担当者

責 任 者 松野 友樹
定員
その他の
情 報

午前・午後20人ずつ

送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市(一部除く) ホームページ

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

寝たきりの方：不可
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：不可

通所介護【総合事業】

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
なし
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

フォレスタデイ藤枝高洲
事業所番号

【法人名】 医療法人社団 凜和会
住 所 〒426-0046 藤枝市高洲1-13-3
電話番号 054-637-1210、080-4442-3169(直通)

FAX番号

054-637-1215

メールアドレス

営 業 日 月～日
サービス提供時間

営業時間 8:30～17:30

9:20～16:30

責 任 者 佐藤 誠

お 客 様
大石 貴之
相談担当者

定員

月～金40人、土35人、日15人

送迎できる地域

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）：要相談

寝たきりの方：不可
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：不可

藤枝市

2275301279

サービスの特徴
毎日50種類のプログラムから自己選択・自己決定を
して1日の予定を決めるので自分の好きな事をして1
日過ごせます。大好評のＳＢＳ学苑藤枝校による本
格的なカルチャースクールの他、老健での経験豊か
な療法士による機能訓練が人気です。文武両道を
目指しましょう！

ホームページ http://www.forestafujieda.jp/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代650円（おやつ含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

通所介護

デイサービス

福ろう

【法人名】 株式会社 福村
住 所 〒426-0047 藤枝市与左衛門365-1
電話番号 054-636-2960
FAX番号 054-636-2962
メールアドレス

fukurou@pony.ocn.ne.jp

営 業 日 月～日
サービス提供時間

営業時間 8:30～17:30

9:30～16:35
お 客 様
福村 早苗
相談担当者

責 任 者 福村 早苗
定員
その他の
情 報

24人

送迎できる地域

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

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

通所介護【総合事業】

メールアドレス

定員

愛華
事業所番号

2275300446

サービスの特徴
FAX番号

054-637-9133

営業時間 8：30～17：30

9:20～16:25
お 客 様
石川 亘、小林 祐美子
相談担当者

責 任 者 石川 亘

サービスの特徴
認知症予防改善の為のスリーＡ（明るく頭を使ってあきら
めない）介護を提供しております。昼食は、10～12種類の
手作り料理。午後は足浴にてリラックスをして頂きます。又
運動機能の維持向上に取り組んでおります。20時までの
延長と夕食も可能です。（延長サービス料金：30分につき
350円 、夕食代 500円）

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費（おやつ含む）650円/日
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

day@aikanosato.com

営 業 日 月～土、祝日、(12/29～1/3を除く)
サービス提供時間

2275301295

藤枝市・焼津市・島田市 ホームページ

デイサービスセンター

【法人名】 社会福祉法人 三愛会
住 所 〒426-0044 藤枝市大東町58
電話番号 054-634-1131

事業所番号

季節行事を組み入れたレクリエーションを大切
にし、お客様の個別性や自立支援を意識し取
り組んでおります。又、昔なつかし「おようじゃ」
形態のおやつでは当時のなつかしい思い出が
よみがえり大変喜ばれています。

藤枝市・焼津市・島田市・吉
ホームページ http://aikanosato.com/
田町（応相談）
寝たきりの方：可
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
軽度認知症の方：可
運動器機能向上：不可
食費（昼食・おやつ）600円
中度認知症の方：可
栄養改善：不可
重度認知症の方：要相談
口腔機能向上：不可

50人

送迎できる地域

気管切開の方：不可

その他の 酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
情 報 CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：要相談

通所介護【総合事業】

まごころ*でい*藤枝南

【法人名】 株式会社 まごころ介護サービス
住 所 〒426-0051 藤枝市大洲4-12-13
電話番号 054-634-1171
メールアドレス

その他の
情 報

054-634-1173

営業時間 8：30～17：30

9：30～16：35
お 客 様
眞谷 早苗
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市

責 任 者 森 大地
定員

FAX番号

fujieda@magokorokaigo.com

営 業 日 月～土
サービス提供時間

事業所番号

20人
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：可
CAPDの方：不可
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

通所介護【総合事業】

ホームページ http://www.magokorokaigo.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代680円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

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

デイサービスセンター高草

指定通所介護事業所

【法人名】 社会福祉法人 葉月会
住 所 〒421-1131 藤枝市岡部町内谷1334-4
電話番号 054-667-5000
FAX番号 054-667-4885
メールアドレス

kijyunosato@hadukikai.jp

営 業 日 月～土（年末年始除く）
サービス提供時間

定員
その他の
情 報

営業時間 8：30～17：30

9:10～16：30

責 任 者 森崎 日出男

お 客 様
大野 恵美
相談担当者

40人/日

送迎できる地域

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：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

2275300561

サービスの特徴
「アットホーム」「家庭的」な雰囲気作りを心掛けてい
ます。ご利用者様に合わせた個別ケアを実施、ご本
人のペースに合わせ施設で過ごして頂きます。園芸
レク、手工芸レクにも力を入れており、ご希望に合わ
せ外出レクを積極的に行っております。

事業所番号

2275200026

サービスの特徴

おひとり、おひとりを大切に思い、寄り添い、笑
顔を引き出します。細やかな対応には自信を
持っています。食事・送迎・入浴などはもちろ
ん、バラエティーにとんだ活動をご用意してい
ます。

ホームページ http://hadukikai.jp/kijyunosato/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：不可
昼食代 600円（おやつ含む）
栄養改善：不可
物品費（新規利用時）300円
口腔機能向上：不可

藤枝市・焼津市

通所介護【総合事業】

みどりの風・おかべ通所介護事業所

【法人名】 社会福祉法人 至誠会
住 所 〒421-1131 藤枝市岡部町内谷581-8
電話番号 054-667-3133
FAX番号 054-667-2400
メールアドレス

midori-miwasan@ny.thn.ne.jp

営 業 日 月～土
サービス提供時間

営業時間 9：30～16：30

9：30～16：30
お 客 様
河守 恵子
相談担当者

責 任 者 河守 恵子
定員
その他の
情 報

岡部地区・広幡、仮宿地区・その他の

40人

送迎できる地域 地区も相談に応じます

気管切開の方：可
酸素療法の方：可
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）：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

asahina@kame88.tv

営 業 日 火～土

営業時間 8:30～17:30

9:25〜16:30
お 客 様
久保嶋 広宣
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・静岡市・焼津市

責 任 者 小川 憲辺
定員
その他の
情 報

22人
気管切開の方：可
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

寝たきりの方：要相談
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

地域密着型通所介護【総合事業】

その他の
情 報

お 客 様
清水 亨輔
相談担当者

18人

送迎できる地域

気管切開の方：要相談
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：要相談
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

通所リハビリ

通所リハビリ

【法人名】 医療法人社団 聖稜会
住 所 〒426-0133 藤枝市宮原420-1
電話番号 054-639-1239
メールアドレス

その他の
情 報

http://www.e-miwasan.com/

事業所番号

2275301691

サービスの特徴

「ひとりの人を大切に」がモットー。
ご本人とご家族の気持ちに寄り添い、きめ細
やかなサポートを致します。脳トレや、個別の
機能訓練も行い、ADL維持に努めます。日あ
たりが良く、どの部屋からも広い庭と朝比奈の
美しい景色が望めます。

事業所番号

2295300194

サービスの特徴
・藤枝弁・岡部弁の飛び交う笑いの絶えない環境です。
・合計70坪ある畑での野菜作りや地元探索等、地域や季
節を感じる生活リハビリに力を入れています（機能訓練指
導員２名在籍）。畑で採れた新鮮野菜は昼食やおやつで
美味しく頂きます。
・昼食は小料理屋の女将さんが担当。美味しいと大評判で
す。

ホームページ http://hp.kaipoke.biz/s32/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代700円（おやつ代含む）、その他
栄養改善：不可
実費
口腔機能向上：不可

グリーンヒルズ藤枝
事業所番号

2255380020

サービスの特徴
FAX番号

054-639-1255

営業時間 8:30～17:00

9:30～15:45

責 任 者 鮫嶋 剛
定員

藤枝市

rouken@seiryoukai.or.jp

営 業 日 月～金(年末年始を除く）
サービス提供時間

営業時間 8:30～17:30

9:20～16:30

責 任 者 清水 亨輔
定員

ホームページ

デイサービス笑楽日

warabi_okabe@yahoo.co.jp

営 業 日 月～土(12/30～1/3を除く)
サービス提供時間

フロアを3つのグループに分けており、利用者
様の状態に応じてケアいたしております。
またリハビリにも重点を置いてますので専任の
機能訓練士が集団体操や個人に合わせたリ
ハビリプランを提供しております。

ホームページ https://www.8kame.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食、おやつ代 580円
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

【法人名】 株式会社 あかり
住 所 〒421-1121 藤枝市岡部町岡部437-3
電話番号 054-667-1333
FAX番号 054-686-2810
メールアドレス

サービスの特徴

デイサービス亀八茶屋

通所介護【総合事業】

サービス提供時間

2275301204

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代、おやつ代等
栄養改善：不可
口腔機能向上：可

【法人名】 特定非営利活動法人 タートルエイト
住 所 〒421-1114 藤枝市岡部町羽佐間641
電話番号 054-648-3030
FAX番号 054-648-3031
メールアドレス

事業所番号

お 客 様
山本 綾・杉山 明代
相談担当者

75人

送迎できる地域

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：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：要相談
軽度認知症の方：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：不可

藤枝市

多職種協働でのリハビリテーションと自立支援
型ケアを実践しています。リハビリスタッフが生
活場面にも、直接介入しながら、ケアスタッフと
連携することで、利用者一人一人が生活の中
で、最大能力を発揮し活動的な生活が出来る
様に支援しています。

ホームページ http://g-hills.jp
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代：660円 おやつ：86円
栄養改善：可
口腔機能向上：可

通所リハビリ

デイケアセンターフォレスタ藤枝
事業所番号

【法人名】 医療法人社団 凜和会
住 所 〒426-0033 藤枝市小石川町2-8-13
電話番号 054-647-3833
FAX番号 054-647-3831
メールアドレス

営 業 日 月～金（年末年始除く）
サービス提供時間

営業時間 8：30～17:30

9:30～16:35
お 客 様
後藤 三津子
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・島田市

責 任 者 東 卓司
定員
その他の
情 報

53人/日
気管切開の方：要相談
酸素療法の方：可
インシュリン投与の方：可
CAPDの方：要相談
経管栄養の方（胃ろう含む）：可

通所リハビリ

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

通所リハビリテーション事業所

サービス提供時間

営業時間 8：30～17:30

9：30～16：00
お 客 様
宮城 功典
相談担当者

責 任 者 平井 達夫
定員
その他の
情 報

40人

送迎できる地域

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：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：可
中度認知症の方：可
重度認知症の方：可

通所リハビリ

その他の
情 報

20人
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(注1)

通所リハビリ
【法人名】 医療法人社団 平成会
住 所 〒426-8662 藤枝市水上123-1
電話番号 054-643-1230
メールアドレス

その他の
情 報

FAX番号

054-643-1289

営業時間 8:30～17:30

20人
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

2255380012

利用者様らしさを尊重し、リハビリとともに他者との交流を
通じて安心した在宅生活へと結びつけていけるよう、スタッ
フ一同努めております。身体のリハビリ以外に言語リハビ
リ、呼吸リハビリを行っております。言語のリハビリとし集団
リハビリで行えるリズミカル運動を取り入れております。
(注1)周辺症状による

お 客 様
持塚 春那
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・旧島田市 ホームページ
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

http://www.heiseihp.com/

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代750円（おやつ代を含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

藤枝平成記念病院
事業所番号

2215310224

サービスの特徴
FAX番号

054-643-1289

営業時間 8:30～17:30

9:45～16:00

責 任 者 平井 達夫
定員

事業所番号
サービスの特徴

heisei.caritas@ny.tokai.or.jp

営 業 日 月～土(祝日、年末年始を除く)
サービス提供時間

ホームページ http://www.heiseihp.com/mind/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費：750円（おやつ代含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

9:45～16:00

責 任 者 平井 達夫
定員

2255380046

藤枝市・島田市

heisei.caritas@ny.tokai.or.jp

営 業 日 月～土(祝日、年末年始を除く)
サービス提供時間

事業所番号

サービスの特徴
「楽しみを共有する」を目標に、利用者様同士の交
流を大切にしています。交流の場として喫茶コー
ナーを開き、昼食後に淹れたてのコーヒーを楽しん
で頂いております。また、レクリエーションも様々な
工夫を凝らしたメニューを用意し、楽しんで頂いてお
ります。

介護老人保健施設カリタス・メンテ

【法人名】 医療法人社団 平成会
住 所 〒426-8662 藤枝市水上123－1
電話番号 054-643-1266
メールアドレス

と検索

平成マインド

heisei.mind@ai.tnc.ne.jp

営 業 日 月～土

サービスの特徴
①選択制の活動とシニアヨガ体操や口腔機能改善
を目的としたレクリエーションを取り入れています。
②リハビリでは理学療法士がその方の身体機能や
生活の状況に合わせた個別リハビリを提供していま
す。

ホームページ http://www.forestafujieda.jp 詳しくは フォレスタ藤枝
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代680円（おやつ含む）
栄養改善：可
口腔機能向上：可

【法人名】 医療法人社団 平成会
住 所 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋487-2
電話番号 054-643-3601
FAX番号 054-643-3602
メールアドレス

2255380038

利用者様の身体的、精神的状況を十分把握
し、きめ細やかな対応と機能面に対するリハビ
リを実施し、安心して在宅生活が送れるよう努
めております。

お 客 様
持塚 春那
相談担当者
送迎できる地域 藤枝市・焼津市・旧島田市 ホームページ
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

http://www.heiseihp.com/

（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代750円（おやつ代を含む）
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

通所リハビリ

通所リハビリ

ゆめ広場

【法人名】 医療法人社団 智孝会
住 所 〒426-0066 藤枝市青葉町2-1-47
電話番号 054-634-4300
FAX番号 054-634-4311
メールアドレス yume@nishikino.net
営 業 日 月～土（日・祝・年末年始休み）
営業時間 8：30～17：30
サービス提供時間 9：30～15：45
お 客 様
依田 多美子
相談担当者

責 任 者 錦野 光浩
定員
その他の
情 報

20人

送迎できる地域

気管切開の方：可
酸素療法の方：可
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）：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：不可

通所リハビリ

三輪医院リハビリセンター

営 業 日 月～金（祝日も営業）

営業時間 8:30～17:30

午前の部 9:30～12:00 午後の部 13:30～16:00
お 客 様
増田 和枝
相談担当者

責 任 者 三輪 誠

その他の
情 報

送迎できる地域 藤枝市・焼津市（焼津・東益津地区）

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

メールアドレス

営 業 日 月～金(祝日も営業)

その他の
情 報

営業時間 8：15～17：15

9：15～16：30

責 任 者 三輪 誠
定員

2215210010

①2時間半のリハビリ特化型短時間通所リハビ
リです。
②ご利用者の運動機能に合わせて4つのマシ
ンやテレビ体操などを行い、身体能力の維持・
向上を図って行きます。

ユニケア岡部通所リハビリテーション

【法人名】 医療法人 志太会
住 所 〒421-1131 藤枝市岡部町内谷1473-3
電話番号 054-667-3737
FAX番号 054-667-3623

サービス提供時間

事業所番号
サービスの特徴

ホームページ http://www.e-miwasan.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
栄養改善：不可
口腔機能向上：不可

午前の部:20人 午後の部20人
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：可
CAPDの方：可
経管栄養の方（胃ろう含む）：不可

通所リハビリ

サービスの特徴
当施設では利用される皆さんと一緒に楽しい時間・空間づ
くりをしています。クリニックとの連携により、医療の速やか
な対応が可能です。少人数で楽しくリハビリや活動をし、機
能回復・認知予防・健康維持を図ります。リハビリでは、個
人の能力に合わせて個別に行っています。季節感あふれ
る手作りの食事も魅力です。

ホームページ
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
食費800円、その他実費
栄養改善：可
口腔機能向上：可

メールアドレス

定員

2215310661

藤枝市（山間部除く）

【法人名】 医療法人 志太会
住 所 〒421-1131 藤枝市岡部町内谷60-2
電話番号 054-667-3009
FAX番号 054-667-3740

サービス提供時間

事業所番号

お 客 様
澤入 貴志
相談担当者

事業所番号

2255280014

サービスの特徴
①心身機能に応じた３ユニットに分けての小グループケア
により、個別性を重視した丁寧な対応をします。②理学療
法士、作業療法士がトレーニングマシン、温熱療法、個別
リハビリ等ご利用者に合わせたプログラムを立てて行いま
す。③常勤の医師、看護師を配置しており、医療的な対応
の必要な方も受け入れています。

ホームページ http://www.e-miwasan.com/
（介護予防選択的サービス） 自己負担として必ずかかる経費
運動器機能向上：可
昼食代490円、 おやつ代60円
栄養改善：可
口腔機能向上：可

50人

送迎できる地域 藤枝市・焼津市(焼津・東益津地区）

気管切開の方：可
酸素療法の方：可
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）：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

