平成31年 1月28日作成

要支援者・事業対象者

向けサービス事業所一覧

介護予防・生活支援サービス （要支援者及び事業対象者が利用できます）
※ 住所（
住所（郵便番号）
郵便番号）順に表示しています
表示しています

訪問介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

ケア・ステーション鳳悠

帯広市大通南５丁目１１番地１

0174601559
株式会社 鳳悠

合同会社 こころ

〒 080-0010

電話 :

0155-67-5185

帯広市西１条南２７丁目２０番地１サンリバー１０１号

0174601682
合同会社 こころ

シグナル帯広 訪問介護ステーション

〒 080-0011

電話 :

0155-25-1556

帯広市西２条南２０丁目１０番地

0174600353
有限会社 帯広看護婦家政婦紹介所

訪問介護事業所 看しずく

〒 080-0012

電話 :

0155-23-4935

帯広市西２条南２４丁目１７番地１

0174602359
合同会社 看しずく

ヘルパーステーション まこと

〒 080-0012

電話 :

0155-67-0275

帯広市西２条南４丁目８番地１ ぜんりん２４ビル １Ｆ

0174602565
合同会社 和興

ヘルパーステーション リーフ

〒 080-0012

電話 :

0155-36-8627

帯広市西３条南２２丁目１６番地２

0174701805
株式会社 リーフ

ＳＯＭＰＯケア 帯広南 訪問介護

〒 080-0013

電話 :

0155-67-5120

帯広市西５条南３４丁目２９番地４

0174602524
ＳＯＭＰＯケア株式会社

ライフデザイン帯広中央 訪問介護

〒 080-0015

電話 :

0155-49-3875

帯広市西７条南６丁目１番４号

0174602383
ライフデザイン株式会社

株式会社ケアサポートセンタージャム

〒 080-0017

電話 :

0155-22-3818

帯広市西１３条南１３丁目１番地４８

0174601633
株式会社ケアサポートセンタージャム

十勝バス介護サービスセンター

〒 080-0023

電話 :

0155-67-0906

帯広市西１４条南３２丁目２番地１３

0174601062
十勝バス 株式会社

訪問介護サービスあゆみ

〒 080-0024

電話 :

0155-67-5885

帯広市西１６条南１丁目２４番１６号

0174601203
株式会社 なないろ

ヘルパーステーションエムズ

〒 080-0026

電話 :

0155-67-0131

帯広市西１６条南５丁目１０番地７

0174601823
株式会社Ｍ’ｓ

指定訪問介護事業所 ビリーブ

〒 080-0026

電話 :

0155-67-0738

帯広市西１６条南６丁目１１番９号

0174600734
特定非営利活動法人 尚之基金

ヘルパーステーション 太陽

〒 080-0026

電話 :

0155-41-0121

帯広市西１８条南２丁目９番地７９

0174601070
株式会社 太陽

ヘルパーステーション ひだまり

〒 080-0028

電話 :

0155-58-6644

帯広市西１８条南４丁目６０番８号

0174600866
有限会社 サポートひだまり 〒 080-0028

電話 :

0155-58-3022
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訪問介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

ヘルパーステーション はるす

帯広市西１２条北２丁目３番地１５

0174602300
株式会社はるす

0174600122

社会福祉法人 刀圭会 ヘルパーステーション 向日
葵
社会福祉法人 刀圭会

指定訪問介護事業所 木もれび

〒 080-0042

電話 :

0155-41-3328

帯広市西１６条北１丁目２７番地３４
〒 080-0046

電話 :

0155-38-3511

帯広市西１７条北２丁目４番１２号

0164690109
有限会社 ホームケアサポート 木もれび

訪問介護事業所 ふるさと

〒 080-0047

電話 :

0155-38-2213

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0174601757
社会福祉法人 ふるさと

ヘルパーステーション 白樺

〒 080-0050

電話 :

0155-36-2310

帯広市白樺１６条西１丁目３番地１

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会

訪問介護事業所たきあ

〒 080-0051

電話 :

0155-41-1154

帯広市東１条南５丁目７番地１

0174602243
有限会社たきあ

ヘルパーステーション らいぱる

〒 080-0801

電話 :

0155-67-1557

帯広市東２条南１６丁目１１番１号

0174601120
株式会社 らいぱる

指定訪問介護事業所 ニューライフたんぽぽ

〒 080-0802

電話 :

0155-26-2700

帯広市東２条南７丁目１番地サンパークビル１Ｆ

0174600627
株式会社 ニューライフ

ＳＯＭＰＯケア 帯広東 訪問介護

〒 080-0802

電話 :

0155-27-4266

帯広市東４条南１４丁目６番地 クラックスハイム第３ １階

0174602532
ＳＯＭＰＯケア株式会社

ニチイケアセンター 帯広東

〒 080-0804

電話 :

0155-20-6261

帯広市東４条南２１丁目４番地１５

0174600320
株式会社 ニチイ学館

介護ステーションしらゆり

〒 080-0804

電話 :

0155-20-6830

帯広市東４条南２３丁目４番地

0174601666
株式会社ＴＭらいふサポート

訪問介護ステーション メロディー

〒 080-0804

電話 :

0155-24-0701

帯広市東６条南２丁目２番地１２

0174601914
合同会社 ドルチェ

アースサポート帯広

〒 080-0806

電話 :

0155-20-1414

帯広市東７条南１４丁目１番地１３

0174601401
アースサポート株式会社

有限会社 ケアセンターゆとり

〒 080-0807

電話 :

0155-26-0900

帯広市東８条南５丁目１５番地

0174600288
有限会社 ケアセンターゆとり

訪問介護サービス大地のはな帯広

〒 080-0808

電話 :

0155-20-6500

帯広市東９条南１９丁目１番地３

0174602086
株式会社北海道ライフサポート

訪問介護サービス はなえみ

〒 080-0809

電話 :

0155-66-7272

帯広市東９条南１９丁目４番地３

0174600304
株式会社 オフィス２１ 〒 080-0809

ケアセンター ハピネス

電話 :

0155-66-6851

帯広市東９条南６丁目８番地９ ユトリロ１０１

0174600387
合資会社 ハピネス

0114613078

社会医療法人 北斗 ヘルパーステーション すてっ
ぷ
社会医療法人 北斗

〒 080-0809

電話 :

0155-27-0566

帯広市稲田町基線２番地１ 十勝自立支援センター介護老
人保健施設かけはし
〒 080-0833

電話 :

0155-67-5018
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訪問介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会 指定訪問
0174600015 介護事業所
社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会

ニチイケアセンターみなみの森

帯広市公園東町３丁目９番地１ 帯広市グリーンプラザ内
〒 080-0847

電話 :

0155-21-2677

帯広市南の森西１丁目５番地９

0174601377
株式会社 ニチイ学館

訪問介護事業所 みるみるみちる

〒 080-0862

電話 :

0155-49-0004

帯広市清流東２丁目１５番地１３

0174602573
株式会社チークアーサー

訪問介護 ふれあい

〒 080-0871

電話 :

0155-29-2045

帯広市清流西２丁目１９番地４

0174600361
株式会社 アルムシステム

おびたく介護ステーション

〒 080-0872

電話 :

0155-49-4560

帯広市西１９条南１丁目７番地

0174601641
帯広ハイヤー株式会社

ニチイケアセンター 帯広

〒 080-2469

電話 :

0155-58-1000

帯広市西２２条南３丁目３３番地１

0174600031
株式会社 ニチイ学館

ケアセンターアシスト

〒 080-2472

電話 :

0155-58-1671

帯広市西２４条南３丁目１５番地２

0174601518
帯広ライフケアサービス株式会社

〒 080-2474

電話 :

0155-66-6972

てだすけ
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

ケア・ステーション鳳悠

帯広市大通南５丁目１１番地１

0174601559
株式会社 鳳悠

シグナル帯広 訪問介護ステーション

〒 080-0010

電話 :

0155-67-5185

帯広市西２条南２０丁目１０番地

0174600353
有限会社 帯広看護婦家政婦紹介所

訪問介護事業所 看しずく

〒 080-0012

電話 :

0155-23-4935

帯広市西２条南２４丁目１７番地１

0174602359
合同会社 看しずく

ヘルパーステーション まこと

〒 080-0012

電話 :

0155-67-0275

帯広市西２条南４丁目８番地１ ぜんりん２４ビル １Ｆ

0174602565
合同会社 和興

ヘルパーステーション リーフ

〒 080-0012

電話 :

0155-36-8627

帯広市西３条南２２丁目１６番地２

0174701805
株式会社 リーフ

ライフデザイン帯広中央 訪問介護

〒 080-0013

電話 :

0155-67-5120

帯広市西７条南６丁目１番４号

0174602383
ライフデザイン株式会社

株式会社ケアサポートセンタージャム

〒 080-0017

電話 :

0155-22-3818

帯広市西１３条南１３丁目１番地４８

0174601633
株式会社ケアサポートセンタージャム

十勝バス介護サービスセンター

〒 080-0023

電話 :

0155-67-0906

帯広市西１４条南３２丁目２番地１３

0174601062
十勝バス 株式会社

訪問介護サービスあゆみ

〒 080-0024

電話 :

0155-67-5885

帯広市西１６条南１丁目２４番１６号

0174601203
株式会社 なないろ

ヘルパーステーションエムズ

〒 080-0026

電話 :

0155-67-0131

帯広市西１６条南５丁目１０番地７

0174601823
株式会社Ｍ’ｓ

〒 080-0026

電話 :

0155-67-0738
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てだすけ
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

指定訪問介護事業所 ビリーブ

帯広市西１６条南６丁目１１番９号

0174600734
特定非営利活動法人 尚之基金

ヘルパーステーション 太陽

〒 080-0026

電話 :

0155-41-0121

帯広市西１８条南２丁目９番地７９

0174601070
株式会社 太陽

ヘルパーステーション ひだまり

〒 080-0028

電話 :

0155-58-6644

帯広市西１８条南４丁目６０番８号

0174600866
有限会社 サポートひだまり 〒 080-0028

ヘルパーステーション はるす

電話 :

0155-58-3022

帯広市西１２条北２丁目３番地１５

0174602300
株式会社はるす

0174600122

社会福祉法人 刀圭会 ヘルパーステーション 向日
葵
社会福祉法人 刀圭会

指定訪問介護事業所 木もれび

〒 080-0042

電話 :

0155-41-3328

帯広市西１６条北１丁目２７番地３４
〒 080-0046

電話 :

0155-38-3511

帯広市西１７条北２丁目４番１２号

0164690109
有限会社 ホームケアサポート 木もれび

訪問介護事業所 ふるさと

〒 080-0047

電話 :

0155-38-2213

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0174601757
社会福祉法人 ふるさと

ヘルパーステーション 白樺

〒 080-0050

電話 :

0155-36-2310

帯広市白樺１６条西１丁目３番地１

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会

訪問介護事業所たきあ

〒 080-0051

電話 :

0155-41-1154

帯広市東１条南５丁目７番地１

0174602243
有限会社たきあ

ヘルパーステーション らいぱる

〒 080-0801

電話 :

0155-67-1557

帯広市東２条南１６丁目１１番１号

0174601120
株式会社 らいぱる

指定訪問介護事業所 ニューライフたんぽぽ

〒 080-0802

電話 :

0155-26-2700

帯広市東２条南７丁目１番地サンパークビル１Ｆ

0174600627
株式会社 ニューライフ

有限会社 ケアセンターゆとり

〒 080-0802

電話 :

0155-27-4266

帯広市東８条南５丁目１５番地

0174600288
有限会社 ケアセンターゆとり

訪問介護サービス大地のはな帯広

〒 080-0808

電話 :

0155-20-6500

帯広市東９条南１９丁目１番地３

0174602086
株式会社北海道ライフサポート

訪問介護サービス はなえみ

〒 080-0809

電話 :

0155-66-7272

帯広市東９条南１９丁目４番地３

0174600304
株式会社 オフィス２１ 〒 080-0809

0114613078

社会医療法人 北斗 ヘルパーステーション すてっ
ぷ
社会医療法人 北斗

0174600015

社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会 指定訪問
介護事業所
社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会

訪問介護事業所 みるみるみちる

電話 :

0155-66-6851

帯広市稲田町基線２番地１ 十勝自立支援センター介護老
人保健施設かけはし
〒 080-0833

電話 :

0155-67-5018

帯広市公園東町３丁目９番地１ 帯広市グリーンプラザ内
〒 080-0847

電話 :

0155-21-2677

帯広市清流東２丁目１５番地１３

0174602573
株式会社チークアーサー

〒 080-0871

電話 :

0155-29-2045

つながり
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号
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つながり
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

特定非営利法人 ＮＰＯえがお

帯広市西１１条南２９丁目２番地３
〒 080-0021

電話 :

0155-67-1833

通所介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

デイサービスセンターやよい

帯広市大通南１丁目１１番地１

0174601310
株式会社 太陽

デイ・サービスセンターほうゆー

〒 080-0010

電話 :

0155-28-6750

帯広市大通南５丁目１１番地１

0174601559
株式会社 鳳悠

あかりデイサービス

〒 080-0010

電話 :

0155-67-5130

電話 :

0155-28-7011

帯広市大通南８丁目５番地

0174600668
特定非営利活動法人グリーンサポートとかち

ツクイ帯広西

〒 080-0010

帯広市西１条南１６丁目１９番地

0174601468
株式会社 ツクイ

デイサービス コミュニティまこと

〒 080-0011

電話 :

0155-20-3200

帯広市西２条南４丁目８番地１ ぜんりん２４ビル１Ｆ

0174602037
合同会社 和興

機能訓練特化型デイサービス ＮｅｏＲｅｈａ

〒 080-0012

電話 :

0155-67-6605

帯広市西４条南１７丁目１１番地１

0174602375
株式会社まつもと薬局

デイサービスセンター 帯広至心寮

〒 080-0014

電話 :

0155-66-7333

帯広市西４条南３５丁目３番８号

0174600080
社会福祉法人 真宗協会

デイサービスセンターあるば

〒 080-0014

電話 :

0155-66-7995

帯広市西５条南３１丁目１番地３

0174602250
株式会社 ＣＬＡＩＲ ＯＮＥ 〒 080-0015

ジョイリハ西５条

電話 :

0155-29-5968

帯広市西５条南３４丁目７０番地

0174601252
株式会社 ウェルネスフロンティア

デイサービスセンターとてっぽの丘るくる

〒 080-0015

電話 :

0155-49-3060

帯広市西７条南２６丁目１３番地１

0174601930
株式会社 フジライフ 〒 080-0017

帯広市総合ケアセンター 百年の森

電話 :

0155-25-2311

帯広市西８条南１２丁目２番地１

0174602177
株式会社ヒューマンリンク

デイサービスセンター緑ヶ丘

〒 080-0018

電話 :

0155-22-7522

帯広市西９条南１８丁目２番地

0174602441
株式会社ほくと

機能訓練センターいなだ

〒 080-0019

電話 :

0155-27-6610

帯広市西１２条南３９丁目１番１２号

0174601419
株式会社レックス

デイサービス かちばす

〒 080-0022

電話 :

0155-48-4417

帯広市西１４条南３２丁目２番地１３

0174601856
十勝バス 株式会社

デイサロンあじさい

〒 080-0024

電話 :

0155-67-5885

帯広市西１４条南３２丁目５番地

0194600474
株式会社ＴＭらいふサポート

〒 080-0024

電話 :

0155-67-8668
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通所介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

デイサービス カトレア

帯広市西１５条南３２丁目６番地４

0174602235
株式会社 旺和

デイサービス ななか

〒 080-0025

電話 :

0155-67-8813

帯広市西１６条南１丁目２４番１６号

0194600573
株式会社 なないろ

デイサービスセンター 愛仁園

〒 080-0026

電話 :

0155-67-1019

帯広市西１６条南２８丁目２番地１

0174600072
社会福祉法人 普仁会

社会参加型デイサービスさくら

〒 080-0026

電話 :

0155-49-3021

帯広市西１６条南５丁目１９番２号

0174601047
株式会社 花

デイサービスはるこま

〒 080-0026

電話 :

0155-38-2555

帯広市西１６条南５丁目４３番地

0174601427
有限会社みのり

おしごとデイ おはな

〒 080-0026

電話 :

0155-36-5346

帯広市西１７条南３丁目４７番１６号 ヴェルデュール柏林
台１Ｆ

0194600565
合同会社 グリット

デイサービスセンター こまどり

〒 080-0027

電話 :

0155-67-4705

帯広市西１８条南２丁目９番地７９

0174601070
株式会社 太陽

デイサービス ひだまり

〒 080-0028

電話 :

0155-58-6646

帯広市西１８条南４丁目６０番８号

0174600866
有限会社 サポートひだまり 〒 080-0028

デイサービスさにぃ

電話 :

0155-58-3022

帯広市西８条北５丁目１番地２

0174601815
サニーサイド株式会社

デイサービスセンター はるす

〒 080-0038

電話 :

0155-38-4677

帯広市西１２条北２丁目３番地１５

0174602300
株式会社はるす

健康スタジオデイサービススロウ

〒 080-0042

電話 :

0155-34-3300

帯広市西１６条北１丁目１９番地１

0174601781
合同会社グリーン

デイサービスセンター そうび苑

〒 080-0046

電話 :

0155-67-6219

帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７

0174600122
社会福祉法人 刀圭会

デイサービス こころ

〒 080-0046

電話 :

0155-36-2088

帯広市西１６条北２丁目１２番３号

0174600791
有限会社 ユニハート・とかち

デイサービスセンター帯広りはびり

〒 080-0046

電話 :

0155-38-5288

帯広市西１７条北２丁目１６番２６

0174601864
株式会社Ｈｕｍａｎｉｓｔｉｃ

通所介護事業所 ふるさと

〒 080-0047

電話 :

0155-29-5515

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0174601757
社会福祉法人 ふるさと

デイサービスほのか

〒 080-0050

電話 :

0155-41-8341

帯広市白樺１６条西１丁目３番地１

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会

デイサービスきたえる～む帯広

〒 080-0051

電話 :

0155-41-4165

帯広市東１条南４丁目２番地１

0174601732
株式会社築

デイサービス えみ

〒 080-0801

電話 :

0155-26-8700

帯広市東２条南１６丁目１１番１号

0174601120
株式会社 らいぱる

〒 080-0802

電話 :

0155-26-2700
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通所介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

デイサービスセンターリハ・おびこ

帯広市東４条南２０丁目６番地４

0174602227
社会医療法人 恵和会

ニチイケアセンター 帯広東

〒 080-0804

電話 :

0155-20-3102

帯広市東４条南２１丁目４番地１５

0174600320
株式会社 ニチイ学館

デイサロンしらゆり

〒 080-0804

電話 :

0155-20-6830

帯広市東４条南２３丁目４番地

0174601666
株式会社ＴＭらいふサポート

リラクゼーションデイのどか

〒 080-0804

電話 :

0155-24-0701

帯広市東１１条南６丁目１２番地

0174602367
合同会社のどか

歩くデイゆるり

〒 080-0811

電話 :

0155-67-1858

帯広市東１１条南６丁目２６番地１０

0194600490
株式会社青山

おふろデイ ゆるり

〒 080-0811

電話 :

0155-29-8060

帯広市東１１条南６丁目２６番地１１

0174602144
株式会社 青山

デイサービスセンター 帯広慈恩の里

〒 080-0811

電話 :

0155-29-8060

電話 :

0155-49-2811

帯広市空港南町３０３番地１

0174601088
社会福祉法人 真宗協会

アシストセンター めいわ

〒 080-0836

帯広市西１９条南４丁目１４番１号

0174601104
株式会社 柴多

ニチイケアセンター 帯広

〒 080-2469

電話 :

0155-38-2282

帯広市西２２条南３丁目３３番地１

0174600031
株式会社 ニチイ学館

デイサービス 爺遊館

〒 080-2472

電話 :

0155-58-1671

帯広市西２４条南２丁目１番地１３

0174602193
合同会社 爺遊館

0174601567

医療法人社団 博愛会 リハビリデイりすたおびひろ
西
医療法人社団 博愛会

デイサービス西帯

〒 080-2474

電話 :

0155-37-6072

帯広市西２４条南２丁目２１番地８
〒 080-2474

電話 :

0155-37-4970

帯広市西２４条南３丁目１５番地２

0174601518
帯広ライフケアサービス株式会社

デイサービス きたえる～む 帯広西

〒 080-2474

電話 :

0155-66-6972

帯広市自由が丘３丁目１番地１

0174601922
株式会社 北王

デイサービスホワイエ

〒 080-2476

電話 :

0155-67-0623

帯広市自由が丘５丁目１６番地９

0174601690
社会福祉法人 光寿会

デイサービスセンター 帯広けいせい苑 つどい

〒 080-2476

電話 :

0155-38-3301

帯広市川西町西１線４７番地３

0174600098
社会福祉法人 慧誠会

デイサービスセンター 太陽園

〒 089-1182

電話 :

0155-59-2677

帯広市大正町西１線９６番地１

0174600106
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

〒 089-1242

電話 :

0155-64-5565

ふれあい
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

佐藤ほねつぎ院

帯広市大通南１８丁目９番地２

01A4600067
佐藤 倫一

〒 080-0010

電話 :

0155-23-5515
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ふれあい
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

タキヤ整骨院 ニコニコ元気ケア

帯広市西１条南２９丁目８番地

01A4600091
滝谷 俊一

こころ整骨院

〒 080-0011

電話 :

0155-27-3711

帯広市西１３条南１２丁目１番地５ サンノウマンション１Ｆ

01A4600042
小川 進

遠藤整骨院

〒 080-0023

電話 :

0155-26-2125

帯広市西１６条南４０丁目１番地２０

01A4600018
遠藤 俊春

やなだ整骨院ふれあいサービスセンター

〒 080-0026

電話 :

0155-47-6674

帯広市柏林台南町３丁目１０番地８

01A4600034
梁田 文壽

山口整骨院

〒 080-0056

電話 :

0155-33-0065

帯広市東１条南１１丁目１９番地

01A4600059
山口 彰

清流の里整骨院

〒 080-0801

電話 :

0155-23-3725

帯広市清流西２丁目２３番地８

01A4600026
桑島 亮

なかはら整骨院

〒 080-0872

電話 :

0155-47-3517

帯広市西１９条南２丁目１４番６号

01A4600075
中原 和彦

西山整骨院

〒 080-2469

電話 :

0155-33-8838

帯広市西２０条南３丁目３７番７号

01A4600083
西山 智之

〒 080-2470

電話 :

0155-36-8864

※ 帯広市内分のみ
帯広市内分のみ掲載
のみ掲載しています
掲載しています。
しています。
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介護予防サービス （要支援者のみ利用できます）
※ 住所（
住所（郵便番号）
郵便番号）順に表示しています
表示しています

訪問入浴介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

株式会社支援 訪問入浴介護事業所

帯広市西１７条南４丁目２５番６号

0174602003
株式会社支援

はるす訪問入浴サービス

〒 080-0027

電話 :

080-6095-6055

帯広市西１３条北２丁目１番地５

0174602318
株式会社はるす

アースサポート帯広

〒 080-0043

電話 :

0155-41-3327

帯広市東７条南１４丁目１番地１３

0174601401
アースサポート株式会社

ケアハウスグランドペアレント株式会社

〒 080-0807

電話 :

0155-26-0900

帯広市南の森西２丁目４番１５

0174601542
ケアハウスグランドペアレント株式会社

在宅老人ケアセンターらんらん訪問入浴介護事業所

〒 080-0862

電話 :

0155-66-9325

電話 :

0155-42-2154

電話 :

0155-52-5505

音更町柏寿台１番地５

0174700146
社会福祉法人 音更町柏寿協会

訪問入浴介護事業所コムニの里さらべつ

〒 080-0325
更別村字更別１９０番地１

0174701250
社会福祉法人 博愛会

〒 089-1531

訪問看護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

訪問看護ステーションくろさわ

帯広市大通南４丁目９番地 帯広メディカルプラントビル２
階

0164690166
社会医療法人 恵和会

訪問看護ステーション 看しずく

〒 080-0010

電話 :

0155-20-5111

帯広市西２条南２４丁目１７番地１

0174602359
合同会社 看しずく

訪問看護ステーションたなごころ

〒 080-0012

電話 :

0155-67-0275

帯広市西４条南１５丁目１７番地３

0164690190
公益財団法人北海道医療団

訪問看護ステーションとてっぽの丘るくる

〒 080-0014

電話 :

0155-20-7556

帯広市西７条南２６丁目１３番地１

0174601948
株式会社 フジライフ 〒 080-0017

ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院 在宅療養支援科

電話 :

0155-25-3335

帯広市西１４条南１０丁目１番地

0114614456
北海道厚生農業協同組合連合会

0164690034

一般社団法人 北海道総合在宅ケア事業団 帯広地
域訪問看護ステーション
一般社団法人 北海道総合在宅ケア事業団

内科・循環器 ハートサウンズもりクリニック

〒 080-0024

電話 :

0155-65-0128

帯広市西１４条南１５丁目５番地１０ ＭＹビル １階
〒 080-0024

電話 :

0155-23-6400

帯広市西１８条南３丁目１番地２１

0114614043
医療法人社団 慈弘会

訪問看護ステーションホウカンあおぞら

〒 080-0028

電話 :

0155-58-5077

帯広市西１８条南４丁目１５番１０号

0164690182
社会医療法人北斗

訪問看護ステーション 向日葵

〒 080-0028

電話 :

0155-36-7255

帯広市西１５条北４丁目２番地７

0164690067
医療法人社団 刀圭会

〒 080-0045

電話 :

0155-35-5028
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訪問看護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

訪問看護ステーションりんどう

帯広市西１６条北１丁目２７番地１４４

0164690174
社会福祉法人 刀圭会

訪問看護ステーション 木もれび

〒 080-0046

電話 :

0155-67-5776

帯広市西１７条北２丁目４番１２号

0164690109
有限会社 ホームケアサポート 木もれび

訪問看護ステーション ほっとらいん

〒 080-0047

電話 :

0155-38-2213

帯広市白樺１６条西１丁目３番地１

0164690117
医療法人 十勝勤労者医療協会

訪問看護ステーション えがお

〒 080-0051

電話 :

0155-41-1157

帯広市東１３条南５丁目１番地３６

0164690141
合同会社 Ｍｅｖｌａｎａ

社会医療法人北斗 訪問看護ステーションろらん
0164690059
社会医療法人 北斗

社会福祉法人真宗協会 帯広光南病院

〒 080-0813

電話 :

0155-67-8428

帯広市稲田町基線２番地１ 十勝自立支援センター介護老
人保健施設かけはし
〒 080-0833

電話 :

0155-67-5001

電話 :

0155-47-4811

帯広市空港南町３０３番地７

0114613375
社会福祉法人 真宗協会

訪問看護ステーションかいせい

〒 080-0836

帯広市西２３条南３丁目２７番地４

0164690158
医療法人社団 博愛会

帯広記念病院

〒 080-2473

電話 :

0155-67-8553

電話 :

0155-59-2200

電話 :

0155-42-0742

帯広市川西町基線２８番１

0114614308
医療法人社団あすなろ会

訪問看護事業所 まめきら

〒 089-1182
音更町新通４丁目１番地８

0164790149
社会福祉法人 地域で一緒に暮らそう会

医療法人社団翔嶺館音更宏明館病院

〒 080-0104

音更町木野大通東１７丁目１番６

0114713324
医療法人社団翔嶺館

0164790164

一般社団法人ちせ在宅看護センターちせ訪問看護ス
テーション
一般社団法人ちせ

訪問看護ステーション かしわのもり

〒 080-0111

電話 :

0155-32-3311

音更町共栄台東１０丁目４番地１４グリーンアベニューＡ
１０１
〒 080-0315

電話 :

0155-67-1456

電話 :

0156-66-1230

鹿追町南町３丁目１０番地１

0164790131
特定非営利活動法人 かしわのもり

訪問看護ステーションりらく

〒 081-0223

芽室町東芽室南２線１６番地２

0164790156
社会医療法人社団三草会

清水赤十字病院

〒 082-0006

電話 :

0155-62-3663

電話 :

0156-62-2513

清水町南２条２丁目１番地

0114710270
日本赤十字社

訪問看護ステーション あかしや

〒 089-0195

幕別町札内あかしや町４２番地１０

0164790123
医療法人社団 博愛会

十勝の杜病院

〒 089-0552

電話 :

0155-55-4167

電話 :

0155-56-8811

電話 :

01558-6-3111

幕別町字千住１９３番地の４

0114713043
医療法人社団翔嶺館

大樹町立国民健康保険病院

〒 089-0563
大樹町暁町６番地２

0114711559
大樹町

訪問看護ステーションにじ

〒 089-2145

広尾町丸山通北４丁目６５番地８

0164790180
ケアハウスグランパランＨＩＲＯＯ株式会社

〒 089-2627

電話 :

01558-8-7044
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訪問看護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

一般社団法人 北海道総合在宅ケア事業団 本別地
0164790099 域訪問看護ステーション
一般社団法人 北海道総合在宅ケア事業団

本別町西美里別６番地１５ 本別町総合ケアセンター２階
〒 089-3325

電話 :

0156-22-9050

訪問リハビリテーション
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

社会医療法人恵和会 黒澤病院

帯広市大通南４丁目１番地

0114614324
社会医療法人恵和会

帯広第一病院 訪問リハビリテーション たなごころ

〒 080-0010

電話 :

0155-24-2200

帯広市西４条南１５丁目１７番地３

0114613201
公益財団法人 北海道医療団

訪問リハビリテーションアフタービート

〒 080-0014

電話 :

0155-99-7550

帯広市西１７条南３丁目２４番２４号

0154680037
社会福祉法人光寿会

十勝勤医協 老人保健施設ケアセンター白樺

〒 080-0027

電話 :

0155-58-6500

帯広市白樺１６条西２丁目７番地

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会

帯広整形外科

〒 080-0051

電話 :

0155-41-1165

帯広市東２条南１４丁目１番地２

0114614100
医療法人千樹会

おびひろ呼吸器科内科病院

〒 080-0802

電話 :

0155-66-7507

帯広市東５条南２０丁目１番地

0114614241
社会医療法人恵和会

0114614134

社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンタ
ー
社会医療法人 北斗

社会福祉法人 真宗協会 帯広光南病院

〒 080-0805

電話 :

0155-22-3101

帯広市稲田町基線２番地１ 十勝リハビリテーションセンタ
ー
〒 080-0833

電話 :

0155-67-6816

電話 :

0155-47-4811

帯広市空港南町３０３番地７

0114613375
社会福祉法人 真宗協会

医療法人社団 博愛会 開西病院

〒 080-0836

帯広市西２３条南２丁目１６番地２７

0114613235
医療法人社団 博愛会

医療法人社団翔嶺館音更宏明館病院

〒 080-2473

電話 :

0155-38-7200

音更町木野大通東１７丁目１番６

0114713324
医療法人社団翔嶺館

帯広徳洲会 介護センター

〒 080-0111

電話 :

0155-32-3311

音更町木野西通１４丁目２番地１

0114712888
医療法人 徳洲会

0154780068

介護老人保健施設あんじゅ音更（介護予防）訪問リ
ハビリテーション事業所
社会福祉法人 手稲ロータス会

もみじの里（介護予防）訪問リハビリテーション事業所

〒 080-0302

電話 :

0155-32-3030

電話 :

0155-30-8211

電話 :

0156-66-1185

電話 :

01566-6-2031

電話 :

01558-6-3111

音更町中鈴蘭元町２番地９
〒 080-0309
鹿追町鹿追北２線８番地３３

0154780076
社会福祉法人鹿追恵愛会

鹿追町国民健康保険病院

〒 081-0216
鹿追町東町１丁目１５番地

0114710452
鹿追町

大樹町立国民健康保険病院

〒 081-0222
大樹町暁町６番地２

0114711559
大樹町

広尾町国民健康保険病院

〒 089-2145

広尾町公園通南４丁目１番地

0114712359
広尾町

〒 089-2622

電話 :

01558-2-3111
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訪問リハビリテーション
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

アメニティ本別訪問リハビリテーション

本別町西美里別６番地１８

0154780043
医療法人社団 刀圭会

〒 089-3325

電話 :

01562-2-9311

通所リハビリテーション
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

介護老人保健施設ケアステーションアンダンテ

帯広市西１７条南３丁目２４番２４号

0154680037
社会福祉法人 光寿会

介護老人保健施設 アメニティ帯広

〒 080-0027

電話 :

0155-58-6500

帯広市西１６条北１丁目２７番地

0154680011
医療法人社団 刀圭会

十勝勤医協 老人保健施設ケアセンター白樺

〒 080-0046

電話 :

0155-36-1234

帯広市白樺１６条西２丁目７番地

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会

0154680045

十勝自立支援センター介護老人保健施設かけはし通
所リハビリテーション
社会医療法人 北斗

いのちの木クリニック デイケアきぼうの木

〒 080-0051

電話 :

0155-41-1165

帯広市稲田町基線２番地１ 十勝自立支援センター介護老
人保健施設かけはし
〒 080-0833

電話 :

0155-67-5081

帯広市南の森西９丁目１３番１号

0114613599
医療法人社団 ぶどうの会

介護老人保健施設ヴィラかいせい

〒 080-0862

電話 :

0155-49-1212

帯広市西２２条南２丁目２番地１０

0154680052
医療法人社団 博愛会

帯広徳洲会 介護センター

〒 080-2472

電話 :

0155-37-7600

音更町木野西通１４丁目２番地１

0114712888
医療法人 徳洲会

0154780068

介護老人保健施設あんじゅ音更（介護予防）通所リ
ハビリテーション事業所
社会福祉法人 手稲ロータス会

介護老人保健施設 とかち

〒 080-0302

電話 :

0155-32-3030

電話 :

0155-30-8211

電話 :

0155-30-2300

電話 :

0156-66-1185

音更町中鈴蘭元町２番地９
〒 080-0309
音更町緑陽台南区２番地６

0154780019
公益財団法人 北海道医療団

もみじの里 通所リハビリテーション事業所

〒 080-0318
鹿追町鹿追北２線８番地３３

0154780076
社会福祉法人 鹿追恵愛会

介護老人保健施設 りらく

〒 081-0216

芽室町東芽室南２線１６番地２

0154780035
社会医療法人社団 三草会

池田町小規模介護老人保健施設ぴりか

〒 082-0006

電話 :

0155-61-2266

池田町字西２条５丁目２５番地

0174701508
公益社団法人地域医療振興協会

介護老人保健施設 あかしや

〒 083-0022

電話 :

015-572-3181

幕別町札内あかしや町４２番地の１０

0154780050
医療法人社団 博愛会

光寿会 通所リハビリテーション

〒 089-0552

電話 :

0155-55-4165

電話 :

01558-6-5569

電話 :

01558-6-3111

大樹町字大樹１０番８

0154780027
社会福祉法人 光寿会

大樹町立国民健康保険病院

〒 089-2104
大樹町暁町６番地２

0114711559
大樹町

〒 089-2145
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通所リハビリテーション
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

広尾町国民健康保険病院

広尾町公園通南４丁目１番地

0114712359
広尾町

老人保健施設 アメニティ本別

〒 089-2622

電話 :

01558-2-3111

電話 :

0156-22-9311

本別町西美里別６番地１８

0154780043
医療法人社団 刀圭会

〒 089-3325

認知症対応型通所介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

愛の家グループホーム 帯広西１１条

帯広市西１１条南１５丁目２番地１

0194600060
メディカル・ケア・サービス北海道株式会社

愛の家デイサービス帯広共栄

〒 080-0021

電話 :

0155-24-6678

帯広市西１２条南４丁目１番地３

0194600144
メディカル・ケア・サービス北海道株式会社

デイサービスふるさとの家

〒 080-0022

電話 :

0155-38-2336

帯広市白樺１６条東５丁目５番２

0194600243
社会福祉法人 ふるさと

デイサービス スローライフ おびこ

〒 080-0050

電話 :

0155-41-8383

帯広市東４条南２０丁目６番地４

0194600540
社会医療法人恵和会

〒 080-0804

電話 :

0155-20-3102

介護予防短期入所生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

地域密着型介護老人福祉施設 光輪

帯広市西５条南３０丁目１０番地

0174601526
社会福祉法人 真宗協会

地域密着型介護老人福祉施設 帯広至心寮

〒 080-0015

電話 :

0155-22-5060

帯広市西５条南３０丁目１４番地

0174600080
社会福祉法人 真宗協会

特別養護老人ホーム帯広至心寮

〒 080-0015

電話 :

0155-24-9572

帯広市西５条南３０丁目１４番地

0174601740
社会福祉法人真宗協会

0174600072

特別養護老人ホーム 愛仁園 短期入所生活介護施
設
社会福祉法人 普仁会

養護老人ホーム普仁園 短期入所生活介護施設

〒 080-0015

電話 :

0155-24-9572

帯広市西１７条南２８丁目１番地１
〒 080-0027

電話 :

0155-48-3311

帯広市西１７条南２８丁目１番地１

0174600114
社会福祉法人 普仁会

ショートステイりんどう（従来型）

〒 080-0027

電話 :

0155-48-3311

帯広市西１６条北１丁目２７番地１４４

0174602417
社会福祉法人 刀圭会

ショートステイりんどう（ユニット型）

〒 080-0046

電話 :

0155-67-5759

帯広市西１６条北１丁目２７番地１４４

0174602425
社会福祉法人 刀圭会

ショートステイななかまど（従来型）

〒 080-0046

電話 :

0155-67-5759

帯広市西１６条北１丁目２７番地５０

0174602011
社会福祉法人刀圭会

ショートステイななかまど（ユニット型）

〒 080-0046

電話 :

0155-67-5745

帯広市西１６条北１丁目２７番地５０

0174602029
社会福祉法人刀圭会

〒 080-0046

電話 :

0155-67-5745
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介護予防短期入所生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

地域密着型介護老人福祉施設 奏～かなで～

帯広市東３条南２７丁目４番地

0174602490
社会福祉法人元気の里とかち

地域密着型介護老人福祉施設コムニの里おびひろ

〒 080-0803

電話 :

0155-26-7130

帯広市東９条南１３丁目２番地４

0174601534
社会福祉法人 博愛会

特別養護老人ホーム 帯広慈恩の里

〒 080-0809

電話 :

0155-20-4567

電話 :

0155-49-2800

帯広市空港南町３０３番地１

0174601088
社会福祉法人 真宗協会

ショートステイ杜のそら

〒 080-0836

帯広市大空町３丁目１５番地２

0174602334
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

地域密着型介護老人福祉施設コムニの里みどりヶ丘

〒 080-0838

電話 :

0155-47-4857

帯広市緑ケ丘８丁目１番地３２

0174602185
社会福祉法人 博愛会

ショートステイにれの木（従来型）

〒 080-0846

電話 :

0155-58-6789

帯広市西２２条南１丁目１１番地１３

0174601716
社会福祉法人 刀圭会

ショートステイにれの木（ユニット型）

〒 080-2472

電話 :

0155-66-5111

帯広市西２２条南１丁目１１番地１３

0174601724
社会福祉法人 刀圭会

地域密着型介護老人福祉施設 アルペジオ

〒 080-2472

電話 :

0155-66-5111

帯広市自由が丘５丁目１６番地９

0174601690
社会福祉法人 光寿会

0174602045

帯広けいせい苑短期入所生活介護事業所（ユニット
型）
社会福祉法人 慧誠会

帯広けいせい苑短期入所生活介護事業所

〒 080-2476

電話 :

0155-38-3301

帯広市川西町西１線４７番地３
〒 089-1182

電話 :

0155-59-2952

帯広市川西町西１線４７番地３

0174602466
社会福祉法人慧誠会

ショートステイ 太陽園（ユニット型）

〒 089-1182

電話 :

0155-59-2952

帯広市大正町西１線９６番地１

0174600106
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

ショートステイ太陽園（従来型）

〒 089-1242

電話 :

0155-64-5570

帯広市大正町西１線９６番地１

0174601765
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

ロータス音更短期入所生活介護事業所

〒 089-1242

電話 :

0155-64-5570

電話 :

0155-30-7611

電話 :

0155-42-2154

音更町中鈴蘭元町２番地９

0174701201
社会福祉法人手稲ロータス会

0174700146

特別養護老人ホーム寿楽園介護予防短期入所生活
介護事業
社会福祉法人 音更町柏寿協会

士幌町 老人短期入所生活介護事業所

〒 080-0309
音更町柏寿台１番地５
〒 080-0325

士幌町字士幌西２線１６９番地

0174700799
士幌町

0174700153

社会福祉法人 上士幌福寿協会 指定短期入所生
活介護事業所
社会福祉法人 上士幌福寿協会

短期入所生活介護事業所 新得やすらぎ荘

〒 080-1217

電話 :

01564-5-2416

上士幌町字上士幌東２線２４２番地
〒 080-1408

電話 :

01564-2-4632

電話 :

0156-64-5196

新得町西３条北１丁目２番地

0174700179
社会福祉法人 厚生協会

短期入所生活介護事業所 ひろね

〒 081-0023

新得町西２条南５丁目５番地１

0174701953
社会福祉法人 輔心会

〒 081-0032

電話 :

0156-67-7220
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介護予防短期入所生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

しゃくなげ荘 短期入所生活介護事業所

鹿追町北町１丁目１３番地

0174700161
社会福祉法人 鹿追恵愛会

地域密着型特別養護老人ホーム しゃくなげ荘

〒 081-0202

電話 :

0156-66-2588

電話 :

0156-66-2588

電話 :

0155-62-3996

電話 :

0155-62-3996

鹿追町北町１丁目１３番地

0174701912
社会福祉法人 鹿追恵愛会

0174701540

特別養護老人ホーム芽室けいせい苑（従来型）短期
入所生活介護事業所
社会福祉法人 慧誠会

0174701557

特別養護老人ホーム芽室けいせい苑（ユニット型）短
期入所生活介護事業所
社会福祉法人 慧誠会

池田光寿苑短期入所生活介護事業所

〒 081-0202
芽室町東３条４丁目１番地５
〒 082-0013
芽室町東３条４丁目１番地５
〒 082-0013

池田町字西２条１０丁目２番地２０

0174700245
社会福祉法人 池田光寿会

特別養護老人ホーム せせらぎ荘 短期入所生活介
0174700823 護事業所
社会福祉法人 清水旭山学園

札内寮ショートステイサービス

〒 083-0022

電話 :

015-572-5955

電話 :

0156-62-3611

電話 :

0155-56-4706

電話 :

0155-56-4706

電話 :

0155-55-2000

清水町南３条１丁目１番地
〒 089-0111
幕別町字依田３７９番地

0174700237
社会福祉法人 幕別真幸協会

ふらっと札内ショートステイサービス

〒 089-0571
幕別町字依田３７９番地

0174701532
社会福祉法人 幕別真幸協会

短期入所生活介護事業所 コムニの里まくべつ

〒 089-0571
幕別町旭町１８番地の６

0174701573
社会福祉法人 博愛会

ショートステイサービス 中札内恵津美ハイツ

〒 089-0602

中札内村西２条南４丁目１１番地５

0174700203
社会福祉法人 ポロシリ福祉会

短期入所生活介護事業所コムニの里さらべつ

〒 089-1332

電話 :

0155-68-3339

電話 :

0155-53-3300

更別村字更別南３線９５番６

0174701243
社会福祉法人 博愛会

ふらっと忠類ショートステイサービス

〒 089-1522

幕別町忠類白銀町３８４番地の１０

0174701490
社会福祉法人 幕別真幸協会

大樹町 老人短期入所生活介護事業所

〒 089-1701

電話 :

01558-9-8810

電話 :

01558-6-2361

大樹町暁町６番地１

0174700211
大樹町

広尾町 短期入所生活介護事業所

〒 089-2145

広尾町公園通南４丁目１番地

0174700229
広尾町

本別町特別養護老人ホーム

〒 089-2622

電話 :

01558-2-2127

電話 :

01562-2-2794

電話 :

0156-25-3355

本別町向陽町２３番地１

0174700252
本別町

足寄町立 特別養護老人ホーム あゆみの園

〒 089-3303
足寄町西町９丁目２番地３１

0174700260
足寄町

特別養護老人ホーム しらかば苑

〒 089-3733

陸別町字陸別原野基線３２１番地５

0174700278
社会福祉法人 北勝光生会

老人短期入所生活介護 とよころ荘

〒 089-4313

電話 :

0156-27-3803

電話 :

01557-4-2627

豊頃町茂岩４９番地７８

0174700070
社会福祉法人 豊頃愛生協会

〒 089-5315
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介護予防短期入所生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

社会福祉法人 うらほろ幸寿会 うらほろショートステ
0174700138 イセンター
社会福祉法人 うらほろ幸寿会

浦幌町字北町７番地２３
〒 089-5621

電話 :

015-576-5252

短期入所療養介護（介護老人保健施設）
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

介護老人保健施設ケアステーションアンダンテ

帯広市西１７条南３丁目２４番２４号

0154680037
社会福祉法人 光寿会

介護老人保健施設 アメニティ帯広

〒 080-0027

電話 :

0155-58-6500

帯広市西１６条北１丁目２７番地

0154680011
医療法人社団 刀圭会

十勝勤医協 老人保健施設ケアセンター白樺

〒 080-0046

電話 :

0155-36-1234

帯広市白樺１６条西２丁目７番地

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会

医療法人社団 博愛会 介護老人保健施設ヴィラか
0154680052 いせい
医療法人社団 博愛会

0154780068

社会福祉法人 手稲ロータス会 介護老人保健施設
あんじゅ音更
社会福祉法人 手稲ロータス会

介護老人保健施設 とかち

〒 080-0051

電話 :

0155-41-1165

帯広市西２２条南２丁目２番地１０
〒 080-2472

電話 :

0155-37-7600

電話 :

0155-30-8211

電話 :

0155-30-2300

電話 :

0156-66-1185

音更町中鈴蘭元町２番地９
〒 080-0309
音更町緑陽台南区２番地６

0154780019
公益財団法人 北海道医療団

もみじの里 短期入所療養介護事業所

〒 080-0318
鹿追町鹿追北２線８番地３３

0154780076
社会福祉法人 鹿追恵愛会

0154780035

社会医療法人社団 三草会 介護老人保健施設 り
らく
社会医療法人社団 三草会

池田町小規模介護老人保健施設ぴりか

〒 081-0216

芽室町東芽室南２線１６番地２
〒 082-0006

電話 :

0155-61-2266

池田町字西２条５丁目２５番地

0174701508
公益社団法人地域医療振興協会

0154780050

医療法人社団 博愛会 介護老人保健施設 あかし
や
医療法人社団 博愛会

介護老人保健施設 ケアステーションひかり

〒 083-0022

電話 :

015-572-3181

幕別町札内あかしや町４２番地の１０
〒 089-0552

電話 :

0155-55-4165

電話 :

01558-6-5569

電話 :

0156-22-9311

大樹町字大樹１０番８

0154780027
社会福祉法人 光寿会

介護老人保健施設 アメニティ本別

〒 089-2104
本別町西美里別６番地１８

0154780043
医療法人社団 刀圭会

〒 089-3325

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

広尾町国民健康保険病院

広尾町公園通南４丁目１番地

0114712359
広尾町

〒 089-2622

電話 :

01558-2-3111

認知症対応型共同生活介護 ※要支援１の人は利用できません
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号
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認知症対応型共同生活介護 ※要支援１の人は利用できません
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

ニチイケアセンター帯広大通

帯広市大通南２２丁目９番地１

0194600169
株式会社ニチイ学館

グループホーム くつろぎの家

〒 080-0010

電話 :

0155-20-5231

帯広市西１条南２８丁目４番地１

0174600205
社会福祉法人 幕別真幸協会

ケアサポート ワンズホーム

〒 080-0011

電話 :

0155-20-6767

帯広市西１条南３６丁目１番２７号

0174600536
有限会社 ケアサポートふる郷

グループホーム るくる

〒 080-0011

電話 :

0155-47-5571

帯広市西３条南６丁目２番地１

0174600957
株式会社 フジライフ 〒 080-0013

愛の家グループホーム 帯広西１１条

電話 :

0155-23-0303

帯広市西１１条南１５丁目２番地１

0194600060
メディカル・ケア・サービス北海道 株式会社

グループホーム ふれあいひまわり１・２

〒 080-0021

電話 :

0155-24-6678

帯広市西１１条南３２丁目３番地１３

0174600510
株式会社 アルムシステム

グループホーム ふれあい館１・２

〒 080-0021

電話 :

0155-49-6288

帯広市西１１条南３３丁目２１番地２

0174600403
株式会社 アルムシステム

グループホーム ふれあいハウス

〒 080-0021

電話 :

0155-49-2790

帯広市西１２条南３４丁目１番地９

0174600296
株式会社 アルムシステム

愛の家グループホーム帯広共栄

〒 080-0022

電話 :

0155-49-0322

帯広市西１２条南４丁目１番地３

0194600144
メディカル・ケア・サービス北海道株式会社

グループホーム ふれあい稲田１・２

〒 080-0022

電話 :

0155-38-2336

帯広市西１３条南３９丁目６番３３号

0174600601
株式会社 アルムシステム

愛の家グループホーム帯広若葉

〒 080-0023

電話 :

0155-49-7150

帯広市西１６条南６丁目２７番１６号

0194600516
メディカル・ケア・サービス北海道株式会社

グループホームかしわ

〒 080-0026

電話 :

0155-58-5510

帯広市西１７条南１丁目５番５号

0194600391
社会医療法人恵和会

帯広けいせい苑 グループホーム はるか

〒 080-0027

電話 :

0155-58-2002

帯広市西１８条南２丁目６番地４

0194600094
社会福祉法人 慧誠会

グループホーム ふれあいみなみ野１・２・３

〒 080-0028

電話 :

0155-35-3033

帯広市西１９条南４２丁目１５番１６号，１５番１８号

0174600544
株式会社 アルムシステム

グループホーム ふれあい北帯広１・２

〒 080-0029

電話 :

0155-47-3319

帯広市西１０条北６丁目７番地４

0174600593
株式会社 アルムシステム

ふれあいの里グループホームおびひろ栄

〒 080-0040

電話 :

0155-38-2238

帯広市西１６条北１丁目２５番地９

0194600250
日総ふれあいケアサービス株式会社

グループホームさくらの苑

〒 080-0046

電話 :

0155-34-8350

帯広市西６条北５丁目１４番地１１

0194600276
社会福祉法人 あおい福祉会

帯広けいせい苑グループホームりんごの木

〒 080-0046

電話 :

0155-21-2122

電話 :

0155-36-3604

帯広市新町西６丁目５５番地

0194600466
社会福祉法人慧誠会

〒 080-0053
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認知症対応型共同生活介護 ※要支援１の人は利用できません
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

グループホーム たんぽぽ

帯広市東５条南１４丁目１番地１

0174600551
株式会社 しらかば

グループホーム はなえみ

〒 080-0805

電話 :

0155-20-5837

帯広市東６条南１３丁目１番地

0174600908
株式会社 オフィス２１ 〒 080-0806

グループホーム すずらん

電話 :

0155-20-7007

帯広市東１１条南５丁目１番地２６

0174600692
株式会社 しらかば

愛の家グループホーム 帯広東１２条

〒 080-0811

電話 :

0155-20-6220

帯広市東１２条南４丁目１番地７５

0194600078
メディカル・ケア・サービス北海道 株式会社

ふれあいの里 グループホームおびひろ緑ヶ丘

〒 080-0812

電話 :

0155-26-3330

帯広市緑ヶ丘８丁目１番地２４

0194600458
日総ふれあいケアサービス株式会社

グループホーム ふれあいみなみ野館

〒 080-0846

電話 :

0155-67-5803

帯広市清流東４丁目３番地１４

0174600577
株式会社 アルムシステム

グループホーム清流の里

〒 080-0871

電話 :

0155-48-5131

電話 :

0155-66-6281

帯広市清流東４丁目４番地３

0194600359
社会福祉法人元気の里とかち

グループホーム アルムレジェンド清流の里

〒 080-0871

帯広市清流西２丁目２１番地２

0174600932
株式会社 アルムシステム

グループホーム広野の家

〒 080-0872

電話 :

0155-49-6363

帯広市広野町西３線１５２番地

0194600151
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

グループホームふきのとう

〒 080-2335

電話 :

0155-53-6532

帯広市西１９条南４丁目３４番５０号

0194600326
社会福祉法人あおい福祉会

グループホームふるさと

〒 080-2469

電話 :

0155-58-5586

帯広市西２０条南３丁目６番２２号

0194600367
社会福祉法人ふるさと

グループホーム元気の里おびひろ

〒 080-2470

電話 :

0155-58-3111

帯広市西２３条南１丁目１３１番地９０

0194600193
社会福祉法人元気の里とかち

グループホーム かたらい

〒 080-2473

電話 :

0155-37-0018

帯広市西２３条南２丁目１６番地３６

0194600011
医療法人社団 博愛会

グループホーム 鶴栖

〒 080-2473

電話 :

0155-38-7770

帯広市西２４条南５丁目１０番地１

0194600102
株式会社 ケア・パートナーズ鶴栖

グループホーム ベルエポック

〒 080-2474

電話 :

0155-36-5523

帯広市川西町西１線４７番地６

0174600197
社会福祉法人 慧誠会

グループホーム 太陽の家

〒 089-1182

電話 :

0155-59-2952

帯広市大正町西１線９６番地１

0174600106
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

〒 089-1242

電話 :

0155-63-2270

特定施設入居者生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

シルバーヒルズ るくる

帯広市西３条南６丁目２番地１

0174600924
株式会社 フジライフ 〒 080-0013

電話 :

0155-23-5858
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特定施設入居者生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

シルバーシティ十勝おびひろ

帯広市西６条南１０丁目５１番地１

0174601617
株式会社太平洋シルバーサービス北海道

ケアタウンとてっぽの丘るくる

〒 080-0016

電話 :

0155-24-1111

帯広市西７条南２６丁目１３番地１

0174601930
株式会社 フジライフ 〒 080-0017

ライフシップケア帯広

電話 :

0155-25-7171

帯広市西７条南６丁目１番地４

0174602391
株式会社ライフシップ

ニチイケアセンター帯広緑ヶ丘

〒 080-0017

電話 :

0155-22-3818

帯広市西１６条南６丁目３０番１０号

0174601385
株式会社ニチイ学館

特定施設普仁園

〒 080-0026

電話 :

0155-35-6301

帯広市西１７条南２８丁目１番地１

0174600114
社会福祉法人 普仁会

介護付有料老人ホーム 川北くらぶ

〒 080-0027

電話 :

0155-48-3311

帯広市西６条北５丁目１４番地５

0174601872
株式会社 しらかば

有料老人ホームみのり帯広

〒 080-0036

電話 :

0155-25-1222

帯広市東３条南１２丁目１番地３

0174601443
株式会社アクティブ・ケア

ベル ラヴィ るくる

〒 080-0803

電話 :

0155-21-1294

帯広市東４条南１０丁目１５番地

0174601336
株式会社 フジライフ 〒 080-0804

有料老人ホーム ハイツしらかば

電話 :

0155-26-4111

帯広市東５条南１４丁目１番地１

0174600551
株式会社 しらかば

介護付有料老人ホーム フルールハピネスおびひろ

〒 080-0805

電話 :

0155-20-5836

帯広市東１０条南５丁目１番地１

0174601484
株式会社萌福祉サービス

特定施設 帯広信楽苑

〒 080-0810

電話 :

0155-27-7575

電話 :

0155-49-6300

帯広市空港南町３４５番地２

0174601054
社会福祉法人 真宗協会

介護付高齢者専用賃貸住宅 ピアしらかば

〒 080-0836

音更町木野西通１５丁目５番４

0174701144
株式会社 しらかば

介護予防特定施設入居者生活介護事業所柏陽園

〒 080-0302

電話 :

0155-32-2525

電話 :

0155-67-6385

電話 :

0155-67-7621

電話 :

0156-64-5246

電話 :

0155-67-6394

音更町柏寿台１番地５

0174700146
社会福祉法人 音更町柏寿協会

介護予防特定施設入居者生活介護事業所あさひ苑

〒 080-0325
音更町柏寿台１番地５

0174701938
社会福祉法人音更町柏寿協会

養護老人ホームひまわり荘

〒 080-0325
新得町西３条北１丁目５番６

0174701193
社会福祉法人 厚生協会

ノーステラス札内西町

〒 081-0023
幕別町札内西町４０番地の１

0174701987
株式会社ほくと

広尾町立養護老人ホームかもめ

〒 089-0536

広尾町公園通南４丁目１番地

0174701136
広尾町

本別町養護老人ホーム

〒 089-2622

電話 :

01558-2-2510

電話 :

01562-2-2794

本別町向陽町２３番地１

0174700252
本別町

〒 089-3303
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特定施設入居者生活介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

浦幌町特定施設サービス事業所ラポロ

浦幌町北町１２番地１

0174701128
浦幌町

〒 089-5621

電話 :

015-576-2090

福祉用具貸与
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

株式会社田村義肢製作所 帯広支店 福祉用具貸
0174600163 与事業所
株式会社 田村義肢製作所

特定非営利活動法人 バウ集団

帯広市大通南１５丁目２０番地
〒 080-0010

電話 :

0155-27-2489

電話 :

0155-20-7662

電話 :

0155-21-7887

帯広市大通南１８丁目８番地

0174600973
特定非営利活動法人 バウ集団

ダスキンヘルスレント 十勝ステーション

〒 080-0010
帯広市大通南２１丁目５番地

0174600775
株式会社 サソイ

シニアケアーショップ 「パーム」

〒 080-0010

帯広市西２条南９丁目１６番地 坂本ビル４階

0174601013
坂本商事 株式会社

株式会社 ムトウ 帯広支店

〒 080-0012

電話 :

0155-22-8006

帯広市西３条南１６丁目１８番地２

0174600056
株式会社 ムトウ

ライフケアほく優

〒 080-0013

電話 :

0155-22-6010

帯広市西５条南２４丁目１番地

0174600270
有限会社 北優商事

有限会社メイフとびた 福祉用具貸与事業所

〒 080-0015

電話 :

0155-28-3904

帯広市西５条南２８丁目２番地１

0174600171
有限会社 メイフとびた

株式会社 ディステリア京屋 福祉事業部

〒 080-0015

電話 :

0155-22-9306

帯広市西８条南６丁目４番地３

0174600999
株式会社 ディステリア京屋

福祉用具貸与事業所サトレン

〒 080-0018

電話 :

0155-22-2151

帯広市西１１条南１１丁目４番地１ 西側

0174602516
株式会社サトレン

サニーサイド福祉用具貸与事業所

〒 080-0021

電話 :

0155-67-6439

帯広市西８条北５丁目１番地２

0174601815
サニーサイド株式会社

福祉用具貸与事業所 ふるさと

〒 080-0038

電話 :

0155-38-4677

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0174601757
社会福祉法人 ふるさと

株式会社十勝マイクロ 福祉用具貸与・販売事業部

〒 080-0050

電話 :

0155-35-8930

帯広市東４条南１３丁目１９番地

0174602276
株式会社十勝マイクロ

ＤＣＭホーマック稲田店

〒 080-0804

電話 :

0155-24-2171

帯広市稲田町南９線西９番地１

0174701664
ＤＣＭホーマック株式会社

株式会社マルベリー さわやかセンター帯広

〒 080-0831

電話 :

0155-49-1160

帯広市西１９条南１丁目７番地１４

0174601161
株式会社 マルベリー

福祉用具専門店 丸福

〒 080-2469

電話 :

0155-41-3084

帯広市西２０条南３丁目２９番５号

0174602110
合同会社 ｈｋｃ．丸福

〒 080-2470

電話 :

0155-67-0410
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福祉用具貸与
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

エア・ウォーター・ハローサポート株式会社 帯広営
0174601435 業所
エア・ウォーター・ハローサポート株式会社

福祉用具貸与センターいずみ

帯広市西２２条南１丁目３番地
〒 080-2472

電話 :

0155-38-8666

帯広市西２２条南１丁目９番地４２

0174601773
株式会社 いずみ

帯広ライフケアサービス株式会社

〒 080-2472

電話 :

0155-37-6521

帯広市西２４条南３丁目１５番地２

0174601518
帯広ライフケアサービス株式会社

ホープフルムーン

〒 080-2474

電話 :

0155-66-6972

音更町字駒場東１線２７番地１７

0174602094
株式会社ホープフルムーン

有限会社石川家具店 福祉用具貸与事業所

〒 080-0568

電話 :

0155-44-2990

電話 :

0156-64-5741

電話 :

0155-62-8832

電話 :

01566-2-2357

電話 :

01558-2-3271

電話 :

01562-2-8320

新得町本通南２丁目２６番地

0174700583
有限会社 石川家具店

介護ショップはなまる

〒 081-0008
芽室町東５条５丁目２番地１

0174701227
小林建設 株式会社

有限会社やまぎし 福祉用具貸与事業所

〒 082-0015
清水町本通３丁目１３番地

0174700930
有限会社 やまぎし

生活便利店中川

〒 089-0136
広尾町本通１０丁目２０番地

0174700500
有限会社 中川

福祉用具貸与センターほんべつ

〒 089-2615
本別町西美里別６番地１５

0174700492
社会福祉法人 本別町社会福祉協議会

〒 089-3325

特定福祉用具販売
事業所番号
0174600163

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

株式会社田村義肢製作所 帯広支店 福祉用具貸
与事業所

帯広市大通南１５丁目２０番地

株式会社 田村義肢製作所

特定非営利活動法人 バウ集団

〒 080-0010

電話 :

0155-27-2489

電話 :

0155-20-7662

電話 :

0155-21-7887

帯広市大通南１８丁目８番地

0174600973
特定非営利活動法人 バウ集団

ダスキンヘルスレント 十勝ステーション

〒 080-0010
帯広市大通南２１丁目５番地

0174600775
株式会社 サソイ

株式会社 加藤家具店

〒 080-0010

帯広市西２条南４丁目１９番地３

0174602151
株式会社 加藤家具店

シニアケアーショップ 「パーム」

〒 080-0012

電話 :

0155-21-1111

帯広市西２条南９丁目１６番地 坂本ビル４階

0174601013
坂本商事 株式会社

株式会社 ムトウ 帯広支店

〒 080-0012

電話 :

0155-22-8006

帯広市西３条南１６丁目１８番地２

0174600056
株式会社 ムトウ

ライフケアほく優

〒 080-0013

電話 :

0155-22-6010

帯広市西５条南２４丁目１番地

0174600270
有限会社 北優商事

有限会社メイフとびた 福祉用具貸与事業所

〒 080-0015

電話 :

0155-28-3904

帯広市西５条南２８丁目２番地１

0174600171
有限会社 メイフとびた

〒 080-0015

電話 :

0155-22-9306
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特定福祉用具販売
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

株式会社 ディステリア京屋 福祉事業部

帯広市西８条南６丁目４番地３

0174600999
株式会社 ディステリア京屋

福祉用具貸与事業所サトレン

〒 080-0018

電話 :

0155-22-2151

帯広市西１１条南１１丁目４番地１ 西側

0174602516
株式会社サトレン

福祉用具貸与事業所 ふるさと

〒 080-0021

電話 :

0155-67-6439

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0174601757
社会福祉法人 ふるさと

ＤＣＭホーマック稲田店

〒 080-0050

電話 :

0155-35-8930

帯広市稲田町南９線西９番地１

0174701664
ＤＣＭホーマック株式会社

株式会社マルベリー さわやかセンター帯広

〒 080-0831

電話 :

0155-49-1160

帯広市西１９条南１丁目７番地１４

0174601161
株式会社 マルベリー

福祉用具専門店 丸福

〒 080-2469

電話 :

0155-41-3084

帯広市西２０条南３丁目２９番５号

0174602110
合同会社 ｈｋｃ．丸福

0174601435

エア・ウォーター・ハローサポート株式会社 帯広営
業所
エア・ウォーター・ハローサポート株式会社

福祉用具貸与センターいずみ

〒 080-2470

電話 :

0155-67-0410

帯広市西２２条南１丁目３番地
〒 080-2472

電話 :

0155-38-8666

帯広市西２２条南１丁目９番地４２

0174601773
株式会社 いずみ

帯広ライフケアサービス株式会社

〒 080-2472

電話 :

0155-37-6521

帯広市西２４条南３丁目１５番地２

0174601518
帯広ライフケアサービス株式会社

ホープフルムーン

〒 080-2474

電話 :

0155-66-6972

音更町字駒場東１線２７番地１７

0174602094
株式会社ホープフルムーン

有限会社石川家具店 福祉用具販売等事業所

〒 080-0568

電話 :

0155-44-2990

電話 :

0156-64-5741

電話 :

0155-62-8832

電話 :

01566-2-2357

電話 :

01558-2-3271

新得町本通南２丁目２６番地

0174700583
有限会社 石川家具店

介護ショップはなまる

〒 081-0008
芽室町東５条５丁目２番地１

0174701227
小林建設 株式会社

有限会社やまぎし 福祉用具貸与事業所

〒 082-0015
清水町本通３丁目１３番地

0174700930
有限会社 やまぎし

生活便利店中川

〒 089-0136
広尾町本通１０丁目２０番地

0174700500
有限会社 中川

ホームセンターらいふぼっくすＩＮＧ

〒 089-2615

広尾町丸山通北４丁目３４番地

0174701078
株式会社 橘産業

福祉用具貸与センターほんべつ

〒 089-2627

電話 :

01558-2-2038

電話 :

01562-2-8320

電話 :

0156-25-3184

本別町西美里別６番地１５

0174700492
社会福祉法人 本別町社会福祉協議会

ありがとうの店にいぬま

〒 089-3325
足寄町北１条３丁目１３番地

0174701094
株式会社 にいぬま

〒 089-3701

小規模多機能型居宅介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号
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小規模多機能型居宅介護
事業所番号

事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

小規模多機能型居宅介護事業所 光輪

帯広市西５条南３０丁目１０番地

0194600185
社会福祉法人真宗協会

帯広けいせい苑 小規模多機能ホーム いなほ

〒 080-0015

電話 :

0155-22-5070

帯広市西５条南３７丁目１番７号

0194600441
社会福祉法人 慧誠会

帯広けいせい苑 小規模多機能ホーム はるか

〒 080-0015

電話 :

0155-49-7700

帯広市西１８条南２丁目６番地４

0194600094
社会福祉法人 慧誠会

小規模多機能型居宅介護 あんさんぶる川北

〒 080-0028

電話 :

0155-35-3033

帯広市西１４条北２丁目２番地３９

0194600110
医療法人社団 博愛会

小規模多機能型居宅介護 ななかまど

〒 080-0044

電話 :

0155-38-3111

帯広市西１６条北１丁目２７番地５０

0194600284
社会福祉法人 刀圭会

小規模多機能ホームほっとふるさと

〒 080-0046

電話 :

0155-67-5745

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0194600243
社会福祉法人 ふるさと

小規模多機能型居宅介護事業所 奏～かなで～

〒 080-0050

電話 :

0155-66-6011

帯広市東３条南２７丁目４番地

0194600532
社会福祉法人元気の里とかち

0194600177

小規模多機能型居宅介護事業所 コムニの里おびひ
ろ
社会福祉法人 博愛会

小規模多機能ホーム 杜のそら

〒 080-0803

電話 :

0155-26-7130

帯広市東９条南１３丁目２番地４
〒 080-0809

電話 :

0155-20-1600

帯広市大空町３丁目１５番地２

0194600201
社会福祉法人 帯広太陽福祉会

0194600375

小規模多機能型居宅介護事業所コムニの里みどりヶ
丘
社会福祉法人 博愛会

小規模多機能型居宅介護事業所 清流の里

〒 080-0838

電話 :

0155-47-4757

帯広市緑ヶ丘８丁目１番地３２
〒 080-0846

電話 :

0155-58-4165

電話 :

0155-66-6238

帯広市清流東４丁目４番地３

0194600359
社会福祉法人元気の里とかち

小規模多機能型居宅介護事業所 にれの木

〒 080-0871

帯広市西２２条南１丁目１１番地１３

0194600235
社会福祉法人 刀圭会

小規模多機能型居宅介護 あもる

〒 080-2472

電話 :

0155-66-5111

帯広市西２４条南１丁目３３番地１７

0194600300
社会福祉法人 普仁会

〒 080-2474

電話 :

0155-61-1900

※ 地域密着型サービス
地域密着型サービス［
サービス［介護予防認知症対応型通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共
同生活介護、
同生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護］
介護予防小規模多機能型居宅介護］については、
については、帯広市内分のみ
帯広市内分のみ掲載
のみ掲載し
掲載し
ています。
ています。
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