
番号 事業所等名 所在地 電話番号 交付日

1 鹿児島ヤクルト販売（株）本社 樋之口町１－４ 223-8960 平成22年3月1日

2 ヤクルト伊敷団地センター 西伊敷４－５１－１ 229-8960 平成22年3月1日

3 ヤクルト吉野センター 吉野町２９０２－２１ 243-7398 平成22年3月1日

4 ヤクルト小川センター 小川町２－２２ 222-8960 平成22年3月1日

5 ヤクルト伊敷中学校前センター 下伊敷１－６－５ 224-8960 平成22年3月1日

6 ヤクルト西田センター 西田２丁目１２－１９ 254-8960 平成22年3月1日

7 ヤクルト柿本寺センター 加治屋町１－１０ 225-8960 平成22年3月1日

8 ヤクルト城南センター 甲突町２４ー５ 226-8960 平成22年3月1日

9 ヤクルト鴨池中央センター 下荒田３－４４－７ 253-8960 平成22年3月1日

10 ヤクルト大峯センター 西別府町３０１０－２３ 281-8935 平成22年3月1日

11 ヤクルト中山団地センター 中山１－２３－８ 268-8960 平成22年3月1日

12 ヤクルト谷山センター 上福元町６３６４－２ 269-4879 平成22年3月1日

13 ヤクルト宇宿センター 宇宿３－１３－８ 256-8960 平成22年3月1日

14 ヤクルト卸本町センター 卸本町７－１２ 210-0550 平成22年3月1日

15 サンファミリーきいれ 喜入前之浜町７７８８ 343-1885 平成22年4月15日

16 小規模多機能　前之浜 喜入前之浜町７９１１番地１ 343-7121 平成22年4月15日

17 介護老人福祉施設　喜入の里 喜入前之浜町７７８８ 343-1168 平成22年4月15日

18 介護老人保健施設　サンシャインきいれ 喜入前之浜町７８０８番地１ 343-1176 平成22年4月15日

19 有料老人ホーム　ニコニコハウス 喜入前之浜町７９１１番地１ 343-0187 平成22年4月15日

20 ろうけん青空 吉野町６０４０番地７ 243-4330 平成22年4月16日

21 通所リハビリテーションろうけん青空 吉野町６０４０番地７ 243-4330 平成22年4月16日

22 小規模多機能ホームひばり・グループホームひばり 吉野町２０４２番地 243-2341 平成22年4月16日

23 グループホーム帯迫・デイサービス帯迫 吉野町２８２６番地１ 295-7055 平成22年4月16日

24 小規模多機能ホーム陽なたぼっこの家　小池 桜島小池１３２７ 245-2323 平成22年4月21日

25 グループホーム甲突悠暮里 郡山町６８ 245-6030 平成22年6月30日

26 小規模多機能ホーム悠暮里倶楽部 郡山町６８ 245-6036 平成22年6月30日

27 介護付有料老人ホーム幸和 真砂本町６－１７ 253-8800 平成22年7月15日

28 吉田ナーシングホーム　認知症対応型通所介護事業所 本名町４７２番地 294-4561 平成22年8月2日

29 新田クリニック 喜入前之浜町７８０５番地 343-1166 平成22年8月11日

30 ニコニコ介護相談センターきいれ 喜入町７００８－１１ 345-3939 平成22年8月11日

31 （株）カクイックスウィング　　鹿児島営業所 谷山港１－２－７ 261-4114 平成22年8月23日

32 （株）カクイックスウィング　介護用品館 加治屋町３－１ 226-0923 平成22年8月23日

33 （株）カクイックスウィング　営業本部 谷山港１－２－７ 261-4114 平成22年8月23日

34 （株）カクイックスクリーンケア　加治屋町 加治屋町３－１ 226-0922 平成22年8月23日

35 (株）九州ギフト商会 小山田町６４９６ 238-5467 平成22年9月2日
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36 小規模多機能ホーム　ひだまり 下福元町７５０５の２ 210-8552 平成22年10月13日

37 真砂コリン薬局 真砂町３５－２ 297-5177 平成22年11月15日

38 コープかごしま紫原店 紫原４丁目７番５号 253-9144 平成22年11月22日

39 コープかごしま谷山店 東谷山２丁目３５番２２号 269-7364 平成22年11月22日

40 コープかごしま南谷山店 谷山中央７丁目３０番１０号 269-7367 平成22年11月22日

41 コープかごしま田上店 田上町３７３８番地 251-8588 平成22年11月22日

42 コープかごしま西陵店 西陵１丁目１番１１号 282-3622 平成22年11月22日

43 コープかごしま城西店 原良１丁目２番３号 253-9164 平成22年11月22日

44 コープかごしま荒田店 下荒田２丁目２番３号 253-3920 平成22年11月22日

45 コープかごしま吉野店 吉野町２３８１番６号 243-3441 平成22年11月22日

46 コープかごしま玉竜店 池之上町１２番１２号 247-1703 平成22年11月22日

47 生協コープかごしま本部 田上町３７３８番地 286-0500 平成22年11月22日

48 生協コープかごま　配達　鹿児島センター 西別府町３０１０－４６ 283-3450 平成22年11月22日

49 生協コープかごしま　産直センター 東開町１５番６号 266-6603 平成22年11月22日

50 ザ・ダイソーコープ田上店 田上町３７３８番地 253-0339 平成22年11月22日

51 （株）鹿児島銀行　本店営業部 金生町６番６号 225-3111 平成23年2月10日

52 （株）鹿児島銀行　全営業店 金生町６番６号 225-3111 平成23年2月10日

53 タバタ薬局伊敷支所店 伊敷５丁目１８－６ 218-4006 平成23年7月1日

54 しらかわ薬局荒田支店 荒田１丁目４５番７号 284-0810 平成23年7月1日

55 はやま薬局 吉野町９０７１－１ 244-4894 平成23年7月1日

56 アトム薬局二号店 下竜尾町４－７ 219-1099 平成23年7月1日

57 南日本薬剤センター薬局　慈眼寺店 谷山中央５－１７－５ 267-0871 平成23年7月1日

58 マリンバ調剤薬局　武店
武1丁目２７－２
白川マンション１F

297-5068 平成23年7月1日

59 マリンバ調剤薬局　
東千石町２番１４号
プレール東千石１０１号

822-0080 平成23年7月1日

60 タバタ薬局 下伊敷１丁目４３－３ 220-1433 平成23年7月1日

61 タバタ薬局　厚生市場店 西千石町１３－１１ 805-0375 平成23年7月1日

62 タバタ薬局　吉野店 川上町５４９番地２ 814-5026 平成23年7月1日

63 あかり薬局 照国町１３－４ 201-8070 平成23年7月1日

64 かわかみ薬局 川上町２５７１－４ 244-3003 平成23年7月1日

65 たけまち薬局 武３丁目２２番3号 299-0056 平成23年7月1日

66 かきぞの薬局　吉野店 吉野町７１９－１４ 295-7319 平成23年7月1日

67 しあわせ調剤薬局　緑ケ丘店 緑ケ丘町５－１２ 248-8424 平成23年7月1日

68 薬局ホームケアファーマシー　西鹿児島店 西田２－２２－５ 214-8012 平成23年7月1日

69 荒田八幡　薬局 下荒田２丁目９－１６ 213-4557 平成23年7月1日

70 有限会社　銀座十字堂 千石町９－２７ 222-3309 平成23年7月1日
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71 南日本薬剤センター薬局　中山店 山田町７３９番地 284-7881 平成23年7月1日

72 南日本薬剤センター薬局　坂之上店 坂之上２－１４－１０ 284-6373 平成23年7月1日

73 南九州調剤薬局 山下町１６番１号 224-6063 平成23年7月1日

74 みやこ　調剤薬局 川上町２７５０－１０ 248-8272 平成23年7月1日

75 漢方のオリーブ堂薬局（いづろ電停前店） 金生町１－９ 222-5072 平成23年7月1日

76 清心薬局 東谷山３－２５－１５ 267-8621 平成23年7月1日

77 伊敷調剤薬局脇田店 伊敷８丁目３番２５号 220-7210 平成23年7月1日

78 スター調剤薬局星ヶ峯店 星ヶ峯１丁目１４－８ 296-7197 平成23年7月1日

79 南九州調剤薬局　新屋敷店 新屋敷町２－５ 224-6942 平成23年7月1日

80 南日本薬剤センター薬局　吉野店 吉野町２３８１－４ 210-7650 平成23年7月1日

81 荒田つばめ薬局 上荒田８番１１号 213-5601 平成23年7月1日

82 玉里　つばめ薬局 下伊敷１－１１－１０ 227-1229 平成23年7月1日

83 すずらん調剤薬局 下竜尾町６－２１ 248-0022 平成23年7月1日

84 清風薬局 吉野町２９１４－１３ 295-8886 平成23年7月1日

85 まちだ調剤薬局 下荒田３丁目１７番２２号 206-5575 平成23年7月1日

86 まちだ調剤薬局　鴨池店 鴨池１丁目５０－１６ 206-5859 平成23年7月1日

87 二中通薬局 高麗町４０－２３ 255-2208 平成23年7月1日

88 てらわき　薬局 甲突町１７－２ 226-6058 平成23年7月1日

89 さくら　薬局 紫原２丁目１３番８号 257-0234 平成23年7月1日

90 なの花薬局　玉里団地店 玉里団地２丁目４番９号 229-2122 平成23年7月1日

91 かじや町　さくら薬局
加治屋町１３－３
明和ビル１Ｆ

223-3671 平成23年7月1日

92 （有）さくらメディカル　小松原薬局 小松原２－２２－２０ 263-6277 平成23年7月1日

93 石井薬局 田上２－１５－１０ 252-5068 平成23年7月1日

94 にしぞの薬局 紫原７丁目１４－１ 255-6441 平成23年7月1日

95 大明丘薬局 大明丘２－１８－６ 244-1777 平成23年7月1日

96 坂之上調剤薬局 坂之上６丁目１７７３ 263-0551 平成23年7月1日

97 セオ薬局荒田調剤
下荒田２丁目１－１
サンプラス荒田1F

257-2991 平成23年7月1日

98 こぐま薬局 和田１－１８－２３－１０２ 263-6777 平成23年7月1日

99 南日本薬剤センター薬局 谷山中央５-1５－１ 267-4365 平成23年7月1日

100 パパイヤ薬局 中央町３６－１２－1F 812-8885 平成23年7月1日

101 ㈱薬師堂薬局 城西１－１６－３ 254-1889 平成23年7月1日

102 ㈱薬師堂薬局　高見馬場店 加治屋町１３－９ 248-7302 平成23年7月1日

103 武岡調剤薬局 武岡２丁目２８－２ 806-8300 平成23年7月1日

104 しんかんばし薬局 新照院町１９－１０ 224-0968 平成23年7月1日

105 あおば調剤薬局　荒田店 下荒田１－３０－１ 213-5328 平成23年7月1日
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106 ミナミ薬局　 宇宿1丁目２６－１４ 213-5525 平成23年7月1日

107 上町薬局 下竜尾町１番１０号 226-9221 平成23年7月1日

108 辻之堂薬局 谷山中央７丁目２番２号 263-5885 平成23年7月1日

109 平和市民薬局 下竜尾町１－１５ 222-5770 平成23年7月1日

110 キク薬局　大学病院前店 桜ヶ丘８丁目２０番２８号 275-7110 平成23年7月1日

111 メディルーチェ　なぎさ薬局 鴨池新町１１－２６ 812-6017 平成23年7月1日

112 社会医療法人博愛会　相良病院 松原町３－３１ 224-1800 平成23年7月1日

113 ケンコー堂薬局 宇宿４－３９－１ 265-0868 平成23年7月1日

114 健美堂薬局　中山店　 中山町２１４０－１ 263-5152 平成23年7月1日

115 瀬々串薬局 喜入瀬々串町３４０９－２ 343-8501 平成23年7月1日

116 （株）かみぞの薬局　　明和店 明和１－２６－５ 281-2200 平成23年7月1日

117 康心　薬局 東千石町２－１－１０３ 216-8281 平成23年7月1日

118 有限会社　伊敷調剤薬局 伊敷２－１－１２ 229-1227 平成23年7月1日

119 しあわせ調剤薬局 西伊敷３丁目１８－６ 218-2224 平成23年7月1日

120 アルカス調剤薬局 下荒田２丁目７－７ 286-0841 平成23年7月1日

121 株式会社エスハート　きりん薬局
南郡元町６－１６
紫乃尾ビル１０３号

263-8101 平成23年7月1日

122 サテライト　ろうけん青空 川上町２７５０－３８ 248-7800 平成23年7月1日

123 宅配クック１２３ 城西１丁目１０－１ 206-8839 平成23年7月6日

124 公益財団法人　慈愛会　谷山病院 小原町８－１ 269-4111 平成23年7月6日

125 介護老人保健施設あさひ 泉町８番２号 225-8660 平成23年7月11日

126 笹貫訪問看護ステーション　愛の街
鴨池新町１１－３
鴨池新町ビル２０４号

213-4785 平成23年7月14日

127 デイサービスセンターいきいき 若葉町３２－６ 218-8781 平成23年7月20日

128 小規模多機能ホーム　わが家 西伊敷７丁目１０－２ 210-7561 平成23年7月20日

129 特別養護老人ホーム　ふれあいの街　ねむの里 山田町２４０５番地１ 275-7160 平成23年8月24日

130 指定居宅介護支援事業所　さくらんぼ 下田町１７５９番地 244-0111 平成23年9月7日

131 ヘルパーステーション　さくらんぼ 下田町１７５９番地 244-8351 平成23年9月7日

132 中山クリニック（居宅介護支援事業所） 中山町２２６４ 269-0556 平成23年10月13日

133 ツクイ鹿児島宇宿 宇宿８丁目１３-２２ 275-9787 平成23年11月9日

134 （有）鹿児島メディカル　グループホームあらた 荒田1丁目５１－１４ 252-2561 平成23年7月13日

135 グループホーム笑憩の里 吉野町５２２１－１ 295-8650 平成23年7月20日

136 医療法人　秀愛会　シニアライフ清滝 西千石町１３-３０ 213-9905 平成23年7月20日

137 睦園認知症型対応通所介護事業所 吉野町６０７７-５６ 244-4675 平成23年8月5日

138 グループホーム吉田さくらの里 東佐多町２０６０ 295-2422 平成23年10月14日

139 セブンイレブン鹿児島　新屋敷町店 新屋敷町１番８号 223-5338 平成23年10月20日

140 セブンイレブン鹿児島　天文館通り店 千日町１４-２１ 225-5373 平成23年10月20日
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141 セブンイレブン鹿児島　仙巌園前店 吉野町９６８８-２５ 801-8711 平成23年10月20日

142 セブンイレブン鹿児島　宇宿7丁目店 宇宿７丁目１-１８ 264-5500 平成23年10月20日

143 セブンイレブン鹿児島　二官橋通り店 東千石１番地１ 227-1477 平成23年10月20日

144 セブンイレブン鹿児島　荒田2丁目店 荒田２丁目５９番２２号 258-3118 平成23年10月20日

145 セブンイレブン鹿児島　慈眼寺店 谷山中央６丁目４１番６号 802-5177 平成23年10月20日

146 セブンイレブン鹿児島　紫原7丁目店 紫原７丁目２６-１ 251-0152 平成23年10月20日

147 セブンイレブン鹿児島　宇宿2丁目店 宇宿２丁目１-８ 250-7828 平成23年10月20日

148 セブンイレブン鹿児島　城西３丁目店 城西３丁目６-１ 250-7688 平成23年10月20日

149 セブンイレブン鹿児島　下荒田2丁目店 下荒田２丁目２９-２ 258-6422 平成23年10月20日

150 セブンイレブン鹿児島　東開町北店 東開町４-１０１ 266-1573 平成23年10月20日

151 セブンイレブン鹿児島　原良店 原良町１６００ 250-7378 平成23年11月4日

152 オアシス　吉野 吉野町８６１４番地 248-7205 平成23年11月8日

153 ツクイさつま吉野 吉野町２９５２-２９７ 295-7160 平成23年11月8日

154 立正佼成会　鹿児島教会 東郡元町１１－１７ 255-3565 平成23年11月9日

155 九州電力（㈱鹿児島営業所 与次郎２丁目６−１６ 253-1120 平成24年1月31日

156 中道電化サービス 喜入中名町１０１１ 345-0628 平成24年3月1日

157 株式会社　南日本リビング新聞社 泉町１４-１ 222-4611 平成24年3月28日

158 公益財団法人　慈愛会ディサービスはなぶき 南栄５丁目１０番２４号 284-5663 平成24年3月27日

160 ＮＴＴ西日本ホームテクノ九州鹿児島営業所 天保山町１－３５ 813-5680 平成24年4月27日

161 ＮＴＴ西日本ホームテクノ九州鹿児島営業所 下荒田１丁目１９－１ 250-5224 平成24年4月27日

162 ＮＴＴ西日本ホームテクノ九州鹿児島営業所 松原町４番２６号 227-9608 平成24年4月27日

163 公益社団法人　鹿児島市シルバー人材センター 天保山町１－１ 252-4661 平成24年5月9日

164 グループホームアルプス 高麗町４２－１２ 286-1230 平成24年5月12日

165
社会福祉法人たんぽぽ会
就労継続支援センターたんぽぽ

星ヶ峯４丁目２番６号 262-5686 平成24年5月22日

166 医療法人裕智会グループホームアルプスの風 荒田１丁目１１番１号 296-8008 平成24年5月25日

167 九州東邦(株）鹿児島営業所 西別府町２９４１－２４ 282-6311 平成24年6月13日

168 鴨池デイサービスセンター和 鴨池１丁目６０番４号 254-8579 平成24年6月22日

169 グループホーム敬史館 本名町４９４ 294-1717 平成24年8月19日

170 自家焙煎珈琲　ブタペンギン 城山町１－６ＭＢＣ学園１Ｆ 222-1199 平成24年8月24日

171 東部農業協同組合 東谷山２丁目２２－２３ 268-2261 平成24年8月29日

172 (有）エスティバン　あすなろ薬局 薬師２丁目１６－７ 255-4976 平成24年9月6日

173 有料老人ホーム　マリンピア与次郎 与次郎２丁目９－２２ 202-0100 平成24年9月11日

174 株式会社　第一興商鹿児島支店 高麗町１２番１８号 259-4365 平成24年9月11日

175 朝日生命保険相互会社　鹿児島営業所 草牟田１丁目５－３ 222-3744 平成24年10月16日

※認知症サポーターステッカー交付申請書に記載された内容を掲載しています。
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176 朝日生命保険相互会社　鹿児島東営業所 下竜尾町１－２０ 226-3519 平成24年10月16日

177 朝日生命保険相互会社　鹿児島南営業所 荒田２丁目１２－２ 252-0867 平成24年10月16日

178 朝日生命保険相互会社　新鹿児島営業所 小松原１丁目３６－１７ 268-2478 平成24年10月16日

179 医療法人草清会　いいだクリニック 草牟田２丁目１７－３ 222-1752 平成24年11月6日

180 有料老人ホーム・デイサービスしらゆり 上福元町５３８１ 298-1222 平成24年11月6日

181 株式会社　ビジネスパートナー 荒田２丁目７－２０ 253-7700 平成24年11月6日

182 清水鍼灸指圧治療院 鴨池１丁目２－２４ 251-6112 平成24年11月6日

183 デイサービスセンター日之出 紫原３丁目３１－１０ 296-7731 平成24年11月6日

184 リーガル・レノヴァ司法書士事務所 下荒田１丁目３８－３３ 296-1253 平成24年11月6日

185 しおや写真館 荒田２丁目２－５ 257-1487 平成24年11月6日

186 鹿児島市地域包括支援センター　中央 城南町３２－１１ 219-4061 平成24年11月19日

187 鹿児島市地域包括支援センター　上町 大竜町３番１７号 219-4815 平成24年11月19日

188 鹿児島市地域包括支援センター　鴨池北
鴨池２丁目２５－１－１１
鹿児島市保健所別館３階

812-8825 平成24年11月19日

189 鹿児島市地域包括支援センター　鴨池南 新栄町１－１１ 813-0880 平成24年11月19日

190 鹿児島市地域包括支援センター　城西 薬師１丁目１６－９ 813-0130 平成24年11月19日

191 鹿児島市地域包括支援センター　武・田上 田上３丁目１３－２ 284-0620 平成24年11月19日

192 鹿児島市地域包括支援センター　谷山北 自由ヶ丘１丁目１－８ 284-5320 平成24年11月19日

193 鹿児島市地域包括支援センター　谷山中央 谷山中央３丁目３８３－１８ 263-6260 平成24年11月19日

194 鹿児島市地域包括支援センター　谷山南 坂之上２丁目１７番１号 297-5301 平成24年11月19日

195 鹿児島市地域包括支援センター　伊敷台 伊敷台２丁目１７番１５号 218-8760 平成24年11月19日

196 鹿児島市地域包括支援センター　西伊敷 西伊敷３丁目１６番１８号 295-4007 平成24年11月19日

197 鹿児島市地域包括支援センター　吉野 吉野町３０４６番地 295-7301 平成24年11月19日

198 鹿児島市地域包括支援センター　桜島 桜島藤野町１４５６番地１ 245-2525 平成24年11月19日

199 鹿児島市地域包括支援センター　吉田
本城町１６９６番地
吉田支所別館１階

293-7655 平成24年11月19日

200 鹿児島市地域包括支援センター　郡山
郡山町１４１番地
郡山地区保健センター１階

245-6601 平成24年11月19日

201 鹿児島市地域包括支援センター　松元
上谷口町２８８３番地
松元支所３階

278-7131 平成24年11月19日

202 鹿児島市地域包括支援センター　喜入 喜入町７０００番地 343-5131 平成24年11月19日

203 株式会社鶴森　リハビリ型デイサービスゆくさ 吉野町３０７３－１３ 298-9551 平成24年12月3日

204 ゆうゆう薬局　みなみ店 長田町１５－８ 225-9711 平成25年1月24日

205 ゆうゆう薬局　玉里団地店 玉里団地２丁目４－９ 229-2122 平成25年1月24日

206 ゆうゆう薬局　脇田店 宇宿３丁目２９－５ 255-8772 平成25年1月29日

207 寿康園グループホーム飯山 本名町２１９６番地１ 293-7008 平成25年2月13日

208 小規模特別養護老人ホーム寿康園 本名町２１９６番地１ 293-7007 平成25年2月13日

209 特別養護老人ホーム寿康園 本名町２３４番地 294-2510 平成25年2月13日

210 ケアハウス　大原の里 本名町２３４番地 294-2510 平成25年2月13日

※認知症サポーターステッカー交付申請書に記載された内容を掲載しています。
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211 寿康園通所介護事業所 本名町２３４番地 294-2653 平成25年2月13日

212 寿康園訪問介護事業所 本名町２３４番地 294-2653 平成25年2月13日

213 寿康園居宅介護支援事業所 本名町２３４番地 294-2653 平成25年2月13日

214 寿康園グループホーム宮之浦 宮之浦町８９２番地 294-1017 平成25年2月13日

215 認知症対応型通所介護よいどこい　花野 花野光ヶ丘２丁目５５番１５号 228-0082 平成25年3月1日

216 藤元勝税理士事務所 大竜町７番３２号 248-4820 平成25年4月1日

217 全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部 鴨池新町１５番地 258-5511 平成25年4月1日

218 鹿児島県信用農業協同組合連合会 鴨池新町１５番地 258-5245 平成25年4月1日

219 鹿児島県経済農業協同組合連合会 鴨池新町１５番地 258-5315 平成25年4月1日

220 鹿児島県農業協同組合中央会 鴨池新町１５番地 258-5141 平成25年4月1日

221 鹿児島県厚生農業協同組合連合会 天保山町２２番２３号 256-1820 平成25年4月1日

222 鹿児島厚生連病院 天保山町２２番２５号 252-2228 平成25年4月1日

223 ＪＡ鹿児島県厚生連健康管理センター 与次郎１丁目１３番１号 256-1133 平成25年4月1日

224 ＪＡグリーン鹿児島　桜島給油所 桜島横山町１７２２番地１ 293-2102 平成25年4月1日

225 ＪＡグリーン鹿児島　谷山西ガスセンター 上福元町３８３８番地 260-8513 平成25年4月1日

226 ＪＡ葬祭　天祥館 東谷山７丁目２６－２０ 260-4000 平成25年4月1日

227 株式会社南日本銀行　本店営業部 山下町１番１号 226-1111 平成25年4月8日

228 グループホーム西伊敷 西伊敷４丁目４５番５号 090-4772-2705 平成25年4月19日

229 横山記念病院 吉野町４８２６－１ 244-0555 平成25年4月26日

230 養護老人ホーム慈眼寺寿光園 慈眼寺町１６－７ 268-2514 平成25年5月17日

231 ケアセンター城西 西田１丁目１６－１ 286-0626 平成25年6月7日

232
(社福）恩賜財団済生会支部鹿児島県済生会
グループホーム武岡五丁目

武岡５丁目１６番２３号 282-6081 平成25年6月12日

233
(社福）恩賜財団済生会支部鹿児島県済生会
特別養護老人ホーム高喜苑

武岡５丁目５１番１０号 284-8250 平成25年6月12日

234
(社福）恩賜財団済生会支部鹿児島県済生会
武岡台デイサービスセンター

小野町２４２７－２ 283-6880 平成25年6月12日

235
(社福）恩賜財団済生会支部鹿児島県済生会
グループホーム武岡ハイランド

小野町２４２７－２ 283-7231 平成25年6月14日

236 ＪＡグリーン鹿児島　本部 小川町２７番１７号 239-9300 平成25年8月13日

237 ＪＡグリーン鹿児島　本店 小川町２７番１７号 239-9309 平成25年8月13日

238 ＪＡグリーン鹿児島　小野支店 小野３丁目５番１号 220-1517 平成25年8月13日

239 ＪＡグリーン鹿児島　犬迫支店 犬迫町５８４０番地 238-0101 平成25年8月13日

240 ＪＡグリーン鹿児島　谷山西支店 上福元町３８３８番地 268-2271 平成25年8月13日

241 ＪＡグリーン鹿児島　中山支店 中山町７１９番地 268-2271 平成25年8月13日

242 ＪＡグリーン鹿児島　桜ケ丘支店 桜ケ丘４丁目１番１３号 264-7391 平成25年8月13日

243 ＪＡグリーン鹿児島　坂之上支店 坂之上４丁目１９番１３号 261-5111 平成25年8月13日

244 ＪＡグリーン鹿児島　谷山支店 谷山中央３丁目４５２３番地 269-3131 平成25年8月13日

245 ＪＡグリーン鹿児島　不動産課（谷山支店） 谷山中央３丁目４５２３番地 284-5600 平成25年8月13日
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246 ＪＡグリーン鹿児島　慈眼寺支店 慈眼寺町２３番２２号 268-2008 平成25年8月13日

247 ＪＡグリーン鹿児島　福平支店 平川町９９１番地１ 261-6181 平成25年8月13日

248 ＪＡグリーン鹿児島　山田支店 山田町２２７５番地７ 264-2201 平成25年8月13日

249 ＪＡグリーン鹿児島　吉田南支店 本名町１２２６番地 294-2221 平成25年8月13日

250 ＪＡグリーン鹿児島　桜島支店 桜島藤野町１４７０番地 293-2500 平成25年8月13日

251 ＪＡグリーン鹿児島　袴腰支店 桜島横山町６１番地４ 293-2098 平成25年8月13日

252 ＪＡグリーン鹿児島　ローンプラザ 上福元町５４５６番地２ 208-0808 平成25年8月13日

253 ＪＡグリーン鹿児島　梅ヶ渕給油所 伊敷６丁目１３番４８号 220-3411 平成25年8月13日

254 ＪＡグリーン鹿児島　犬迫給油所 犬迫町５８５３番地４ 238-2336 平成25年8月13日

255 ＪＡグリーン鹿児島　中山西給油所 中山町１５５４番地１ 268-4763 平成25年8月13日

256 ＪＡグリーン鹿児島　吉田南給油所 本名町５５８８番地 294-2233 平成25年8月13日

257 ＪＡ葬祭　天祥館　光山斎場 光山１－５－１ 262-4279 平成25年8月13日

258 農林中央金庫鹿児島推進室 鴨池新町１５番地　ＪＡ鹿児島県会館２F 812-6081 平成25年8月20日

259 グループホームサンひまわり 下伊敷１丁目４４番１１号 218-2045 平成25年8月21日

260
社会福祉法人グリーンコープ
ふくしサービスセンター　ミナミ

東谷山７丁目２５－７ 267-0001 平成25年8月23日

261 （株）早稲田イーライフ鹿児島中央 西田３丁目１－１９－１F 255-7811 平成25年9月30日

262 株式会社（邑） 荒田２丁目３－４ 253-4840 平成25年10月25日

263 デイサービスふうりん 荒田１丁目３１－２７ 296-1472 平成25年10月25日

264 リバティウェルネス株式会社 吉野町３０３７－２４ 295-3512 平成25年10月25日

265 天達司法書士・行政書士事務所 荒田２丁目１２－７Kビル３F 250-9320 平成25年10月25日

266 ケアネットたから 山田町２１７４－６ 297-6957 平成25年10月30日

267 小規模すばる 川上町２７５０－４３ 295-3270 平成25年11月7日

268 介護付有料老人ホームけやき 伊敷台４丁目３４－１ 229-0017 平成25年12月1日

269 グループホームみどり 川上町３５６１ 295-7333 平成25年12月1日

270 リハビリ専門デイサービス山の上倶楽部 吉野町５３７４－３ 210-7483 平成25年12月1日

271 さくらのお家よしだ 東佐多町２６９－２ 245-5500 平成25年12月1日

272 ファルマコム(株）介護支援事業所 真砂町８４番１９号 258-1314 平成26年1月17日

273 ＪＡ鹿児島県中央会 鴨池新町１５番地 258-5141 平成26年1月23日

274 （株）芙蓉商事 住吉町１－３ 222-3100 平成26年1月27日

275 ホテルㇾクストン鹿児島 山之口町４－２０ 222-0505 平成26年1月31日

276 鹿児島ワシントンホテルプラザ 山之口町１２－１ 225-6111 平成26年1月31日

277 ブルーウェーブイン鹿児島 山之口町２－７ 224-3211 平成26年1月31日

278 東横イン鹿児島天文館Ⅰ 山之口町３－６ 219-1045 平成26年1月31日

279 東横イン鹿児島天文館Ⅱ 東千石町１－４３ 224-1045 平成26年1月31日

280 サンデイズイン鹿児島 山之口町９－８ 227-5151 平成26年1月31日
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281 かごしまプラザホテル天文館 山之口町７－８ 222-3344 平成26年1月31日

282 グリーンリッチホテル鹿児島天文館 山之口町１２－１６ 224-5551 平成26年1月31日

283 ホテルサンフレックス鹿児島 堀江町１９－１４ 225-5511 平成26年1月31日

284 ホテルニューニシノ 千日町１３－２４ 224-3232 平成26年1月31日

285 ヘアーズ・グラフティー（美容室） 鴨池１丁目１０番５号１０１号 251-7575 平成26年1月31日

286 (有）平峯畳商店 西田２丁目１０－１５ 254-4443 平成26年3月12日

287 有限会社　平塚商会　メガネのふじ
西田２丁目７－２１
朝稲ビル１Ｆ

254-8640 平成26年3月12日

288 カラオケＳＰＯＴ　ＭＹくん　中央駅店 西田２丁目２１－２１－２Ｆ 206-7555 平成26年3月12日

289 小料理　山菜 西田２丁目１１－７ 257-7993 平成26年3月12日

290 清風予備校 西田２丁目１９－２４ 259-3078 平成26年3月12日

291 じてんしゃ修理屋　トミ 西田２丁目１８－２ 090-4359-9292 平成26年3月12日

292 鹿児島情報サービス（株） 西田２丁目２８－８ 812-1915 平成26年3月12日

293 駅裏だいやめきっちん　かくれ家
西田２丁目２１－２３
アスカⅠ　２０２

296-8422 平成26年3月12日

294 南国ライフケア株式会社 東千石町３－１５ 222-7500 平成26年3月12日

295 南国与次郎ケアハイツ　南国与次郎デイサービス 与次郎１丁目２－１６ 204-7700 平成26年3月12日

296 シニアハイツ天文館　南国東千石デイサービス 東千石町３－２５ 248-8601 平成26年3月12日

297 オアシスケア原良 原良１丁目１－５ 296-8445 平成26年4月23日

298 オアシスケア新屋敷 新屋敷町３０－２３ 298-9541 平成26年4月23日

299 オアシスケア郡元 郡元町６－２８ 296-9110 平成26年4月23日

300 オアシスケア吉野 吉野町８８５９－５ 243-7647 平成26年4月23日

301 オアシスケア下荒田 下荒田３丁目１２－７ 206-2781 平成26年4月23日

302 オアシスケア武 武１丁目３７－１７ 250-6500 平成26年4月23日

303 オアシスケア天保山 下荒田２丁目４５－６ 203-0025 平成26年4月23日

304 介護の森株式会社
金生町７－１０
アリマビル７Ｆ

295-4155 平成26年4月23日

305 薬局ジャックのおくすりやさん 中山町２１７６－２ 296-9230 平成26年4月25日

306 （株）サティスファーマ　マリンバ調剤薬局宇宿店 宇宿３丁目２１－６ 286-6773 平成26年4月25日

307 （株）サティスファーマ　マリンバ調剤薬局郡元店
郡元３丁目３－１４
東ビル１Ｆ

252-2355 平成26年4月25日

308 デイサービスセンターさんさん玉里 玉里団地３丁目３７－１８ 248-8113 平成26年5月8日

309 グループホーム　エデンの丘 坂元町１６１－４ 247-5050 平成26年5月8日

310 有料老人ホーム　エデンの丘 坂元町１６１－４ 247-7777 平成26年5月8日

311 小規模多機能ホーム　エデンの丘 坂元町１６１－４ 247-8500 平成26年5月8日

312 デイサービスセンター　エデンの丘 坂元町１６１－４ 247-8500 平成26年5月8日

313 かごしま温泉健康プラザ
永吉２丁目２１－６
西部保健センター４F

252-8551 平成26年5月15日

314 医療法人隆仁会　居宅介護支援事業所　甲南 高麗町８－２５ 812-6148 平成26年6月15日

315 横山病院 永吉１丁目１１－１ 256-4567 平成26年6月15日
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316 そうごう薬局下竜尾店 下竜尾町２－１５ 805-1481 平成26年6月21日

317 そうごう薬局市役所通店 山下町１２－３６ 216-9161 平成26年6月21日

318
社会福祉法人くすの木会
特別養護老人ホームくすの木グリーンハイツ

犬迫町７７７１番地 245-4321 平成26年8月8日

319 通所介護　アステラス 上福元町３７３７－２ 203-0323 平成26年8月12日

320 大和リース株式会社鹿児島支店 与次郎１丁目１２番２０号 286-1061 平成26年8月20日

321 医療法人博康会　アクラス中央病院 武岡１丁目１２１－５ 203-0100 平成26年9月29日

322 ふるさとの家郡山 東俣町３８５３ 298-8118 平成26年9月30日

323 ＣＡＲＥ　Ｄｅｓｉｇｎ 吉野町２７８１－９ 243-7755 平成26年10月15日

324 有限会社ライフサポート　マリンピア与次郎 与次郎２丁目９－２ 202-0100 平成26年11月13日

325 ガーデンハウス慈遊館 下福元町３７４１ 263-3060 平成26年12月1日

326 行政書士木浦甲太郎事務所 永吉１丁目３５番１０号 080-3905-2703 平成27年1月20日

327 げじま行政書士事務所 東谷山７丁目７－１０ 268-2501 平成27年1月20日

328 津留見芳史行政書士事務所 田上台２丁目３６－７ 265-5984 平成27年1月20日

329 青手木行政書士事務所 城山２丁目３６－１０ 239-6086 平成27年1月20日

330 合原行政書士事務所
東谷山３丁目６番６号
グランデマーレ１０１号

802-6056 平成27年1月20日

331 村場哲也行政書士事務所 田上７丁目７－３ 281-5777 平成27年1月20日

332 横山功行政書士事務所 西陵２丁目４７－６ 281-4086 平成27年1月20日

333 地域活動支援センターかけはし 光山１丁目６－１ 261-5100 平成27年3月2日

334 共同生活援助グループホーム小城ホーム 光山１丁目６－２ 299-6163 平成27年3月2日

335 自立支援（生活支援）生活サポート　コパン 光山２丁目３１－２１ 298-1763 平成27年3月2日

336 医療法人陽善会　坂之上病院 光山２丁目３１－７６ 210-8358 平成27年3月2日

337 済生会鹿児島病院 南林寺町１－１１ 223-0101 平成27年3月11日

338 訪問カット　ふれんど 郡元２丁目２０－３１ 255-8063 平成27年5月11日

339 サービス付高齢者向け住宅　架け橋 堀江町３－３ 219-3853 平成27年5月11日

340 通所リハビリテーション　ウェルネスじあい 堀江町１７－１ 226-5206 平成27年5月11日

341 鹿児島徳洲会病院 下荒田３丁目８－１ 250-1110 平成27年5月29日

342 医療法人猪鹿倉会　パールランド病院 犬迫町２２５３番地 230-0301 平成27年5月29日

343 グループホーム　陽だまりの家 吉野町４８８０番地１５ 295-7240 平成27年5月29日

344 デイサービス風凛 照国町１８－９ 295-4903 平成27年6月17日

345 セブンイレブン　鹿児島春山町店 春山町１８９８－１ 278-0114 平成27年6月19日

346 セブンイレブン　鹿児島郡元町店 郡元町３７１－１ 206-6003 平成27年6月19日

347 セブンイレブン　鹿児島東千石町店 東千石町８番地１８ 226-8380 平成27年6月19日

348 セブンイレブン　鹿児島小松原２丁目店 小松原２丁目１５番１７号 269-2660 平成27年6月19日

349 セブンイレブン　鹿児島鴨池港前店 鴨池新町１４－３４ 250-0678 平成27年6月19日

350 セブンイレブン　鹿児島川上町店 川上町２７２１－３ 244-6707 平成27年6月19日
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351 セブンイレブン　鹿児島吉野帯迫中央店 吉野１丁目１０番２０号 244-5886 平成27年6月19日

352 セブンイレブン　鹿児島武１丁目店 武１丁目２６－１１ 255-6808 平成27年6月19日

353 セブンイレブン　鹿児島西伊敷店 川上町３７０１ 244-3001 平成27年6月19日

354 セブンイレブン　鹿児島和田１丁目店 和田１丁目３１－４５ 267-6868 平成27年6月19日

355 セブンイレブン　鹿児島西田２丁目店 西田２丁目１２－３１ 206-5191 平成27年6月19日

356 しみず鍼灸院レジリエンス 鴨池１丁目５６－１６－１Ｆ 250-8333 平成27年6月22日

357 居宅介護支援事業所　おじゃったもんせ 小川町１１－８　１Ｆ 248-9510 平成27年6月25日

358 介護支援センターゆりかご 伊敷５丁目１８番１号 229-0180 平成27年6月28日

359 ウチシルベ鹿児島 伊敷１丁目６－３ 218-3450 平成27年6月28日

360 セブンイレブン　鹿児島伊敷台７丁目店 伊敷台７丁目１８５３－１ 229-7711 平成27年6月29日

361 セブンイレブン　鹿児島吉野支所前店 吉野町２２１１－１ 244-7711 平成27年6月29日

362 セブンイレブン　鹿児島星ヶ峯店 星ヶ峯２丁目６７－１ 275-3223 平成27年6月29日

363 セブンイレブン　鹿児島紫原３丁目店 紫原３丁目１１－４ 206-2203 平成27年6月29日

364 セブンイレブン　鹿児島東俣店 東俣町１６８－１ 298-7770 平成27年6月29日

365 セブンイレブン　鹿児島武岡店 武岡２丁目２－１ 282-5711 平成27年6月29日

366 セブンイレブン　鹿児島照国神社前店 照国町１１－１ 227-4711 平成27年6月29日

367 セブンイレブン　鹿児島西郷団地入口店 田上８－３１－８ 282-8822 平成27年6月29日

368 セブンイレブン　与次郎２丁目店 与次郎２丁目２２９５－１１４ 206-8161 平成27年6月29日

369 セブンイレブン　鹿児島天文館公園前店 山之口町７－２６ 227-3586 平成27年6月29日

370 セブンイレブン　鹿児島山之口町店 山之口町７－４６ 223-7711 平成27年6月29日

371 セブンイレブン　鹿児島千年橋店 伊敷町４５０２－１ 229-3711 平成27年6月29日

372 セブンイレブン　鹿児島上荒田町店 上荒田町４１－１２ 258-7110 平成27年6月29日

373 セブンイレブン　鹿児島上之園町店 上之園町２５－１５ 251-3600 平成27年6月29日

374 オアシスケア　上荒田 上荒田２５番１６号 210-5582 平成27年7月11日

375 おじゃったもんせデイサービス 小川町１１－８　２Ｆ 248-9512 平成27年7月13日

376 白浜病院 常盤１丁目１７－１ 253-4141 平成27年7月22日

377 ヘルパーステーション風凛 荒田２丁目２２番１０号 296-1572 平成27年7月29日

378 デイサービス風凛　照国
照国町１８－９
サンシュライン１Ｆ

295-4903 平成27年7月29日

379 デイサービスおじゃったもんせ（伊敷）
伊敷１丁目２３番３０号
福田ビル

228-7766 平成27年7月29日

380 美樹園デイサービスひらやま 谷山中央２丁目４５１５番地 266-5876 平成27年7月31日

381 美樹園デイサービスセンター 下福元町１９２６－６ 268-8811 平成27年7月31日

382 美樹園居宅介護支援事業所 谷山中央２丁目４５１５番地 267-6855 平成27年7月31日

383 特別養護老人ホーム　美樹園 下福元町１９２６－６ 267-2252 平成27年7月31日

384 美樹園ヘルパーステーション 谷山中央２丁目４５１５ 266-5955 平成27年7月31日

385 公益社団法人　鹿児島県医薬品配置協会
鴨池２丁目３０番８号
県老人福祉会館３階

208-8484 平成27年9月8日
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386 鹿児島市西消防署 城西２丁目１番１号 254-0119 平成27年9月24日

387 鹿児島市立いしき園 西伊敷４丁目１２－２ 220-8194 平成27年10月1日

388 就労継続支援Ａ型事業所いっぽいっぽ 下福元町８８９６番地１ 210-8055 平成27年10月6日

389 株式会社アトル　鹿児島支店 西別府町２９４１－１７ 284-8511 平成27年10月8日

390 鹿児島医療技術専門学校　言語聴覚療法学科 平川町字宇都口５４１７－１ 261-6161 平成27年10月13日

391 鹿児島医療生活協同組合 谷山中央５丁目１２番３号 268-8955 平成27年12月7日

392 一般財団法人　児玉報謝会　成人病院 上荒田町１６番３０号 254-3332 平成27年12月22日

393 デイサービスセンター　ひまわり園 犬迫町５４０７－２ 238-5741 平成28年1月24日

394 ＮＰＯ法人　せせらぎ 星ヶ峯３－４６－１４－２ 090-5727-5292 平成28年2月7日

395 マックスバリュ上荒田店 上荒田町３９番３０号 214-2255 平成28年2月13日

396 特別養護老人ホーム　にじの郷たにやま 中山町５０２８－８０ 267-3977 平成28年2月25日

397 ヘルパーステーション　いきいき 若葉町３２－６ 218-8781 平成28年2月25日

398 生協デイサービスセンター　虹の家たにやま 谷山中央６丁目１０－１４ 269-9155 平成28年2月25日

399 生協訪問看護ステーションたにやま　サテライトにじ 喜入町６０６５－３ 343-5060 平成28年2月25日

400 鹿児島市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所　谷山 西谷山１丁目１－７ 210-2530 平成28年2月25日

401 公益財団法人　慈愛会　デイサービスはなぶさ 南栄５丁目１０－２４ 284-5663 平成28年2月28日

402 グループホーム　福平 下福元町７５５０ 210-8550 平成28年2月28日

403 きいれ浜田クリニック 喜入町６９８８－１ 345-0077 平成28年2月25日

404 デイサービス　中名 喜入中名町８７４番地 345-3320 平成28年2月25日

405 きずなの里　一倉 喜入一倉町５２４３番地 343-5505 平成28年2月25日

406 生見クリニック 喜入生見町６２３ 343-1133 平成28年2月25日

407 ドルフィン薬局 金生町６－９－３Ｆ 221-1180 平成28年3月4日

408 ぽかぽか薬局 松陽台町４３－３ 298-9100 平成28年3月4日

409 マハロ薬局
中央町４－３４
ヨシマツビル５０１号

210-5281 平成28年3月4日

410 竜星薬局
東千石町３番４１号
キャパルボビル４Ｆ

248-9555 平成28年3月4日

411 若葉薬局 上之園町３４－２０－１０２ 298-1103 平成28年3月4日

412 花水木薬局 上之園町６－９ 208-3320 平成28年3月4日

413 花ことば薬局 上荒田町２５－１０－１０２ 202-0406 平成28年3月4日

414 天保山調剤薬局
天保山町２１－１６
上山ビル１階

206-6623 平成28年3月4日

415 あさがお薬局 真砂本町３－５－１０１ 812-6201 平成28年3月4日

416 すみれ薬局 西千石３－２１ 248-9887 平成28年3月16日

417 （有）南日本新聞　南紫原販売所 日之出町７－２７ 253-8771 平成28年3月16日

418 （有）南日本新聞　吉田販売所 西佐多町４３４４－２ 295-1187 平成28年3月16日

419 （有）南日本新聞　吉田南販売所 本名町１０２２－５ 294-2779 平成28年3月16日

420 （有）南日本新聞　上荒田販売センター 上荒田町１１－１９ 255-5234 平成28年3月16日
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421 （有）南日本新聞　大明丘販売センター 大明丘１丁目２１番１３号 243-1233 平成28年3月16日

422 （有）南日本新聞　花野光ヶ丘販売所 花野光ヶ丘２－２０－３ 228-0137 平成28年3月16日

423 （有）南日本新聞　吉野中央販売センター 吉野町２２７０－３７ 201-4280 平成28年3月16日

424 （有）南日本新聞　緑ヶ丘販売所 岡之原町６８７－２ 244-1627 平成28年3月16日

425 （有）南日本新聞　坂之上販売所 坂之上２丁目１６－４６ 261-1770 平成28年3月16日

426 （有）南日本新聞　唐湊販売センター 郡元１丁目５－１５ 255-0525 平成28年3月16日

427 （有）南日本新聞　鶴丸販売所 加治屋町３－１３ 222-4814 平成28年3月16日

428 太陽生命　鹿児島支所 山之口町１２－１４ 224-3835 平成28年3月16日

429 社会福祉法人翔風会　グループホームつわぶき 喜入町６９８７番地 202-0080 平成28年3月24日

430 社会福祉法人翔風会　特別養護老人ホームびわやまの里 喜入町６９８７番地 202-0080 平成28年3月24日

431 からだ元気治療院　鹿児島店
高麗町２８－１
プリンス松山ビル５０１

296-8380 平成28年3月29日

432 西田そよ風クリニック 薬師２丁目２７番７号 298-5614 平成28年4月2日

433 木の葉薬局 田上３丁目１２－８ 250-8200 平成28年4月6日

434 朝日生命保険相互会社　鹿児島東営業所 下竜尾町１－２０ 226-3519 平成28年5月27日

435 医療法人　春風会　グループホームはるかぜ　滝の神 吉野町１０４４－９ 243-2268 平成28年5月30日

436 輝隠デイサービス 西伊敷１丁目３－１ 295-0693 平成28年5月30日

437 相談支援センターわっしょい
鴨池１丁目２５－３
鴨池パークハイツ４０２号

251-1577 平成28年5月30日

438 株式会社野乃華　フローラルガーデン早馬 吉野町９０９１番地 243-3961 平成28年5月30日

439 社会福祉法人厚生会　睦園認知症対応型通所介護 吉野町６０７７-５６ 244-4675 平成28年6月14日

440 （株）介護センター悠悠の里 吉野２丁目１２-１２ 814-2025 平成28年6月3日

441 特定非営利活動法人　ふくろうの杜 西俣町８６４-２ 245-6525 平成28年6月3日

442 下荒田調剤薬局 下荒田１丁目２０-２６ 813-1617 平成28年7月2日

443 松元訪問介護事業所 上谷口町３３６６-５ 246-7088 平成28年7月15日

444 松元居宅介護支援事業所 上谷口町３３６６-５ 278-4454 平成28年7月15日

445 松元通所介護事業所 上谷口町３３６６-５ 278-4358 平成28年7月15日

446 デイサービスみどりのお家伊敷台 伊敷３丁目２５-２０ 218-2301 平成28年8月10日

447 ふくしサービスセンターミナミ 東谷山７丁目２５-７ 267-0001 平成28年8月10日

448 ふくしサービスセンターげんきママ 伊敷３丁目２５-２０ 218-8370 平成28年8月10日

449 グリーンズキッチンめしげ 伊敷５丁目２５-４０ 210-7204 平成28年8月10日

450 アルファデイサービスセンター上之園 上之園町４-１５ 297-5005 平成28年8月25日

451 (株)メディコープ グループホームおあしす坂之上 坂之上１-４７-２２ 284-6636 平成28年8月25日

452
あなぶきメディカルケア(株)住宅形有料老人ホーム
アルファリビング鹿児島上之園

上之園町４-１５ 297-5005 平成28年8月25日

453
あなぶきメディカルケア(株)あなぶきケアサービス
鹿児島居宅介護支援事業所

上之園町４-１５ 297-5665 平成28年8月25日

454
あなぶきメディカルケア(株)あなぶきケアサービス
鹿児島訪問介護事業所

上之園町４-１５ 297-5005 平成28年8月25日

455
あなぶきメディカルケア(株)あなぶきケアサービス
鹿児島訪問看護事業所

上之園町４-１５ 297-5250 平成28年8月25日
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456 デイサービスセンター日之出 紫原３-３１-１０ 296-7731 平成28年9月26日

457 ヒーリングハンド優 紫原３-３１-１０ 080-4058-5458 平成28年9月26日

458 ケアプラン相談センター優 紫原３-３１-１０ 296-7622 平成28年9月26日

459 デイサービスセンター暁 紫原３-３０-２３ 230-7155 平成28年9月26日

460 鴨池鍼灸マッサージ治療院 鴨池新町１４-１４　２F 250-2880 平成28年10月1日

461
NPO法人 障害者自立支援センター
薊愛会　ウェルカムあざみ

永吉１丁目３４-１１ 802-4795 平成28年10月1日

462 上荒田薬局 鴨池１丁目４４-１０ 208-6077 平成28年10月1日

463 デイサービスだんらん 星ヶ峯２丁目１４-１ 298-5879 平成28年10月1日

464 医療法人　吉翔会　よしの相良外科 吉野町５３９７-３ 243-5500 平成28年10月19日

465 医療法人　吉翔会　よしの相良外科　リハビリテーション室 吉野町５３９７-３ 243-5500 平成28年10月19日

466
医療法人　吉翔会　よしの相良外科　通所リハビリテーション
ゆうゆう

吉野町５３９７-３ 244-7333 平成28年10月19日

467
医療法人　吉翔会　よしの相良外科　グループホーム
ゆうかり

吉野町５４００-１ 244-5481 平成28年10月19日

468 玉里つばめ薬局 下伊敷１丁目１１-１０ 227-1229 平成28年11月17日

469 荒田つばめ薬局 上荒田町８-１１ 213-5601 平成28年11月17日

470 さくらつばめ薬局 上荒田町２-５　エクシード中洲１階 297-6871 平成28年11月17日

471 マリンつばめ薬局 与次郎１丁目７-１４ 813-0102 平成28年11月17日

472 つばめ調剤薬局 和田１-４５-８ 263-5881 平成28年11月30日

473 坂之上調剤薬局 坂之上６-６-１５ 263-0551 平成28年11月30日

474 鶴丸調剤薬局　紫原店 紫原４-１３-１９ 254-0188 平成28年11月6日

475 鶴丸調剤薬局　南林寺店 南林寺町１-１２ 227-0989 平成28年11月6日

476 鶴丸調剤薬局　伊敷店 西伊敷１-２-１３ 228-6999 平成28年11月6日

477 鶴丸調剤薬局　南鹿児島店 小松原２-３６-５ 266-6850 平成28年11月6日

478 吉野中央薬局 吉野町２２８６-３ 244-0197 平成28年11月6日

479 吉野中央薬局　玉竜店 上竜尾町５-１８ 248-5554 平成28年11月6日

480 郡山中央薬局 郡山町６４７８-１ 245-6360 平成28年11月6日

481 （株）ウェルカム　フラワー薬局 郡元２-１２-１０ 813-0777 平成28年11月17日

482 （株）ウェルカム　ローズ薬局 真砂町２-１９ 801-6105 平成28年11月17日

483 有料老人ホームせせらぎの家 星ヶ峯３-４０-８ 283-9611 平成28年11月24日

484 谷山生協クリニック 谷山中央５-２１-２２ 210-2211 平成28年11月9日

485 アルフレッサ株式会社　鹿児島支店 上荒田町２８-１０ 214-3913 平成28年12月14日

486 医療法人 三愛会　三愛病院 郡元３-１４-７ 252-6622 平成29年1月14日

487 ヘルパーステーションたから 山田町２１７４-６ 806-5359 平成29年1月14日

488 （株）式会社大賀薬局 市立病院前店 上荒田町２６-１７ 256-8366 平成29年1月14日

489 鹿児島市立錦江台小学校 錦江台１-７０-１ 251-3151 平成29年1月31日

490 医療法人 起生会　林内科胃腸科病院 武２-３３-８ 257-6969 平成29年1月20日
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491 医療法人 秀愛会　グループホーム清滝 西千石町１３-３０ 213-9950 平成29年1月17日

492 短期入所施設　ケアシティサンライト 下田町６５０-１ 248-8585 平成29年2月15日

493 パナソニックエイジフリーショップ富士 宇宿２丁目２２-１５ 812-3777 平成29年2月20日

494 全国警備保障株式会社 西別府町３０１０-２４ 202-0231 平成29年4月3日

495 山下歯科 中央町５-４１ 253-6943 平成29年5月9日

496 千堂歯科医院 下荒田３丁目３９-１３ 250-1232 平成29年5月10日

497 鹿児島市立荒田小学校 荒田１丁目３０‐２７ 253-9090 平成29年5月9日

498 訪問看護ステーション　みなみ風 下竜尾町５-１７ 223-3170 平成29年5月19日

499 鹿児島市障害者基幹相談支援センター
山下町１５-１
かごしま市民福祉プラザ３階

226-1200 平成29年6月29日

500 (株)プライムアシスタンス
中央町１１
鹿児島中央駅ビルターミナルビル４階

812-7021 平成29年6月30日

501 ゆうゆう薬局　宇宿店 宇宿3丁目41-24 286-6535 平成29年7月12日

502 ゆうゆう薬局　甲南店 上之園町20-27-1F 250-5672 平成29年7月12日

503 ゆうゆう薬局　荒田店 荒田1丁目12-1 801-4747 平成29年7月12日

504 ゆうゆう薬局　脇田店 宇宿3丁目29-5 255-8772 平成29年7月12日

505 ゆうゆう薬局　玉里団地店 玉里団地2丁目4-9 229-2122 平成29年7月12日

506 ゆうゆう薬局　みなみ店 長田町18-23 225-9711 平成29年7月12日

507 ゆうゆう薬局　上町店 下竜尾町1-10 226-9221 平成29年7月12日

508 グループホーム パッション 和田1丁目16-1 269-1171 平成29年7月21日

509 鹿児島中央訪問看護ステーション 薬師1丁目16番5号 252-4878 平成29年9月5日

510 鹿児島こども訪問看護ステーション 薬師1丁目16番5号 298-1172 平成29年9月5日

511 真砂福祉館 真砂本町50-7 254-5592 平成29年11月7日

512 玉里福祉館 玉里町27-38 220-1548 平成29年11月7日

513 甲東福祉館 新屋敷町6-35 223-2003 平成29年11月7日

514 上町福祉館 清水町6-27 247-8962 平成29年11月7日

515 西紫原福祉館 紫原4-37-2 257-1082 平成29年11月7日

516 城西福祉館 薬師2-41-11 254-9376 平成29年11月7日

517 武福祉館 武2-28-7 252-7320 平成29年11月7日

518 東谷山福祉館 東谷山6-45-18 266-1059 平成29年11月7日

519 松原福祉館 松原町2-24 225-5374 平成29年11月7日

520 鴨池福祉館 鴨池2-19-17 256-3831 平成29年11月7日

521 宇宿福祉館 宇宿1-56-10 257-9890 平成29年11月7日

522 西伊敷福祉館 西伊敷3-16-17 229-5981 平成29年11月7日

523 坂之上福祉館 坂之上4-15-2 261-4240 平成29年11月7日

524 甲南福祉館 上之園町20-15 256-3771 平成29年11月7日

525 武岡福祉館 武岡5-3-8 282-8294 平成29年11月7日

526 玉里団地福祉館 玉里団地1-79-50 229-4849 平成29年11月7日

527 柳町福祉館 柳町3-22 223-4433 平成29年11月7日

528 川上福祉館 川上町17-2 243-4903 平成29年11月7日

529 吉野東福祉館 吉野町5192-5 243-0917 平成29年11月7日

530 平川福祉館 平川町3511-1 261-4215 平成29年11月7日
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531 明和福祉館 明和1-27-2 281-5422 平成29年11月7日

532 紫原福祉館 紫原6-14-1 255-6736 平成29年11月7日

533 八幡福祉館 下荒田2-7-33 250-2072 平成29年11月7日

534 西谷山福祉館 上福元町5740-2 267-8351 平成29年11月7日

535 桜ヶ丘福祉館 桜ヶ丘5-34-2 265-2920 平成29年11月7日

536 田上台福祉館 田上台2-40-2 265-2955 平成29年11月7日

537 谷山北福祉館 山田町2034 264-4816 平成29年11月7日

538 吉野福祉館 吉野町2051-2 243-4926 平成29年11月7日

539 西陵福祉館 西陵6-10-10 281-4404 平成29年11月7日

540 唐湊福祉館 唐湊2-5-1 252-4968 平成29年11月7日

541 星ヶ峯福祉館 星ヶ峯2-26-6 264-4416 平成29年11月7日

542 坂元福祉館 東坂元2-6-2 247-9750 平成29年11月7日

543 たてばば福祉館 下竜尾町10-30 248-3900 平成29年11月7日

544 皇徳寺福祉館 皇徳寺台2-2-2 275-1887 平成29年11月7日

545 谷山福祉館 谷山中央7-33-17 266-0294 平成29年11月7日

546 田上福祉館 田上1-29-9 259-7557 平成29年11月7日

547 花野福祉館 花野光ヶ丘1-31-2 228-1181 平成29年11月7日

548 福平福祉館 下福元町7587-1 262-2900 平成29年11月7日

549 伊敷台福祉館 伊敷台1-31-8 229-7882 平成29年11月7日

550 宇宿中間福祉館 宇宿7-14-25 265-8343 平成29年11月7日

551 和田福祉館 和田1-43-23 269-8122 平成29年11月7日

552 特別養護老人ホーム　三船園 吉野町10005-4 247-6470 平成30年1月28日

553 グランデスぺランザ 高麗町9-28三宝ビル1階 297-5560 平成30年2月2日

554 Café ねこ天使 中町５－１６ 807-2712 平成30年3月30日

555 まつしたケアサービス 西田1丁目6-23 251-6100 平成30年4月21日

556 共栄火災海上保険株式会社 中央町27-1 253-4715 平成30年7月31日

557 フコクしんらい生命保険株式会社 中央町29-1 253-4718 平成30年7月31日

558 真珠の里　伊敷台ケアハイツ　伊敷台デイサービス 伊敷台1丁目28番11号 228-5525 平成30年9月3日

559 まちの駅宇宿 宇宿3丁目1-1 257-9690 平成30年9月25日

560 （株）カワイ 宇宿3丁目1-1 257-9690 平成30年9月25日

561 並松タタミ店 宇宿1丁目37-11 254-4350 平成30年9月25日

562 サカエ歯科医院 宇宿3丁目4-14 254-6297 平成30年9月25日

563 kitchen　ひろとら 宇宿3丁目2-1 080-3370-1610 平成30年9月25日

564 青果のはまかわ 宇宿3丁目2-1 252-7311 平成30年9月25日

565 南日本銀行　脇田支店 宇宿3丁目16-3 258-3161 平成30年9月25日

566 JA鹿児島みらい 宇宿3丁目1-1 251-0220 平成30年9月25日

567 ティ・ファニー 宇宿3丁目2-1 250-3441 平成30年9月25日

568 浜島ガス・自動車商会 宇宿3丁目3-3 254-4548 平成30年9月25日

569 アミューズメント バー　yadu（ヤデゥ） 宇宿3丁目4-1　ファーストビル脇田2F 252-1882 平成30年9月25日

570 南宝社 宇宿4丁目20-5　1F 265-5000 平成30年9月25日

※認知症サポーターステッカー交付申請書に記載された内容を掲載しています。
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571 前迫工務所 東谷山1-26-8 090-3198-5905 平成30年9月25日

572 公益財団法人　慈愛会　いづろ今村病院 堀江町17番1号 226-2180 平成30年9月26日

573 公益財団法人　慈愛会　いづろ今村病院　ウェルネスじあい 堀江町3番3号 226-5206 平成30年9月26日

574 サービス付き高齢者向け住宅　千年ホーム 千年二丁目11番18号 294-9177 平成30年10月29日

575 千年小規模多機能型居宅介護事業所 千年二丁目11番12号２階 294-9188 平成30年10月29日

576 アイテップ株式会社 大黒町2-11 225-7654 平成30年11月26日

577 第一生命保険株式会社　鹿児島支社 西千石町1-1 050-3781-0572 平成30年12月25日

578 第一生命保険株式会社　薩摩営業オフィス 山之口町2-30鹿児島第一海上ビル9Ｆ 050-3782-7502 平成30年12月14日

579 第一生命　鴨池第一営業オフィス 鴨池2-11-25第一生命鴨池ビル3Ｆ 050-3782-7550 平成30年12月26日

580 第一生命保険株式会社　鹿児島営業オフィス 中央町9-1　鹿児島中央第一生命ビル6F 050-3782-7504 平成30年12月28日

581 オレンジ玉里薬局 下伊敷1丁目24番13号 099-294-9335 平成31年1月18日

582 鹿児島市消防局 山下町15番１号 099-222-0119 平成31年3月8日

583 鹿児島市消防局　警防課　高度救急隊 上荒田町37番1号 099-230-7000 平成31年3月11日

584 株式会社アトル 西別府町2941-17 099-284-8511 平成31年3月29日

585 有限会社　トナンシステム 東開町2-5 099-263-5166 平成31年4月1日

586 まるじゅう整骨院 真砂本町40-6 099-250-5550 令和元年5月24日

587 スピードカット　イオン鹿児島鴨池店 鴨池2丁目26-30イオン鹿児島鴨池店1F 099-257-0418 令和元年6月25日

588 スピードカット　アクロスプラザ与次郎店 与次郎1丁目7-20　アクロスプラザ与次郎１Ｆ 099-814-7850 令和元年6月25日

589 スピードカットＣ＆Ｃ　吉野花棚店 吉野町２丁目40‐24 099-295-3405 令和元年6月25日

590 スピードカットＣ＆Ｃ　グラード東開店 東開町4-27　グラード東開２Ｆ 099-267-7601 令和元年6月25日

591 スピードカット　谷山店 谷山中央1丁目4400-3 099-268-7718 令和元年6月25日

592 スピードカットＣ＆Ｃ　ニシムタＮ‘ｓＣＩＴＹ谷山店 卸本町5-35　ニシムタＮ‘ｓＣＩＴＹ谷山店２Ｆ 099-268-7775 令和元年6月25日

593 スピードカット　オプシアミスミ店 宇宿２丁目3-5　オプシアミスミ１Ｆ 099-259-0107 令和元年6月25日

594 スピードカット　イオンモール鹿児島店 東開町７　イオンモール鹿児島１Ｆ 099-263-1930 令和元年6月25日

595 スピードカット　原良店 永吉2丁目3-14 099-812-6566 令和元年6月25日

596 スピードカット　草牟田店 草牟田2丁目19-1　Ｋ-ＢＬＤ1Ｆ 099-226-0305 令和元年6月25日

597 スピードカット　イオン鹿児島中央店 中央10　イオン鹿児島中央店1Ｆ 099-257-7733 令和元年6月25日

598 スピードカット　いづろ店 金生町7-8 099-239-3396 令和元年6月25日

599 スピードカットＣ＆Ｃ　天文館本店 金生町2-2 099-222-8280 令和元年6月25日

600 詩音　原良店 永吉2丁目3-14 099-812-6577 令和元年6月25日

601 日本ガス　カスタマーサポート㈱ 加治屋町2-23 099-813-7085 令和元年6月5日

602 デイサービスセンター花野光ヶ丘 皆与志町607番地 099-800-1370 令和元年6月28日

603 （株）日新火災海上保険九州第２事業部　鹿児島サービス支店 鴨池2-10-20 099－254-1115 令和元年7月25日

604 社会福祉法人慶生会　パソ中山複合福祉施設 中山2丁目13番15号 099－210-1003 令和元年8月5日

605 社会福祉法人慶生会　ぱそサポートセンター清和館 清和４丁目1－40 099－297-4800 令和元年8月5日

606 社会福祉法人慶生会　パソ松ケ尾館 下福元町1732番地 099－263-3588 令和元年8月5日

607 公益社団法人　鹿児島共済会　南風病院 長田町14－3 099－226-9111 令和元年8月27日

608 公益社団法人　慈愛会　今村総合病院 鴨池新町11－23 099－251-2221 令和元年8月20日

609 ふじさき整骨院　ふじさき鍼灸院 南郡元町15－4－1 099－206-3254 令和元年8月29日

610 特別養護老人ホーム　グランパソ 東谷山3丁目9－10 099－210-1003 令和元年8月30日

※認知症サポーターステッカー交付申請書に記載された内容を掲載しています。
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611 合同会社ワークＬＩＦＥラボ　就労継続支援Ｂ型ワークラボ 小松原二丁目9番2号 099-800-3464 令和元年10月19日

612
有料老人ホームデイサービス
春うらら月のうさぎ

鹿児島市真砂町60－17 099－204－9880 令和1年11月8日

613 株式会社　玲慎 鹿児島市坂之上4丁目19－2 099－296－1386 令和1年11月7日

614 富田薬品株式会社 新栄町５-１０ 099-257-6511 平成28年12月21日

615 ピュアタウン薬局 鹿児島市武岡1ー121－15 099－230－0306 令和1年11月7日

616 コンフォート武岡Ⅱ 鹿児島市武岡1ー121－15 099－230－7610 令和1年11月7日

617 有料老人ホーム春うらら 鹿児島市真砂本町20－3 099－250－0617 令和1年11月8日

618 訪問看護ステーション春うらら 鹿児島市真砂本町20－19 099－204－0838 令和1年11月8日

619 居宅介護支援事業所　春うらら 鹿児島市真砂本町20－19 099－204－9881 令和1年11月8日

620 医療法人敬天会介護付有料老人ホームけやき 鹿児島市伊敷台4丁目34－1 099－229－0017 令和2年1月7日

621 グループホームいしき 鹿児島市伊敷台4丁目34－50 099－229－1010 令和2年1月7日

622 けやき保育園 鹿児島市伊敷台4丁目34－1 099-218-2345 令和2年1月7日

623
株式会社ドリームミソノ
グループホーム紫原

鹿児島市紫原４丁目３４番３１号 099－250－2643 令和2年1月29日

624 プラス薬局 鹿児島市下伊敷2丁目4番17号 099－295－4500 令和2年2月4日

625 就労継続支援B型事業所つくし 鹿児島市下伊敷1丁目4番7号 099－813－7505 令和2年2月10日

626 特別養護老人ホーム　シルクロード七福神 鹿児島市紫原5丁目13-18 099-256-2729 令和2年4月14日

627 通所リハビリテーションせいせん鹿児島 住吉町12-16 099-223-1929 令和2年8月29日

628 益山法律事務所 東千石町5-12キューブビル606 099-298-9506 令和2年9月10日

629 孫の手サービスセンター株式会社 南林寺町28-7 099-814-7901 令和2年9月14日

630 明和食品株式会社 岡之原町4442-5 099-243-7117 令和2年9月14日

631 弁護士法人鹿児島中央法律事務所 中町11-4熊谷ビル4階 099-216-3644 令和2年9月14日

632 吉田記念病院 本名町470 099-294-2161 令和2年10月14日

633 通所リハビリテーション　フレール吉田 本名町470 099-294-2124 令和2年10月14日

634 介護支援センターもも 真砂本町17-18玉木アパート101号 099-811-1639 令和2年12月15日

635 マリンバ調剤薬局　宇宿店 宇宿3丁目21-6 099-286-6773 令和2年12月16日

636 ＫＥⅰＲＯＷ鹿児島中央ステーション 名山町5-14フローラル名山1階 0120-169-316 令和2年12月17日

637 公益社団法人鹿児島シルバー人材センター 天保山町1-1 099-252-4661 令和3年1月4日

638 まろにえ介護老人保健施設 草牟田2丁目26-45 099-226-3270 令和3年1月25日

639 ライフデリ　鹿児島中央店 西千石町7-29 099-295-3697 令和3年2月5日

640 デイサービスセンターあいせ　下伊敷店 下伊敷1丁目3-13 099-208-4800 令和3年2月15日

641 介護支援センター愛 吉野2丁目13-13 099-243-1766 令和3年3月15日

642 学校法人創志学園　クラーク記念国際高等学校 上荒田町6-18 099-813-8360 令和3年3月17日

※159番は非公開へ変更のため欠番

※認知症サポーターステッカー交付申請書に記載された内容を掲載しています。


