
圏域名 施設区分 医療機関名／指定事業所名 電話番号 備考

城西 在宅医療施設 いいだクリニック 〒890-0014 草牟田二丁目17-3 222-1729 支援診２

城西 在宅医療施設 久米田内科循環器内科 〒890-0014 草牟田二丁目24-1 226-1166 支援診３

城西 在宅医療施設 ますみクリニック 〒890-0024 明和一丁目26-7 282-1586 支援診３

城西 在宅医療施設 こしのクリニック 〒890-0041 城西一丁目2-22 256-5055 支援診３

城西 在宅医療施設 原良クリニック内科･循環器科 〒890-0041 城西三丁目10-11 250-1187 支援診３

城西 在宅医療施設 白石病院 〒890-0042 薬師一丁目12-22 255-0101 支援病３

城西 在宅医療施設 五反田内科クリニック 〒890-0042 薬師二丁目7-62 259-2038 支援診２

城西 在宅医療施設 にしだクリニック 〒890-0046 西田一丁目6-15 254-9210 支援診３

城西 在宅医療施設 新村病院 〒890-0046 西田二丁目26-20 256-6200 支援病３

中央 在宅医療施設 濵島泌尿器科クリニック 〒890-0052 上之園町17-15 251-1500 支援診３

中央 在宅医療施設 ひさまつクリニック 〒890-0052 上之園町21-7湖城ビル1階 298-1230 支援診２

中央 在宅医療施設 寺口クリニック 〒890-0053 中央町5-20 255-0005 支援診３

中央 在宅医療施設 はぁと診療所 〒890-0055 上荒田町29-18 1階 250-6100 支援診３

中央 在宅医療施設 相良病院 〒892-0833 松原町3-31 224-1800 支援病３

中央 在宅医療施設 済生会鹿児島病院 〒892-0834 南林寺町1-11 223-0101 支援病１

中央 在宅医療施設 神園医院 〒892-0834 南林寺町10-8 222-2707 支援診３

中央 在宅医療施設 岩尾病院 〒892-0837 甲突町17-18 225-3838 支援病３

中央 在宅医療施設 ことといクリニック 〒892-0837 甲突町24-16 224-7719 支援診２

中央 在宅医療施設 国東内科小児科 〒892-0844 山之口町6-10 224-6958 支援診３

中央 在宅医療施設 小田原病院 〒892-0844 山之口町8-1 223-7531 支援病３

中央 在宅医療施設 中村(哲)産婦人科･内科 〒892-0845 樋之口町3-7 223-2236 支援診３

中央 在宅医療施設 すみクリニック 〒892-0846 加治屋町13-11 222-2727 支援診３

中央 在宅医療施設 竹ファミリー内科クリニック 〒892-0847 西千石町3-21 222-2474 支援診３

中央 在宅医療施設 沖野循環器科病院 〒892-0847 西千石町13-30 223-3238 支援病３

中央 在宅医療施設 かごしま高岡病院 〒892-0847 西千石町14-12 226-1370 支援病３

武・田上 在宅医療施設 梅林クリニック 〒890-0032 西陵二丁目1-15 282-5800 支援診３

武・田上 在宅医療施設 つるどめクリニック 〒890-0036 田上台二丁目35-8 265-5911 支援診３

武・田上 在宅医療施設 ふくやま整形外科 〒890-0037 広木二丁目38-15 204-7100 支援診３

武・田上 在宅医療施設 村岡内科 〒890-0045 武二丁目12-2 252-6546 支援診３

武・田上 在宅医療施設 リンデン在宅クリニック 〒890-0045 武二丁目17-1ソフィア武101 080-1711-3147 支援診２

鴨池北 在宅医療施設 厚仁会クリニック 〒890-0051 高麗町21-29 251-8686 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 高麗町クリニック 〒890-0051 高麗町39-11 812-7712 支援診２

鴨池北 在宅医療施設 キラメキテラスヘルスケアホスピタル 〒890-0051 高麗町43-30 250-5600 支援病３

鴨池北 在宅医療施設 小田代病院 〒890-0054 荒田一丁目25-6 253-8111 支援病１

鴨池北 在宅医療施設 kind在宅クリニック 〒890-0054 荒田二丁目65-1啓凛館1階A号 298-5631 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 有馬・藤島内科クリニック 〒890-0062 与次郎一丁目3-12 251-6336 支援診２

鴨池北 在宅医療施設 米盛病院 〒890-0062 与次郎一丁目7-1 230-0100 在後病

鴨池北 在宅医療施設 鴨池生協クリニック 〒890-0064 鴨池新町5-8 252-1321 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 かごしまオハナクリニック 〒890-0064 鴨池新町6-4-2階 263-8787 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 鴨池ハイムクリニック 〒890-0064 鴨池新町28-1-106 257-3636 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 松岡内科 〒890-0065 郡元三丁目3-7 251-5858 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 三愛クリニック 〒890-0065 郡元三丁目3-7 812-6433 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 東クリニック 〒890-0065 郡元三丁目13-14 252-8289 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 てれじあ診療所 〒890-0066 真砂町34-6 202 080-9002-7378 支援診2

鴨池北 在宅医療施設 平川外科内科医院 〒890-0067 真砂本町3-78 252-8282 支援診３

鴨池北 在宅医療施設 大勝病院 〒890-0067 真砂本町3-95 253-1122 在後病

桜島 在宅医療施設 桜島病院 〒891-1541 野尻町59 221-2031 支援病３

松元 在宅医療施設 木村外科内科 〒899-2701 石谷町2101-7 278-5511 支援診３

城西 在宅歯科診療所 大殿歯科医院 〒890-0014 草牟田一丁目2-5 226-3450 歯援診

城西 在宅歯科診療所 永田むつみ歯科医院 〒890-0015 草牟田町4-15 223-8143 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 スマイル歯科医院 〒890-0023 永吉一丁目3-12 285-8005 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 田中歯科医院 〒890-0023 永吉一丁目24-12 253-9756 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 柿内歯科医院 〒890-0023 永吉二丁目10-5 256-8781 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 円林歯科医院 〒890-0024 明和一丁目26-1 282-3131 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 上村歯科医院 〒890-0024 明和一丁目30-2 281-0410 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 大浦歯科クリニック 〒890-0024 明和二丁目5-2 282-6480 歯援診

城西 在宅歯科診療所 浜崎歯科クリニック 〒890-0024 明和四丁目12-3 281-9558 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 平田歯科医院 〒890-0026 原良二丁目3-22 255-8315 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 岩城歯科クリニック 〒890-0026 原良二丁目12-7 251-0445 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 城西歯科クリニック 〒890-0026 原良四丁目3-1 256-8274 歯訪診
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城西 在宅歯科診療所 しげもり歯科 〒890-0041 城西二丁目9-10 250-5010 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 湯田歯科医院 〒890-0041 城西三丁目10-1 254-5575 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 えのき歯科医院 〒890-0042 薬師一丁目20-8 250-0118 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 鰺坂歯科医院 〒890-0042 薬師二丁目27-11 251-3100 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 米良歯科医院 〒890-0043 鷹師二丁目8-18 255-2729 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 なでしこ歯科 〒890-0046 西田一丁目12-10 2F 256-7007 歯援診

城西 在宅歯科診療所 山﨑歯科医院 〒890-0046 西田二丁目3-24 256-3161 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 薬師寺歯科医院 〒890-0046 西田三丁目1-19 250-8020 歯訪診

城西 在宅歯科診療所 黒木歯科医院 〒892-0813 城山二丁目7-6 227-4188 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 ひでひとデンタルクリニック 〒890-0052 上之園町7-17 257-1555 歯援診

中央 在宅歯科診療所 中央デンタルクリニック 〒890-0052 上之園町22-1 251-8585 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 林歯科医院 〒890-0052 上之園町31-13 250-2668 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 ローズ歯科アミュプラザ鹿児島院 〒890-0053 中央町1-1 7階 297-4182 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 尾立歯科医院 〒890-0053 中央町2-53 256-3927 歯援診

中央 在宅歯科診療所 山下歯科 〒890-0053 中央町5-41 253-6943 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 鹿児島セントラル歯科 〒890-0053 中央町10キャンセビル6階 250-3151 歯援診

中央 在宅歯科診療所 村上歯科 〒890-0053 中央町16-9中原ビル3F 257-2660 歯援診

中央 在宅歯科診療所 さこだ歯科医院 〒890-0053 中央町19-40-６F 285-2011 歯援診

中央 在宅歯科診療所 さこだ歯科ケアクリニック 〒890-0053 中央町21-6 285-2011

中央 在宅歯科診療所 上稲葉歯科医院 〒890-0053 中央町25-1 263-7422 歯援診

中央 在宅歯科診療所 浜島歯科医院 〒890-0053 中央町36-17 252-5200 歯援診

中央 在宅歯科診療所 永田デンタルクリニック 〒890-0055 上荒田町20-10 259-4432 歯援診

中央 在宅歯科診療所 はまさき歯科 〒890-0055 上荒田町27-2 286-6480 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 みわデンタルクリニック 〒890-0055 上荒田町32-12 202-0351 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 濱崎歯科医院 〒892-0831 船津町2-1 222-4516 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 いぢち歯科クリニック 〒892-0833 松原町6-2-203 225-1165 歯援診

中央 在宅歯科診療所 きたぞの歯科矯正 〒892-0834 南林寺町25-1 226-0071 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 はやしかわ歯科 〒892-0838 新屋敷町16-101県住宅供給公社ビルC棟1階120-B,121-A 224-8022 歯援診

中央 在宅歯科診療所 すがわらデンタルクリニック 〒892-0838 新屋敷町29-4 295-6024 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 大森歯科医院 〒892-0838 新屋敷町32-7 226-8870 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 さこなかデンタルクリニック 〒892-0842 東千石町2-24宮原ビル2F 216-9229 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 田島歯科医院 〒892-0842 東千石町4-27サンコービル2F 226-7543 歯援診

中央 在宅歯科診療所 谷口歯科医院 〒892-0842 東千石町8-16 239-4182 歯援診

中央 在宅歯科診療所 まり歯科 〒892-0842 東千石町10-14青柳ビル2階 225-9977 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 副島デンタルクリニック 〒892-0842 東千石町14-6 227-0072 歯援診

中央 在宅歯科診療所 曽山歯科・けいこ矯正歯科 〒892-0842 東千石町15-13 222-8441 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 濱崎歯科クリニック 〒892-0842 東千石町18-4ピースビル3階 222-3252 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 中央ビル歯科クリニック 〒892-0844 山之口町1-10 2階 223-3623 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 ハートデンタルクリニック 〒892-0844 山之口町3-24 239-4618 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 市来歯科 〒892-0844 山之口町5-6 226-6254 歯援診

中央 在宅歯科診療所 野添歯科医院 〒892-0844 山之口町9-1 222-3670 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 柿本寺ビル四元歯科 〒892-0846 加治屋町1-18 222-8541 歯援診

中央 在宅歯科診療所 林歯科医院 〒892-0846 加治屋町9-30 224-3236 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 児玉歯科クリニック 〒892-0846 加治屋町13-8天野ビル4階 222-9920 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 高見馬場歯科 〒892-0847 西千石町11-30富士火災鹿児島ビル1階 227-0118 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 内倉歯科 〒892-0847 西千石町16-4 224-7400 歯訪診

中央 在宅歯科診療所 赤尾歯科医院 〒892-0848 平之町9-38 223-1182 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 柿内歯科クリニック 〒890-0031 武岡三丁目1-2 282-6609 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 山内歯科クリニック 〒890-0031 武岡四丁目22-18 282-9021 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 なかま歯科医院 〒890-0031 武岡五丁目16-14 282-6161 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 石橋歯科クリニック 〒890-0032 西陵三丁目21-16 284-8188 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 西田歯科医院 〒890-0032 西陵四丁目20-4 281-6661 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 西陵歯科医院 〒890-0032 西陵五丁目6-11 282-2332 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 かじきデンタルクリニック 〒890-0034 田上三丁目4-2 250-0625 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 玉利きよたか歯科 〒890-0034 田上五丁目3-5 253-8655 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 おく小児矯正歯科 〒890-0034 田上五丁目4-27 214-6471 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 前田歯科クリニック 〒890-0034 田上五丁目34-60キョースカイビューハイツ1階 275-0730 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 さくらデンタルクリニック 〒890-0045 武一丁目13-8 296-8708 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 大辻歯科クリニック 〒890-0045 武一丁目21-1 255-4618 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 玉利歯科 〒890-0045 武一丁目30-11 254-1358 歯援診

武・田上 在宅歯科診療所 かなめ歯科医院 〒890-0045 武一丁目43-12 252-9667 歯訪診

武・田上 在宅歯科診療所 もりぬし小児歯科医院 〒890-0045 武二丁目6-16 285-2525

武・田上 在宅歯科診療所 村岡歯科 〒890-0045 武二丁目12-2 259-3848 歯援診

武・田上 在宅歯科診療所 デンタルクリニックさわやか 〒890-0045 武二丁目12-13 257-8080 歯援診
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武・田上 在宅歯科診療所 えなつ歯科・矯正クリニック 〒890-0045 武三丁目10-4 297-6480 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 いけだ歯科医院 〒890-0051 高麗町10-22 2階 286-0123 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 松村歯科醫院 〒890-0051 高麗町41-21 253-3761 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 しのはら歯科医院 〒890-0054 荒田一丁目9-20 251-2815 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 よしどめキッズデンタルランド 〒890-0054 荒田一丁目14-11 822-0881 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 カム歯科クリニック 〒890-0054 荒田一丁目16-15ステラ21-101号 206-8119 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 小松歯科医院 〒890-0054 荒田一丁目45-3 254-4070 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 玉井歯科クリニック 〒890-0054 荒田一丁目50-18吉見ビル203号 256-0003 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 羽生歯科医院 〒890-0054 荒田二丁目12-8 255-6802 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 池田誠歯科 〒890-0054 荒田二丁目48-7 253-9955 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 みちよデンタルクリニック 〒890-0056 下荒田一丁目20-4みちよビル4階 213-1755 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 西歯科医院 〒890-0056 下荒田二丁目1-24 257-8148 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 木村歯科医院 〒890-0056 下荒田二丁目25-1 252-1226 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 竹迫歯科医院 〒890-0056 下荒田二丁目47-9 257-4180 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 ふじみや歯科医院 〒890-0056 下荒田三丁目6-5第3上船ビル102号 812-9808 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 古江歯科医院 〒890-0056 下荒田三丁目32-3 254-6567 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 千堂歯科医院 〒890-0056 下荒田三丁目39-13山内ビル 250-1232 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 堀川歯科医院 〒890-0061 天保山町13-15 252-8811 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 五反田歯科 〒890-0063 鴨池一丁目12-14 251-4182 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 太田歯科医院 〒890-0063 鴨池二丁目24-14 251-7007 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 鴨池歯科医院 〒890-0064 鴨池新町3-2 251-8140 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 瀬戸歯科クリニック 〒890-0064 鴨池新町5-6 1F 263-8119 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 毛利歯科クリニック 〒890-0064 鴨池新町6-6鴨池南国ビル2階 256-1885 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 毛利歯科クリニック七福別院 〒890-0064 鴨池新町14-1 JK七福神ビル2階 230-0729 歯援診

歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 ニュータウン田島歯科 〒890-0064 鴨池新町21-4 259-0877 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 牧角歯科 〒890-0064 鴨池新町28-1-104 256-8241 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 田中大介歯科医院 〒890-0065 郡元一丁目4-6 253-4976 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 かわもと歯科 〒890-0065 郡元一丁目15-12第6大丸ビル101 214-4181 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 浜田歯科医院 〒890-0065 郡元二丁目2-3 254-4537 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 吉嶺歯科 〒890-0065 郡元二丁目8-22 250-1515 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 平山歯科医院 〒890-0066 真砂町5-5 252-1358 歯援診

鴨池北 在宅歯科診療所 さくら歯科医院 〒890-0066 真砂町77-7 285-1182 歯訪診

鴨池北 在宅歯科診療所 かじや歯科医院 〒890-0067 真砂本町20-20 285-6003 歯訪診

桜島 在宅歯科診療所 桜島歯科医院 〒891-1419 桜島横山町1722-27 293-4660 歯援診

松元 在宅歯科診療所 よつもと歯科医院 〒899-2701 石谷町1600-1 278-7020 歯援診

松元 在宅歯科診療所 是枝歯科クリニック 〒899-2701 石谷町2067-5 278-3301 歯訪診

松元 在宅歯科診療所 石窪歯科医院 〒899-2703 上谷口町1005平石ビル2F 278-3868 歯訪診

城西 居宅訪問可能薬局 もみじ薬局 〒890-0014 草牟田二丁目13-19 222-4408

城西 居宅訪問可能薬局 （有）検見崎薬局 〒890-0014 草牟田二丁目17-1 226-6328

城西 居宅訪問可能薬局 ねんりん薬局 〒890-0014 草牟田二丁目27-10 295-4768

城西 居宅訪問可能薬局 たまざと調剤薬局 〒890-0014 草牟田二丁目28-10 225-6145

城西 居宅訪問可能薬局 しんかんばし薬局 〒890-0016 新照院町19-10 224-0968

城西 居宅訪問可能薬局 べっぷ薬局 アリーナ前 〒890-0023 永吉一丁目11-10 202-0057

城西 居宅訪問可能薬局 永吉さくら薬局 〒890-0023 永吉二丁目11-1 296-8327

城西 居宅訪問可能薬局 ㈱かみぞの薬局 明和店 〒890-0024 明和一丁目26-5 281-2200

城西 居宅訪問可能薬局 ひまわり薬局 城西店 〒890-0026 原良一丁目7-14 263-8180

城西 居宅訪問可能薬局 ホワイト薬局 〒890-0042 薬師一丁目12-8 822-3030

城西 居宅訪問可能薬局 あすなろ薬局 〒890-0042 薬師二丁目16-7 255-4976

城西 居宅訪問可能薬局 ヘルシーウェル薬局 薬師店 〒890-0042 薬師二丁目18-19 258-8045

城西 居宅訪問可能薬局 すずな調剤薬局 〒890-0042 薬師二丁目27-8 230-0205

城西 居宅訪問可能薬局 鹿児島中央薬局 〒890-0046 西田一丁目5-15 1F 286-0787

城西 居宅訪問可能薬局 西田調剤薬局 〒890-0046 西田一丁目17-2 296-1010

城西 居宅訪問可能薬局 ゾウさんのはな通り薬局 〒890-0046 西田二丁目22-5 214-8012

城西 居宅訪問可能薬局 白男川薬局 中央駅店 〒890-0046 西田二丁目28-10 255-7208

中央 居宅訪問可能薬局 花水木薬局 〒890-0052 上之園町6-9 208-3320

中央 居宅訪問可能薬局 ナポリ通り薬局 〒890-0052 上之園町10-3-101 213-1171

中央 居宅訪問可能薬局 上之園薬局 〒890-0052 上之園町17-2 210-5602

中央 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 甲南店 〒890-0052 上之園町20-27 1F 250-5672

中央 居宅訪問可能薬局 若葉薬局 〒890-0052 上之園町34-20-102 298-1103

中央 居宅訪問可能薬局 マハロ薬局 〒890-0053 中央町4-34-501 210-5281

中央 居宅訪問可能薬局 れいめい薬局 中央店 〒890-0053 中央町6-8 1F 208-5111

中央 居宅訪問可能薬局 鹿児島中央福元薬局 〒890-0053 中央町9-9 204-9696

中央 居宅訪問可能薬局 きずな薬局 〒890-0053 中央町21-8 203-0307

中央 居宅訪問可能薬局 わかば薬局 中央町店 〒890-0053 中央町32-34 210-5710
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中央 居宅訪問可能薬局 パパイヤ薬局 〒890-0053 中央町36-12-1F 812-8885

中央 居宅訪問可能薬局 さくらつばめ薬局 〒890-0055 上荒田町2-5 1F 297-6871

中央 居宅訪問可能薬局 荒田つばめ薬局 〒890-0055 上荒田町8-11 213-5601

中央 居宅訪問可能薬局 ライト薬局 〒890-0055 上荒田町16-27-103 813-8162

中央 居宅訪問可能薬局 南国タケシタ薬局 市立病院前店 〒890-0055 上荒田町25-16-102 204-0581

中央 居宅訪問可能薬局 花ことば薬局 〒890-0055 上荒田町25-19-102 202-0406

中央 居宅訪問可能薬局 株式会社大賀薬局 市立病院前店 〒890-0055 上荒田町26-17 256-8366

中央 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 上荒田店 〒890-0055 上荒田町26-19 1F 204-9360

中央 居宅訪問可能薬局 市立病院前 ミドリ薬局 〒890-0055 上荒田町29-32 230-0461

中央 居宅訪問可能薬局 グリーンハート薬局 〒890-0055 上荒田町33-5 203-0906

中央 居宅訪問可能薬局 鶴丸調剤薬局 南林寺支店 〒892-0834 南林寺町1-12 227-0989

中央 居宅訪問可能薬局 マルノ薬局 南林寺店 〒892-0834 南林寺町2-1 224-8740

中央 居宅訪問可能薬局 てらわき薬局 〒892-0837 甲突町17-2 226-6058

中央 居宅訪問可能薬局 しんやしき薬局 〒892-0838 新屋敷町2-5 1F 224-6942

中央 居宅訪問可能薬局 てんまち薬局 〒892-0841 照国町2-16-1A 223-4543

中央 居宅訪問可能薬局 ミント調剤薬局 〒892-0842 東千石町1-1-2Ｆ 223-2300

中央 居宅訪問可能薬局 きんせい薬局 〒892-0842 東千石町3-10 227-5601

中央 居宅訪問可能薬局 あかり薬局 東千石店 〒892-0842 東千石町4-35 1F 248-8531

中央 居宅訪問可能薬局 八善調剤薬局 〒892-0842 東千石町13-8 2Ｆ 822-1177

中央 居宅訪問可能薬局 白男川薬局 照国表参道店 〒892-0842 東千石町20-10 248-8238

中央 居宅訪問可能薬局 そうごう薬局 センテラス天文館店 〒892-0843 千日町1-1 センテラス天文館4階 204-7071

中央 居宅訪問可能薬局 ドゥ・ラポール薬局 〒892-0844 山之口町1-7 １F 216-2201

中央 居宅訪問可能薬局 高見馬場薬局 〒892-0844 山之口町1-15 1階 239-5511

中央 居宅訪問可能薬局 にかんばし通り薬局 〒892-0844 山之口町9-43 805-2580

中央 居宅訪問可能薬局 とまりぎ薬局 〒892-0845 樋之口町2-1-101 213-9717

中央 居宅訪問可能薬局 トヤマ調剤薬局 〒892-0846 加治屋町9-6 225-0011

中央 居宅訪問可能薬局 ユーカリ薬局 〒892-0846 加治屋町13-9 248-7044

中央 居宅訪問可能薬局 まりも薬局 〒892-0846 加治屋町16-19 230-7888

中央 居宅訪問可能薬局 タバタ薬局 高見馬場店 〒892-0847 西千石町12-10 295-6730

中央 居宅訪問可能薬局 にしせんごく薬局 〒892-0847 西千石町12-11-101 248-8920

中央 居宅訪問可能薬局 タバタ薬局 厚生市場店 〒892-0847 西千石町13-11 805-0375

中央 居宅訪問可能薬局 とまと薬局 西千石店 〒892-0847 西千石町14-12 248-7661

中央 居宅訪問可能薬局 ラポール薬局 〒892-0847 西千石町16-12 1F 219-7371

中央 居宅訪問可能薬局 マロン薬局 〒892-0847 西千石町16-16 248-8693

中央 居宅訪問可能薬局 千石馬場さくら薬局 〒892-0847 平之町1-22-1-B 805-8700

武・田上 居宅訪問可能薬局 （株）ＮＫＣピュアタウン薬局 〒890-0031 武岡一丁目121-15 230-0306

武・田上 居宅訪問可能薬局 武岡調剤薬局 〒890-0031 武岡二丁目28-2 806-8300

武・田上 居宅訪問可能薬局 徳永薬局武岡在宅センター 〒890-0031 武岡三丁目1-1 230-7305

武・田上 居宅訪問可能薬局 西陵薬局 〒890-0032 西陵二丁目1-20 208-8600

武・田上 居宅訪問可能薬局 とまと薬局 西陵店 〒890-0032 西陵五丁目12-5 298-1420

武・田上 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 田上店 〒890-0034 田上一丁目23-8 255-3580

武・田上 居宅訪問可能薬局 石井薬局㈱ 〒890-0034 田上二丁目15-10 252-5068

武・田上 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 田上店 〒890-0034 田上二丁目28-3 204-7014

武・田上 居宅訪問可能薬局 フロント薬局 〒890-0034 田上二丁目32-20 204-9000

武・田上 居宅訪問可能薬局 木の葉薬局 〒890-0034 田上三丁目12-8 250-8200

武・田上 居宅訪問可能薬局 ちろる薬局 〒890-0036 田上台二丁目35-8-102 204-0330

武・田上 居宅訪問可能薬局 オレンジ薬局 〒890-0045 武二丁目34-2 214-3421

武・田上 居宅訪問可能薬局 たけまち薬局 〒890-0045 武三丁目-22-2 299-0056

鴨池北 居宅訪問可能薬局 ㈱大賀薬局 いまきいれ総合病院前店 〒890-0051 高麗町43-26 257-1033

鴨池北 居宅訪問可能薬局 ひいらぎ薬局 〒890-0051 高麗町26-22-1F 296-1201

鴨池北 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 荒田店 〒890-0054 荒田一丁目12-2 801-4748

鴨池北 居宅訪問可能薬局 とまと薬局 荒田店 〒890-0054 荒田一丁目16-3 298-9211

鴨池北 居宅訪問可能薬局 三井調剤薬局 荒田店 〒890-0054 荒田一丁目26-11 214-8020

鴨池北 居宅訪問可能薬局 シルキー薬局 〒890-0054 荒田二丁目43-8-100 297-4541

鴨池北 居宅訪問可能薬局 まさき薬局 〒890-0056 下荒田一丁目2-21 213-4755

鴨池北 居宅訪問可能薬局 下荒田調剤薬局 〒890-0056 下荒田一丁目20-8-102 813-1617

鴨池北 居宅訪問可能薬局 あおば調剤薬局 荒田店 〒890-0056 下荒田一丁目30-1 213-5328

鴨池北 居宅訪問可能薬局 アルカス調剤薬局 〒890-0056 下荒田二丁目7-7 286-0841

鴨池北 居宅訪問可能薬局 荒田八幡薬局 〒890-0056 下荒田二丁目9-16 213-4557

鴨池北 居宅訪問可能薬局 地域の薬局八幡さくらホス 〒890-0056 下荒田三丁目16-3 230-0627

鴨池北 居宅訪問可能薬局 あおぞら薬局 〒890-0056 下荒田三丁目40-18 813-1350

鴨池北 居宅訪問可能薬局 天保山調剤薬局 〒890-0061 天保山町21-16 206-6623

鴨池北 居宅訪問可能薬局 しらかわ薬局 与次郎店 〒890-0062 与次郎一丁目3-10 286-1511

鴨池北 居宅訪問可能薬局 よつば薬局 〒890-0062 与次郎一丁目7-1 292-0021
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鴨池北 居宅訪問可能薬局 マルノ薬局  鴨池店 〒890-0063 鴨池一丁目10-7 256-9111

鴨池北 居宅訪問可能薬局 かもいけ電停前さくら薬局 〒890-0063 鴨池一丁目31-11 230-0557

鴨池北 居宅訪問可能薬局 上荒田薬局 〒890-0063 鴨池一丁目44-10 208-6077

鴨池北 居宅訪問可能薬局 かもいけ調剤薬局 〒890-0063 鴨池二丁目3-6 214-6900

鴨池北 居宅訪問可能薬局 なのはな薬局 〒890-0063 鴨池二丁目8-3 296-1293

鴨池北 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 鴨池新町店 〒890-0064 鴨池新町5-8 297-4050

鴨池北 居宅訪問可能薬局 ルアナ薬局 〒890-0064 鴨池新町6-4 202-0321

鴨池北 居宅訪問可能薬局 七福さくら薬局 〒890-0064 鴨池新町14-2 1F 230-0681

鴨池北 居宅訪問可能薬局 ピエール薬局 〒890-0065 郡元一丁目4-3-102 204-0095

鴨池北 居宅訪問可能薬局 南九州調剤薬局 郡元店 〒890-0065 郡元一丁目13-3-101 297-6018

鴨池北 居宅訪問可能薬局 フラワー薬局 〒890-0065 郡元二丁目12-10 813-0777

鴨池北 居宅訪問可能薬局 郡元薬局 〒890-0065 郡元三丁目1-7 257-3188

鴨池北 居宅訪問可能薬局 マリンバ調剤薬局 郡元店 〒890-0065 郡元三丁目3-14 1F 252-2355

鴨池北 居宅訪問可能薬局 真砂薬局 〒890-0066 真砂町76-9 202-0603

鴨池北 居宅訪問可能薬局 白男川薬局 かもいけ店 〒890-0066 真砂町34-3 230-7433

鴨池北 居宅訪問可能薬局 康心鴨池薬局 〒890-0067 真砂本町51-1ニシムタスカイマーケット 812-7005

松元 居宅訪問可能薬局 イルカ調剤薬局石谷店 〒899-2701 石谷町2100-18 278-2005

松元 居宅訪問可能薬局 ぽかぽか薬局 〒899-2707 松陽台町43-3 298-9100

城西 訪問看護事業所 植村病院 〒890-0014 草牟田一丁目4-7 222-6925 みなし指定

城西 訪問看護事業所 いいだクリニック 〒890-0014 草牟田二丁目17-3 222-1729 みなし指定

城西 訪問看護事業所 訪問看護ステーションオルタナ 〒890-0014 草牟田二丁目17-17 3F 227-0021

城西 訪問看護事業所 マロニエ訪問看護ステーション「護国」 〒890-0014 草牟田二丁目29-32 226-0391

城西 訪問看護事業所 訪問看護ステーションけい 〒890-0014 草牟田二丁目37-77 248-8835

城西 訪問看護事業所 いしき訪問看護ステーション 〒890-0015 草牟田町9-11 225-6415

城西 訪問看護事業所 グリーン訪問看護ステーション 〒890-0016 新照院町19-15 226-5038

城西 訪問看護事業所 訪問看護ステーションラポル 〒890-0023 永吉二丁目35-29仮屋ハイツ201号室 813-7540

城西 訪問看護事業所 訪問看護ステーション花結び 〒890-0023 永吉三丁目2-6 230-7614

城西 訪問看護事業所 こしのクリニック 〒890-0041 城西一丁目2-22 256-5055

城西 訪問看護事業所 アドナース鹿児島 訪問看護 〒890-0041 城西一丁目16-17コーポ薬師堂101 230-7482

城西 訪問看護事業所 鹿児島中央訪問看護ステーション 〒890-0042 薬師一丁目16-5 252-4878

城西 訪問看護事業所 城西訪問看護ステーション 〒890-0043 鷹師一丁目4-1 258-9380

中央 訪問看護事業所 あなぶきケアサービス鹿児島 〒890-0052 上之園町4-15 297-5250

中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションいろどり 〒890-0055 上荒田町3-1-303 214-2248

中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションゆあ 〒890-0055 上荒田町10-9 2F 204-9161

中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーション まごころ照国 〒892-0841 照国町7-17 813-7260

中央 訪問看護事業所 厚地リハビリテーション病院 〒892-0841 照国町13-37 226-1288 みなし指定

中央 訪問看護事業所 訪問看護かえりえ山之口 〒892-0844 山之口町6-10国東内科クリニック3階 248-7680

中央 訪問看護事業所 はやかわ循環器内科クリニック 〒892-0846 加治屋町18-8大樹生命鹿児島ビル1F 295-6232 みなし指定

中央 訪問看護事業所 沖野循環器科病院 〒892-0847 西千石町13-30 223-3238 みなし指定

中央 訪問看護事業所 かごしま高岡病院 〒892-0847 西千石町14-12 226-1370 みなし指定

武・田上 訪問看護事業所 なでしこ訪問看護ステーション 〒890-0022 小野町2427-2 281-9292

武・田上 訪問看護事業所 訪問看護コンフォート 〒890-0031 武岡一丁目113-30 230-7640

武・田上 訪問看護事業所 西陵訪問看護ステーション 〒890-0032 西陵八丁目32-19 296-8733

武・田上 訪問看護事業所 訪問看護ステーションひなた 〒890-0034 田上五丁目2-17カーサ大和Ⅲ1階 210-5510

武・田上 訪問看護事業所 訪問看護ステーションデューン鹿児島 〒890-0045 武一丁目28-9ベレーザ武101号室 210-5590

武・田上 訪問看護事業所 訪問看護ステーション林 〒890-0045 武二丁目47-7 206-0520

武・田上 訪問看護事業所 訪問看護ステーションかりん 〒890-0045 武三丁目13-4(黒木ビル303号室) 258-7271

武・田上 訪問看護事業所 平和会訪問看護ステーション紫原 〒890-0082 紫原七丁目18-28 298-1238

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーションちゅうおう 〒890-0054 荒田二丁目22-2 256-0304

鴨池北 訪問看護事業所 さくらクリニック 〒890-0055 上荒田町29-12 213-5733 みなし指定

鴨池北 訪問看護事業所 たけのはし大山医院 〒890-0056 下荒田一丁目20-3 253-6900 みなし指定

鴨池北 訪問看護事業所 鹿児島徳洲会訪問看護ステーションみずほ 〒890-0056 下荒田三丁目8-1 255-4317

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーションあおぞら 〒890-0056 下荒田三丁目17-1久野ビル3F 214-3315

鴨池北 訪問看護事業所 ケアネット徳洲会鹿児島訪問看護ステーション 〒890-0056 下荒田三丁目44-18のせビル202号 214-5511

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーション美都 〒890-0061 天保山町11-8ファミール美都3階 806-5050

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーション悠 〒890-0063 鴨池一丁目8-21 296-7507

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーション上之園 〒890-0063 鴨池一丁目44-7-202号 203-0433

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーションつばきケア 〒890-0063 鴨池二丁目19-2高ビル209号 230-0228

鴨池北 訪問看護事業所 生協訪問看護ステーションかもいけ 〒890-0064 鴨池新町5-8 285-6006

鴨池北 訪問看護事業所 鹿児島県看護協会訪問看護ステーションかごしま 〒890-0064 鴨池新町21-5 259-7019

鴨池北 訪問看護事業所 医療法人松岡内科 〒890-0065 郡元一丁目13-6 251-5858 みなし指定

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーションポプラ 〒890-0065 郡元三丁目5-17 213-1277

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーション真砂本町 〒890-0067 真砂本町3-81 253-1121

鴨池北 訪問看護事業所 訪問看護ステーション春うらら 〒890-0067 真砂本町20-19 251-7880

- 5 -



桜島 訪問看護事業所 訪問看護ステーションさくらじま 〒891-1541 野尻町59 221-2068

城西 訪問リハビリテーション事業所 植村病院 〒890-0014 草牟田一丁目4-7 222-6925 みなし指定

城西 訪問リハビリテーション事業所 いいだクリニック 〒890-0014 草牟田二丁目17-3 222-1729 みなし指定

城西 訪問リハビリテーション事業所 まろにえ介護老人保健施設 〒890-0014 草牟田二丁目26-45 226-3270

城西 訪問リハビリテーション事業所 米沢病院 〒890-0016 新照院町19-8 226-9698 みなし指定

城西 訪問リハビリテーション事業所 五反田内科クリニック 〒890-0042 薬師二丁目7-62 259-2038 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 地域医療・福祉ステーションひまわり病院 〒890-0052 上之園町20-28 252-5166 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 ひさまつクリニック 〒890-0052 上之園町21-7湖城ビル1階 298-1230 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 中洲整形外科 〒890-0052 上之園町34-13 253-4711 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 さくらクリニック 〒890-0055 上荒田町29-12 213-5733 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 岩尾病院 〒890-0837 甲突町17-18 225-3838 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 厚地リハビリテーション病院 〒892-0841 照国町13-37 226-1288 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 中江病院 〒892-0847 西千石町4-13 224-3121

中央 訪問リハビリテーション事業所 日高病院 〒892-0847 西千石町8-13 223-3291 みなし指定

中央 訪問リハビリテーション事業所 沖野循環器科病院 〒892-0847 西千石町13-30 223-3238

武・田上 訪問リハビリテーション事業所 整形外科福村クリニック 〒890-0031 武岡一丁目116-24 282-8830 みなし指定

武・田上 訪問リハビリテーション事業所 アクラス中央病院 〒890-0031 武岡一丁目121-5 203-0100 みなし指定

武・田上 訪問リハビリテーション事業所 介護老人保健施設ナーシングホーム田上苑 〒890-0032 西陵六丁目21-18 283-0120

武・田上 訪問リハビリテーション事業所 林内科胃腸科病院 〒890-0045 武二丁目33-8 257-6969 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 高麗町クリニック 〒890-0051 高麗町39-11 812-7712 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 キラメキテラスヘルスケアホスピタル 〒890-0051 高麗町43-30 250-5600 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 東・うえまつクリニック 〒890-0054 荒田一丁目11-1 296-8000 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 小田代病院 〒890-0054 荒田一丁目25-6 253-0720 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 豊島病院 〒890-0056 下荒田三丁目27-1 253-0317 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 有馬・藤島内科クリニック 〒890-0062 与次郎一丁目3-12 251-6336 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 三愛クリニック 〒890-0065 郡元三丁目3-7 286-6033 みなし指定

鴨池北 訪問リハビリテーション事業所 大勝病院 〒890-0067 真砂本町3-95 070-5016-7636 みなし指定

松元 訪問リハビリテーション事業所 木村外科内科 〒899-2701 石谷町2101-7 278-5511 みなし指定

城西 居宅介護支援事業所 いいだクリニック 〒890-0014 草牟田二丁目17-3 222-1729

城西 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援センター草牟田出会い坂 〒890-0014 草牟田二丁目19-21 226-2557

城西 居宅介護支援事業所 社会医療法人緑泉会米盛病院居宅介護支援事業所 〒890-0014 草牟田二丁目29-32 225-7256

城西 居宅介護支援事業所 米沢病院 〒890-0016 新照院町19-8 226-9698

城西 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所いろりの家永吉 〒890-0023 永吉二丁目1-14 298-5242

城西 居宅介護支援事業所 ホワイト・ライフケアプランセンター 〒890-0024 明和一丁目25-1-209号 281-1003 休止中

城西 居宅介護支援事業所 白石病院 〒890-0042 薬師一丁目11-11 204-0313

城西 居宅介護支援事業所 アドナース鹿児島 居宅介護支援 〒890-0042 薬師一丁目20-4 橋口ビル１F 248-7920

城西 居宅介護支援事業所 ケアプランセンターオアシスケア薬師 〒890-0042 薬師一丁目20-21 250-6500

城西 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ケアプラン相談センター城西 〒890-0043 鷹師一丁目4-1 256-4960

城西 居宅介護支援事業所 まつしたケアサービス 〒890-0046 西田一丁目6-23 アビタシオン松下2F 251-6100

城西 居宅介護支援事業所 支援センターわらい 〒890-0046 西田三丁目9-1NSビル2階 296-1082

城西 居宅介護支援事業所 介護支援事業所 リンクコア 〒892-0813 城山二丁目7-7 213-9590

中央 居宅介護支援事業所 平和会居宅介護支援事業所中央 〒890-0052 上之園町16-11ＮｅｏＣｏｕｒｔ上之園101号 814-7731

中央 居宅介護支援事業所 南国居宅介護支援事業所 〒892-0842 東千石町3-15 222-7500

中央 居宅介護支援事業所 やさしい手山之口居宅介護支援事業所 〒892-0844 山之口町6-10国東内科3階 248-7930

中央 居宅介護支援事業所 カクイックスウィング居宅介護支援事業所 〒892-0846 加治屋町3-1 216-3788

中央 居宅介護支援事業所 カクイックスクリーンケア居宅介護支援事業所 〒892-0846 加治屋町3-1 226-0922

中央 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所にこにこ 〒892-0846 加治屋町5-5明和ビル2階 219-5931

中央 居宅介護支援事業所 介護相談センター西千石 〒892-0847 西千石町8-13 223-5423

中央 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所清滝 〒892-0847 西千石町13-30 223-3238

中央 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター道しるべ 〒892-0848 平之町９番３３号 牧野ビル５階   210-7575 

武・田上 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所コンフォート 〒890-0031 武岡一丁目113-30 230-7638

武・田上 居宅介護支援事業所 ケアプランあいりす 〒890-0031 武岡一丁目121-5 203-0373

武・田上 居宅介護支援事業所 介護相談支援事業所つくし 〒890-0032 西陵一丁目39-6 281-3165

武・田上 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所西陵 〒890-0032 西陵八丁目32-19 282-8700

武・田上 居宅介護支援事業所 松恵園居宅介護支援事業所 〒890-0033 西別府町1920 282-7455

武・田上 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター ひなたの家 〒890-0034 田上五丁目2-17カーサ大和Ⅲ1階 204-0180

武・田上 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ふれんどみなみ 〒890-0034 田上八丁目15-3 283-3310

武・田上 居宅介護支援事業所 とそ清風園居宅介護支援事業所 〒890-0036 田上台一丁目43-1 210-5621

武・田上 居宅介護支援事業所 コープ介護支援センター鹿児島 〒890-0037 広木一丁目1-1 286-1107

武・田上 居宅介護支援事業所 林ケアサポート居宅介護支援事業所 〒890-0045 武二丁目47-7 812-8581

武・田上 居宅介護支援事業所 医療法人博昭会ケアセンターＴーライフ 〒890-0082 紫原七丁目14-3 2F 213-7123

武・田上 居宅介護支援事業所 平和会居宅介護支援事業所紫原 〒890-0082 紫原七丁目18-28 298-1258

鴨池北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所甲南 〒890-0051 高麗町8-25 812-6148

鴨池北 居宅介護支援事業所 中央介護センター居宅介護支援事業所 〒890-0054 荒田二丁目22-2 256-0304
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鴨池北 居宅介護支援事業所 ヒューマンライフケア鹿児島 〒890-0054 荒田二丁目37-11 812-2325

鴨池北 居宅介護支援事業所 ケアセンター鹿児島中央 〒890-0056 下荒田一丁目8-11松久保ビル3F 286-0702

鴨池北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所下荒田 〒890-0056 下荒田二丁目1-16 284-0750

鴨池北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所クレール下荒田 〒890-0056 下荒田二丁目7-2 255-5582

鴨池北 居宅介護支援事業所 介護支援事業所はるかぜ 〒890-0056 下荒田二丁目39-1 812-4305

鴨池北 居宅介護支援事業所 シルバーケア鹿児島 〒890-0056 下荒田三丁目27-6 1F 253-0335

鴨池北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所美都 〒890-0061 天保山町11-8ファミール美都 6F 258-0808

鴨池北 居宅介護支援事業所 アルテンハイム鹿児島ケアマネジメントセンター 〒890-0062 与次郎一丁目4-18 230-7820

鴨池北 居宅介護支援事業所 生協訪問看護ステーションかもいけ 〒890-0064 鴨池新町5-8 285-6006

鴨池北 居宅介護支援事業所 鹿児島県看護協会居宅介護支援事業所 〒890-0064 鴨池新町21-5 259-7019

鴨池北 居宅介護支援事業所 あおぞら介護ステーション居宅介護支援事業所 〒890-0065 郡元一丁目16-50 2F 206-6630

鴨池北 居宅介護支援事業所 在宅ケア相談センターさんあい 〒890-0065 郡元三丁目5-17 252-2803

鴨池北 居宅介護支援事業所 ファルマコム株式会社介護支援事業所 〒890-0066 真砂町84-19 258-1314

鴨池北 居宅介護支援事業所 介護相談センター真砂本町 〒890-0067 真砂本町12-2 253-1102

鴨池北 居宅介護支援事業所 介護支援センターもも 〒890-0067 真砂本町17-18玉木アパート101号 811-1639

鴨池北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所春うらら 〒890-0067 真砂本町20-19 204-9881

桜島 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所桜島苑 〒891-1419 桜島横山町1722-45 293-4413

桜島 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所さくらじま 〒891-1541 野尻町58-1 221-2078

松元 居宅介護支援事業所 木村外科内科 〒899-2701 石谷町2101-7 278-5511

松元 居宅介護支援事業所 松元居宅介護支援事業所 〒899-2703 上谷口町3366-5 278-4454

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 株式会社ほのぼの介護・玉里 〒890-0013 城山一丁目7-65-101 239-3920

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ハァーティーケアまごころ 〒890-0013 城山一丁目50-3 295-3122

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションあざみ 〒890-0014 草牟田二丁目18-4里の園ビル102号 227-5342

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 指定訪問介護センター草牟田出会い坂 〒890-0014 草牟田二丁目19-21 216-2520

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護いろりの家永吉 〒890-0023 永吉二丁目1-14 298-5242

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションののちゃんの家 〒890-0024 明和二丁目33-14 225-3336

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションガーベラ 〒890-0026 原良四丁目10-8 296-1232

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護事業所介護サービスさつま 〒890-0026 原良四丁目26-11 202-0458

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護リバーサイド城西 〒890-0041 城西一丁目2-22 3階 256-5025

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） クリアー訪問介護事業所 〒890-0041 城西二丁目5-10 Lフラットマンション205号 800-9165

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 白石病院 訪問介護事業所 〒890-0042 薬師一丁目12-22 204-0313

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） アドナース鹿児島 訪問介護 〒890-0042 薬師一丁目20-4 橋口ビル１F 248-7920

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションオアシスケア薬師 〒890-0042 薬師一丁目20-21 250-6500

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション城西 〒890-0043 鷹師一丁目4-1 206-5156

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） まつしたケアサービス 〒890-0046 西田一丁目6-23アビタシオン松下203号 251-6100

城西 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションじゅらく 〒890-0047 常盤一丁目24-39 814-3737

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） あなぶきケアサービス鹿児島 〒890-0052 上之園町4-15 297-5005

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護 とどけあ鹿児島 〒892-0824 堀江町2-10ドクタープレミアムBLD5F 224-5130

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションオアシスケア薬師サテライト新屋敷 〒892-0838 新屋敷町30-23 298-9541

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ニチイケアセンター西鹿児島駅前 〒892-0847 西千石町4-2グリーンパークビル2階 219-1922

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション西千石 〒892-0847 西千石町8-13 223-5426

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション清滝 〒892-0847 西千石町13-30 213-9900

中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） やさしい手高見馬場訪問介護事業所 〒892-0848 平之町17-7 248-7260

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ホームヘルプステーション高喜苑 〒890-0022 小野町2427-2 283-6875

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションケアサポ 〒890-0031 武岡一丁目46-2 807-2274

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護コンフォート 〒890-0031 武岡一丁目113-30 230-7639

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ホームヘルパーステーション西陵 〒890-0032 西陵一丁目43-1 283-7010

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション木の花 〒890-0032 西陵二丁目47-6 281-4086

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ホームヘルパーステーション松恵園 〒890-0033 西別府町1920 283-0809

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護事業所ひなた 〒890-0034 田上四丁目9-8 275-8615

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） とそ清風園訪問介護事業所 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6661

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） コープヘルパーステーション鹿児島 〒890-0037 広木一丁目1-1 286-1108

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 介護派遣サービスぶどうの木 〒890-0045 武一丁目28-10若草ハイツ101号 252-8441

武・田上 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション林 〒890-0045 武二丁目47-7 251-1066

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション甲南 〒890-0051 高麗町8-25 251-4623

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションみらい 〒890-0054 荒田一丁目31-23-102 298-5351

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 中央介護サービス訪問介護事業所 〒890-0054 荒田二丁目22-2 256-0304

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション風凛 〒890-0054 荒田二丁目22-10 山内ビル105 296-1572

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） アドナース下荒田 〒890-0056 下荒田一丁目41-1 230-7236

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションクレール下荒田 〒890-0056 下荒田二丁目7-2 255-5538

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ケアネット徳洲会鹿児島ケアセンター 〒890-0056 下荒田三丁目44-18のせビル202号 263-8325

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション美都 〒890-0061 天保山町11-8ファミール美都6階 251-5824

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションうきぐも 〒890-0062 与次郎二丁目4-35ＫＳＣ鴨池ビル3F 250-5680

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションかいご屋 〒890-0063 鴨池一丁目8-21 251-2401
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鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションM＆H 〒890-0063 鴨池一丁目25-8 251-8071

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） あおぞら介護ステーション 〒890-0063 鴨池二丁目3-16 3F 214-3315

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 生協ヘルパーステーション・鹿児島北 〒890-0064 鴨池新町5-8 250-3273

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション三愛 〒890-0065 郡元三丁目5-17 250-3585

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションふくろう 〒890-0067 真砂本町9-15-2F   070-5499-8094

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション真砂本町 〒890-0067 真砂本町12-2 253-5788

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション春うらら 〒890-0067 真砂本町16-7 251-7888

鴨池北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 在宅介護ねいろ２４ 〒890-0067 真砂本町49-10 822-3311

桜島 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステイションわかば 〒891-1411 桜島白浜町1136-2 293-3216

桜島 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護事業所桜島苑 〒891-1419 桜島横山町1722-45 293-4411

松元 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション陽光花 〒899-2701 石谷町995-5 210-7852

松元 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションほりん 〒899-2701 石谷町4995-1 295-6155

松元 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 松元訪問介護事業所 〒899-2703 上谷口町3366-5 246-7088

中央 訪問入浴介護事業所 訪問入浴サービスオアシスケア新屋敷 〒892-0838 新屋敷町30-23 298-9541

鴨池北 訪問入浴介護事業所 ケアネット徳洲会鹿児島ケアセンター 〒890-0056 下荒田三丁目44-18のせビル202号 263-8325

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスまごころ 〒890-0013 城山一丁目50-3 295-3122

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター七福神 〒890-0014 草牟田二丁目17-2 222-1729

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサロンピース草牟田 〒890-0014 草牟田二丁目29-10 210-7966

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスいろりの家永吉 〒890-0023 永吉二丁目1-14 298-5242

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスオアシスケア原良 〒890-0026 原良一丁目1-5 296-8445

城西  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護リバーサイド城西 〒890-0041 城西一丁目2-22 3階 256-5025

城西  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護ケアガーデン薬師 〒890-0042 薬師二丁目8-33 256-8810

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス竹とんぼ 〒890-0042 薬師二丁目27-7 298-5496

城西  通所介護事業所（デイサービス） サロンドプランタン 〒890-0043 鷹師一丁目4-1 230-7575

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス西駅乃湯 〒890-0046 西田一丁目6-23 250-2557

城西  通所介護事業所（デイサービス） ケアガーデン西田 トレーニングデイ・悠 〒890-0046 西田三丁目1-11 250-2545

城西  通所介護事業所（デイサービス） 早稲田イーライフ鹿児島中央 〒890-0046 西田三丁目1-19FUJISAKIBLD1階 255-7811

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスひびき 〒890-0046 西田三丁目15-5 250-7117

城西  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターじゅらく常盤 〒890-0047 常盤一丁目24-39 814-3737

中央  通所介護事業所（デイサービス） アルファデイサービスセンター上之園 〒890-0052 上之園町4-15 297-5005

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス笑癒 中央 〒890-0054 上之園町3-1-2階 296-1472

中央  通所介護事業所（デイサービス） レッツ倶楽部鹿児島 〒890-0055 上荒田町16-25-201 812-7142

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスサンガーデン鹿児島 〒890-0055 上荒田町23-8 250-3593

中央  通所介護事業所（デイサービス） アルファデイサービスセンター上荒田 〒890-0055 上荒田町31-12 298-1654

中央  通所介護事業所（デイサービス） それいゆ船津 〒892-0831 船津町3-11 248-7028

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイカフェ ここから 〒890-0834 南林寺町17番39号ゼブラビル102 213-9561

中央  通所介護事業所（デイサービス） リハビックス 甲突店 〒892-0837 甲突町2-7 080-7989-3875

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスふく島 〒892-0837 甲突町24-16 201-3131

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター鹿児島中央 〒892-0838 新屋敷町25-10 296-9850

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター厚地 〒892-0841 照国町1-13 226-1016

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス笑癒照国 〒892-0841 照国町18-9サンシュライン照国1階 295-4903

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス福ちゃん 〒892-0842 東千石町2-3 248-8061

中央  通所介護事業所（デイサービス） 南国東千石デイサービス 〒892-0842 東千石町3-15 222-7500

中央  通所介護事業所（デイサービス） あおぞらデイサービスセンター東千石 〒892-0842 東千石町3-19 219-1100

中央  通所介護事業所（デイサービス） 療養通所介護かえりえ山之口 〒892-0844 山之口町6-10国東内科2階 248-7680

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスゆうゆうクラブ 〒892-0845 樋之口町6-8 226-9311

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス清滝 〒892-0847 西千石町13-30 223-3238

中央  通所介護事業所（デイサービス） やさしい手鹿児島デイサービスゆめふる鹿児島中央店 〒892-0848 平之町8-16 216-8507

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス 道しるべ 西千石 〒892-0848 平之町9-33 牧野ビル６階 813-7777

中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターあいせ平之町 〒892-0848 平之町10-9 222-5445

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） たけおかの郷 〒890-0031 武岡一丁目7-5 204-7898

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護コンフォート武岡 〒890-0031 武岡一丁目121-14 204-7497

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスつどいの家 〒890-0031 武岡四丁目２２－２０ 203-0980

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） みんかリハサービス   〒890-0032 西陵二丁目1-45-2 296-9825

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター松恵園 〒890-0033 西別府町1920 284-8243

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス健康はうす田上 〒890-0034 田上四丁目6-20 837-0596

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスひなたの家田上 〒890-0034 田上四丁目9-8 250-9240

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） あおぞらデイサービスセンター田上 〒890-0034 田上五丁目3-2 258-1882

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターおひさま 〒890-0034 田上八丁目13-29 800-7144

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） リハプラザふれんどみなみ 〒890-0034 田上八丁目15-3 283-3310

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） とそ清風園デイサービスセンター 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6364

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターいろえんぴつ 〒890-0036 田上台四丁目42-13 296-9925

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） コープデイサービス田上にじいろ 〒890-0037 広木一丁目1-1 286-1171

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス優花 〒890-0037 広木二丁目48-2 284-7112
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武・田上  通所介護事業所（デイサービス） あおぞらデイサービスセンター 〒890-0045 武三丁目13-4 206-0553

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスゆかりの里 〒890-0055 上荒田町53-13 204-0111

武・田上  通所介護事業所（デイサービス） リハデイサービスオーシャンハート 〒890-0081 唐湊一丁目14-28-102 258-2950

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター甲南 〒890-0051 高麗町8-25 251-6653

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス昭和クラブ 〒890-0051 高麗町27-19 252-5625

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） ヒューマンライフケア玉乃湯 〒890-0054 荒田二丁目37-11 812-2325

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス道しるべ荒田 〒890-0054 荒田二丁目67-20-1階 800-4999

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） ゆめの舎 〒890-0056 下荒田一丁目20-3 256-5505

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス第三昭和クラブ 〒890-0056 下荒田一丁目35-20 297-6415

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスオアシスケア天保山 〒890-0056 下荒田二丁目45-6 203-0025

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） 夢のみずうみ村デイサービス 〒890-0062 与次郎一丁目4-18 230-7773

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） マリンピア与次郎 〒890-0062 与次郎二丁目9-2 202-0100

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） 鴨池デイサービスセンター和（なごみ） 〒890-0063 鴨池一丁目60-4 254-8579

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスおたふく郡元 〒890-0065 郡元一丁目15-5 297-4433

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） アプリシエイションたもん 〒890-0065 郡元二丁目6-7 1階 202-0110

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス第ニ昭和クラブ 〒890-0065 郡元三丁目1-22 297-5601

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス花水木 〒890-0065 郡元三丁目4-15 255-5200

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス春うらら月のうさぎ 〒890-0066 真砂町60-17 204-9880

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスあいがて真砂 〒890-0066 真砂町74-4ユウセイ丸進ビル101 814-7717

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス真砂本町 〒890-0067 真砂本町3-81 285-2211

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス春うらら 〒890-0067 真砂本町20-3 250-0617

鴨池北  通所介護事業所（デイサービス） ムーブメントプロ鴨池 〒890-0068 真砂本町29-7 松野ビル 1階 296-8731

桜島  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護事業所桜島苑 〒891-1419 桜島横山町1722-45 293-2805

松元  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター陽光花 〒899-2701 石谷町1155-1 210-7683

松元  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター元気の里いっど鹿児島館 〒899-2701 石谷町1279-4 248-8720

松元  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターほりんの里 〒899-2701 石谷町4995-1 278-0681

松元  通所介護事業所（デイサービス） 松元通所介護事業所 〒899-2703 上谷口町3366-5 278-4358

松元  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター老祝 〒899-2704 春山町1726-5 295-0869

城西 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 城山介護老人保健施設 〒890-0014 草牟田一丁目4-10 225-3582

城西 通所リハビリテーション事業所（デイケア） いいだクリニック 〒890-0014 草牟田二丁目17-3 222-1752 みなし指定

城西 通所リハビリテーション事業所（デイケア） まろにえ介護老人保健施設 〒890-0014 草牟田二丁目26-45 226-3270

城西 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 米沢病院 〒890-0016 新照院町19-8 226-9698 みなし指定

城西 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 城西ナーシングホーム 〒890-0046 西田一丁目16-1 258-9180

中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 白坂病院 〒890-0053 中央町13-14 255-3161 みなし指定

中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 内村整形外科 〒892-0841 照国町3-32 226-1220

中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 西千石 〒892-0847 西千石町8-13 223-3300

中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 日高病院 〒892-0847 西千石町8-13 223-3291 みなし指定

中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 西田橋有馬医院 〒892-0848 平之町1-27 227-7736 みなし指定

武・田上 通所リハビリテーション事業所（デイケア） アクラス中央病院 〒890-0031 武岡一丁目121-5 203-0100 みなし指定

武・田上 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 介護老人保健施設ナーシングホーム田上苑 〒890-0032 西陵六丁目21-18 283-0120

武・田上 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 田上記念病院 〒890-0033 西別府町1799 282-0400 みなし指定

武・田上 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 天神南クリニック 〒890-0034 田上二丁目16-16 213-1077 みなし指定

武・田上 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 林内科胃腸科病院 〒890-0045 武二丁目33-8 257-6969 みなし指定

武・田上 通所リハビリテーション事業所（デイケア） とよやまクリニック 〒890-0082 紫原七丁目14-2 812-6190 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） キラメキテラスヘルスケアホスピタル 〒890-0051 高麗町43-30 250-5600 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 東・うえまつクリニック通所リハビリテーション 〒890-0054 荒田一丁目11-1 296-8007 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 小田代リハ整形外科クリニック 〒890-0054 荒田一丁目22-1 203-0888

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 豊島病院 〒890-0056 下荒田三丁目27-1 253-0317 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 有馬・藤島内科クリニックデイケアカナリア 〒890-0062 与次郎一丁目3-12 251-6336 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 鴨池生協クリニック 〒890-0064 鴨池新町5-8 252-1321 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 三愛クリニック 〒890-0065 郡元三丁目3-7 812-1181 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 大勝病院通所リハビリテーション 〒890-0067 真砂本町3-95 070-6466-8934 みなし指定

鴨池北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） ひまわり 〒890-0067 真砂本町3-81 285-2211

桜島 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 桜島病院 〒891-1541 野尻町59 221-2031 みなし指定

松元 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 木村外科内科 〒899-2701 石谷町2101-7 278-5511 みなし指定

城西 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホームオアシスケア城西 〒890-0023 永吉二丁目37-14 294-9797

中央 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 花時計 〒892-0846 加治屋町16-6 294-9456

武・田上 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 高喜苑 〒890-0031 武岡五丁目51-10 284-8250

武・田上 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 松恵園 〒890-0033 西別府町1920 282-7520

武・田上 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホームとそ清風園 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6363

鴨池北 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 介護老人福祉施設 アルテンハイム鹿児島 〒890-0062 与次郎一丁目4-18 230-7777

鴨池北 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム 花水木 〒890-0065 郡元三丁目4-15 812-6095

桜島 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 桜島苑 〒891-1419 桜島横山町1722-45 293-2800

松元 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 特別養護老人ホーム健生苑 〒899-2701 石谷町3523 278-2720

- 9 -



城西 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 城山老健施設 〒890-0014 草牟田一丁目4-10 225-3582

城西 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） まろにえ老人保健施設 〒890-0014 草牟田二丁目26-45 226-3270

城西 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 城西ナーシングホーム 〒890-0046 西田一丁目16-1 258-9180

中央 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 西千石 〒892-0847 西千石町8-13 223-3300

中央 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 西田橋有馬病院 〒892-0848 平之町1-27 224-0823

武・田上 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 介護老人保健施設ナーシングホーム田上苑 〒890-0032 西陵六丁目21-18 283-0120

武・田上 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） ユニット型介護老人保健施設ナーシングホーム田上苑 〒890-0032 西陵六丁目21-18 283-0120

武・田上 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 田上記念病院 〒890-0033 西別府町1799 282-0051

鴨池北 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） ひまわり 〒890-0067 真砂本町3-81 285-2211

桜島 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 桜島病院介護医療院 〒891-1541 野尻町59 221-2031

城西 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社さくら医療器械 〒890-0016 新照院町17-11 226-7828

城西 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社フェアメイト 〒890-0042 薬師一丁目20-9 812-8221

中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社中礼義肢製作所 〒892-0846 加治屋町11-3 225-0888

中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ニチイケアセンター鹿児島 〒892-0847 西千石町1-32Ｗビルディング西千石町4F 227-9778

武・田上 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 住まいるライフ 〒890-0031 武岡三丁目3-2 822-0137

武・田上 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ケアプラス 〒890-0031 武岡四丁目20-10 230-7294

武・田上 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 横尾機器ウェルネス課 〒890-0033 西別府町2941-27 283-3220

武・田上 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） レンタル丸屋鹿児島営業所 〒890-0034 西別府町3010-37 813-8833

鴨池北 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） やさしい手住環境部鹿児島営業所 〒890-0054 荒田二丁目-74-20 808-2751

鴨池北 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社ウェルフェア 〒890-0056 下荒田一丁目8-11 286-0702

鴨池北 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ミライクル 〒890-0067 真砂本町17-18-2F 210-5234

松元 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ケアサポート 〒899-2703 上谷口町912-4 208-1881

城西 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模 薬師 〒890-0026 原良四丁目27-1 252-2200

城西 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム 城西 〒890-0042 薬師二丁目6-16 255-8079

武・田上 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム ほのぼの 〒890-0034 田上六丁目22-41 250-4100

武・田上 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム 武町 〒890-0045 武三丁目38-10 285-3766

鴨池北 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム アルテンハイム鹿児島 〒890-0062 与次郎一丁目4-18 230-7777

鴨池北 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム せせらぎ 〒890-0067 真砂本町4-7 254-6407

松元 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームドリームヒルきむら 〒899-2701 石谷町2100-4 278-5516

松元 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームさくら 〒899-2702 福山町958-1 278-0550

松元 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護タンポポ福祉館 〒899-2704 春山町1799-5 278-7250

中央 看護小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護まごころ照国 〒892-0841 照国町7-17 813-7260

武・田上 看護小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能事業所フォーピース紫原 〒890-0082 紫原七丁目18-29 814-2027

鴨池北 看護小規模多機能型居宅介護事業所 キラメキテラス看護小規模多機能型居宅介護 麗 〒890-0051 高麗町22-16 230-7122

鴨池北 看護小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護ホームサンテラス２ 〒890-0067 真砂本町3-33 812-8129

城西 認知症対応型通所介護事業所 七福神ララの家 〒890-0041 城西一丁目1-5 206-2729

城西 認知症対応型通所介護事業所 ケアガーデン薬師カサブランカ 〒890-0042 薬師二丁目8-33 256-8810

城西 認知症対応型通所介護事業所 サポートセンターチャオ 〒890-0043 鷹師二丁目5-2 298-1729

城西 認知症対応型通所介護事業所 ケアガーデン中央駅前エーデルワイス 〒890-0046 西田一丁目1-6 206-0200

城西 認知症対応型通所介護事業所 認知症対応型デイサービスかなで 〒890-0046 西田三丁目15-5-1F 257-6987

武・田上 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスセンターほのぼの 〒890-0033 西別府町1920 281-3066

鴨池北 認知症対応型通所介護事業所 アルプスひろばデイサービスセンター 〒890-0051 高麗町42-12 286-4560

鴨池北 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスセンター花 〒890-0056 下荒田二丁目1-16 284-1815

鴨池北 認知症対応型通所介護事業所 南国鴨池デイサービス 〒890-0056 下荒田四丁目46-16 806-7710

鴨池北 認知症対応型通所介護事業所 南国与次郎デイサービス 〒890-0062 与次郎一丁目2-16 204-7702

鴨池北 認知症対応型通所介護事業所 遊びたり 〒890-0062 与次郎一丁目4-18 250-7775

中央 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 あなぶきケアサービス鹿児島定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 〒890-0052 上之園町4-15 297-5005

武・田上 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 済生会サポートセンターなでしこ 〒890-0022 小野町2427-2 283-6875

武・田上 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 定期巡回随時対応型訪問介護看護コンフォート 〒890-0031 武岡一丁目113-30 296-7771

武・田上 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ひなたあんしんサポートセンター 〒890-0034 田上四丁目9-8 298-9683

鴨池北 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 定期巡回随時対応型訪問介護看護あおぞら 〒890-0063 鴨池二丁目3-16えりかビル3F 214-3315

城西 地域包括支援センター 地域包括支援センター城西 〒890-0042 薬師一丁目16-9 813-0130

中央 地域包括支援センター 地域包括支援センター中央 〒892-0835 城南町32-11 219-4061

武・田上 地域包括支援センター 地域包括支援センター武岡 〒890-0031 武岡五丁目17-8 298-5801

武・田上 地域包括支援センター 地域包括支援センター武・田上 〒890-0034 田上三丁目13-2 284-0620

鴨池北 地域包括支援センター 地域包括支援センター鴨池北 〒890-0063 鴨池二丁目25-1-11 812-8825

桜島 地域包括支援センター 地域包括支援センター桜島 〒891-1415 桜島藤野町1456-1 245-2525

松元 地域包括支援センター 地域包括支援センター松元 〒899-2703 上谷口町2883 278-7131

城西 運動型通所介護事業所 デイサービスセンター七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 228-5729

中央 運動型通所介護事業所 運動型通所介護サービス高齢者インナーマッスルフィットネス教室あさひな 〒890-0067 真砂本町53番12号 258-4903 独自指定

中央 運動型通所介護事業所 厚地健康増進センター 〒892-0841 照国町13-37 6F 226-1165

武・田上 運動型通所介護事業所 武岡台デイサービスセンター 〒890-0022 小野町2427-2 283-6880

武・田上 運動型通所介護事業所 デイサービス健康はうす田上 〒890-0034 田上四丁目6-20 837-0596

鴨池北 運動型通所介護事業所 ウェルネスセブン 〒890-0054 荒田二丁目2-11 298-1250
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鴨池北 運動型通所介護事業所 リハビリテーションハレ 〒890-0063 鴨池一丁目16-8 800-3430

松元 運動型通所介護事業所 松元通所介護事業所 〒899-2703 上谷口町3366-5 278-4358

松元 運動型通所介護事業所 薩摩健康運動塾 〒899-2704 春山町1274-1 813-7827

中央 生活支援型訪問介護事業所 やさしい手高見馬場訪問介護事業所 〒892-0846 加治屋町13-11  295-6552 独自指定

中央 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーション西千石 〒892-0847 西千石町8-13 223-5426

武・田上 生活支援型訪問介護事業所 ホームヘルプステーション高喜苑 〒890-0022 小野町2427-2 283-6875

武・田上 生活支援型訪問介護事業所 訪問介護コンフォート 〒890-0031 武岡一丁目113-30 230-7639

武・田上 生活支援型訪問介護事業所 とそ清風園訪問介護事業所 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6363

武・田上 生活支援型訪問介護事業所 コープヘルパーステーション鹿児島 〒890-0037 広木一丁目1-1 286-1108

城西 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションじゅらく 〒890-0047 常盤一丁目24-39 814-3737

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションみらい 〒890-0054 荒田一丁目40-18 2F 298-5351

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーション風凛 〒890-0054 荒田二丁目22-10山内ビル105 296-1572

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションクレール下荒田 〒890-0056 下荒田二丁目7-2 255-5538

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 ケアネット徳洲会鹿児島ケアセンター 〒890-0056 下荒田三丁目44-18のせビル202号 263-8325

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 公益社団法人鹿児島市シルバー人材センター 〒890-0061 天保山町1-1 252-4661

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 あおぞら介護ステーション 〒890-0063 鴨池二丁目3-16えりかビル3F 214-3315

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションかいご屋 〒890-0063 鴨池一丁目8-21 251-2401

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 生協ヘルパーステーション・鹿児島北 〒890-0064 鴨池新町5-8 250-3273

鴨池北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーション真砂本町 〒890-0067 真砂本町1-1 253-5788

武・田上 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービス健康はうす田上 〒890-0034 田上四丁目6-20 837-0596

武・田上 ミニデイ型通所介護事業所 とそ清風園デイサービスセンター 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6363

武・田上 ミニデイ型通所介護事業所 コープデイサービス田上 にじいろ 〒890-0037 広木一丁目１-１ 286-1171

鴨池北 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービス昭和クラブ 〒890-0051 高麗町27-19 252-5625

鴨池北 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスおたふく郡元(ミニデイ華宵亭おたふく郡元) 〒890-0065 郡元一丁目15-5 297-4433 R4年8月より

当面休止

鴨池北 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービス第二昭和クラブ 〒890-0065 郡元三丁目1-22 297-5601

鴨池北 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスあいがて真砂 〒890-0066 真砂町74-4 814-7717

城西 予防型通所介護事業所 運動クラブぷらっと 〒890-0014 草牟田一丁目11-11 248-9824

城西 予防型通所介護事業所 デイサロンピース草牟田 〒890-0014 草牟田二丁目29-10 295-0355

城西 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター七福神 〒890-0021 小野二丁目8-15 228-5729

城西 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター鶴丸ホーム明和 〒890-0024 明和一丁目25-11 282-1810

城西 予防型通所介護事業所 デイサービスオアシスケア原良 〒890-0026 原良一丁目1-5 296-8445

城西 予防型通所介護事業所 通所介護リバーサイド城西 〒890-0041 城西一丁目2-22 3階 256-5025

城西 予防型通所介護事業所 通所介護ケアガーデン薬師 〒890-0042 薬師二丁目8-33 256-8810

城西 予防型通所介護事業所 デイサービス竹とんぼ 〒890-0042 薬師二丁目27-7 298-5496

城西 予防型通所介護事業所 サロンドプランタン 〒890-0043 鷹師一丁目4-1 230-7575

城西 予防型通所介護事業所 ケアガーデン西田 トレーニングデイ・悠 〒890-0046 西田三丁目1-11 250-2545

城西 予防型通所介護事業所 早稲田イーライフ鹿児島中央 〒890-0046 西田三丁目1-19FUJISAKIBLD1階 255-7811

城西 予防型通所介護事業所 デイサービスひびき 〒890-0046 西田三丁目15-5 250-7117

城西 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターじゅらく常盤 〒890-0047 常盤一丁目24-39 814-3737

中央 予防型通所介護事業所 デイサービス笑癒 中央 〒890-0052 上之園町3-1-2階 296-1472

中央 予防型通所介護事業所 アルファデイサービスセンター上之園 〒890-0052 上之園町4-15 297-5005

中央 予防型通所介護事業所 デイサービスサンガーデン鹿児島 〒890-0055 上荒田町23-8 250-3593

中央 予防型通所介護事業所 アルファデイサービスセンター上荒田 〒890-0055 上荒田町31-12 298-1654

中央 予防型通所介護事業所 それいゆ船津 〒892-0831 船津町3-11 248-7028

中央 予防型通所介護事業所 デイカフェ ここから 〒890-0834 南林寺町17番39号ゼブラビル102 213-9561

中央 予防型通所介護事業所 リハビックス 甲突店 〒892-0837 甲突町2-7 080-7989-3875

中央 予防型通所介護事業所 デイサービスふく島 〒892-0837 甲突町24-16 201-3131

中央 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター厚地 〒892-0841 照国町1-13 226-1016

中央 予防型通所介護事業所 デイサービス笑癒照国 〒892-0841 照国町18-9サンシュライン照国1階 295-4903

中央 予防型通所介護事業所 デイサービス福ちゃん 〒892-0842 東千石町2-3 248-8061

中央 予防型通所介護事業所 南国東千石デイサービス 〒892-0842 東千石町3-15 222-7500

中央 予防型通所介護事業所 あおぞらデイサービスセンター東千石 〒892-0842 東千石町3-19 219-1100

中央 予防型通所介護事業所 デイサービスゆうゆうクラブ 〒892-0845 樋之口町6-8 226-9311

中央 予防型通所介護事業所 デイサービス清滝 〒892-0847 西千石町13-30 223-3238

中央 予防型通所介護事業所 やさしい手鹿児島デイサービスゆめふる鹿児島中央店 〒892-0848 平之町8-16 216-8507

中央 予防型通所介護事業所 デイサービス 道しるべ 西千石 〒892-0848 平之町9-33 牧野ビル６階 813-7777

中央 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターあいせ平之町 〒892-0848 平之町10-9 222-5445

武・田上 予防型通所介護事業所 武岡台デイサービスセンター 〒890-0022 小野町2427-2 283-6880

武・田上 予防型通所介護事業所 たけおかの郷 〒890-0031 武岡一丁目7-5 204-7898

武・田上 予防型通所介護事業所 デイサービスつどいの家 〒890-0031 武岡四丁目２２－２０ 203-0980

武・田上 予防型通所介護事業所 みんかリハサービス 〒890-0032 西陵二丁目1-45 296-9825

武・田上 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター松恵園 〒890-0033 西別府町1920 284-8243

武・田上 予防型通所介護事業所 デイサービス健康はうす田上 〒890-0034 田上四丁目6-20 837-0596

武・田上 予防型通所介護事業所 あおぞらデイサービスセンター田上 〒890-0034 田上五丁目3-2 258-1882
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武・田上 予防型通所介護事業所 デイサービスハウスBell 〒890-0034 田上七丁目24-10 837-2310

武・田上 予防型通所介護事業所 リハプラザふれんどみなみ 〒890-0034 田上八丁目15-3 283-3310

武・田上 予防型通所介護事業所 とそ清風園デイサービスセンター 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6363

武・田上 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターいろえんぴつ 〒890-0036 田上台四丁目42-13 296-9925

武・田上 予防型通所介護事業所 コープデイサービス田上にじいろ 〒890-0037 広木一丁目1-1 286-1171

武・田上 予防型通所介護事業所 デイサービス優花 〒890-0037 広木二丁目48-2 284-7112

武・田上 予防型通所介護事業所 あおぞらデイサービスセンター 〒890-0045 武三丁目13-4 206-0553

武・田上 予防型通所介護事業所 リハデイサービスオーシャンハート 〒890-0081 唐湊一丁目14-28-102 258-2950

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター甲南 〒890-0051 高麗町8-25 251-6653

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス昭和クラブ 〒890-0051 高麗町27-19 252-5625

鴨池北 予防型通所介護事業所 ヒューマンライフケア玉乃湯 〒890-0054 荒田二丁目37-11 812-2325

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス道しるべ荒田 〒890-0054 荒田二丁目67-20-1階 800-4999

鴨池北 予防型通所介護事業所 ゆめの舎 〒890-0056 下荒田一丁目20-3 256-5505

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス第三昭和クラブ 〒890-0056 下荒田一丁目35-20 297-6415

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービスオアシスケア天保山 〒890-0056 下荒田二丁目45-6 203-0025

鴨池北 予防型通所介護事業所 夢のみずうみ村デイサービスセンター 〒890-0062 与次郎一丁目4-18 230-7777

鴨池北 予防型通所介護事業所 マリンピア与次郎 〒890-0062 与次郎二丁目9-2 202-0100

鴨池北 予防型通所介護事業所 鴨池デイサービスセンター和（なごみ） 〒890-0063 鴨池一丁目60-4 254-8579

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービスおたふく郡元 〒890-0065 郡元一丁目15-5 297-4433

鴨池北 予防型通所介護事業所 アプリシエイションたもん 〒890-0065 郡元二丁目6-7 1階 202-0110

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス第ニ昭和クラブ 〒890-0065 郡元三丁目1-22 297-5601

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス花水木 〒890-0065 郡元三丁目4-15 255-5200

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス春うらら月のうさぎ 〒890-0066 真砂町60-17 204-9880

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービスあいがて真砂 〒890-0066 真砂町74-4 814-7717

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス真砂本町 〒890-0067 真砂本町3-81 285-2211

鴨池北 予防型通所介護事業所 デイサービス春うらら 〒890-0067 真砂本町20-3 250-0617

鴨池北 予防型通所介護事業所 ムーブメントプロ鴨池 〒890-0067 真砂本町29-7 松野ビル 1階 296-8731

桜島 予防型通所介護事業所 通所介護事業所桜島苑 〒891-1419 桜島横山町1722-45 293-2805

松元 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター陽光花 〒899-2701 石谷町1155-1 210-7683

松元 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター元気の里いっど鹿児島館 〒899-2701 石谷町1279-4 248-8720

松元 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターほりんの里 〒899-2701 石谷町4995-1 295-6155

松元 予防型通所介護事業所 松元通所介護事業所 〒899-2703 上谷口町3366-5 278-4358

松元 予防型通所介護事業所 薩摩健康運動塾 〒899-2704 春山町1274-1 813-7827

城西 予防型訪問介護事業所 株式会社ほのぼの介護・玉里 〒890-0013 城山一丁目7-65城山Ｎビル101号室 298-9358

城西 予防型訪問介護事業所 ハァーティーケアまごころ 〒890-0013 城山一丁目50-3 800-4557

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション アノン 〒892-0813 城山二丁目7-7-2F 213-9595

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションあざみ 〒890-0014 草牟田二丁目18-4里の園ビル102号 227-5342

城西 予防型訪問介護事業所 指定訪問介護センター草牟田出会い坂 〒890-0014 草牟田二丁目19-21 216-2520

城西 予防型訪問介護事業所 訪問介護いろりの家永吉 〒890-0023 永吉二丁目1-14 298-5242

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション鶴丸ホーム 〒890-0024 明和一丁目25-11 282-1810

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションののちゃんの家 〒890-0024 明和二丁目33-14 225-3336

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションガーベラ 〒890-0026 原良四丁目10-8 296-1232

城西 予防型訪問介護事業所 介護サービスさつま 〒890-0026 原良四丁目26-11 202-0458

城西 予防型訪問介護事業所 訪問介護リバーサイド城西 〒890-0041 城西一丁目4-6城西ハイツ101号 256-5025

城西 予防型訪問介護事業所 アドナース鹿児島 訪問介護 〒890-0041 城西一丁目16-18コーポ薬師堂 230-7482

城西 予防型訪問介護事業所 白石病院訪問介護事業所 〒890-0042 薬師一丁目12-8 250-8996

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションオアシスケア薬師 〒890-0042 薬師一丁目20-21 250-6500

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション城西 〒890-0043 鷹師一丁目4-1 206-5156

城西 予防型訪問介護事業所 まつしたケアサービス 〒890-0046 西田一丁目6-23アビタシオン松下203号 251-6100

城西 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションじゅらく 〒890-0047 常盤一丁目24-39 814-3737

中央 予防型訪問介護事業所 あなぶきケアサービス鹿児島 〒890-0052 上之園町4-15 297-5005

中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションオアシスケア薬師サテライト新屋敷 〒892-0838 新屋敷町30-23 298-9541

中央 予防型訪問介護事業所 やさしい手鹿児島高見馬場訪問介護事業所 〒892-0846 加治屋町13-11 295-6552

中央 予防型訪問介護事業所 ニチイケアセンター西鹿児島駅前 〒892-0847 西千石町4-2グリーンパークビル2階 219-1922

中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション西千石 〒892-0847 西千石町8-13 223-5426

中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション清滝 〒892-0847 西千石町13-30 231-9900

武・田上 予防型訪問介護事業所 訪問介護コンフォート 〒890-0031 武岡一丁目113-30 230-7639

武・田上 予防型訪問介護事業所 ホームヘルパーステーション西陵 〒890-0032 西陵一丁目43-1 283-7010

武・田上 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション木の花 〒890-0032 西陵二丁目47-6 281-4086

武・田上 予防型訪問介護事業所 ホームヘルパーステーション松恵園 〒890-0033 西別府町1920 283-0809

武・田上 予防型訪問介護事業所 とそ清風園訪問介護事業所 〒890-0036 田上台一丁目43-1 286-6661

武・田上 予防型訪問介護事業所 訪問介護事業所ひなた 〒890-0036 田上台三丁目50-3 275-8615

武・田上 予防型訪問介護事業所 コープヘルパーステーション鹿児島 〒890-0037 広木一丁目1-1 286-1108

武・田上 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション林 〒890-0045 武二丁目47-7 251-1066
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鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション甲南 〒890-0051 高麗町8-25 251-4623

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションみらい 〒890-0054 荒田一丁目40-18 2F 298-5351

鴨池北 予防型訪問介護事業所 中央介護サービス訪問介護事業所 〒890-0054 荒田二丁目22-2 256-0304

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション風凛 〒890-0054 荒田二丁目22-10山内ビル105 296-1572

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションクレール下荒田 〒890-0056 下荒田二丁目7-2 255-5538

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ケアネット徳洲会鹿児島ケアセンター 〒890-0056 下荒田三丁目44-18のせビル202号 263-8325

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション美都 〒890-0061 天保山町11-8ファミール美都6階 251-5824

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションうきぐも 〒890-0062 与次郎二丁目4-35KSC鴨池ビル3F 250-5680

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションかいご屋 〒890-0063 鴨池一丁目8-21 251-2401

鴨池北 予防型訪問介護事業所 あおぞら介護ステーション 〒890-0063 鴨池二丁目3-16 3F 214-3315

鴨池北 予防型訪問介護事業所 生協ヘルパーステーション・鹿児島北 〒890-0064 鴨池新町5-8 250-3273

鴨池北 予防型訪問介護事業所 デイサービス第ニ昭和クラブ 〒890-0065 郡元3-1-22 297-5601

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション三愛 〒890-0065 郡元三丁目5-17 250-3585

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション真砂本町 〒890-0067 真砂本町1-1 253-5788

鴨池北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションふくろう 〒890-0067 真砂本町9-15-２階 253-9387

鴨池北 予防型訪問介護事業所 在宅介護ねいろ２４ 〒890-0067 真砂本町49-10 822-3311

桜島 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションわかば 〒891-1411 桜島白浜町1136-2 293-3216

桜島 予防型訪問介護事業所 訪問介護事業所桜島苑 〒891-1419 桜島横山町1722-45 293-4411

松元 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション陽光花 〒899-2701 石谷町995-5 210-7852

松元 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーションほりん 〒899-2701 石谷町4995-1 295-6155

松元 予防型訪問介護事業所 松元訪問介護事業所 〒899-2703 上谷口町3366-5 246-7088
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