
圏域名 施設区分 医療機関名／指定事業所名 電話番号 備考

鴨池南 在宅医療施設 健翔会病院 〒890-0068 東郡元町5-10 253-0171 支援病３

鴨池南 在宅医療施設 共立病院 〒890-0069 南郡元町11-11 255-3151 支援病３

鴨池南 在宅医療施設 うすき整形・外科・内科病院 〒890-0073 宇宿一丁目32-1 256-0393 支援病３

鴨池南 在宅医療施設 田村クリニック 〒890-0073 宇宿三丁目29-10 256-2222 支援診３

鴨池南 在宅医療施設 新杏クリニック 〒890-0073 宇宿三丁目41-1 257-2255 支援診１

鴨池南 在宅医療施設 うすきクリニック 〒890-0073 宇宿四丁目30-13 201-0301 支援診３

鴨池南 在宅医療施設 まごころ内科クリニック 〒890-0073 宇宿四丁目35-17 298-5531 支援診３

鴨池南 在宅医療施設 ふるたクリニック 〒890-0073 宇宿九丁目6-5 275-9077 支援診２

鴨池南 在宅医療施設 しょこらクリニック 〒890-0082 紫原四丁目32-20 800-3954 支援診３

谷山北 在宅医療施設 上原クリニック 〒891-0104 山田町221-1 275-0010 支援診３

谷山北 在宅医療施設 かめざわ整形外科 〒891-0105 中山町1225-1 269-2011 支援診３

谷山北 在宅医療施設 あまたつクリニック 〒891-0175 桜ヶ丘四丁目1-6 264-5553 支援診３

谷山北 在宅医療施設 天辰病院 〒891-0175 桜ヶ丘四丁目1-8 265-3151 支援病３

谷山北 在宅医療施設 桜ヶ丘内科胃腸科 〒891-0175 桜ヶ丘四丁目1-9 265-3131 支援診３

谷山中央 在宅医療施設 服部内科クリニック 〒891-0113 東谷山五丁目26-10 269-6633 支援診３

谷山中央 在宅医療施設 しもほんじ医院 〒891-0114 小松原一丁目50-22 210-5860 支援診２

谷山中央 在宅医療施設 稲森内科消化器科 〒891-0116 上福元町5723-3 268-2550 支援診３

谷山中央 在宅医療施設 川島病院 〒891-0141 谷山中央一丁目4196 800-8800 支援病３

谷山中央 在宅医療施設 ひなたクリニック 〒891-0141 谷山中央二丁目4119-48 813-8780 支援診３

谷山中央 在宅医療施設 生協往診クリニック 〒891-0141 谷山中央五丁目14-19 1階 230-7770 支援診２

谷山中央 在宅医療施設 総合病院鹿児島生協病院 〒891-0141 谷山中央五丁目20-10 267-1455 在後病

谷山中央 在宅医療施設 三宅病院 〒891-0141 谷山中央七丁目3-1 268-3512 支援病３

谷山南 在宅医療施設 新田ニコニコクリニック 〒891-0143 和田一丁目21-2-1 269-3123 支援診３

喜入 在宅医療施設 きいれセントラルクリニック 〒891-0203 喜入町6074-1 345-1888 支援診1

喜入 在宅医療施設 きいれ浜田クリニック 〒891-0203 喜入町6988-1 345-0077 支援診２

鴨池南 在宅歯科診療所 せとぐち歯科クリニック 〒890-0069 南郡元町17-5松崎ビルⅢ2階 259-0018 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 金田歯科医院 〒890-0071 三和町52-10 257-8801 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 翔歯科クリニック 〒890-0073 宇宿一丁目53-12 254-0154 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 ローズ歯科医院 〒890-0073 宇宿二丁目3-5オプシアミスミ1階 298-1818 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 サカエ歯科医院 〒890-0073 宇宿三丁目4-14 254-6297 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 あすなろ歯科 〒890-0073 宇宿三丁目15-20 251-4988 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 古屋敷歯科クリニック 〒890-0073 宇宿三丁目19-5 285-3388 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 ハッピー歯科・小児矯正歯科クリニック 〒890-0073 宇宿三丁目45-3 255-8866 歯援診

鴨池南 在宅歯科診療所 とおや歯科クリニック 〒890-0073 宇宿五丁目20-1 264-1515 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 福元歯科 〒890-0073 宇宿五丁目31-8 284-7171 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 堀之内歯科医院 〒890-0073 宇宿六丁目19-7オリオン１階 201-1448 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 きんじょう歯科小児歯科クリニック 〒890-0073 宇宿九丁目9-7 284-7088 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 磯橋歯科 〒890-0082 紫原一丁目10-12 257-6265 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 ひらた歯科医院 〒890-0082 紫原三丁目28-6 255-3660 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 萩原歯科医院 〒890-0082 紫原三丁目38-15 256-5588 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 内田歯科医院 〒890-0082 紫原四丁目19-7 251-2248 歯訪診

鴨池南 在宅歯科診療所 ながやまデンタルクリニック 〒890-0082 紫原四丁目37-35STビル1F 285-0006 歯援診

鴨池南 在宅歯科診療所 あおぞら歯科 〒890-0082 紫原五丁目20-13 253-8100 歯援診

鴨池南 在宅歯科診療所 野口歯科医院 〒890-0082 紫原六丁目2-1松木ビル 252-0162 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 陽歯科クリニック 〒891-0102 星ヶ峯六丁目6-1 265-8615 歯援診

谷山北 在宅歯科診療所 藤井歯科医院 〒891-0102 星ヶ峯四丁目2-5 265-3121 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 こまい歯科医院 〒891-0102 星ヶ峯四丁目14-1 284-7207 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 豊島歯科医院 〒891-0103 皇徳寺台三丁目34-7 265-6183 歯援診

谷山北 在宅歯科診療所 さとう歯科医院 〒891-0103 皇徳寺台一丁目16-11 264-3718 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 ハニー歯科クリニック 〒891-0103 皇徳寺台三丁目14-1 275-4618 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 下津歯科医院 〒891-0103 皇徳寺台三丁目59-25 201-1555 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 藤村歯科クリニック 〒891-0103 皇徳寺台四丁目31-6 265-6480 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 たけわき歯科医院 〒891-0104 山田町187-5 275-9118 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 共立歯科クリニック 〒891-0104 山田町310-2ブックセンターめいわ2F 269-7800 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 Ｊin歯科クリニック 〒891-0104 山田町1666-1 275-8855

谷山北 在宅歯科診療所 丸谷歯科 〒891-0104 山田町2936-5 284-7177 歯援診

谷山北 在宅歯科診療所 濵田歯科 〒891-0105 中山町2331-1 269-6511 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 わきもと歯科医院 〒891-0105 中山町5209-1 260-5578 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 岸歯科医院 〒891-0108 中山一丁目11-15 298-5959 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 白澤歯科医院 〒891-0108 中山一丁目14-17 260-5502 歯訪診
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谷山北 在宅歯科診療所 ふじた歯科医院 〒891-0108 中山二丁目13-12 260-1182 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 桜ヶ丘歯科医院 〒891-0175 桜ヶ丘四丁目1-10グランデール桜ヶ丘２-A号 283-9538 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 フレンド歯科 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目2-3 275-2222 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 梶原歯科 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目19-10 284-7313 歯訪診

谷山北 在宅歯科診療所 徳地歯科医院 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目30-13 265-2881 歯援診

谷山中央 在宅歯科診療所 まこと歯科医院 〒891-0109 清和三丁目6-34 267-0126 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 これえだ歯科医院 〒891-0113 東谷山二丁目10-13 266-2515 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 福原歯科クリニック 〒891-0113 東谷山二丁目14-7 269-0177 歯援診

谷山中央 在宅歯科診療所 隈元歯科医院 〒891-0113 東谷山三丁目29-20 267-4188 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 角之上歯科医院 〒891-0113 東谷山四丁目23-3 266-0118 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 あさひデンタルクリニック 〒891-0113 東谷山四丁目37-6 266-3232 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 別府歯科医院 〒891-0113 東谷山五丁目30-5 268-7181 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 井手歯科医院 〒891-0113 東谷山六丁目38-7 269-7530 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 黒木歯科医院 〒891-0114 小松原一丁目5-5 267-8411 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 谷山さとう歯科 〒891-0114 小松原一丁目50-9 269-0071 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 中﨑歯科医院 〒891-0114 小松原二丁目16-11 267-2278 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 小松原すえなが歯科 〒891-0114 小松原二丁目20-16 260-4182 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 みやはら歯科医院 〒891-0115 東開町5-30 266-1388 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 福冨歯科医院 〒891-0116 上福元町4001-3ウェルカムビル2階 268-2686 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 さだむら歯科医院 〒891-0117 西谷山四丁目５番1号 821-1558 歯援診

谷山中央 在宅歯科診療所 きらりデンタルクリニック 〒891-0117 西谷山二丁目18-25 813-8181 歯援診

谷山中央 在宅歯科診療所 永里歯科 〒891-0141 谷山中央一丁目4088 266-0041 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 浜田しのぶ歯科医院 〒891-0141 谷山中央一丁目4134 267-8888 歯援診

谷山中央 在宅歯科診療所 まえぞの歯科医院 〒891-0141 谷山中央二丁目702-29 260-3838 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 瀬戸口たかし歯科 〒891-0141 谷山中央五丁目7-3 269-2600 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 谷山ファミリー歯科クリニック 〒891-0141 谷山中央五丁目10-2 296-8331 歯援診

谷山中央 在宅歯科診療所 ラポール歯科 〒891-0141 谷山中央五丁目18-14 266-6478 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 谷山生協クリニック 〒891-0141 谷山中央五丁目21-22 3F 267-6480

谷山中央 在宅歯科診療所 川路歯科医院 〒891-0141 谷山中央六丁目17-16 269-2332 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 新原明歯科医院 〒891-0141 谷山中央七丁目26-1 269-2400 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 よしずみ歯科医院 〒891-0141 谷山中央八丁目6-3 267-5533 歯訪診

谷山中央 在宅歯科診療所 松下歯科 〒891-0141 谷山中央八丁目21-12 260-4441 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 ませだ歯科医院 〒891-0122 南栄五丁目10-4にわシティビル3FA 284-5710 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 オレンジ歯科矯正 〒891-0123 卸本町6-12 263-5933 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 永山歯科医院 〒891-0123 卸本町8-6 267-3744 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 白石歯科 〒891-0143 和田一丁目23-6ユーミー大御堂Ⅱ2F 267-2547 歯援診

谷山南 在宅歯科診療所 大園歯科医院 〒891-0143 和田三丁目62-7 266-1131 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 永瀬歯科クリニック 〒891-0146 慈眼寺町17-11 263-4775 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 岡村歯科医院 〒891-0150 坂之上三丁目2-48 261-6980 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 上妻歯科医院 〒891-0150 坂之上四丁目23-13 262-2600 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 川平歯科医院 〒891-0150 坂之上六丁目11-33 261-8736 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 田中歯科医院 〒891-0150 坂之上七丁目11-10 262-3261 歯訪診

谷山南 在宅歯科診療所 古川歯科クリニック 〒891-0151 光山一丁目6-17 203-0118 歯訪診

喜入 在宅歯科診療所 しょうデンタルオフィス 〒891-0202 喜入中名町905-2 345-1530 歯訪診

喜入 在宅歯科診療所 ファミリア歯科医院 〒891-0203 喜入町277 345-3131 歯訪診

喜入 在宅歯科診療所 友愛歯科医院 〒891-0203 喜入町6075-7 345-1471 歯訪診

鴨池南 居宅訪問可能薬局 つむぎ薬局 〒890-0068 東郡元町5-15 204-0077

鴨池南 居宅訪問可能薬局 きりん薬局 〒890-0069 南郡元町6-16-103 263-8101

鴨池南 居宅訪問可能薬局 宇宿薬局 〒890-0073 宇宿一丁目26-22 253-7219

鴨池南 居宅訪問可能薬局 マロニエ薬局 〒890-0073 宇宿二丁目25-30-101 806-1234

鴨池南 居宅訪問可能薬局 マリンバ調剤薬局 宇宿店 〒890-0073 宇宿三丁目21-6 286-6773

鴨池南 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 宇宿店 〒890-0073 宇宿三丁目41-24 286-6535

鴨池南 居宅訪問可能薬局 なでしこ薬局 〒890-0073 宇宿三丁目54-17 213-5501

鴨池南 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 うすき店 〒890-0073 宇宿四丁目30-11 814-5288

鴨池南 居宅訪問可能薬局 薬局みらい 〒890-0073 宇宿四丁目35-18 814-7878

鴨池南 居宅訪問可能薬局 ケンコー堂薬局 〒890-0073 宇宿四丁目39-1 265-0868

鴨池南 居宅訪問可能薬局 宇宿たいよう薬局 〒890-0073 宇宿七丁目5-36 204-9435

鴨池南 居宅訪問可能薬局 なかま薬局 〒890-0073 宇宿七丁目15-15 201-1580

鴨池南 居宅訪問可能薬局 エンゼルキッズ薬局 〒890-0073 宇宿八丁目8-23 275-9140

鴨池南 居宅訪問可能薬局 スマイル薬局 宇宿店 〒890-0073 宇宿九丁目6-5 298-5672

鴨池南 居宅訪問可能薬局 ゆうゆう薬局 紫原店 〒890-0082 紫原二丁目13-8 257-0234

鴨池南 居宅訪問可能薬局 あかね薬局 〒890-0082 紫原三丁目21-15 812-2705

鴨池南 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 紫原店 〒890-0082 紫原三丁目33-8 297-6851

鴨池南 居宅訪問可能薬局 鶴丸調剤薬局 紫原店 〒890-0082 紫原四丁目13-19 254-0188
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鴨池南 居宅訪問可能薬局 ㈲健生堂薬局 〒890-0082 紫原四丁目26-1 259-9988

鴨池南 居宅訪問可能薬局 ㈲福元薬局 〒890-0082 紫原四丁目33-1 252-1058

鴨池南 居宅訪問可能薬局 にしぞの薬局 〒890-0082 紫原七丁目14-1 255-6441

谷山北 居宅訪問可能薬局 鹿児島県薬剤師会薬局 〒890-0075 桜ヶ丘八丁目20-7 275-1112

谷山北 居宅訪問可能薬局 ㈱キク薬舗キク薬局 大学病院前店 〒890-0075 桜ヶ丘八丁目20-28 275-7110

谷山北 居宅訪問可能薬局 鹿児島調剤薬局 〒890-0075 桜ヶ丘八丁目26-7 260-0380

谷山北 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 星ヶ峯店 〒891-0102 星ヶ峯一丁目29-5 296-7197

谷山北 居宅訪問可能薬局 星ヶ峯調剤薬局 〒891-0102 星ヶ峯四丁目2-11 821-7966

谷山北 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 皇徳寺店 〒891-0103 皇徳寺台三丁目24-7 297-5157

谷山北 居宅訪問可能薬局 たいよう薬局 中山 〒891-0104 山田町226-1 203-0604

谷山北 居宅訪問可能薬局 薬局やまだファーマシー 谷山北中前店 〒891-0104 山田町646-10 800-7443

谷山北 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 中山店 〒891-0104 山田町739 284-7881

谷山北 居宅訪問可能薬局 ふじ薬局 山田店 〒891-0104 山田町3408-9 201-7227

谷山北 居宅訪問可能薬局 ライム調剤薬局 〒891-0105 中山町1917-1 203-0818

谷山北 居宅訪問可能薬局 健美堂薬局 中山店 〒891-0105 中山町2140-1 263-5152

谷山北 居宅訪問可能薬局 薬局ジャックのおくすりやさん 〒891-0105 中山町2176-2 296-9230

谷山北 居宅訪問可能薬局 ㈲ケーアイ調剤薬局 中山店 〒891-0105 中山町2284 260-9181

谷山北 居宅訪問可能薬局 すこやか調剤薬局 中山店 〒891-0105 中山町5236-1 266-5500

谷山北 居宅訪問可能薬局 佐々木薬局中山店 〒891-0108 中山1-13-23 260-8433

谷山北 居宅訪問可能薬局 さかもと薬局 Ａコープ桜ヶ丘店 〒891-0175 桜ヶ丘四丁目1-13Ａコープ桜ヶ丘店内 265-0170

谷山北 居宅訪問可能薬局 マルノ薬局 桜ヶ丘店 〒891-0175 桜ヶ丘四丁目15-20 275-2833

谷山中央 居宅訪問可能薬局 たいよう薬局上塩屋 〒891-0113 東谷山一丁目58-11 806-5155

谷山中央 居宅訪問可能薬局 清心薬局 〒891-0113 東谷山三丁目25-15 267-8621

谷山中央 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 やくし店 〒891-0113 東谷山四丁目33-6 269-7766

谷山中央 居宅訪問可能薬局 パンジー薬局 〒891-0113 東谷山六丁目37-25 204-9301

谷山中央 居宅訪問可能薬局 奥公園前薬局 〒891-0113 東谷山六丁目43-22 260-9577

谷山中央 居宅訪問可能薬局 おとわ調剤薬局 〒891-0114 小松原一丁目37-7 297-5080

谷山中央 居宅訪問可能薬局 (有)カンナ薬局 〒891-0114 小松原一丁目40-1 269-6363

谷山中央 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 小松原店 〒891-0114 小松原二丁目1-3 296-8096

谷山中央 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 きよみ橋店 〒891-0114 小松原二丁目35-8 267-0668

谷山中央 居宅訪問可能薬局 とまと薬局 〒891-0114 小松原二丁目11-7 269-8450

谷山中央 居宅訪問可能薬局 麒麟調剤薬局 〒891-0114 小松原二丁目36-1 268-3510

谷山中央 居宅訪問可能薬局 鶴丸調剤薬局 南鹿児島店 〒891-0114 小松原二丁目36-5 266-6850

谷山中央 居宅訪問可能薬局 薬局ニューロン 〒891-0115 東開町3-163 814-7272

谷山中央 居宅訪問可能薬局 イオン薬局鹿児島店 〒891-0115 東開町7 263-1841

谷山中央 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 上福元店 〒891-0116 上福元町3605 296-1725

谷山中央 居宅訪問可能薬局 ひかり薬局 〒891-0141 谷山中央一丁目4107 266-5488

谷山中央 居宅訪問可能薬局 谷山中央薬局 〒891-0141 谷山中央三丁目4642 822-0066

谷山中央 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 〒891-0141 谷山中央五丁目15-1 267-4365

谷山中央 居宅訪問可能薬局 れいめい薬局 慈眼寺店 〒891-0141 谷山中央六丁目23-12 204-0345

谷山中央 居宅訪問可能薬局 辻之堂薬局 〒891-0141 谷山中央七丁目2-2 263-5885

谷山南 居宅訪問可能薬局 海星薬局 平川店 〒891-0133 平川町1580-1 261-2148

谷山南 居宅訪問可能薬局 こぐま薬局 〒891-0143 和田一丁目18-23-102号 263-6777

谷山南 居宅訪問可能薬局 ㈲しらゆり調剤薬局 〒891-0143 和田一丁目30-15 263-3420

谷山南 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 〒891-0143 和田二丁目21-19 260-9710

谷山南 居宅訪問可能薬局 南日本薬剤センター薬局 坂之上店 〒891-0150 坂之上二丁目14-12 284-6373

谷山南 居宅訪問可能薬局 たいよう薬局 〒891-0150 坂之上四丁目5-5 262-2838

谷山南 居宅訪問可能薬局 坂之上調剤薬局 〒891-0150 坂之上六丁目6-15 263-0551

谷山南 居宅訪問可能薬局 海星薬局 〒891-0150 坂之上七丁目33-57 262-3851

谷山南 居宅訪問可能薬局 スター調剤薬局 坂之上店 〒891-0151 光山二丁目10-25 230-0022

喜入 居宅訪問可能薬局 瀬々串薬局 〒891-0201 喜入瀬々串町3409-2 343-8501

喜入 居宅訪問可能薬局 喜入薬局 〒891-0203 喜入町6029-4 345-1913

喜入 居宅訪問可能薬局 喜入ニコニコ薬局 〒891-0203 喜入町6077-11 202-0546

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護さくら 〒890-0069 南郡元町24-15 253-0551

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護かえりえ宇宿 〒890-0073 宇宿三丁目1-1カワイビル2階 050-1744-4256

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護ステーションわきだ 〒890-0073 宇宿三丁目16-17サンパール3Ｆ 812-7727

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護ステーション光陽 〒890-0073 宇宿三丁目21-5 257-5210

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護ステーション優美 〒890-0073 宇宿九丁目6-5 275-0881

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護ステーションシエル 〒890-0082 紫原二丁目18-9 299-0031

鴨池南 訪問看護事業所 訪問看護ステーション叶 〒890-0082 紫原三丁目31-10 821-7677

谷山北 訪問看護事業所 訪問看護・リハビリサービスモーション鹿児島 〒891-0102 星ヶ峯二丁目33-8フォルクス6 201号 811-2058

谷山北 訪問看護事業所 訪問看護ステーションアンバー 〒891-0104 山田町155-1-4号棟 204-0753

谷山北 訪問看護事業所 訪問看護ステーションよいやんせ 〒891-0104 山田町326-1 1F 204-7183

谷山北 訪問看護事業所 さつま訪問看護ステーション谷山 〒891-0105 中山町1470-1 296-9577
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谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーション心の家 〒891-0109 清和一丁目11-1 203-0712

谷山中央 訪問看護事業所 笹貫訪問看護ステーション愛の街 〒891-0111 小原町9-1 210-0150

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーション鈴の音 〒891-0112 魚見町125-12プロヌーブY101 260-8265

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションせせらぎの里鹿児島南 〒891-0113 東谷山二丁目5-8 210-0753

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーション・アイリス 〒891-0113 東谷山六丁目18-8 268-9708

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションポレポレ 〒891-0117 西谷山二丁目7-20 800-4616

谷山中央 訪問看護事業所 川島病院 〒891-0141 谷山中央一丁目4196 800-8800

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションあさがお 〒891-0141 谷山中央二丁目4119-23 2階 813-8886

谷山中央 訪問看護事業所 生協訪問看護ステーションたにやま 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 284-9103

谷山中央 訪問看護事業所 きゅあステーション旭生会 〒891-0141 谷山中央五丁目39-1 814-7155

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションてあて 〒891-0141 谷山中央六丁目22-24 204-9808

谷山中央 訪問看護事業所 訪問看護ステーションデューン谷山 〒891-0141 谷山中央八丁目27-11 260-8060

喜入 訪問看護事業所 きいれ浜田クリニック 〒891-0203 喜入町6988-1 345-0077 みなし指定

喜入 訪問看護事業所 訪問看護ステーションきずな 〒891-0204 喜入一倉町5243 343-5507

喜入 訪問看護事業所 訪問看護ステーションきいれ 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

鴨池南 訪問リハビリテーション事業所 健翔会病院 〒890-0068 東郡元町5-10 253-0171 みなし指定

鴨池南 訪問リハビリテーション事業所 共立病院 〒890-0069 南郡元町11-11 255-3151 みなし指定

鴨池南 訪問リハビリテーション事業所 南鹿児島さくら病院 〒890-0069 南郡元町24-15 253-7272 みなし指定

鴨池南 訪問リハビリテーション事業所 うすき整形外科病院 〒890-0073 宇宿一丁目32-1 256-0393 みなし指定

鴨池南 訪問リハビリテーション事業所 医療法人 腎愛会 上山病院 〒890-0073 宇宿三丁目17-6 257-2277

鴨池南 訪問リハビリテーション事業所 ふるたクリニック 〒890-0073 宇宿九丁目6-5 296-9251 みなし指定

谷山北 訪問リハビリテーション事業所 フレンドホーム 〒891-0104 山田町450 260-6000

谷山北 訪問リハビリテーション事業所 かめざわ整形外科 〒891-0105 中山町1225-1 269-2011 みなし指定

谷山北 訪問リハビリテーション事業所 中山クリニック 〒891-0105 中山町2264 267-8811 みなし指定

谷山中央 訪問リハビリテーション事業所 介護老人保健施設愛と結の街 〒891-0111 小原町8-3 260-6060

谷山中央 訪問リハビリテーション事業所 萩原整形外科 〒891-0117 西谷山二丁目7-38 268-7700 みなし指定

谷山中央 訪問リハビリテーション事業所 川島病院 〒891-0141 谷山中央一丁目4196 800-8800 みなし指定

谷山中央 訪問リハビリテーション事業所 児玉整形外科クリニック 〒891-0141 谷山中央一丁目5002 268-7030 みなし指定

谷山中央 訪問リハビリテーション事業所 谷山生協クリニック 〒891-0141 谷山中央五丁目21-22 210-2211 みなし指定

谷山中央 訪問リハビリテーション事業所 三宅病院 〒891-0141 谷山中央七丁目3-1 268-3512 みなし指定

谷山南 訪問リハビリテーション事業所 鹿児島徳洲会病院 〒891-0122 南栄五丁目10-51 268-1110

喜入 訪問リハビリテーション事業所 きいれ浜田クリニック 〒891-0203 喜入町6988-1 345-0077 みなし指定

喜入 訪問リハビリテーション事業所 老人保健施設サンシャインきいれ 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

鴨池南 居宅介護支援事業所 ケアプランセンターこころ 〒890-0038 向陽二丁目21-22 204-0033

鴨池南 居宅介護支援事業所 ケアプラン相談センター かもいけ 〒890-0068 東郡元町12-3 206-4777

鴨池南 居宅介護支援事業所 南鹿児島さくら病院居宅介護支援事業所 〒890-0069 南郡元町24-15 214-2134

鴨池南 居宅介護支援事業所 介護支援センターダブル 〒890-0069 南郡元町25-6 203-0332

鴨池南 居宅介護支援事業所 プネウマ居宅介護支援事業所 〒890-0073 宇宿一丁目45-4 090-9499-0277

鴨池南 居宅介護支援事業所 やさしい手宇宿居宅介護支援事業所 〒890-0073 宇宿三丁目1-1カワイビル2階 214-3025

鴨池南 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター光陽 〒890-0073 宇宿三丁目22-10 259-8811

鴨池南 居宅介護支援事業所 ニチイケアセンター南鹿児島 〒890-0073 宇宿五丁目21-17 275-9882

鴨池南 居宅介護支援事業所 ツクイ鹿児島宇宿ケアプランセンター 〒890-0073 宇宿八丁目13-22 275-9787

鴨池南 居宅介護支援事業所 ケアプラン相談センター優 〒890-0082 紫原三丁目31-10 296-7622

谷山北 居宅介護支援事業所 介護相談センターさざんか 〒891-0103 皇徳寺台三丁目14-3 275-2734

谷山北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所よいやんせ 〒891-0104 山田町326-1-1F     821-3041

谷山北 居宅介護支援事業所 医療法人松柏会在宅介護支援センターフレンド 〒891-0104 山田町450 260-6150

谷山北 居宅介護支援事業所 たんぽぽケアセンター 〒891-0104 山田町3678-1 297-6180

谷山北 居宅介護支援事業所 清谿園居宅介護支援事業所 〒891-0104 山田町3828 264-0012

谷山北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所楽 〒891-0105 中山町1225-1 204-7732

谷山北 居宅介護支援事業所 ライフケアプランセンター 〒891-0105 中山町1470-１     296-9577

谷山北 居宅介護支援事業所 医療法人徳洲会中山ケアプランセンター 〒891-0105 中山町2264 269-0556

谷山北 居宅介護支援事業所 介護支援センターにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 美顔 〒891-0108 中山二丁目15-31     264-8221

谷山北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所心の家 〒891-0109 清和一丁目11-1 210-1018

谷山北 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 桜ヶ丘 〒891-0175 桜ケ丘五丁目30-8   296-9211

谷山中央 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援センター愛と結の街 〒891-0111 小原町9-1 267-6818

谷山中央 居宅介護支援事業所 ケアライフ南鹿児島ケアプランセンター 〒891-0115 東開町13-29 210-1165

谷山中央 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所谷山中央 〒891-0141 谷山中央一丁目5002 268-7030

谷山中央 居宅介護支援事業所 医療法人徳洲会光徳苑ケアプランセンター 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 260-9777

谷山中央 居宅介護支援事業所 美樹園居宅介護支援事業所 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 1F 267-6855

谷山中央 居宅介護支援事業所 生協訪問看護ステーション・たにやま居宅 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 284-9103

谷山中央 居宅介護支援事業所 総合病院鹿児島生協病院 〒891-0141 谷山中央五丁目20-10 267-1455

谷山中央 居宅介護支援事業所 生協ケアプランセンター 〒891-0141 谷山中央五丁目20-10 269-1103

谷山中央 居宅介護支援事業所 三宅病院 〒891-0141 谷山中央七丁目9-16 260-9288
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谷山中央 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所トータルサポート慈遊館 〒891-0144 下福元町3703 263-3131

谷山南 居宅介護支援事業所 仁愛会居宅介護支援事業所 〒891-0122 南栄五丁目10-19 210-0201

谷山南 居宅介護支援事業所 鹿児島赤十字病院居宅介護支援事業所 〒891-0133 平川町2545 261-2111

谷山南 居宅介護支援事業所 介護相談どころ旭ヶ丘園 〒891-0143 和田二丁目23-6 210-5822

谷山南 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所念 〒891-0143 和田二丁目32-3 230-7382

谷山南 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所千々和 〒891-0144 下福元町1267 260-1400

谷山南 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所桜の苑 〒891-0144 下福元町9057 284-6325

谷山南 居宅介護支援事業所 はっぴー園居宅介護支援センター 〒891-0144 下福元町9563 284-2888

谷山南 居宅介護支援事業所 慈眼寺園指定居宅介護支援事業所 〒891-0145 錦江台一丁目20-20 263-0055

谷山南 居宅介護支援事業所 坂之上生協クリニック 〒891-0150 坂之上二丁目14-17 261-3491

谷山南 居宅介護支援事業所 介護相談支援センター てあて 〒891-0141 谷山中央六丁目22-24大野アパート201 204-9808

谷山南 居宅介護支援事業所 ケアプランセンターなかま 〒891-0150 坂之上四丁目5-6 284-6560

喜入 居宅介護支援事業所 きいれ浜田クリニック 〒891-0203 喜入町6988-1 345-0077

喜入 居宅介護支援事業所 ニコニコ介護相談センターきいれ 〒891-0203 喜入町7008-11 345-3939

喜入 居宅介護支援事業所 ぶれーす喜入介護相談センター 〒891-0203 喜入町8234-1 345-2209

喜入 居宅介護支援事業所 かごしま福祉研究会居宅介護支援事業所 〒891-0205 喜入前之浜町7853-7 343-1117

喜入 居宅介護支援事業所 医療法人徳洲会生見ケアプランセンター 〒891-0206 喜入生見町623 343-1133

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションこころ 〒890-0038 向陽二丁目21-22 204-0033

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションかもいけ 〒890-0068 東郡元町12-3 252-8303

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） やさしい手宇宿訪問介護事業所 〒890-0073 宇宿三丁目1-1カワイビル2階 214-3012

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション 光陽 〒890-0073 宇宿三丁目22-10  257-5212

鴨池南 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幸樹 〒890-0073 宇宿三丁目46-20 812-6070

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ニチイケアセンター南鹿児島 〒890-0073 宇宿五丁目21-17 275-9882

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 自立支援ネットワーク在宅ケアセンター 〒890-0073 宇宿五丁目22-2 265-9115

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） オーシャンヘルパーステーション 〒890-0082 紫原二丁目18-9 210-5236

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション未来の空 〒890-0082 紫原二丁目41-7(バイオレットハイツ202号) 296-9490

鴨池南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 有限会社一葉商店ヘルパーステーションはな・花 〒890-0082 紫原六丁目19-10大洋ハイツ206号 206-3610

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションせせらぎ 〒891-0102 星ヶ峯三丁目28-1 283-9611

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション縁と笑 〒891-0103 皇徳寺台三丁目33-12 299-7760

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションなごみ園 〒891-0103 皇徳寺台四丁目31-14 210-5029

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションフレンド 〒891-0104 山田町450 260-6150

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションあけぼの 〒891-0104 山田町2021 201-1050

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションたから 〒891-0104 山田町2174-6 268-9305

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションたんぽぽの里 〒891-0104 山田町3678-1 210-8810

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 清谿園訪問介護ステーションおかめ会 〒891-0104 山田町3801 264-0012

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション美顔 〒891-0108 中山二丁目15-31 814-7221

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション心の家 〒891-0108 中山二丁目29-25 268-5678

谷山北 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ハーネス介護支援センター 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目20-7 821-0125

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションさくら 〒891-0109 清和二丁目1-21 800-6125

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護事業所 かうぴり 〒891-0109 清和三丁目12-26-Ａ01 210-5182

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション結の街 〒891-0111 小原町9-1 267-0177

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護事業所せせらぎの里鹿児島南 〒891-0113 東谷山二丁目5-8 210-0753

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションさくら 〒891-0113 東谷山二丁目46-4-2 800-6125

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションぶどうの木 〒891-0113 東谷山六丁目6-11 298-5087

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ふくしサービスセンターミナミ 〒891-0114 小松原一丁目64-25 267-0001

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションデイリーライフ 〒891-0114 小松原二丁目11-10 2F 204-0106

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護事業所来夢来灯 〒891-0115 東開町3-179 204-9233

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ケアライフ南鹿児島ヘルパーステーション 〒891-0115 東開町13-29 210-1165

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 障がい福祉ヘルパーステーションAsobu。谷山事業所 〒891-0116 上福元町5787-3 川上コーポ1-B 210-5903

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション サンエイ 〒891-0117 西谷山三丁目10-15 230-0590

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 美樹園ヘルパーステーション 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 266-5955

谷山中央 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たにやま 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 260-3009

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション憩いの杜 〒891-0141 谷山中央四丁目151-9 296-8521

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーション てあて 〒891-0141 谷山中央六丁目22-24 806-5000

谷山中央 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ライフサポート慈遊館 〒891-0144 下福元町2635 263-3090

谷山南 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旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-2222

谷山南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ホームヘルプサービス桜の苑 〒891-0144 下福元町9057 284-6382

谷山南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションてあて 〒891-0150 坂之上三丁目8-1 204-9808

谷山南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護いろ葉レンジャー 〒891-0150 坂之上七丁目42-1 297-6242

谷山南 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーション寿笑門 〒891-0150 坂之上八丁目12-5 262-1970

喜入 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションたから 〒891-0203 喜入町49番6 204-0108 サテライト

喜入 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションソーネット 〒891-0203 喜入町7020-1 297-5772

喜入 訪問介護事業所（ホームヘルプ） ヘルパーステーションきずな 〒891-0204 喜入一倉町5243 343-5507

- 5 -



喜入 訪問介護事業所（ホームヘルプ） 訪問介護ステーションきいれ 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

谷山北 訪問入浴介護事業所 訪問入浴介護事業所清谿園 〒891-0104 山田町3801 264-0001

谷山北 訪問入浴介護事業所 訪問入浴センターにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028番地80 267-3977

谷山中央 訪問入浴介護事業所 アースサポート鹿児島南 〒891-0113 東谷山二丁目39-1 210-1811

谷山中央 訪問入浴介護事業所 生協訪問入浴ステーション・たにやま 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 266-1920

谷山中央 訪問入浴介護事業所 訪問入浴事業美樹園 〒891-0144 下福元町字黒岩1926-6 267-2252

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターこころ 〒890-0038 向陽二丁目21-22 204-0033

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） 真珠の里向陽デイサービス 〒890-0038 向陽二丁目23-2 822-5585

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターみなと 〒890-0069 南郡元町25-6 208-3810

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス悠友 〒890-0072 新栄町2-7 230-0068

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） ケアモール宇宿 〒890-0073 宇宿一丁目8-7 297-6520

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） ニチイケアセンター南鹿児島 〒890-0073 宇宿五丁目21-17 275-9882

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） ショコラうすき通い 〒890-0073 宇宿七丁目14-3 275-7075

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） ツクイ鹿児島宇宿 〒890-0073 宇宿八丁目13-22 275-9787

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス優美庵 〒890-0073 宇宿九丁目6-30 275-2227

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） リハビリ特化型デイサービスプラスワン 〒890-0081 唐湊四丁目5-6 297-4410

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター暁 〒890-0082 紫原三丁目30-23 230-7155

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター日之出 〒890-0082 紫原三丁目31-10 296-7731

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） オーシャン倶楽部 〒890-0082 紫原四丁目4-2 296-1800

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス七福の里 〒890-0082 紫原五丁目44-20 298-1741

鴨池南  通所介護事業所（デイサービス） 一本桜温泉デイサービス 〒890-0082 紫原六丁目1-15 285-8228

鴨池南  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郡元 〒890-0084 郡元町6-28 296-9110

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） ひびき桜館 〒890-0075 桜ヶ丘七丁目6-4 275-9222

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） ひびき園 〒890-0075 桜ヶ丘七丁目6-5 275-8236

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） ひびきビュータウン 〒890-0075 桜ヶ丘八丁目40-6 806-1011

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス リスタ 〒890-0075 桜ヶ丘八丁目40-7-1階 295-6030

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターおきがる 〒891-0102 星ヶ峯二丁目11-8 800-7101

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） だんらん 〒891-0102 星ヶ峯二丁目14-1 298-5879

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） スマイル塾 〒891-0102 星ヶ峯三丁目40-8 265-8801

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） 第２せせらぎ 〒891-0102 星ヶ峯三丁目46-2 275-9395

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） リハビリ特化型デイサービスムーブメントプロ星ヶ峯 〒891-0102 星ヶ峯四丁目5-1 202-0941

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター縁と笑 〒891-0103 皇徳寺台三丁目33-12 299-7760

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） マッサージ・リハビリ重視型デイサービスはーべすと 〒891-0103 皇徳寺台三丁目58-1 811-7888

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスなごみ園 〒891-0103 皇徳寺台四丁目31-14 210-5029

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターつばめ 〒891-0104 山田町442-1 210-2288

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターさくら草 〒891-0104 山田町2405-1 275-9188

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） 「ほしがみね」デイサービスセンター 〒891-0104 山田町2973-1 265-9686

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） 清谿園デイサービスセンター花時計 〒891-0104 山田町3828 264-0001

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） リハビリ機能訓練サービスふれあい 〒891-0105 中山町53-1 266-5708

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） OLD‘S GYM 〒891-0105 中山町1590-13 800-4363

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） ゆうあいデイサービス 〒891-0105 中山町5293-6 263-1179

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） 清谿園デイサービスセンターひめゆり 〒891-0105 中山町字八反田5216-1 264-0001

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス自由ヶ丘 〒891-0106 自由ヶ丘二丁目21-11 297-5031

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター美顔 〒891-0108 中山二丁目15-31 814-7220

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター心の家 〒891-0108 中山二丁目29-24 268-5678

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター輝北の森 〒891-0108 中山二丁目29-25 210-1018

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） ヘルパーステーションさくら 〒891-0109 清和二丁目1-21 800-6125

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） ケアモール桜ヶ丘 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目30-8 296-9211

谷山北  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護カレッジケア桜ヶ丘 〒891-0175 桜ヶ丘六丁目16-7 814-7558

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター心の家清和 〒891-0109 清和一丁目10-20 814-7512

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター美顔 清和 〒891-0109 清和三丁目15-1 814-7678

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスはなぶさ 〒891-0111 小原町8-3 284-5663

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） 機能訓練重視型デイサービスささひら 〒891-0111 小原町23-1 266-4306

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターたにやま 〒891-0112 魚見町103番地 297-5277

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護カレッジケア東谷山 〒891-0113 東谷山一丁目72-10 210-1890

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスせせらぎの里鹿児島南 〒891-0113 東谷山二丁目5-8 210-0753

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） それいゆ東谷山 〒891-0113 東谷山二丁目6-1 203-0081

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス有料老人ホーム金色のの 〒891-0113 東谷山二丁目19-9 269-3578

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） マッサージ・リハビリ重視型デイサービスはーべすと 〒891-0113 東谷山二丁目40-15 296-9844

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターとうぶ 〒891-0113 東谷山四丁目34-2 297-5315

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） シオンの家中山 〒891-0113 東谷山六丁目33-22 814-7162

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターこもれび 〒891-0114 小松原二丁目12-12 210-1105

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサロンピース谷山 〒891-0114 小松原二丁目32-18 813-8388
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谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） ケアライフ南鹿児島デイサービスセンター 〒891-0115 東開町13-29 210-1165

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターキューピット 〒891-0116 上福元町5932-1 263-6485

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターラビット 〒891-0116 上福元町5932-1 266-0003

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスしらゆり 〒891-0117 西谷山二丁目6-29 298-1222

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターりんどう 〒891-0117 西谷山二丁目19-8 210-5890

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターよりみち 〒891-0117 西谷山三丁目10-15 230-0590

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス・愛 〒891-0141 谷山中央一丁目4250 801-3682

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターみやび 〒891-0141 谷山中央一丁目4319 263-3000

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） ムーブメントプロ谷山 〒891-0141 谷山中央三丁目4703-1 203-0233

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスさざなみ 〒891-0141 谷山中央四丁目152-1 268-5055

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） えんむすび谷山 〒891-0141 谷山中央四丁目4852 080-9002-9284

080-1727-2118

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター縁側 〒891-0141 谷山中央五丁目39-1 814-7288

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） 生協デイサービスセンター・虹の家たにやま 〒891-0141 谷山中央六丁目10-14 269-9155

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイリーライフ鹿児島 〒891-0141 谷山中央六丁目24-2 806-0810

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス土佐屋 〒891-0141 谷山中央六丁目25-5 210-1280

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） 美樹園デイサービスセンター 〒891-0144 下福元町1926-6 268-8811

谷山中央  通所介護事業所（デイサービス） リハコート慈遊館 〒891-0144 下福元町3703 263-3077

谷山南  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南栄 〒891-0122 南栄五丁目10-25 268-6640

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-6916

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターすずらん 〒891-0133 平川町1539-1 262-2288

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） 民家型デイサービスのんびり小町 〒891-0143 和田二丁目32-3 230-7382

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイセンターたんぽぽの里 〒891-0144 下福元町6720 210-8810

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） 梅ケ丘デイセンター 〒891-0144 下福元町7284-13 230-7780

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） ハウスメイト福平 〒891-0144 下福元町7507 210-8551

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス桜の苑 〒891-0144 下福元町9073-2 210-8515

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） はっぴー園デイサービスセンター 〒891-0144 下福元町9563 284-2666

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） 慈眼寺園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-0145 錦江台一丁目20-20 263-0055

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス まるちゃん家 〒891-0150 坂之上一丁目47-10 297-6191

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） スイートピア楓 〒891-0150 坂之上二丁目21-45 284-6570

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） 訪問介護ステーションてあて 〒891-0150 坂之上三丁目8-1 204-9808

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス てあて 〒891-0150 坂之上三丁目8-1 204-9808

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） 早稲田イーライフがじゅまるの木 〒891-0150 坂之上四丁目1-5第2吉窪ビル101 262-2227

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス花の香 〒891-0150 坂之上四丁目4-35 800-2072

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンター坂之上 〒891-0150 坂之上四丁目14-22 296-9929

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） シオンの家坂之上 〒891-0150 坂之上六丁目5-21 210-8001

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスいろりの家 〒891-0150 坂之上六丁目20-30 262-4647

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） リハビリデイサービス花咲かり 〒891-0150 坂之上六丁目32-11 210-8081

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） いろ葉 〒891-0150 坂之上七丁目42-1 297-6242

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） 通所介護こころ 〒891-0150 坂之上七丁目42-32 261-4198

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） デイサービス福笑門 〒891-0150 坂之上八丁目12-5 262-1970

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） いきいきリハサービス 〒891-0151 光山二丁目1-61 262-0663

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） シオンの家 〒891-0151 光山二丁目3-23 262-0672

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） シオンの家生きる 〒891-0151 光山二丁目14-17 210-8586

谷山南  通所介護事業所（デイサービス） シオンの家光山 〒891-0151 光山二丁目18-6 284-6770

喜入  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスリハビリセンター瀬々串 〒891-0201 喜入瀬々串町1 343-1168

喜入  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスさくら 〒891-0201 喜入瀬々串町604番地147 347-0003

喜入  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスセンターすずらん喜入 〒891-0202 喜入中名町2977-1 299-2212

喜入  通所介護事業所（デイサービス） ぶれーす喜入デイサービスセンター 〒891-0203 喜入町8234-1 345-2209

喜入  通所介護事業所（デイサービス） ぶれーす喜入デイサービスセンター二号館 〒891-0203 喜入町8234-1 345-2209

喜入  通所介護事業所（デイサービス） デイサービスきずなの里一倉 〒891-0204 喜入一倉町5243 343-5505

鴨池南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 健翔会病院 〒890-0068 東郡元町5-10 253-0171 みなし指定

鴨池南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 鴨池慈風苑 〒890-0068 東郡元町11-6 252-8291

鴨池南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 南鹿児島さくら病院(デイケアさくら） 〒890-0069 南郡元町24-15 253-7272 みなし指定

鴨池南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） しぶや整形外科 〒890-0073 宇宿四丁目21-20 275-1122 みなし指定

鴨池南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） ふるたクリニック 〒890-0073 宇宿九丁目6-5 275-9088 みなし指定

谷山北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 上原クリニック通所リハビリテーション 〒891-0104 山田町73-5 275-9155 みなし指定

谷山北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） フレンドホーム 〒891-0104 山田町450 260-6000

谷山北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 中山生協クリニック 〒891-0104 山田町731 275-1200 みなし指定

谷山北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） かめざわ整形外科 〒891-0105 中山町1225-1 269-2011 みなし指定

谷山北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 中山クリニック 〒891-0105 中山町2264 267-8811 みなし指定

谷山北 通所リハビリテーション事業所（デイケア） ちゅうざん整形外科・内科・胃腸内科 〒891-0105 中山町5237-1 266-6366

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 介護老人保健施設愛と結の街 〒891-0111 小原町8-3 260-6060

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） わきだ整形外科通所リハビリふれあいの森 〒891-0113 東谷山三丁目33-7 269-2271 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 橋口整形外科 〒891-0114 小松原一丁目41-3 266-1721
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谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 河井脳神経外科 〒891-0114 小松原二丁目10-19 267-7700 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 中野脳神経外科 〒891-0115 東開町3-163 284-5866 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 稲森内科消化器科・デイケアいちょう 〒891-0116 上福元町5723-3 268-2550 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 萩原整形外科 〒891-0117 西谷山二丁目7-38 268-7700 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） JINメンタルクリニック 〒891-0117 西谷山三丁目1-10 260-7877 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 川島病院 〒891-0141 谷山中央一丁目4196 801-1100 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 児玉整形外科クリニック 〒891-0141 谷山中央一丁目5002 268-7030 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） いとう整形外科クリニック 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 210-1112 みなし指定

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 介護老人保健施設光徳苑 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 260-9777

谷山中央 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 谷山生協クリニック 〒891-0141 谷山中央五丁目21-22 210-2211 みなし指定

谷山南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 仁愛会病院 〒891-0122 南栄五丁目10-19 210-0201 みなし指定

谷山南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 鹿児島徳洲会病院 〒891-0122 南栄五丁目10-51 268-1110

谷山南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） かわはら脳神経外科クリニック 〒891-0143 和田一丁目17-10 266-6412 みなし指定

谷山南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 坂之上生協クリニック 〒891-0150 坂之上二丁目14-17 261-3491 みなし指定

谷山南 通所リハビリテーション事業所（デイケア） はっぴー・クリニック通所リハビリテーション 〒891-0150 坂之上四丁目5-6 284-6560 みなし指定

喜入 通所リハビリテーション事業所（デイケア） デイケアリハビリセンターきいれ 〒891-0203 喜入町6074-1 345-1888 みなし指定

喜入 通所リハビリテーション事業所（デイケア） きいれ浜田クリニック 〒891-0203 喜入町6988-1 345-0077 みなし指定

喜入 通所リハビリテーション事業所（デイケア） 生見クリニック 〒891-0206 喜入生見町623 343-1133 みなし指定

喜入 通所リハビリテーション事業所（デイケア） デイケアリハビリセンター前之浜 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

鴨池南 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 かもいけ 〒890-0068 東郡元町11-6 814-7716

鴨池南 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 シルクロード七福神 〒890-0082 紫原五丁目13-18 256-2729

谷山北 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 あけぼの 〒891-0104 山田町2021 201-1050

谷山北 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 ふれあいの街ねむの里 〒891-0104 山田町2405-1 275-7160

谷山北 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 清谿園 〒891-0104 山田町3828 264-0001

谷山北 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） にじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北 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にじの郷たにやま（ユニット型） 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） グランパソ 〒891-0108 中山二丁目13-15 210-1003

谷山中央 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みやび 〒891-0141 谷山中央一丁目4319 263-3000

谷山中央 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 医療法人徳洲会光徳苑ショートステイ 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 260-9777

谷山中央 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ぶれーす谷山 〒891-0141 谷山中央四丁目4817-3 297-5006

谷山中央 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 美樹園 〒891-0144 下福元町1926-6 267-2252

谷山南 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 旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-2222

谷山南 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 錦江園 〒891-0133 平川町2530-1 261-2789

谷山南 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 愛心苑 〒891-0143 和田三丁目40-1 210-1500

谷山南 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・はっぴー園 〒891-0144 下福元町9563 262-3700

谷山南 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 慈眼寺園 〒891-0145 錦江台一丁目20-20 263-0055

喜入 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） びわやまの里 〒891-0203 喜入町6987 202-0080

喜入 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） ぶれーす喜入ショートステイ 〒891-0203 喜入町8234-1 345-2209

喜入 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 喜入の里（ユニット型） 〒891-0205 喜入前之浜町7788 343-1168

喜入 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 喜入の里 〒891-0205 喜入前之浜町7788 343-1168

喜入 短期入所生活介護事業所（ショートステイ） 医療法人徳洲会生見ショートステイ 〒891-0206 喜入生見町623 343-1133

鴨池南 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 鴨池慈風苑 〒890-0068 東郡元町11-6 252-8291

谷山北 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） フレンドホーム 〒891-0104 山田町450 260-6000

谷山中央 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 愛と結の街 〒891-0111 小原町8-3 260-6060

谷山中央 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 野上病院 〒891-0114 小松原一丁目4-1 268-4185

谷山中央 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 中野脳神経外科 〒891-0115 東開町3-163 284-5866

谷山中央 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 川島病院介護医療院 〒891-0141 谷山中央一丁目4196 800-8800

谷山中央 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 医療法人徳洲会 介護老人保健施設 光徳苑 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 260-9777

喜入 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） きいれ浜田クリニック 〒891-0203 喜入町6988-1 345-0077

喜入 短期入所療養介護事業所（ショートステイ） 老人保健施設 サンシャインきいれ 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

鴨池南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社サンハート 〒890-0037 広木三丁目1-8 230-0818

鴨池南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社スズキ自販鹿児島 〒890-0072 新栄町14-14 253-2525

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ダスキンヘルスレント鹿児島ステーション 〒890-0072 新栄町32-36 296-9436

鴨池南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） パナソニックエイジフリーショップ富士 〒890-0073 宇宿二丁目22-15 812-3777

鴨池南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） きらりケアネット 〒890-0082 紫原二丁目18-9四元ビル 210-5950

谷山北 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社グランケア 〒891-0103 皇徳寺台五丁目27-1 284-7056

谷山北 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ケアネット・たから 〒891-0104 山田町2174-6 297-6957

谷山北 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） ショーワ 〒891-0105 中山町5276-14 296-1234

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社フロンティア鹿児島営業所 〒891-0113 東谷山六丁目17-3 210-0119

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社ケアネスト 〒891-0114 小松原一丁目16-11 266-3936

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社ベストライフ福祉用具サービス 〒891-0115 東開町13-29 210-1165

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社カインドネス真 〒891-0141 谷山中央二丁目4168 298-5168

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 有限会社南洲メディカル 谷山店 〒891-0141 谷山中央三丁目4642 297-5818

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社メディコープ 〒891-0141 谷山中央五丁目16-2 267-1818
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谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社エルシア 〒891-0141 谷山中央八丁目20-11 267-2148

谷山中央 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社手摺本舗 〒891-0144 下福元町2892-1 297-4147

谷山南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社三井・メディックス鹿児島営業所 〒891-0122 南栄五丁目10-4にわシティビル1階 813-8083

谷山南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） 株式会社カクイックスウィング鹿児島営業所 〒891-0131 谷山港一丁目2-7 261-4114

谷山南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） メイワ医科工業株式会社 〒891-0132 七ッ島一丁目4-8 261-1123

谷山南 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） エミング 〒891-0145 錦江台一丁目65-8 261-1133

喜入 福祉用具貸与事業所（福祉用具のレンタル） きいれんと 〒891-0203 喜入町7020-1 297-5772

鴨池南 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームショコラながかり 〒890-0073 宇宿九丁目9-13 802-4834

谷山北 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム誠花 〒891-0102 星ヶ峯一丁目17-2 230-7781

谷山北 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-78 813-8140

谷山中央 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム 心の家 〒891-0109 清和一丁目11-5 814-7538

谷山中央 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームおあしす南谷山 〒891-0114 小松原二丁目23-30 267-6611

谷山中央 小規模多機能型居宅介護事業所 メディカル多機能ホームタートル 〒891-0115 東開町3-163 284-5860

谷山中央 小規模多機能型居宅介護事業所 メディカル多機能ホームタートルⅡ 〒891-0115 東開町3-163 210-5801

谷山中央 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晴れ晴れホーム 〒891-0141 谷山中央一丁目4997 268-4019

谷山中央 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能施設いこいの丘 〒891-0144 下福元町3334 269-9777

谷山南 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホームひだまり 〒891-0144 下福元町7505-2 210-8552

喜入 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能前之浜 〒891-0205 喜入前之浜町7911-1 343-7121

鴨池南 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 〒890-0073 宇宿五丁目3番12号 275-7173

谷山北 看護小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム和心 〒891-0105 中山町1470番地１ 296-9018

喜入 看護小規模多機能型居宅介護事業所 看多機ホームきずなの里一倉 〒891-0204 喜入一倉町5234番地 343-5506

鴨池南 認知症対応型通所介護事業所 厚地デイサービスセンターみま森 〒890-0068 東郡元町12-3 203-0301

鴨池南 認知症対応型通所介護事業所 デイサービス優由 〒890-0073 宇宿九丁目6-5 296-9253

谷山北 認知症対応型通所介護事業所 SUN 〒891-0102 星ヶ峯三丁目28-12 284-7334

谷山北 認知症対応型通所介護事業所 さくら・さくらんぼ 〒891-0102 星ヶ峯三丁目46-2-1 284-7355

谷山中央 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスセンターあしたの風 〒891-0111 小原町9-28 263-6630

谷山中央 認知症対応型通所介護事業所 デイサービスセンターにじの郷たにやま・本町 〒891-0141 谷山中央三丁目4582谷山中央ビル2階 263-5066

谷山中央 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 生協ヘルパーステーション・たにやま２４時間センター 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 210-2803

谷山中央 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ステーションてあて 〒891-0141 谷山中央六丁目22-24大野アパート101号 204-9808

谷山南 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 地域ケアセンターはっぴー 〒891-0144 下福元町9558-10 262-3700

喜入 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きいれ 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

鴨池南 地域包括支援センター 地域包括支援センター鴨池南 〒890-0072 新栄町1-11 813-0880

谷山北 地域包括支援センター 地域包括支援センター星ヶ峯 〒891-0102 星ヶ峯三丁目6-7 203-0400

谷山北 地域包括支援センター 地域包括支援センター谷山北 〒891-0106 自由ヶ丘一丁目1-8 284-5320

谷山中央 地域包括支援センター 地域包括支援センター谷山中央 〒891-0141 谷山中央三丁目383-18 263-6260

谷山南 地域包括支援センター 地域包括支援センター谷山南 〒891-0150 坂之上二丁目17-1 297-5301

喜入 地域包括支援センター 地域包括支援センター喜入 〒891-0203 喜入町7000 343-5131

谷山北 運動型通所介護事業所 OLD'S GYM 〒891-0105 中山町1590-13 800-4363

谷山中央 運動型通所介護事業所 アステラス体操教室 〒891-0116 上福元町3737-2 203-0323

谷山中央 運動型通所介護事業所 運動型通所介護サービスジェスパ 〒891-0144 下福元町2635 263-3070

谷山南 運動型通所介護事業所 早稲田イーライフがじゅまるの木 〒891-0150 坂之上四丁目1-5 第2吉窪ビル101 262-2227

谷山南 運動型通所介護事業所 デイサービスセンター坂之上 〒891-0150 坂之上四丁目14-22 296-9929

喜入 運動型通所介護事業所 運動型通所介護リハビリセンターきいれ 〒891-0203 喜入町6074-1 345-1888

鴨池南 生活支援型訪問介護事業所 オーシャンヘルパーステーション 〒890-0082 紫原二丁目18-9 210-5236

谷山北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションせせらぎ 〒891-0102 星ヶ峯三丁目46-14-2 283-9611

谷山北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーション縁と笑 〒891-0103 皇徳寺台三丁目33-12 299-7760

谷山北 生活支援型訪問介護事業所 訪問介護ステーションフレンド 〒891-0104 山田町450 260-6150

谷山北 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーションあけぼの 〒891-0104 山田町2021 201-1050

谷山北 生活支援型訪問介護事業所 清谿園訪問介護ステーションおかめ会 〒891-0104 山田町3801 264-0012

谷山中央 生活支援型訪問介護事業所 ふくしサービスセンターミナミ 〒891-0113 東谷山七丁目25-7 267-0001

谷山中央 生活支援型訪問介護事業所 生協ヘルパーステーション・たにやま 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 260-3009

谷山中央 生活支援型訪問介護事業所 ヘルパーステーション憩いの杜 〒891-0141 谷山中央四丁目151-9 296-8521

谷山南 生活支援型訪問介護事業所 ホームヘルパーステーション旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-6919

谷山南 生活支援型訪問介護事業所 総合支援センターびびんこ 〒891-0150 坂之上三丁目8-1 204-9808

谷山北 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービス縁と笑 〒891-0103 皇徳寺台三丁目33-12 299-7760

谷山中央 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービス・愛 〒891-0141 谷山中央一丁目4250 801-3682

谷山中央 ミニデイ型通所介護事業所 生協デイサービスセンター・虹の家たにやま 〒891-0141 谷山中央六丁目10-14 269-9155

谷山南 ミニデイ型通所介護事業所 デイサービスセンター旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-6916

谷山南 ミニデイ型通所介護事業所 慈眼寺園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-0145 錦江台一丁目20-20 263-0055

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターこころ 〒890-0038 向陽二丁目21-22 204-0033

鴨池南 予防型通所介護事業所 レッツ倶楽部鹿児島 〒890-0068 東郡元町12-36 812-7142

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターみなと 〒890-0069 南郡元町25-6 208-3810

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービス悠友 〒890-0072 新栄町2-7 230-0068

鴨池南 予防型通所介護事業所 ニチイケアセンター南鹿児島 〒890-0073 宇宿五丁目21-17 275-9882
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鴨池南 予防型通所介護事業所 ショコラうすき通い 〒890-0073 宇宿七丁目14-3 275-7075

鴨池南 予防型通所介護事業所 ツクイ鹿児島宇宿 〒890-0073 宇宿八丁目13-22 275-9787

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービス優美庵 〒890-0073 宇宿九丁目6-30 275-2227

鴨池南 予防型通所介護事業所 リハビリ特化型デイサービスプラスワン 〒890-0081 唐湊四丁目5-6 297-4410

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター暁 〒890-0082 紫原三丁目30-23 230-7155

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター日之出 〒890-0082 紫原三丁目31-10 296-7731

鴨池南 予防型通所介護事業所 オーシャン倶楽部 〒890-0082 紫原四丁目4-2 296-1800

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービス七福の里 〒890-0082 紫原五丁目44-20 298-1741

鴨池南 予防型通所介護事業所 一本桜温泉デイサービス 〒890-0082 紫原六丁目1-15 285-8228

鴨池南 予防型通所介護事業所 デイサービスオアシスケア郡元 〒890-0084 郡元町6-28 296-9110

谷山北 予防型通所介護事業所 ひびき桜館 〒890-0075 桜ヶ丘七丁目6-4 275-9222

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービス リスタ 〒890-0075 桜ヶ丘八丁目40-7-1階 295-6030

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターおきがる 〒891-0102 星ヶ峯二丁目11-8 800-7101

谷山北 予防型通所介護事業所 だんらん 〒891-0102 星ヶ峯二丁目14-1 298-5879

谷山北 予防型通所介護事業所 スマイル塾 〒891-0102 星ヶ峯三丁目40-8 265-8801

谷山北 予防型通所介護事業所 第２せせらぎ 〒891-0102 星ヶ峯三丁目46-2 275-9395

谷山北 予防型通所介護事業所 リハビリ特化型デイサービスムーブメントプロ星ヶ峯 〒891-0102 星ヶ峯四丁目5-1 202-0941

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター縁と笑 〒891-0103 皇徳寺台三丁目33-12 299-7760

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスなごみ園 〒891-0103 皇徳寺台四丁目31-14 210-5029

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターつばめ 〒891-0104 山田町442-1 210-2288

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターさくら草 〒891-0104 山田町2405-1 275-9188

谷山北 予防型通所介護事業所 「ほしがみね」デイサービスセンター 〒891-0104 山田町2973-1 265-9686

谷山北 予防型通所介護事業所 清谿園デイサービスセンター花時計 〒891-0104 山田町3828 264-0001

谷山北 予防型通所介護事業所 リハビリ機能訓練サービスふれあい 〒891-0105 中山町53-1 266-5708

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北 予防型通所介護事業所 清谿園デイサービスセンターひめゆり 〒891-0105 中山町字八反田5216-1 264-0001

谷山北 予防型通所介護事業所 ゆうあいデイサービス 〒891-0105 中山町5293-6 263-1179

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービス自由ヶ丘 〒891-0106 自由ヶ丘二丁目21-11 297-5031

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター美顔 〒891-0108 中山二丁目15-31 814-7220

谷山北 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター美顔清和 〒891-0109 清和三丁目15-1 814-7678

谷山北 予防型通所介護事業所 ケアモール桜ヶ丘 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目30-8 296-9211

谷山北 予防型通所介護事業所 通所介護カレッジケア桜ヶ丘 〒891-0175 桜ヶ丘六丁目16-7 814-7558

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスはなぶさ 〒891-0111 小原町9-1 284-5663

谷山中央 予防型通所介護事業所 機能訓練重視型デイサービスささひら 〒891-0111 小原町23-1 266-4306

谷山中央 予防型通所介護事業所 通所介護カレッジケア東谷山 〒891-0113 東谷山一丁目72-10 210-1890

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスせせらぎの里鹿児島南 〒891-0113 東谷山二丁目5-8 210-0753

谷山中央 予防型通所介護事業所 それいゆ東谷山 〒891-0113 東谷山二丁目6-1 203-0081

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービス金色のの 〒891-0113 東谷山二丁目19-9 269-3578

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターとうぶ 〒891-0113 東谷山四丁目34-2 297-5315

谷山中央 予防型通所介護事業所 シオンの家中山 〒891-0113 東谷山六丁目33-22 814-7162

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサロンピース谷山 〒891-0114 小松原二丁目32-18 813-8388

谷山中央 予防型通所介護事業所 ケアライフ南鹿児島デイサービスセンター 〒891-0115 東開町13-29 210-1165

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターキューピット 〒891-0116 上福元町5932-1 263-6485

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターラビット 〒891-0116 上福元町5932-1 266-0003

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスしらゆり 〒891-0117 西谷山二丁目6-29 298-1222

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービス・愛 〒891-0141 谷山中央一丁目4250 801-3682

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターみやび 〒891-0141 谷山中央一丁目4319 263-3000

谷山中央 予防型通所介護事業所 リハビリ特化型デイサービス ムーブメントプロ谷山 〒891-0141 谷山中央三丁目4703-1 203-0233

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービスさざなみ 〒891-0141 谷山中央四丁目152-1 268-5055

谷山中央 予防型通所介護事業所 えんむすび谷山 〒891-0141 谷山中央四丁目4852 080-9002-9284

080-1727-2118

谷山中央 予防型通所介護事業所 生協デイサービスセンター・虹の家たにやま 〒891-0141 谷山中央六丁目10-14 269-9155

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイリーライフ鹿児島 〒891-0141 谷山中央六丁目24-2 204-0106

谷山中央 予防型通所介護事業所 デイサービス土佐屋 〒891-0141 谷山中央六丁目25-5 210-1280

谷山中央 予防型通所介護事業所 美樹園デイサービスセンター 〒891-0144 下福元町1926-6 268-8811

谷山中央 予防型通所介護事業所 リハコート慈遊館 〒891-0144 下福元町3703 263-3077

谷山南 予防型通所介護事業所 あおぞらデイサービスセンター南栄 〒891-0122 南栄五丁目10-25 268-6640

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-6916

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターすずらん 〒891-0133 平川町1539-1 262-2288

谷山南 予防型通所介護事業所 民家型デイサービスのんびり小町 〒891-0143 和田二丁目32-3 230-7382

谷山南 予防型通所介護事業所 デイセンターたんぽぽの里 〒891-0144 下福元町6720 210-8810

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービス桜の苑 〒891-0144 下福元町9073-2 210-8515

谷山南 予防型通所介護事業所 はっぴー園デイサービスセンター 〒891-0144 下福元町9563 284-2666

谷山南 予防型通所介護事業所 慈眼寺園デイサービスセンター通所介護事業所 〒891-0145 錦江台一丁目20-20 263-0055

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービス まるちゃん家 〒891-0150 坂之上一丁目47-10 297-6191
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谷山南 予防型通所介護事業所 スイートピア楓 〒891-0150 坂之上二丁目21-45 284-6570

谷山南 予防型通所介護事業所 早稲田イーライフがじゅまるの木 〒891-0150 坂之上四丁目1-5第2吉窪ビル101 262-2227

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービスセンター坂之上 〒891-0150 坂之上四丁目14-22 296-9929

谷山南 予防型通所介護事業所 シオンの家坂之上 〒891-0150 坂之上六丁目5-21 210-8001

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービスいろりの家 〒891-0150 坂之上六丁目20-30 262-4647

谷山南 予防型通所介護事業所 リハビリデイサービス花咲かり 〒891-0150 坂之上六丁目32-11 210-8081

谷山南 予防型通所介護事業所 通所介護こころ 〒891-0150 坂之上七丁目42-32 261-4198

谷山南 予防型通所介護事業所 デイサービス福笑門 〒891-0150 坂之上八丁目12-5 262-1970

谷山南 予防型通所介護事業所 いきいきリハサービス 〒891-0151 光山二丁目1-61 262-0663

谷山南 予防型通所介護事業所 シオンの家 〒891-0151 光山二丁目3-23 262-0672

谷山南 予防型通所介護事業所 シオンの家生きる 〒891-0151 光山二丁目14-17 210-8586

谷山南 予防型通所介護事業所 シオンの家光山 〒891-0151 光山二丁目18-6 284-6770

喜入 予防型通所介護事業所 デイサービスリハビリセンター瀬々串 〒891-0201 喜入瀬々串町1 343-8887

喜入 予防型通所介護事業所 デイサービスさくら 〒891-0201 喜入瀬々串町604番地147 347-0003

喜入 予防型通所介護事業所 デイサービスセンターすずらん喜入 〒891-0202 喜入中名町2977-1 299-2212

喜入 予防型通所介護事業所 ぶれーす喜入デイサービスセンター 〒891-0203 喜入町8234-1 345-2209

喜入 予防型通所介護事業所 ぶれーす喜入デイサービスセンター二号館 〒891-0203 喜入町8234-1 345-2209

喜入 予防型通所介護事業所 デイサービスきずなの里一倉 〒891-0204 喜入一倉町5243 343-5505

喜入 予防型通所介護事業所 ニコニコハウス通所介護ステーション 〒891-0205 喜入前之浜町7912-1 340-0187 休止中

鴨池南 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションこころ 〒890-0038 向陽二丁目21-22 204-0033

鴨池南 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーションかもいけ 〒890-0068 東郡元町12-36 252-8303

鴨池南 予防型訪問介護事業所 やさしい手鹿児島宇宿訪問介護事業所 〒890-0073 宇宿三丁目1-1カワイビル2階 214-3012

鴨池南 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション光陽 〒890-0073 宇宿三丁目22-10 257-5212

鴨池南 予防型訪問介護事業所 ホームヘルパーステーション幸樹 〒890-0073 宇宿三丁目46-20 812-6070

鴨池南 予防型訪問介護事業所 ニチイケアセンター南鹿児島 〒890-0073 宇宿五丁目21-17 275-9882

鴨池南 予防型訪問介護事業所 自立支援ネットワーク在宅ケアセンター 〒890-0073 宇宿五丁目22-2 265-9115

鴨池南 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション未来の空 〒890-0082 紫原二丁目41-7 296-9490

鴨池南 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション侑介 〒890-0082 紫原三丁目31-10 230-7576

鴨池南 予防型訪問介護事業所 オーシャンヘルパーステーション 〒890-0082 紫原四丁目4-2 3Ｆ 210-5236

鴨池南 予防型訪問介護事業所 有限会社一葉商店ヘルパーステーションはな・花 〒890-0082 紫原六丁目19-10 大洋ハイツ206号 206-3610

谷山北 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーションおきがる 〒891-0102 星ヶ峯二丁目11-8 800-7101

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションせせらぎ 〒891-0102 星ヶ峯三丁目28-12 284-7334

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション縁と笑 〒891-0103 皇徳寺台三丁目33-12 299-7760

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションなごみ園 〒891-0103 皇徳寺台四丁目31-14 210-5029

谷山北 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーションフレンド 〒891-0104 山田町450 260-6150

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションあけぼの 〒891-0104 山田町2021 201-1050

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションたから 〒891-0104 山田町2174-6 806-5359

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションたんぽぽの里 〒891-0104 山田町3678-1 297-5710

谷山北 予防型訪問介護事業所 清谿園訪問介護ステーションおかめ会 〒891-0104 山田町3801 264-0001

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションにじの郷たにやま 〒891-0105 中山町5028-80 267-3977

谷山北 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション美顔 〒891-0108 中山二丁目15-31 814-7221

谷山北 予防型訪問介護事業所 ハーネス介護支援センター 〒891-0175 桜ヶ丘五丁目20-7 821-0125

谷山中央 予防型訪問介護事業所 かうぴり 〒891-0109 清和三丁目12-26-Ａ01 210-5182

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション結の街 〒891-0111 小原町9-1 267-0177

谷山中央 予防型訪問介護事業所 訪問介護事業所せせらぎの里鹿児島南 〒891-0113 東谷山二丁目5-8 210-0753

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションさくら 〒891-0113 東谷山二丁目46-4-2 800-6125

谷山中央 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーションぶどうの木 〒891-0113 東谷山六丁目６-11 298-5087

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ふくしサービスセンターミナミ 〒891-0114 小松原一丁目64-25 267-0001

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションデイリーライフ 〒891-0114 小松原二丁目11-10 204-0106

谷山中央 予防型訪問介護事業所 訪問介護事業所来夢来灯 〒891-0115 東開町3-179 204-9233

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ケアライフ南鹿児島ヘルパーステーション 〒891-0115 東開町13-29 210-1165

谷山中央 予防型訪問介護事業所 美樹園ヘルパーステーション 〒891-0141 谷山中央二丁目4515 266-5955

谷山中央 予防型訪問介護事業所 生協ヘルパーステーションたにやま 〒891-0141 谷山中央三丁目4582 260-3009

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション憩いの杜 〒891-0141 谷山中央四丁目151-9 296-8521

谷山中央 予防型訪問介護事業所 ライフサポート慈遊館 〒891-0144 下福元町2635 263-3090

谷山南 予防型訪問介護事業所 ホームヘルパーステーション旭ヶ丘園 〒891-0133 平川町1382 262-2222

谷山南 予防型訪問介護事業所 ホームヘルプサービス桜の苑 〒891-0144 下福元町9057 284-6382

谷山南 予防型訪問介護事業所 はっぴー園訪問介護事業所 〒891-0144 下福元町9563 262-3700

谷山南 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーション寿笑門 〒891-0150 坂之上八丁目12-5 262-1970

喜入 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションたから 〒891-0203 喜入町49番6 822-1128 サテライト

喜入 予防型訪問介護事業所 ヘルパーステーションきずな 〒891-0204 喜入一倉町5243 343-5505

喜入 予防型訪問介護事業所 訪問介護ステーションきいれ 〒891-0205 喜入前之浜町7808-1 343-1176

- 11 -


