地区

№

区分

1

養護 県北

福島恵風園

960-8166 福島市仁井田字龍神前2-1

024-546-2815 024-546-4982 （社福） 福島福祉施設協会

2

養護 県北

緑光園

960-0211 福島市飯坂町湯野字簗尻1-1

024-542-8822 024-542-8823 （社福） 福島福祉会

3

養護 県北

桑折緑風園

969-1642 桑折町大字北半田字峯47

024-585-4311 024-585-4312 （社福） 緑風福祉会

4

養護 県北

済生会川俣光風園

960-1414 川俣町字上桜23-1

024-566-3221 024-566-3331 （社福） 恩賜財団済生会支部福島県済生会

5

養護 県中

希望ヶ丘ホーム

963-8035 郡山市希望ヶ丘31-26

024-951-9900 024-951-9673 （社福） 郡山清和救護園

6

養護 県中

三春町敬老園

963-7752 三春町字六升蒔50-1

0247-62-3618 0247-62-3659 （財）

7

養護 会津

会津長寿園

965-0825 会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙459-3

0242-27-1797 0242-27-6250 （社福） 会津長寿園

8

養護 会津

鮮雲荘

966-0902 喜多方市松山町村松字北原3651

0241-22-4133 0241-22-4179 （社福） 天心会

9

養護 相双

南相馬市高松ホーム

975-0027 南相馬市原町区上北高平字高松387

0244-22-2937 0244-24-6246

東風荘

963-8862 郡山市菜根２丁目１５－１５

024-953-6464 024-953-6483 （社福） 伸生双葉会

11 養護 いわき いわき市徳風園

970-0221 いわき市平下高久字中谷地58-1

0246-98-2100 0246-98-2200 （社福） 松涛会

12 養護 いわき いわき市千寿荘

974-8201 いわき市江畑町塙34-2

0246-63-4460 0246-63-4469

13 特養 県北

福島県飯坂ホーム

960-0201 福島市飯坂町上原26-1

024-542-5124 024-542-0450 （社福） 福島県社会福祉事業団

14 特養 県北

陽光園

960-8254 福島市南沢又字水門下160-3

024-591-4477 024-591-4478 （社福） 陽光会

15 特養 県北

愛日荘園

960-0811 福島市大波字熊野山1

024-588-1120 024-588-1148 （社福） 篤仁会

16 特養 県北

さわやかアイリス

960-2262 福島市在庭坂字志津山6-1

024-591-2185 024-591-2186 （社福） アイリス学園

17 特養 県北

ロング･ライフ

960-1241 福島市松川町字産子内1-1

024-567-5800 024-567-5802 （社福） ライフ・タイム・福島

18 特養 県北

あづまの郷

960-1107 福島市上鳥渡字北河原2-1

024-593-0303 024-593-0304 （社福） さくら福祉会

19 特養 県北

聖･輝きの郷

960-8202 福島市山口字七口13-1

024-525-5000 024-535-8811 （社福） 創世福祉事業団

20 特養 県北

ハッピー愛ランド

960-0112 福島市南矢野目字才ノ後6-2

024-552-2466 024-552-2482 （社福） 北信福祉会

21 特養 県北

ハッピー愛ランドおおもり

960-1101 福島市大森字下原田45番1

024-563-3666 024-563-3656 （社福） 北信福祉会

22 特養 県北

ひまわり苑

960-8156 福島市田沢字入20

024-547-2220 024-547-2230 （社福） 清樹会

23 特養 県北

アリヴァーレ宝生園

960-2155 福島市上名倉字玉ノ木19-4

024-594-0061 024-594-0064 （社福） 多宝会

24 特養 県北

生愛ガーデン

960-0251 福島市大笹生字向平12

024-555-5311 024-555-3611 （社福） 生愛福祉事業団

25 特養 県北

すこやかの里

960-0114 福島市沖高字中島14-1

024-552-1377 024-553-3515 （社福） すこやか福祉会

26 特養 県北

はなしのぶ

960-1103 福島市平石字堰ノ上3

024-544-0711 024-545-0740 （社福） わたり福祉会

27 特養 県北

みず和の郷

960-1243 福島市松川町水原字神明山25-2

024-567-7700 024-567-7400 （社福） あいあい福祉会

28 特養 県北

まちなか宝生園

960-8035 福島市本町4-23

024-521-1122 024-521-1124 （社福） 多宝会

29 特養 県北

信夫の里

960-8166 福島市仁井田字下川原17

024-546-2727 024-563-6355 （社福） 雄峰福祉会

30 特養 県北

なごみの郷

960-8151 福島市太平寺字町ノ内30

024-573-6161 024-573-6160 （社福） なごみ

31 特養 県北

飯野ふるさと村

960-1304 福島市飯野町大久保字古枝41-1

024-572-7801 024-572-7802 （社福） 飯野ふるさと福祉会

32 特養 県北

伊達すりかみ荘

960-0437 伊達市字一本松64

024-584-2370 024-583-3442 （社福） 恩賜財団済生会支部福島県済生会

33 特養 県北

梁川ホーム

960-0776 伊達市梁川町字東土橋65-1

024-577-6111 024-577-6115 （社福） 信達福祉会

34 特養 県北

ファミーユ

960-0684 伊達市保原町上保原字遍照原8-8

024-575-2300 024-575-2900 （社福） 篤心会

35 特養 県北

ハッピー愛ランドほばら

960-0653 伊達市保原町字泉町1-1

024-573-0811 024-573-0812 （社福） 北信福祉会

10 養護 相双

施設名

郵便番号

老人福祉施設協議会 会員名簿 （施設部会）
住所１
電話番号

ＦＡＸ

法人

経営主体

星総合病院

南相馬市

いわき市

№

区分

地区

施設名

郵便番号

老人福祉施設協議会 会員名簿 （施設部会）
住所１
電話番号

ＦＡＸ

法人

経営主体

36 特養 県北

ハッピー愛ランドほばら・いずみ 960-0653 伊達市保原町字泉町9番地1

024-572-6012 024-572-6013 （社福） 北信福祉会

37 特養 県北

星風苑

960-0906 伊達市月舘町御代田字月崎山1-7

024-573-3581 024-573-3585 （社福） 慈仁会

38 特養 県北

孝の郷

960-0801 伊達市霊山町掛田字明正寺21-1

024-586-1540 024-586-2424 （社福） 篤心会

39 特養 県北

ラスール伊達

960-0708 伊達市梁川町東塩野川56-1

024-527-1255 024-527-1256 (社福） 湖星会

40 特養 県北

あつかし荘

969-1642 桑折町大字北半田字一本木前5-2

024-585-5610 024-585-5611 （社福） 信達福祉会

41 特養 県北

コクーン

969-1613 桑折町字桑島四9-4

024-582-1181 024-581-2281 （社福） コクーン

42 特養 県北

川俣ホーム

960-1406 川俣町大字鶴沢字川端2-1

024-565-2881 024-565-2230 （社福） 信達福祉会

43 特養 県北

南東北シルクロード館

960-1406 川俣町大字鶴沢字池ﾉ上30-1

024-538-0081 024-538-0083 （社福） 南東北福祉事業団

44 特養 県北

はなづか

960-1428 川俣町字五百田20-1

024-566-2661 024-566-2665 （社福） 恩賜財団済生会支部福島県済生会

45 特養 県北

国見の里

969-1788 国見町小坂南3番地

024-585-5161 024-585-1588 （社福） 厚慈会

46 特養 県北

安達ヶ原あだたら荘

964-0938 二本松市安達ヶ原一丁目291-1

0243-22-2500 0243-23-6470 （社福） あだち福祉会

47 特養 県北

うつくしの丘

964-0073 二本松市上葉木坂2-3

0243-61-1250 0243-61-1251 （社福） 恒星会

48 特養 県北

羽山荘

964-0111 二本松市太田字荻ノ田35-1

0243-47-3301 0243-47-3302 （社福） あだち福祉会

49 特養 県北

みどりの郷

964-0203 二本松市木幡字東和代65-1

0243-66-2660 0243-66-2661 （社福） 湖星会

50 特養 県北

二本松いわしろ紀行

964-0314 二本松市西勝田字杉内10

0243-24-5225 0243-65-2225 （社福） 藹々福祉会

51 特養 県北

ぼたん荘

969-1152 本宮市本宮字上千束3

0243-63-2600 0243-63-2601 （社福） あだち福祉会

52 特養 県北

しらさわ有寿園

969-1205 本宮市和田字戸ノ内158-3

0243-64-2121 0243-64-2788 （社福） 安積福祉会

53 特養 県北

陽だまりの里

969-1302 大玉村玉井字台9-1

0243-68-2115 0243-48-1755 （社福） 慈久福祉会

54 特養 県中

カーサ・ミッレ

963-0102 郡山市安積町笹川字西宿77

024-946-2818 024-946-8170 （社福） 安積福祉会

55 特養 県中

玉川ホーム

963-1303 郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1

024-984-3836 024-984-3804 （社福） 太田福祉記念会

56 特養 県中

あたみホーム

963-1303 郡山市熱海町玉川字阿曽沢1-30

024-984-2766 024-984-2772 （社福） 太田福祉記念会

57 特養 県中

星ヶ丘ホーム

963-0211 郡山市片平町妙見舘1-1

024-952-6412 024-952-6797 （社福） 愛星福祉会

58 特養 県中

南東北ロイヤルライフ館

963-0532 郡山市日和田町梅沢字丹波山3-2

024-968-1010 024-958-6323 （社福） 南東北福祉事業団

59 特養 県中

おおつき

963-0201 郡山市大槻町字西勝ノ木5-1

024-962-3939 024-962-3940 （社福） くわの福祉会

60 特養 県中

スプリングガーデンあさか

963-0102 郡山市安積町笹川字目光池西10-1

024-937-3737 024-946-7611 （社福） いずみ福祉会

61 特養 県中

うねめの里

963-0211 郡山市片平町字妙見舘1-2

024-961-8633 024-961-7899 （社福） 郡山福祉会

62 特養 県中

うねめの里はるひめ

963-0211 郡山市片平町字妙見舘10-1

024-953-3285 024-953-3286 （社福） 郡山福祉会

63 特養 県中

みほた

963-0123 郡山市三穂田町鍋山字前原250-2

024-964-0123 024-953-2822 （社福） たるかわ福祉会

64 特養 県中

光の森の丘

963-0666 郡山市安原町字谷津171-1

024-956-6800 024-956-6300 （社福） 共生福祉会

65 特養 県中

ハーモニーみどりヶ丘

963-0702 郡山市緑ヶ丘東6丁目26-2

024-941-1182 024-941-1183 （社福） 心愛会

66 特養 県中

笑風苑

963-0543 郡山市喜久田町前田沢字小室山5-45

024-959-2929 024-959-1123 （社福） 笑風会

67 特養 県中

下亀田紀行

963-8032 郡山市字下亀田3番地１

024-983-3785 024-927-1123 （社福） 藹々福祉会

68 特養 県中

さくら

963-1154 郡山市田村町岩作字梅木平12番地

024-955-4271 024-955-2840 （社福） 桜福祉会

69 特養 県中

南東北グランプラス八山田

963-8051 郡山市富久山町八山田字土布池55-1

024-945-8501 024-925-3288 （社福） 南東北福祉事業団

70 特養 県中

なりた

963-0113 郡山市安積町牛庭1丁目98番地

024-973-5887 024-947-0188 （社福） なりた福祉会

№

区分

地区

施設名

郵便番号

老人福祉施設協議会 会員名簿 （施設部会）
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71 特養 県中

イル・ヴィラージュ

963-8034 郡山市島１丁目１９番１号

024-953-8370 024-953-8373 （社福） 健寿会

72 特養 県中

愛寿園

962-0059 須賀川市吉美根字土橋121

0248-75-3378 0248-75-3281 （社福） 三愛福祉会

73 特養 県中

シオンの園

962-0714 須賀川市下小山田字月夜田206

0248-79-4646 0248-79-4647 （社福） 福音会

74 特養 県中

エルピス

962-0813 須賀川市和田字沓掛48-1

0248-76-6660 0248-76-6655 （社福） 篤心会

75 特養 県中

長沼ホーム

962-0201 須賀川市志茂字末津久保1-2

0248-77-1001 0248-67-3134 （社福） 岩瀬福祉会

76 特養 県中

いわせ長寿苑

962-0311 須賀川市矢沢字明池158

0248-65-2448 0248-65-3290 （社福） いわせ長寿会

77 特養 県中

ゆう遊館

962-0403 須賀川市滑川字関ノ上26-1

0248-94-8121 0248-63-0211 （社福） 愛親福祉会

78 特養 県中

ほほえみの里

963-7704 三春町大字熊耳字神山287

0247-61-5622 0247-61-5623 （社福） ほほえみ福祉会

79 特養 県中

あぶくま荘

963-7752 三春町字六升蒔68

0247-62-6066 0247-62-6067 （社福） 田村福祉会

80 特養 県中

こまち荘

963-3401 小野町大字小野新町字美売57

0247-72-4566 0247-72-5330 （社福） 田村福祉会

81 特養 県中

都路まどか荘

963-4701 田村市都路町古道字寺下60

0247-75-3133 0247-75-3134 （社福） 田村福祉会

82 特養 県中

ときわ荘

963-4602 田村市常葉町常葉字長縄5-1

0247-77-4033 0247-77-4034 （社福） 田村福祉会

83 特養 県中

船引こぶし荘

963-4312 田村市船引町船引字源次郎131

0247-82-6644 0247-82-6640 （社福） 田村福祉会

84 特養 県中

花音

963-4312 田村市船引町船引字下大平105番地1

0247-82-6888 0247-82-6811 （社福） すみれ福祉会

85 特養 県中

牧場の朝

969-0401 鏡石町桜町225-15

0248-94-2121 0248-94-2120 (社福)

86 特養 県中

鏡石ホーム

969-0401 鏡石町大字鏡田字かげ沼町139-1

0248-62-2551 0248-62-7101 （社福） 岩瀬福祉会

87 特養 県中

天栄ホーム

962-0512 天栄村大字飯豊字新田前21-1

0248-93-1088 0248-83-2177 （社福） 岩瀬福祉会

88 特養 県中

さくら荘

963-7812 石川町大字南山形字中野沢54

0247-26-1100 0247-26-8323 （社福） 石川福祉会

89 特養 県中

たまかわ荘

963-6315 玉川村大字中字入山59

0247-57-4611 0247-37-1333 （社福） 石川福祉会

90 特養 県中

よもぎ荘

963-8205 平田村大字永田字広町31

0247-25-1411 0247-25-1415 （社福） 石川福祉会

91 特養 県中

さぎそう

963-6204 浅川町大字浅川字背戸谷地177-6

0247-36-1165 0247-38-1065 （社福） 石川福祉会

92 特養 県中

ふるどの荘

963-8304 古殿町大字松川字林4-1

0247-32-1180 0247-32-1170 （社福） 石川福祉会

93 特養 県中

さくら

963-3401 小野町大字小野新町字団子田36-1

0247-72-3555 0247-72-6116 （社福） 啓誠福祉会

94 特養 県南

小峰苑

961-0024 白河市字新夏梨1-2

0248-31-2222 0248-31-2227 （社福） 清峰会

95 特養 県南

しらかわの里

961-0004 白河市大字萱根字金ヶ入10-1

0248-23-4613 0248-23-4616 （社福） しらかわ会

96 特養 県南

大信「聖・虹の郷」

969-0308 白河市大信増見字八幡山55-3

0248-54-5550 0248-54-5551 （社福） 創世福祉事業団

97 特養 県南

福島県やまぶき荘

961-8061 西郷村大字小田倉字上野原452-1

0248-25-2106 0248-25-5031 （社福） 福島県社会福祉事業団

98 特養 県南

福島県さつき荘

961-8071 西郷村大字真船字芝原341-6

0248-25-3102 0248-25-5036 （社福） 福島県社会福祉事業団

99 特養 県南

ケアハウス泉崎

969-0104 泉崎村大字太田川字金山34

0248-53-3450 0248-53-2350 （社福） 西白河ライフケア会

100 特養 県南

さつきの郷

969-0101 泉崎村大字泉崎字笹立山７番地１

0248-21-8083 0248-21-8084 （社福） 西白河ライフケア会

101 特養 県南

寿光園

969-0284 矢吹町滝八幡159-2

0248-44-4220 0248-44-4223 （社福） 恵愛福祉会

102 特養 県南

ひかりの里

961-0102 中島村大字滑津字宿裏10番地1

0248-21-5988 0248-21-5989 （社福） コスモ福祉会

103 特養 県南

寿恵園

963-6131 棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘79

0247-33-6061 0247-33-6062 （社福） 東白川福祉会

104 特養 県南

ユーアイホーム

963-5118 矢祭町大字東舘字蔵屋敷122

0247-46-3385 0247-46-4400 （社福） 矢祭福祉会

105 特養 県南

藤井ハイム矢祭

963-5118 矢祭町大字東舘字柳町52

0247-46-2510 0247-34-1070 （社福） 誠慈会

清樹会
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106 特養 県南

藤井ハイムはなわ

963-5342 塙町大字伊香字中妻241-1

0247-44-0052 0247-44-0054 （社福） 誠慈会

107 特養 県南

さめがわ

963-8408 鮫川村大字西山字水口31

0247-29-1711 0247-29-1712 （社福） みやぎ会

108 特養 県南

ほたるの里

963-6123 東白川郡棚倉町大字関口字豊郷103番地

0247-33-6050 0247-57-6135 （社福） うつみね福祉会

109 特養 会津

芦ノ牧ホーム

969-5147 会津若松市大戸町大字芦牧字壇ノ下845

0242-92-3171 0242-92-3029 （社福） 白百合会

110 特養 会津

会津みどりホーム

965-0062 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂55-1

0242-22-6511 0242-22-6512 （社福） 博愛会

111 特養 会津

枝雪零苑

965-0001 会津若松市一箕町松長字下長原152

0242-39-2777 0242-39-2828 （社福） 温知福祉会

112 特養 会津

絆

965-0202 会津若松市湊町大字共和字西田面180

0242-96-1101 0242-96-1102 （社福） 桜ヶ丘福祉会

113 特養 会津

会津敬愛苑

969-6188 会津若松市北会津町東小松字南古川1

0242-56-5822 0242-56-5815 （社福） 千桜会

114 特養 会津

気生苑

965-0038 会津若松市昭和町1-36

0242-36-7033 0242-36-7747 （社福） 温知福祉会

115 特養 会津

天生

965-0001 会津若松市一箕町松長6-12-1

0242-37-2311 0242-37-2312 （社福） 温知福祉会

116 特養 会津

北原荘

966-0902 喜多方市松山町村松字北原3656-11

0241-24-4567 0241-24-4568 （社福） 天心会

117 特養 会津

しょうぶ苑

966-0005 喜多方市岩月町大都字菖蒲沢3610-1

0241-23-0777 0241-22-0105 （社福） 啓和会

118 特養 会津

ハッピーランドやまと

969-4103 喜多方市山都町木幡字下村道下丁1537-1

0241-38-3008 0241-30-1530 （社福） 天心会

119 特養 会津

ハッピーランドあいかわ

969-4107 喜多方市山都町相川字鶴巻田甲978－4

0241-38-3900 0241-38-2811 （社福） 天心会

120 特養 会津

けいわ苑

969-3521 喜多方市塩川町字下前田21番

0241-28-0015 0241-28-0015 （社福） 啓和会

121 特養 会津

さゆりの園

969-4401 西会津町登世島字田畑乙2042-71

0241-45-2921 0241-45-2926 （社福） にしあいづ福祉会

122 特養 会津

いなわしろホーム

969-2661 猪苗代町大字三郷字寺南7962-1

0242-66-4123 0242-66-4027 （社福） 猪苗代福祉会

123 特養 会津

咲楽の里

969-3101 猪苗代町字程塚2789

0242-72-0557 0242-72-0558 （社福） 蘭山会

124 特養 会津

会津寿楽荘

969-6584 会津坂下町大字塔寺字北原645

0242-83-0185 0242-83-0311 （社福） 両沼厚生会

125 特養 会津

ラスール坂下

969-6531 会津坂下町上口488-1

0242-93-5755 0242-93-5756 （社福） 湖星会

126 特養 会津

いちょうの木

969-3555 湯川村大字佐野目字佐野北43番地

0241-27-8338 0241-27-5668 （社福） 啓和会

127 特養 会津

福柳苑

969-7206 柳津町大字飯谷字前林甲370

0241-41-1165 0241-41-1167 （社福） 両沼厚生会

128 特養 会津

宮川荘

969-6261 会津美里町字高田道上2969-1

0242-54-6618 0242-54-5031 （社福） 千桜会

129 特養 会津

ハーモニーハウス

969-6131 会津美里町大石字下川原1-1

0242-57-1620 0242-57-1621 （社福） 心愛会

130 特養 会津

にいつるホーム

969-6402 会津美里町新屋敷字上深田甲1502

0242-78-3717 0242-78-3510 （社福） 千桜会

131 特養 会津

桐寿苑

969-7511 三島町大字宮下字坂ノ下659

0241-48-5033 0241-52-3626 （社福） みしま

132 特養 会津

かねやまホーム

968-0006 金山町大字中川字沖根原1324

0241-55-3341 0241-55-3261 （社福） かねやま福祉会

133 特養 会津

昭和ホーム

968-0104 昭和村大字小中津川字石仏1930

0241-58-1920 0241-58-1922 （社福） かねやま福祉会

134 特養 会津

優雅

967-0004 南会津町田島字北下原111番

0241-64-5110 0241-64-5109 （社福） 桜寿会

135 特養 会津

田島ホーム

967-0006 南会津町永田字風下3-1

0241-63-1111 0241-63-1115 （社福） 南会津会

136 特養 会津

伊南ホーム

967-0501 南会津町古町字太子堂186-1

0241-76-2900 0241-76-2941 （社福） 南会津会

137 特養 会津

南郷ホーム

967-0632 南会津町片貝字中田97

0241-73-2811 0241-73-2822 （社福） 南会津会

138 特養 会津

下郷ホーム

969-5344 下郷町大字沢田字若林甲1572

0241-67-2047 0241-67-3469 （社福） 南会津会

139 特養 会津

レジデンスふじの郷

969-5345 下郷町大字塩生字前原502番1

0241-69-1234 0241-69-1235 （社福） 明智福祉会

140 特養 会津

只見ホーム

968-0442 只見町大字長浜字久保田1

0241-84-7550 0241-84-7551 （社福） 南会津会
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141 特養 会津

あさくさホーム

968-0442 只見町大字長浜字久保田11

0241-84-7110 0241-84-2400 （社福） 南会津会

142 特養 会津

ほほえみ

969-3532 喜多方市塩川町藤の木11-1

0241-23-6511 0241-23-6512 （社福） 高尚会

143 特養 相双

相馬ホーム

976-0013 相馬市小泉字高池718

0244-36-3344 0244-36-4505 （社福） 相馬福祉会

144 特養 相双

長寿荘

975-0011 南相馬市原町区小川町409

0244-24-1677 0244-24-1811 （社福） 伸生福祉会

145 特養 相双

福寿園

975-0033 南相馬市原町区高見町二丁目70

0244-25-2811 0244-25-2812 （社福） 南相馬福祉会

146 特養 相双

竹水園

975-0074 南相馬市原町区長野字南原41

0244-24-0228 0244-25-3357 （社福） 竹水会

147 特養 相双

万葉園

979-2334 南相馬市鹿島区西町三丁目3

0244-67-1551 0244-67-1552 （社福） 南相馬福祉会

148 特養 相双

梅の香

979-2102 南相馬市小高区小高字金谷前81番地

0244-44-1600 0244-44-1601 （社福） 南相馬福祉会

149 特養 相双

花ぶさ苑

979-0402 広野町大字下北迫字東町211-2

0240-27-1755 0240-27-1141 （社福） 養高会

150 特養 相双

リリー園

979-0603 双葉郡楢葉町大字井出字上ノ原28

0240-25-1777 0240-25-1770 （社福） 広葉会

151 特養 相双

舘山荘

969-1153 本宮市本宮字塩田入162

0243-63-0233 0243-63-0235 （社福） 伸生双葉会

152 特養 相双

サンライトおおくま

965-0006 会津若松市一箕町鶴賀字上居合125-63 天野ビル1F 0242-85-6161 0242-85-6165 （社福） おおくま福寿会

153 特養 相双

せんだん

974-8232 いわき市錦町江栗馬場9-1

0246-62-8284 0246-62-8284 （社福） ふたば福祉会

154 特養 相双

オンフール双葉

970-0107 いわき市平荒田目字中田40

0246-38-4401 0246-38-4403 （社福） 博文会

155 特養 相双

新地ホーム

979-2703 新地町小川字川向18

0244-62-5111 0244-62-5121 （社福） しんち福祉会

156 特養 相双

なごみの里福田

979-2708 新地町大字福田字清水175番地

0244-26-4550 0244-62-3117 （社福） しんち福祉会

157 特養 相双

いいたてホーム

960-1803 飯舘村伊丹沢字伊丹沢571

0244-42-1700 0244-42-1710 （社福） いいたて福祉会

158 特養 相双

かわうち

979-1201 川内村大字上川内字迎原78

0240-38-3567 0240-38-3888 （社福） 千扇福祉会

159 特養 いわき いわさき荘

972-8322 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台88-1

0246-44-5660 0246-44-1307 （社福） いわき厚生会

160 特養 いわき かしま荘

971-8143 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目24

0246-58-8271 0246-58-8272 （社福） 養生会

161 特養 いわき 楽寿荘

979-0202 いわき市四倉町上仁井田字横川67

0246-32-6381 0246-32-6382 （社福） 楽寿会

162 特養 いわき 高砂荘

972-0161 いわき市遠野町上遠野字沢繁16-17

0246-89-3288 0246-89-3337 （社福） 仁愛会

163 特養 いわき せいざん荘

974-8261 いわき市植田町堂ノ作49-12

0246-63-0033 0246-63-3103 （社福） 愛誠会

164 特養 いわき 亀齢荘

970-0106 いわき市平山崎字熊ノ宮30

0246-34-7080 0246-34-7077 （社福） 松涛会

165 特養 いわき 幸寿苑

970-8001 いわき市平上平窪字原田13-1

0246-22-8100 0246-22-8110 （社福） 柳愛会

166 特養 いわき 翠祥園

979-0331 いわき市久之浜町末続字深谷33-1

0246-82-2877 0246-82-3477 （社福） 翠祥会

167 特養 いわき ひまわり荘

970-8011 いわき市平上片寄字上ノ内193

0246-34-1711 0246-34-1713 （社福） 昌平黌

168 特養 いわき ハートフルなこそ

979-0143 いわき市勿来町白米長澤8

0246-65-2100 0246-65-2139 （社福） ハートフルなこそ

169 特養 いわき 聖徳荘

973-8407

170 特養 いわき 望洋荘

970-0224 いわき市平豊間字合磯39

0246-55-7373 0246-55-7255 （社福） りんさく福祉会

171 特養 いわき せんしょう苑

973-8402 いわき市内郷御厩町4-82-1

0246-38-6331 0246-38-6332 （社福） りんさく福祉会

172 特養 いわき はなまる共和国

970-8034 いわき市平上荒川字林作207-5

0246-46-1870 0246-46-2870 （社福） 飛鳥

173 特養 いわき パライソごしき

971-8144 いわき市鹿島町久保字仲田10-1

0246-58-1888 0246-58-0588 （社福） 五彩会

174 特養 いわき しんせつ館ゆもと

972-8321 いわき市常磐湯本町日渡74番13

0246-43-6200 0246-43-6211 （社福） 祐寿会

175 特養 いわき 寿限無

971-8181 いわき市泉町本谷字畑２３－１

0246-76-0808 0246-76-0810 （社福） 葵会

いわき市内郷宮町金坂184-3

0246-45-2830 0246-45-2831 （社福） 以和貴会
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176 特養 いわき サンシャインよしま

970-1145 いわき市好間町北好間字外川原３３番地1

0246-36-6006 0246-36-6016 （社福） いわきの里

177 特養 いわき せいざん荘西山館

974-8241 いわき市山田町西山44

0246-62-1421 0246-62-1426 （社福） 愛誠会

178 特養 いわき パライソサンクス

971-8144 いわき市鹿島町久保字山崎12番地の5

0246-58-0818 0246-58-0828 （社福） 五彩会

179 特養 いわき りゅうじん

970-0314 いわき市洋向台一丁目39-2

0246-84-8631 0246-84-8632 （社福） 養生会

180 特養 いわき ゆ・の・あ

979-0143 いわき市勿来町白米酒井原116-1

0246-65-7878 0246-65-7007 （社福） ハートフルなこそ

181 特養 いわき ひなた

970-8035 いわき市明治団地12-19

0246-36-6006 0246-36-6016 （社福） いわきの里

182 特養 いわき はなまるファミリア

970-8034 いわき市平上荒川字林作203-1

0246-85-5870 0246-85-5871 （社福） 飛鳥

183 特養 いわき 寿楽

971-8181 いわき市泉町本谷字大田7-1

0246-88-8010 0246-88-8018 （社福） 葵会

184 特養 いわき サニーポート小名浜

971-8101 福島県いわき市小名浜字神成塚133番地の1

0246-92-3321 0246-92-3338 （社福） 容雅会

185 特養 いわき にじの郷

971-8151 いわき市小名浜岡小名字山ノ神27番１

0246-73-0266 0246-38-5541 （社福） 虹の会

186 軽費 県北

エデンの園

960-8202 福島市山口字柳沢60-1

024-533-4031 024-533-4033 （社福） 創世福祉事業団

187 軽費 県中

采女の里やすらぎ

963-0211 郡山市片平町字妙見館1-2

024-961-2399 024-961-2397 （社福） 郡山福祉会

188 軽費 いわき 悠々の里

971-8131 いわき市常磐上矢田町頭田43

0246-29-7717 0246-29-7716 （社福） 明生会

189 ケア 県北

ケアハウス吾妻園

960-1107 福島市上鳥渡字北河原2-1

024-593-0303

190 ケア 県北

すこやかの里ケアハウス

960-0114 福島市沖高字中島14-1

024-552-1377 024-553-3515 （社福） すこやか福祉会

191 ケア 県北

ケアハウス「輝きの郷」

960-8202 福島市山口字七口13-1

024-525-5000 024-535-8811 （社福） 創世福祉事業団

192 ケア 県北

ケアハウス広瀬

960-0776 伊達市梁川町字東土橋65-1

024-577-6111 024-577-6115 （社福） 信達福祉会

193 ケア 県北

ケアハウス星風苑

960-0906 伊達市月舘町御代田字月山崎1-7

024-573-3581 024-573-3585 （社福） 慈仁会

194 ケア 県中

ケアハウスゆう遊館

962-0403 須賀川市滑川字関ノ上26-4

0248-63-2616 0248-63-2617 （社福） 愛親福祉会

195 ケア 県中

ケアハウスふねひき福寿荘

963-4312 田村市船引町船引字源次郎131

0247-82-6643 0247-82-6640 （社福） 田村福祉会

196 ケア 県中

ケアハウスやすらぎ荘

963-6204 浅川町大字浅川字背戸谷地177-6

0247-36-1166 0247-38-1065 （社福） 石川福祉会

197 ケア 県南

ケアハウスなつなし

961-0024 白河市字新夏梨1-2

0248-31-2224 0248-31-2227 （社福） 清峰会

198 ケア 県南

ケアハウスしらかわの里

961-0004 白河市大字萱根字金ヶ入10-1

0248-23-4613 0248-23-4616 （社福） しらかわ会

199 ケア 県南

ケアハウスせせらぎ荘

963-5118 矢祭町大字東舘字蔵屋敷122

0247-46-3385 0247-46-4400 （社福） 矢祭福祉会

200 ケア いわき ケアハウスハートフルなこそ

979-0143 いわき市勿来町白米字長澤8

0246-65-2100 0246-78-1550 （社福） ハートフルなこそ

201 ケア いわき ケアハウスかしま

971-8143 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目24

0246-58-8278 0246-88-6513 （社福） 養生会

（社福） さくら福祉会

