
Ｎｏ サービス種類 事業所名 郵便番号 事業所所在地 電話番号 圏域 地区 法人 備考

1 介護予防訪問介護相当 訪問介護ステーション ひまわり 〒417-0826 富士市中里2546-7 0545-30-7072 吉原東部 須津 医療法人社団 静寿会

2 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーション ふじみ台 〒417-0855 富士市三ツ沢217-2 0545-23-1234 吉原中部 富士見台 社会福祉法人 誠信会 休止

3 介護予防訪問介護相当 オアシス ホームヘルプサービス 〒417-0847 富士市比奈159-21 0545-38-3838 吉原中部 吉永 社会福祉法人 協同福祉会

4 介護予防訪問介護相当 きらら富士 ヘルパーセンター 〒417-0808 富士市一色258-47 0545-23-1608 吉原北部 青葉台 社会福祉法人 県民厚生会

5 介護予防訪問介護相当 ニチイケアセンター広見 〒417-0864 富士市広見本町4-8 0545-23-3600 北部 広見 ニチイ学館

6 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーション 華ごころ 〒417-0862 富士市石坂160-22 0545-32-7810 北部 広見 株式会社 華雅

7 介護予防訪問介護相当 クローバー 〒419-0202 富士市久沢247-1 0545-30-7631 鷹岡 鷹岡 株式会社 クローバー

8 介護予防訪問介護相当 一般社団法人 TASUKERU FUJIYAMA 訪問介護 にじいろ 〒419-0205 富士市天間732-2 0545-71-2280 鷹岡 天間 一般社団法人 TASUKERU FUJIYAMA

9 介護予防訪問介護相当 訪問介護 ベル 〒419-0201 富士市厚原1143－2 0545-30-8877 鷹岡 丘 株式会社 ベル

10 介護予防訪問介護相当 ニチイケアセンター 富士 〒419-0201 富士市厚原1976-4 0545-73-0271 鷹岡 丘 株式会社 ニチイ学館

11 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーション向日葵 〒419-0201 富士市厚原510-1 0545-67-5808 鷹岡 丘 株式会社愛穣

12 介護予防訪問介護相当 吉原の丘 ヘルパーサービス 〒417-0061 富士市伝法657-1　むつみマンション100号室 0545-73-1010 鷹岡 丘 有限会社 吉原介護センター

13 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーション 絆 〒417-0001 富士市今泉1709-4 0545-55-5051 吉原西部 今泉 株式会社 絆ケア

14 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーション たいよう 〒417-0001 富士市今泉2189-1 0545-52-6662 吉原西部 今泉 有限会社 梶原ケアコーポレーション

15 介護予防訪問介護相当 五幸ケアサービス 富士 〒417-0058  富士市永田北町3-25 0545-32-6576 吉原西部 吉原 株式会社 五幸トータルサービス

16 介護予防訪問介護相当 介護サービス みち 〒417-0051 富士市吉原5-9-10 0545-54-2688 吉原西部 吉原 株式会社 みち

17 介護予防訪問介護相当 ニチイケアセンター 岳南富士 〒417-0043 富士市荒田島町9-8　アイハイム101 0545-55-0255 吉原西部 吉原 株式会社 ニチイ学館

18 介護予防訪問介護相当 セントラル富士 介護センター 〒417-0052 富士市中央町2-2-5 0545-53-6661 吉原西部 吉原 有限会社 セントラル富士

19 介護予防訪問介護相当 ヒューマンヒルズ吉原訪問介護 〒417-0051 富士市吉原4-7-15 0545-54-0557 吉原西部 吉原 株式会社　エフ・エム・シー

20 介護予防訪問介護相当 有限会社 いき粋ケアーステーション 〒417-0061 富士市伝法2987-5 0545-57-1233 吉原西部 伝法 有限会社 いき粋ケアーステーション

21 介護予防訪問介護相当 ほっと 介護サービス 〒416-0909 富士市松岡1122-1-1 0545-32-7264 富士北部 岩松 特定非営利活動法人 生き活き岳南クラブ

22 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーションはーとらいふ富士 〒416-0909 富士市松岡609-1 0545-30-6931 富士北部 岩松 株式会社　ｒｅ－ｓｅｒｖｅ

23 介護予防訪問介護相当 松岡 ケアセンター 〒416-0909 富士市松岡1189-1 0545-67-3877 富士北部 岩松 株式会社 ウエストトラスト・ライフサポート

24 介護予防訪問介護相当 訪問介護本舗　ふじ 〒416-0909 静岡県富士市松岡15115-1　クリエートハイム202 0545-67-8333 富士北部 岩松 合同会社 サンライズ

25 介護予防訪問介護相当 訪問介護事業所 はぴねす 〒416-0909 静岡県富士市松岡1806-324 0545-60-6333 富士北部 岩松 株式会社　リバティ

26 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーションリボーン松岡 〒416-0909 静岡県富士市松岡609-１ 0545-62-2355 富士北部 岩松 株式会社reborn

27 介護予防訪問介護相当 ヘルパーステーション紬 〒416-0901 静岡県富士市岩本537番地の85 0545-50-9605 富士北部 岩松北 合同会社笑福

28 介護予防訪問介護相当 社会福祉法人 富士市社会福祉協議会 〒416-8558 富士市本市場432-1 0545-66-3251 富士北部 富士駅北 公益社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

29 介護予防訪問介護相当 ニチイケアセンター 富士川 〒416-0908 富士市柚木203-1 0545-65-6260 富士北部 富士駅北 株式会社 ニチイ学館

30 介護予防訪問介護相当 訪問介護事業所　コンパス 〒416-0954 静岡県富士市本市場町785 0545-67-5131 富士北部 富士駅北 株式会社　ソレイユ

31 介護予防訪問介護相当 サン・ライフ福祉サービスセンター　富士事業所 〒416-0908 静岡県富士市柚木165-1　樫村テナント２階 0545-65-5662 富士北部 富士駅北 株式会社ザ・サンパワー

32 介護予防訪問介護相当 医心館　訪問介護ステーション　富士 〒416-0907 静岡県富士市中島字竪堀北82-1 0545-67-1657 富士北部 富士北 株式会社アンビス

33 介護予防訪問介護相当 訪問介護事業所 くりっぷ 〒416-0921 富士市水戸島278-7 0545-32-6598 富士南部 富士駅南 株式会社 ソレイユ

34 介護予防訪問介護相当 ホームヘルプセンター かじま 〒416-0924 富士市水戸島本町7-8 0545-65-1165 富士南部 富士駅南 社会福祉法人 真澄会

35 介護予防訪問介護相当 訪問介護 ひかり 〒416-0942 富士市上横割184-3　ニュープラザ横割2階A 0545-67-0577 富士南部 富士駅南 合同会社 琉美

36 介護予防訪問介護相当 夢コープ 富士事業所 〒416-0945 富士市宮島441-1　ラムール1F 0545-65-7050 富士南部 富士南 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ夢コープ

37 介護予防訪問介護相当 のどか訪問介護サービス 富士 〒416-0945 富士市宮島851-1　グレースＡ-Ⅰ102 0545-32-7241 富士南部 富士南 一般社団法人 のどか

38 介護予防訪問介護相当 介護センター つばめ 〒416-0955 富士市川成新町250 0545-65-7130 富士南部 田子浦 ＣＡＳ 株式会社

39 介護予防訪問介護相当 訪問介護ステーション ゆず 〒416-0955 富士市川成新町365-5 0545-32-8456 富士南部 田子浦 株式会社 グランテック

40 介護予防訪問介護相当 わくわく訪問介護ステーション 富士 〒416-0933 富士市中丸519-2　コスモビレッジⅢ103 0545-30-7158 富士南部 田子浦 株式会社 イー・ケア

41 介護予防訪問介護相当 ニチイケアセンター富士みなみ 〒416-0939 静岡県富士市川成島811 0545-66-2118 富士南部 田子浦 株式会社ニチイ学館


