
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
1 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　かぐや富士 〒417-0826 富士市中里2546‑7 0545-32-2150 吉原東部 元吉原 医療法人社団静寿会
2 居宅介護支援事業所 株式会社ミルト居宅介護支援事業所 〒417-0013 富士市鈴川中町4-27 0545-32-2068 吉原東部 元吉原 株式会社ミルト
3 居宅介護支援事業所 美芳会相談支援センター 〒417-0815 富士市増川510-1 0545-39-0063 吉原東部 須津 社会福祉法人　美芳会
4 居宅介護支援事業所 岡本居宅介護支援事業所 〒417-0826 富士市中里1290 0545-38-1105 吉原東部 須津 有限会社　岡本接骨院
5 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　かみや 〒417-0821 富士市神谷592-3 0545-39-0808 吉原東部 須津 財団法人　恵愛会
6 居宅介護支援事業所 オアシス在宅介護支援センター 〒417-0847 富士市比奈159-21 0545-38-2666 吉原中部 吉永 社会福祉法人　協同福祉会
7 居宅介護支援事業所 鑑石園在宅介護支援センター 〒417-0852 富士市原田1350-16 0545-52-0085 吉原中部 原田 社会福祉法人　鑑石園
8 居宅介護支援事業所 在宅介護支援センター　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
9 居宅介護支援事業所 アダモ介護支援センター 〒417-0851 富士市富士見台7-12-4 0545-22-2940 吉原中部 富士見台 有限会社　アダモ
10 居宅介護支援事業所 寿々居宅介護支援事業所 〒417-0855 富士市三ツ沢237-6 0545-21-6050 吉原中部 富士見台 寿々株式会社
11 居宅介護支援事業所 美原居宅介護支援事業所 〒417-0061 富士市伝法327-1 0545-23-2211 吉原北部 広見 社会福祉法人　秀生会
12 居宅介護支援事業所 ひろみ居宅介護支援事業所 〒417-0801 富士市大淵39-1 0545-21-6600 吉原北部 広見 医療法人社団　広見会
13 居宅介護支援事業所 ケアプラザ　ふじの花 〒417-0808 富士市一色495-1 0545-21-8077 吉原北部 青葉台 有限会社　中根ダイエタリーサービス
14 居宅介護支援事業所 きらら富士ケアプランセンター 〒417-0808 富士市一色258-47 0545-23-1601 吉原北部 青葉台 社会福祉法人　県民厚生会
15 居宅介護支援事業所 湖山リハビリテーション病院居宅介護支援事業所 〒417-0801 富士市大淵405-25 0545-36-2000 吉原北部 青葉台 医療法人財団　百葉の会
16 居宅介護支援事業所 こながや居宅介護支援事業所 〒417-0801 富士市大淵2982-45 0545-35-1853 吉原北部 大淵 合同会社こながや居宅介護支援事業所
17 居宅介護支援事業所 ヒューマンライフ富士在宅介護支援センター 〒417-0801 富士市大淵3901-1 0545-36-2666 吉原北部 大淵 医療法人社団　喜生会
18 居宅介護支援事業所 ヴィラージュ富士居宅介護支援事業所 〒419-0201 富士市厚原359-8 0545-73-1818 鷹岡 丘 社会福祉法人　秀生会
19 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　富士桜 〒419-0201 富士市厚原1204-1 0545-71-6620 鷹岡 丘 有限会社　ケアサービス富士桜
20 居宅介護支援事業所 ニチイケアセンター富士居宅介護支援事業所 〒419-0201 富士市厚原1976-4 0545-73-0271 鷹岡 丘 株式会社　ニチイ学館
21 居宅介護支援事業所 吉原の丘ケアサービス 〒417-0061 富士市伝法657-1 0545-73-1010 鷹岡 丘 有限会社　吉原介護センター
22 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター　えん。 〒419-0203 富士市鷹岡本町6-25 0545-71-3524 鷹岡 鷹岡 合同会社Yet
23 居宅介護支援事業所 ケアセンター　こころ 〒419-0201 富士市厚原1453-6 0545-72-2907 鷹岡 鷹岡 ㈲ピュアハート
24 居宅介護支援事業所 ケアーよろこ日居宅介護支援事業所 〒419-0202 富士市久沢86-18 0545-73-0033 鷹岡 鷹岡 株式会社ケアーよろこ日
25 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所都富 〒419-0204 富士市入山瀬３７６－１１グランカージュ１０１ 0545-32-8580 鷹岡 鷹岡 有限会社田中屋産業
26 居宅介護支援事業所 まほろば居宅介護支援事業所 〒419-0205 富士市天間955-28 0545-32-6265 鷹岡 天間 特定非営利活動法人ハッピーネット富士
27 居宅介護支援事業所 てんま居宅介護支援事業所 〒419-0205 富士市天間1602 0545-72-4699 鷹岡 天間 社会福祉法人　信愛会
28 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　ふじ 〒419-0205 富士市天間1640-1 0545-73-1919 鷹岡 天間 医療法人社団　紫苑会
29 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　向日葵 〒419-0205 富士市天間1450-17 0545-30-9087 鷹岡 天間 株式会社　愛穣
30 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　富士の里 〒419-0205 富士市天間1627-1 0545-72-5555 鷹岡 天間 社会福祉法人博美会
31 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　けいあい 〒417-0026 富士市南町1-32 0545-54-2320 吉原西部 吉原 財団法人　恵愛会
32 居宅介護支援事業所 快明堂居宅介護支援事業所 〒417-0052 富士市中央町1-10-12 0545-51-0301 吉原西部 吉原 有限会社　快明堂介護センター
33 居宅介護支援事業所 セントラル富士介護センター 〒417-0052 富士市中央町2-2-5 0545-53-3303 吉原西部 吉原 有限会社　セントラル富士
34 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　ひばり 〒417-0071 富士市国久保2-3-12 0545-55-3371 吉原西部 吉原 有限会社　米山
35 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　きゃろっと 〒417-0051 富士市吉原5-9-10 0545-53-3237 吉原西部 吉原 株式会社みち
36 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター　つくしの家 〒417-0051 富士市吉原4-7-15 0545-54-0555 吉原西部 吉原 医療法人社団　安仁会　
37 居宅介護支援事業所 介護保険センター　ぱーむ 〒417-0045 富士市錦町1-4-23 0545-53-0832 吉原西部 吉原 医療法人社団　英志会
38 居宅介護支援事業所 ふよう居宅介護支援事業所 〒417-0001 富士市今泉2220 0545-52-5500 吉原西部 今泉 社会福祉法人　芙蓉会
39 居宅介護支援事業所 するが台居宅介護支援事業所 〒417-0001 富士市今泉2022-13 0545-55-3358 吉原西部 今泉 有限会社　梶原ケアコーポーレーション
40 居宅介護支援事業所 Ｋライン・ケアプランセンター富士 〒417-0001 富士市今泉3169-1 0545-23-1520 吉原西部 今泉 Ｋラインケア株式会社
41 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　そよご 〒417-0061 富士市伝法2450-1 0545-52-3755 吉原西部 伝法 株式会社　大月自動車
42 居宅介護支援事業所 メイプル薬局居宅介護支援事業所 〒417-0061 富士市伝法2525-1 0545-55-3200 吉原西部 伝法 有限会社メイプル
43 居宅介護支援事業所 サニーライフ富士居宅介護支援事業所 〒417-0056 富士市日乃出町123‑1 0545-52-0360 吉原西部 伝法 株式会社川島コーポレーション
44 居宅介護支援事業所 みずほ在宅介護支援センター 〒417-0057 富士市瓜島町173-1 0545-54-5402 吉原西部 伝法 社会福祉法人　御山会
45 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　コーチョー 〒417-0057 富士市瓜島町１０２－２ 0545-55-1488 吉原西部 伝法 株式会社コーチョー
46 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　いき粋居宅アシスト 〒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
47 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　なごやか 〒416-0909 富士市松岡399-1 0545-62-0904 富士北部 岩松 有限会社　花夢花夢
48 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　岩本園 〒416-0901 富士市岩本133-1 0545-62-8787 富士北部 岩松北 社会福祉法人　岳陽会
49 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　たきど 〒416-0901 富士市岩本393-1 0545-32-8555 富士北部 岩松北 優愛サポート株式会社
50 居宅介護支援事業所 立石薬品株式会社居宅介護支援事業所 〒416-0954 富士市本市場町938 0545-65-8910 富士北部 富士駅北 立石薬品株式会社
51 居宅介護支援事業所 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 0545-66-3260 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
52 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　しずき 〒416-0907 富士市中島480-1 0545-65-5255 富士北部 富士北 有限会社　しずき
53 居宅介護支援事業所 ささえ愛ステーション 〒416-0902 富士市長通12-1 0545-66-3002 富士北部 富士北 株式会社アルテディア
54 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　幸 〒416-0907 富士市中島327 0545-66-3622 富士北部 富士北 医療法人社団　秀峰会
55 居宅介護支援事業所 ケアプランセンターよつば 〒416-0955 富士市川成新町374　ティンカーベルⅠ-101 0545-32-8458 富士南部 田子浦 株式会社グランテック
56 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　そてつ 〒416-0934 富士市鮫島348-4 0545-66-1123 富士南部 田子浦 医療法人財団　百葉の会
57 居宅介護支援事業所 なのはなケアサポートセンター 〒416-0955 富士市川成新町318 0545-65-5010 富士南部 田子浦 有限会社　エイエス
58 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センターつばめ 〒416-0955 富士市川成新町310 0545-62-8000 富士南部 田子浦 ＣＡＳ株式会社
59 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所あい 〒416-0933 富士市中丸882-1 0545-60-4323 富士南部 田子浦 株式会社あい
60 居宅介護支援事業所 あおい居宅介護支援事業所富士 〒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
61 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ヒューマンヒルズ新富士 〒416-0932 富士市柳島１９８番地３ 0545-66-2766 富士南部 田子浦 株式会社エフ・エム・シー
62 居宅介護支援事業所 シフティーン富士富士宮　居宅介護支援事業所 〒416-0923 富士市横割本町７番５号ファミール西尾１Ｅ号室 0545-64-5120 富士南部 富士駅南 株式会社シフト
63 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　くりっぷ 〒416-0921 富士市水戸島278-7 0545-32-7699 富士南部 富士駅南 株式会社ソレイユ
64 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　かじま 〒416-0924 富士市水戸島本町7-8 0545-65-1163 富士南部 富士駅南 社会福祉法人　真澄会
65 居宅介護支援事業所 アサヒサンクリーン在宅介護センター富士・指定居宅介護支援事業所 〒416-0922 富士市水戸島元町4-14 0545-65-8686 富士南部 富士駅南 アサヒサンクリーン株式会社
66 居宅介護支援事業所 北原介護オフィス 〒416-0921 富士市水戸島2丁目21番12号 0545-62-7893 富士南部 富士駅南 合同会社北原
67 居宅介護支援事業所 在宅介護支援センター　ききょう 〒416-0946 富士市五貫島175 0545-60-0055 富士南部 富士南 医療法人財団　百葉の会
68 居宅介護支援事業所 のどか居宅介護支援事業所 〒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
69 居宅介護支援事業所 夢コープ富士事業所 〒416-0945 富士市宮島441-1 ラムール1F 0545-65-7052 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

70 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　奏 〒421-3302 富士市中野台1-23-11 0545-56-3366 富士川 松野 株式会社ＭＭＫＫ
71 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所シャローム富士川 〒421-3301 富士市北松野1071 0545-56-3304 富士川 松野 社会福祉法人　富士厚生会
72 居宅介護支援事業所 芙蓉の丘居宅介護支援事業所 〒421-3306 富士市中之郷2500-1 0545-56-2330 富士川 富士川 共立蒲原総合病院組合
73 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　オアシス中之郷 〒421-3306 富士市中之郷1283‑1 0545-56-2234 富士川 富士川 株式会社　オアシス


