鹿沼市 介護サービス事業所一覧
事業所名称

事業所番号

電話番号
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令和元年７月現在
事業所所在地

開設法人名

●居宅介護支援事業所
0970501458
0970500112
0970501078
0970500807
0970501409
0970500120
0970501326
0970501391
0970500039
0971600515
0970500047
0970500815
0970500013
0970500088
0970500765
0970500062
0970501375
0970500666
0910510437
0970500591
0970501110
0970500021
0970501011
0970500740
0970500872
0970500914
0972200034
0970501060
0970501482
0970501516

居宅介護支援事業所 るりの里
鹿沼市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所At Home こころ
あずみ苑鹿沼
居宅介護支援事業所シャローム
ニチイケアセンター 鹿沼
やさしい手かぬま居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所さかた園
在宅介護支援センターオレンジホーム
家族の家ひまわり鹿沼居宅介護支援事業所
在宅介護支援センター グリーンホーム
デイホームさつき介護支援センター
ハーモニー在宅介護支援センター
在宅介護支援センター かみつが
ケアプランあゆみ
無量荘
ケアプラン智光薬湯
デイサービスかぞく
鹿沼脳神経外科
居宅介護支援事業おりづる
在宅介護支援センターたけむらクローバー館
さつき荘在宅介護支援センター
ソーシャルワーク鹿沼
介護ステーションたけむら
居宅介護支援事業所 かぬま四季の里
居宅介護支援事業所ハミング
在宅介護支援センター 粟野荘
居宅介護支援事業所「暖らいふ」
居宅介護支援事業所かのん
シンシアハート居宅介護支援事業所

0289-77-5714
0289-65-5191
0289-74-5667
0289-60-1988
0289-65-0590
0289-60-1685
0289-77-7450
0289-60-0005
0289-63-3807
0289-60-6933
0289-63-3677
0289-62-1422
0289-60-2345
0289-64-7281
0289-74-7277
0289-64-8371
0289-65-8000
0289-72-0023
0289-63-1333
0289-60-2272
0289-63-6005
0289-76-2959
0289-74-7555
0289-63-3010
0289-73-0013
0289-84-7332
0289-85-2512
0289-75-2883
0289-85-8088
0289-71-3301

麻苧町1559番地1
万町931番地1（総合福祉センター内）
下田町2丁目1050番地2
貝島町595番地5
貝島町834番地3
上野町320番地3高橋ビル1階103号室
上野町410番地1
日吉町937番地4
富岡字栃室台492番地2
千渡2326番地10
下日向438番地1
下沢420番地7
村井町146番地6
上殿町960番地2
樅山町300番地5
板荷2971番地1
加園2520番地
上石川568番地10
茂呂2027番地
茂呂1090番地25
茂呂1858番地147
白桑田254番地7
東町1丁目1番地1
西茂呂4丁目46番3号
西沢町209番地
下永野246番地2
深程1521番地1
北半田1489番地6
口粟野867
北半田1302番地13

株式会社パワーライフサポート
社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
株式会社Slow Life
株式会社レオパレス２１
NPO法人いきいき介護・シャローム
株式会社ニチイ学館
株式会社やさしい手栃木中央
社会福祉法人日光福栄会
社会福祉法人緑風会
株式会社三栄堂商事
社会福祉法人緑風会
NPO法人鹿沼さつき会デイホームさつき
社会福祉法人 久寿福祉会
上都賀厚生農業協同組合連合会
合同会社あゆみの森
NPO法人福聚会
株式会社智光薬湯
有限会社進化
医療法人 元気会
社会福祉法人もろ栄福祉会
医療法人ヒポクラテス
社会福祉法人津田福祉会
株式会社Ｂｌｕｅｂｉｒｄ
医療法人ヒポクラテス
社会福祉法人創和会
社会福祉法人優心会
社会福祉法人 信徳会
株式会社福祉舎
社会福祉法人優心会
株式会社川上

0289-62-9688
0289-63-2175
0289-64-7236
0289-60-2000
0289-74-7337
0289-63-6559
0289-85-1061

泉町2396番地3
今宮町1688番地1
上殿町960番地2
樅山町40番地2

社会福祉法人緑風会
鹿沼市
上都賀厚生農業協同組合連合会
社会福祉法人久寿福祉会
幸町2丁目1番地26 木村ビル1階
社会福祉法人朝日会
西茂呂4丁目30番1号
社会福祉法人津田福祉会
口粟野1780番地 粟野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内 社会福祉法人信徳会

0289-77-5713
0289-60-1040
0289-60-6050
0289-65-5191
0289-60-3327
0289-60-5356
0289-60-1685
0289-77-7451
090-8503-0387
0289-74-7882
0289-60-6933
0289-60-2345
0289-76-3100
0289-74-5697
0289-63-6023
0289-76-2959
0289-84-7332
0289-75-2800
0289-60-1115

麻苧町1559番地1
石橋町1600番地1橋田第一ビル8階
石橋町1602-4
万町931番地1（総合福祉センター内）
下田町1丁目853番地1
貝島町630－１ｸﾚﾄﾞｰﾙ貝島１F
上野町320番地3高橋ビル1階103号室
上野町410番地1
古賀志町2145-1
千渡2344番地8
千渡2326番地10
村井町146番地6
茂呂2525番地6
茂呂216番地1
茂呂1858番地147
白桑田254番地7
下永野245番地3
北半田1489番地6
万町754番地１

株式会社パワーライフサポート
有限会社Ｉ ｗｉｌｌ
田谷 秀
社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
ピジョン真中 株式会社
エイエスサポート株式会社
株式会社ニチイ学館
株式会社やさしい手栃木中央
渡辺 雪子
NPO法人虹の架け橋
株式会社三英堂商事
社会福祉法人 久寿福祉会
有限会社岩出
有田硝子株式会社
医療法人ヒポクラテス
社会福祉法人津田福祉会
社会福祉法人優心会
株式会社福祉舎
株式会社ワンパーソン

0289-62-4127
0289-74-5528

万町931番地1
下田町1丁目853番地1

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
ピジョン真中株式会社

0289-77-5716
0289-64-7226
0289-60-5650
0289-60-5020
0289-74-7556
0289-71-3300

麻苧町1559番地1
株式会社パワーライフサポート
下田町1丁目1033番地
上都賀厚生農業協同組合連合会
上野町320番地3高橋ビル1階103号室 株式会社ニチイ学館
府中町362番地15 ﾗ･ｶｰｻﾌｪﾘｰﾁｪ102号室 yoboiryo株式会社
東町1丁目1番地1
株式会社Bluebird
北半田1302番地13
株式会社川上

0289-77-5712
0289-60-1115
0289-60-0221
0289-63-3800
0289-74-5921
0289-78-5550
0289-60-2340
0289-63-3807
0289-60-6933
0289-62-1422
0289-63-5536
0289-60-2001
0289-64-1126
0289-60-2273
0289-76-2959
0289-60-2360
0289-63-6551
0289-63-3010
0289-75-2220
0289-84-7332
0289-85-2809
0289-75-2883
0289-60-1115

麻苧町1559番地1
下材木町1362番地
鳥居跡町989番地1
下日向438番地1
貝島町5038番地5
花岡町137番地8
日吉町937番地4
富岡字栃室台492番地2
千渡2326番地10
下沢420番地7
村井町146番地6
樅山町40番地2
加園2520番地
茂呂1090番地25
白桑田254番地7
西茂呂二丁目5番3号
西茂呂4丁目30番1号
西茂呂4丁目46番3号
楡木町5番地

株式会社パワーライフサポート
株式会社ワンパーソン
ケアパートナー株式会社
社会福祉法人緑風会
株式会社ヴァティー
株式会社日光智光薬湯
社会福祉法人日光福栄会
社会福祉法人緑風会
株式会社三英堂商事
NPO法人鹿沼さつき会デイホームさつき
社会福祉法人 久寿福祉会
社会福祉法人 久寿福祉会
株式会社日光智光薬湯
社会福祉法人もろ栄福祉会
社会福祉法人津田福祉会
株式会社ユニマットそよ風
社会福祉法人津田福祉会
医療法人ヒポクラテス
社会福祉法人 久寿福祉会

下永野245番地3

社会福祉法人優心会

深程1520番地
北半田1489番地6
万町754番地１

社会福祉法人 信徳会
株式会社福祉舎
株式会社ワンパーソン

御成橋町1丁目2406番地8
蓬莱町1370番地2
万町931番地1（総合福祉センター内）
万町931番地14
下田町2丁目1050番地2
貝島町834番地3
下武子町177番地
千渡1949番地64
板荷2971番地1
引田1400番地
上殿町721番地1
樅山町300番地5
樅山町606番地2
上石川568番地10
茂呂216番地1
緑町2丁目3番17号
西茂呂3丁目18番40
中粕尾255番地2
上永野504番地1
茂呂2528番地9

合同会社はいこんちょ
イワムラハウス株式会社
社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
NPO法人遊・夢・悠
株式会社Slow Life
NPO法人いきいき介護・シャローム
NPO法人福聚会
NPO法人福聚会
NPO法人福聚会
NPO法人和優会
合同会社あゆみの森
合同会社あゆみの森
株式会社lookeyes
有限会社進化
有田硝子株式会社
社会福祉法人朝日会
社会福祉法人久寿福祉会
社会福祉法人優心会
社会福祉法人優心会
有限会社岩出

●介護予防支援事業所
0900500026
0900500018
0900500059
0900500034
0900500075
0900500042
0900500067

鹿沼北地域包括支援センター
鹿沼市地域包括支援センター
鹿沼中央地域包括支援センター
鹿沼南地域包括支援センター
鹿沼東部台地域包括支援センター
鹿沼東地域包括支援センター
鹿沼西地域包括支援センター

●訪問介護事業所
0970501433
0970500450
0980500011
0970500112
0970500419
0970500757
0970500120
0970501334
0980500037
0970501185
0970501243
0970500179
0970500906
0970500989
0970501102
0970500138
0970501342
0970501052
0970501490

ヘルパーステーション るりの里
ヘルパーステーションこころ
鹿沼合同タクシー株式会社
鹿沼市社会福祉協議会
ピジョン真中株式会社訪問介護鹿沼事業所
ハートフルサポートとちぎ鹿沼事業所
ニチイケアセンター 鹿沼
やさしい手かぬま訪問介護事業所
個人 渡辺タクシー
訪問介護事業所虹の架け橋（休止中）
家族の家ひまわり鹿沼訪問介護事業所
ハーモニー ホームヘルパーステーション
すまいる鹿沼
万葉かぬま
ヘルパーステーションたけむらクローバー館
さつき荘ヘルパーセンター
めぐり
訪問介護事業所「暖らいふ」
ヘルパーステーションいちごいちえ

●訪問入浴介護事業所
0970500633 鹿沼市社会福祉協議会訪問入浴介護事業所
0970500898 ピジョン真中株式会社 訪問入浴鹿沼事業所

●訪問看護事業所
0970501466
0960590016
0960590032
0970501367
970501029
0970501524

訪問看護ステーション るりの里
訪問看護ステーション ひばり
ニチイケアセンター鹿沼訪問看護ステーション
ＷＡＤＥ ＷＡＤＥ訪問看護ステーション鹿沼
訪問看護ステーション鹿沼
シンシアハート訪問看護ステーション

●通所介護事業所（デイサービス）
0970501441
0970501094
0970500682
0970500252
0970500930
0970501201
0970501383
0970500278
0970501250
0970500443
0970500187
0970500468
0970500674
0970500583
0970500153
0970500716
0970500146
0970500740
0970500195
0970501292
0972200067
0970501151
0970501508

デイサービス るりの里
イチゴデイサービス
ケアパートナー鹿沼
グリーンホーム デイサービスセンター
ケアステーションあさひ鹿沼
デイサービス智光薬湯さくら
デイサービスさかた園
オレンジホーム デイサービスセンター
家族の家ひまわり鹿沼通所介護事業所
特定非営利活動法人鹿沼さつき会デイホームさつき
デイサービスセンター メロディー
デイサービスセンターリズム
デイサービス智光薬湯
デイサービスセンターおりづる
さつき荘デイサービスセンター
鹿沼ケアセンターそよ風
さつき荘西茂呂デイサービスセンター
介護ステーションたけむら
南押原デイサービスセンター
和音
特別養護老人ホーム 粟野荘
デイサービスセンター「暖らいふ」
デイサービスセンターいちごいちえ

●地域密着型通所介護事業所（デイサービス）
0970501128
0990500209
0970500112
0970501193
0970501037
0970500492
0990500217
0970500971
0970500062
0970500781
0970500773
0970500955
0970501425
0970500666
0970500989
0970501144
0970501003
0970500658
0970500641
0990500308

宅老所はいこんちょ
レッツ倶楽部新鹿沼
鹿沼市社会福祉協議会
こまおたかぬま
At Home こころ
デイホームシャローム
小杉亭
和久井亭
無量荘
デイサービスなごみ
デイホームあゆみ
あゆみの家
リハビリ処カーヤ
デイサービスかぞく
万葉かぬま
かぬま花の風健康教室
リハビリデイサービスＨａｒｍｏｎｙ鹿沼店
かすお
ながの
にこにこデイサービス

0289-78-4347
0289-60-6678
0289-65-5191
0289-74-7366
0289-74-5667
0289-65-0590
0289-78-5907
0289-65-0474
0289-64-8371
0289-65-8830
0289-60-2717
0289-74-7277
0289-78-5565
0289-72-0023
0289-74-5697
0289-60-5503
0289-74-5523
0289-83-7500
0289-84-0180
0289-78-4488

鹿沼市 介護サービス事業所一覧
事業所名称

事業所番号

電話番号

2/2

令和元年７月現在
事業所所在地

開設法人名

●地域密着型療養通所介護事業所（療養デイサービス）
0990500241 療養デイサービス るりの里

0289-77-5717

麻苧町1559番地1

株式会社パワーライフサポート

0289-64-7233
0289-63-6020
0289-63-1333

上殿町960番地2
茂呂1858番147
茂呂2027

上都賀厚生農業協同組合連合会
医療法人ヒポクラテス
医療法人 元気会

0289-77-7400
0289-60-1988
0289-60-0005
0289-63-3807
0289-63-3800
0289-63-5555
0289-60-2265
0289-76-2959
0289-60-5501
0289-60-2360
0289-63-3010
0289-73-0013
0289-84-7330
0289-85-2809

寺町914番地1
貝島町595番地5
日吉町937番地4
富岡字栃室台492番地2
下日向438番地1
村井町146番地6
茂呂1090番地25
白桑田254番地7
緑町2丁目3番17号
西茂呂2丁目5番3号
西茂呂4丁目46番3号
西沢町209番地
下永野270番地2
深程1520番地

株式会社さわやか倶楽部
株式会社レオパレス２１
社会福祉法人日光福栄会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人 久寿福祉会
社会福祉法人もろ栄福祉会
社会福祉法人津田福祉会
社会福祉法人朝日会
株式会社ユニマットそよ風
医療法人ヒポクラテス
社会福祉法人創和会
社会福祉法人優心会
社会福祉法人 信徳会

0289-64-2134
0289-64-7233
0289-63-6020

今宮町1682番地2
上殿町960番地2
茂呂1858番147

医療法人桃李会
上都賀厚生農業協同組合連合会
医療法人ヒポクラテス

0289-65-5151
0289-60-6333
0289-63-6311
0289-65-0309
0289-76-4188
0289-76-6311
0289-74-5988
0289-64-0375
0289-63-1122

久保町1285番地
下材木町1362番地
貝島町796番地25
上野町55番地2
茂呂923番地32
深津2541番地1
松原3丁目221番地3
晃望台28番地3グランコート晃望台202
西茂呂2丁目3番20号

有限会社 伊勢茂商店
株式会社ワンパーソン
株式会社小松屋商店
有限会社石創
野澤産業株式会社
株式会社星医療酸器
関東メディカル株式会社
株式会社晩成
株式会社ジャスブランチ

0289-65-5151
0289-60-6333
0289-63-6311
0289-65-0309
0289-76-4188
0289-76-6311
0289-74-5988
0289-64-0375
0289-63-1122

久保町1285番地
下材木町1362番地
貝島町796番地25
上野町55番地2
茂呂923番地32
深津2541番地1
松原3丁目221番地3
晃望台28番地3グランコート晃望台202
西茂呂2丁目3番20号

有限会社 伊勢茂商店
株式会社ワンパーソン
株式会社小松屋商店
有限会社石創
野澤産業株式会社
株式会社星医療酸器
関東メディカル株式会社
株式会社晩成
株式会社ジャスブランチ

0289-77-8177
0289-74-7477
0289-60-5707
0289-60-0766
0289-60-2002
0289-70-1070
0289-72-0700
0289-76-2959
0289-77-7081
0289-60-6771
0289-74-7011
0289-85-8088
0289-71-3939
0289-77-7247

泉町2396番地3
貝島町5001番地4
西鹿沼町1018番地1
千渡1959番地1
樅山町40番地2
草久986番地1
茂呂243番地8
白桑田254番地12
緑町2丁目3番地23
西茂呂4丁目30番地7
楡木町720番地1
口粟野867番地
北半田1489番地3
上南摩町195番地9

社会福祉法人緑風会
株式会社フレンド
有限会社ケアシステム
NPO法人福聚会
社会福祉法人久寿福祉会
NPO法人鹿沼さつき会デイホームさつき
社会福祉法人もろ栄福祉会
社会福祉法人津田福祉会
社会福祉法人朝日会
社会福祉法人津田福祉会
株式会社フレンド
社会福祉法人優心会
株式会社花の器
株式会社ケアメディカル

0289-60-0766
0289-64-8371
0289-72-0702
0289-73-0013

千渡1959番地1
板荷2971番地1
茂呂243番地8
西沢町209番地

NPO法人福聚会
NPO法人福聚会
社会福祉法人もろ栄福祉会
社会福祉法人創和会

0289-77-8177
0289-74-7477
0289-60-5707
0289-70-1070
0289-77-7081
0289-74-7011
0289-85-8088
0289-71-3939
0289-77-7381

泉町2396番地3
貝島町5001番地4
西鹿沼町1018番地1
草久字表口986番地1
緑町2丁目3番地23
楡木町720番地1
口粟野867番地
北半田1489番地3
上南摩町195番地9

社会福祉法人緑風会
株式会社フレンド
有限会社ケアシステム
NPO法人鹿沼さつき会デイホームさつき
社会福祉法人朝日会
株式会社フレンド
社会福祉法人優心会
株式会社花の器
株式会社ケアメディカル

0289-77-7400
0289-62-1211
0289-76-0033
0289-63-1100
0289-60-0001

寺町914番地1
富岡字代太郎裏914番地8
白桑田253番地2
西茂呂4丁目46番3
日吉町937番地１

株式会社さわやか倶楽部
社会福祉法人 行川福祉会
社会福祉法人津田福祉会
医療法人ヒポクラテス
社会福祉法人日光福栄会

●通所リハビリテーション事業所
0950580027 老人保健施設かみつが
0950580043 介護老人保健施設 たけむらクローバー館
0910510437 鹿沼脳神経外科

●短期入所生活介護事業所（ショートステイ）
0970501268
0970500807
0970501417
0970500229
0970500211
0970500203
0970500625
0970500161
0970501177
0970500716
0970500740
0970500880
0970500963
0972200067

さわやかかぬま館
あずみ苑鹿沼
特別養護老人ホームさかた園
特別養護老人ホームオレンジホーム
特別養護老人ホームグリーンホーム
特別養護老人ホームハーモニー
短期入所生活介護事業所おりづる
特別養護老人ホームさつき荘
老人短期入所かぬま花の風
鹿沼ケアセンターそよ風
介護ステーションたけむら
特別養護老人ホームかぬま四季の里
短期入所生活介護事業所ポプリ
特別養護老人ホーム 粟野荘

●短期入所療養介護事業所
0950580035 医療法人桃李会介護老人保健施設ほほえみ
0950580027 老人保健施設かみつが
0950580043 介護老人保健施設 たけむらクローバー館

●福祉用具貸与事業所（レンタル）
0970500104
0970500849
0970501284
0970500831
0970501219
0970500559
0970500922
0970501318
0970501276

介護ショップ いせも
ケアツール
ダスキンヘルスレントかぬまステーション
介護用品さんて
野澤産業株式会社介護事業おりづる
株式会社星医療酸器栃木事業所
関東メディカル株式会社 栃木営業所
ことぶきヘルスケア
ピュアぶらんち

●特定福祉用具販売事業所
0970500104
0970500849
0970501284
0970500831
0970501219
0970500559
0970500922
0970501318
0970501276

介護ショップ いせも
ケアツール
ダスキンヘルスレントかぬまステーション
介護用品さんて
野澤産業株式会社介護事業おりづる
株式会社星医療酸器栃木事業所
関東メディカル株式会社 栃木営業所
ことぶきヘルスケア
ピュアぶらんち

●認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
0990500050
0990800153
0990500092
0970500567
0970500484
0990500134
0990500118
0970500435
0990500266
0990500084
0990500191
0990500027
0990500142
0990500290

指定認知症対応型共同生活介護事業所いずみの里
グループホームふれんどかぬま
陽だまり
グループホーム無量荘
グループホームおしはらの里
グループホーム「芦の子田中さん家」
グループホーム鶴の郷
和田の家
グループホームかぬま花の風
グループホーム西茂呂の家
グループホームふれんど楡木
認知症対応型共同生活介護事業所かのん
花の器
グループホームほほえみ鹿沼

●認知症対応型通所介護事業所（認知デイサービス）
0970500567
0970500062
0990500126
0990500100

グループホーム無量荘
無量荘
デイサービスセンター鶴の郷（休止中）
地域密着型デイ・サービスかぬま四季の里

●小規模多機能型居宅介護事業所
0990500043
0990500175
0990500092
0990500035
0990500258
0990500183
0990500019
0990500142
0990500282

指定小規模多機能型居宅介護事業所いずみの里
ふれんど小規模多機能施設かぬま
陽だまり
小規模多機能「芦の子田中さん家」
小規模多機能型居宅介護かぬま花の風
ふれんど小規模多機能施設楡木
小規模多機能型居宅介護事業所かのん
花の器
小規模多機能ほほえみ鹿沼

●特定施設入居者生活介護事業所
0970501268
0970501136
0970500690
0970500948
0970501474

さわやかかぬま館
ケアハウスなめがわ
ケアハウスさつき野
介護付有料老人ホームたけむら
介護付高齢者ホームウェルケアひよし

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所（地域密着型特別養護老人ホーム）
0990500274
0990501417
0990500167
0990500159

地域密着型特別養護老人ホームチェルシー
特別養護老人ホームさかた園
地域密着型特別養護老人ホームオレンジホーム
特別養護老人ホームポプリ

0289-74-5333
0289-60-0005
0289-63-3807
0289-84-7330

上野町273番地1
日吉町937番地4
富岡492番地2
下永野270番地2

社会福祉法人友あんど愛
社会福祉法人日光福栄会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人優心会

0289-63-3807
0289-63-3800
0289-63-5555
0289-60-2265
0289-76-2959
0289-60-5501
0289-73-0013
0289-85-2809

富岡字栃室台492番地2
下日向438番地1
村井町146番地6
茂呂1090番地25
白桑田254番地7
緑町2丁目3番17号
西沢町209番地
深程1520番地

社会福祉法人緑風会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人 久寿福祉会
社会福祉法人もろ栄福祉会
社会福祉法人津田福祉会
社会福祉法人朝日会
社会福祉法人創和会
社会福祉法人 信徳会

0289-64-2134
0289-64-7233
0289-63-6020

今宮町1682番地2
上殿町960番地2
茂呂1858番147

医療法人桃李会
上都賀厚生農業協同組合連合会
医療法人ヒポクラテス

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
0970500229
0970500211
0970500203
0970500617
0970500161
0970501169
0970500880
0972200067

特別養護老人ホームオレンジホーム
特別養護老人ホームグリーンホーム
特別養護老人ホームハーモニー
特別養護老人ホームおりづる
特別養護老人ホームさつき荘
特別養護老人ホームかぬま花の風
特別養護老人ホームかぬま四季の里
特別養護老人ホーム 粟野荘

●介護老人保健施設（老健）
0950580035 医療法人桃李会介護老人保健施設ほほえみ
0950580027 老人保健施設かみつが
0950580043 介護老人保健施設 たけむらクローバー館

