
デ イ サ ー ビ ス 通所介護
山東デイサービスセンター

デイサービス みしま池
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-0242

-0221
米原市長岡1050-1
米原市池下563-1

55-7188
55-0304
58-8003
55-3511
55-3738
57-1800
58-1770

スタイルケア 521-0321 米原市高番408
米原市野―色1136(社福)青祥会 坂田デイサービスセンター 521-0233

(社福 )米原市社会福祉協議会 あったかほ―む かせの

(社福)米原市社会福祉協議会 東部デイサービスセンター はびろ

(社福)米原市社会福祉協議会 デイサービスセンター 愛らんど

(社福)米原市社会福祉協議会 デイサービスセンター きたで～

(社福)米原市社会福祉協議会 西部デイサービスセンター きらめき

521-0219 米原市加勢野525-2
521-0202

521,0314

521-0307

米原市柏原2202
米原市春照56

米原市大久保885
米原市朝妻筑摩2483

58-8010
52-8816521-0001

(社福)米原市社会福祉協議会 デイサービスセンター ゆめホール 521-0023 米原市三吉 5フ 0 54-3110
く社福)米原市社会福祉協議会 デイサービスセンター 行こ家のとせ 521-0082 米原市能登瀬1294-3 54-8188
(社福)米原市社会福祉協議会 デイサービスセンター 寄ろ家うかの 521-0062

521-0093

521-0072

521-0312

521-0031

521-0011

521-0062

521-0064

米原市宇賀野590 52-6880
(社福)近江薫風会 スマイルデイサービス

デイサービスセンター やすらぎハウス

デイサービスNPO法人 ほほえみ

特定非営利活動法人 ひだまり

米原市寺倉603-3 54-8212
米原市顔戸21-2 52-4393
米原市上野1056 58-2288
米原市―色458-2
米原市中多良1-1フ

米原市宇賀野181

米原市世継1028-9
米原市岩協391-2

54-2277
52-5665
52-1211
52-8338

ファミールケア 米原センター

リハビリデイサービスここりは

デイホームゆりの本 米原

ポラリス デイサービスセンター米原 521-0091

521-0004

521-0081

52-8067
デイサービスセンターいそ

ラウンド多和田

米原市磯1729-1 52-2002
米原市多和国1033-1 54-1022

リハビリデイ楽りら

リハビリデイサービス医心堂

521-0011

521-0242

526-0828

526-0042

526-0043

米原市中多良645-3
米原市長岡1582-2
長浜市加田町3360

50‐ 7749
55-0014

アンタレスデイサービスセンター 68-4115
ニチイケアセンター六荘

プラチナデイサービス

デイサービス つどぃ

田中ケアサービス鶴 長浜支援センター

長浜市勝町452 64-5022
長浜市大成亥町1276 68-0100

526-0823

526‐0061

522-0004

長浜市常喜町885 57-6886
長浜市祗園町148-1 68-4180

デイサービスセンター 鈴の音 彦根市鳥居本町6フ0 0749-21-5460

佐和山デイサービス 522-0006 彦根市芹川町484-4 0749-21-0700

デイサービスセンター えりかの里 503-1543 関ケ原町今須782-1 0584-43-3157

通 所 リ ハ ピ リ

ケアセンターいぶき 通所リハピリ 521-0314

521-0242

521-0233

米原市春照58-1 58-8037
55-27フ 3医療法人 緑泉会 水野医院デイケア 緑泉館 米原市長岡600

坂田メディケアセンター 米原市野一色1136 55-8211
医療法人悠々会 通所リハビリテーション いそ 521-0004 米原市磯 1729-1 52-2002
長浜メディケアセンター 526-0828 長浜市加田町2984-1 65-2011
デイケアセンタージーバ 526-0244 長浜市内保町1033 74-2011
介護老人保健施設 琵琶 526-0111 長浜市川道2694 72-8080
介護老人保健施設 アロフェンテ彦根 522-0044 彦根市竹ヶ鼻町80 0749-21-3300

福社用具貸与/福祉用具購入

鶴ライフ 521-0074 米原市高溝236-8 52-5591
福祉用具 秋山 521-0236 米原市間田289 55-2348
網介護・健康用品のクローバー 521-0011 米原市下多良1丁目17● イヽカ■―ムすみだ105号 52-8787
ケアサポートおうみ 526-0033 長浜市平方町1135-6 68-2222
ケアパートナー ヨシイ 526-0031 長浜市八幡東308-4 65-2822
有限会社 まめの本 526-0053 長浜市宮前町16-1 62-4185
有限会社 ら、れあいサポート 長浜展示場 526-0014 長浜市自分田町528=21 64-1114
鋳ライフケアーズ 福祉用具貸与事業所 526-0033

526-0804
長浜市勝町372-1 63-7880

ニチイケアセンター湖北 長浜市加納町886 68-1896
線東近畿クボタ 福l■ 用具貸与事業課 526-0103 長浜市曽根町1399 72-3351
株式会社 アクシア 526-0061 長浜市祗園町939-l REマンカン祗国 102 50-1460
こほくあおぞらかんのん 福祉事業課 529-0232 長浜市高月町落川194-1 85-5488
ヨコタ ライフサービス 529-0425 長浜市木之本町木之本750 82-574フ
田中ケアヒ

・
シ
・
ネスサホ

゜
―卜機 福祉事業部 湖北事業所 529-0234 長浜市高月町柏原418-1 85-3365

夏原工業株式会社 福祉事業室 522-0201 彦根市高宮町2688-1 0749=26-3143

総ヤマシタコーポレーション滋賀営業所 522-0033 彦根市芹川町420 0749-24-9010

株式会社トーカイ彦根営業所 522-0043 彦根市小泉町78-13
養老郡養老町大場484

0749-21-4185

0584-35-1180株式会社 松永製作所 503-1272

ダスキンヘルスレント彦根 522-0038 彦根市西沼波町2フ 1-3 0749-21-2730


