
岐阜県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2021年5月5日現在25 施設（施設名五十音順）

床数

介護老人福祉施設 アットホームしろとり

0575-83-0266 501-5122

岐阜県郡上市白鳥町為真1878-1

社会福祉法人 敬天会
1 3112

http://attohome.or.jp/100床

介護老人保健施設 カワムラコート

058-241-3488 501-3144

岐阜県岐阜市芥見大般若1丁目105

医療法人社団 カワムラヤスオメディカルソサエティ
2 3123

http://kawamuramedical.or.jp/7_01_longterm_care_health_facility.html50床

特別養護老人ホーム 岐南仙寿うれし野

058-259-3300 501-6006

岐阜県羽島郡岐南町伏屋8-33

社会福祉法人 登豊会
3 3110

http://www.ureshino.or.jp/100床

介護老人保健施設 グリーンビラ安江

058-253-7878 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1丁目2-38

医療法人社団 幸紀会
4 3122

http://www.koukikai.gr.jp/medical_top/guide/greenvilla/56床

特別養護老人ホーム こころの丘

0573-43-0556 509-7403

岐阜県恵那市岩村町2453番地123

社会福祉法人 恵雄会
5 3129

http://www.keiyu-kai.com/sisetsu.html80床

特別養護老人ホーム さくらの舞

058-268-0039 501-6016

岐阜県羽島郡岐南町徳田1丁目79番地

社会福祉法人 さくらゆき
6 3127

http://sakurayuki.or.jp/29床

特別養護老人ホーム 燦燦

058-254-1533 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30

社会福祉法人 幸紀会
7 3102

http://www.koukikai.gr.jp/sansan/100床

特別養護老人ホーム ジョイフル各務原

058-379-5411 509-0143

岐阜県各務原市鵜沼小伊木町3-170-1

社会福祉法人 サン・ビジョン
8 3104

http://www.e-sunlife.or.jp/service/gifu01/index.html80床

介護老人福祉施設 ジョイフル岐阜駅

058-264-2811 500-8407

岐阜県岐阜市高砂町１-17イーストライジング24

社会福祉法人 サン・ビジョン
9 3131

https://sun-vision.or.jp/facility/2900/100床
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介護老人福祉施設 ジョイフル多治見

0572-21-1711 507-0037

岐阜県多治見市音羽町1-35-1

社会福祉法人 サン・ビジョン
10 3125

http://e-sunlife.or.jp/100床

介護老人福祉施設 ジョイフル羽島

058-397-1911 501-6314

岐阜県羽島市下中町城屋敷318-5

社会福祉法人 サン・ビジョン
11 3124

http://www.e-sunlife.or.jp/service/gifu03/30床

特別養護老人ホーム 清心苑

0584-93-0510 503-2223

岐阜県大垣市矢道町1丁目３０３番地

社会福祉法人 清心会
12 3132

https://seishinkai.heart-gp.org/160床

介護老人保健施設 仙寿なごみ野

058-215-9753 502-0929

岐阜県岐阜市則武東４丁目２番６号

医療法人社団 登豊会
13 3118

http://kaigo.touhoukai.or.jp/100床

特別養護老人ホーム ナーシングケア寺田

058-255-5550 501-0104

岐阜県岐阜市寺田７丁目85

社会福祉法人 和光会
14 3111

http://www.nursingcare-terada.jp/100床

特別養護老人ホーム ハートステージ　鳳

058-264-8880 500-8177

岐阜県岐阜市長旗町2-18

社会福祉法人 瑞鳳会
15 3128

http://zuihokai-group.jp/inst-o_hs.php100床

地域密着型介護老人福祉施設 ばーむ

058-213-8006 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30

社会福祉法人　 幸紀会
16 3130

http://www.koukikai.gr.jp/welfare_top/guide/barm/29床

特別養護老人ホーム パサーダ

0584-78-2984 503-0019

岐阜県大垣市北方町2-70-1

社会福祉法人 北晨
17 3103

http://www.haroro.com/hokushin/80床

特別養護老人ホーム ふくろうの杜

0573-62-1250 508-0101

岐阜県中津川市苗木4002

社会福祉法人 和敬会倶楽部
18 3109

http://fukurounomori.jp90床
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特別養護老人ホーム ほほえみ福寿の家

0575-24-9570 501-3932

岐阜県関市稲口８４５番地

社会福祉法人 桜友会
19 3133

https://www.hohoemi.or.jp/10床

特別養護老人ホーム まほろば

0585-35-0058 501-0553

岐阜県揖斐郡大野町南方石ノ上356番地1

社会福祉法人 浩仁会
20 3113

http://www.plaza21oono.jp/koujinkai50床

特別養護老人ホーム みたほら苑

058-237-1200 502-0003

岐阜県岐阜市三田洞東4丁目9番1号

社会福祉法人 親和会
21 3116

https://gifu-shinwakai.org/mitahoraen/80床

特別養護老人ホーム メゾンペイネ

058-370-5225 509-0141

岐阜県各務原市鵜沼各務原町9丁目195番地

社会福祉法人 フェニックス
22 3114

http://phoenix-g.jp/service/institution-service/intensive_care29床

ショートステイ ラ・ヴェリーテ

058-252-0223 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1-6-5

株式会社 トミイ
23 3117

http://www.koukikai.gr.jp/tomii_top/guide/shortstay/20床

ケアハウス ラ・ポーレぎふ

058-253-7501 501-0115

岐阜県岐阜市鏡島南1丁目2-33

社会福祉法人 幸紀会
24 3120

http://www.koukikai.gr.jp/welfare_top/guide/carehouse/30床

特別養護老人ホーム リバーサイド笠松園

058-388-5222 501-6062

岐阜県羽島郡笠松町田代621-1

社会福祉法人 羽島郡福寿会
25 3101

http://www.h-fukujyu.or.jp/80床
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