
種類 とよはし高齢者等おかえり安心ネットワーク協力機関　（五十音順）

ASA豊橋西部

ASA二川高師台

朝日新聞豊橋中央販売株式会社

アピタ向山店

アルフレッサ株式会社豊橋支店

いろは豊橋株式会社

ＯＧＩＹＡ　駅前店

ＯＧＩＹＡ　ＸＯ

ＯＧＩＹＡ　グランプリ

ＯＧＩＹＡ　ＧＯ

ＯＧＩＹＡ　ゴルフクラブハーバービュー

ＯＧＩＹＡ　スロット　大清水店

ＯＧＩＹＡ　ＷＯ店

ＯＧＩＹＡ　チャンピオン

ＯＧＩＹＡ　ＤＯ店

ＯＧＩＹＡ　豊川蔵子店

ＯＧＩＹＡ　二川店

株式会社　出雲殿互助会

株式会社　かけはし

株式会社 金田石油店

㈱呉服かく勇

株式会社ニッショー豊橋支店

 ㈱三河シー・エス・エヌ

㈱三河シー・エス・エヌ　セルフステーション岩田給油所

㈱三河シー・エス・エヌ　セルフステーション牛川給油所

蒲郡信用金庫　曙支店

蒲郡信用金庫　東田支店

蒲郡信用金庫　飯村支店

蒲郡信用金庫　岩田支店

蒲郡信用金庫　大清水支店

蒲郡信用金庫　佐藤町支店

蒲郡信用金庫　鷹丘支店

蒲郡信用金庫　多米支店

蒲郡信用金庫　豊橋支店

蒲郡信用金庫　橋良支店

蒲郡信用金庫　花田支店

蒲郡信用金庫　二川支店

蒲郡信用金庫　前田南支店

蒲郡信用金庫　南栄支店

蒲郡信用金庫　牟呂支店

協同組合東三河郵送センター

合資会社　竹田商店

サーラE＆L東三河株式会社

スーパーよしかね

生活協同組合コープあいち岩田店

生活協同組合コープあいち豊橋センター

生活クラブ生活協同組合豊橋センター

綜合警備保障株式会社豊橋支社

損保ジャパンパートナーズ株式会社

第一環境株式会社　豊橋事務所

第一生命保険株式会社　岩田営業オフィス

第一生命保険株式会社　豊橋旭営業オフィス

第一生命保険株式会社　豊橋営業支社

第一生命保険株式会社　豊橋駅前営業オフィス

第一生命保険株式会社　豊橋みなと営業オフィス

宅配クック１２３　豊橋店

中日新聞豊橋中日会

中部ハーネス株式会社

一般企業等



東海交通株式会社　配車センター

豊橋旭町郵便局

豊橋東田郵便局

石巻郵便局

豊橋磯辺郵便局

豊橋井原郵便局

豊橋飯村郵便局

豊橋岩田郵便局

豊橋岩屋郵便局

豊橋植田郵便局

豊橋牛川郵便局

豊橋駅前郵便局

老津郵便局

豊橋往完郵便局

豊橋大蚊里郵便局

豊橋大清水郵便局

豊橋小鷹野郵便局

豊橋賀茂郵便局

豊橋瓦町郵便局

豊橋北島郵便局

豊橋佐藤郵便局

豊橋潮崎郵便局

豊橋下地郵便局

豊橋市役所前郵便局

豊橋高師郵便局

高豊郵便局

豊橋西口郵便局

豊橋西新町郵便局

豊橋花田郵便局

豊橋羽根井郵便局

豊橋東岩田郵便局

豊橋福岡郵便局

豊橋富士見郵便局

二川郵便局

豊橋船渡郵便局

前芝郵便局

豊橋前田郵便局

豊橋牧野郵便局

豊橋松葉郵便局

豊橋松山郵便局

豊橋三ノ輪郵便局

豊橋南郵便局

豊橋南栄郵便局

豊橋幸郵便局

豊橋牟呂郵便局

豊橋郵便局

豊橋吉川郵便局

豊橋商工信用組合　　東田支店

豊橋商工信用組合　　下地支店

豊橋商工信用組合　　二川支店

豊橋商工信用組合　　本店営業部

豊橋商工信用組合　　本部

豊橋商工信用組合　　牧野支店

豊橋商工信用組合　　南栄支店

豊橋信用金庫　　東田支店

豊橋信用金庫　　井原支店

豊橋信用金庫　　岩田支店

豊橋信用金庫　　岩西支店

一般企業等



豊橋信用金庫　　牛川支店

豊橋信用金庫　　大岩支店

豊橋信用金庫　　小池支店

豊橋信用金庫　　三本木支店

豊橋信用金庫　　下地支店

豊橋信用金庫　　中央支店

豊橋信用金庫　　問屋町支店

豊橋信用金庫　　西支店

豊橋信用金庫　　東支店

豊橋信用金庫　　藤沢支店

豊橋信用金庫　　二川支店

豊橋信用金庫　　本店営業部

豊橋信用金庫　　南栄支店

豊橋信用金庫　　幸支店

豊橋信用金庫　　向山支店

豊橋信用金庫　　向ヶ丘支店

豊橋信用金庫　　牟呂支店　

豊橋信用金庫　　吉田方支店

豊橋信用金庫お客様相談所

豊橋石油業協同組合

日本生命保険相互会社　ニッセイライフプラザ豊橋

布亀株式会社

野村證券株式会社　豊橋支店

東三河ヤクルト販売株式会社

フードオアシスあつみ山田店

マニュライフ生命保険株式会社名古屋支所豊橋営業所

明治安田生命保険相互会社豊橋営業所

明治安田生命保険相互会社豊橋駅前営業部

孟宗屋　藤井酒店

㈲小野田石油店

㈲鈴木石油店

有限会社村田石油店

ユタカ産業株式会社 岩田給油所

リンクデザイン株式会社

ローソン豊橋大清水店

アイセイ薬局　東田店

アイセイ薬局　こもぐち店

アイセイ薬局　つつじが丘店

アイセイ薬局　豊橋大山店

医療法人豊岡会　豊橋元町病院

医療法人　松崎病院

おいまつクリニック

大井薬局　豊橋前芝店

大井薬局　豊橋やよい店

大井薬局　なかの店

佐野医院

ユタカ医院

アースサポート豊橋駅西地域包括支援センター

愛知クリニックケアプランセンター

愛知クリニックデイサービスセンター

赤岩荘ケアプランセンター

赤岩荘 地域包括支援センター

アサヒサンクリーンケアプランセンター豊橋南

アサヒサンクリーンデイサービスセンター豊橋

あっとほーむ　デイサービス　あず

医療法人さわらび会福祉村老人保健施設ジュゲム

医療法人さわらび会福祉村老人保健施設ジュゲム短期入所療養介護

 医療法人さわらび会福祉村老人保健施設ジュゲム通所リハビリテーション

一般企業等

医療関係

介護保険関係事業所



医療法人常念会グループホームもみじ

医療法人尽誠会　老人保健施設　尽誠苑

エルゴットケアプランセンター

エルゴット福祉用具貸与事業所

老津木工有限会社

太田整形外科

介護付有料老人ホームすずらん

介護老人保健施設　みのり

株式会社　天照

株式会社オリジン  グループホームフラワーサーチ

株式会社つむぎコーポレーション

株式会社トーカイ豊橋営業所

㈱内外住宅サービス

株式会社メルシィ　デイサービス　かすみ草

㈱八神製作所　ヤガミホームヘルスセンター豊橋

株式会社ゆたか　ケアプランセンター慈穏

機能回復型デイサービス　笑顔の里

居宅介護支援事業所　輝き

居宅介護支援事業所　彩幸

居宅介護支援センター みのり

くすのきデイサービスセンター

グループホーム　あおぞら

グループホーム　エバグリーン

グループホーム　大清水彩幸

グループホーム　喜寿苑

グループホーム　きのみ

グループホーム　ジョイア・ミユキ

グループホーム　白珠

グループホーム　真寿苑

グループホーム　尽誠苑

グループホーム　たけのこ

ケアサポートセンター　真寿苑

ケアプランセンターけやき

ケアプラン相談センター　弥生王寿園

光生会介護老人保健施設赤岩荘

コープあいちデイサービス新川

 コープあいち福祉サービス豊橋西

コープあいち福祉サービス豊橋南

コープあいち福祉サービス豊橋南　福祉用具

コープあいち福祉サービス豊橋南　訪問介護

彩幸 地域包括支援センター

さかえの郷ケアプランセンター

さくらんぼ居宅介護支援事業所

さわらび指定居宅介護支援事業所

さわらび指定通所介護事業所

さわらび 地域包括支援センター

指定居宅介護支援事業所　尽誠苑

社会福祉法人　王寿會ホームヘルプサービスセンター　弥生王寿園

社会福祉法人さわらび会デイサービスセンター八町

社会福祉法人寿宝会ショートステイ喜寿苑

小規模デイサービス　すみれ

小規模デイサービス　ワンラブ

小規模特別養護老人ホーム　カサブランカ

昭和の里

ショートステイサービスセンター　王寿園

ショートステイ彩幸

ショートステイ尽誠苑

すこやかの里居宅介護支援事業所

介護保険関係事業所



生活協同組合コープあいち　新城センター

整友会デイリハビリセンター

地域包括支援センター喜寿苑

地域包括支援センター ケアコープ豊橋

地域包括支援センター コープ豊橋中央

地域包括支援センター 作楽荘

地域包括支援センター　真寿苑

地域包括支援センター 尽誠苑

地域包括支援センターふくろう

地域包括支援センター ベルヴューハイツ

地域密着型サービス事業所　カサデヴェルデ

 地域密着型サービス事業所　常盤小規模特別養護老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホーム幸王寿園

小さな家　千歳

小さな家　東

チームエイド株式会社

ツクイ豊橋

定期巡回ステーション　真寿苑

デイケアセンター　尽誠苑

デイサービスあい

デイサービス　植田の杜

デイサービス　こむぎ

デイサービス　桜庵

デイサービス　すぎやま

デイサービスセンター　王寿園

デイサービスセンター　喜寿苑

デイサービスセンター　綺羅

デイサービスセンター　銀の家

デイサービスセンター　彩幸

デイサービスセンターすこやかの里（一般型）

デイサービスセンターすこやかの里（認知症対応型）

デイサービスセンター　弥生王寿園

デイサービス　太郎

デイサービス　なの花

デイサービス　船渡

デイサービス　みよし

デイサービス　ラ・メール

ティプランデイサービスセンター　吉田方

デイホーム安里

デイホーム美里

東海交通株式会社　ふれあい東海

特定非営利活動法人たすけあい三河

特定非営利活動法人福祉住環境地域センター

特別養護老人ホーム　王寿園

特別養護老人ホーム　大清水彩幸

特別養護老人ホーム　さわらび荘

特別養護老人ホーム　真寿苑

特別養護老人ホーム　第二さわらび荘

特別養護老人ホーム　天伯

豊橋市医師会　訪問看護ステーション

豊橋市社会福祉協議会　中部指定居宅介護支援事業所

豊橋市社会福祉協議会　東部指定居宅介護支援事業所

豊橋市社会福祉協議会　南部指定居宅介護支援事業所

豊橋市社会福祉協議会東部指定訪問入浴介護事業所

豊橋市社会福祉協議会南部デイサービスセンター

豊橋市社会福祉協議会　ホームヘルパー中部

豊橋市社会福祉協議会　ホームヘルパー東部

豊橋市中央 地域包括支援センター

介護保険関係事業所



豊橋市東部 地域包括支援センター

豊橋市南部 地域包括支援センター

ニチイケアセンター豊橋　居宅介護支援

ニチイケアセンター豊橋　通所介護

ニチイケアセンター豊橋　訪問介護

認知症対応型グループホーム常盤

認知症対応型デイサービスセンター常盤

ハートケア

ハートケアセンター　

ハートケアセンター　デイサービス

ハートケアセンター　福祉用具

花園ケアプラザデイサービス

花水木ケアプランセンター

ヒューマンライフケア豊橋の湯

福祉サービス株式会社　

福祉村指定居宅介護支援事業所

福祉村地域包括支援センター

二川病院居宅介護支援事業所

ヘルパーステーション尽誠苑

ヘルパーステーションはな

豊生鉄工㈱

訪問介護事業所　輝き

訪問看護ステーション尽誠苑

訪問看護ステーション　向日葵

訪問リハビリテーション尽誠苑

松山なないろクラブ

湊町ヘルパーステーション

幸王寿園　地域包括支援センター

みゆきデイサービスセンター

明陽苑ケアセンター

元町グループホーム

弥生王寿園 地域包括支援センター

有限会社 五ツ星

㈲介護スタッフサービス日の出

有限会社カワイ介護サービス

有限会社　K＆M

有限会社　さわやか

有限会社 シルバーアテンダ

有限会社宅老所いるか

㈲宅老所　たんぽぽ

(有)デイサービスセンター　和

有限会社デイサービス虹の家

㈲豊寿会おおしみず憩いの杜

有限会社　ホワイト・ケア

有限会社　予縁　デイサービス芙蓉　

有料老人ホーム銀の家

有料老人ホーム春風の丘

有料老人ホーム　予縁の里

ライフサポートユタカ

ラクラス豊橋西幸

楽乎楼デイサービス

リハビリデイサービス　リハ・カワイ

蒲郡市市役所　健康福祉部長寿課

新城市役所　健康福祉部高齢者支援課

田原市役所　健康福祉部高齢福祉課

豊川市役所　福祉部介護高齢課

介護保険関係事業所

行政


