№

1

種別

法人名

DS （社福）迫川会

事業所名

住所

№

いちょうの里デイサービスセンター

栗原市築館字下宮野館108

26

種別
GH
GH

法人名
（社福）東北福祉会

事業所名
せんだんの杜ものうなかつやま
せんだんの杜ものううした

住所
石巻市桃生町中津山字八木46-3

2

老健 （医）杏林会

リハビリパーク花もよう

石巻市大橋3-9-1

27 特養 （社福）宏恵会

特別養護老人ホームリーフ鶴ケ谷

仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原79-1

3

老健 （医）医徳会

さつき苑

東松島市大塩字山崎42-1

28 特養 （社福）大樹

特別養護老人ホームせんじゅ

仙台市青葉区西勝山14-10

4

特養 （社福）うえるかむ

仙台市太白区鈎取4丁目14-15

29 特養 （社福）芽吹

仙台市太白区鈎取4丁目14-15

30

栗原市築館字下高森124-1

31 老健 （医）くさの実会

介護老人保健施設リバーサイド春圃

気仙沼市舘山1丁目1-43

富谷市成田1丁目5-5

32 特養 （社福）幸生会

特別養護老人ホーム泉クラシック

仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1

特別養護老人ホーム南風園

登米市南方町高石6-43

5 小規模（社福）うえるかむ

地域密着型特別養護老人ホーム
てらす鈎取
地域密着型特別養護老人ホーム
てらす鈎取

特養
DS

（社福）ウエル千寿会

特別養護老人ホーム
せせらぎの里蔵王
特別養護老人ホーム萩の風
萩の風デイサービスセンター

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂79-8
仙台市若林区上飯田字天神1-1

6

老健 （医社）畑山医院

7

特養 （社福）東松島福祉会

8

老健 （医）松田会

エバーグリーン・イズミ

仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

33 特養 （社福）恵泉会

9

特養 （社福）青葉福祉会

特別養護老人ホーム

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16

34

10

DS （社福）青葉福祉会

八幡デイサービスセンター

仙台市青葉区八幡4丁目7-6

35 特養 （社福）敬寿会

11 特養 （社福）まほろば

特別養護老人ホームまほろばの里向山

仙台市太白区向山3丁目11-30

36

12

グループホームたいじん荘

亘理町大隈十文字字宮前79-1

37

仙台市青葉区葉山町8-1

38 特養 （社福）宮城厚生福祉会 介護老人福祉施設田子のまち

仙台市宮城野区田子字富里153

刈田郡蔵王町宮字下別当72

39 特養 （社福）栗駒峰寿会

栗原市栗駒岩ケ崎三島255

GH （社福）ユニケア

13 養護

高森ロマンホーム
地域密着型特別養護老人ホーム
成田の里

アルテイル青葉

（社福）仙台市社会事業協会 仙台長生園

DS （社福）千賀の浦福祉会多賀城市髙橋デイサービスセンター

特養
DS
GH
ｹｱﾊｳ

（社福）みずほ
（社福）みずほ

14 特養 （社福）大泉会

特別養護老人ホーム

15

グループホームふるさと

刈田郡蔵王町宮字下別当72

40 特養 （社福）東松島福祉会

16 老健 （医社）喜英会

加瀬ウェルネスタウン

利府町加瀬字北窪16-1

41

17

加瀬ウェルネスタウン

利府町加瀬字北窪16-1

42 特養 （社福）杜の里福祉会

18 老健 （医社）健育会

介護老人保健施設しおん

石巻市吉野町1-7-1

43 特養

19 特養 （社福）矢本愛育会

特別養護老人ホーム矢本華の園

東松島市矢本字寺前247

44

20

DS （社福）矢本愛育会

矢本華の園デイサービスセンター

東松島市矢本字寺前247

45 特養 （社福）杜の村

21

GH （社福）矢本愛育会

認知症高齢者グループホームさざなみ

東松島市矢本字寺前247

46

22 老健 （医社）晃和会

介護老人保健施設リンデンバウムの杜

気仙沼市東新城2丁目9-1

47 特養 （社福）無量壽会

23 特養 （社福）ふれあいの里

特別養護老人ホームせくれ

登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

48

ラボラーレ

石巻市桃生町中津山字八木54

ロボラーレ登米

登米市迫町新田字対馬51-7

GH （社福）大泉会

DC （医社）喜英会

24 障害 （社福）ふれあいの里
25

特養
DS

（社福）東北福祉会

楽園が丘

特別養護老人ホームファミリオ
せんだんの杜ものう地域福祉センター

石巻市桃生町中津山字八木46-3

DS （社福）東松島福祉会

DS
DS

（社福）仙台市社会事業協会

DS （社福）杜の村

DS （社福）無量壽会

特養
GH

特別養護老人ホームうらやす
デイサービスセンターときわ
グループホームうらやす
ケアハウスうらやす

特別養護老人ホーム愛光園
特別養護老人ホームやもと
赤井の里
デイサービスセンターやもと
赤井の里
特別養護老人ホーム
成仁杜の里仙台

（社福）仙台市社会事業協会 特別養護老人ホーム仙台楽生園

49 老健 （社医）康陽会
50

特別養護老人ホーム仙台敬寿園

（社福）東北福祉会

楽園デイサービスセンターいこい
楽園デイサービスセンターなごみ
特別養護老人ホームかむりの里
岩切デイサービスセンター
かむりの里
地域密着型
特別養護老人ホーム寳樹苑いずみ
日だまりの家
いずみデイサービスセンター

メープル小田原
せんだんの里
せんだんの里グループホーム

多賀城市髙橋4丁目24-1
仙台市青葉区下愛子字田中3-1
名取市下余田字鹿島86-5
名取市下余田字鹿島86-5

東松島市赤井字川前4-83
東松島市赤井字川前4-83
仙台市若林区荒井字広瀬東43-1
仙台市青葉区葉山町8-1
仙台市青葉区葉山町8-1
仙台市宮城野区岩切字東河原352-3
仙台市宮城野区岩切字東河原352-3
仙台市泉区上谷刈３丁目16-21
仙台市泉区上谷刈３丁目16-21
仙台市青葉区小田原８丁目6-22
仙台市青葉区国見ケ丘６丁目149-1

№

種別

法人名

51

DS （社福）東北福祉会

事業所名

住所

№

種別

法人名

事業所名

住所

せんだんの里デイサービス

仙台市青葉区国見ケ丘６丁目149-1

76 老健 （医）弘慈会

介護老人保健施設グレイスガーデン

栗原市若柳字福岡谷地畑浦35

52 老健 （医）金上仁友会

ゆうゆうホーム

角田市角田字田町114-9

77 特養 （社福）愛泉会

特別養護老人ホーム

泉音の郷

仙台市泉区泉中央南15番地

53 老健 （医）医徳会

介護老人保健施設歌津つつじ苑

本吉郡南三陸町歌津字砂浜23-59

78

特別養護老人ホーム

ケアハウス

54 特養 （社福）青葉福祉会

アルテイル宮町

仙台市青葉区宮町1丁目4-47

79

仙台市青葉区栗生1丁目24-2

80 特養 （社福）恵泉会

特別養護老人ホーム

萩風園

登米市中田町浅水字長谷山352の４

仙台ロイヤルケアセンター

仙台市青葉区みやぎ台1-31-1

81 特養 （社福）和仁福祉会

特別養護老人ホーム

和香園

石巻市山下町一丁目11番22号

特別養護老人ホーム白東苑

仙台市太白区四郎丸字大宮26-3

82 特養 （社福）和仁福祉会

特別養護老人ホーム

第二和香園

石巻市大爪字蓑輪17

特養養護老人ホーム第二白東苑

仙台市太白区袋原4丁目36-18

83 特養 （社福）緑愛会

石巻市北上町橋浦字大須234

84 特養 （社福）東北福祉会

特別養護老人ホーム

せんだんの館

仙台市青葉区水の森3丁目43-10

グループホームきたかみ

石巻市北上町橋浦字大須234

85 特養 （社福）和仁福祉会

特別養護老人ホーム

仁風園

石巻市大森字内田1-28

61 特養 （社福）自生会

介護老人福祉施設七ヶ浜自生苑

宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山5丁目5-45

86 特養

62 老健 (医団)明理会

仙台青葉ロイヤルケアセンター

仙台市青葉区吉成台2丁目3-20

87 特養

特別養護老人ホーム郷和荘

黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2

88

特別養護老人ホームざおうの杜

宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字田中48番地１

89

宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字道路西８番地10

90

DS

ケアパートナー㈱

在宅複合型施設ざおうの杜

宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字道路西８番地10

91

GH

㈱ケアサービス希慈 グループホーム愛慈

特別養護老人ホームパルシア

仙台市宮城野区燕沢東三丁目8-10

92 老健 （医社）幸和会

介護老人保健施設

68 老健 （医財）明理会

仙台青葉ロイヤルケアセンター

仙台市青葉区吉成台2丁目3-20

93 特養 （社福）富谷福祉会

特別養護老人ホーム

69 特養 （社福）旭壽会

特別養護老人ホーム心苑

石巻市北村字幕ヶ崎ー17番地2

94

ツクイ台原

70

三居沢デイサービスセンター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5

95

チアフル岩沼

岩沼市三色吉字中の原７５番地の1

96

DS 松島医療生活協同組合 デイサービス おたっしゃデイ

宮城郡松島町松島字普賢堂1-4

角田市角田字牛館16番地

97

DS ㈱ベネッセスタイルケア ベネッセデイサービスセンター西多賀

仙台市太白区西多賀1-16-25

仙台市青葉区郷六字出戸2

98 特養 （社福）恵泉会

光風園

登米市登米町寺池金沢山60-3

大崎市鹿島台平渡字上敷19番7

99

遠見塚デイサービスセンター

仙台市若林区遠見塚1-14-30

八幡デイサービスセンター

仙台市青葉区八幡4-7-6

55 特養 （社福）幸生会
56 老健 （医財）明理会
57 特養
58 特養
59
60

63

特養
DS

（社福）仙台ビーナス
会
（社福）仙台ビーナス
会
（社福）みやぎ会

GH （社福）みやぎ会

特養
DS

（社福）永楽会

64 特養 (社福)桃寿会
65 特養 (社福)桃寿会
66

DS

67 特養

(社福)桃寿会
（社福）カトリック児童福祉会

DS （社福）青葉福祉会

71 特養 （社福）敬長福祉会
72 老健 （医）本多友愛会
73 特養 （社福）七日会
74 特養
75 特養

（社福）大崎市社会福祉協
議会
地域密着型特別養護老人
ホーム

地域密着型特別養護老人ホーム
栗生ハウス

特別養護老人ホームきたかみ
デイサービスセンターきたかみ

特別養護老人ホームざおうの杜
あおそ館

医療法人本多友愛会
介護老人保健施設はくあいホーム
特別養護老人ホーム
せんだい郷六の杜
特別養護老人ホーム
チアフル三色吉

敬風園

岩沼市三色吉字松206番地

特養
デイ
GH
デイ

（社福）泉寿会
(社福）ことぶき会

通所介護
グループホームすみちゃんの家
ケアハウスはまなすの里

特別養護老人ホーム

東松山市小野字中の関6番２

仙台市太白区山田北前町8番1号

オー・ド・エクラ

（社福)宮城県福祉事業協会 特別養護老人ホーム茂庭苑

(社福)杜の村

仙台市泉区上谷刈字長命10番地

仙台市太白区茂庭台二丁目15番20号

介護老人福祉施設みさとの杜

遠田郡美里町駅東二丁目17-5

DS （社福）あすなろ

デイサービスセンター錦

宮城県登米市迫町佐沼字東佐沼34-1

DS

迫デイサービスセンター翠風荘

登米市迫町北方字大洞45-3

特別養護老人ホーム迫風園

登米市迫町北方字大洞56-6

ケアパートナー若林

仙台市若林区荒井1-12-19

特養

DS
GH
DS

(社福）恵泉会

㈱ツクイ
（社福）寿清会

笹森の里

DS （社福）敬長福祉会

100 DS （社福）青葉福祉会

石巻市小船越字二子北下85
恵愛ホーム
アルシュ富谷

グループホーム笹森の屋
デイサービスセンター笹森館

多賀城市大代5-16-46
富谷市明石台7-1-8
仙台市青葉区台原6-9-18
大崎市古川清滝字笹森118-1
まつしまの郷

№

種別

法人名

101 DS (有)まりちゃん家
102 老健 (医財）明理会

事業所名

住所

まりちゃん家
介護老人保健施設
丸森ロイヤルケアセンター

103 DS ㈱東宮の杜

杜の風

104 DS (社福）敬長福祉会

岩沼南デイサービスセンター

105 DS

有限会社東松島ケアサポート

七ヶ浜

デイサービスセンターショートスティ
百合の里

№

126 DS コスモスケア㈱

伊具郡丸森町字鳥屋9-2

127

宮城郡七ヶ浜町東宮浜字小田13-30

128

岩沼市桑原4-7-34

129

東松島市根古字今泉13-6

130

デイサービスセンターしろいし

白石市郡山字平成141

131

107 特養 社会福祉法人恵泉会

特別養護老人ホーム東和

登米市東和町米山字新細待井2

132

108 DS 株式会社みやぎ愛隣会

多機能ケアホーム

109 特養 宮城県社会福祉協議会

なごみのなの里地域福祉サービスセン
ター

和風園

110 DS ㈱ＢＯＰ

デイサービス

111 老健 医療法人社団 湖聖会

介護老人保健施設

112 DS ㈱晴耕雨読

デイサービス

113

老健
GH

医療法人

仁泉会

杜のめぐみ
はまなすの丘

ケアスタ中町

介護老人保健施設

なとり

119 特養
120

特養
ＤＳ

121 特養
122

小規模

ＧＨ

社会福祉法人仙台白百合会

社会福祉法人

日就会

社会福祉法人
塩竈市社会福祉協議会

医療法人社団

清山会

特別養護老人ホーム

梅が丘

特別養護老人ホーム

第二日就苑

デイサービスセンターかしま荘
特別養護老人ホーム
杜の家

こころの樹

みやぎ

グループホームみやぎの杜

123 DS 医療法人社団 清山会

デイサービス

124 DS ㈱一輪の花

デイサービス一輪の花

125 GH コスモスケア㈱

グループホームコスモス

わかなの杜

鶴ヶ谷

DS
SS
GH

コスモスケア㈱
コスモスケア㈱

小規模

パインツリー南光台

仙台市泉区南光台東3-3-12

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｺｽﾓｽ松陵ひばり・うぐいす
コスモス松陵 ぶなの家
中野栄デイサービスセンター
ショートステイ

コスモスの家

グループホームコスモス

中野

松島

はまゆう

仙台市泉区松陵1-28-1
仙台市宮城野区出花2-11-5
松島町磯崎字長田80-222

135 通所 （医社）眞友会

介護老人保健施設

気仙沼市本吉町外尾25番地

136

DS （社福）

春圃会

春圃苑津谷デイサービスセンター

気仙沼市本吉町津各明戸3

栗原市金成中町西裏15-4

137 特養 （社福）

国見会

特別養護老人ホーム

国見苑

仙台市青葉区国見6-40-35

名取市高舘熊野堂字岩口下1-2

138 特養 （社福）

自生会

特別養護老人ホーム

自生苑

仙台市青葉区芋沢字青野木581-1

気仙沼市東新城2丁目9-1

139

気仙沼市本吉町中島358-3

140

（医社）

岩沼市下野郷字北谷地174-2

介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガヤ 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字館下35-1

百合ヶ丘デイサービスセンター

小規模

仙台市泉区松森字明神20-1

コスモスの家

白石市郡山字小森下55番1

117 老健 医療法人 松田会
ＤＳ

コスモスケア㈱

仙台市泉区向陽台5-16-16

グループホームコスモス 向陽台
南光台デイサービスセンター
ショートステイ

仙台市若林区木ノ下1-12-28

特別養護老人ホーム

デイサービスたんぽぽ

百合ヶ丘苑

GH

コスモスケア㈱

ス
向陽台デイサービスセンター

134 特養 （社福）愛泉会

116 DS ㈱志鴛

特別養護老人ホーム

小規模

コスモスケア㈱

コスモ

黒川郡大和町小野字前沢1

特別養護老人ホーム

社会福祉法人仙台白百合会

SS

コスモスケア㈱

木ノ下デイサービスセンター

グループホームコスモス

115 特養 社会福祉法人 春圃会

特養

GH
DS

住所

133 GH コスモスケア㈱

リンデンバウムの杜

118

DS

事業所名

大崎市岩出山字二ノ構8番地

114 老健 医療法人社団 晃和会

春圃苑

法人名

遠田郡美里町字志賀町1-15-25

106 DS 医療法人仁泉会

あずなの家

種別

GH

㈱リブレ

八乙女

愛泉荘
希望の杜

仙台市泉区八乙女中央3-9-23
仙台市泉区七北田字道24-2
黒川郡大和町吉田字新要害10

グループホームなつぎ埜

仙台市若林区今泉字小在家東97-2

清山会

杜の家ゆづる

仙台市宮城野区鶴巻1-19-5

141 GH （医社）

清山会

ゆづるの杜

仙台市宮城野区鶴巻1-19-3

142

DS （医社）

清山会

デイホーム

仙台市泉区本田町20-15

143

DS

仙台市泉区本田町20-8

144

小規模

亘理郡亘理町逢隈鹿島字北鹿島406-1

145

DS

塩竈市北浜4-6-13

146

仙台市宮城野区岩切字余目11

147

仙台市宮城野区新田東1-2-5

148

登米市迫町佐沼字中江4-14-13

149

仙台市宮城野区鶴ヶ谷東4-7-5

150

DS
小規模

㈱ほの花
㈲井上技建めだかグループ

㈱ジーマープル

いずみの杜

仙台市泉区松森西沢24-1

デイサービスほの花

仙台市宮城野区栄4-6-22

めだかの楽校

石巻市蛇田字小斎80

マープル名取デイサービスセンター

名取市上余田字千刈田902-1

