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宮244 Ｂ入浴001 0470200106 ぱんぷきん株式会社
ぱんぷきん介護センター本社事
業本部

986-0865 石巻市丸井戸三丁目３番８号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮245 Ｂ入浴002 0470200171 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター石巻 986-0033 石巻市美園三丁目３番地３ 平成23年07月01日 平成23年07月01日 ● ◎

宮246 Ｂ入浴003 0470200379 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン株式会社石
巻営業所

986-0815 石巻市中里３丁目５番５ 平成14年01月01日 平成14年01月01日 ● ○ ◎

宮247 Ｂ入浴004 0470200809 有限会社畳石観光 有限会社畳石観光 987-1221 石巻市須江字畳石５０番地２ 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮248 Ｂ入浴005 0470201724 アースサポート株式会社 アースサポート石巻 986-0861 石巻市蛇田字下谷地１番地６ 平成20年05月01日 平成20年05月01日 ● ◎

宮249 Ｂ入浴006 0470300237 アースサポート株式会社 アースサポート塩釜 985-0026 塩竈市旭町１８番１３号 平成15年03月14日 平成15年03月14日 ● ◎

宮250 Ｂ入浴007 0470300625 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン在宅介護セ
ンター塩釜

985-0024
塩竈市錦町７番３号　ジュウケン
ビル１階

平成21年04月01日 平成21年04月01日 ● ◎

宮251 Ｂ入浴008 0470500646
株式会社宮城登米広域介護
サービス

広域介護サービス気仙沼 988-0853 気仙沼市松川前１２１番地 平成20年10月01日 平成20年10月01日 ● ○ ◎

宮252 Ｂ入浴009 0470500687
社会福祉法人気仙沼市社会福
祉協議会

訪問入浴サービスもとよし 988-0307
気仙沼市本吉町津谷舘岡５１番
地６

平成21年09月01日 平成21年09月01日 ● ◎

宮253 Ｂ入浴010 0470500943 株式会社春夏秋冬 訪問入浴春夏秋冬 988-0053
気仙沼市田中前一丁目１番地１
０

平成25年07月01日 平成25年07月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮254 Ｂ入浴011 0470501107 アースサポート株式会社 アースサポート気仙沼 988-0077 気仙沼市古町三丁目２番３７号 平成28年06月01日 平成28年06月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮255 Ｂ入浴012 0470600347 社会福祉法人白石ひまわり
社会福祉法人白石ひまわりひま
わり福祉センター

989-0231
白石市福岡蔵本字薬師堂２８番
地２

平成19年01月01日 平成19年01月01日 ● ◎

宮256 Ｂ入浴013 0470700220
社会福祉法人名取市社会福祉
協議会

指定居宅サービス事業所ほっと
なとり

981-1224 名取市増田五丁目１３番３５号 平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮257 Ｂ入浴014 0470701152 アースサポート株式会社 アースサポート名取 981-1232 名取市大手町四丁目１４番９号 平成28年09月01日 平成28年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮258 Ｂ入浴015 0470800012 株式会社ツクイ ツクイ角田北郷 981-1524 角田市岡字内川２３２番地 平成12年04月01日 令和02年10月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮259 Ｂ入浴016 0471100339 セントケア宮城株式会社 セントケア岩沼 989-2442 岩沼市大手町８番１５号 平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮260 Ｂ入浴017 0471200014
株式会社宮城登米広域介護
サービス

株式会社宮城登米広域介護
サービス

987-0511
登米市迫町佐沼字光ヶ丘１４０
番地２

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮261 Ｂ入浴018 0471200782 セントケア宮城株式会社 セントケアはさま 987-0511
登米市迫町佐沼字錦１７０番地
坂本店舗１Ｆ

平成25年08月01日 平成25年08月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮262 Ｂ入浴019 0471200873 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン在宅介護セ
ンター登米

987-0511
登米市迫町佐沼字梅ノ木二丁
目１番９

平成21年05月01日 平成21年05月01日 ● ◎

宮263 Ｂ入浴020 0471300277 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン株式会社栗
原営業所

989-5502 栗原市若柳川南堤通１１－６ 平成17年04月01日 平成17年04月01日 ● ◎
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宮264 Ｂ入浴021 0471301127 セントケア宮城株式会社 セントケア栗駒 989-5351
栗原市栗駒中野田町西１９７番
２号

平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮265 Ｂ入浴022 0471301176 ケアプランニング株式会社
みやぎ介護支援センター訪問入
浴部

989-5501 栗原市若柳川北古川１４番地８ 平成20年07月15日 平成20年07月15日 ● ◎

宮266 Ｂ入浴023 0471400473 セントケア宮城株式会社 セントケア石巻矢本 981-0503
東松島市矢本字鹿石前１６４番
地１号

平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮267 Ｂ入浴024 0471400523 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン在宅介護セ
ンター東松島

981-0503 東松島市矢本字上河戸６４－１ 平成21年05月01日 平成21年05月01日 ● ◎

宮268 Ｂ入浴025 0471500082 アースサポート株式会社 アースサポート古川 989-6223 大崎市古川字上古川１４５番地 平成14年11月01日 平成14年11月01日 ● ◎

宮269 Ｂ入浴026 0471500157 株式会社昭和タクシー
昭和タクシーまごころケアサ
ポート結い

989-6223 大崎市古川字上古川１６５番９ 平成16年12月01日 平成16年12月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮270 Ｂ入浴027 0471500173 有限会社西古川タクシー
有限会社西古川タクシー介護福
祉事業部四季のめぐみ

989-6214
大崎市古川新堀字北田４２番地
１

平成16年12月15日 平成16年12月15日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮271 Ｂ入浴028 0471500728 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン株式会社岩
出山営業所

989-6436 大崎市岩出山二ノ構７９番地２ 平成13年08月01日 平成13年08月01日 ● ◎

宮272 Ｂ入浴029 0471501494 セントケア宮城株式会社 セントケア岩出山 989-6228
大崎市古川清水字成田宮田５８
番地４

平成19年11月01日 平成19年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.11

宮273 Ｂ入浴030 0471600056 アースサポート株式会社 アースサポート富谷 981-3311 富谷市富谷清水仲１１９番地４ 平成30年05月15日 平成30年05月15日 ● ◎

宮274 Ｂ入浴031 0472200153 社会福祉法人常盤福祉会
社会福祉法人常盤福祉会ふな
おか事業所

989-1623
柴田郡柴田町北船岡二丁目１６
番６号

平成12年04月01日 平成12年04月01日 ● ◎

宮275 Ｂ入浴032 0472200856 セントケア宮城株式会社 セントケア大河原 989-1241 柴田郡大河原町町５５番２号 平成24年11月01日 平成24年11月01日 ● ◎ ◎ ◎ R5.2

宮276 Ｂ入浴033 0472201243 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン在宅介護セ
ンター大河原

989-1246 柴田郡大河原町新東９２番地８ 平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮277 Ｂ入浴034 0472400662 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン在宅介護セ
ンター亘理

989-2351
亘理郡亘理町中町東１９１
佐々木第一ビル１０２

平成26年04月01日 平成26年04月01日 ● ◎

宮278 Ｂ入浴035 0473100337
社会福祉法人涌谷町社会福祉
協議会

ゆうらいふ訪問入浴サービス 987-0121
遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦
１９２番地

平成15年04月01日 平成15年04月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12

宮279 Ｂ入浴036 0473101210 アースサポート株式会社 アースサポート美里 987-0013 遠田郡美里町素山町９番地 令和03年09月01日 令和03年09月01日 ● ◎ ◎ ◎ R4.12


