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地域 種別 事業所名 生協名 ℡ fax
広島市安佐北区 無床診 津田診療所 広島医療生協 082-812-2048 082-812-2407
広島市安佐北区 居宅介護支援 津田診療所居宅介護支援事業所 広島医療生協 082-812-2048 082-812-2407
広島市安佐北区 通所介護 津田診療所デイサービス 広島医療生協 082-812-3804 082-812-3804
広島市安佐北区 通所リハビリテーション 津田診療所デイケア 広島医療生協 082-812-2048 082-812-2407
広島市安佐北区 通所介護 あすなろ生協診療所デイサービス 広島医療生協 082-841-2021 082-841-2021
広島市安佐北区 無床診 あすなろ生協診療所 広島医療生協 082-845-5234 082-845-6073
広島市安佐北区 通所介護 コープデイサービス高陽＜自悠館＞ 生協ひろしま 082-845-2725 082-845-2767
広島市安佐北区 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・安佐北 生協ひろしま 082-841-2255 082-845-3211
広島市安佐北区 訪問介護 介護サービス・安佐北 生協ひろしま 082-841-2256 082-845-3211
広島市安佐南区 病院 広島共立病院 広島医療生協 082-879-1111 082-879-1146
広島市安佐南区 歯科診療所 コープ共立歯科 広島医療生協 082-830-5181 082-830-5183
広島市安佐南区 居宅介護支援 広島医療生協 居宅介護支援事業所 広島医療生協 082-879-1870 082-879-7764
広島市安佐南区 地域包括支援センター 広島市安佐・安佐南地域包括支援センター 広島医療生協受託 082-879-1876 082-879-7764
広島市安佐南区 訪問看護 もみじ訪問看護ステーション 広島医療生協 082-877-0231 082-877-0232
広島市安佐南区 無床診 協同診療所 広島医療生協 082-874-0455 082-874-1451
広島市安佐南区 居宅介護支援 協同診療所居宅介護支援事業所 広島医療生協 082-874-4115 082-874-4147
広島市安佐南区 短期入所 協同診療所ショートステイ 広島医療生協 082-874-4095 082-874-4109
広島市安佐南区 通所介護 協同診療所デイサービスひまわり 広島医療生協 082-874-4085 082-874-4093
広島市安佐南区 通所リハビリテーション 協同診療所（デイケア） 広島医療生協 082-874-0455 082-874-1451
広島市安佐南区 訪問介護 ヘルパーステーション虹 広島医療生協 082-225-7790 082-871-1081
広島市安佐南区 無床診 沼田診療所 広島医療生協 082-848-4486 082-848-5208
広島市安佐南区 通所介護 沼田診療所デイサービス 広島医療生協 082-848-4486 082-848-5208
広島市安佐南区 相談センター ふくし情報でんわ グリーンコープひろしま 0120-118742  -
広島市安佐南区 たすけあいの会 たすけあいワーカーズ めーぷるネット グリーンコープひろしま   ワーカーズ 082-870-4652 082-870-4652
広島市安佐南区 訪問介護 ふくしサービスセンターめーぷるネット 社会福祉法人（グリーンコープひろしま関連） 082-870-4652 082-870-4652
広島市安佐南区 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・安佐南 生協ひろしま 082-830-0811 082-830-0813
広島市安佐南区 訪問介護 介護サービス・安佐南 生協ひろしま 082-830-0812 082-830-0813
広島市安佐南区 相談支援 障がい者相談支援事業所・安佐南 生協ひろしま 082-830-0812 082-830-0813
広島市佐伯区 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・広島西 生協ひろしま 082-926-2170 082-926-2171
広島市佐伯区 訪問介護 介護サービス・広島西 生協ひろしま 082-926-2585 082-926-2171
広島市佐伯区 病院 生協さえき病院 広島中央保健生協 082-926-4511 082-926-4522
広島市佐伯区 病院内歯科 生協さえき歯科 広島中央保健生協 082-926-1148 082-926-1147
広島市佐伯区 通所リハビリテーション 生協さえき病院デイケア 広島中央保健生協 082-926-1181 082-926-1181
広島市佐伯区 無床診 コープ五日市診療所 広島中央保健生協 082-924-0608 082-924-7844
広島市佐伯区 訪問介護 コープ五日市ヘルパーステーション 広島中央保健生協 082-943-4631 082-924-0635
広島市佐伯区 居宅介護支援 コープ五日市居宅介護支援事業所 広島中央保健生協 082-942-6923 082-924-0635
広島市佐伯区 訪問看護 訪問看護ステーションコープ五日市 広島中央保健生協 082-924-0626 082-924-0635
広島市佐伯区 通所介護（認知症対応） デイサービスかぼちゃ 広島中央保健生協 082-924-0608 082-924-7844
広島市中区 訪問看護 訪問看護ステーション基町 広島中央保健生協 082-211-5191 082-211-5199
広島市中区 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・広島中 生協ひろしま 082-503-0682 082-295-7080
広島市中区 訪問介護 介護サービス・広島中 生協ひろしま 082-503-0688 082-295-7080
広島市中区 研修センター 研修センター 生協ひろしま 082-503-0681 082-234-2411
広島市中区 相談支援 障がい者相談支援センター 生協ひろしま 082-503-0715 082-234-2411
広島市中区 たすけあいの会 くらしの助けあい 生協ひろしま 082-503-0686 082-503-0686
広島市中区 福祉用具貸与・販売 福祉用具センター 生協ひろしま 082-503-0690 082-234-2411
広島市西区 病院 総合病院福島生協病院 広島中央保健生協 082-292-3171 082-294-4551
広島市西区 居宅介護支援 広島中央保健生協居宅介護支援事業所 広島中央保健生協 082-292-0852 082-292-0918
広島市西区 地域包括支援センター 広島市観音地域包括支援センター 広島中央保健生協受託 082-292-3582 082-292-3172
広島市西区 無床診 生協内科クリニック 広島中央保健生協 082-532-1260 082-532-1261
広島市西区 歯科診療所 生協歯科ひろしま 広島中央保健生協 082-291-1333 082-291-1338
広島市西区 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム くすの木苑 社会福祉法人　（広島中央保健生協関連） 082-291-2734 082-291-2798
広島市西区 通所介護 くすの木苑デイサービス 社会福祉法人　（広島中央保健生協関連） 082-291-2734 082-291-2798
広島市西区 訪問看護 訪問看護ステーション生協コスモス 広島中央保健生協 082-532-1375 082-532-1376
広島市西区 訪問介護 広島中央保健生協ヘルパーステーション 広島中央保健生協 082-532-1256 082-532-1257
広島市西区 福祉用具貸与 広島中央保健生協福祉用具貸与事業所 広島中央保健生協 082-208-0051 082-532-1257
広島市西区 無床診 草津診療所 広島中央保健生協 082-272-8665 082-273-8484
広島市西区 通所リハビリテーション 草津診療所デイケア 広島中央保健生協 082-272-8665 082-273-8484
広島市西区 訪問介護 生協くさつヘルパーステーション 広島中央保健生協 082-507-7027 082-507-7028
広島市西区 訪問看護 訪問看護ステーション草津かもめ 広島中央保健生協 082-507-7015 082-273-6689
広島市西区 居宅介護支援 草津かもめ居宅介護支援事業所 広島中央保健生協 082-507-7015 082-273-6689
広島市西区 通所介護 コープデイサービス観音＜はいから坂＞ 生協ひろしま 082-532-0810 082-532-0815
広島市西区 小規模多機能型居宅介護 コープ小規模多機能 観音＜ねぎ畑＞ 生協ひろしま 082-532-0813 082-296-8001
広島市西区 訪問介護 介護サービス・観音 生協ひろしま 082-532-0817 082-296-8001
広島市西区 たすけあいの会 たすけあいワーカーズ はぁーとネット グリーンコープひろしま  ワーカーズ 082-942-0778 082-942-0806
広島市西区 訪問介護 ふくしサービスセンターはぁーとネット 社会福祉法人（グリーンコープひろしま関連） 082-942-0778 082-942-0806
広島市西区 通所介護 デイサービスセンター夢*グリーン 社会福祉法人（グリーンコープひろしま関連） 082-942-5821 082-942-5832
広島市東区 訪問介護 ふくしサービスセンターおりーぶネット 社会福祉法人（グリーンコープひろしま関連） 082-221-9101 082-221-9101
広島市南区 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・広島南 生協ひろしま 082-568-8761 082-567-6761
広島市南区 訪問介護 介護サービス・広島南 生協ひろしま 082-568-8762 082-567-6761
呉市上畑町 通所介護 コープデイサービス上畑＜自悠館＞ 生協ひろしま 0823-32-6006 0823-32-6012
呉市広多賀谷 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・呉 生協ひろしま 0823-70-0250 0823-70-0225
呉市広多賀谷 訪問介護 介護サービス・呉 生協ひろしま 0823-70-0230 0823-70-0225
福山市木之庄町 無床診 城北診療所 福山医療生協 084-923-8161 084-923-8165
福山市木之庄町 訪問介護 ヘルパーステーション城北 福山医療生協 084-973-6455 084-921-6465
福山市木之庄町 居宅介護支援 しあわせ居宅介護支援事業所 福山医療生協 084-921-6453 084-921-6465
福山市木之庄町 訪問看護 訪問看護ステーションしあわせ 福山医療生協 084-973-6456 084-921-5511
福山市木之庄町 通所介護 デイサービスすみれ 福山医療生協 084-973-2218 084-925-4421
福山市駅家町 訪問介護 ヘルパーステーションすみれ 社会福祉法人　（福山医療生協関連） 084-977-1320 084-977-6540
福山市駅家町 無床診 ふれあい診療所 福山医療生協 084-976-4334 084-977-0810
福山市駅家町 通所介護 デイサービスふれあい 福山医療生協 084-976-4334 084-977-0810
福山市駅家町 たすけあいの会 たすけあいの会 ふれあい診療所 福山医療生協 084-976-4334 084-977-0810
福山市駅家町 居宅介護支援 備後の里 居宅介護支援事業所 社会福祉法人　（福山医療生協関連） 084-976-6530 084-976-4540
福山市駅家町 通所介護 デイサービス備後の里 社会福祉法人　（福山医療生協関連） 084-976-6530 084-974-6540
福山市駅家町 ケアハウス ケアハウス福山 社会福祉法人　（福山医療生協関連） 084-976-6530 084-974-6540
福山市駅家町 地域包括支援センター 福山市北部地域包括センターサブセンター駅家 福山医療生協関連社会福祉法人受託 084-977-0071 084-977-0225
福山市駅家町 短期入所 ショートステイまなぐら 社会福祉法人　（福山医療生協関連） 084-976-8570 084-976-7222
福山市駅家町 通所介護 デイサービスまなぐら 社会福祉法人　（福山医療生協関連） 084-976-8570 084-976-7222
福山市手城町 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・福山 生協ひろしま 084-946-5500 084-943-3316
福山市手城町 訪問介護 介護サービス・福山 生協ひろしま 084-946-5502 084-943-3316
福山市山手町 通所介護 コープデイサービス山手＜はいから坂＞ 生協ひろしま 084-949-0810 084-949-0815
廿日市市大野原 居宅介護支援 居宅介護支援事業所・廿日市 生協ひろしま 0829-50-0760 0829-54-0721
廿日市市大野原 訪問介護 介護サービス・廿日市 生協ひろしま 0829-50-0761 0829-54-0721
三次市三次町 居宅介護支援 居宅介護支援事業所えのかわ 広島医療生協 0824-64-8444 0824-64-8445
三次市三次町 訪問看護 訪問看護ステーションえのかわ 広島医療生協 0824-64-8444 0824-64-8445
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